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バレーボールのオーバーハンドパス動作
における動感化能力の研究

足

立
Ⅰ

緒

学
言

学校体育授業におけるバレーボール指導において、学習者へのオーバーハンドパスの基本技術
指導は難しいとされている。一般的にバレーボールを楽しむ上で、このパス技術を習得していな
ければ、バレーボールの本質や独自的な面白さを味わうことはできない。バレーボールの本質的
な楽しさとは、攻防（ラリー）を続けることや、三段攻撃による得点を得ることにあり、オーバ
ーハンドパス技術を習得することによりボールを正確に味方に送り、そのボールを味方の攻撃と
なるスパイクにつなげるための「トス」を行うことで競技性はより向上することになる。
指導実践現場において、学習者のオーバーハンドパス技術の習得が難しいとされる原因は、次
の二つが考えられる。その一つは、パス時にボールがあたる衝撃による指先の痛みから、その練
習が敬遠されがちなことである。パスを行う際、遠くに飛ばそうとしたり、高く上がったボール
を打ち返そうとした時に突き指をすることが多く、「痛み」を感じることになる。二つめは、従
来の運動指導法に対する問題である。三木1）によれば、「従来の指導法は、運動感覚的な動きを
覚えさせるための学習指導と、技術ポイントとその手順を示して学習活動を効果的にマネージメ
ントする学習指導との区別がついておらず、時には学習計画を子どもに提示しただけで終わって

図1

従来の指導と発生論的運動学の指導比較
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しまうケースが多く見られる。」といっている。その結果、学習者は自らの動きの感じ（動感）
を発生することなく、動きの本質を味わえないまま学習を終えていたと考えられる（図 1「従来
の指導プロセス」）。
この原因を回避し、よりバレーボールに親しむためには、指導法の工夫が必要である。そこ
で、学習者自らの感覚で動きを覚えることのできる指導理論、金子の発生論的運動学に着目し
た。発生論的運動学とは、従来の運動指導では難しいとされていたコツやカンの習得について、
主体となる学習者が自らの感覚で運動を覚えること、すなわち、自分の身体で動き方のコツが
「わかる」ようになり、同時に動きのかたちが現れ、運動が「できる」ようになっていく出来事
に関する動感化現象の理論である（図 1「発生論的運動学の指導プロセス」）。三木2）は「運動学
習にとって最も大切な「できる」ようにするためには、どうしても自分の身体の動かし方のコツ
がわかる学習、すなわち、子ども側に立った運動感覚能力を育てる動きの学習を問題にしなけれ
ばならないのである。そこには、運動感覚的な指導理論としての動きの発生論的運動理論が欠落
していたのである。」といい、技術習得に必要な『動感化能力（私の動く感じ）』を発生・充実さ
せることの重要性を説いている。
そこで、本研究では、この発生論的運動学の指導法及び重要概念を整理し、バレーボールのオ
ーバーハンドパス技術の基本構造を明らかにした上で、パス動作に必要な動感化能力の抽出を試
みた。本研究において抽出された動感化能力は、今後の指導実践現場において、動作分析及び、
ドリル作成に大きく貢献されることが期待できる。

Ⅱ

研究の方法

1．「発生論的運動学」に関わる諸概念について
対象：発生論的運動学の著書及び学術論文。
分析：著書及び学術論文を読解、分析し、発生論的運動学の概念整理。
2．オーバーハンドパスの技術構造について
対象：オーバーハンドパス技術に関する著書及び学術論文。
分析：著書及び学術論文より、オーバーハンドパス技術構造を整理。
3．オーバーハンドパスに必要な動感化能力の抽出

Ⅲ

研究の結果及び考察

1．「発生論的運動学」に関わる諸概念について
1）発生論的運動学の概念
この運動学は、金子が K. マイネル著「Bewegungslehre」を翻訳した「スポーツ運動学」を出
版したことに始まった。その後、金子は、「発生論的運動学」の体系化を試み、2002 年の「技の
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伝承」、2005 年には「身体知の形成」（上・下）、2007 年に「身体知の構造」を発刊し、発生論と
構造論、そして伝承論という三重の塔としての運動理論が構築したのである。そして、2009 年
注1）が世に出されたのである。
には金子運動学の集大成として「スポーツ運動学」

このスポーツ運動学は、目的論を基に身体知の発生や技の伝承を分析し、その原理や本質・法
則を解明するために体系化された運動理論を目指したものである。金子3）は、「身体知分析論と
しての運動学の構図は、スポーツ領域における身体知発生の地平構造を明らかにし、身体知伝承
を活性化する方法論を探ることにある。ここでの身体知発生とは、身体知発生という時の身体は
生理学の分析対象となる物質身体ではない。その発生という表現も分子生物学的な個体発生が意
味されるものではない。ここで用いられている「身体知発生」という時の身体（ビュシス）と
は、オーストリーの精神神経学者アウァスペルク4）の表現を借りれば「生き生きと体験しつつあ
る身体なのであり、心を排除するのではなく、それを現出している」身体が意味されているので
ある。身体知は運動と知覚の統一体として動感化能力に支えられ、有意味な実存運動としてその
統一的意味形態を成立させることになる。」と論じた。この新しい身体知発生論こそが、スポー
ツ運動学の中核を占めることになり（その他に、目的論や感覚論がある）、これこそが金子の解
く身体知の発生となる発生論的運動学の始まりなのである。発生論的運動学における身体知と
は、身体と心が一体化することにより、運動様態が表現されるものであると考えられ、運動の本
質を知るには、この知覚的な運動感覚や運動を覚えるためのプロセスを知ることが必要なのであ
る。時には、一つの技術を習得するために、身体の反応・反射運動となる反復練習なども必要と
されるが、やはり運動そのものを理解するためには、学習者自らの内面にある動きの感覚（動
感）を発生させ、運動として表面化することが発生論的運動学の目的なのである。
また、指導者が学習者の情況を把握するために金子5）は、「〈生きられる〉動きは〈自己運動〉
として、〈今・ここ〉という〈身体性〉のなかで動きの〈かたち〉を成立させることができる。
しかし、そこには、「やろう」としても「できない」というパトス的運動の世界が存在するので
ある。」といい、ここでは学習者がどこでつまずき、思い悩んでいるのか、その学習状態を知る
必要があるとしている。そこで、発生論的運動学では学習者の学習状態を五つの段階に分け、把
握することとしている。金子は、これを「動きの形成位相」とした。
2）学習者の学習状態を知るための「動きの形成位相」
発生論的運動学では、指導する際の学習者の学習状態を把握するために「動きの形成位相」と
いう五つの状態を示している。学習者は、目の前に提示された動きに対し「やってみたい」と思
うようになり、その動きを自分の持っている運動感覚と運動能力を統覚させ動きを成功させよう
とする。そこで、偶然的にも「できた」と動きを感じ、その偶然が何度も繰り返すことによって
自らの動きとなり、自由自在に動くことができるようになる。この一連の流れを、動きの形成位
相といい、学習者の状態を五つの位相に分け、動きを覚えるためのプロセスを示したものが図 2
となる。
表 1 は、金子が示した五つの各位相について、三木6）が詳細説明をしたものである。
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図2

動きの形成位相（三木の動感化能力養成研究会資料より）

表1

五つの「動きの形成位相」

○原志向位相：目の前に示された運動に対して感情的に嫌ではないというかたちで、すでに運動感
覚的に動き方に共感が生じ「やってみたい」と思う状態にある。
○探 索 位 相：私のアナロゴン（類似）的動きを駆使して探りをいれ、運動感覚の触手を伸ばして
動き方を探索する。なんとなく「わかるような気がする」と思う状態にある。
○偶 発 位 相：はじめて「できる」ときであり、偶然に「コツをつかむ」ことである。何となく
「できそうな気がする」という身体状態感をもって、コツをつかむためにまぐれ当
たりの頻度を高める状態にある。
○図式化位相：「思うように動くことができる」感じに出会い、コツは身体化される。さらに、コ
ツの危機、修正や技幅への志向などに向かう状態にある。
○自 在 位 相：自在に動けるということ、他者とのかかわりの中で自ら動くのに何の心身の束縛も
障害もなく、感性（むだがなく、安定し、即興的な動き）や体感能力（気配を感
じ、状況に応じる動き）など、動きと合体した心の持ち方へ「いつでも思うように
動くことができる」の志向状態にある。

図 2 及び表 1 を解説すると、学習者は、原志向位相の状態において「動きをやってみよう」と
試みる状態であり、探索位相では「一生懸命自分の持っている能力を最大限に活用して運動を行
おう」としている状態である。ここで優れた運動感覚・運動能力を持った者は、何事もなく偶発
位相によってまぐれで一度でき、それを何度も繰り返すことで図式化位相へと思うように動くこ
とがでるようになるのである。そして自在位相では、自分だけの動きではなく他者とのかかわり
を伴うゲームなどでも自在に動くことができるようになる、これが運動を覚えようとする学習者
の状態を示すものである。しかし、学習者が全ての運動に対し、最終段階の自在に動くまで達成
するとは限らない、時には「できたような気がする」になかなか遭遇することができず、パトス
的状態に陥り、そのまま運動を終えてしまうと、「体得できない」「できなかった」という結果に
なるのである。そこで、動きを覚えるために動感創発身体知を活用することになる。
3）学習者と指導者に必要な身体知の形成「動感創発（覚える）身体知」
動感創発身体知とは、動きを覚えるための身体知であり、運動を覚える学習者にとっても、運
動教える指導者にとっても必要とされる身体知である。この身体知は、四つの身体知で構成さ
れ、次のとおりとなる。①今ここの時間や空間を感じて動きを覚える始原身体知、②目的とする
動きのかたちを作り出すことのできるコツ（「私が動くことができる」という私の身体そのもの
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の向けられた動き方）やカン（場の情況を先読みすることができ、それに応じた動き方を選び、
判断して実行に移せる）を覚える形態化身体知、③より上位の身体知を求めて、洗練化のために
修正する機能を持ちながら新しい動き方を生み出す洗練化身体知、④動感化能力に修正を加えな
がら動きを覚える修正化身体知がある。これらによって構成される各身体知は、さらに細分化さ
れ、運動が始まる準備段階（体感身体知の定位感能力・気配感能力）から動きの微妙な変化や最
終的な修正までを細かく分析できるようにしているのである。
動感創発身体知の四つの身体知により、自らの感覚で動きを覚えたり、自らの能力によって動
きに修正を加えることにより、動きの本質を味わうことができるのである。指導者は、学習者が
どの動きの形成位相の「できる」を目指して学習をしているのかを知り、動感促発身体知（以降
で説明するが、指導者が教えるための身体知で、主に観察をしたり、交信をすることによって学
習者の状態を知り、代行によって学習者の間違った動きを知らせたり、動きを教えるための身体
知をいう）によって学習者がどのような動感創発（覚える）身体知が空虚で充実していないのか
を見抜かなければならない。その結果、学習者のパトス的状態を回避するために、指導者は自ら
が知り得た運動（コツ）や経験を駆使し、動きを覚えようとする学習者への支援・援助行為を繰
り返すことになる。それには、細かく区分される動感創発身体知の各能力による分析と、それを
理解した上での指導プログラムの作成及び綿密な指導計画が必要となるのである。
4）指導者に必要な身体知の形成「動感促発（教える）身体知」
発生論的運動学における、動きを教える能力は「動感促発身体知」と呼ばれ、指導者にとって
最も重要な能力であるとされている。動感促発身体知は、指導者自らの経験や自らが体得した動
きのコツを指導に活かし、学習者自身の動感化能力を発生・充実させることで、技術習得へと導
くものである。
指導者に必要な動感促発身体知を細分化すると、大きくは二つの身体知に分けられる。一つめ
は、動きのかたち（形態化）を成功させるための動感素材（動きの感じの材料になる運動）を収
集するための素材化身体知と、二つめは、学習者の動感化能力の世界に自己移入して、学習者の
形態発生に受け入れられるような方法を新しく生み出していくための処方化身体知が存在し、学
習者の学習状態を見抜き教えるための身体知なのである。図 3 は、三木が「動きの形成位相」
「動感創発身体知」「動感促発身体知」を活用し、発生論的運動学の指導プロセスを説明したもの
である。
5）発生論的運動学の分析方法
金子7）は、「発生論的運動学の運動分析方法として、構造分析・形態発生分析・促発処方分析
の三つを挙げ、さらに学習者の動感発生を促すためには、動感素材を収拾するための素材分析身
体知と、それらの素材に意味づけをして形態発生に導く処方分析身体知が、指導者には求められ
る。」と述べている。構造分析とは、私たちが目標とする習練形態（運動、技、かたち）は一つ
のまとまった構造を持っており、その習練形態がどんな意味構造をもち、どんな動感形態（動き
の感じによってかたちつくられ、一つのまとまった動きかたになる）が目標とされているのか指
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図3

発生論的運動学の指導プロセス（三木の動感化能力養成研究会資料より）

導者にも学習者にも共通に動感構造を理解しておく必要があり、そのための分析方法である。形
態発生分析とは、動感形態の生成消滅の出来事として受動発生のレベルも含めて分析対象とし、
どんな動く感じをもって学習者に動感形態を発生させるのかを形成位相との関連で分析するため
の方法である。促発処方分析とは、動感形態をどのように学習者に伝えるか、伝承のために分析
を進める方法である。また、金子の著書8）「わざの伝承」では、発生論的運動学の分析方法にお
いて、「運動感覚論的な発生分析では、運動学習者のもつ動感創発身体知と、指導者の動感促発
身体知の発生分析がもっとも重要である。」としている。
このように、金子の発生分析の方法に基づき、習練目標の構造分析を行い、学習者がどの学習
状態にあるのかを動きの形成位相から把握し、指導者の動感促発身体知によって学習者の動感創
発身体知がどのように発生・充実させられ、学習者自らの感覚で動きを覚えられるかが、この運
動学の焦点となるのである。

2．オーバーハンドパスの技術構造について
1）オーバーハンドパスの重要性と緩衝動作
進藤9）は、バレーボールの本質・独自的な面白さは、「ネットにより分離された競技空間にお
けるボールを介した攻撃・防御空間と攻撃・防御時間の争奪」であり、その実体は「攻撃と防御
の相互の目的意識的な集団的戦術（コンビネーションプレー）の行使による攻防（ラリー）」に
あるとした。このコンビネーションプレーによるラリーに欠かせない技術と言えば、オーバーハ
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表2

ゲームにおけるオーバーハンドパスの役割

【オーバーハンドパスの役割】
ファーストコンタクト：レセプション（サーブレシーブ）やチャンスボールの処理
セカンドコンタクト：トス（オープントス、時間差攻撃トス、速攻トス、バックトス、二段トス）
サードコンタクト：パスアタック

ンドパスであり、その役割を表 2 で示した。
主にオーバーハンドパスは、セッターによるセカンドコンタクトで最も使われ、ここでのトス
アップが成功すれば、攻撃（スパイク）につなげることができる。従って、バレーボールにおい
てゲームメイクするためには、オーバーハンドパスは必要不可欠な技術とされ、独自の本質を味
わったり、楽しむ上でも、オーバーハンドパスの技術習得は必要なのである。
また進藤9）は、オーバーハンドパスは、ボールを味方に送るための技術であることから、「味
方の次の攻撃的プレーの最善の行使を可能にするための緩衝を伴った柔らかいボールの目標空間
への送球動作」が必要とされるとしている。ここで、緩衝動作による柔らかいボールが、味方の
プレーを競技的に面白くしたり、チーム力やパフォーマンスを上げる要因へつながることがわか
る。この緩衝動作とは、手の中で一瞬止まったような感じから、音がすることもなく、ボールが
送り出されることをいい、バレーボールの専門用語では「ハンドリング」とも表現されている。
このハンドリングは、バレーボールの熟年者こそが持ち得るコツ（技）であるとされ、体育授業
などの短時間でハンドリングを習得させることは難しいとされている。しかし、緒言でもあげ
た、オーバーハンドパスは突き指をしやすく「指が痛い」と嫌われたり敬遠される例からして
も、この緩衝動作を指導者が教えることができ、学習者が習得することができれば、「痛い」と
いう悩みを解消し、多くの人々がバレーボールを楽しむことができると考えられる。
2）オーバーハンドパスの局面構造
三木10）は、ヴァイツゼッカーの言葉11）を引用しながら「人間の生命ある動きは、勝手に分割線
を入れられないゲシュタルト（ひとつのまとまりをもつかたち）として、部分は全体に、全体は
部分に密接なかかわりをもつ構造によって成り立っているとしている。それは、自分の運動感覚
意識によって動きを「自分から考えてみる」ことで、はじめて局面を区分することができるので
ある。」と論じた。従って、指導者がこの局面の区分を理解するには、まず学習者の運動感覚意
識に共感することが重要となり、共感するためには指導者の動感交信身体知が必要と考えられ
る。ここでも、主体は学習者であり、常にその情況を知っておかなければならないのである。
マイネル12）は、動きの中身を、機能的な役割をもつ三つの運動形態①非循環運動、②循環運
動、③組み合わせ運動に分節をし、さらに一つの運動を①準備局面、②主要局面、③終末局面の
三つの局面に分類している。これを局面構造というのである。局面構造を特徴づけるための運動
形態では、バレーボールのオーバーハンドパスにおける一回のパス動作は、非循環的であり、非
循環運動に属することになる。また、マイネルによると、非循環運動における局面構造は、表 3
のように動きの機能が分類され、表 4 ではさらに一つの運動を三つの局面構造に分けることがで
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表3

局面構造における三つの運動形態

①非循環運動：投げること、走り幅跳びや逆上がりなどのようにひとつのまとまりをもつ動きで、
ある課題を解決することのできる運動のことをいう。ここでの運動感覚意識は、はじめと終りが
意識され、さらに動きに違和感を感じたり、中断すると失敗したという意識を持つのである。
②循環運動：走ること、泳ぐこと、縄跳びなどのように、同じ動きが繰り返して行われる運動のこ
とをいう。この循環運動も一回性と発生の原理に基づき、常に完全な同じ運動が繰り返されるの
ではない。縄跳びでは、一回一回にリズムやタイミングのずれがあったりして、たえず修正を加
えながら跳び続けようとする運動感覚意識が働くのである。
③組み合わせ運動：ボールを受けて投げることやマット運動での技の組み合わせなど、2 つあるい
はそれ以上の異なる運動を連続して運動を行うことをいう。ここでの運動感覚意識としては、
「〜しながら〜する」といった、先行する動きのなかに次に続く動きの先読みとして「感じの呼
び込み」がある。そして、まだ行われていないその動きに対しての価値意識もともなうのであ
る。すなわち、次に続く動きを「上手に動きたい」とか、「美しく」
「かっこよく」という意識で
ある。

表4

三つの局面構造

○準備局面：言葉のとおり主要局面での動きを準備するための動きである。それによって、主動作
の動きをスムーズにしたり、必要なエネルギーをもっとも効果的、経済的につくり出したりする
働きを持つのである。特徴としては、ボールを投げるとき、手を後ろに引きこみ、主動作に対し
て反対方向にまず動作を行ったり、跳び箱運動や走り幅跳びなどのように、主動作と同じ方向で
行われる助走、予備踏み切りなどもある。ここでは、「〜のために、〜しようとする」という運
動感覚意識が働くのである。
○主要局面：運動の中核をなす局面で目的を達成するための課題を直接解決することになる。課題
によっては、独自の動き方が求められ、他の運動と区別することができる。例えば、オーバース
ローとアンダースローなどの投げ方に区別される。運動感覚意識として「〜する」となるのであ
る。
○終末局面：主動作は急に終わるのではなく、余韻を残しながら今まで入れていた力を抜き、バラ
ンスを保ちながら終わる局面を指し、「〜した」という運動感覚意識を持つことになる。

きる。
次に、局面構造からみたオーバーハンドパスの基本技術について、進藤13）は、パス（トス・レ
シーブ）の基本的運動構造と技術の二種類のパスについて、ある時間的空間的経過の中で一回で
終了する非循環運動（非周期的運動）であり、どんなパスもある一定のまとまりのある運動構造

表5

オーバーハンドパスの基本的運動構造と各局面の技術（進藤の構造分析より）

○準備局面：予想するボールの落下位置に確実に入り、膝をやや曲げた状態で両腕を顔の斜め上方
に挙げてボールを待つ姿勢から、落下に合わせた手首・肘・膝の関節の屈曲によりボールを額の
前まで呼び込み、ボールが一瞬とまるまでの局面である。
○主要局面：ボールが一瞬とまった瞬間から、身体の各関節、すなわち、足首・膝・腰・肩・肘、
手首の各関節が十分に伸展し、ボールが目標に向かって押し出され、指先からリリースされるま
での局面である。（飛来するボールと指先との間で生じる衝撃をいかに和らげるかというボール
に対する 緩衝動作 が重要）
○終末局面：ボールをリリースした後の運動を消失させるまでの局面であり、リリース後すぐに元
の姿勢に戻るのではなく、約 1・2 秒両足と腕はほぼ真っすぐになるまで伸ばし、伸ばした両手
をはなさずにむしろ、やや接近させる。意識を焦点づけることによって力がボールの中心から分
散しにくくなる。その後、身体全体の筋の緊張を徐々に解く。
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を持っている。それは、運動を準備する準備局面、目標に正確にボールを送るという運動課題を
実際に直接的に解決するための主要局面、そして運動を終了させる終末局面という三相の基本的
運動構造から成り立っていると論じた。進藤が、オーバーハンドパスの各局面において、実際の
動きを示したものが表 5 である。
このように、オーバーハンドパスの動きの意味構造を分析することにより、パス動作における
動きの流れが明らかとなった。最後に、発生論的運動学の動感発生において、オーバーハンドパ
スの動きを習得するのに必要とされる動感化能力をあげることとする。

3．オーバーハンドパスに必要な動感化能力の抽出
発生論的運動学の指導法において、学習者の動きの感覚（動感化能力）の発生こそが技術取得
につながるとされていることが前文でもわかったが、動感化能力について説明をする。金子の発
生論的運動学では、実施者が運動をできるようになるためには運動感覚能力が最も重要であると
説いている。それは、フッサールの造語によるキネステーゼ、つまり運動（キネーシス）と感覚
（アイステーシス）の不可分（密接に結びついていて、分けたり切り離したりできないこと）な
結合としての「運動感覚能力」を意味している。これを「私の動く感じ」動感化能力という。つ
まり、この動感化能力は、学習者自身が動きの感じを読み取り、感覚として習得した上で自らの
身体を思いのままに動かすことにあり、決して与えられたものではないのである。オーバーハン
ドパスの技術習得においても、学習者自らの動く感じをもたせるために、その動きに必要とされ
る動感化能力を発生させることは有効であると考えられる。
動感化能力は、動感創発（覚える）身体知の中で構成される 22 種類（定位感能力、遠近感能
力、気配感能力、直感化能力、予感化能力、差異的時間化能力、触発化能力、価値覚能力、共鳴
化能力、図式化能力、伸長化能力、先読み能力、自在化能力、調和化能力、解消化能力、動感分
化能力、局面化能力、再認化能力、優勢化能力、リズム化能力、伝動化能力、弾力化能力）が存
在し、この中からオーバーハンドパスの技術習得に必要とされる動感化能力を表 5 の基本的運動
構造より抽出した。抽出された動感化能力は、以下のとおりとなった。
①オーバーハンドパスを行う場合、他者から送り出されたり飛んでくるボール（サーブ、レシ
ーブなど）の落下位置・角度などを予測して動くための予感化能力。
②予感化能力と同時に、ボールと自分の位置を判断し、空間的な近さや遠さ時間的な短さや長
さを感じ取るための遠近感能力。
③ 9 m 四方のコートの中、もしくは体育館全体の中での自分の位置感覚を持つために、自分の
身体の中に絶対ゼロ点をおき、空間での位置感覚を知ったり、体勢のとり方を考えるための
定位感能力。
④オーバーハンドパスは、バレーボールの技術の中でも、最も自由自在にボールを操る技術で
あり、ボールを操るための自在化能力。
⑤ボールを押し出す動作、及び押し出した方向に余韻を残し方向を定めるための伸長化能力。
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⑥指・手首・肘・膝からの力を、ボールに伝えるための伝動化能力。
⑦オーバーハンドパスをする上で、体全体のタイミングやリズムを整えたり、次への動作など
全体の動きを整えるための調和化能力。
⑧自分自身の「今、動いた感じ」をとらえるための直感化能力。
以上の八つの動感化能力を自分の感覚としてつかみ取ることができれば、オーバーハンドパス
動作において、ボールを自由自在に操ることができるようになるのである。
さらに、発生・充実することができた動感化能力に対し、動きの目標となる自由自在に動ける
ようになるために、三木14）は、「動き方の学習は、運動が「できる」ようになったからといって、
決してそれで終わりになるものではありません。運動が「できる」ということは、いつでも、ど
こでも、「私は思うように動くことができる」という、運動習熟の図式化位相（いつでもできる
と確信が持てるような位相）にまで高める必要がでてきます。さらに、スポーツを楽しむために
周りの状況に応じて、他者とのかかわりのなかで「私は自在に動くことができる」という自在位
相を目指すことになります。このような動きができるようになるためには、動きを改善（修正化
能力）したり、いろいろな状況の中で、上手に動けるという運動形成の位相に応じた運動感覚能
力（私はそのように動くことができる）をどうしても獲得しなければなりません。」とし、動感
化能力に何度も修正を加え改善することによって、より高度な技術を獲得することができると論
じた。

Ⅳ

総

括

本研究では、金子の発生論的運動学の指導法と構造分析を基に、オーバーハンドパスに必要な
動感化能力を抽出したが、この運動学による指導法は、一般的に器械体操で用いられているもの
である。しかし、「主体を学習者に置く」という手法が、スポーツ指導の観点より、どの運動・
競技種目にも共通するのではないかと考え、筆者自身の専門であるバレーボール種目の実践指導
において取り組むこととしたのである。
この発生論的運動学は、金子が説くスポーツ運動学理論の中核を占めるものであり、その指導
法は、「主体を学習者に置き、学習者が動きに対して、どのような悩みを持っているのか、動感
促発身体知により情報を知り、学習者の内面（悩み）に共感をすることにある。」次に、「その悩
みの状態（段階）を、動きの形成位相のどの段階にあるのかを、動感促発（教える）身体知によ
り分析し処方する。」そして、「動きの悩みを解消するために処方した結果を、動感創発（覚え
る）身体知によって、動きの感覚（動感化能力）を発生させ、自らの感覚で運動を覚える。」こ
れが、この運動学の指導プロセスなのである。もう少し分かりやすく説明すると、「悩んでいる
学習者の内面に入り込み、悩みの入り口の状態（探索位相時）にアプローチし、自らの感覚で運
動を覚えさせること。」であり、単に指導者が運動形態を示し反復練習を繰り返しさせるだけの
指導法とは異なるものである。
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本研究の動感化能力の抽出を行った結果、学習者のオーバーハンドパス技術の習得が難しいと
されていた原因となる「痛み」を解消することだけでなく、抽出された八つの動感化能力をドリ
ル化することによって、より高度な技術習得が可能となり、学習指導要領保健体育の体育分野球
技「ネット型スポーツ：バレーボール」の最終目標である戦術・戦略を学ばせることへもつなが
ることが期待される。今後、バレーボール種目において、オーバーハンドパスだけでなく、アン
ダーハンドパス・スパイクなどの動感化能力を抽出した上でドリル化し、発生論的運動学の指導
法及び動感分析を合わせ、学校体育現場で活用できる練習法の研究を進めることとする。

注
注１）金子明友の著書「スポーツ運動学」
（2009 年明和出版）は、現象学的形態を基礎に据えた身体知
発生論の入門書である。その副題に「身体知の分析論」を掲げ、スポーツ領域における動感化能力の発生
論的運動学を説いたものである。
参考文献
１）三木四郎（2005）
「新しい体育授業の運動学」明和出版：p.29
２）三木四郎（2005）
「新しい体育授業の運動学」明和出版：p.55
３）金子明友（2009）
「スポーツ運動学」明和出版：p.5
４）Auersperg, Alfred P. : Vorlaufise und rucklaufig Bestimmung in der Physiogenese ; Jahrbuch für Psychologie, Psychotherapie und medizinische Anthroplogie, 8-1961, S.226
５）金子明友（1996）
「教師のための運動学」大修館書店：p.6
６）三木四郎（2005）
「新しい体育授業の運動学」明和出版：p.54
７）金子明友（2005）
「身体知の形成（上）
」明和出版：p.93
８）金子明友（2005）
「わざの伝承」明和出版：p.460
９）進藤省次郎（2007）「バレーボールのパスの教材構成と教授プログラム」北海道大学大学院教育学研
究科紀要

第 101 号

１０）三木四郎（2005）
「新しい体育授業の運動学」明和出版：p.70
１１）ヴァイツゼッカー（木村，浜中訳 1995）
「ゲシュタルトクライス」みすず書房
１２）クルト・マイネル（金子訳）
「マイネルスポーツ運動学」大修館書店：pp.156〜165
１３）進藤省次郎（2003）「バレーボール初心者に対するパスの技術指導」北海道大学大学院教育学研究科
紀要

第 89 号 p.59

１４）三木四郎（2005）
「新しい体育授業の運動学」明和出版：p.10
───────────────────────────────────────────────

〔あだち

― １１ ―

まなぶ

スポーツ運動学〕

園田学園女子大学論文集

第 46 号（2012. 1）

河川環境を利用したウォーキングプログラムの考案

足立

学1・衣笠

島田

千春2・和田

治子1・近藤

照敏1

結希3
1

2

Ⅰ

園田学園女子大学人間健康学部
兵庫県教育委員会但馬教育事務所
3
島根県立益田養護学校

はじめに

世界でも有数の長寿国である日本は、急速な高齢化社会が進んでいる。兵庫県尼崎市の「平成
21 年度第 2 回尼崎市社会保障審議会、高齢者保健福祉専門分科会報告」1）によれば、市内の総世
帯数は約 21 万 5 千世帯、そのうち単身高齢者世帯が約 3 万 2 千世帯、高齢者世帯が約 1 万 8 千
世帯となっている。これは、尼崎市の総世帯数の 23.7％ が高齢者のみの世帯なのである。そし
て、平成 20 年度には 170 人の 65 歳以上の孤独死があったとも報告されている。この高齢者世帯
と単身高齢者世帯を併せると、要援護高齢者は約 5 万 1 千人となり、高齢者の健康問題は今後重
要な課題となることは間違いない。現に、WHO（世界保健機関）でも、「健康寿命」注1）, 2）の考え
方が注目されるようになり、寿命が延びたことにより、高齢者自身がその健康をどのように保持
すべきか社会問題の一つとして挙げられるようになった。また、文部科学省の「平成 20 年度体
力・運動能力調査」3）による中高年者の運動・スポーツの実施状況をみると、加齢に伴い「運動
をしない」という人の割合が増加する傾向にあった。
高齢者が社会生活を営んでいくうえで、身体活動4）と健康の結びつきは密接な関係にある。1996
年アメリカ公衆衛生局の報告5）によれば、「身体活動の一部となる健康保持のための運動を習慣
化することは、筋骨格系・心臓血管系・呼吸器系・内分泌系などに顕著な効果をもたらす。さら
に、その運動効果はそれらの器官やシステムに関係している他の側面にも多くの健康利益注2）を
生じさせる。」としている。また、上向ら6）は「生涯スポーツとして行う運動（身体活動）は、
精神的ストレスの発散と、人と人とのコミュニケーションの和を広げることができ、健康を保持
するうえで大きな役割を担う」と論じた。
現在の日本の高齢化社会において、高齢者自身が健康的な生活を送るためにも、行動変容段階
モデル（Transtheoretical Modele）7）による運動を始めようとする関心期から最終段階となる継続期
となるための運動プログラムの必要性を感じた。高齢者が運動を行うためには、事故等が起こら
ない安全な「場」の提供と、一人でも簡単に取り組める運動プログラムの考案が必要である。そ
こで、高齢者を対象とした「河川環境を活用した運動プログラム」を提供することとした。この
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プログラムは、安全面を考慮し、実施場所は車両の通らない尼崎市内を流れる庄下川の側道を活
用した。また、河川環境を利用することにより、この川に生息する動植物を見ながら、運動を行
うことで、心的リフレッシュ効果も得られると考え、運動の「場」としても最適である。プログ
ラムには、ウォーキングの他、ストレッチングやゆる体操、簡易的なトレーニングも導入し、1
時間程度注3）で行える運動を設定した。松井ら4）は、医学に頼らない身体活動・運動が現代社会に
大きく貢献することができるといい、本研究においても高齢者の健康維持・生活向上を期待し、
プログラムを作成し実践指導を行うこととした。

Ⅱ

研究方法

1．現状インタビュー調査
尼崎市内の接骨院で、来院する患者の現状についてインタビュー調査を行った。

2．プログラムの作成
現状調査の結果より、ウォーキング・エクササイズ・準備体操（ゆる体操・ストレッチング）
の 3 種目を高齢者対象に、膝・腰痛予防としての運動プログラムを作成した。

3．プログラムの実践指導
事前調査として、日常運動機会の少ない女子大学生を対象に指導を行い、その結果から、プロ
グラムに修正を加え高齢者を対象に実践指導を行った。
1）事前調査指導（女子大学生対象）
日

時：2010 年 1 月 29 日（金）14 時 40 分〜16 時 00 分

場

所：園田学園女子大学南門及び庄下川周辺

対 象 者：園田学園女子大学 2 年次学生 23 名
（食物栄養学科 21 名、総合健康学科 1 名、文化創造学科 1 名）
実施方法：本プログラムの説明を行い、運動前の脈拍測定を行った。脈拍測定は全員一斉に行
うため各自とう骨動脈で 10 秒間測り 6 倍した数値を記録。準備運動プログラムでは、ゆる
体操、ストレッチングを準備体操として実施した。ウォーキングエクササイズプログラムで
は、庄下川側道のウォーキング及び 2 カ所のエクササイズポイントでエクササイズ指導を実
施。実践指導後は、脈拍測定及びアンケート調査を行った。
2）実践指導（高齢者対象）
日

時：2010 年 2 月 24 日（水）13 時 00 分〜14 時 30 分

場

所：園田学園女子大学南門及び庄下川周辺

対 象 者：尼崎市内の高齢者 65〜82 歳の 6 名
実施方法：プログラムの実施内容は、事前調査と同じ内容としたが、高齢者対象となるため事
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前の体調確認や医師によるメディカルチェック、運動強度のグループ分けなどを新たに行っ
た。また、脈拍・血圧測定及び体重測定は、一人ずつ付き添い測定を行った。

4．アンケート調査及び問診
本プログラム実施後のアンケート調査と、実施者の運動前の健康・体調調査を行った。

Ⅲ

研究結果

1．現状インタビュー調査
2010 年 10 月 14 日、尼崎市の A 整骨院にてインタビュー調査を行った。来院する患者の内訳
としては、一ヶ月の来院者数 1,900 人の患者のうち男性 700 名、女性 1,200 名となり、男性に比
べ女性の方が健康に関する問題を多くかかえていることが分かった。年代別では、一番多いのは
30 代であるが、次いで 50〜70 代が多く中高年が過半数の割合を占めていた。ここで最も多い症
状は、今回対象としている 60 歳以上の高齢者では、腰・膝・肩の痛みが最も多かった。その中
でも、腰痛をうったえる患者は、男性に多くみられ、膝痛は、主に女性に多くみられた。患者の
運動習慣について尋ねた結果、これらの症状を抱えているにもかかわらず、ほとんどの患者が運
動をしないということが本調査でも分かった。
本研究の課題として考えていた高齢者の腰や膝の痛みによる健康問題は、1 つの接骨院におい
ても深刻化しており、高齢者が安心して運動ができる安全な場所や、習慣化して行えるエクササ
イズプログラムが必要であることが明らかとなった。

2．プログラムの作成
1）ウォーキングプログラム
ウォーキングコースの選定については、園田学園女子大学横の庄下川側道とした。この河川環
境を利用した理由は、心理的リラックス効果を生むこと、自動車等の車両も通ることなく安全に
運動が行えることである。側道の計測は、2009 年 11 月 4 日に実施し、道幅川から 50 cm の幅を
取りローラボーイを用いて計測をした。ウォーキング時間は、有吉8）のいう快適と感じ継続しや
すい約 30 分に設定し、計測した。その距離は 2.21 km であった。計測途中に、エクササイズを
行うポイントを決め、ウォーキングコースを完成させた。
2）エクササイズプログラム
ウォーキングコース上の 2 か所で行うエクササイズプログラムを、高齢者を対象として作成し
た。近年、高齢者に多く見られる健康障害として、膝痛・腰痛がある。膝の痛みは、一般的に多
くの中高年者が悩みをもっており、日常生活においても階段の上り下りや、座位から立位に体を
動かす瞬間にも痛みを感じるなど生活に支障をきたすケースもみられる。この膝を支えている最
も大きな筋肉が大腿筋であり、痛みを解消するには大腿筋の筋力を鍛える必要があると考えられ
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ている。そこで、膝に効くストレッチとして、レッグランジを取り入れた。これは、膝の柔軟性
も高め大腿四頭筋を鍛えることができ効果的なエクササイズである。次に、腰の痛みでは、一般
的な原因は、腹直筋と広背筋のバランスにある。その中でも、腹直筋の筋力が低下すると腹腔内
圧が下がるため脊椎は正常なカーブを保てなくなり、脊椎周囲の筋肉に余分な負担をかけ、腰に
痛みが出るとされている。そこで、筋力を鍛えることと柔軟性の回復を含め、三日月ポーズ・ツ
イスト・デッドリフトの 3 種目を取り入れた。三日月ポーズとは、両腕を頭の上に挙げ体側を伸
ばし側筋の柔軟性を出すというものである。ツイストとは、両足を腰幅に広げて、両手を胸の前
にクロスして肩に置き脚は動かさず、腹筋を絞め上体だけを左右に捻る。上体を捻ることで腹直
筋を鍛えることもでき、柔軟性も高まるのである。デッドリフトは、膝を少し曲げて上体を前に
倒し、手を膝より下に下ろすようにし、腰からハムストリングまで伸ばすようにする。
この他に、肩の回旋運動やチューブエクササイズ9）も取り入れた。チューブは、骨盤に巻き、
ウォーキングを行った。チューブを骨盤に巻くことで筋肉の代行をし、骨を支える役割をもつ、
この状態で体を動かすことによって、骨盤のゆがみが自然と元に戻り骨盤矯正の効果が得られる
のである。
ウォーキングコース上のエクササイズポイント 1 では、チューブ骨盤矯正力をより効果的にす
るため、腰部のストレッチとなるヒップサークル（腰の回旋）エクササイズを行った。エクササ
イズポイント 2 では、まずチューブを外させた。ここでは、長時間骨盤矯正を行うと体調をくず
す原因にもなるため、長時間の取り付けを避けた。次に、ダンベル代わりに 500 ml ペットボト
ルに水を入れたものを準備し、片手 1 本ずつ持ち、上記の膝痛・腰痛予防エクササイズを行っ
た。エクササイズ終了後は、ウォーキング最終ポイントまでそのペットボトル（ダンベル）を持
ったまま歩くようにした。ペットボトルを持たせることによって、大きく腕が振れるようにな
り、ウォーキング時の強度を上げて行うことができるのである。このように、ウォーキングと 2
回のエクササイズをセットにした運動プログラムを完成させた。
3）準備運動プログラム 1：ゆる体操10, 11）
ゆる体操とは、武術・ヨガ・呼吸法・気功法・ストレッチング・ウォーキング・筋力トレーニ
ングなどの長所を生かし、さらに細胞動物から脊椎動物にいたる動物の身体についての運動進化
論的な研究成果を加えて、高岡によって考案された総合的な体操法である。この体操は、体操自
体に安全性が組み込まれているため、幅広い年齢層に実施が可能であること、道具が不要であ
り、いつでも気軽にできることなどから、あらゆる面でローコストの体操である。
一方、得られる健康効果と能力効果はきわめて高く広領域にわたるため、今では疲労回復・健
康増進・医療の補助療法・介護予防・ダイエット・美容さらには、スポーツ選手やビジネスマン
の能力向上、助産など広範囲で注目されている。
特に、一番大きな効果は全身のコリをほぐすという効果である。体は、ストレスや疲労などで
コリ固まり、それが全身の痛みや冷え、不快感や不機嫌の原因となったり、新陳代謝が妨げられ
て老化が進み、ひいては病気の原因にもなる。その原因であるコリを、ゆる体操によって解すこ
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とで、コリや冷えがスッキリ解消し、血液や体液の循環が良くなり、深い呼吸ができるようにな
る。新陳代謝が活発になるため、若返り効果もあるとされており、心も体もリラックスした状態
になると考えられる。
また、ゆる体操は「クネクネ」「プラプラ」などの擬態語や「気持ちよく」などの快適言語を
使用し、楽しく行えるよう工夫されているため、実施者間のアイスブレークやリラックス効果は
非常に大きいとされている。
4）準備運動プログラム 2：ストレッチング
ウォーキングを行うため、主に大腿四頭筋を含め足全体のストレッチを行う。
①足を前後に軽く開き、重心を落とすことで大腿四頭筋を伸ばした。
②立位の姿勢から体を前に倒し、反動をつけずハムストリングを伸ばす。
③地面にかかとを付けたまま壁につま先を立てかけ、もう一方の足で背伸びをするように体重を
前にかけることで、腓腹筋を伸ばす。

3．プログラムの実践指導
1）事前調査指導（女子大学生対象）
○実施プログラム 1：ゆる体操、ストレッチングによる準備体操
ゆる体操を開始し、リラックス効果の高い「手首ぷらぷら体操」から入り、肩の凝りを解す
「肩ゆったり回し体操」「肩ギュードサー体操」「肩甲骨モゾモゾ体操」、腰の凝りを解す「胸ふ
わふわ体操」「腰くねくね体操」、全身を動かす「水平酸スーイスーイ体操」を実施した。続い
て、ストレッチではウォーキングで最も使用する大腿四頭筋、ハムストリング、腓腹筋を伸ば
すストレッチを実施した。
○実施プログラム 2：庄下川側道ウォーキングとエクササイズ
ウォーキングをスタートする前に、骨盤のゆがみを矯正（チューブが筋肉の変わりになり、骨
盤のゆがみが矯正され、内臓が正しい位置に戻されるため内臓機能が向上する効果がある）す
るために、全員の腰にチューブを巻いた。チューブは各自で巻かせ、正しい位置に巻かれてい
るか確認を行った。ウォーキングをスタート
し、園田学園女子大学春帆寮裏にある公園ま
で、足の筋肉をより使うようかかと歩きや、
つま先歩きを行いながらウォーキングを行っ
た。公園（エクササイズポイント 1）に到着
し、第 1 回目のエクササイズとして、ヒップ
サークル（腰の回旋運動）を行った（写真
1）。この運動は、腰を回すことで凝り固まっ
ている筋肉をほぐすという効果がある。次
は、第 2 回目のエクササイズのバブリング
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写真 1

ヒップサークル

（エクササイズポイント 2）まで、歩行時の
姿勢と腕の振りを大きくさせることを意識す
ることを説明し、ウォーキングを再開した。
バブリングに到着し、チューブを外した。そ
の時、巻いていた部分がスッキリと軽くなっ
た感じがすることを体感させ、溜まっていた
老廃物や血液、リンパ液が一気に流れ出した
ことを説明した。ここでのエクササイズで
は、500 ml ペットボトルに水を入れたもの

写真 2

ダンベルエクササイズ

をダンベルとして使用した。重さ調整は、軽
めのものを好む実施者は、各自で水を捨てさせ過度な負担を感じないよう調整を行った。ダン
ベルを使ってのエクササイズ（写真 2）は、まず肩をすくめ回し下ろすシュラッグを行った。
2 種目目には、側筋を伸ばすことで筋肉の柔軟性を高めることができる、三日月ポーズを両腕
を上げて体側を伸ばした。3 種目目に、可動域を広げられるよう腰を回す、ツイストを左右交
互にウエストをねじる体操を行った。4 種目目に、上体を前に倒し膝より下にダンベルを下ろ
してからゆっくり起きあがり腰の柔軟性を高めるデットリフトを行った。最後に、膝痛予防と
なる下半身補強を考え、前後に大きく開脚し、しゃがんで立つレッグランジシングルを行っ
た。以上のエクササイズを終了し、ウォーキングに負荷を加えるため、ダンベルを持ったま
ま、スタート場所へ向かった。到着後、大きく深呼吸をさせ全体のエクササイズを終了した。
○脈拍測定、アンケート調査
脈拍測定は、運動前後に実施し、全プログラム終了後にアンケート調査を行った。
2）実践指導（高齢者対象）
○実施説明及び運動前の問診
本プログラムの説明及び問診書の記入、血圧測定、脈拍測定、体重測定を実施した。脈拍測定
は実施者一人ずつ付き添い、とう骨動脈で 10 秒間測り 6 倍した数値を記録した。血圧は、自
動血圧計を用いて測定を行った。
○実施プログラム 1：ゆる体操、ストレッチングによる準備体操
ゆる体操、ストレッチを事前指導調査と同じ内容で行ったが、高齢者を対象とするため一つ一
つの体操、ストレッチの時間を前回より長く、ゆっくり行うよう配慮した。また、事前調査に
より膝や腰に痛みを訴えた実施者がいたため、ストレッチ強度の高いものは避けた。
○実施プログラム 2：庄下川側道ウォーキングとエクササイズ
事前指導調査と同様、チューブを巻いてウォーキングを行ったが、ここでは、指導者が強さを
確認しながら巻きつけた。また、今回は医師のメディカルチェックで運動制限の必要な実施者
もいたため、通常の運動強度と、軽めの運動強度との二つのグループに分けることとした。ウ
ォーキングは、通常の運動強度グループは先に出発させ、次いで、軽めの運動強度グループを
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スタートさせた。ウォーキングエクササイズでは、通常強度グループは、公園へ向かうまでの
間かかと歩き、つま先歩きを行い、軽めの運動強度グループは省いて実施した。その他のエク
ササイズプログラムは、通常運動強度グループは事前指導調査と同様のものを実施し、軽めの
運動強度グループへは、ペットボトルをもたせずに指導を行い、スタート地点までウォーキン
グを行った。
○脈拍測定、アンケート調査
脈拍測定、血圧測定は、運動前後に実施し、全運動プログラム終了後にアンケート調査を行っ
た。

4．アンケート調査及び問診
1）アンケート調査
実践指導後に、運動プログラムの適性を調査するためのアンケート調査を行った。調査項目
は、事前調査指導（女子大学生対象）では、「説明は分かりやすかったか」「運動の強さは適して
いたか」「自分のためになったと思うか」「足や腕に痛みを感じたか」「疲れを感じたか」「楽しか
ったか」の 6 問を実践指導に活かすために設けた。実践指導（高齢者対象）では、「興味は持て
たか」「足や腕に痛みを感じたか」「疲れを感じたか」「運動は適度な内容であったか」「定期的に
取り組みたいと思うか」の 5 問の質問を設け、本プログラムが対象に適したものであるかを確認
した。回答は、「そう思う」「少しそう思う」「あまりそう思わない」「そう思わない」のうち一答
式で回答を得ることとした。また、自由記述による意見感想を得るようにし、今後のプログラム
の考案・実践実施に役立てることとした。
○アンケート結果 1：事前調査指導（女子大学生対象）
実施後に行ったアンケートの結果をグラフに表した。実施したアンケートの中で、「足や腕
に痛みを感じたか」（図 1）という質問に対し、「そう思う」17％「少しそう思う」9％ に対し、
「そう思わない」52％「あまりそう思わない」22％ と、74％ の実施者からエクササイズによる
筋肉に対する負荷及びプログラムは適度なものであったことが確認できた。
次に、「疲れを感じたか」（図 2）の質問に対し、「あまりそう思わない」22％「そう思わな
い」30％ と、半数の実施者が適度な運動であると回答しているが、「そう思う」9％「少しそ
「疲れを感じたか」

「足や腕に痛みを感じたか」

9%

52%

9%

そう思う

17%

39%

あまりそう思わない
22%
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少しそう思う
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少しそう思う
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そう思わない
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継続性の調査

う思う」39％ の回答から、運動習慣のない女子学生から半数の疲労感を感じていることから、
高齢者の運動プログラム実践指導では、エクササイズでの負荷を軽めにすることと、ウォーキ
ングスピードを遅くすることを配慮することとした。
○アンケート結果 2：実践指導（高齢者対象）
実践指導後に行ったアンケートの結果をグラフに表した。①「興味を持てたか」（図 3）の
質問に対し、「そう思う」83％「少しそう思う」17％ と回答があり、本プログラム実施によ
り、運動に対する興味関心が高めることができた。②「痛みは感じたか」の質問では、「そう
思う」17％「少しそう思う」33％ と、可動域が狭まった関節や日常負荷をかけることの少な
い筋肉に対する刺激が強かったことから、ダンベルによる負荷をかけず、可動域を広げるため
の回旋運動も、初回は軽微なものにすることで痛みを感じず、高齢者にとって心地よい運動に
なることが分かった。③「疲れは感じたか」の質問では、「そう思う」16％「少しそう思う」17
％「そう思わない」67％ との回答から、痛みを感じさせない工夫と同じく軽微なものにした
ことと、ゆっくり運動を行った結果、疲労感を感じることが少なかったと考えられる。④「運
動は適度な内容であったか」の質問では、「そう思う」83％「少しそう思う」17％ との回答か
ら、ここでも高齢者の運動プログラムに対する実施者の評価は高かった。⑤「定期的に取り組
みたいと思ったか」（図 4）の質問では、「そう思う」83％「少しそう思う」17％ の回答から、
本プログラムを体験した結果、運動習慣の重要性と健康意識への向上が見られた。
2）問診
問診は、実施者が運動を行ってもよいか、運動によって事故や運動障害や機能障害が生じる可
能性がないか情報を得るために実施した。問診を実施するうえにおいて、低−中等強度の運動で
あっても参加が不適当である者や、運動実施に際して、医学的助言を受けるべき人を検出するこ
とができるため、高齢者の運動実施にとって重要となる。さらに、指導者は実施者の現病歴や即
往歴について、把握することが望ましい。現病歴は、現在治療中あるいは経過観察中の疾患につ
いて尋ね、狭心症などの虚血性心疾患の有無に加え、高血圧、糖尿病、脂質異常症などの虚血性
心疾患の危険因子も把握する必要がある。また、喘息や肺気腫といった呼吸器疾患についても確
認し、とくに喘息は、運動によって誘発されるものもあるため、発作の発生状況や頻度について
も把握しなければならない。即往歴は、これまでかかった疾患のうち、特に先天性の心疾患、リ
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ウマチ熱、川崎病など治療の終了した後にも起こりうる弁膜症や虚血性心疾患など、運動行うに
あたって注意を要する疾患原因についても把握することが必要である。
注4）に準じ
今回、高齢者に実施する問診は、PAR-Q（Physical Activity Readiness Questionnaire）

て質問項目を作成した。この PAR-Q は運動中におこる突然死の基礎疾患の多くは虚血心疾患で
あり、それらの病気の有無を見落とさぬことを念頭において作成したものである。質問事項は 8
つ作成し、実施者各自で記入した後、脈拍・血圧の測定と、医師による診察を受診した上で、運
動プログラムへの参加が「可」「制限付可」「不可」を決定した。
○問診結果（高齢者対象）
運動前には、問診票による健康調査と脈拍・血圧測定及び医師による診察を行い、運動後に
も脈拍・血圧測定を行った（表 1）。運動前の診断では、対象者 6 名のうち、運動プログラム
への参加が「可」と診断されたものが 3 名、「制限付可」と診断されたものが 3 名となった。
「制限付加」と診断された実施者の症状に、血圧が高い・腰痛・膝痛などの症状が見られたた
め、軽微なエクササイズとゆっくりとしたウォーキングを行った。運動後の脈拍を調べると、
対象者全員が運動前より上がり、適度な運動であることが分かった。脈拍が上がることは、有
酸素運動による心肺機能の向上が見込まれ、基礎代謝を上げることへもつながる。また、発汗
による自己体温調節機能も活発になる。次に、運動後の血圧を調べると、最高血圧に顕著な変
化が見られた。実施者全員が運動前よりも運動後の方が低くなり、運動による成果が表れてい
る。特に、糖尿病を患う A 氏は、運動前の最高血圧 146 mmHg が 110 mmHg へと下がり、血
糖値の低下も見込まれた。以上のことから、実施者全員に身体の変化が見られ、運動による効
果があったことが分かった。
表1

高齢者対象ウォーキングプログラム参加者の健康調査結果

年齢 性別 体重 運動前血圧 運動後血圧 運動前脈拍 運動後脈拍 既往症

診断

なし

可

A

69

男 68.5

146/68

110/69

76

84

B

71

女

55

151/75

141/76

78

100

C

65

男

59

147/76

123/64

69

72

なし

耳鳴り

可

D

71

男 71.5

120/75

103/65

83

85

なし

なし

可

E

72

男

66

119/77

113/76

62

76

不整脈

腰痛

制限付加

F

76

男 58.6

135/63

133/59

74

76

なし

膝痛

制限付加

Ⅳ

考

糖尿病

体調

なし 血圧が高い 制限付加

察

本研究では、高齢者が健康的な生活を送るために、継続的に運動が行えるよう運動プログラム
を考案した。まず、活動場所の設定として尼崎市に流れる庄下川の河川環境を活用した。河川環
境を選択した理由は、河川などの自然を感じ運動を行うことで、抑うつ効果や疲労気分の改善が
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見込まれることにある。また、運動の継続性についても、運動を行うことによる「気持ちがい
い」「楽しい」などの心理的要因が継続につながることからも、この河川環境を活用したのであ
る。アンケート結果自由記述においても、「大変有意義な時間でした。」「気分がすがすがしく、
楽しかった。」との意見も聞くことができ、河川環境を活用したことにより、さらに運動効果を
上げることができたと考えられる。
運動プログラムにおいては、高齢者が日常的に悩みを持つ膝や腰の痛みを改善・予防するため
のエクササイズと、ウォーキングによる有酸素運動を設定した。特に、ゆる体操やストレッチ・
チューブ体操をプログラムしたエクササイズでは、自由記述においても「月に一度ぐらい、体操
関係を中心にお願いしたい。」など関心が高いことが分かった。ウォーキングについても、快適
と感じ継続しやすい約 30 分を設定し、途中にエクササイズを行うポイントつくり工夫した結果、
自由記述において「適度な運動で楽しいウォーキングでした。」との意見も聞くことができ、疲
労感も感じさせることもなく、適度な設定ができた。
本研究による成果は確認できたが、今後の課題として、今回考案した運動プログラムを、どの
ようにすれば高齢者が自立して運動を継続して行えるのかが焦点となる。そのためには、行政機
関を中心とした高齢者福祉及び医療関係者にも協力の手を伸ばし、地域をあげて高齢者の身体運
動の重要性への理解を深める必要がある。今後は、本研究により開発したプログラムの啓発活動
を行い、社会貢献を期待したい。
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注
注 1）
「健康寿命」とは，寝たきりや痴呆などの障害がなく，日常生活に介護を必要としない，心身ともに
自立的な状態で生存できる期間とされている。
注 2）
「健康利益」とは，冠動脈疾患，高血圧症，大腸ガン，糖尿病などへの罹患率の減少やこれらの死亡
による死亡率の減少。身体活動を積極的に行うことは，抑うつや不安感を軽減させ，気分を良くし，
日常生活における動作の遂行能力を高めること。
注 3）運動時間及び強度は，文部科学省の 50〜80 代の「1 日の運動・スポーツ実施時間別体格測定・テス
トの結果」によると，運動時間が 1 日 1 時間以上 2 時間未満の人が最も良いと評価されていることか
ら，運動時間は 1 時間程度とし，高齢者であることから運動強度も軽微なものにした。
注 4）PAR-Q とは身体活動準備アンケートといい，運動プログラムを始めるうえで，誰でも使うことがで
きる自己スクリーニング・ツールである。フィットネストレーナーまたは競技コーチにもよく用いら
れるアンケートである。
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1．は じ め に

庄下川は尼崎市を流れる一級河川で、本学の西の流域にはアメニティゾーンが整備され、地域
の憩いの場となっている。我々は庄下川について、2007 年より水質検査および、近隣住民の庄
下川に対するイメージの調査を行ってきた。2008 年には、本学の学生が中心となって、庄下川
アメニティプロジェクトを立ち上げ、研究調査のみならず、親水活動（水辺空間における人間活
動の総称1））を進めるという観点から活動し、さまざまな地域連携の場で報告してきた2）〜6）。2010
年からは庄下川の河川環境を利用した健康増進活動として、庄下川アメニティウォーキングのプ
ログラム考案と評価に取り組んでいる。このような背景の中、今回行ったウォーキングプログラ
ムにおいて、気分プロフィールについての若干の知見を得たのでここに報告する。
現代社会におけるストレスの負荷は、年々増大している。そこで平成 19 年度の国民生活基礎
調査7）では、日常生活で悩みやストレスがある者は 48％ に達しており、ストレスの軽減、生活
習慣病の増加からウォーキングのような軽い身体活動を楽しむ人も増加している。正野8）は、目
的地を目指して長時間歩くウォーキングより、ゲーム性を有したウォーキングのほうが、不安感
を軽減し、リラックス感を上昇させるという報告をしている。また、安則ら9）の研究も、テニス
のように刻々と変化する不安定環境のなかで行われるオープンスキル系の運動よりも、ダンスの
ように安定した環境で行われるクローズドスキル系の運動のほうが、緊張がほぐれるリラックス
効果のあることを示している。同じようにレクリエーション的な活動は気分プロフィールにおい
て、POMS ネガティブ尺度、すなわち緊張、抑うつ、怒り、疲労、混乱を下げ10）、脳波も沈静
化すると報告されている11）。これらのことから、ストレス軽減のための運動プログラムは気分の
高揚を求めるより、抑うつや疲労気分を改善するもののほうがより妥当であると考える。
一方、自然環境がヒトに与える影響については多くの報告がある。近藤らは、森林浴を行うこ
とで緊張、怒り、疲労などの気分が低下するだけでなく、アドレナリンやコルチゾールなど内分
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泌系の低下も認められ、リラックス効果が得られると報告している12）。またその効果は、ある程
度の照度のある明るい森林が効果的であるという指摘もある13）。森林でのプログラムは、気分プ
ロフィールのネガティブ尺度を低下させ14）、それらの効果を期待したイベントで、リラックス効
果をあげている15）。しかし、自然を利用した運動プログラムのなかには、リラックス効果のみな
らず、楽しさや活気を提供するプログラムも試みられている16）。自然を利用したプログラムの場
合、心理的影響に及ぼす要因は数多くあることから、イベントやプログラムの実施条件がヒトの
体や心理に及ぼす影響の科学的データを蓄積することが必要とされている。
我々は、健康増進を目的とした、庄下川でのウォーキングプログラムおよび室内でのウォーキ
ングプログラムを考案、試行し、その前後の気分プロフィールがどのように変化するかを検討
し、今後の庄下川環境の活用場面に役立てたいと考えた。

2．対象と方法

1．対象
対象は 4 年制女子大学 1 年次生で、2 回の実施ウォーキングプログラムの対象人数はそれぞれ
23 名、29 名である。なお、研究の趣旨と方法を文書および口頭で説明し、同意の得られた者を
被験者とした。

2．実施プログラムのデザイン
（1）庄下川側道を利用したウォーキングプログラム
2009 年 1 月 29 日に庄下川側道で実施した。プログラムの内容は、足立ら17）により提案された
一連のものを用いた。すなわち、15 分間、ゆる体操およびストレッチングを準備運動とし、そ
の後、30 分の庄下川側道ウォーキングおよび 2 つのポイントでのダンベルを用いたエクササイ
ズを実施した。
（2）室内（体育館）でのウォーキングプログラム
2010 年 7 月 2 日に室内（体育館）で実施した。プログラムの内容は、まず 15 分間のゆる体操
とストレッチングの後、30 分間ウォーキングしながら動的ストレッチとダンベルを用いたエク
ササイズを実施した。

3．調査方法
（1）気分プロフィール
庄下川側道でのウォーキングプログラムおよび室内でのウォーキングプログラム実施前後に、
日本版 POMS（Profile of Mood Status）短縮版を用いて主観的な気分の変化を評価した。これは、
30 項目の質問に「まったくなかった」0 点、「すこしあった」1 点「まあまああった」2 点、「か
なりあった」3 点、「非常に多くあった」4 点の 5 段階で回答し、T−A（緊張−不安）、D（抑う
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つ−落込み）、A−H（怒り−敵意）、V（活気）、F（疲労）、C（混乱）の 6 つの尺度で得点を合計
し評価するものである18）。被験者には 5 分程度で回答してもらい、素得点をそれぞれの尺度ごと
に合計し、分析に用いた。
（2）アンケート調査
庄下川側道でのウォーキングプログラム、室内（体育館）でのウォーキングプログラム実施後
にアンケート調査を実施した。4−5 項目、4 段階で回答してもらい、運動量の適正さ、楽しさを評
価してもらった。なお、アンケートはプログラム終了後 5 分間の休憩のあと記入してもらった。
（3）分析
短縮版 POMS の結果は、庄下川側道でのウォーキングプログラム、室内でのウォーキングプ
ログラム実施前後で、気分プロフィールがどのように変化しているか、対応のある t 検定で有
意性を検討した。また POMS 尺度とアンケート調査結果の相関の有意性も検討した。なお、危
険率 5％ 未満を有意水準とした。

3．結

果

1．庄下川側道および室内におけるウォーキングプログラムの気分プロフィールの変化
庄下川側道におけるウォーキングプログラムの実施前後に行った POMS の結果の図 1 に示し
た。プログラム実施前の被験者 23 名の平均結果は、素得点で T−A（緊張─不安）4.8、D（抑う
つ─落込み）2.8、A−H（怒り─敵意）2.2、V（活気）6.7、F（疲労）5.0、C（混乱）6.2 であり、
V の点数が高かった。また実施後は T−A（緊張─不安）1.9、D（抑うつ─落込み）1.2、A−H（怒
り─敵意）0.9、V（活気）6.7、F（疲労）3.3、C（混乱）4.2 となった。実施前と実施後を比較す
ると、ネガティブ尺度の低下がみられた。緊張─不安、抑うつ─落込み、混乱の点数は t 検定の

図1

庄下川側道でのウォーキングプログラムにおける気分プロフィールの変化（n＝23）
*p＜0.05, **p＜0.01, paired t test
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図2

室内でのウォーキングプログラムにおける気分プロフィールの変化（n＝29）
*p＜0.05, **p＜0.01, paired t test

結果 p＜0.01 で有意に低下し、また怒り─敵意も p＜0.05 で有意に低下した。疲労に関しては有
意差は得られなかった。
図 2 に示したのは、室内において行ったプログラムの実施前後に行った POMS の結果である。
プログラム実施前の被験者 29 名の平均結果は、素得点で T−A（緊張─不安）5.9、D（抑うつ─落
込み）3.5、A−H（怒り─敵意）2.4、V（活気）6.5、F（疲労）7.9、C（混乱）7.0 であり、疲労の
点数が高い状況であった。実施後には T−A（緊張─不安）1.9、D（抑うつ─落込み）1.4、A−H
（怒り─敵意）0.3、V（活気）9.7、F（疲労）4.6、C（混乱）3.9 となった。室内でのプログラム
における気分プロフィールの変化は、ネガティブ尺度はすべて p＜0.01 で有意に低下しており、
活気は p＜0.01 で有意に上昇した。

2．庄下川側道および室内におけるウォーキングプログラム実施後アンケート結果
庄下川側道で行ったウォーキングプログラム実施後のアンケート調査の結果は、図 3 に示し
た。プログラムによって足や腕に痛みを感じたと答えた者が 26％、疲れを感じた者が 48％ であ

図3

庄下川側道でのウォーキングプログラム実施後のアンケート結果（n＝23）
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図4

室内でのウォーキングプログラム実施後のアンケート結果（n＝29）

ったが、運動の強さが適当であったと答えた者は 100％ に達していた。また全員が楽しかったと
回答している。一方、室内で行ったウォーキングプログラム実施後のアンケート結果（図 4）で
は 28％ が足や腕に痛みを感じており、55％ の者が疲れを感じていた。興味を持てたかという質
問に対しては、97％ が持てたと回答していた。どちらのプログラムもほぼ似通った結果が得ら
れた。

3．庄下川側道および室内におけるウォーキングプログラムにおける気分プロフィール尺度とア
ンケート結果との相関
庄下川側道でのウォーキングプログラム実施前後の気分プロフィールの尺度と実施後のアンケ
ート項目との相関関係を検討したところ、実施前の D（抑うつ─落込み）と実施後の V（活気）
に強い正の相関（p＜0.01, r＝0.556）、また実施前の D（抑うつ─落込み）、および実施前の F（疲
労）と「疲れを感じましたか」の質問に強い負の相関（p＜0.01, r＝−0.444）があった。実施後
の C（混乱）と「楽しかったですか」の質問にやや有意な正の相関（p＜0.05, r＝0.436）がみら
れ、実施後の F（疲労）と「運動の強さは適当でしたか」にも有意な正の相関（p ＜0.05, r＝
0.387）がみられた。
室内でのウォーキングプログラム実施前後の気分プロフィール尺度と実施後のアンケート項目
との相関は、実施前の D（抑うつ─落込み）と「疲れを感じましたか」に強い正の相関（p
＜0.01, r＝0.497）、実施前の F（疲労）と「定期的に取り組みたい」に強い正の相関（p＜0.01, r
＝0.537）、実施前の A−H（怒り─敵意）と実施後の D（抑うつ─落込み）に正の相関（p＜0.05, r
＝387）、実施前の V（活気）と「定期的に取り組みたいと思いますか」にやや強い負の相関（p
＜0.05, r＝−0.373）、実施後の V（活気）と「運動の強さは適当でしたか」に負の相関（p
＜0.05, r＝−0.444）がみられた。

4．考

察

はじめに述べたように、国民の半数近くがストレスを感じている現在、リラクゼーションの方
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法がさまざまに検討されている。自然環境を利用したリラクゼーションの試みは、個人レベルで
楽しむ散策、ウォーキングなどのエクササイズだけでなく、自治体などで企画されたイベントも
数多く開催されている。水辺空間がその対象となるとき、河川水質の良好さと親水機能は強い関
連があるとされている19）。和田ら20）は、親水活動を行う人の多い兵庫県神戸市の住吉川、石屋
川、都賀川の水質と親水機能について調査し、この 3 河川は BOD が 1.0〜2.0 mg/l レベルであ
ることが、親水機能が高い要素ではないかと報告している。2007 年から我々が行った調査によ
ると、尼崎市庄下川は、年間を通じて BOD が 2〜8 mg/l であり、水の中に入っての親水活動に
は、水質の観点から適切とはいえない。本学付近の流域はアメニティゾーンとして整備されてお
り、本学周辺の地域住民が庄下川に抱くイメージは概ね好ましいものである21）。いまある環境の
効果的な利用の方法を考え、提供していくことが必要ではないかと考える。
今回の調査結果から、レクリエーション要素のある運動プログラムは気分プロフィールのネガ
ティブ要素である T−A（緊張─不安）、D（抑うつ─落込み）、A−H（怒り─敵意）、F（疲労）、C
（混乱）が低下することが明らかとなり、先行研究とほぼ一致する結果になった。三井ら15）の行
った森林地区の熊野古道ウォーキングおよび市街地のウォーキングのコースの違いが気分プロフ
ィールに及ぼす効果は、市街地コースで V（活気）において、ウォーキング後に有意な低下が
あると報告されている。我々の行った庄下川側道での気分プロフィールの結果では、V（活気）
の値は高いままでプログラム前後での変化はなく、室内でのプログラムの実施前後の結果が有意
に上昇していており、三井らの結果とは一致していない。これは、我々の室内でのプログラムは
体育館で行ったこと、また庄下川側道のプログラムより少し運動強度が高かったことが、その原
因かと推察できる。安則ら9）の結果でも、レクリエーション要素のあるダンス群より、運動強度
の高いテニス群のほうが、プログラム実施前後の V（活気）点数の上昇が大きくなっている。
一方、庄下川側道でのプログラムの実施前の V（活気）が 6.7 と高いことに注目すると、河川環
境にいること自体が、V（活気）を上昇させていると考えられる。
また F（疲労）については、庄下川側道のプログラム前後では平均点数は下がっているが、有
意な差は認められない。一方、室内でのプログラム前後では有意に低下している。いずれも、ア
ンケート調査では 30％ 弱の被験者が、足や腕に痛みを感じたと答え、50％ 程度が疲れたと感じ
ているが、ほとんどが運動の強さは適当であったと答えていることより、ある程度の疲れを感じ
ることを被験者たちは予想し、運動強度に満足していると思われる。室内でのプログラムでも同
様で、実施前に F（疲労）の点数が高いものは、定期的にこのようなプログラムに参加したいと
考えていた。
庄下川側道でのプログラム実施前の F（疲労）の点数の高いものは、実施後疲れを感じないと
答えており、実施後に F（疲労）点数が高かった者は、楽しかったと感じ、運動の強さも適当で
あると答えていることより、庄下川側道でのプログラムの被験者は、体は疲れた感じがするが、
心理的にはリラックスし、庄下川側道でのウォーキングプログラムを楽しんでいることが推察さ
れる。
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D（抑うつ─落込み）については、庄下川側道プログラムでは実施前に点数の高い被験者は実
施後に疲れていないと感じているのに比べ、室内でのプログラムでは実施前の D（抑うつ─落込
み）の高い被験者は、自分自身で疲れを感じているという結果となった。抑うつの感情のプログ
ラム前後での気分プロフィールの変化では、庄下川側道、室内いずれも有意に下がっているが、
アンケート結果との相関では異なっていた。庄下川側道ウォーキングプログラムのほうが、より
抑うつ感情を改善させる効果が期待できると推察される。
今回の 2 つのプログラムは実施時期が 1 月と 7 月であり、季節の違いによる影響の可能性は否
めないが、概ね運動プログラムの実施で POMS ネガティブ感情の減少があることが明らかとな
った。また抑うつ感情は河川環境を利用するプログラムとすることで、減少されることが認めら
れ、多くのストレスを抱える現代人にとって、利用価値の高い健康増進プログラムになりえるこ
とが示唆された。今後は、女子学生だけでなく、さまざまな年齢層むけのプログラムに発展させ
ていきたいと考える。

5．ま

と

め

庄下川側道を利用したウォーキングプログラムおよび室内（体育館）でのウォーキングプログ
ラムの気分変化を調査した結果、庄下川側道でのウォーキングプログラムでは実施前後に T−A
（緊張─不安）、D（抑うつ─落込み）、A−H（怒り─敵意）、V（活気）、C（混乱）の感情が軽減さ
れる効果が認められ、室内のウォーキングプログラムでは T−A（緊張─不安）、D（抑うつ─落込
み）、A−H（怒り─敵意）、F（疲労）、C（混乱）が減少し、V（活気）の上昇が認められた。
プログラム実施前に D（抑うつ─落込み）の点数の高いものは、庄下川側道を利用したプログ
ラムのほうが、疲れの自覚症状が少なくなる傾向にあった。
運動プログラムは、疲れたという自覚症状がある程度の運動強度をもたせて行うほうが、リラ
ックス効果があがり、楽しいと感じることができる。
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女子学生の最大酸素摂取量の現状

藤

沢

政

緒

美
言

内閣府の体力・スポーツに関する世論調査1）によると、自分の子どものときと比較して、今の
子どものスポーツや外遊びの環境に関して、「よくなった」とする者の割合が約 1/4 であるのに
対し、「悪くなった」とする者の割合が 6 割をこえている。年齢別では、「よくなった」とする者
の割合が 50 歳代、70 歳代以上で高く、「悪くなった」とする者の割合は 20 歳代、30 歳代で、そ
れぞれ高くなっている。そしてその原因として、自由に遊べる空き地や生活道路が少なくなった
という環境面を挙げるものが 7 割をこえ、約半数は時間が少なくなったことを挙げている。ま
た、子どもの体力に関する文部科学省の「体力・運動能力調査」2）によると、運動・スポーツを
行う際の 1 日の実施時間と新体力テストの合計点との関係を、年齢段階別に見てみると、9 歳ご
ろから 16 歳までは、男女ともに 1 日の運動・スポーツ実施時間が長いほど体力は高い傾向にあ
る。子どもの体力・運動能力は、調査開始以降昭和 50 年ごろにかけては、向上傾向が顕著であ
るが、昭和 50 年ごろから昭和 60 年ごろまでは停滞傾向にあり、昭和 60 年ごろから現在まで低
下傾向が続いている。平成 12 年の結果を親の世代である 30 年前の昭和 45 年調査と比較すると、
ほとんどのテスト項目について、子どもの世代が親の世代を下回っている。
健康日本 213）の中でも、児童・生徒における現状について、小児期は健康のために良い習慣を
定着させる重要な時期であるとしている。各種調査・報告書によると、児童・生徒における身体
活動量の低下、体力の低下、小児肥満の増加、夜型生活と生活習慣との関連などの問題点が報告
されている。
このように、社会環境や生活様式の変化などにより、運動の機会の減少や生活習慣の乱れが生
じてきており、子どもの体力・運動能力は長期的に低下傾向にある。そして、平成 13 年、中央
教育審議会は、文部科学大臣から「子どもの体力向上のための総合的な方策について」の諮問を
受け、そして平成 13 年度から平成 22 年度までの 10 年間の我が国のスポーツ振興方策となる
「スポーツ振興基本計画の在り方について」の答申を行い、これらの答申に基づいて、各般の施
策が推進されてきた。そして、この頃に子どもであった世代が、現在、大学生あるいはそれに近
い年代となっている。
一方、体力の中でも、近年では運動不足に起因する生活習慣病が増大していることから、生活
習慣病の予防や治療、QOL（生活の質）の維持・向上に関係する体力が重要とされてきている。
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このような健康の維持増進に関連する体力は「健康に関連した体力（health-related physical fitness）」と呼ばれ、1983 年 Pate4）によって提唱された。その体力要素は「心肺（全身）持久力」、
「筋力、もしくは筋持久力」、「身体組成」、「柔軟性」の 4 つの要素で構成されている。また、平
成元年に出された健康づくりのための運動所要量5）の中では、健康と運動との関係については必
ずしも十分に解明されてはいないとしながらも、運動不足がこれらの疾病の引き金となってお
り、運動をすることによりこれらの疾病の危険因子（リスクファクター）を減少させられること
が実証され、さらには適度な運動が治療効果を有することなど、健康維持に必要な運動について
明らかになりつつあるとしている。そして、体力を構成する要素のうち、健康と関連が深いもの
としては、全身持久力、筋力、筋持久力などがあげられ、さらに最近の疫学的調査や臨床的研究
によれば全身持久力が一定水準以上の者には肥満症、高血圧症、高脂血症、虚血性心疾患の罹患
率が低いことも明らかになりつつある。したがって、全身持久力をある水準以上に維持している
者では、成人病におかされる危険性が少ないと言え、その全身持久力の評価が最大酸素摂取量に
よることが適当であるとし、一定水準以上の最大酸素摂取能力を持つことを目標に、身体の生理
的状態を高めることは健康を維持するために直接的にしろ、間接的にしろ必要であるとされてい
る。
続いて、2000（平成 12）年より、21 世紀の我が国を、すべての国民が健やかで心豊かに生活
できる活力ある社会とするため、壮年期死亡の減少、健康寿命の延伸及び生活の質の向上を実現
することを目的としてスタートした「21 世紀における国民健康づくり運動（健康日本 21）」3）の
なかでも、身体活動量が多い者や、運動をよく行っている者は、総死亡、虚血性心疾患、高血
圧、糖尿病、肥満、骨粗鬆症、結腸がんなどの罹患率や死亡率が低いこと、また、身体活動や運
動が、メンタルヘルスや生活の質の改善に効果をもたらすことが認められている。更に高齢者に
おいても歩行など日常生活における身体活動が、寝たきりや死亡を減少させる効果のあることが
示された。
このような状況から、健康を維持するために必要な運動量を示すことが社会的に要請されるよ
うになってきた。そこで、平成 18 年、現在の知見をもとに、健康を維持するために望ましい運
6）を作成し、システマティック・レビュ
動量の目安としての「健康づくりのための運動所要量」

ーにより得られた生活習慣病予防効果の現れる最大酸素摂取量の基準値を示し、それよりも低い
場合は、基準値を目指すこととした。最大酸素摂取量は標準化された簡易法を用いれば、比較的
安全に短時間に推定できることも利点の一つであるとし、平成元年の健康づくりのための運動所
要量より、その維持目標値や基準値を掲げてきた。
そこで、本研究では、女子学生を対象に、自転車エルゴメータを用いた最大下の自転車駆動時
の負荷と心拍数の関係、および文部科学省新体力テストの 20 m シャトルラン（往復持久走）折
り返しの総回数から最大酸素摂取量を推定し、体力面および健康づくりの面から検討を加えるこ
ととした。
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方

法

1．対象
平成 23 年度の本学人間健康学部総合健康学科健康スポーツコースの 2 年次生 66 名を対象とし
た。

2．測定項目および測定方法
自転車エルゴメータを用いた最大下の自転車駆動運動と 20 m シャトルランは日を変え実施し
た。
①間接法による最大酸素摂取量推定（以後「間接法」）
運動状況、あるいは体重により、自転車エルゴメータ（ウェルバイク BE−360：セノー社製）
を用い、75 ワット（W）あるいは 100 ワットより 3 分ごとに 25 W ずつ負荷を漸増する多段階式
負荷漸増法にて自転車駆動を実施した。被験者は、自転車エルゴメータで安静状態を 2 分間以上
保ったあと、運動を開始した。ペダリング頻度は、毎分 55 回転とした。
心拍数はマルチエクササイズテストシステム負荷心電図装置（ML−1800：フクダ電子社製）
によって連続的に記録した。なお、誘導は CC 5 の胸部誘導を用いた。
目標心拍数（エンドポイント）は予測最高心拍数の 80％（（220−年齢）×0.8）を目安とし、最
大酸素摂取量は、目標心拍数に達せずに 3 分間漕ぎきった負荷のうち、最も高い負荷とそのとき
の心拍数の関係から、オストランドのノモグラム7）を使用し、最大酸素摂取量（単位：l ／分）を
導きだし、年齢補正係数を乗じ、体重で除し体重あたりの最大酸素摂取量（単位：ml /kg／分）と
してあらわした。
②20 m シャトルラン（往復持久走）折り返しの総回数から最大酸素摂取量を推定（以後「シャ
トルラン」）
文部科学省新体力テスト実施要項8）の方法により、テスト終了時（電子音についていけなくな
った直前）の折り返しの総回数より「20 m シャトルラン（往復持久走）最大酸素摂取量推定表」
によって最大酸素摂取量を推定した。
なお、最高心拍数の確認のため、運動中はスポーツ心拍計（ポラール社製）を使用し、心拍数
を記録した。

3．統計処理
それぞれ平均値および標準偏差であらわした。平均値の有意差検定には対応のない Student の
t テストを用い、その有意水準は、危険率が 5％ 未満（p＜0.05）のものを採用した。
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結果および考察

表 1 に示したように、対象とした 66 名の年齢は 19.4±1.5 歳（19〜30 歳）、体重は 56.0±6.5 kg
（44〜78 kg）であった。
間接法による最大酸素摂取量は 2.349±0.331 l ／分（1.730〜3.230 l ／分）、体重当たりでは 42.2
±5.5 ml /kg／分（29.8〜54.8 ml /kg／分）であった。また、メジアンは 43.0 ml /kg／分、モードは
43.5 ml /kg／分であった。その分布は図 1 に示した。
日本人の体力標準値9）では 19 歳女性の最大酸素摂取量は 36.8 ml /kg／分である。また、平成 18
6）における生活習慣病予防効果の現れる最大酸
年に出された「健康づくりのための運動所要量」

素摂取量の基準値では 20 歳代女性では 33 ml /kg／分としている。平均値ではこれらいずれの値を
も上回る結果となった。
しかしながら、今回の対象者 66 名のうち、この生活習慣病予防効果の現れる最大酸素摂取量
の基準を下回ったものは 4 名おり、これを運動部に所属しているか否かという面からみてみる
と、運動部に所属している者（以後、「運動部所属群」）が 1 名（2.2％）、運動部に所属していな
い者（以後「非所属群」）が 3 名（15.0％）であった。
最大酸素摂取量とは、これ以上運動ができない状態まで運動を行い、その際にどの程度、酸素
を取り入れる事ができるかというものであるが、一般的には、トレッドミル（ランニングマシ
表1

年齢（歳）
体重（kg）
最大酸素摂取量（l ／分）
（ml /kg／分）

被験者の特性
平均値±標準偏差

レンジ

19.4±1.5
56.0±6.5
2.349±0.331
42.2±5.5

19〜30
44〜78
1.730〜3.230
29.8〜54.8

人数︵人︶
最大酸素摂取量（ml/kg/ 分）
図1

最大酸素摂取量の分布
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ン）や自転車エルゴメータ（固定式自転車）を使い、徐々にトレッドミルならスピードや角度
を、自転車エルゴメータなら負荷（摩擦抵抗によりペダルにかかる重さ）を上げ、呼気ガス分析
器を使用して酸素量を測定し、最大値を最大酸素摂取量とする。しかしながら、この直接法は、
被測定者が最大まで運動を行わなければならず、危険性が伴い、自転車エルゴメータでの実施の
場合は、脚筋の筋力がペダルにかかる重さの負荷に耐えられず、心拍数が最大までには上がって
いないにもかかわらず、運動を中止しなければならない。さらには、多くの人数の測定には不向
きである。そのため、最大下の運動中の仕事量に対する心肺機能の応答から最大酸素摂取量を推
定しようとする方法が間接法である。今回実施したこの推定法はいくつかの仮説に基づいて成り
立っていて、その一つとして心拍数と酸素摂取量の間には直線関係が認められるが、最大作業に
近づくにつれて心拍数の高まりよりもむしろ酸素摂取量の増加率が高くなる傾向がある。この結
果、最大酸素摂取量の推定値は実測値に比べて 15〜20％ 低く見積もられる傾向がある。次に、
同一年齢では最高心拍数が等しいと考える点についても、20〜40 歳では最大酸素摂取量が大き
いほど最高心拍数は低くなるため、同一年齢でも、最大酸素摂取量の高い鍛錬者の最高心拍数は
一般に低い。そのため、最高心拍数の個人差によって生ずる推定誤差は 4〜7％ に相当するとみ
なしている。そして最後に、自転車駆動の作業効率に個人差がないという点についても、女子で
は男子に比べて 1〜2％ 低く、また、老人は若者に比べて 2〜3％ 低いという事実も最大酸素摂取
量の推定値についても誤差を生じさせることになる。これらなどにより、測定誤差が実測値より
も 15〜20％ 低いという事実を把握することによって推測値はある程度補正されることになると
されている。さらに、一般的にトレッドミルで行うより、自転車エルゴメータで行う測定の方
が、最大酸素摂取量は 10％ ほど低いことも知られている11）。
今回の間接法により推定された最大酸素摂取量に、測定誤差が実測値よりも 15〜20％ 低いと
いうことを加味し、測定結果に 15％ を加えるとすると、平均値が 48.5（±6.4）ml /kg／分とな
る。そして最も値の低かった者も 34.3 ml /kg／分となり、基準値の 33 ml /kg／分を下回るものはい
なくなる。
その点では、対象とした被験者においては、生活習慣病予防効果の現れる最大酸素摂取量の基
準値を満たしていることになる。
今回対象とした総合健康学科健康スポーツコースでは、多くが保健体育の教員免許の取得や健
康づくり指導者を目指しており、大学入学以前の高校時代はほとんどの者が運動部に所属し、大
学入学後も運動を継続するもの多いのも特徴である。実際、対象とした 66 名のうち、運動部所
属群が 46 名（69.7％）、非所属群が 20 名（30.3％）であった。そのため、集団としては活動的で
あるといえよう。両群の間接法でのそれぞれの最大酸素摂取量は、運動部所属群が 43.9±5.0 ml /
kg／分、非所属群が 38.2±4.6 ml /kg／分と運動部所属群が有意に高い結果となった（p＜0.01）。
次に、20 m シャトルランテストによる、折り返しの総回数は、77.2±20.1 回（35〜117 回）
で、運動中の最高心拍数は 196.7±8.3 拍／分（183〜224 拍／分）であった。これは予測される最
高心拍数（200.6 拍／分）の 98.0％ に達しており、今回の 20 m シャトルラン測定時は、ほぼ疲労
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表2

20 m シャトルランの成績およびそれにより推定した最大酸素摂取量
平均値±標準偏差

レンジ

77.2±20.1
196.7±8.3
43.4±4.5

35〜117
183〜224
33.9〜52.3

折り返しの総回数（回）
最高心拍数（拍／分）
最大酸素摂取量（ml /kg／分）

人数︵人︶
最大酸素摂取量（ml/kg/ 分）
図2

20 m シャトルランより推定した最大酸素摂取量の分布

困憊に至る運動強度に達していたと考えられる。このシャトルランによる最大酸素摂取量は、
43.4±4.5 ml /kg／分（33.9〜52.3（ml /kg／分））であった（表 2）。また、メジアンは 44.0 ml /kg／
分、モードは 45.8 ml /kg／分であった。この最大酸素摂取量の分布の様子は図 2 に示した。
20 m シャトルランテストの同年齢の女子の全国平均値10）は、折り返しの総回数が 47.0 回、そ
してそれによる最大酸素摂取量は 36.6 ml /kg／分であり、今回の結果はこれを大きく上回った。
そして、同年齢の男子の全国平均値の折り返しの総回数 83.5 回、そしてそれによる最大酸素摂
シャトルラン︵最大酸素摂取量︶

60
55
50
45
40
35
30
25
20
20

30

40

50

間接法（最大酸素摂取量）
図3

間接法とシャトルランより推定した最大酸素摂取量の相関
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60

表3

運動部所属群と非所属群の最大酸素摂取量

間接法（ml /kg／分）
シャトルラン（ml /kg／分）

運動部所属群（n＝46）

非所属群（n＝20）

43.9±5.0
45.3±3.6

38.2±4.6**
39.0±3.3**

** : p＜0.01

人数︵人︶

非所属群
運動部所属群

最大酸素摂取量（ml/kg/ 分）
図4

運動部所属群と非所属群の最大酸素摂取量の分布

取量の 44.8 ml /kg／分とほぼ同じという結果でもあった。
この間接法とシャトルランによる最大酸素摂取量の差は、シャトルランが 1.2 ml /kg／分（＋2.8
％）高い結果となったが、両者の間には有意差はなく、r＝0.5376（p＜0.01）と高い相関であっ
た（図 3）。
また、表 3 に示したように、シャトルランにおいても、運動部所属群が 45.3±3.6 ml /kg／分、
非所属群が 39.0±3.3 ml /kg／分と運動部所属群が有意に高い結果となった（p＜0.01）。その分布
は図 4 に示した。
このように本学科の最大酸素摂取量が高い要因として、学科のカリキュラムが 1、2 年次には
比較的体育実技が多いこと、元々高校時代を含め、運動に積極的に取り組んできた者が多いこと
が挙げられることが考えられる。しかしこのような背景があるにもかかわらず、非所属群では、
明らかに運動部所属群に比して低い最大酸素摂取量を示している。今回の測定について、現在も
体育に関する実技を行っている大学 2 年次の 4 月末から 5 月初旬にかけ実施した。すなわち、高
校時代の定期的な運動から遠ざかっている期間は 2 年にも満たない。そのため、今後の授業の中
で体育実技が減っていくことで、非所属群のなかには、近い将来、前述の基準値を下回る者が増
える可能性がある。さらに、年々体力低下が叫ばれているように、一般学生の最大酸素摂取量は
15〜25 年前の学生と比べて低く、日常生活の中に有酸素運動を取り入れる努力をし、呼吸循環
系の機能改善を計らなければ、将来の生活習慣病が心配される12）ともされている。
2）の運動部やスポーツクラブへの所属
また、このことは、「平成 19 年度体力・運動能力調査」

の有無と新体力テストの合計点との関係からもみることができる。男女とも、運動部やスポーツ
クラブへ所属している群の方が所属していない群よりも体力測定結果の合計点は高い傾向にあ
る。6、7 歳では、運動部やスポーツクラブへの所属の有無による合計点の差は小さいが、8 歳ご
ろから両群の差は徐々に大きくなる。12〜19 歳においても両群の差は一層開く傾向を示してい
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る。20 歳以降の合計点は、運動部やスポーツクラブへの所属の有無にかかわらず、低下し、特
に男子は 45〜49 歳以降に低下率が大きくなり、所属している群は所属していない群より 2、3 点
程度高い値を示している。また、女子は 40〜44 歳以降に低下率が大きくなり、所属している群
は所属していない群より 3、4 点程度高い値を示している。要約すると、運動部やスポーツクラ
ブへの所属と体力水準の高さとの関係は、8 歳ごろから明確になり、その傾向は 79 歳に至るま
で認められる。したがって、運動部やスポーツクラブでの活動は、生涯にわたって高い体力水準
を維持するための重要な役割を果たしていることがうかがえる。また、中学校、高等学校、大学
のいずれかでの運動部（クラブ）活動の経験の有無と、20〜64 歳及び 65〜79 歳の新体力テスト
の合計点との関係でみると、合計点は、男女ともに運動部（クラブ）活動の経験の有無にかかわ
らず、加齢に伴いほぼ同様に低下する傾向にある。しかし、中学校、高等学校、大学のいずれか
で運動部（クラブ）活動を経験した群の合計点は、運動部活動の経験のない群より、いずれの年
代においても高い値を示している。したがって、学校時代の運動部（クラブ）活動での経験が、
その後の運動・スポーツ習慣に繋がり、生涯にわたって高い水準の体力を維持する要因の一つに
なっていると考えられる。
このように、運動不足で体力が低下することによって、肥満、骨、血圧などに関するさまざま
な弊害が懸念される。特に骨粗鬆症は多くの閉経後の女性にとってとりわけ重大な健康上の問題
となっているので、成長期にいかに多くのカルシウムを骨に貯蓄できるかが重要であり、骨塩量
は 20 代前半に最大に達する。そのためにはカルシウム摂取量と身体活動の質と量13）も重要であ
り、骨塩量を増加させる荷重のかかる運動であるランニングやウォーキングなどが必要となる。
以上より、本学総合健康学科健康スポーツコースの 2 年次生については、生活習慣病予防効果
の現れる最大酸素摂取量の基準値を満たしている。しかしながら学年進行とともにこれらがどう
なっていくのかを明らかにする必要がる。また、本学科以外あるいは運動部に所属していない学
生に対して、大学において運動を行わせる、あるいは身体活動を増やすような方策、さらには生
涯にわたって運動を生活の中に取り入れるような啓発的な活動も考えていく必要があると思われ
る。
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1．は じ め に

第二次世界大戦以降日本の出生率は徐々に低下し、1989 年には、合計特殊出生率が過去最低
の 1.57 となった。これは 1966 年丙午の 1.58 を下回っており、「1.57 ショック」と呼ばれた。そ
して、いよいよ加速する少子高齢社会の象徴となり、社会的関心となり、少子化の問題として大
きく取り上げられるようになった。それにより、少子化政策が次々と出されていくわけである
が、その中でも父親に対する期待感は強く、1995 年の「エンゼルプラン」では、父親の子育て
参加や子育てに対する責任について、1998 年の厚生白書では、母親にかかる育児の負担の大き
さについて、「母親は育児に専念すべき」という社会的規範が浸透しており母親への負担を増強
している、と指摘した。また、さまざまな調査結果を踏まえ、子どもは 3 歳までは家庭において
母親の手で育てないとその後の成長に悪影響を及ぼす、といういわゆる 3 歳児神話についても根
拠がないことを指摘し、父親が積極的に子育てに参加することによって母親の負担が軽減される
ことが望ましいとした。これを受け、政策普及の一環として厚生労働省は育児キャンペーンポス
ターによって「育児をしない男を父親とは呼ばない」というキャッチフレーズを流行させた。性
別役割分業意識の強い日本社会においては非常にセンセーショナルな出来事であり、これまでの
流れを覆すものであると支持される反面、依然として育児は母親がすべきであるという声もあ
り、賛否両論の議論が巻き起こった。以降、少子化対策として父親の育児参加にむけた働きかけ
は継続しているものの、出生率の画期的変化にはつながっていない。
以上のように、現在の日本における育児を考える上で父親の存在は大きく、従来の母親主体の
育児からどのようなスタイルで出産・育児を行っていくのか、大きな転換期を迎えているといえ
る。これをふまえ本論文では、日本における男性（父親）の出産・育児に関する現状と課題につ
いて、社会背景や先行研究を概観しながら考察する。

2．子どもをもつことへの意識

本論文での、現代社会においての出産および育児を考察するに先立ち、この章では、夫婦が子
どもをもつことをどのように捉えているか、先に、現代における結婚、そして、結婚と子どもを
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もつことについて述べることとで追究する。
現代における結婚について、つまり男女が求める結婚の実態とは如何なるものであろうか。結
婚し男女が夫婦になると、それは社会における 1 つの単位である家族として存在することにな
る。
一般に、個人が家族について認識するレベルには実体と意識とがある。たとえば、昨日まで全
くの他人と認識していても、日付が変わって〈人物 A〉血が繋がっていることを知ることによ
って「実は、〈人物 A〉も家族（メンバー）なのか」という意識に変わる。それは同じように血
のつながりを知った〈人物 A〉も意識することとなる。このように、当事者同士がまったく自
覚しないままに家族の実体が存在することはありえないように、家族はその家族メンバー同士が
それを追認し、家族意識をもつてはじめて成立することになる。また、血がつながっているから
「家族」という意識は、文化としての認識や言説によって形成されることが多い。つまり、家族
が語られるときには実体よりも、人びとの意識の中に存在することになる。これは生活全般にわ
たって共同性を実感しにくい現代家族における家族メンバーのファミリー・アイデンティティの
自他認識であると同時に、その家族メンバーの関係性の安定に働いている。たとえば、家族とい
う単位に組み込まれ自分自身やまわりからの期待やそれに対する義務感によって生きていくこと
は、これまで親の敷いたレールに沿って育ってきた男女にとっては、迷いが生じる余地はなく容
易なことといえよう。その一方で、自分を培い自分を持ち、自分で方向性を決めていくというマ
ニュアルのないシングル（個人）での不安定さ1）は、常に自分自身への問いかけや確認作業を必
要とするものであるため、自分自身への見極めをしつづけることは厳しく受け入れがたいもので
ある。これらのことから、社会で生きていくことが厳しければ厳しい程、当人の結婚そのものへ
の意識はより肯定的なものとなることが推測される。そのため、従来からの結婚は、「人並み」
となることであり、幸せなことであるという規範が根底に存在していることから、男女は結婚に
向かうといえる。
これを男女別でみる。個人が多様化する現代において、とくに 1986 年に男女雇用機会均等法
が施行されて以降、女性の生き方は主体的になったとされている。女性の理想とするライフコー
スは仕事と家庭との両立であり、女性にとって仕事も家庭もでは労働として過重であるとされる
中でも、女性の自己実現への意欲は高い。女性の高学歴やそれに支えられた就業によって得られ
る経済力は、超高齢社会にあり長寿な両親や同胞が少ないため、それら扶養を必要とせず、その
まま女性の自立に繋がっている。女性は夫に生活を依存するための結婚を必要としない。しかし
ながら、社会や女性自身における結婚し子どもをもつ生き方が幸福であるという通念の存在は、
仕事による自己実現をすすめる女性自身に見合う理想の男性が見つかるまではその男性の出現を
待つ傾向がある。また、2008 年のリーマン・ショック以降の日本の経済状況は、就職氷河期の
再到来を導いた。そのため学卒者らにとって、正規雇用にたどりつくことすら険しい道が生じ、
経済的自立は誰にでも可能なことではなくなり、一家を養う経済力をつけることは困難となり、
結婚へのハードルはより高くなっている2）。たとえば、結婚を先延ばしする傾向は、初婚年齢の
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平均初婚年齢

平成 17 年度厚生労働省「出生に関する統計」より著者作成

変化にあらわれている（図 1）。2010 年の平均初婚年齢は、男性 30.4 歳、女性 28.6 歳である。20
年前の 1990 年の平均初婚年齢は、男性 28.4 歳、女性 25.9 歳であったことから、男性で 2 歳、女
性で 3 歳弱年齢が高くなっている。
このように仕事による自己実現を追求するかしないか、いずれの選択によっても大半の女性は
やがて結婚に向かうことになる。女性の求める結婚は、経済面に限らず精神面でも今の生活の水
準を維持したい、あるいは水準を上げたいという上昇婚であり、必ずしも現在の女性未婚者は、
非婚に傾いているのではない。出生動向調査において女性未婚者に「自分の一生を通じて考えた
場合、あなたの結婚に対するお考えは、次のうちのどちらですか。」と設問した際、「いずれ結婚
するつもり」という回答は 1982 年が 94.2％、1992 年が 90.2％、2002 年が 88.3％、2005 年が
90.0％ であり、ほぼ 9 割に結婚の意思があり、大きな意識の変化はない。
一方、男性にとっての結婚には子どもをもつことへの規範が根強い傾向にある。白河は、未婚
男性が女性に対し「年齢と外見」を求める傾向が強いことを指摘している3）。男性未婚者の出生
動向調査における「自分の一生を通じて考えた場合、あなたの結婚に対するお考えは、次のうち
のどちらですか。」と設問した際、「いずれ結婚するつもり」という回答は 1982 年が 95.9％、1992
年が 90.0％、2002 年が 87.0％、2005 年が 87.0％ であり、ほぼ 9 割に結婚の意思があり、男性に
も大きな意識の変化はない。結婚する意志があるにもかかわらず、結婚が先送りされることにつ
いて山田は、結婚後の家計維持を男性に期待する意識は男女ともに弱まっていないと述べてお
り、それに加えて経済不況および雇用の不安定性が男性の結婚活動を抑制していることを指摘し
ている4）。また、村上は、働き方と結婚意欲と結婚に向けた行動を分析し、男性は働き方が結婚
意欲に影響し、結婚意欲は結婚に向けた行動に有意な関連があったことを明らかにしている5）。
今後、男性が結婚に結びつくために必要な力として、自分磨きに加えてコミュニュケーション力
と経済力をあげている2）。女性が男性に対して結婚に期待することは経済力であったことは、男
性にも受けとめられており、経済力に結びつかない要因をもつ男性は自信がもてないため、結婚
に向けた行動がとれないように思われる。
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次に、現代社会おける結婚と子どもをもつことについて追究する。
従来、子どもをもつことは種族保存のためのものであり、自然の欲望であるとされてきた。子
どもは神の子であり「授かる」ものであり子孫繁栄としての絶対条件であり、加えてわが国にお
いては、家父長制度の下では、子どもが老親の面倒をみる用意をすることは当然のことであっ
た。そこには一夫一婦制を前提とし、夫婦は家の血筋を重んじ、家族というものに対する均質的
考え方や、次世代につながる子どもをもつのが夫婦であり、家族であるとする家族観が培われ、
現代でも依然として個人の規範として内在化している。
男女が結婚すれば家族という単位ができ、結婚すれば子どもはできるものであり、子どもをも
つことによって世の中からその男女は一人前と認められる傾向がある。それは今も存在し、結婚
した男女の意識下にも「結婚すれば子どもをもつ」という考え方が支持されている。たとえば、
平成 21 年内閣府の「男女共同参画社会に関する世論調査」にある結婚しても必ずしも子どもを
もつ必要はないかという設問に対して、「賛成」の割合は 42.8％ であり、「反対」は 52.9％ であ
り、平成 19 年調査よりも「賛成」の割合が増加し、「反対」の割合が減少している。平成 19 年
調査では、「賛成」は 36.8％ であり、「反対」は 59.4％ であった。とくに平成 21 年調査を性別で
みると、男性の「賛成」は 38.7％ にあるのに対し女性は 46.4％ であった。一方、「反対」と回答
した男性は 56.6％、女性は 49.7％ であった。この結果から、「結婚すれば子どもをもつ」という
考え方は根強いことが読みとれ、とくに男性の方に強く表れていることがわかる。さらに、結婚
して子どもをもつ意欲についてみてみよう。第 1 回 21 世紀成年者縦断調査において、夫婦に子
どもをもつ意欲をたずねた設問では、子どもがいない場合に夫婦一致して「子どもがほしい」と
回答した割合は 52.0％ である。さらに、妻の回答に注目してみると、すでに「子どもあり」で
夫が家事・育児をしている場合に「子どもがほしい」は 44.2％ であるが、夫が家事・育児をし
ていない場合は「子どもがほしい」が 36.6％ となっている。また「子どもなし」では、夫が家
事をしている場合に「子どもがほしい」は 65.9％、夫が家事をしていない場合は「子どもがほし
い」は 64.8％ となっている。これらのことから、「結婚すれば子どもをもつ」という意識は根強
く、実際に結婚して子どもをもつ意欲は夫の家事への貢献度が左右していることがわかる。
日本における家族の基本的な形態は核家族である。国民生活基礎調査から核家族の割合をみる
と、1955（昭和 30）年には 3 世代世帯と同程度の 45.4％ であったが、1980（昭和 55）年に 60.3
％にまで増加し、その後は 6 割前後で安定的に推移している。こうした核家族について、強い情
緒的結束の基に生活するものであるという家族像、そして女性は跡継ぎである子どもをもうけ、
より良く育て学校に通わせ、夫を企業に送ることによって中流以上の生活を目指すものであると
いう考え方は、今も専業主婦願望とともに存在している6）。生命保険文化センターの 1985 年の
調査では、1980 年代から始まった晩婚・晩産化の影響より「結婚する・しない」から始まって、
従来からの「結婚すれば子どもをもつ」といった価値観は、「結婚したとしても子どもをもつか
・持たないか選択する」というところにまで及んだ。しかし、一旦、結婚や出産を選択した場
合、日本人の二大価値観のうちの全世代に浸透してきたといわれる「自分主義（自分の選択を重
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視する自分中心主義的価値観）」から、結婚・出産を一旦選択すると「大人主義（人々の和を大
切にするという価値観）」が認められるようになり、性役割分担を選択したかのように妻は家事
・育児の責任というような価値観を示したと報告されている。平成 21 年内閣府の「男女共同参
画社会に関する世論調査」において、「夫は外で働き、妻は家庭を守るべきである」という設問
で、「賛成」の割合が 41.3％ であり、「反対」は 55.1％ であった。現代社会においても男女それ
ぞれに役割意識が根強く存在していることがいえる。とくに性別に注目すると、「夫は外で働き、
妻は家庭を守るべきであるか」という設問で、女性の「賛成」は 37.3％ であるのに対して男性
は 45.8％ であり、女性の「反対」は 58.6％ であるのに対して男性は 51.1％ である。このことか
ら、男性の方が性別役割分業意識は高い傾向が読みとれる。
加えて、今日のように生殖医療が発達し、子どもは「授かる」から「つくる」ものであるとい
った考えが存在し、男女それぞれにエピソードを持った夫婦には、互いの生き方を尊重しつつ子
どもをつくることが個人の考えによって選択されるものであるという見方にある。また、子ども
をもつことは、養育での経済的負担や責任の重大さからリスクを負うものといった見方が存在す
る。しかしながら、パートナーと暮らすことはこれらのリスクを分散することでもあり、子ども
のいる生活は、生活のはりとなり、効率性重視の大人社会では見失いがちな日常の中での発見や
柔軟性をとりもどすことに貢献すると思われ、やがて子どもをもつこととなる。

3．「出産」と父親

ここでは、日本の父親は子どもの誕生にかかわってきたのかを考察する。出産は、子どもの誕
生であると同時に文化・社会的な出来事でもある。ひとりの子どもの誕生は、新しい家族形成の
契機となり、各々に新たな社会的役割を付与することとなる。また、社会の変化は、出産のあり
方を変容させる。出産のあり方の変容は、子どもの誕生のときを、誰が、どこで、どのように待
つのかということにも影響するといえるであろう。ここでは、出産とは女性が子どもを産むため
の準備期である妊娠期を含めて子どもの誕生プロセスという意味で用いる。分娩は、医療的統制
をうけて女性が子どもを産むという意味で用いる。
出産は身体の生理的変化であるため、必ずしも医療的対処を必要としないが、予期しない母子
の生命リスクを伴いやすいという特性をもっている。そのため、出産には社会的な対応として医
療が適用されるようになり、その帰結として母子の生命リスクを下げることにつながっている。
他方では、親族・村落共同体の統制を受けていた子どもの誕生と受け入れが、医療の統制を受け
る対象に位置づけられたことにより、日常生活と出産が切り離されることになった7）。元々、人
間は出産の場所も日常生活の場と同じであり、自宅や産屋（自宅・自宅近くの出産および産後を
過ごすための専用の小屋）であった。吉村は伝統的な出産習俗について、出産は身近な出産経験
者らが産婦の心と身体を両面から励まし支えるというように人びとの絆によってなされていたこ
とを指摘している8）。また、松岡は、妊娠・出産の通過儀礼の特徴について、「分離」・「過渡期」
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・「統合」を用いて親になる過程について説明し、その行なわれ方は地域固有の慣習や文化によ
ってことなると指摘している9）。吉村は瀬戸内海のある離島では、父親が子どもの誕生に立ち会
うことはなく、女性による出産助け合いネットワークが活用されており、他方では愛媛県のある
山村において、1899 年頃から 1950 年代頃まで自宅で夫婦協力型の出産が主流であったと示して
いる8）。つまり、自宅出産が主流の時期に、夫婦協力型の出産で子どもの誕生を迎えていた地域
もあったということは、子どもの迎えかたはその地域固有の慣習や文化のひとつに含まれていた
と言い換えられる。これらのことから、日常生活をつくりだす社会の在り方は、出産の在り方と
密接な関連があるといえよう。
まず、出産に関わる人（介助者）の変化をみてみよう。吉村の指摘にもあるように産婆が職業
化される以前は素人の経験者による女性であったり、「トリアゲババ」という伝統的産婆であっ
た。ここでは、経験が唯一の頼りであることから、その地域固有の慣習や文化そのものの出産で
あったと思われる。藤田は産婆の職業化以前は、出産のお世話で生活をするというよりも、産家
と付き合いの縁をむすんで、それなりの礼を受けることができることを重視していたと述べてい
る10）。1899 年に産婆規則と産婆名簿登録規則が発布され、西洋医学にもとづく専門教育を受け
た新産婆が活躍し始めたことで、出産に専門知識が導入され、産前産後の衛生状態の改善をもた
らした11）。新産婆による母子保健活動は、地域生活の中に入り込んでの活動であったため、その
土地固有の文化を尊重しつつ、1920 年以降の母子保健水準の向上につながったのであろう。し
かしながら、専門職が出産助け合いネットワークにはいるという人の変化は、出産の主体性とい
う点を不明確にし、出産助け合いネットワークの絆を弱める作用をもたらしたと考えられる。
次に場の変化をみてみよう。従来、わが国の出産は、吉村や松岡らが指摘するように自宅およ
び自宅に限りなく近い場所で行われていた。少なくとも第二次世界大戦が終了するまでの出産の
場所は、大多数が自宅であったことを厚生労働省の統計データが裏付けている。たとえば、1950
年の施設内出産（病院、診療所、助産所）は 4.6％ である。続く 1955 年には 17.6％ になり、1960
年には 50.1％ と約半数を占めるようになり、1965 年には 84.0％ となった。その後も施設内出産
は増加し続け、1970 年には 96.1％、1990 年に 99.9％ に達した後は、自宅を含めた施設外の出産
はわずか 0.2％ 程度で推移している。これらのことから、「出産は、病院などの施設でするもの」
という社会的合意が得られるようになったのは、1960 年代前半といえるであろう。わが国の施
設内出産の始まりは、第二次世界大戦後の GHQ（連合国軍総司令部）による指令と支援に向け
た変革の影響が大きいと思われる。アメリカ合衆国では 1900 年代から出産の施設化が始まり、
施設内出産の割合は 1938 年に 50％、1955 年には 95％ となっている注1），12）。わが国への施設内
出産の導きは、不十分な栄養状態に加えて、自宅という緊急医療対応ができない中での出産には
限界があるとみなされ、一括管理ができる施設とパターン化されたシステムが強く支持されたと
考えられる。
出産の場の変化は、場所が変わったという単純なことではなく、子どもの誕生のときを、誰
が、どこで、どのように待つのかという出産文化を転換させることにつながっている。出産が病
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院や診療所という専門家（医師）が支配している領域にはいることで、医療システムの管理下に
位置づけられ、出産に対する個別的なニーズを遠ざけるようになった。とくに、1960 年代の医
療機関では、出産に陣痛の誘発や促進、麻酔の使用、会陰切開術、吸引分娩、帝王切開術などが
普及した注2）。このような最新医療テクノロジーは、結果として出産に過剰な予防的医療テクノ
ロジーのもちこみを許し、生命リスクを切り札にされる産婦は一方向に従うしかなかった。ま
た、1960 年代は高度経済成長期で、父親は稼ぎ手役割を強調された時期とも重なる。藤田は、
戦後の第二次お産革命は、男性の医師を主役として、入院したら施設にすべてをまかせなさいと
いう考えで、密室分娩方式が定着していたと指摘している。したがって、施設内出産に社会的合
意が得られた時期は、夫婦協力型出産を困難にし、出産から父親を切り離し、子どもの誕生は別
世界の出来事におかれたのである。
ところが、1970 年代後半から、医療テクノロジーへの依存による産婦の非人間的な扱いにつ
いて、社会的な批判が高まったのである8, 10, 13, 14）。出産の在り方への問いのひとつとして、1912
年から 1949 年にソビエトで長期間にわたって研究された精神予防性無痛分娩法は、出産に関わ
る人びとに大きく影響している。精神予防性無痛分娩法は、1951 年にラマーズ博士が改良して、
ヨーロッパやアメリカ合衆国を経由して日本にも普及してきた。日本に最初にラマーズ法が紹介
されたのは 1953 年とされている15）。ラマーズ法の特色は、施設内出産で安全を見守りながらの
出産方法であるが、出産にのぞむ夫婦が夫婦そろって出産の生理、産痛克服の呼吸法、筋肉リラ
ックス法などを学び、出産には必ず夫が立ち会って協力することである10）。本格的に日本にラマ
ーズ法が紹介された 1971 年頃には、出産準備教育を夫婦に行うという方法にアメリカ合衆国で
改良されていた15）。ルイーズ清水は、在日外国人に対して行われていた「ラマーズ式分娩法」が
徐々に関心のある一般の日本人と看護師・助産師らに広まり、拡大していったと示している。そ
の一方で小林は、ニューヨークで分娩室におけるラマーズ法および夫立ち会い分娩の実態を知り
1972 年以来、日本赤十字社医療センターではラマーズ法による出産を希望する夫婦の受け入れ
を始め、その後ラマーズ法は全国に広がっていった10, 15）。このように日本で普及していったラ
マーズ法は、自然な出産をするために妊娠中から身体と気持ちの準備をして、これからの人生を
妊産婦自身が切り開けるように、そして、夫が出産のよき介添え者となるために出産準備教育を
受けることから出発している。その結果として、夫婦で出産をするという考え方や、夫の出産時
の立ち会いを認める出産施設が増加するようになった。2011 年の現時点までですべての分娩施
設が夫立ち会いを認めているわけではないが、日本の医療機関で、夫が出産に立ち会うきっかけ
に貢献したのは、ラマーズ法であったといえよう。
これを後押しするように WHO（世界保健機関）は、1985 年に「出産科学技術に関する勧告」
を出し、1996 年に「正常な出産のケア−実践のガイドブック」を出している16, 17）。そこでは、
出産に必要な医療テクノロジーの介入の是非が検討され、快適性も含めた出産環境に重要性が示
されている。さらに、1990 年には「1.57 ショック」とよばれる少子化の危機的状況が示され、
出産施設も独自性を主張しないと生き残れない時代を迎える。そして、政府による少子化改善に
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向けた政策が始動し、加えてワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調和）が推進されるよう
になってきたのである。このように、「子どもの誕生のとき」から一旦は切り離された父親が、
出産の場に戻り子どもの誕生を一緒に迎える環境は 1990 年代後半に整い始めたといえよう。
さて、甲南大学人間科学研究所が 2002 年と 2010 年に父親を対象として「子育て環境と子ども
に対する意識調査」を行なっている18）。この調査では、子どもの誕生をめぐっての父親の意識や
行動が提示されている。妊婦健康診査へ同行した父親は、2002 年時は 62.5％ であったのに対し
て、2010 年時は 74.6％（246 人）の父親が経験していた。また、父親学級や両親学級に参加した
父親は、2002 年時は 29.9％ であったのに対して、2010 年時は 50.6％（167 人）が経験していた。
子どもを迎える準備は、「夫婦揃って」という認識の比率が増加し、家庭内性別役割分業観が変
化してきている兆しと推測される。子どもの誕生のときについては、2010 年時には「陣痛期か
ら出産まで立ち会った」が 51.2％（169 人）、「出産時のみ」が 8.2％（27 人）、「陣痛時のみ」が
15.2％（50 人）であり、74.6％ の父親が子どもの誕生がせまったときに身近にいた。2002 年時
とは選択肢は異なるが、2002 年時に「分娩に立ち会った」が 46.6％、「陣痛期を一緒に過ごし
た」が 24.2％、「離れて待っていた」が 28.0％ であった。選択肢の見直しは、夫立ち会い出産の
在り方が一様ではないことが認識された結果と思われる。しかし、「離れて待っていた」という
選択肢がはずされていることは、「立ち会い出産」が形としての出産から、夫婦で子どもを迎え
るための立ち会い出産に変化していることを示しているのではないだろうか。そもそも夫立ち会
い出産や、父親学級・両親学級などの出産準備教育は、ラマーズ法の一部分として位置づけられ
ていた。ラマーズ法以降、ソフロロジー法、アクティブバースなど人間的な出産をめざした方策
が提案され続け、夫立ち会い出産も父親の親性や夫婦の絆を強める機会へと位置づけが変化して
いる。一たび夫婦協力型出産を困難にし、出産から父親を切り離し、子どもの誕生は別世界の出
来事におかれたのは事実であるが、出産の在り方は現在も変化しているように思われる。
夫婦で、あるいは家族で新たに誕生する子どもを迎えることは、特別なことではないように思
われる。しかし、誕生の時だけ夫婦や家族が揃うであれば、それは特別な出来事になる。人間が
生まれて死にいたるまでのプロセスは生活の中にあってこそ、生命の大切さやつながり、人の絆
がかけがえのないものであることが実感できるのではないだろうか。父親が子どもの誕生のとき
を共にすることが当たり前になるような働きかけは、マクロレベルからミクロレベルにわたって
必要なことと考えられる。父親が子どもの誕生の時をどのように迎えるか、子育てにどのように
関わるかの議論は今後の重要課題と思われる。

4．父親と育児

この章では、実際に父親が育児にどのようにかかわっているのか、現状とその背景について考
察する。平成 18（2006）年の厚生労働白書において、日本の父親が育児をしている時間と欧米
諸国の父親が育児をしている時間について比較したデータを報告している。日本の父親が 1 日に
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図2

6 歳未満児のいる男女の育児・家事関連時間

家事・育児に費やす時間は、合計で 0.48 時間、そのうち育児に費やす時間は 0.25 時間であった
が、アメリカの父親は 3.26（育児は 1.13）時間、スウェーデンの父親は 3.21（育児は 1.07）時間
となっており、他国に比べると日本の父親が家事・育児に費やす時間が非常に少ないことが指摘
されている。一方、日本の母親の家事・育児に費やす時間は、他国に比較して非常に長く、日本
においては、家事・育児は母親が主に負担している傾向が強いといえる（図 2）。
日本の育児の現状について、厚生労働科学研究の一環で行った乳幼児の母親を対象とした 2003
年の調査と 1980 年の同規模の調査からみてみる。1980 年の調査では父親は育児をよく手伝うか
という問いに対し、よく手伝ってくれると答えた母親は約 40％ であったのに比べ、2003 年では
約 70〜80％ の母親が育児には協力的であると答えている19）。日本の父親の育児は諸外国に比べ
ると少ない現状ではあるが、以前に比較すると協力的になっており増えてきているものの、他国
と比較すると極端に育児参加が低いというのが現状なのである。前章でも述べたように、父親の
出産・育児へのかかわりにかかわりたいという意欲の高い父親は増えており、実際に行動してい
る父親は増えているにもかかわらず、他国と比較すると、極端に日本の父親は育児参加度が低い
というのが現状なのである。その背景として考えられるのは、日本社会の性別役割分業意識の存
在である。男性は社会で働き収入を得ることが大事とされており、「男は会社、女は家庭」とい
う規範のもとで、生まれ生きているので、急に「父親よ、育児せよ」といわれても、個々の父親
を取り巻く社会の環境や意識の変革は難しいものと推測する。その裏付けとして、父親の雇用形
態による比較調査において、自営業の父親と被雇用の父親の 1 日に子供と一緒に過ごす時間を比
較してみると、自営業の父親は 4 時間 19 分、被雇用の父親は 3 時間 11 分と自営業の父親のほう
が子育てに関与している時間が長くなっており20）、男性の雇用環境の問題もうかがえる。また、
妊娠期の父親の育児参加意欲と出産後の育児参加度を縦断的に比較した調査においても、妊娠中
は「入浴の世話」を「たくさんする」「ややする」と回答した父親が 90％ だったにも関わらず、
出産後 4 カ月経過し、実際に入浴の世話を「たくさん」「やや」行っている父親は 77％ に減少し
ている21, 22）。出産前の父親は、育児や家庭に対する夢や希望をもっており23）、育児に対しても
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非常に意欲的である。しかし、育児意欲があるにもかかわらず、育児には参加できない背景に
は、性別役割分業意識からくる男性自身の経済力へのこだわりもあるのではないだろうか。
次に、父親が行う具体的な育児行動の内容について述べる。1 歳半児健診にきた夫婦を対象に
した調査では、父親の育児行動として行っているのは、「話しかける」「抱っこする」「話し相手
になる」「外出する」「入浴の世話」「着替え」の順番に多くなっていた24）。また、幼稚園に子ど
もを通わせている父親を対象とした調査では、「子どもと遊ぶ」64.8％、「風呂に入れる」50.3％、
「園の送迎」28％ となっていた25）。これらの育児行動を見ると、「食事の世話」や「排泄の世話」
など手がかかる項目は少なく、比較的手や時間がかからない項目が多くなっている。子どもの発
達に伴い、自分の関わりに対して子どもから反応が返ってくるようになることで、子育ての喜び
や満足感を感じることができるため、このような項目の関与度が高くなっているのではないだろ
うか。
それでは、父親が育児をすることによって、父親自身と母親それぞれにどのような影響を与え
ているのかについてみてみよう。まず、母親に対しどのような影響を与えているのかみてみよ
う。乳幼児の母親を対象にした調査では、父親が育児に協力的ではなかったり、母親が一身に子
育ての責任を負っている場合、母親は「子どもの要求の理解」がしにくく、子育てに自信がな
く、子どもとのかかわり方に迷う親が多く、心配や不安が高く、育児でのイライラ感が強い傾向
があることが指摘されている19）。また、夫が育児に協力的でない母親の場合、この子を産んでよ
かったという思いは少なく、一緒にいると楽しい、子どもがかわいいという感情も薄く、「子ど
もだけを生きがいにしている」という親が多くなっていた19）。また、乳幼児の母親を対象とした
調査から、夫の育児参加の認知が高く夫への評価が高いほうが、母親役割に対する肯定的な感情
が強いことが示されている26）。これらのことから、父親の積極的な育児行動が母親の精神的なサ
ポートにもなり、母親の子どもへの愛着や母親としての自信、育児ストレスなど、そして夫婦関
係にも影響していることを示している。
乳幼児の両親を対象とした父親の役割について問う調査では、「妻のよき理解者になる」「話し
相手になる」などの精神的な支持を重要視しており、この役割を果たすことが母親の育児機能を
安定して発揮するために必要な条件である27）との報告もある。父親の直接的な育児行動のみなら
ず、母親に対する情緒的なサポートも期待されているようである。このような情緒的なサポート
をすることは母親の育児機能を安定させるだけではなく、夫婦関係の安定にもつながるのではな
いかと考える。
次に、育児をすることでおこる父親自身の変化についてみてみよう。これまでの発達心理学の
調査では、親は子どもの発達の背景要因として考えられ、親自身は完成した存在であると考えら
れてきた。しかし近年では、生涯発達の視点から、親自身も子育てを通して親として発達してい
く存在であるとして研究に取り組まれるように変化してきている。幼稚園・保育園に子どもを通
わせる親を対象に調査した結果、「親としての成長」には、「柔軟さ」「自己抑制」「運命・信仰・
伝統の受容」「視野の広がり」「生きがい・存在感」「自己の強さ」の 6 領域があるという結果が
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示された28）。そしてそれらの領域はすべて父親に比べ母親のほうが高得点を示し、親としての成
長は母親のほうが早いという結果を導き出している。父親のみを対象にした調査からは、父親育
児を行うことによって生ずる変化として、「家族への愛着」「責任感や冷静さ」「子どもを通して
の視野の広がり」「過去と未来への展望」「自由の喪失」という因子を抽出している29）。また育児
関与として、実際に一緒に入浴するなどの遊びや世話以外に、「育児方針について夫婦で話あう」
「子どもの育て方について身近な人たちと話す」「子育てに関する本や新聞記事を読む」などの育
児への関心を示す行動も意味があるとしている29）。「子どもを通しての視野の広がり」「過去と未
来への展望」においては、「育児への関心」との正の相関が高く、実際の育児行動と育児への関
心と両方が絡み合って、父親の親としての変化に関係していることを示している29）。このよう
に、育児に直接かかわるだけではなく、子どもの養育について考える、情報を得るという間接的
な育児行動も父親の親としての発達に深く関与していた。また、育児をしている父親のほうが優
位に子どもへの愛着が高くなっており、また夫婦関係の満足度も高くなっていることも明らかに
されている24）。
性役割分業に対する根強い規範の中、父親たちは限られた時間の中で実際の育児行動をとって
いるわけであるが、育児を通して、親として成長していることが明らかになってきた。親として
の成長は実際に子どもとかかわる育児行動のみに影響を受けるわけではなく、親として子どもに
関心を向けるなどの、将来構想を考えたりすることによっても影響されていた。親として子ども
をどう育てるのか、親としてどのように存在するのかなど、「親として」の自己を見つめていく
ことが、父親としての成長につながっていると考える。
では、父親による育児を促すためにはどのようなことが必要なのだろうか。
夫婦で出産・育児を行っていくという考え方では出産に立ち会うということも重要であると考
える。夫立ち会い出産に関する調査によると、出産に立ち会った父親について、「子どもへの愛
情」「妻への愛情」「父親としての自覚」を感じていた30）という報告がある。立ち会い出産をした
か否かでは、立ち会い出産をした父親はしなかった父親に比べ、子どもへの関心も高く、子ども
とのかかわりや世話をしている割合が高いし、生活の変化への適応性も高く、妻とのコミュニケ
ーションも多く、自尊感情も高いことが報告されている31）。出産に立ち会い、子どもの誕生にか
かわることは父親としての自信になり、育児への動機づけになっていることが推測される。ま
た、夫の育児への動機づけとして、妻への愛情が強いほど父親としての実感や喜び、自信に影響
しており、育児の動機づけにつながっていた32）。夫婦関係の良好さが子どもへの愛着や育児につ
ながっているものといえる。
父親たちは、パートナーが妊娠すると、出産後は育児に関与したいと意欲的にもかかわらず、
実際は思うほど関われないというジレンマがあるように思われる。働きながら育児ができる「育
児休暇制度」も制定されてはいるが、実際の男性による取得率は、2008 年のデータで 1.23％ と
まだまだ取得率が少ないのが現状である（女性は 90.6％）。父親の育児を阻むものは何であろう
か。三浦は、育児を促進するものとして、労働条件や男女平等観、配偶者の年収が影響してお
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り、阻害要因としては、仕事優先の男性自身の意識、具体的子育てモデルの不在、長い労働時間
など厳しい労働条件などを挙げている33）。近年の政策や不況によって、経済格差が引き起こさ
れ、長時間労働など労働環境が悪化した。このことが、男性を家庭から会社へと駆り出し、父親
としての楽しみや生きがいを感じる場面をなくしているものと考える。

5．父親に必要な支援

これまで述べてきたことをふまえて、ここでは父親に必要な援助について考えていきたい。
森田らは、初めて親となる男性に産後の父親役割行動を考える契機となった体験について調査
し、10 の体験から「自己像形成に必要な素材として父親役割モデルなどを活用していること」
「妻との関係が良好であること」「仕事と家庭内の役割調整が行えていること」という 3 つの特徴
を導き出している34）。まずはこの 3 つの特徴を手掛かりに父親の支援について考えてみる。
自己像形成への父親役割モデルの活用に関しては、身近な素材として父親自身の親がもっとも
モデルとなりうるのではないかと考えられる。しかし、現在子育て中の父親が子どもだった時代
の日本の育児は、「父親不在」の傾向が強い時代であった。親となる男性、特に育児をよくする
男性が描く父親像に母親モデルも含まれていたという報告もあり34）、明確な男性の父親モデルが
存在しない可能性もあると推測する。現在の子育てに即した新たな父親モデルを模索する機会を
提供する必要があるのではないだろうか。
妻との関係を良好に保つということに関しては、妊娠を契機に妻への愛情を再確認することに
よって夫／父親として協力する気持ちが芽生えた34）ことから、妊娠や出産の大変さを理解し、お
互いをいたわりあえるようになることが重要であると考える。また、子どもを授かり、命をはぐ
くむことの喜びを夫婦で分かち合い、改めて生命の誕生の神秘や喜びについて考える機会を作る
ことも必要だと考える。
そして仕事と家庭内の調整に関しては、男性は仕事の制約がある中でも自分が行える役割を探
索するという特徴がある34）ことから、夫婦で産後の生活についてイメージできるような話し合い
を持つよう促していくことも必要かもしれない。特に子どものいる生活がどのようなものか、全
く知らずに親になる親たちが増えている19）ことから、子どもや育児についてイメージできるよう
な介入が必要であろう。その場合は、実際に育児を体験している方と交流をもち、実体験から情
報を得ることが有効ではないかと考える。
次に出産の場においての父親への援助を考えていきたい。前々章、前章で述べてきたように父
親が出産に立ち会うことは、妻との関係を深めたり子どもへの愛着を高め、産後の育児への動機
づけになったりという効果がある。しかし、出産に立ち会わなければ子どもとの愛着を形成でき
ないわけではなく、実際、立ち会い出産を希望しない父親も存在する。中島らは出産前教室に妻
とともに参加した夫を対象に立ち会い出産における夫の意識の調査を行った。その結果、立ち会
わない夫の意見として「平静でいられない」「怖い」など夫の個人の心理的要因が最も影響して
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いることが明らかにしている35）。出産から父親が切り離されていた間に構築された出産に対する
イメージが影響しているものと推測する。父親にとって出産が身近なものとなるように働きかけ
ていくことによって、出産に対するネガティブなイメージが払拭されていくかもしれない。
立ち会い出産に関する調査から、出産に付き添う夫は、助産師など出産にかかわる医療従事者
に対して、妻との出産体験の共有の為に自分の精神的なサポートや役割の提示、出産体験をバー
スレビューなどのフィードバックによって肯定的な自己像へと転換していくことを期待している
ことが明らかになった36）。医療現場の環境はそれだけで威圧的であり、父親自身どうすればよい
か戸惑いを持つことが考えられ、父親自身の自尊心が損なわれず、夫婦での出産体験が満足でき
るように、物的・人的環境を整えていくことが必要なのではないだろうか。母親自身の出産体験
の満足度が子どもへの愛着や育児行動に影響していくというのは周知の事実であり、同様のこと
が夫にもいえるのかもしれない。このことから、出産体験のレビューは母親だけでなく、夫婦同
時にあるいは父親個別に行うことで、父親が妊娠・出産は母親だけではなく共同作業としてとら
えられ、育児への動機づけにつながる可能性が示唆されているのではないだろうか。
これまで論じてきたことから、出産や育児はもはや母親だけのものではなく父親も含めた夫婦
単位で考えていくことの必要性が示唆された。しかし、育児にかかわるほど父親も負担感を持つ
という現状があることも忘れてはならない。冬木らは、父親の育児について「『育児（とくに世
話）は母親の仕事』と思いながら、育児（とくに世話）をせざるをえない状況の中で『育児負担
感』は生じる」「『育児したい』と思うにもかかわらず、仕事のために育児に思うようにかかわれ
ない状況の中で『仕事と育児の葛藤』は生じ、『育児意欲』は低下する」などの育児ストレスが
あると指摘している37）。こうした父親の育児ストレスへの対応は、どのようにしたらよいのであ
ろうか。父親のもつ育児ストレスの背景には、性別役割分業の規範の存在が大きいように思われ
る。本来自分のやるべきことではない不慣れな育児、というやらされ意識など、男性自身が社会
でおかれている立場や価値観が影響していることが考えられる。社会全体からの父親の育児に対
する容認や奨励が必要なのではないだろうか。また、このような父親の育児のジレンマやストレ
スを父親自身が発散できる場、相談する場が少なく、育児する父親を孤立させているのではない
だろうか。育児する父親を孤立させないためには、先輩パパや、思いを共有できるパパ友達との
交流の場を提供し、多くの意見を交わし、孤立感を軽減していくことが大切であると考える。そ
して、そのような場を設けることで、育児する父親モデルの模索という効果も得られるかもしれ
ない。
また、夫婦関係の良好さが父親の育児行動への動機づけにつながることについて前述した。出
産育児による夫婦関係の悪化を示す先行研究もいくつかあり、子育て期の夫婦に対しては、夫婦
関係の調整ができるような支援が必要であると考える。久保は合同夫婦グループ「夫婦サロン」
の参加者の意見から、夫や妻にとって、サロンに参加することによって、自己理解やパートナー
を理解する機会になっており、子育ての楽しさや自信も感じる機会になっていることを報告して
いる38）。このように夫婦で子育てや夫婦関係を振り返る機会を設けることが、夫婦関係の調整に

― ５５ ―

つながっていくものと考える。また、夫婦間のコミュニケーションも重要である。たとえば、夫
立ち会い出産など、どのような環境で子どもを迎えるのか、といった出産・育児に関連する内容
を夫婦間で十分話し合ってお互いが納得できるスタイルを決める、ということも大切であろう。
このような会話を通して、お互いの考えていることや希望などを共有することも夫婦間の関係調
整には必要なことであると考える。
さて、男性の育ての阻害要因の背景にあるのは、日本における性別役割分業観が大きく影響し
ている、ということについては何度も述べてきた。育児の促進要因に配偶者の年収が含まれてい
ることからも、従来の男は仕事、女は家庭という役割分業の影響が根強いことが推測される。前
述したように、結婚相手の条件として男性には経済力を求める女性も多く、収入という項目は結
婚、出産、子育て全般に大きく影響している。生活基盤となる収入を得るという役割そのものを
妻と分担できれば、育児も分担しやすくなると考える。今後は、夫婦で仕事・育児をシェアしな
がら育児にのぞむ新しい生き方を選択する夫婦も増えてくるのではないだろうか。しかしなが
ら、近年の終身雇用制度の崩壊から生じた格差社会の影響もあり、20〜30 代男性の年収もそれ
ほど多くなく、育児期の所帯への経済的な支援や社会保障制度などを整えていく必要があると考
える。

6．お わ り に

少子化対策の一環として、夫婦による子育てを推奨している。CM などで育児を積極的に行う
男性を「イクメン」と呼び、それを歓迎する女性たちの姿がよく見られるようになった。こうし
たキャッチフレーズから、さもそれが良いことのように扱われていくことについては、賛否両論
あると思うが、育児をしたくても、過酷な労働環境がありできないと訴える父親の姿も真実であ
り、社会の風潮が男性を追い込むことのないように配慮する必要もある。
現在の親世代の人々は、個々の価値観を重視してそれぞれのライフスタイルで生きることを求
めており、今後はワークライフバランスの見直しが必要となってくると考える。それに付随し
て、男女のライフサイクルの見直しも必要性ではないかと考える。これまで、女性のライフサイ
クルは、結婚・出産、仕事の継続・中断などいくつかの分岐点があり非常に多様であったが、男
性のライフサイクルは仕事をして社会で生きるという単調なものであった。今後は男性も女性と
同様に、多様なライフサイクルで生きることが必要になってくるかもしれない。
21 世紀まで脈々と続いてきた性別役割分業という社会規範を変えることは難しい。しかし、
父親母親ともに協力し合って育児に臨まなければ、おもに子育てをしている母親のみに負担が大
きくなることは火を見るよりも明らかであり、近年の子育ての問題として指摘され続けてきたこ
とである。現代の子育てはこれまでのスタイルから、夫婦での育児へと変換を迫られている。父
親も育児を行う、という分業育児スタイルに適応していくためには、中学・高校など早い段階
で、子育てをシェアするという意識を涵養できるよう、男女の役割意識について考える機会を設
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けていくことも必要ではないだろうか。
また、子どもに接する機会が少ない現在の子育て世代には、育児についての考えや知識を学ぶ
機会を持つことも必要である。親になる前に、結婚、妊娠・出産のような人生の転機に自分はど
のような価値観を持って何を選択するのか、カップル同志はもちろんのこと、同年代の人々と話
し合う機会を設けることも、中期的な支援として重要である。

注
注 1）アメリカ合衆国の場合、乳児および新生児死亡率、妊産婦死亡率の高率であった低所得層にある人
びとがまず病院を利用することになり、ここで出産および新生児管理をすることによって死亡率の低
下が引き起こされたとされている。
注 2）落合は、新産婆が医師に交代する変化を「第二次お産革命」とし、産婦は家族からさえも切り離さ
れて、病院で見知らぬ人々と器械に囲まれ、人間としての主体性も奪われて、出産させられるように
なったと説明している（落合：1989 年）
。
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乳幼児を持つ親の子ども虐待の認識度と
被養育体験・親性との関連
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要旨：本調査の目的は乳幼児を持つ親の子ども虐待の認識度と、親の被養育体験、親性
の発達との関連について明らかにすることである。
結果、乳幼児をもつ両親の子ども虐待の認識度は、父親母親ともに高く、性別による
認識度の差はなかった。子ども認識度の虐待と、親の被養育体験、親性の発達との関連
は、父親がその親から愛情深く育てられている体験や親性の発達が子ども虐待の認識度
に関連していた。今後、子育て期の父親、思春期、青年期のこれから父親になる男性を
対象に父親像を知る機会を作ること、子育て期の父親が他の父親との交流が持てるよう
な機会、夫婦関係を調整するよう奈支援を提供していくことが求められる。
Summary : To evaluate the extent of awareness of child abuse and factors affecting it in parents with infants or young children, the relationship of the former with their mental health
status, their own experience in being reared by their mothers, and the scales of the development of parenthood was analyzed. Both parents were rated high in awareness of child abuse.
For the factors that affect the parents’ awareness of child abuse, their experiences in being
reared and the development of parental attitudes were recognized. In analyzing the factors related to parental attitudes, greater attachment of both parents to their children was related to
better awareness of child abuse : the father’s awareness of child abuse was raised when he is
aware of his own growth as a man and values the tie with his family.
キーワード：子ども虐待、ビネット調査、PBI
（Parental Bonding Instrument）、親性の発達
Key words : child abuse, Binet survey, PBI（Parental Bonding Instrument）, development of
parenthood
Ⅰ．は じ め に

子ども虐待とは、保護者がその監護する子どもに対して行う虐待行為をさし、次の 4 つに分類
されている。たたいたり、蹴ったりと生命や健康に危険を及ぼすような「身体的虐待」、暴言な
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どにより心を傷つけるような「心理的虐待」、食事を与えないなど、保護の怠慢をさす「ネグレ
クト」、性的行為の強要などの「性的虐待」である。日本においては、2000（平成 12）年、「児
童虐待の防止等に関する法律（以下「児童虐待防止法）」が制定され、その後 2004（平成 16）年
には同法を改正し、それと並行して児童福祉法も順次改正され、子ども虐待の予防、早期発見・
早期対応、虐待を受けた子どもの保護・自立に向けた支援など子ども虐待対応の各段階に応じた
切れ目のない総合的な対策が行われてきた。また、2007（平成 19）年には、児童虐待防止法は
第 2 回改正が行われ、児童の安全確保のための立ち入り調査等の強化、保護者に対する面接・通
信等の制限の強化、保護者に対する指導に従わない場合の措置の明確化などが明文化された。こ
の改正に合わせ、「児童福祉法」も一部改正された。この改正では、未成年後見人請求の間の親
権の代行について児童相談所長が公的な立場で職務として親権を行えるようにしたことが大きな
改正である。
このように子ども虐待に対する対策は強化され、被虐待児を守ろうとしているにもかかわら
ず、児童相談所及び市町村における児童虐待に関する相談対応件数は年々増加しており、虐待に
よる死亡事例は依然として跡を絶たない状況が続いている。
厚生労働省の調査1, 3）によると、児童相談所における児童虐待相談対応件数は、虐待防止法案
の制定された 2000（平成 12）年には約 17,000 件であったが、2009（平成 21）年には 44,000 件
を超え、過去 20 年間で 40 倍の数に増加していた1）。
東京都の 2003（平成 15）年の調査2）では、虐待の状況は、男児が女児よりもやや多くなって
おり、虐待の種類では、身体的虐待が最も多く、43.7％、次いで、ネグレクトが 34.4％ となって
いた。近年の相談の特徴として、第 1 発見者が学校になった事例が増え、中学生では 30.8％ か
ら 43.2％ に、高校生では 15.9％ が 30.8％ に増加傾向が見られている。2006（平成 18）年の厚生
労働省の全国調査では、身体的虐待が 41.1％、ネグレクトが 39％、心理的虐待が 17％、性的虐
待が 3％ と報告されており、子どもの成長・発達段階を見ると、就学前の子どもが 42％ を占め
ていた。また、虐待する保護者は、実母が最も多く 63％ となっていた。これらの調査結果から、
子ども虐待に関する人々の関心は高いものの、依然として子ども虐待の減少は見られず、大きな
社会問題であるということは変わらない1）。
子育て期の親は育児を行う中で、自己の育児体験を思い出し、特に虐待を受けてきた人が親に
なると、世代間伝達を引き起こし、わが子を虐待してしまう傾向がある。本研究では 2 つの仮説
を立てた。1 つめの仮説は虐待などの不適切な養育態度を受けた親は子ども虐待の認識度が低
く、虐待であるという認識がないためにわが子に虐待行為を繰りかえしてしまう、次の仮説は虐
待などの不適切な養育態度を受けた親は親としての発達が不十分であり、結果としてわが子に虐
待行為を行ってしまうというものである。この仮説を検証するために、乳幼児を持つ親の子ども
虐待の認識度と被養育体験や親性との関連について調査をしたので報告する。この結果は、今後
の子ども虐待の予防策を得ることができ、意味のあることと考える。
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Ⅱ．研 究 方 法

1．研究目的
乳幼児を持つ親の子ども虐待の認識度と、親がその母親からうけた被養育体験、親性の発達と
の関連について明らかにすることである。

2．研究方法
首都圏に在住する乳幼児をもつ両親を対象に質問紙調査を行った。調査期間は 2003 年 11 月 1
日から 12 月 25 日までで、保育園の保育士、育児サークル主催者を通して質問紙を配布、個別封
筒で回収した。倫理的配慮として、答えにくい質問には回答しなくても良いこと、また、得られ
たデータに関しては、個人が特定されないように統計的に処理すること、返信を持って研究に同
意したとみなすこと、研究にしか用いないことを書面にて説明し回答を得た。調査にあたって
は、埼玉県立大学の倫理審査にて承認を得ている。

3．調査紙の構成
（1）ビネット調査
子ども虐待に関する調査用紙は高橋ら4）が開発したビネット調査を用いた。この調査用紙は、
状況設定文で構成をされており、「親がパチンコをしている間、乳幼児を車に残しておく」など
の状況をどのように捉えるかで回答者の虐待に対する認識度を把握する方法である。本研究にお
いては、高橋の 39 項目から、因子分析をして抽出された 31 項目の簡易版5）を用いた。この 31
項目に対して虐待と思うかという設問に対して 5 件法で回答してもらった。得点が高いほど認識
度が高いことを示している。
（2）Parental Bonding Instrument（以下、PBI）
オーストラリアのパーカーらが開発した被養育体験に関する尺度である。親から受けた養育態
度に関する質問 25 項目から成り立っており、「いつも暖かく親しみのある声で話しかけてくれ
た」など 12 項目の Care（愛情・冷淡）得点と「私のすることは何でもコントロールしたがっ
た」など 13 項目の Over Protection（自律・統制）得点から構成されている。Care 得点が高いほ
ど愛情深く育てられたことを意味し、Over−protection 得点が低いほど自律を促されて育てられた
ことを意味する。さらにこの 2 分類の得点の高低を組み合わせ、「情愛と自律承認」、「情愛と過
保護」、「無関心」、「冷淡と干渉」と被養育体験を 4 タイプに分類することができる尺度である。
（3）親性の発達尺度
親性の発達尺度は、親になることによって起こる変化を「親性の発達」とし、乳幼児をもつ両
親を対象としたインタビューをもとにし作成した6〜8）尺度である。40 項目の質問からなり、5 件
法で回答するもので、「子どもへの愛情が深まった」「子どもの成長が楽しみである」など 8 項目
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からなる「次世代因子」、「他人への気遣いができるようになった」「社会に関心が出てきた」な
ど 10 項目からなる「社会環境因子」、「自分が誇らしく思える」「仕事への意欲が高まった」など
5 項目からなる「生き甲斐因子」、「パートナーへの愛情が深まった」「家族の団結が強まった」
など 5 項目からなる「家族の絆因子」、「自分の親との関係が良くなった」など 3 項目からなる
「世代間因子」、「思い通りいかずいらいらする」など 4 項目からなる「抑うつ因子」の 6 因子か
ら構成される。得点が高いほど、親性の発達が見られたことを示すものである。

4．分析方法
分析には統計ソフト SPSS 12.0 を使用した。子ども虐待の認識度の父親、母親の差について
は、U 検定を用いて分析した。子ども虐待の認識度と被養育体験別の差には一元配置分散分析、
子ども虐待の認識度と親性の発達との関連については Pearson の相関係数を用いて分析した。

Ⅲ．結

果

1．対象の背景
質問紙の配布数は、808 部、回収は母親 278 人（34.4％）、父親 171 人（21.2％）であった。ビ
ネット調査に関して欠損値のない母親 216 名（有効回答率 26.7％）、父親 151 名（有効回答率
18.7％）を有効回答とした。母親の年齢は 20〜46 歳で平均 34.6（±4.5）歳、父親は 21〜51 歳で
平均 36.7（±5.2）歳であった。第 1 子の年齢は、0〜15 歳で平均 5.09（±2.9）歳であった（表
1）。

2．子ども虐待の認識度
ビネット調査 31 項目を身体的虐待、心理的虐待、性的虐待、ネグレクトの 4 分類にして得点
を見た。「身体的虐待」は 8 項目で 40 点満点中母親が 36.46 点、父親が 36.16 点、「心理的虐待」
は 6 項目で 30 点満点中母親が 27.89 点、父親が 27.56 点、「ネグレクト」は 11 項目で 55 点満点
中母親が 50.04 点、父親が 49.5 点、
「性的虐待」は 6 項目 30 点満点中母親が 28.39 点、父親が 27.92
点であった。

3．子ども虐待の認識度と父親、母親の差
子ども虐待の認識度と父親と母親の差を U 検定にて分析した。有意な差はみられなかった
（表 2）。

4．親が自分の母親から受けた被養育体験（PBI）
母親は、自分の母親からの養育体験を「情愛と過保護」と捉えているものが 41 名（19.2％）
「情愛と自律承認」と捉えているものが 71 名（33.3％）、「冷淡と干渉」と捉えているものが 59
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表1

対象の属性

人（％）
母親

父親

子どもの数

1人
2人
3人
4人

86（39.8）
104（48.1）
23（10.6）
3（1.4）

56（37.1）
75（49.7）
17（11.3）
3（2.0）

子どもの性別

男児
女児
男女

89（41.6）
61（28.0）
66（30.4）

61（40.7）
43（28.7）
46（30.7）

専業主婦
フルタイム勤務
パート勤務

49（22.8）
129（60.0）
49（22.8）

有
無

68（31.8）
146（68.2）

職業の有無

子どもに関わる仕事の経験

表2

身体的虐待
心理的虐待
ネグレクト
性的虐待

19（13.2）
125（86.8）

子ども虐待の認識度の母親・父親間の差
平均値

標準偏差

母親

36.46

3.30

父親

36.16

3.38

母親

27.89

2.53

父親

27.56

2.84

母親

50.04

4.11

父親

49.50

4.82

母親

28.39

1.89

父親

27.92

2.40

t値

有意確率

0.87

0.383

1.13

0.258

1.13

0.260

1.89

0.061

名（27.7％）、「無関心」と捉えているものが 41 名（19.2％）、であった。
父親は、「情愛と過保護」と捉えているものが 30 名（20.7％）、「情愛と自律承認」と捉えてい
るものが 52 名（35.9％）、「冷淡と干渉」と捉えているものが 41 名（28.3％）、「無関心」と捉え
ているものが 22 名（15.2％）、であった。両親とも最も多い被養育体験は「情愛と自律承認」で
あった。

5．子ども虐待の認識度と被養育体験（PBI）の 4 タイプとの関連
子ども虐待の認識の身体的虐待、心理的虐待、性的虐待、ネグレクトの 4 分類の得点と被養育
体験（PBI）の 4 タイプの得点の差について一元配置分散分析を行った。結果、父親の「心理的
虐待」に有意差がみられた（P＜0.05）（表 3）。4 タイプ別の得点をみると、「無関心」タイプの
被養育体験の父親の認識度の得点が 25.91 点と最も低く、「情愛と自律承認」タイプの被養育体
験の父親の認識度の得点が最も高く 28.48 点であった。「無関心」な被養育体験ということはい
わば「心理的虐待」に近い状況で育てられたことが推測される。
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6．乳幼児を持つ親の親性の発達尺度の得点
「子どもへの愛情が深まった」「子どものためならなんでも我慢できると思う」など 8 項目の子
どもへの愛情や、親子関係をしめす「次世代因子」は、母親が平均 36.6（±3.58）点、父親が
35.8（±4.7）点、「他人への気遣いが出来るようになった」「友人が増えた」など 10 項目の社会
とのつながりを示す「社会環境因子」は母親が平均 41.7（±5.6）点

父親が 37.2（±6.7）点、

「心身共にしっかりしてきたと思う」「仕事への意欲が高まった」など 5 項目の生活の意欲を感じ

表3
虐待の分類
母親
身体的虐待

心理的虐待

ネグレクト

性的虐待

父親
身体的虐待

心理的虐待

ネグレクト

性的虐待

子ども虐待の認識 4 分類と被養育体験 4 分類での差
平均値

標準偏差

情愛と過保護

PBI タイプ

36.76

3.31

情愛と自律承認

36.44

2.89

冷淡と干渉

36.58

3.29

無関心

36.61

3.44

情愛と過保護

28.05

2.24

情愛と自律承認

28.26

1.85

冷淡と干渉

27.36

3.08

無関心

28.00

2.97

情愛と過保護

28.44

2.04

情愛と自律承認

28.69

1.51

冷淡と干渉

28.32

1.83

無関心

28.76

1.61

情愛と過保護

49.90

3.99

情愛と自律承認

50.83

3.31

冷淡と干渉

49.63

5.00

無関心

50.34

3.77

情愛と過保護

35.47

3.56

情愛と自律承認

36.67

2.85

冷淡と干渉

36.10

3.53

無関心

35.23

4.52

情愛と過保護

27.40

3.35

情愛と自律承認

28.48

2.01

冷淡と干渉

27.22

2.80

無関心

25.91

3.82

情愛と過保護

48.87

5.41

情愛と自律承認

50.56

4.11

冷淡と干渉

49.63

4.29

無関心

47.59

5.60

情愛と過保護

27.77

2.50

情愛と自律承認

28.42

1.94

冷淡と干渉

27.61

2.33

無関心

27.77

2.67
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F値

有意確率

0.085

0.968

1.426

0.236

0.733

0.534

1.040

0.376

1.247

0.295

4.459

0.005**

2.286

0.081

1.145

0.333

表4

子ども虐待の認識度と親性の発達尺度因子との関連

次世代因子 社会環境因子 生き甲斐因子 家族の絆因子 世代間因子 抑うつ因子
母親 身体的虐待

0.203**

0.172

0.192

0.017

0.051

−0.157

心理的虐待

0.309**

0.162

0.201**

0.048

0.123

−0.163

ネグレクト

0.269**

0.249**

0.223**

性的虐待

0.117

0.145

0.162

0.127

0.168

−0.128

−0.018

0.030

−0.145

父親 身体的虐待

0.336**

0.267**

0.221**

0.261**

0.112

−0.295**

心理的虐待

0.478**

0.341**

0.307**

0.374**

0.172

−0.345**

ネグレクト

0.457**

0.394**

0.348**

0.394**

0.190

−0.281**

性的虐待

0.478**

0.259**

0.280**

0.291**

0.174

−0.306**

させる「生き甲斐因子」は母親が平均 18.1（±4.04）点

父親が 17.4（±4.3）点、「パートナー

への愛情が深まった」など 5 項目の家族、夫婦関係に関係する「家族の絆因子」は母親が平均
18.4（±4.3）点

父親が 19.2（±3.7）点、「自分の親との関係が良くなった」など 3 項目の親と

の関係を示す「世代間因子」は母親が平均 12.3（±2.68）点

父親が 11.2（±2.9）点、「自分を

犠牲にしていると思う」などの 4 項目の抑うつ感情をしめす「抑うつ因子」は母親が平均 13.4
（±3.4）点

父親が 11.3（±3.7）点であった。

7．子ども虐待の認識度と親性の発達尺度得点との関連
子ども虐待の認識の身体的虐待、心理的虐待、性的虐待、ネグレクトの 4 分類の得点と親性の
発達尺度の 6 因子との関連を見た。母親は「心理的虐待」と「次世代因子」に正の相関がみられ
た。父親は「身体的虐待」と「次世代因子」に正の相関があり、「心理的虐待」と「次世代因
子」、「社会環境因子」「生き甲斐因子」「家族の絆因子」に正の相関、「抑うつ因子」に負の相関
があり、「ネグレクト」と「次世代因子」「社会環境因子」「生き甲斐因子」「家族の絆因子」に正
の相関があり、「性的虐待」と「次世代因子」に正の相関、「抑うつ因子」に負の相関が見られ
た。このことから、父親のほうが親性の発達得点が高いほど虐待の認識度が高いという結果が得
られた（表 4）。

Ⅳ．考

察

子ども虐待の認識度と被養育体験・親性との関連から、今後の子ども虐待予防に向けて考察す
る。
乳幼児を持つ親の子ども虐待の認識度は、先行研究5, 9〜11）と同様に、全体的に高く、子ども虐
待が社会的に注目をあびていることや、乳幼児を育児している状況から関心も高く、認識度は高
いものと考えられた。著者らの先行研究では子ども虐待の認識の男女差は、女性のほうが高いこ
とが示されてきたが、本調査では夫婦間での子ども虐待の認識度の差は見られず、子育て期の父
親も子ども虐待に関する認識が高いことが推測される。
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子ども虐待の認識度と親の被養育体験、親性の発達と関連では、母親には有意な差や関連は見
られなかった。父親は自分の母親もしくはそれに変る養育者から受けた養育体験との関連では愛
情深く自律を促されて育てられた親のほうが子ども虐待に関する認識は高く、また、親性の発達
が高い父親ほど子ども虐待の認識が高かった。親から愛情を十分に受けて育った人間が精神的に
安定していることは周知の事実であり、父親自身の愛情深い被養育体験を回顧し、同じように自
分自身の子育て行動をとっている、あるいは認識していることが虐待の認識を高めていることが
推測された。子育て期の母親を見ると、子育て相談、育児サークルなど、母親モデルを他者に求
めることができ、自分自身の被養育体験を見つめなおし、修正できる機会が多くある。しかし、
父親は子育て期に他の父親との交流をもつ機会はさほど多くなく、また、千葉らの先行研究で
も、父親がロールモデルになりにくい場合、父親像が具体的に持ちにくく、育児を困難にすると
いう報告がある。今後、子育て期の父親、思春期、青年期のこれから父親になる男性を対象に父
親像を知る機会を作ること、子育て期の父親が他の父親との交流が持てるような機会を医療者が
提供していくことが必要である。
親性の発達には夫婦関係が影響していることが先行研究から明らかになっている8）。子育ては
夫婦にとって、夫婦間の役割や夫婦関係の変化を求められる次期であり、夫婦相互のストレスが
高い時期である。夫婦関係を支援する方法として、夫婦サロンの有効性が明らかになってお
り12）、今後このような支援方法の開発や実施が求められる
私たち子育て支援にかかわる者は、子育てを支援するとともに次世代の育成を支援することも
求められている。今後、虐待を受けた経験のある人にはそれを何らかの方法で昇華し、乗り越え
られるような支援が必要であり、また、現在、子育てをしている親子の関係の調整を支援するこ
とも急務である。日本の虐待支援は虐待されている子どもを中心に行われ、その支援すら十分と
はいえない。今後、海外で行われている虐待をした親や虐待予備軍である親に対して、虐待予防
に向けた積極的な支援方法を構築してく必要がある。

Ⅴ．ま

と

め

1 ．現在子育て中の親においても、子ども虐待の認識度は高く、父親と母親の間に、虐待の認識
度の差はなかった。
2 ．被養育体験の 4 つのタイプ別に子ども虐待の認識の差をみると、父親のみ「心理的虐待」の
認識度に優位さがあり、どのように育てられたのか子ども虐待の認識度に影響していた。
3 ．子育て期の父親の子ども虐待の認識度と被養育体験、親性の発達とが関連していた。今後、
子育て期の父親や近い将来父親になる男性への父親像獲得のための支援や子育て期の父親同士
の交流、夫婦関係の調整のための支援が必要である。
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高齢者と子どもの日常交流に関する現状とあり方

林谷

啓美・本庄
緒

美香

言

日本は、都市化がすすみ、核家族化や少子化に伴い、地域でのつながりが希薄になった。従
来、家族内や地域で行われていた高齢者と子どもの交流は減少し、同一世代内のみで考え方を共
有し、理解を深めるようになり、世代間のギャップが生じている。そして、子どもにとっては、
多世代との交流が減少することにより、社会性を育む機会が失われている状況にある。高齢者に
おいては、社会的な役割を担う機会が減少することにより、そのことが孤立化、生きがいの喪失
となり、ひいては、QOL の低下につながっている。
こうした中、近年では、地域や施設における高齢者と子どもとの交流プログラムが検討され、
実施されている。幼稚園・保育園に通っている幼児の 8 割が祖父母に好感をもっており、「一緒
に遊びたい」「ご飯を食べたい、泊まりたい、お風呂に入りたいなど一緒に過ごしたい」とのぞ
んでいた11）。小学生においては、会話の多様性および接触回数が共感性に与える効果が明らかで
あり、高齢者とのコミュニケーションを通じて、小学生の共感性の発達が促進される2）。そし
て、8 割以上の親が地域の高齢者と子どもが交流することについて賛同している21）。
幼稚園・保育所は、子どもと高齢者が触れ合うことにより、将来、「高齢者を大切にできる」
「人のことを思いやることができる」などを期待していた11）。高齢者と子どもの交流が頻回に行
われている複合施設での交流は、実の祖父母と接する場合に近い体験ができ、精神的な安らぎの
場として、また文化が伝えられる場として、社会生活が身近に体験ができる場として貢献してい
るという研究結果もある25）。従来の施設における高齢者と子どもの交流については、運動会や七
夕といった行事的なことが多かった。しかし、「幼児と高齢者双方に意義のある活動にすべきで
ある」、「自然な形でのふれあいが望ましい」、「イベント的は活動ではなく、継続することが大切
である」という幼稚園・保育所の意見もある6）ことから、特別なことではなく、食事をする、お
やつを食べる、遊ぶ、話をする、寝転ぶ、テレビを一緒にみるなど日々、生活の中でしているよ
うなことをしながら高齢者と子どもが時間と場を共有し、くつろげるような交流が重要であると
考える。
そこで、本研究では、高齢者と子どもの日常交流に関する文献を収集・分析し、文献から、高
齢者と子どもの交流についての現状を明らかにし、日常交流のあり方とその課題について考察す
る。本研究の成果は、高齢者と子どもの日常交流が促進されるための基礎資料となる。
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研

究

方

法

1．CiNii、医学中央雑誌刊行会医中誌 Web 版（以下医学中央雑誌と称す）を用い、「高齢者」
「子ども」「幼児」「幼老共生」「交流」「世代間交流」「ふれあい」「施設」をキーワードとして文
献を検索する。期間は、2001 年から 2011 年までの 10 年間とし、原著、研究、報告を対象文献
とした。なお、学会の会議録、特集、解説は除外した。
2．収集された文献から、内容を整理し、高齢者と子どもの日常交流に関する現状を明らかにし、
日常交流のあり方と課題について考察した。

用語の定義
日常交流：特別なことではなく、食事をする、おやつを食べる、遊ぶ、話をする、寝転ぶ、テレ
ビを一緒にみるなど日々、生活の中でしているようなことをしながら高齢者と子ども
が時間と場を共有し、くつろげるような交流のことをいう。
複合施設：幼稚園・保育所と老人福祉施設が併設または合築されている施設のことをいう。
子ども

：幼児、小学生、中学生をこの論文中では子どもとする。

結

果

1．文献数の推移
CiNii、医学中央雑誌を用いて、「高齢者」「子ども」「幼児」「幼老共生」「交流」「世代間交流」
「ふれあい」「施設」をキーワードとして検索した。本研究では、2001 年から 2011 年までの 10
年間の文献を対象とした。CiNii での検索結果、2001 年から 2011 年までの 10 年間ですべてのキ
ーワードを含む文献は、23 件であった。医学中央雑誌における文献は、CiNii と重複している文
献を除外すると、5 件であった。そのうち、高齢者と子どもの交流にまつわる調査研究に関する
文献を検索した結果、12 件あった。また、高齢者と子どもの交流にまつわる実践研究に関する
文献を検索した結果、11 件であったため、それらを対象文献とした。
表 1 によると、2001 年から 2011 年までの 10 年間において、2002 年と 2011 年を除いて、高齢
者と子どもの交流に関する調査研究は、毎年 1 件〜2 件あった。
また、表 2 によると、2001 年から 2011 年までの 10 年間において、2003 年から 2005 年を除い
て、高齢者と子どもの交流に関する調査研究は、1〜2 件あった。文献には、地域における交流
と施設における交流があった。施設における研究協力者である高齢者については、デイケア・複
合施設のデイサービスに通所しているものや老人保健施設に入所している高齢者などさまざまで
あった。
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表1

年代別調査研究の内容
研究協力者

高齢者

こども

保護者

職員

1

1

1

複合施設への
ヒアリング・
観察

幼稚園・
保育所

2011
2010

1

2009

1

2008

1

1

2007
2006

1

2005

1

2004

1

2003

1

2

2002
2001

1

1
表2

1

年代別実践研究について

地域
地域の
高齢者と
小学生

老人福祉施設

地域の
高齢者と
幼児

デイケアに 複合施設に 複合施設に 複合施設に 老人保健施
通所する
通所する
通所する
通所する 設に入所し
高齢者と
高齢者と
高齢者と
高齢者と ている高齢
小学生
幼児
小学生
中学生
者と小学生

2011

1

2010

1

2009

1

2008

1

2007
2006

2
1

1

1

1

2005
2004
2003
2002

1

1

2001

1

2．調査研究から見えてくる子どもの祖父母への意識交流
1）幼児の祖父母に対する意識
幼稚園・保育園に通っている幼児の 8 割が祖父母に好感をもっており、「遊んでくれたり、お
菓子を買ってくれたり、抱っこしてくれてうれしかった」ことを理由にしていた11）。また、8 割
の幼児が祖父母と「一緒に遊びたい」
「ご飯を食べたい、泊まりたい、お風呂に入りたいなど一
緒に過ごしたい」とのぞんでいた11）。
2）小学生の祖父母に対する意識
小学生においては、高齢者との距離が近いほど交流が多く行われていた2）。そして、高齢者と
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表3

高齢者と子どもの交流に関する調査研究

テーマ

著者

文献名

地域環境を支える人材としての高齢者
の可能性：高齢者の児童との世代間交
1 流の日常的な多寡が高齢者の地域にお
ける保育的ボランティアの引き受け意
向に及ぼす影響

君島

菜菜

高齢者との交流が子どもに及ぼす影響
交流が子どもに及ぼす影響

村山

陽

2

少子高齢社会における世代間交流の意
義と課題：その 2：幼老合築型施設
3
みどの福祉会 のアンケート調査を
通して
超高齢時代における世代間交流の意義
4 −関西学研都市高齢者の世代間交流に
関する調査から−
高齢者の役割作りとインタージェネレ
ーションケアを行うための施設側の方
5
策：高齢者と地域の相互関係の構築に
関する研究
6

全国の幼稚園・保育所における幼児と
高齢者のふれあいに関する実態調査

世代間交流に関する調査研究−高齢者
7 福祉関係施設を併設している保育所の
側面から−

調査内容

大正大學研究紀要．
人間學部・文學部
95, 2010

高齢者を対象とした質問
紙法

社会心理学研究
25（1）
, 1−10, 2009

祖父母についての小学生
に対する質問紙調査

下村 美保， 山形短期大学紀要
下村 一彦 41, 179−193, 2009

保育園児の保護者、デイ
サービス利用者、管理職
以外の職員に対するアン
ケート調査

日下菜穂子

同志社女子大學
學術研究年報
59, 69−78, 2008

調査地域の老人クラブに
加入している在宅高齢者
に対する世代間交流に関
する質問紙調査

立松麻衣子

日本家政学会誌
59（7）
, 503−515, 2008

複合施設訪問によるヒア
リング、観察調査

關戸

川崎医療福祉学会誌
15（2）
, 655−663, 2006

幼稚園・保育所への質問
紙調査

啓子

九州保健福祉大学
土永 典明，
研究紀要
岡崎 利治
6, 27−34, 2005

公立私立保育所質問紙調
査

愛知医科大学
子どもにとっての老人の役割
川出富貴子，
看護学部紀要
8 子どもと老人のふれあいに関わる保育
鍵小野美和，
他
3, 33−40, 2004.
士のグループインタビュー分析から

保育士に対する半構成的
面接法

愛知医科大学
子どもと老人ふれあい場面創出過程に
川出富貴子，
看護学部紀要
9 おける老人に対する保育士の思いの変
鍵小野美和，
他
2, 23−30, 2003.
容と園児の反応および変容要因

保育士に対する半構成的
面接法

高齢者とのふれあいに幼稚園・保育所
が抱く幼児の将来への期待：全国の幼
10
稚園・保育所へのアンケート調査結果
より

關戸

保育所幼稚園の幼児教育
や保育の専門家に対する
質問紙調査

子育てにおける祖父母世代の参加：幼
11
老共生の暮らしに向けての考察

大阪教育大学紀要．
Ⅱ，
幼稚園・保育園に通って
日出幸昌江， 社会科学・生活科学
いる幼児に対する祖父母
天冨美禰子 51（2）, 139−152, 2003−
についての面接調査
02−28

12

子どもと高齢者の交流に関する意識調
査

斉藤
黒澤

啓子

川崎医療福祉学会誌
13（1）
, 195−201, 2003

日本建築学会
徹，
技術報告集
和隆
（14）
, 229−232, 2001
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高齢者、小学生、保護
者、教員、保育士へのヒ
アリング調査

表4

高齢者と子どもの交流に関する実践研究

テーマ

著者

文献名

交流内容

子どもと要介護高齢者との交流が
江渡
文， 医学と生物学
しりとり、ぬりえ、おしゃべ
13 心臓自律神経活動に及ぼす影響−
大島 美沙，
他 155（6）
, 390−395, 2011 り、ゲーム、風船バレー
−アクティブトレイサーを用いて
都市部多世代交流型デイプログラ
ム参加者の 12 か月間の効果に関
亀井 智子， 日本老年看護学会誌
14 する縦断的検証：Mixed methods
糸井 和佳，
他 14（1）
, 16−24, 2010
による高齢者の心の健康と世代間
交流の変化に焦点を当てて

地域かるた、ちぎり絵等の共
同制作、ゲーム、世代間交流
書道等

世田谷区船橋地域「子どもぶんか
村」の活動を通してみる世代間交
15
流：子どもの側からみる大人との
交流

秋山 展子， 學苑
天野 寛子 820, 15−21, 2009

ひまわりくらぶ、まち探検く
らぶ、映像くらぶ、コーラス
くらぶ、オーケストラくらぶ
他

日比野由利， 思春期学
中村 裕之 26（4）
, 2008

三世代ふれあい健診

16

子どもの共感性と三世代交流プロ
グラムによる変化

世代間交流が幼児・高齢者に及ぼ 上村 眞生， 幼年教育研究年報
17
す影響に関する実証的研究
岡花祈一郎，
他 29, 65−71, 2007

歌、手遊び、風船バレー、リ
ースづくり、折り紙、うちわ
づくり、七夕の笹飾り、紙芝
居

1．毎日 30 分間の交流、月ご
とに季節を考慮した行事等
2．念に数回の交流（歌、太
超高齢社会における世代間交流の
田中 慶子， 信州大学教育学部紀要
鼓、ゲーム）
18 あり方：長野市鬼無里地域での実
角間 陽子，
他 119, 147−156, 2007
3．一人暮らしの高齢者宅へ
践を通して
の訪問や高齢者と一緒に作業
を行う、グループホーム訪問
都市部高齢者による世代間交流型
ヘルスプロモーションプログラ 藤原 佳典， 日本公衆衛生雑誌
19
他 53（9）
, 702−714, 2006
ム： REPRINTS の一年間の歩 渡辺 直紀，
みと短期的効果
歴史都市，津島に残る古井戸を活
用した子どもと高齢者の交流を促
20 すまちづくり（「住まい・まち学
習」実践報告・論文）
−（地域の学
びづくりの取り組みから）

複合型施設における高齢者とのふ
21 れあいが幼児にもたらす教育的意
義

山口

關戸

友佳

啓子

読み聞かせ

「住まい・まち学習」
実 践 報 告 ・ 論 文 集 古井戸の活用と町並み探検
（3）
, 75−80, 2002

日本家政学会誌
53（7）
, 649−657, 2002

四国公衆衛生学会
施設入所要介護高齢者と小学校児 三宅 康弘，
22
雑誌
童の交流会に関する検討
武田 則昭，
他
46（1）
, 98−103, 2001

― ７３ ―

月に 1 回行う誕生日会、月に
1 回計画されている行事（夏
祭り、もちつきなど季節の行
事）
、毎日午前中 30〜40 分程
度一緒に遊ぶ（パズルや折り
紙）
1 回目：歌や笛の演奏、施設
見学、握手、会話その後高齢
者の理解
2 回目はふれあい交流

の会話の多様性および接触回数が多いほど、親密感が高いことが示された2）。また、子どもの主
観的親密感が共感性を高めるという結果があることから、小学生の共感性の発達は、高齢者との
コミュニケーションを通じて促進されることになる2）。そして、主観的親密感が高齢者イメージ
にポジティブな効果をもたらすことから、高齢者に対する心的な親密感を高めることが有意義な
関係性の構築に重要である2）。そのためには、両者が交流する場所と十分な時間が確保され、そ
の中でコミュニケーションを通じた交流をすることが必要であり、継続的で、自然にコミュニケ
ーションが楽しめる交流の在り方が有効である2）。

3．調査研究から見えてくる高齢者と子どもの交流について
1）高齢者からみた高齢者と子どもの交流について
調査地域の老人クラブに加入している在宅高齢者に対する「高齢者の世代間交流に関するアン
ケート調査」によると、他世代との交流頻度の高い人ほど自世代にとっても他世代にとっても有
益だと評価している4）。ただし、他世代に対する評価よりも自世代に対する評価のほうが高く、
そのことから高齢者が世代間交流を通じて、他世代への貢献よりもむしろ自らに還元されるもの
があると感じている4）。つまり、高齢者にとって、他世代との交流は、高齢者自身のためになる
ことがあると考えている。また、今まで交流がないが交流をもちたい人が 10％ 前後いた12）。そ
して、高齢者が考える世代間交流の動機には、「世代継承意識」「自己充足意識」「地域貢献意識」
「世代理解意識」があった4）。多世代と世代間交流の動機は、孫との同居など多世代との交流に
よって高まる4）という結果がでており、さらに、親族との世代間交流のみ保育ボランティア引き
受け意向に対する正の影響があるという1）。そして、身体的接触をともなう交流が多く行われる
可能性の高い保育的ボランティアが、高齢者の生きがい対策としての有益なプログラムになる可
能性があることが報告されている1）。
2）保護者の高齢者との交流に対する意識
幼児と地域の高齢者との交流には 8 割以上の保護者の賛同があり、内容は、伝承遊びや玩具作
りをトップに、農作業への参加、地域歴史の学習など子どもへの地域特有の技術や文化の伝授が
要望され、育児の代替はほとんど望まれていなかった11）。そして、幼児と高齢者の交流の利点
は、幼児にとっては、「保護者が教えられないことを学べる」、「高齢者を大切にする」、「やさし
さや温かさが身に付く」などであり、高齢者にとっては「生きがいになる」、「元気になる」など
であった11）。さらに保護者にとっては「老いや死を考える機会になる」、「子育てに余裕ができ
る」などであり、高齢者、子どもとその保護者、三者にとって深い意義がある11）。
3）保育士の交流に対する認識
幼稚園・保育所への質問紙調査によると、幼児たちが高齢者とのふれあい（交流）の機会の頻
度は、1〜2 回から数回という回答が多く、約 75％ を占めていた6）。そのふれあい（交流）は、
幼児たちの歌や遊戯等を高齢者が観賞するという形態がもっとも多く、ついで、幼児たちが訪ね
てきた高齢者と一緒に遊ぶという形態が多かった6）。ふれあい（交流）に対する幼児の反応につ
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いては、「普段よりうれしそうである」という回答がもっとも多く、ついで、「普段よりはしゃい
でいる」、「緊張しているように見える」という回答が多かった6）。高齢者とのふれあい（交流）
の今後について、幼稚園と保育所ともに「もっと増やしていきたい」という回答が最も多かっ
た6）。その理由としては、「子どもたちは核家族の中で育っており、高齢者とのふれあい（交流）
は重要である」であり、ついで、「高齢者が喜んでくれ、子どもたちも職員もやさしい気持ちに
なれるから」であった6）。現在のままでよいと回答したところは、「仕事が多くこれ以上の調整
は無理で、職員の負担が大きすぎる」という理由があった6）。ふれあう（交流する）機会がない
と回答した幼稚園と保育所の理由は、「高齢者施設が近くにないため」という回答が最も多く、
ついで、「これまで考えたことがなかった」「職員の負担が大きいため」であった6）。幼稚園の半
数と保育所の 6 割が「高齢者と触れ合う機会を設けるように考えたい」と回答した6）。そして、
「幼児と高齢者双方に意義のある活動にすべきである」、「自然な形でのふれあいが望ましい」「イ
ベント的は活動ではなく、継続することが大切である」などの意見があり、幼児・高齢者ともに
互いに相手に馴染めない人もおり、実践する際のむずかしさについて指摘があった6）。それとと
もに、高齢者の健康面についても憂慮する意見があり、幼児・高齢者双方に怪我があってもいけ
ないという心配も述べられていた6）。
保育所が行っている活動内容は、「高齢者を保育所の行事に招待して交流する」、「相手先の行
事等に訪問して交流する」が約 70％ で、双方が日常的に接触して交流するのは約 30％ であっ
た7）。交流活動の実施による変化は、幼児では「高齢者への関心・理解が深まる」が約 89％ で
最も多く、ついで「社会福祉への関心」が約 39％ であった7）。職員では、「高齢者への関心・理
解が深まる」が約 78％ で、次に「社会福祉への関心」が約 39％ であった7）。また、「世代の考
え方や文化を学ぶ」が約 44％ であった7）。
ほとんどの保育士が就任当時、高齢者について怖さや壁を感じていた9）。しかし、その思いは
変化し、受け入れられるようになるが、保育士の高齢者に対する思いの変容要因として、①施設
での研修、②施設長の話、③サポートティブな環境、④先輩の言動⑤他職員からの触発、⑥シェ
アリング・相互作用、⑦関わりの回数があった9）。そして、保育士が高齢者を怖いと思っている
ときには、子どもも怖くて保育士のそばを離れられないが、保育士が高齢者を普通に受け入れら
れると、子どもも普通に対応し、やさしさを示していた子どもの周りの親や保育士の高齢者への
距離が、子どもと高齢者の距離に影響している9）。
保育所幼稚園の幼児教育や保育の専門家は、高齢者とふれあう（交流する）ことによって、将
来に期待されるかどうかについて「期待できる」と多くの施設が回答した10）。項目は、「高齢者
を大切にするようになる」が約 87％「人のことを思いやることができるようになる」が約 78％
「家族を大切にするようになる」が約 72％ であった10）。
4）地域における交流について
高齢者、子ども、保護者、教員、保育士への調査によると、学校行事、児童館の高齢者福祉施
設訪問や、公園での出会いなどが不足している交流機会を少しずつ広げているという結果があ

― ７５ ―

る12）。そして、交流の有無が地域社会への参加経験や参加希望の有無に反映している12）。注目す
べきは、永住意識の高い、つまり、その土地に長く居住することを希望する保護者や高齢者は、
子どもと高齢者のふれあい（交流）に積極的である12）ということである。また、小学生の 50％
が児童館に通っていること、高齢者の 10〜25％ が老人クラブに会員として参加していることか
ら、児童館と老人クラブの連携を視野にいれた複合的な施設の再整備が望まれる12）。
5）複合施設における交流について
複合施設への訪問によるヒアリング、観察調査において、サービス形態としては、通所の場合
は、就学前児童との交流が行いやすく、居住系サービスの場合は、比較的、時間の余裕があり、
子どもとの交流が行いやすいという5）。複合施設では、お互いが自分の居場所とそこにいるべき
メンバーを認識している会話がされており、高齢者と子どもの固定化したメンバーの関わりが、
自然な関係性、さらにお互いを理解して思いやるような関係性を構築できる5）。交流内容につい
ては、「高齢者と子どもの関係性が構築されやすく、双方に効果的な交流は、日常的な生活交流
がよい。すべての時間・行動を共有するのではなく、生活の一部をともにすることによって高齢
者と子どもの良好で持続的な関係性が構築される5）。」という結果があった。また、合築のほう
が日常交流を行いやすく、合築の中でも小規模施設にみられる一体型は、高齢者と子どもが行き
来しやすく、自然な交流がうながされる5）という報告があった。
保育園児の保護者に対するアンケート調査によると、高齢者との交流による影響として、「年
長者を敬う態度が身につく」、「昔の話や遊びの伝承」といった肯定的な意見が 92％ であった3）。
また、交流頻度と内容の希望として、日常的な交流と行事での交流を合わせると 46％ であっ
た3）。
高齢者へのアンケートでは、交流頻度に関して毎回交流や行事の充実を選択し、いまよりも多
く子どもと関わりたいという意向を有していたのは 48％ であった3）。また、子どもとの交流形
態の希望については、施設が設定した活動を一緒に行う参加型の交流が 52％ で最も割合が高い
ものの、子どもが自然に周りにいるだけでよいという高齢者も 43％ いた3）。
介護職員の意見として、「保育園とデイサービスが併設という特色が生かせたら良いと思う」
という記述もみられる一方で、日常的な交流活動を望む職員はいない。その理由としては、施設
間の時間の調整の難しさや人手不足・多忙があげられていた3）。

4．実践研究からみる高齢者と子どもの交流の実態
1）高齢者と子どもの交流における対象について
高齢者と子どもの交流は、地域における交流と施設における交流の二つに分類することができ
た。地域の高齢者と小中学生または幼児との交流が 4 件あった15, 16, 19, 20）。地域においては、65
歳以上、独居等他者との交流が少ない、軽度認知症、本プログラムに興味があるものと小中学生
の交流が 1 件あった14）。施設における交流においては、地域の施設入所要介護高齢者と小学生の
交流が 1 件あった22）。また、重症認知症の高齢者がデイケアで、交流するものもあった13）。そし
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て、保育所や幼稚園が併設されている老人福祉施設のデイサービスに通所する高齢者と小中学生
または保育園児や幼児との交流が 1 件あった17, 18, 21）。
地域においては、高齢者と子どもの交流には大学生ボランティアや親世代、前期高齢者のスタ
ッフ、NPO の存在もあった14, 15, 20）。また、看護系大学の教員が関わっている場合もあった14）。
施設においては、高齢者福祉施設の介護士や保育園の保育士、幼稚園の教員、小中学高校の教員
が高齢者と子どもの交流に関わっていた17, 18, 21, 22）。
2）高齢者と子どもの交流内容について
地域においては、かるた、ちぎり絵等の共同制作、コミュニケーション促進ゲーム、世代間交
流書道等の交流があった14）。また、高齢者と子どもが共に可能な運動（遊戯的運動、リズム体
操、玉入れ）を通した交流もあった23）。そして、ひまわりくらぶ、まち探検くらぶ、映像くらぶ
など地域のくらぶ活動での交流15）や高齢者と小学生がグループになって地域の遺産を再確認する
ことでまちづくり活動へのきっかけにしている交流もあった20）。高齢者が小学校、幼稚園、児童
館などで読み聞かせをおこない、高齢者による社会活動を目的とした交流もあった19）。小学生や
中学生が高齢者の体力測定や身体機能検査の測定を担当し、その関わりを通して交流を図るとい
うものもあった16）。
老人福祉施設においては、複合施設でないところでは、しりとり、塗り絵、ゲームなどを通し
た交流があった13）。また、小学生が歌や笛の演奏を披露し、その後握手をしてコミュニケーショ
ンをとるという交流もあった22）。複合施設においては、歌や手遊び、ゲーム、パズル、折り紙な
どの遊びを通しての交流があった17, 21）。また、月ごと季節を考慮した行事17, 21）やその行事に伴
う準備（七夕の笹づくりなど）17）、月に 1 回のお誕生日会21）もあった。年に数回行われている交
流（歌、太鼓、ゲーム）もあった18）。さらに、一人暮らしの高齢者宅への訪問や高齢者と一緒に
作業を行ったり、グループホーム訪問という交流もあった18）。複合施設においては、毎日午前中
30〜40 分程度一緒に遊ぶという日課があった18, 21）。
3）文献からみる高齢者と子どもの交流についての効果
地域においては、かるた、ちぎり絵等の共同制作、コミュニケーション促進ゲーム、書道等の
交流が、高齢者の孤立を防ぎ、意味ある居場所となり、高齢者の心の健康に良い効果をもたらし
ていた14）。高齢者と小学生がグループになって地域の遺産を再確認することでまちづくり活動へ
のきっかけにしている交流については、子どもたちのまちへの関心を深めることができてい
た20）。また、子どもたちが大人と協力して、まちの遺産をきれいに変えたいと願う気持ちを高め
ており、互いに意見を出し、共感することで世代間交流を図ることができ、子どものまちに対す
る愛着心を高めることができていた20）。高齢者が小学校、幼稚園、児童館などで読み聞かせをお
こない、高齢者による社会活動を目的とした交流においては、孫、近隣以外の子どもとの交流頻
度、近隣以外の友人・知人の数が増加していた19）。また、高齢者は、サポートを受けるというよ
りも、サポートを提供するという意識が向上し、健康度自己評価と握力において優位な改善また
は低下の抑制がみられた19）。また、ひまわりくらぶ、まち探検くらぶ、映像くらぶなど地域のく
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らぶ活動「での交流においては、子ども世代、親世代・祖父母世代と三世代にわたり継続的な活
動のなかで世代や立場を超えて多様な交流が育っている15）。それは、大人が仕掛けたものである
が、子どもたちはのびのびと活動し、さまざまな人と自然な交流があり、信頼関係を築いてい
る15）。そして、子どもたちは一度入会すると活動を継続しており、概ね満足し、積極的な意欲を
持ち続けていることから本活動で体験する世代間交流を肯定的にとらえている15）。それは、高齢
者と子どもの交流ではあるが、企画運営するさまざまな異年齢の大人が周辺に存在するはずであ
り、子どもはそうした大人から様々なメッセージを受け取り、影響をうけている15）。
また、小学生が歌や笛の演奏を披露し、その後握手をしてコミュニケーションをとるという交
流もあった22）。その高齢者の反応としては、日ごろみられない穏やかな笑顔が多くの人にみられ
ており、外界からの社会交流が生きがいにつながる22）という報告があった。子どもにとっては、
老人や障害を持った人との接し方が学べ、思いやりの心を育てることができる22）。
高齢者と子どもが共に可能な運動（遊戯的運動、リズム体操、玉入れ）を通した交流もあっ
た23）。高齢者・幼児とも単独で運動したときの心拍数より、共に行ったときの心拍数が上昇して
いた。また、小学生や中学生が高齢者の体力測定や身体機能検査の測定を担当し、その関わりを
通して交流を図るという三世代交流プログラムもあったが、そのプログラムへの参加が子どもの
共感性にどのような影響を及ぼすかという調査では、子どもの共感性の向上や変化はみられなか
った16）。
複合施設においては、高齢者にとって、幼児との交流が楽しみになっていた17）。幼児において
は、自分がいることを喜んでもらえたり、自分が役に立つ人間であることが実感できる体験であ
った18, 21）。また、高齢者の包容力によって、幼児はありのままを受け入れてもらえていると感
じている21）。そして、高齢者と子どもの交流は、幼児にとって社会生活の身に体験の役割を担っ
ている21）。さらに、高齢者の体験した過去の生活や知識や知恵など文化の伝承をうけている21）。
小学生は、自分たちにできることをもっと担いたいと自主的に交流を計画し実践していた18）。中
学生になると、高齢社会が抱えるさまざまな問題へ目が向くようになった18）。幼児の保護者から
は、複合施設における交流について、「他者への思いやり」、「コミュニケーションスキルの発達
につながる」という意見があった17）。複合施設ではない老人福祉施設では、しりとり、塗り絵、
ゲームなどを通した交流があった13）。そこでは、両者があってから 4 時間の間は徐々に子どもの
心拍数が減少する傾向がみられた13）。

考

察

1．高齢者と子どもの日常交流の現状とあり方
1）高齢者と子どもから見る日常交流の現状とあり方
日常交流とは、特別なことではなく、食事をする、おやつを食べる、遊ぶ、話をする、寝転
ぶ、テレビを一緒にみるなど日々、生活の中でしているようなことをしながら高齢者と子どもが
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時間と場を共有し、くつろげるような交流のことをいう。
幼稚園・保育園へのアンケートによると、そこに通園している幼児の 8 割が祖父母に好感をも
っており、「遊んでくれたり、お菓子を買ってくれたり、抱っこしてくれてうれしかった」こと
を理由にしていた11）。また、8 割の幼児が祖父母と「一緒に遊びたい」「ご飯を食べたい、泊ま
りたい、お風呂に入りたいなど一緒に過ごしたい」とのぞんでいた11）。幼児にとっては、遊びや
おやつ、抱っこなどが祖父母へ好感をもっていた理由であり、食事、睡眠、入浴といった日常生
活での交流を望んでいた。つまり、それは日常生活を共にするということであり、日常交流を希
望しているということであると言える。そして、幼児と地域の高齢者との交流には 8 割以上の親
の賛同があるということからも、今後、現在よりも日常交流を促進していける可能性がある。
小学生においては、物理的な距離が高齢者との接触頻度を大きく規定する2）。そして、接触回
数は距離が近いほど多く行われていた2）。また、会話の多様性および接触回数が共感性に与える
効果が明らかであり、小学生の主観的親密感が共感性に効果を持つという2）。つまり、高齢者と
のコミュニケーションを通じて、小学生の共感性の発達が促進される。そのためには、両者が交
流する場所と十分な時間が確保され、その中でコミュニケーションを通じた交流をすることが必
要であり、継続的で、自然にコミュニケーションが楽しめる交流の在り方が有効である2）。
高齢者においては、他世代との交流頻度の高い人ほど自世代にとっても他世代にとっても有益
だと評価している4）。そして、他世代への貢献よりもむしろ自らに還元されるものがあると感じ
ている4）。また、身体的接触をともなう交流が多く行われる可能性の高い保育的ボランティア
が、高齢者の生きがい対策としての有益なプログラムになる可能性を示唆している1）ということ
から接触する機会が多い日常交流には高齢者にとっても意義があると言える。
2）地域における日常交流のあり方
地域における交流には、かるた、ちぎり絵等の共同制作、コミュニケーション促進ゲーム、世
代間交流書道等の交流14）や、運動を通した交流もあった23）。また、まちのクラブ活動を通しての
交流15）や高齢者と子どもによる地域の遺産を再確認することでまちづくり活動へのきっかけにし
ている交流もあった20）。読み聞かせボランティアによる高齢者の社会活動を目的とした交流もあ
った19）。小中学生が高齢者の体力測定や身体機能検査を担当し、交流を図るというものもあっ
た16）。そのような地域における交流における交流の大きい特徴として、高齢者と子どもの交流を
支える大学生ボランティアや親世代、前期高齢者のスタッフ、NPO の存在がある14, 15, 20）。看護
系大学の教員が、地域のそのような交流に関わっている場合もあった14）。子どもはそうした大人
からさまざまなメッセージを受け取り、影響をうけている15）。すなわちそこでは「意図しない交
流が行われている」のであり、それは子どもの成長に「意図した交流」よりも大きな影響を与え
る場合もある15）。さまざまな人を高齢者と子どもの交流に巻き込み、その地域の特性を生かした
交流をすることが必要である。高齢者への調査によると、永住意識の高い保護者や高齢者は、子
どもと高齢者のふれあいに積極的であるという12）。また、その調査対象の地域では、小学生の 50
％が児童館に通っていること、高齢者の 10〜25％ が老人クラブに会員として参加している報告
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もある12）ことから、住みやすい街づくりや交流の場としての施設の再整備も高齢者と子どもの交
流には重要な要素の一つである。交流の場があれば、伝承遊び11）や玩具作り11）、地域歴史の学
習11）なども可能である。高齢者の生きてきた歴史を聴くことも子どもたちにとっては大切な人生
に対する学びでもあり、高齢者も人生を振り返ることにより、自らの自尊心の向上につながる。
つまり、地域における日常交流は、高齢者と子ども、そして彼らを取り巻く人の関わりと街づく
り、交流の場が重要なのである。
3）施設における交流のあり方
幼稚園・保育所への質問紙調査によると、幼児たちが高齢者と触れ合う機会の頻度は、1〜2
回から数回という回答が多く、約 75％ を占めていた6）。ふれあいは、幼児たちの歌や遊戯等を
高齢者が観賞するという形態がもっとも多く、ついで、幼児たちが訪ねてきた高齢者と一緒に遊
ぶという形態が多かった6）。交流に対する幼児の反応については、「普段よりうれしそうである」
という回答がもっとも多く、ついで、「普段よりはしゃいでいる」、「緊張しているように見える」
という回答が多かった6）。1〜2 回から数回という高齢者と子どもの交流においても保育士がとら
えた子どもの反応は肯定的であった。
高齢者への調査では、交流頻度に関して毎回交流や行事の充実を選択し、今よりも多く子ども
と関わりたいという意向を有していたのは 48％ であった3）。また、子どもとの交流形態の希望
については、施設が設定した活動を一緒に行う参加型の交流が 52％ で最も割合が高いものの、
子どもが自然に周りにいるだけでよいという人も 43％ いた3）。つまり、子どもが自然に周りに
いるということが日常交流であり、それを高齢者が希望している。複合施設においては、お互い
が自分の居場所とそこにいるべきメンバーを認識している会話がされていた5）ことからも複合施
設においては日常交流が可能であるといえる。そして、そのような交流をするためには、高齢者
と子どもの固定化したメンバーの関わりが、自然な関係性、さらにお互いを理解して思いやるよ
うな関係性を構築する5）ことが重要である。交流の内容としては、高齢者と子どもの関係性が構
築されやすく、双方に効果的な交流は、日常的な生活交流がよい5）ことやすべての時間・行動を
共有するのではなく、生活の一部をともにすることによって高齢者と子どもの良好で持続的な関
係性が構築される5）という報告がある。また、複合施設の保育士からは、幼児と高齢者双方に意
義のある活動にすべきである、自然な形でのふれあいが望ましい、イベント的は活動ではなく、
継続することが大切であるなどの意見があった6）。それらのことからも高齢者と子どもにとって
は日常交流が望ましいのである。幼児の保護者に対するアンケートにおいても「年長者を敬う態
度が身につく」、「昔の話や遊びの伝承」といった肯定的な意見が 92％ であり、交流頻度と内容
の希望として、日常的な交流と行事での交流を合わせると 46％ であった3）ことからも日常交流
に対する保護者の期待も高いといえる。
複合施設においては、歌や手遊び、ゲーム、パズル、折り紙などの遊びを通しての交流
17）、月に
や17, 21）月ごと季節を考慮した行事17, 21）、その行事に伴う準備（七夕の笹づくりなど）

1

回のお誕生日会21）も、年に数回行われている交流（歌、太鼓、ゲーム）もあった18）。さらに、毎
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日午前中 30〜40 分程度一緒に遊ぶという日課があった18, 21）。つまり、日常的に高齢者と子ども
が交流のある複合施設においてはさまざまな交流が企画されている。それらのことが高齢者にと
っては、幼児との交流が楽しみになっていた17）。幼児においては、自分がいることを喜んでもら
えたり、自分が役にたつ人間であることが実感できる体験であった18, 21）。また、高齢者の包容
力によって、幼児がありのままを受け入れてもらえていると感じている21）。そして、高齢者と子
どもの交流は、幼児にとって社会生活のミニ体験の役割を担い、高齢者の体験した過去の生活や
知識や知恵など文化の伝承をうけている21）。また、環境面においては、合築のほうが、日常交流
を行いやすく、さらに、合築の中でも小規模施設にみられる一体型は、高齢者と子どもが行き来
しやすく、自然な交流がうながされるという報告がある5）。それらのことから、複合施設におい
ては、日常交流を促進しやすい環境にあり、高齢者と子ども双方にとってこのような交流は有効
であるといえる。

2．高齢者と子どもの日常交流促進にむけての課題
施設における高齢者と子どもの日常交流は、双方にとって利点も多く重要であり、今後、促進
していく必要がある。そのために、以下の課題が明らかになった。
1）地域における高齢者と子どもの日常交流促進に向けての課題
（1）交流プログラムへの配慮
運動プログラムなどは高齢者と子どもに体力の差があることなどから十分な配慮が必要であ
る。高齢者と幼児とのふれあいのもとでできる限り両者が安全で、各々の体力的にみて可能な、
遊戯的運動やリズム体操、玉入れ等の運動プログラムにより両者がふれあいのもとで運動した場
合の心拍数は高齢者・幼児とも単独で行ったときの心拍数に比べて上昇していた23）。それは、高
齢者と子どもの相互作用によるものであると考えられるが、双方の健康管理は重要である。この
ことから高齢者と幼児のふれあいのもとでの運動プログラムは、高齢者の安全性やその体力等を
考慮して、高齢者を中心に考える必要がある23）。
（2）高齢者と子どもの交流における継続性
地域での活動を通した交流においては、継続することが重要である。まちづくりへのきっかけ
としてまちの遺産を活用して、高齢者と子どもの交流を図る活動は、高齢者と子どもの交流のた
めにも、ひいては、まちの活性化のためにも継続的に行う必要がある20）。そのため、今後は行政
・学校・NPO の三者がまちづくりという同じ目的に向かい協働することで、単発的ではない、
継続的で進歩のあるまちづくりが必要である20）。
看護系大学では、小中学生と高齢者世代の交流活動を通じ、参加者が知恵や文化等を相互に支
えあうことによる高齢者のヘルスプロモーションと小中学生の高齢者理解の促進を目的としたプ
ログラムの実践が行われていた14）。今後も、世代間交流による効果を活用した、地域において持
続可能なヘルスプロモーション看護支援を検討することが課題である14）。
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（3）サポート・ネットワークの充実
地域で、交流を続けていくためには、サポート・ネットワークが大切である。読み聞かせのボ
ランティアを行っている高齢者には日常、家事や家族の介護に忙しい者が多いため、ボランティ
ア仲間に対して、「仲間へのサポートは厭わないが、自分がサポートを受けることにより、迷惑
をかけたくない」というサポートの受領に対する遠慮や罪悪感が表出した可能性がある19）。短期
間の交際ではボランティア間で対等に安心感や信頼感を共有するには至っていないのかもしれな
い19）。今後、ボランティアの自主運営にあたって、ボランティア間のサポート・ネットワークの
充実は必須である19）。
以上のことから地域における高齢者と子どもの日常交流促進に向けての課題について、（1）交
流プログラムへの配慮、（2）高齢者と子どもの交流における継続性、（3）サポート・ネットワー
クの充実の 3 点があげられた。なかでも高齢者のヘルスプロモーションと小中学生の高齢者理解
の促進は、今後もさらに深刻になるであろう少子高齢社会にとっては重要な意味をもつ。実践研
究において、看護系大学が拠点となってそれらを目的とした活動を実践していた。それも地域で
の高齢者と子どもの日常交流促進のためには、重要であるが、必ずしも大学がそれぞれの地域に
あるとはかぎらないため、今後は、積極的に出向いて、その地域の特性を生かした高齢者と子ど
もの交流を通して、高齢者のヘルスプロモーションや小中学生の高齢者理解の促進をしていく必
要がある。

2）施設における高齢者と子どもの交流についての課題
（1）施設職員の疾患・障害をもつ高齢者の理解
高齢者によっては子どもとの交流が苦手17）である人や、子どもが苦手だという人もいる3, 26）。
高齢者は、人生を重ねていくうえでさまざまな出来事に出会い、経験を積み重ねて個人の価値観
や生活習慣が形成されていく。そのため、高齢者においてはとくに個人差が大きく、それぞれの
個別性を尊重して関わることが重要である。それは、子どもとの交流においてもいえることであ
り、それぞれの高齢者の希望に配慮する必要がある。また、交流の場が幼稚園や保育所という子
どもの居場所での交流は、高齢者の主体性がなくなる5）という報告がある。高齢者ができるだけ
自分の意思によって生活のありようを決定する自由を確保することは、高齢者の生活の質を維持
するうえで重要な要素である27）。そのため、子どもとの交流においても、高齢者が主体的に自ら
の意思によって行動できるようにすることが大切であると考える。
高齢者は、加齢に伴う身体的変化や精神的な変化を生じやすい。また、疾患・障害により、日
常生活に何らかの支障をきたす場合が多い。そのため、共同作業を行う交流では参加高齢者が限
定されたり5）、子どもと触れ合いを望んでいても手遊びなど一緒にやる場面で交流できない高齢
者を気遣う意見もあった24）。また、施設の経過年数とともに利用者の自立度が低下し、認知症の
症状を伴う利用者が増える傾向にあり、体力的な負担を強いることになり、そのことが介護を担
う職員の負担につながるという問題があった25）。以上のことから、高齢者一人一人の加齢に伴う
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変化や疾患・障害について十分に把握し、その状況に合わせた交流を行う必要がある。
学校担任は、認知症高齢者の心ない言葉や暴力等に児童が傷つく可能性があることを心配して
いた22）。また、子どもの保護者へのアンケートにおいて、高齢者の健康や認知症のことを心配す
る意見が出されている3）。さらに、保護者の意見の中には、「高齢者の事情や差異を汚いとか臭
いとか否定的に取られてしまう場合もある」という子どもの否定的な高齢者観を心配する意見が
あった3）。都市化、核家族化は、1980 年代の高度成長期時代に急速に加速しており、保護者も施
設の職員も核家族の中で育っている可能性がある。そのため、高齢者との交流が少なく、高齢者
の理解には時間がかかる可能性がある。保育士へのアンケートにおいて、「交流を持たせてあげ
たいとは思うが利用者とどのように接してよいのかわからない」という職員自身の不安があっ
た3）ことからも職員や保護者における高齢者の特徴の理解が必要であるといえる。
子どもの周りの親や保育士の高齢者への距離が子どもと高齢者の距離に影響している9）という
報告もあることから、高齢者の特徴を理解したうえで職員がかかわるということは子どもに対す
る高齢者への接し方の重要なモデルという存在になるといえる。
（2）施設職員における子どもの特性についての理解
子どもの年齢が低いと共同作業は不可能であるという報告がある5）。また、実際に、高齢者と
の交流時間が就寝まえだと活動を楽しんだ後で、興奮して寝付きが悪い時があるという子どもの
日常生活における変化を心配する声も聞かれた9）。それらについては、年齢や子どもの生活リズ
ムに合わせた交流プログラムを考慮する必要がある。
子どもは外見で人を判断し、恐怖心を感じることもあるということもある3, 25）という。また、
職員の意見として、「突然大きな声を出して怒り始めたりする高齢者がいると高齢者に対してマ
イナスイメージにつながる」という意見もあった24）。しかし、子どもにとっては幼少期からさま
ざまな人との交流は、必要である。常に障害を持つ人も一緒にいるという環境は、障害を特別視
するのではなく、共に社会で生きることが普通なのだというノーマライゼーションの考え方が形
成される礎ともなるのではないかと期待される21）。また、高齢者との日常的な交流は他者への思
いやり、コミュニケーションスキルの発達に寄与している17）。これらのことからも、子どもたち
にとって、高齢者との交流は教育的意義のほうが大きいのである。
（3）高齢者と子どもの交流にあたっての配慮
複合施設ではない老人福祉施設において、高齢者と子どもの交流が高齢者と出会う前と出会っ
てからの 1 時間毎の心拍数の経時的変化の平均について、出会ってからの 4 時間は徐所に心拍数
が減少していた2）。それは本人の状況や精神面でのリラックスした状態が考えられる2）。通常、
高齢者施設への訪問等は、1〜2 時間程度の短期間であることがほとんどであるようだが、今回
の結果からはそれ以上の時間を一緒に過ごすことで、子どもが初めての状況に慣れる時間を含ん
だ訪問も検討の余地がある2）。
また、同じく複合施設ではない老人福祉施設での交流においては、学校担任によると、認知症
高齢者の心ない言葉や暴力等に児童が傷つく可能性があるという報告がある22）。そして、高齢者

― ８３ ―

と子どもの交流においては、高齢者は一般に免疫力が低下しており感染症（インフルエンザ等）
対策が問題となっていた22）。
それ以外にも幼児・高齢者ともに互いに相手に馴染めない人もおり、実践する際のむずかしさ
についても意見があった6）。また、高齢者の健康面についても憂慮する意見があり、幼児・高齢
者双方に怪我があってもいけないという心配も述べられていた6）。
（4）職員の負担への配慮
保育所において高齢者と子どもが日常的に接触して交流するのは約 30％ であった7）。高齢者
とのふれあいの今後について、現在のままでよいと回答した幼稚園・保育所の理由は、「仕事が
多くこれ以上の調整は無理で、職員の負担が大きすぎる」というものであった6）。また、触れ合
う機会がないと回答した幼稚園と保育所の理由にも「職員の負担が大きいため」という意見があ
った6）。複合施設の介護職員に対する調査においても、「保育園とデイサービスが併設という特
色が生かせたら良いと思う」という記述もみられる一方で、日常的な交流活動を望む職員はいな
いという3）。その理由として、施設間の時間の調整の難しさや人手不足・多忙があげられる3）。
また、高齢者と子どもの交流が「担当職員の負担」であるという意見もある18）。教職員には、高
齢者と子どもの交流に熱意があるものの、通常の業務や異動による活動の中断される場合があ
る18）ことも指摘されている。活動主体間の格差や担当者の負担が大きく、情報提供や研修の機会
が不十分といった状況が指摘されており、早急に改善していかなければならない18）。
ほとんどの保育士が就任当時、怖さや壁を感じていたが、日が経つにつれて、自然に受け入れ
られるようになっている9）。保育士の高齢者に対する思いの変容要因として、①施設での研修、
②施設長の話、③サポーティブな環境、④先輩の言動、⑤他職員からの触発、⑥シェアリング・
相互作用、⑦関わりの回数があった9）。交流を継続していくためには、職員に対する研修や相談
体制が大切である。また、子どもの周りの親や保育士の高齢者への距離が、子どもと高齢者の距
離に影響している9）ことからもそれらのことが重要である。
（5）職員の専門性を生かした連携と協働
人員不足やそのために他職種との時間の調整が困難であることが挙げられている3, 25）。このこ
とから、専門外の相手側への迷惑や負担を心配しているという結果もある3）。現在、高齢者と子
どものケアにかかわる人材は、それぞれ独立の専門課程で養成されており、介護士は子どもへ
の、保育士は高齢者への対応に関するスキルや知識に乏しく5, 26）、そのことにより、スタッフに
よるすれ違いが生じていることが指摘されている5）。高齢者と子どもの理解については前述して
いるが、それぞれが高齢者と子どもに関する理解を深める必要もある。また、高齢者と子どもの
交流においては、高齢者は一般に免疫力が低下しており感染症（インフルエンザ等）対策が問題
となっていた22, 24）。施設では、インフルエンザの流行期間は交流をもたない22）という対策をと
っているところもある。感染については、3 歳以下は免疫も弱く、感染予防を考慮して、交流時
期、時間、交流に慎重になる必要がある。しかし免疫学的には、5 歳以上になると感染に対する
抵抗力ができる27）ため、そのことをふまえて交流を検討することが大切である。これらのことか
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らも職員における感染症に関する知識とその対策についての共通認識は重要である。
職員がお互いの職業の専門性を重視し、情報交換や話合いの機会は、高齢者と子どもの交流に
おいて欠かせないといえる。また、職員が自らの専門性を生かした交流の企画は、高齢者と子ど
もの特徴を生かしたものとなり、それにより高齢者と子どもにもいい変化があらわれ、それがさ
らなる職員のモチベーションにつながる。
以上、施設における高齢者と子どもの交流についての課題として、①施設職員の疾患・障害を
もつ高齢者の理解、②施設職員における子どもの特性についての理解、③高齢者と子どもの交流
にあたっての配慮、④職員の負担への配慮、⑤職員の専門性を生かした連携と協働の 5 点があげ
られた。これらのことから、高齢者と子どもの日常交流が円滑に行われるためには、高齢者や子
どもの理解はもちろんのこと、それぞれの日常生活の特徴を把握し、それを生かした日常生活援
助ができる者の存在が重要である。また、高齢者と子どもの日常交流がさかんに行われるために
は、施設間や他職種間の連携が必要不可欠となるため、コミュニケーション能力や調整能力を兼
ね備えたコーディネーター的な役割の職種が必要である。
つまり、高齢者と子どもの日常交流における実践者としては、①衛生に関する知識と感染など
の予防に対するスキルがあること、②高齢者と子どもの特徴に関する理解、③高齢者や子ども、
他職種とのコミュニケーション能力、④他職種との調整能力が必要であり、高齢者と子どもの交
流においての他職種の中には、それらの能力を兼ね備えた看護職も重要であると考える。
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1 ．文献は、CiNii と医学中央雑誌（いずれも 2001−2011 年）を用い、「高齢者」「子ども」
「幼児」「幼老共生」「交流」「世代間交流」「ふれあい」「施設」をキーワードとして検索した
結果、33 件の対象文献があった。
2 ．日常的に高齢者と子どもが交流のある複合施設においては、日常交流に近い交流が行われ
ている。
3 ．交流における高齢者、子どもの反応はよく、8 割以上の保護者の賛同もあった。
高齢者と子ども、双方に効果的な交流は、日常的な生活交流であり、生活の一部をともにす
ることによって高齢者と子どもの良好で持続的な関係性が構築される。
4 ．高齢者と子どもの日常交流を促進するための課題として、地域においては、1）交流プロ
グラムへの配慮

2）高齢者と子どもの交流における継続性

3）サポート・ネットワークの

充実があった。また、施設においては、1）疾患・障害をもつ高齢者の理解
解

3）高齢者と子どもへの配慮

4）職員の負担

2）子どもの理

5）職員の専門性を生かした連携と協働

がある。
5 ．高齢者と子どもの日常交流を促進するための課題から見えてくるものとしては、1）高齢
者と子どもの日常交流が円滑に行われるためには、高齢者や子どもの特徴の理解と、それを

― ８５ ―

生かした日常生活援助ができる者の存在が重要である。2）高齢者と子どもの日常交流がさ
かんに行われるためには、施設間や他職種間の連携が必要不可欠となるため、コミュニケー
ション能力や調整能力を兼ね備えたコーディネーター的な役割の職種が必要である。
6 ．高齢者と子どもの日常交流における支援者として、看護職も重要である。
引用文献
１）君島奈奈：地域環境を支える人材としての高齢者の可能性：高齢者の児童との世代間交流の日常的な
多寡が高齢者の地域における保育的ボランティアの引き受け意向に及ぼす影響, 大正大學研究紀要人
間學部・文學部, 95, 2010.
２）村山陽：高齢者との交流が子どもに及ぼす影響

交流が子どもに及ぼす影響, 社会心理学研究, 25（1）,

1−10, 2009.
３）下村美保、下村一彦：少子高齢社会における世代間交流の意義と課題：その 2 幼老合築型施設
の福祉会

みど

のアンケート調査を通して, 山形短期大学紀要, 41, 179−193, 2009.

４）日下菜穂子：超高齢時代における世代間交流の意義

−関西学研都市高齢者の世代間交流に関する調

査から−, 同志社女子大學學術研究年報, 59, 69−78, 2008.
５）立松麻衣子：高齢者の役割作りとインタージェネレーションケアを行うための施設側の方策：高齢者
と地域の相互関係の構築に関する研究, 日本家政学会誌, 59（7）
, 503−515, 2008.
６）關戸啓子：全国の幼稚園・保育所における幼児と高齢者のふれあいに関する実態調査, 川崎医療福祉
学会誌, 15（2）
, 655−663, 2006.
７）土永典明、岡崎利治：世代間交流に関する調査研究

−高齢者福祉関係施設を併設している保育所の

側面から−, 九州保健福祉大学研究紀要, 6, 27−34, 2005.
８）川出富貴子、鍵小野美和、他：子どもにとっての老人の役割子どもと老人のふれあいに関わる保育士
のグループインタビュー分析から, 愛知医科大学看護学部紀要, 3, 33−40, 2004.
９）川出富貴子、鍵小野美和、他：子どもと老人ふれあいに場面創出過程における老人に対する保育士の
思いの変容と園児の反応および変容要因, 愛知医科大学看護学部紀要, 2, 23−30, 2003.
１０）關戸啓子：高齢者とのふれあいに幼稚園・保育所が抱く幼児の将来への期待：全国の幼稚園・保育所
へのアンケート調査結果より, 川崎医療福祉学会誌, 13（1）
, 195−201, 2003.
１１）日出幸昌江、天冨美禰子：子育てにおける祖父母世代の参加：幼老共生の暮らしに向けての考察, 大
阪教育大学紀要Ⅱ社会科学・生活科学, 51（2）
, 139−152, 2003.
１２）斉藤徹、黒澤和隆：子どもと高齢者の交流に関する意識調査, 日本建築学会技術報告集,（14）, 229−
232, 2001.
１３）江渡文、大島美沙、他：子どもと要介護高齢者との交流が心臓自律神経活動に及ぼす影響

−アクテ

ィブトレイサーを用いて, 医学と生物学, 155（6）
, 390−395, 2011.
１４）亀井智子、糸井和佳、他：都市部多世代交流型デイプログラム参加者の 12 か月間の効果に関する縦
断的検証：Mixed methods による高齢者の心の健康と世代間交流の変化に焦点を当てて, 日本老年看護
学会誌, 14（1）
, 16−24, 2010.
１５）秋山展子、天野寛子：世田谷区船橋地域「子どもぶんか村」の活動を通してみる世代間交流：子ども
の側からみる大人との交流, 學苑, 820, 15−21, 2009.
１６）日比野由利、中村裕之：子どもの共感性と三世代交流プログラムによる変化, 思春期学, 26（4）
, 2008.
１７）上村眞生、岡林祈一郎、他：世代間交流が幼児・高齢者に及ぼす影響に関する実証的研究, 幼年教育
研究年報, 29, 65−71, 2007.
１８）田中慶子、角間陽子、他：超高齢社会における世代間交流の在り方：長野市鬼無里地域での実践を通
して, 信州大学教育学部紀要, 119, 147−156, 2007.
１９）藤原佳典、渡辺直紀、他：都市部高齢者による世代間交流型ヘルスプロモーションプログラム

― ８６ ―

RE-

PRINTS の一年間の歩みと短期的効果, 日本公衆衛生雑誌, 56（9）
, 702−714, 2006.
２０）山口友佳：歴史都市，津島に残る古井戸を活用した子どもと高齢者の交流を促すまちづくり（「住ま
い・まち学習」実践報告・論文）
−（地域の学びづくりの取り組みから），「住まい・まち学習」実践報
告・論文集,（3）
, 75−80, 2002.
２１）關戸啓子：複合型施設における高齢者とのふれあいが幼児にもたらす教育的意義, 日本家政学会誌, 53
（7）
, 649−657, 2002.
２２）三宅康弘、武田則昭、他：施設入所要介護高齢者と小学校児童の交流会に関する検討, 四国公衆衛生
学会雑誌, 46（1）
, 98−103, 2001.
２３）笹島浩子、他：体験学習が他者理解に及ぼす効果

−高齢者疑似体験及び世代間交流の効果−, 富山

大学教育学部研究論集, 2, 43−52, 1999.
２４）土井晶子、他：高齢者施設におけるレクリエーション活動の一環としての高齢者と子どもの世代間交
流の効果とその可能性についての考察, 研究紀要,（3）
, 25−42, 2009.
２５）北村安樹子：MONTHLY REPORT

幼老複合施設における異世代交流の取り組み（2）通所介護施設

と保育園の複合事例を中心に, ライフデザインレポート（153）
, 4−15, 2003.
２６）中西睦子監修：老人看護学, 建帛社, 24, 2001.
２７）筒井真優美編：小児看護学子どもと家族の示す行動への判断とケア第 5 版, 46−47, 日総研, 2007.
───────────────────────────────────────────────

〔はやしたに ひろみ
〔ほんじょう みか

― ８７ ―

老熟看護学専攻〕
小児看護学専攻〕

園田学園女子大学論文集

第 46 号（2012. 1）

認知症サポーター養成の課題とあり方
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わが国の 65 歳以上の人口は 2010 年に全人口の 23.1％ となり、5 人に 1 人は 65 歳以上の高齢
者が占める国となった。その上 75 歳以上の後期高齢者は 9 人に 1 人となり「本格的な高齢化社
会」に突入している。1947 年から 1949 年の第一次ベビーブームに出生した団塊の世代が、全員
65 歳以上になりきる 2015 年には、さらに現在の高齢化に拍車がかかることは明白である1）。
2000 年に介護保険制度が施行され、これがきっかけのひとつとなり認知症の方が顕在化して
きた。代表的な認知症疾患の中で、最も発生率の高いアルツハイマー病は、75 歳以上の後期高
齢者から出現率が加速し、現在 85 歳以上の 4 人に 1 人がなんらかの認知症状を呈しているとい
われている2）。つまり、今後わが国の高齢化の状況を考えると、認知症高齢者数はますます増加
傾向をたどることは間違いないと言える。「2015 年の高齢者介護〜高齢者の尊厳を支えるケアの
確立に向けて〜」報告書では、地域の高齢者介護全体を、介護予防から終末期に至る全ステージ
で、認知症高齢者を標準とすることが 21 世紀初頭の大きな課題である3）とし、それに向けての
ケアの確立を提言し、認知症に関する知識と理解を深め、地域で支援する仕組みの必要性を述べ
ている4）。
認知症は「脳や身体の疾患を原因として、記憶・判断力などの障害がおこり、普通の社会生活
がおくれなくなった状態」と定義され、記憶障害を主とした中核症状により発生する、認知症の
方本人の不安や苦痛の大きさは測り知ることができない。またそれに伴って起きる BPSD
（Behavioral and Psychological Symptoms of Dementia）の対応で、家族や周囲の人たちなどが疲労困憊し
ている例も少なくない。そして、「社会生活がおくれない状態」になってしまうことから、地域
から偏見の目で見られることもある疾患であった。しかし、今後ますます認知症高齢者が増加す
ることや、それに伴いかかわるマンパワーも必要になってくることは必至である。そこで、専門
職だけが特別のスキルで認知症の方にかかわるのではなく、ありふれたどこにでもある病気とし
て地域の誰でもが認知症のことを知り、正しいかかわりができることを目標として「認知症サポ
ーター 100 万人キャラバン」が立ち上げられ、認知症の普及啓発を大きな目標として、認知症サ
ポーター養成講座を各市町村で開催するようになった。
現在、認知症サポーターは 100 万人を超え、2014 年までに 400 万人の養成を目指している5）。
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その中で、地域格差や性別・年齢の偏り等がみられるようになってきた。今回、その現状を把握
し、今後認知症サポーター養成のあり方を考察・検討した。

Ⅰ．「認知症を知り地域をつくる 10 ヵ年」と「認知症サポーター 100 万人キャラバン」

2004 年 12 月、それまでの「痴呆」から「認知症」に呼称が変更されたのを契機に、みんなで
認知症の人とその家族を誰もが暮らしやすい地域を作っていく運動として、2005 年に始まった
「認知症を知り地域をつくる 10 ヵ年」の構想のひとつが「認知症サポーター 100 万人キャラバ
ン」である。（資料 1）
認知症サポーターは認知症サポーター養成講座を受けて誕生し、その講師役となるのがキャラ
バン・メイトである。（資料 2）
認知症サポーターは特別何かをするのではなく、自分のできる範囲で活動し、たとえば、友人
や家族にその知識を伝える、認知症になった人や家族の気持ちを理解するよう努める、隣人ある
いは商店・交通機関等、まちで働く人として、できる範囲で手助けをする、など活動内容は人そ
れぞれである。
キャラバン・メイトは認知症サポーターを養成する「認知症サポーター養成講座」の講師役を
務めるもので、キャラバン・メイトになるための所定のキャラバン・メイト研修を受講し、登録
する必要がある。
「認知症サポーター養成講座」は、自治体等の事務局が地域や職域・学校などで開催するもの
と、全国規模の企業や団体が会員や社員を対象に開催するものがあるが、認知症の基礎知識につ
いて、またサポーターとして何ができるかなどについて学び、認知症サポーターを養成するもの
である6）。

Ⅱ．認知症サポーター養成の現状

認知症サポーター数は、2006 年 114,579 人から 2007 年 257,737 人と養成数は倍増している。
また講座開催回数においても 2006 年から 2007 年では倍以上開催されている。（図 1，2）
実施主体別の認知症サポーター数（キャラバンメイトを含む）と講座開催回数の内訳は自治体
地域において養成されたサポーターが 93％ を占め、企業・団体型は 5％ であった。（図 3，4）
認知症サポーター数（キャラバンメイトを含む）の総人口に占める割合を都道府県別にみると
全国平均は 1.853％ で、最も高い岩手県（5.803％）と低い神奈川県（1.063％）では 5.4 倍の差が
見られ、サポーター養成講座開催回数の総人口 10000 人あたりの講座開催回数の全国平均は 5.186
回で最も高い鳥取県（15.638 回）と低い茨城県（2.484 回）では 6.3 倍の差が見られた。（図 5，
6）
サポーターの性別・年代別構成については男女の割合は女性が 65％ を占め、年代別では 50 代
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以上で約 7 割を占め、いずれも女性の割合が高い。実施主体別の性別・年代別構成では自治体で
のサポーターは 50 代以上の女性が、企業では 60 代の男性の割合が高い。また自治体では学校で
講座が開催されているため 10 代のサポーターが他と比べて多いのも特徴といえる。（図 7〜11）
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図 8 年代別構成
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図 10
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自治体・地域で養成されたサポーター数は 2,297,920 人で、養成講座を実施している自治体数
は 1,588 にのぼり、うち事務局を自治体においているのは 1,523 あり、事務所未設置で講座が開
催されている自治体が 65（独立型メイトによる開催や都道府県が実施主体になって開催されて
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いる数）であった。受講対象者の分類別では住民が 70.7％ と最も多く、介護サービスは最も少
なかった。（図 12, 13）
全国規模の企業団体でのサポーター養成数は 109247 人、講座開催企業・団体の内訳はマンシ
ョン管理会社、デパート・小売業、金融機関、その他団体（農業組合・生活協同組合・警視庁な
ど）であった。（図 14）
キャラバン・メイト総数は 61,449 人で、養
成研修開催は 952 回行われている。うち、自治
体によるものが 8,861 回、企業・団体による研
修は 90 回であった。自治体による研修受講要
件の内訳：介護従事者（ケアマネジャー・施設
職員など）、地域包括支援センター職員、行政
図 11

実施主体別・企業団体主体サポーター
性・年代別

職員（保健師・一般職など）の順に多く半数を

地域ケア政策ネットワーク
http : //www.caravanmate.com/

占めている。2 年間活動実績のない非活動メイ
トはキャラバン・メイトの 1 割であった。（図

2005年度 2006年度 2007年度 2008年度 2009年度 2010年度
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図 16
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図 17

キャラバンメイト活動状況
地域ケア政策ネットワーク
http : //www.caravanmate.com/
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Ⅲ．認知症サポーター養成の課題とあり方

1．行政の取り組み
キャラバン・メイトの養成、サポーターの養成とも自治体での取り組みが活動の推進に大きく
影響を及ぼしている。19 年度のサポーター数増加には、「認知症地域支援体制構築等推進事業」
モデル事業（平成 19、20 年度）として、各地の自治体が地域での総合的な支援の確保に取り組
んだことが養成に大きな影響を及ぼしたと考えられる。「認知症の医療と生活の質を高める緊急
プロジェクト報告書」では、地域全体で認知症の人やその家族等を支える地域づくりが必要で、
誰もが自らの問題として認識し、認知症に関する理解の普及を促進する方向を示した。現在、自
治体や関係団体を中心として展開されている取組み（認知症地域支援体制構築等事業・認知症サ
ポーター 100 万人キャラバンなど）について、引き続き推進するとした。認知症サポーターにつ
いては、自治体、企業等による自主的な取組みを促すなどにより、2014 年までには、約 400 万
人を養成することを新たな目標としている5）。現在、都道府県、自治体での格差は大きいが、い
ずれの地域においても認知症高齢者への対策は避けては通れない。サポーター養成講座の受講者
を対象とした調査では受講後に認知症の受容度は著名に高くなり、講座の効果として認知症の人
の地域での見守りも重要性や認知症情報への関心を 7 割以上の人が挙げていたことが報告されて
いる7）。このことからも自治体における事務局の設置や保健福祉計画に認知症に関する啓発の推
進を位置づけ、地域包括支援センターを中心とした包括的な取り組みとして、また教育委員会や
関係職域への行政からの働きかけなどによっても、認知症サポーターの養成に取り組むことが必
要であろう。
2 年間活動実績のないキャラバン・メイトは、全メイト数の 1 割であった。キャラバン・メイ
トの活動志向性に関する研究では 75％ が活動を継続したいと回答し、1 回以上の講師経験があ
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るものは受講直後ほどやる気があり、活動が楽しいと感じているものほど継続したいと思ってい
た8）。このようにキャラバン・メイトは活動の継続に肯定的意向が強いが、人口 5〜10 万人未満
の小規模市町村では「活動を一人でするには難しい」「仕事が忙しく思うように活動できない」
と、負担も感じていた9）。養成研修を受講しても、一人では継続したサポーター講座の実施は難
しい。燃え尽きないように組織化や啓蒙活動における技術的物理的援助など、行政が活動を側面
的に支援することが必要であると考える。また養成研修修了者が、積極的に講座開催の機会を持
てるようフォローアップ、グループ支援などの働きかけが必要であり、それ以外にも活躍の場を
提供することも行政に求められることであると考える。

2．地域全体でのサポーター力の向上
認知症サポーターは、まずは、認知症を自分たちの問題であるという認識を持つことが大切で
ある。ついで、認知症に対して正しい知識を持ち、偏見を持たず、地域や職域で自分がどんなこ
とができるかを考え認知症の人や家族に対して温かい目で見守ることが重要となる。そして、認
知症サポーターは「①認知症に対して正しく理解し、偏見を持たない。②認知症の人や家族に対
して温かい目で見守る。③近隣の認知症の人や家族に対して、自分なりにできること簡単なこと
から実践する。④地域でできることを探し、相互扶助・協力・連携、ネットワークをつくる。⑤
まちづくりを担う地域のリーダーとして活躍する。」ということが期待されている6）。今後、更
なるサポーター力の向上を目指すには、サポーター自身が相互扶助・協力・連携、ネットワーク
を作り、まちづくりを担う地域のリーダーとして活躍することにつなげていくことが望まれる。
性別・年代別構成では、女性の割合が高く、50 代以上が約 7 割を占めていた。企業が養成し
た認知症サポーターでは 60 代の男性の割合が高かった。50 代の女性においては、子育てを一段
落した女性が社会貢献に目を向ける時期である。また、60 歳代の男性においては、定年が近づ
き、今後の人生を考える中で、社会貢献の一つとして認知症サポーターになることを選択したの
ではないかと考えられる。近年、高齢者の社会参加の意欲は高く、ボランティア活動への関心も
高まっている1）。団塊の世代の定年という時期にもさしかかり、壮年から高齢世代を対象に幅広
い働きかけが必要であろう。
また、「今後、我が国における認知症の人やその家族等に対する地域における支援を普及・定
着させるため、関係省庁の連携の下、小・中学校からの認知症教育を推進する。」として、小・
中学校における認知症教育が推進されている5）。小中学生を対象に開催される講座は、PTA 活動
の一環として行われることが多い。1970 年代以降、わが国は高度成長期となり、都市化、核家
族化が急速に進んだ。現在の子育て世代、小中学生も核家族の中で育ち、身近に高齢者と接する
機会がないため、「高齢者について」「人が老いていくこと」について理解できない可能性があ
る。学校での講座開催は子ども、その保護者にとって、「高齢者について」「人が老いていくこ
と」の理解につながり、3 世代の交流がさかんになる可能性を秘めている。つまり、授業の一環
として行われた認知症サポーターとしての活動が世代間の交流につながり、相互理解につながる
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のである。そのことは、認知症ケアに必要であり、あらゆる世代で高齢者や認知症ケアに関心を
もつことが地域のサポーター力の向上につながるものであると考える。

3．多職種の連携と協働
日本は少子高齢化が進み、増加する認知症高齢者を専門職だけで支えるということは困難な時
代となってきた。そのため、キャラバン・メイト、認知症サポーターはさまざまな専門職種で構
成されている。しかし、今後、地域で暮らす認知症高齢者を継続的に支えていくためには、個人
やそれぞれの専門職が独自に活動していくのには限界がある。そこで、認知症サポーターという
インフォーマルな活動を継続し、さらに効果的に拡大していくためには、多職種の協働・連携が
重要である。そのためには、高齢者の身体的・精神的・社会的特徴や疾患・障害に関する知識、
高齢者の日常生活についての把握、調整能力、コミュニケーション能力を備えたコーディネータ
ーの存在が重要である。その役割を担える職種の一つとして看護職があげられる。看護職は、地
域全体を捉え、さらにその中にある病院、老人福祉施設、訪問看護ステーションなどで高齢者看
護活動を展開しているため、その経験やネットワークも生かすことができると考える。
認知症サポーターが継続的にさらに今後も発展していくためには、コーディネーターは、連携
・協働という役割を担うだけでなく、それぞれの認知症サポーターそれだけではなく、認知症サ
ポーターからよせられる相談にのることも重要であると考える。

お

わ

り

に

認知症サポーターは、人数的には目標達成できたと考えられる。しかし、養成講座終了者の認
知症に対する認識や行動変容などサポーターの実情を把握できる文献は少ない。今後、市民活動
の拡大を図り、認知症になっても安心して生活できる町づくりを推進するには行政の取り組み、
講座受講者自身の積極的な活動、コーディネーターとしての看護職の役割などが重要であるが、
加えて継続した調査研究も必要だと考える。
認知症は、あくまでも大脳皮質の器質的疾患であることから、医療的な視点から認知症の方の
かかわりを考えることは不可欠である。疾患を持ちながら在宅生活を営んでいる方の支援は、主
に訪問看護師が担っており、将来は認知症サポーターと在宅看護師との連携が大切になってくる
のではないかと考える。
今後サポーター、キャラバン・メイトを対象とした調査、自治体での取り組みや、在宅で活動
する訪問看護師との連携、協動についての調査など実施し、認知症サポーター養成の充実と推進
に寄与したい。

引用文献
１）平成 22 年版

高齢社会白書

内閣府著・編

P 2−4

― ９６ ―

2010

２）地域ケア政策ネットワーク
３）日本認知症ケア学会
４）高齢者介護研究会

キャラバン・メイト養成テキスト

改訂・認知症ケアの基礎

P6

2006

2004

2015 年の高齢者介護〜高齢者の尊厳を支えるケアの確立に向けて〜

５）厚生労働省「認知症の医療と生活の質を高める緊急プロジェクト」報告書
６）地域ケア政策ネットワーク
７）金高誾

2003

2008

http : //www.caravanmate.com/ 認知症サポーターの養成状況

認知症サポーター養成講座受講者における認知症受容度の追跡調査

10（1）88−96
８）若山好美

P 17−18

日本認知症ケア学会誌

2011

認知症キャラバンメイトの活動志向性とその関連要因

日本在宅ケア学会誌

13（2）
34−41

2010
９）竹生礼子

認知症についての啓発と地域づくりをめざす認知症キャラバンメイト登録者の活動と意識

−北海道における市町村の人口規模別の分析−

日本地域看護学会誌

13（2）23−30

2011

───────────────────────────────────────────────

〔もりもと
〔はやしたに
〔くぼうち

― ９７ ―

きよみ
ひろみ
としこ

在宅看護論〕
老年看護学〕
老年看護学〕

資料 1

資料 2

厚生労働省ホームページ

http : //www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/dementia/c 01.html

― ９８ ―

園田学園女子大学論文集

第 46 号（2012. 1）

目的別外国語教育の一考察
──看護学科の ESP（目的別英語教育）の英語コミュニケーションの授業報告──
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Summary : After the Reform of English Education of Japanese who can use English at Universities in Japan has announced in 2002, almost ten years passed. Recently students majored
in Science, Medicine, Nursing who take English Communication are taught by ESP methodology. ESP（English for Specific Purposes）involve English language research and instruction
designed for medical students, nursing students and scientific students who have a particular
major or occupation. Students Motivations of English Education at Universities or Colleges are
influenced by the specialties and they can acquire the certain level of communicative abilities.
This paper analyzes what nursing students need and teachers think students should learn in
English Communication in an ESP class by questionnaires for first year students. Moreover, it
reports Future Prospect of Foreign Language Education for Specific Purposes referring the example of JSP（Japanese for Specific Purposes）.

は

じ

め

に

大学における英語教育において、「『英語が使える日本人』の育成のための戦略構想」（2002）
が、国家政策として英語教育の改革として推進され早 10 年が過ぎようとしているが、日本の大
学での一般教養の英語コミュニケーションの履修生が、国際社会が要請している『コミュニケー
ションに使える英語力』を十分に習得する状態には至っていない。十分な『コミュニケーション
力を伴った英語力』を習得するには、第一にカリキュラムのありかたが問題となる。White
（1988）は、そのカリキュラムにおいて、「目的」（Objectives）、「内容」（Content）、「方法」
（Method）、「評価」（Evaluation）の 4 要素が重要であると分析している。また、何と言っても学
生のニーズを分析することが必要である。本論文では、園田学園女子大学人間健康学部、看護学
科の ESP（English for Specific Purposes）に基づいた英語コミュニケーションⅠの授業を題材に、
英語コミュニケーションの授業のあり方について分析していきながら、目的別外国語教育につい
て考察していきたい。

― ９９ ―

Ⅰ．ESP 教育の推移と目的

Henry Widdowson は英語教育を長期的目標が異なるという観点から、EGP（English for General
Purposes）と ESP（English for Specific）とに区別し、その前提に EGP は一般的な能力開発とい
う「教育」（education）であり、ESP は限定された能力を育成する「訓練」（training）という考
え方を 1980 年代を中心に提案している。
昨今、理科系の大学の英語コミュニケーションの授業では、他の教育機関との英語コミュニケ
ーション教育の差異化をはかり、大学生が十分な専門的な『コミュニケーション力を伴った英語
力』をつけるために、ESP に基づいた英語教育を導入している大学が増加している。ESP は学
部の専門性に準じた目的別英語教育を選択するためには有効的であるため、医学に必要な英語、
薬学に必要な英語、食物栄養学に必要な英語、看護学に必要な英語などの授業が行われている。
自分の専門に関係が深い英語の内容なら目的意識が高まり、英語でのコミュニケーション力も専
門分野において自然とついてくる利点がある。
ESP の考え方は、戦後の急速な科学技術の発展や国際化に伴い、1960 年代から南米やアジア
など非英語圏の大学の英語の授業を中心に広まっている。しかし、日本でこの英語教育の考え方
が注目されるようになったのは、ここ数年である。しかし、現実の受験生が必ずしも専門性を判
断基準にして志望学部を選択しているわけではない実情を考えれば、学生が将来、どのような進
路に進むのかにかかわらず、ある程度の一般的な英語力をつけておくという考え方に立ち、EGP
を英語教育の柱とする考えもある。
ESP と EGP の英語教育の一番違うところは、教科書で取り上げられている適切な文法、語
彙、表現にある。
昨今の大学の英語教育は、「コミュニケーションに使える英語」という社会的要請だけがカリ
キュラム決定の判断基準となっているかもしれない。カリキュラム改革にあたって学生のニーズ
を分析することは必須であり、その中で社会の動向が重要な要素となる。長期的展望から学生に
必要だと考えられる教育を提示する責務も大学が負っている。専門学校化される日本の大学教育
の中で本大学の人間健康学部の特に看護学科の学生は 9 割が看護師という職業につくということ
も考慮し、2006 年度から 2010 年度までの 1 年生の一般教養の英語コミュニケーションⅠの授業
では看護英語を内容にした ESP の理論に基づいた英語教育を行い、英語学習への意欲を育て将
来への仕事の現場に繋げるという教育を進めてきた。
以下、看護学科の英語コミュニケーションⅠの授業で取った受講生からのアンケート調査、Native の担当教員からのインタビュー調査の結果から ESP の授業のあり方について考察していき
たい。
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Ⅱ．ESP 教育に基づいた英語コミュニケーションの教育事例研究
−看護学科の英語コミュニケーションⅠの授業報告

Ⅱ−1．看護学科の英語コミュニケーションのカリキュラム
2006 年度から 2010 年度まで筆者が担当した英語コミュニケーションの授業は選択で、1 年生
の英語コミュニケーションⅠ（前期、後期それぞれ 15 回、週 1 回の授業、月、水曜日の 2 コー
ス、それぞれ 2 クラス）、Native の先生との team teaching の授業形態）の受講生は毎年 40 名か
ら 50 名で構成されていた。クラス編成は能力別編成ではなく、受講生が受講できる曜日での選
択であった。ただ、入学試験時にほとんどの学生が英語を必修科目として受験しているので、英
語の基礎学力はそれなりにある受講生ばかりだった。
また、2 年生から選択できる英語コミュニケーションⅡ（前期、後期それぞれ 15 回、週 1 回
の 1 クラスの授業、日本人の先生で EGP に基づいた授業）は専門の授業と重なっていたため受
講生はほとんどいない状態だった。
教科書は初めて看護学を学ぶ学生が、看護の専門英語と看護技術の基礎を楽しく学べる実践的
看護英語のテキストの『Health Talk-English for Hands-on Nursing』（2004）を使用し、各課の会話
の内容のビデオ、CD を使いながら、聴解練習、会話練習、ロールプレイを入れながら授業を行
った。
Native の先生の授業の時には特に、音声面での指導また、日常会話表現、音楽を使っての聴解
練習なども取り入れた。また、日本人の先生の授業では、各課の会話の和訳、文法などの説明も
取り入れ、初めて看護の専門英語を学ぶにあたって不安がないように授業を展開した。

Ⅱ−2．アンケート調査の目的と調査方法
看護学科に入学した 1 年生の学生の英語学習に対する認識、及び看護教育課程における英語学
習への取り組み方を調べることを目的に、1 年生の英語コミュニケーションⅠの授業が終わった
時にアンケート調査を行った。
（1）アンケート対象者
2007 年度看護学科入学生 75 名、2010 年度 35 名
（2）調査方法
学生に、2008 年 3 月、2010 年 3 月の英語コミュニケーションⅠの最後の授業の時にアンケー
ト用紙を配布し、その場で記載させた。（添付資料）

Ⅱ−3

アンケート調査結果

（1）英語の勉強を始める時期の変化
調査結果から、まず変化が見られたことは英語の勉強を始める時期の変化だった。これまで
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図1

図2

英語の開始時期

中学校・高校の Native の先生の英語の授業の有無

は、中学校の義務教育が始まってから英語に触れることが主流を占めていたが、図 1 の結果から
もわかるように、英語の勉強を始める時期が幼稚園、小学校からと回答したものが、2007 年度
入学の学生では、44％、2010 年度入学の学生では、57％ を占め、今や英語の早期学習が早まっ
ていることが明らかになった。このようなことも影響しているのか、学生に音読してもらうとし
っかりとした英語のリズムや発音で読める学生も増えてきている。そのため、授業では音読や発
音の練習なども取り入れ、早期学習で身につけている英語学習の良さを維持する必要があると考
えられる。
中学校、また高校の英語の授業で Native の先生の ALT（Assistant Language Teachers，語学教
育アシスタント）などの授業があったかの質問には、図 2 の結果が示すように、どちらの入学時
の学生も 8 割の学生から Native の先生の授業があったとの回答があった。中学校の義務教育か
ら開始される英語の授業では、今やいかに多くの学校が Native の先生の英語に触れる環境を整
えているかが伺える。そのため、大学に入ってから多くの学生達は Native の先生の授業の時に、
外国人の先生に習うことに不安を感じることなく積極的に英語を使って話そうとする学生も多
い。ただ、大学に入ってほとんどの学生が英語に接する機会は、カリキュラムの編成上、週 1 回
の英語コミュニケーションⅠの授業だけで、海外研修に参加して実際の英語に触れようとする学
生も実習、国家試験の勉強、アルバイトに時間を割く学生が多く 1 割ぐらいしかいない。英語以
外の授業においては、英語に接することがほとんどなく日常生活においても英語を使って話す生
活はほとんど皆無の状態だと言える。このような環境がせっかく早期から英語学習に興味を持っ
ていても英語の必要性に対する認識が徐々に薄れてくるのが残念である。
（2）話す、聞くことを重視した大学での英語教育の学生の希望の高さ
英語の 4 技能のうち、大学においては何に重点を置いて教えるべきかという質問事項に対する
回答は図 3 に示される通りである。読む、書くという技能より、話す、聞くという技能に重点が
置かれるべきだという回答が全体の約 9 割を占めているように、話す、聞くという能力を高めた

― １０２ ―

図3

重点を置くべき英語の技能

図4

授業の難易

いという学生の意識の高さが考察できる。
看護学科の英語コミュニケーションⅠで使用した教科書は実際の看護の場面で構成された場面
シラバスに基づいた内容で、ビデオを見せながら基本的に話す、聞くことを重視した授業だった
こともあり、毎回課す会話の発表やロールプレイの授業に積極的に取り組み、学生達のニーズが
反映されていたため楽しく授業をすることができた。
（3）ESP の授業に対する学生からの肯定的評価
ESP の理論を取り入れた英語コミュニケーションⅠの授業の内容についての学生からの回答
は、図 4 の結果が示すように、2007 年度の学生の回答では、難しかったとやさしかったとの回
答がほぼ半数であったが、2010 年度の学生の回答では、看護英語の授業に対するモチベーショ
ンも高かったこともあり、どちらとも言えないという回答も含め難しかったよりやさしかったと
回答を上回っていた。
また、「受講した英語コミュニケーションⅠの授業に対する学生の意見」（自由記述）アンケー
ト調査のインフォーマントを対象に実施した結果では以下の回答があった。
①看護系の単語を覚えるのは難しいと思っていたが、実際の臨床現場で役立つ会話を楽しく授
業で受けることができてよかった。
②将来の臨床の現場で非常に役立つ授業だった。
③これまでの受験英語とは違って将来役立つ英語の授業だったので、前向きに授業に取り組む
ことができた。
④嫌いだった英語の勉強が好きになった。
⑤わかりやすく丁寧に説明してくださったので、よかった。
⑥ビデオで授業の内容が確認できて実際の現場でのイメージを描くことができた。
⑦Native の先生との team teaching の授業だったので、難しいところがあっても日本人の先生
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に質問できてよかった。
など ESP の英語コミュニケーションの授業を評価するコメントを記述してくれる内容が多く
あった。ただ、英語の授業が週 1 回という限られた時間に対して、①Native の先生と話す時間が
もっとほしい。②会話力が身につく授業を増やしてほしい。③1 クラスの受講生の数を減らして
クラスをレベル別に分けてほしい。話す、聞くことを重視した効率的な英語の授業を希望する意
見もあり、英語でのコミュニケーション力を伸ばすためには Native の先生との授業がいかに必
要であるかということが伺える結果だと言えよう。

Ⅱ−4．Team Teaching で担当した Native の先生と特別セミナーを受け持ってくださった講師の
インタビュー調査の意見
上記にまとめたアンケート結果は学生からの授業に対するアンケート調査の結果であったが、
この項では 2007 年度、2010 年度に ESP の授業で看護学科の英語コミュニケーションⅠの授業
を担当してくださった Native の先生と特別セミナーを受け持ってくださった講師の先生のイン
タビュー調査の意見をまとめてみた。
インタビュー調査は最終の授業の時に 1 年間の授業のフィードバックとしてインタビューを行
い、教える立場からの ESP の授業についてご意見をいただいた。
（1）Native の先生の ESP に対する授業の考え方
1．Alfred C. Schultz 先生
（カナダ出身

日本であらゆるレベルでの英語教育に 50 年以上従事、病気治療のため 2008 年帰

国、2006 年度、2007 年度の授業担当）
ESP の英語教育の中で、まず大切なことは看護学科の学生が将来の看護師という仕事に就く
にあたってどのような動機づけを持ち、英語を学びたいかということである。多くの日本人の医
療関係者が海外で英語が話せない日本人の患者、旅行者、ビジネスマンと関わる機会が増えてい
る。また、海外、特にアジアからの看護師が日本で看護師として十分な資格がないために海外の
日本の医療機関で英語を使って働くことも増加している。このような状況の中、海外からの新し
く雇われる看護師は十分な英語でコミュニケーションをする能力が必要とされている。日本人の
学生の英語力を考えると新しく海外で一緒に働く同僚と十分にコミュニケーションをできるだけ
の英語力を持っていないことが多い。大学の看護学科の学生の ESP の授業に携わった意見をま
とめてみると以下のようになる。
①外国人との関わりを十分に持つ環境を整えること；日本における病院での国際化の場面を中
心にした課題を教室内だけで練習しても十分に英語力がつかないので、習った英語を使う環
境に学生に置くことが必要である。
②教科書、教材の選択の仕方で受講生の英語を学ぶ動機づけの維持；看護学科の学生の病院に
関連した内容の英語を学ぶ動機づけはきわめて高い。そのため、授業で使用している Health
Talk の教科書は、ビデオ、CD などの補助教材が整っていてバランスよく頻度の高い場面
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で構成された会話で構成されている。そのため、看護で使われる語彙、聴解練習ができ、会
話力だけでなくさまざまな英語力の向上に役立った。最後の活動として、リスニングの力の
向上と気分転換のためにポビュラー音楽のリスニングタスクを課した。テキスト中心の授業
だけでなく、リスニングの力の向上のためにはポピュラー音楽の聴解練習のタスクを与える
ことによって英語の発音、リズムの矯正にも役立つ。
③自由に英語が話せる英会話の授業の設置；学生達は日々の専門科目の授業で目いっぱいに授
業を学んでいるが、英語の力をつけたい学生は多い。しかしながら、週 1 回の授業では十分
に英語力をつけることは難しいので、Native の先生と英語を使って自由に楽しく学べる英会
話の授業も同時に開講する必要があると思う。
教えた看護学科の学生は、 Health Talk

の教材で取り上げられている看護師としての現場で

役立つ基礎的な語彙力、表現力が学生の記憶力には十分にインプットされていると思うが、その
表現を使って流暢に話す会話力はまだ十分にはついていないと思う。外国人の看護師と出会った
時に、学生たちが ESP の看護英語の英語コミュニケーションの授業で学んだ知識が蘇り、現場
での運用力の一助になってくれれば喜ばしいことだ。
2．Anton Ansford 先生
（ニュージーランド出身

中学生、大学生、ビジネスマンの英語教育に 20 年以上従事、2008 年

〜2010 年度の授業担当）
看護学科の ESP に基づいた英語コミュニケーションに従事して感じることは、目的別英語教
育を行うには学生のその将来従事する職業につく英語の語彙、表現などを事前に習得しておく必
要があることである。英語の授業の時、日本人の学生は基本的に授業の時に控えめで英語で Native
の教員と間違いを起こすことを恥ずかしがって積極的に英語でコミュニケーションをするのが苦
手なようである。繰り返し練習などのような単純な練習や英語から日本語に訳す英文和訳的な授
業では学生の英語に対する意欲も低下してしまう。
このような英語教育の短所を補うため、授業の前に学生の英語に対する動機づけを高めるため
にまずクイズや連想ゲームなどを取り入れ、学生が文法的に正しい英語で話そうとしてためらい
がちな学生に英語を話すことの楽しさを学ばせてから、教科書の内容の授業を教えている。学生
にはペア・ワークやグループワークで積極的に教科書の内容の英語の練習に取り組ませている。
さまざまな教室活動を取り入れて学生に限られた授業時間の中でできるだけ英語で話すことがで
きるように努めている。教室内だけでなく、実際の看護などの現場で習った英語が使えるように
インターンシップや海外研修などで習った英語を実践的に使う時間を学生が持つことが必要だと
思う。
（2）特別セミナーを担当してくださった藤田和佳子先生
（大阪大学大学院医学系研究科

保健学専攻

博士後期課程 3 年、看護師、助産師）

2007 年と 2008 年の英語コミュニケーションⅠの看護学科の学生 40 人ほどに対し、国際交流
に関する授業を行う機会を与えていただいた。
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−2007 年 1 月及び 7 月：自身のアフリカに興味を持ったきっかけと看護師になった経緯、ベ
トナムでの草の根の医療支援、タンザニアの孤児たちとの交流
−2008 年 7 月：神戸大学のケニア人留学生 Daniel Ngugi 氏を迎えて、ケニアの保健事情やナ
イロビにある病院の紹介
授業の後に、学生さんたちに感想を書いていただいたものをまとめると、印象に残った内容
は、ベトナムの枯葉剤による奇形児の話や、タンザニアの子どもたちの健康の状態、各国の医療
事情の違いなど、自分たちの看護・医療に関する専門性に関する感想が多かった。彼女たちは、
入学して間もない 1 年生であり、一般教養として英語を習っているが、同時に解剖生理や基礎看
護などの専門的な学習が始まった時期であり、専門的なところに関連付けての興味が非常に高い
ことが推察できた。
ESP（目的別英語学習法）について、専門外であるが自身の専門分野（看護、助産）と関連し
て、どのようにこれまで英語の学習に関わってきたかの経験を振り返り、「特定の目的のための
英語学習」の重要性について述べたい。私は、そもそも看護師になる前に大阪外国語大学でアフ
リカの言語であるスワヒリ語を学んでいたため、英語や外国に関する興味を持っていた。卒業後
に看護師、助産師になったが、臨床において、少しでも英語が話せるということは、英語でしか
コミュニケーションができない患者が来院、入院になった時には、呼び出され、受け持ちにな
り、患者さんに喜んでもらったりという経験を持った。また、臨床の病院には外国からの研修員
が来る機会も多く、その方々のお世話や交流などを任される機会もあった。そのような中で、自
分の専門である分野の英語をもっと学ぶ必要を感じ、お産の時の声掛けや、母親に対する保健指
導を英語でどうできるのか自己学習したりした。そのように、毎日自分の職場で日々おこる仕事
の中で、必要性に基づいての学習は、モチベーションを高く持つことができる。その成果が、す
ぐにまた日々の業務に生かしていくことができるからだ。その積み重ねは、例えば、いつか、海
外で看護研究の発表を英語で行ってみるとか、海外の国際学会や看護界の交流に躊躇せずに参加
してみる、などの『日本の看護師がグローバルなレベルでも発言し、存在感を示す』ことにもつ
ながると思われる。また、今後ますますグローバリゼーションが進むであろう医療・看護界にお
いて、『異なる文化、価値を持った患者さんや職場の同僚と共に、適切な判断力、適応能力を持
って共に働くことができる』という底力にもつながると思われる。大学の時に、専門分野の英語
を学ぶことは、高いモチベーションで効果的に学べる可能性があり、また将来の実践にも様々な
面で非常に役に立つことであると思う。

Ⅲ．目的別外国語教育の今後のゆくえ

円高が進み、その上東日本大震災の影響を受け、日本経済が低迷化し世界経済が減速化してい
る経済状況の中、国内で「ものづくり日本」を掲げていても商品が期待通りに売れず、人件費が
高い日本での生産より人件費が安く、経済効果の市場が大きい中国、インド、ベトナムの海外へ
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工場建設が増加しているある意味、企業の工場移籍時代が到来している。このような経済状況が
変化している昨今、当然のことながら日本の大学での外国語教育のあり方も問われている。実
際、企業が日本人の大学の卒業生を採用する代わりに日本へ留学に来ている 2、3 か国語が話せ
る外国語コミュニケーションの力を持って自分をきちんとアピールできる外国人留学生を採用し
ている企業も増加している。企業がこれまで大卒の新入社員を採用した場合、1 年程度の研修期
間を設けて社員を育てるという新入社員の教育期間をできるだけ短縮し、その代わり即企業で使
える人材が必要となっている。エントリーシートに英語のコミュニケーション力を証明する
TOEIC の点数が 700 点以上取得の明記を義務づけている企業も珍しくなくなった。
ESP の大学での英語教育の将来性について、寺内（1997）は法学部の学生を対象に行った研
究において、法学部の 1 年、3 年、4 年の学生のうち、ESP を一般教育の目的としたらよいと考
える学生は 10％ にすぎず、その割合に学年間の差はない。英語教育と専門教育の連携がうまく
言っていない結果だと報告している1）。
大学の英語教育における ESP の問題点は、大学における英語教育の重要性は認めているが、
その目的がはっきりしていないため、漠然とした必要性しか学生が大学での英語教育を認識して
いないところにある。言いかえれば、大学の英語教育において ESP は発達していない状態にあ
ると指摘されていた。ESP の必要性を認識させ、具体的にカリキュラムの目標・目的をしっか
りとした指導案に基づいた英語教育を行うことによって英語を学ぶ動機づけを高めることができ
るかが、本学の看護学科を対象にした英語コミュニケーションⅠの授業で立証できたと言えよ
う。英語を学ぶ目的をはっきりと設定し、学生の英語を学ぶ動機づけを高めることによって、従
来学生たちが持っていた「語学は必要だと思うが、どのように必要かはわからない。」という適
切な学習方法が発達できないまま、十分な語学力も身につけずに大学を卒業してしまうかもしれ
ないという状態を変えることも可能になってくるであろう。
本大学の看護学科の学生のように卒業後、看護師として是非就職したいというしっかりとした
目的意識を持っている学生にとって、大学 1 年時の英語教育において ESP 理論に基づいた英語
教育は非常に効果を上げる結果をもたらすものであるとⅡ章のアンケート調査の結果や担当した
Native の先生方のインタビュー調査の意見からも考察できる。その背景には経済的影響も一因し
ていることも見逃すことはできない。
本岡直子（1999）は「大学英語教育における ESP−看護教育課程における学生の英語学習に
対する意識の変化について−」という論文の中で看護課程における専門科目を学習する上での、
英語力及び英語学習の必要性の認識について、入学時から卒業に至るまでの 3 年間の在学期間に
おける学生の英語学習に対する意識変化について考察しているが、その結果の中で特に興味深か
った点は大学における英語の 4 技能の学習についての認識が 1、2 年次の調査時には聞く、話す
というオーラル面に学生の視点が偏っていたのに対し、3 年卒業間際の調査においては、話す、
聞くが 50％ 前後にしか達していない一方で、読むは 80％ を超えている点だ。3 年次になり卒業
研究や実習に触れるについて、改めて英語に対する認識が変わってきていることを指摘してい
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る2）。
読売新聞の「大学−英語力を育てる」（2009 年）のシリーズの中で ESP の考え方について取
り上げた記事の中では、英語で仕事ができる人材を育てようとするために ESP の考え方を取り
入れる工学系の大学が増えている事例が取り上げられている3）。大阪工業大学の工学部と知的財
産学部では、3、4 年次の学生を対象に英文の製品仕様書や工学雑誌に出てくる専門用語や語法
などの解説や、特許明細書の読み方の指導などの読む、書く力を重視した ESP の英語教育を取
り入れている。担当の深山晶子教授は「企業では、海外の取引先とのメールはすべて英文が一般
的で、技術者も日常的に英語を使いこなさなければならないので高校までの延長のような英語の
授業では通用しない」と専門課程での読む、書く技能の ESP 教育の必要性を述べている。また、
大阪大学大学院工学研究科（2006 年度から）や、医学研究科（2009 年度から）でも研究者養成
の一環のひとつとしてそれぞれの研究分野で論文を書く際の用語やルールを教える ESP の授業
を行っている。工学研究科の福井希一教授は「研究成果をきちんと英語で発信できる人材は少な
い。黙々と実験に打ち込むだけでは国際競争には勝てない」と ESP の英語教育の必要性を唱道
している。
今年の夏、天津外国語大学（中国）で開催された第 10 回世界日本語研究大会の研究発表にお
いても JSP の目的別外国語学習の事例が「ビジネス日本語」の発表で取り上げられ、日本の大
学における ESP の英語教育と類似した日本語教育と専門教育の連携の問題点が人民大学経済学
研究科修士課程で日本語を指導している教員から報告があった。
また、「ビジネス日本語」という授業の中で 4 技能を学んでも、実際の場面での日本語による
ビジネスコミュニケーション能力、ビジネス異文化コミュニケーション能力、さらに日本語によ
る問題解決能力などの育成の必要性があるとの報告もあった。
北海道大学の王俊紅先生の「中国の大学の日本語学習者の日系企業に対する認識の形成」とい
う発表の中で、北京オリンピックや上海万博博覧会の開催をきっかけにして、中国の経済発展が
世界に注目され、中国が「世界の工場」から「世界の市場」と見なされるようになり、日系企業
の中国への進出も目立っているが、中国の大学生の希望就職先としては人気度があまり高くない
との否定的な報告があった4）。高等教育を受ける日本語学習者の主な学習目的は日系企業が日本
語学習者の人材を採用できる市場が広いという将来の就職の理由からだ。しかしながら、大学で
ビジネス日本語を習得し、中国語の大学生が日系企業に就職しても、日系企業という異文化環境
にうまく適応できず転職する人が多く、中国人社員の定着率は欧米企業より低く、優秀な人材を
企業に定着させることが難しい傾向があるという指摘があった。中国の東北三省の 7 つの大学の
1027 名の日本語学習者を対象にした「日本の企業文化に関するアンケート調査」の結果におい
て、①日本語教育のカリキュラムに、日本の企業文化の授業があると答えた人が約 30％
「日本人の友達」と「日本に行ったことがある中国人」がそれぞれ約 30％

②

③日系企業と接触し

たことがある人がわずか 7.6％ で、そのうち接触した時、企業文化にストレスを感じた人が約 80
％を感じたという回答があった。この結果から日本語学習者は日本語ができるからといって日本
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の企業文化にうまく適応できるとは限らないことが浮き彫りとなった。
この章では、目的別外国語教育の今後のゆくえを考えるにあたって、英語教育、日本語教育に
おいて実際に目的別外国語教授法で授業を行っている事例をあげて考察してきたが、目的別外国
語教育において特に顕著に考察できたことを以下の 2 点にまとめることにする。
①学生が必要としている外国語の技能に対する認識が学年によって異なる。：
1、2 年の話す、聞くというオーラルの面から、3、4 年次また、大学院での読む、書くと
いう技能の認識の変化が顕著であること。
②目に見えない異文化適応能力、異文化コミュニケーション能力の習得のためのカリキュラム
の必要性：
4 技能だけでは、実際の現場で外国人と接して働く場合、文化背景が異なるものの見方や
価値観などが違う目に見えない文化を学ぶ実践面での目的別外国語教育を充実する必要があ
ること。

上記の 2 点を参照し、今後大学の目的別外国語教育の理論に基づいた外国語教育をさらに進め
るには 1 年次から 4 年次までの学年、目的別カリキュラムの構成、また授業を行う教員の増加、
質の向上、外国語教育と専門科目との連携の必要性が問われてくるであろう。

Ⅳ．お わ り に

本論文では、目的別外国語教育の一考察をテーマに特に ESP の英語の事例を中心に論じてき
たが、「コミュニケーションに使える英語」という社会的要請に基づいた大学での英語教育を進
めるにあたって、ESP であれ、EGP であれ教授法を優先するだけでなく、「カリキュラム改革」
にあたっては学生のニーズを分析し、英語を学ぶ動機づけを高め、英語学習への意欲を育て将来
へ繋げる教育という見地から適切なカリキュラムを提示する義務が専門家としての英語教員に課
せられている。
最近では、中学・高校でもコミュニケーションに使える英語を指導し、ALT が配属されるよ
うになった昨今、Native の教員だけをそろえて「英語教育の改革をした」と言っても、大学での
英語教育の意味はない。
周辺のアジアでの外国語教育は経済的発展の促進のために画期的な教育改革がされている。幼
稚園から日本語、英語教育を進める韓国の外国語教育、また幼稚園から大学までの一貫教育を行
っている中国の私立の学校では外国語の臨界期にあたる 9 歳ごろに希望者には 1 年間アメリカの
華僑が経営している小学校へ留学させたり、中国へ留学する韓国人の学生の間では第 2 外国語に
日本語を選択し、中国語で日本語を学んだり、オーストラリアへ留学する中国人の学生の間では
第 2 外国語に日本語を選択し、英語で日本語を学ぶという外国語習得の仕方が日本の外国語習得
の仕方が異なってきていることも見逃せない。確かにアジアの学生の英語力を比較した場合、日
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本人の大学生は外国語を使って議論したり、交渉したりする能力は非常に低い。島国という地理
的条件も重なり、外国人とコミュニケーションができる機会が非常に少ない環境にある日本人の
大学生が国際的に通じるレベルの英語力を習得することを世界の人々が求めている。そのために
は、国際共通語としての英語の必要性をもっと認識し、学習者自らが異質の文化に飛び込んでい
く積極性を持った自律学習の環境を進めていくことが大切であろう。依存性が強いと指摘されが
ちな日本人であるが、改めて

Do it yourself！！

という気持ちを忘れず、異文化適応能力を十

分に磨き、多文化共生をめざしたコミュニケーション力が構築できるような外国語学習の視野を
しっかりと今後の外国語教育にさらに取り入れることが重要であることを提言したい。

資料
ESP（目的別英語教育）の英語コミュニケーションⅠの英語学習に対する意識調査
看護学科の英語コミュニケーションⅠを受講した学生に英語学習に対する意識調査を行っていま
す。看護学科の英語コミュニケーションⅠの授業では ESP（目的別英語教育）に基づき、看護の
実際場面の英語の内容で授業をすすめました。以下の質問に答えてください。
担当教員 廣内裕子
（1）あなたはいつから英語を習い始めましたか？
a．幼稚園
b．小学校
c．中学校
（2）あなたは中学校、高校の英語の授業で Native の先生の授業がありましたか？
a．あった
b．なかった
（3）英語コミュニケーションⅠの授業において、次の 4 つの中で何が一番大切だと思いますか？
a．speaking
b．listening
c．reading
d．writing
（4）看護の英語を内容にした授業は難しかったですか？
a．難しかった
b．やさしかった
c．どちらとも言えない。
（5）受講した英語コミュニケーションⅠの授業についてあなたの意見を書いてください。
ありがとうございました。

注
１）寺内一（1997）
「ESP 的アプローチによる大学英語教育：法学部英語教育に対する学生・英語教師・
法律教師の意識調査分析結果をもとに」大学英語教育学会第 36 回全国大会
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２）本岡直子、川崎裕美（1999）
「大学英語教育における ESP（English for Specific Purposes）−看護教育課
程における学生の英語学習に対する意識の変化について−」広島県立保健福祉短期大学紀要
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３）読売新聞（2009）9 月 24 日夕刊「大学（下）
−英語力を育てる」
：専門科目も「英語で学ぶ」
．
４）王俊紅（2011）
「中国の大学の日本語学習者の日系企業に対する認識の形成−異文化理解の視点から
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テ形節における統語的考察

吉

永

尚

1．は じ め に

接続機能を持つテ形節については、現在までに多くの研究があり、主に意味用法に基づき多様
な分類法が挙げられている。しかし、統語的側面からテ形節の接続構造を統括的に研究したもの
は、管見の限り殆ど見当たらない。本稿では、接続機能を担うテ形節の意味と統語を明らかに
し、これらを分類整理する事を目的とする。まず、接続機能を持つテ形節について典型的な用法
を抽出し分析を加え、中核的な意味内容によって 2 タイプに収束させる事ができる事について述
べる。次に、これらのテ形節と主節との構造的な関係について考え、意味用法と統語構造との関
係性について明らかにしたい。

2．テ形節の接続機能

（1）太郎はカバンを抱えて走った。（付帯用法）
（2）次郎は書籍部に行って教科書を買った。（継起用法）
（3）花子は体調を崩して仕事を一カ月休んだ。（因果用法）
（4）雅子がピアノを弾いて明子が歌を歌った。（並列用法）
これらのテ形は、様々な意味を持つテ形節の主動詞となるタイプであり、後続の主節とそれぞれ
の意味関係で繋がれている。（1）−（4）はテ形節の用法に関する加藤（1995）、仁田（1995）、Hasegawa（1996）などのテ形接続に関する主要な先行研究を総合した結果、最も普遍的であると思
われる意味用法である注1）。いずれにしても、テ自体の持つ近い過去と接続の意味機能が現れて
いると思われる。以下、それぞれの用法について詳しく考察する。

2. 1

付帯用法

（5）太郎は頬杖をついて本を読んでいた。
先行研究の付帯用法についての意味・用法に関する記述を総合すると、この用法は、テ形節で
表わされている内容が後続節の内容について付帯状況的に修飾し説明する用法であると言う。ま
た、どの研究においても主節との関係が最も従属的であるという点で、ほぼ一致している。
（6）太郎は歩いて学校に行く。
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従属度が高く副詞に近づいていると思われるこれらの用法には、連用形に換えると座りの悪いも
のも多く観察される。
（7）太郎は歩き学校に行く。
上例の様にテ形と比べると不自然である事が明らかである。
また、テ形節動詞の性質や目的語などの述語成分によって、修飾・説明の仕方が異なり、後述
の継起、因果、並列節の意味関係がそれぞれ比較的単純であるのに対し、様々な意味に下位分類
できる事もこの用法の特徴であると思われる。状態的な無アスペクト動詞は選択されず、結果持
続か動作持続のどちらかの持続を表わす動詞が選択され、また、客体変化動詞は選択されにくい
という選択的偏りが見られる注2）。
主節の内容を付帯状況的に修飾・説明するという用法は、前述の様にテの持つ膠着的な性格と
時間的な緊密性によるものと判断され、多くの研究が一致して挙げている事は、前後節の主語や
時間の一致である。この点に関して、付帯状況的に或いは容態副詞的に修飾・説明するために必
要である事は直観的に判断される注3）。テ形節と主節の同存事象性の傾向が最も強く、テが本質
的に持つ特徴のうち膠着的性質がより顕著に表れていると思われる。
また、この用法と他の用法との決定的な相違は、削除可能であるという点である。付帯用法の
テ形節を削除しても、「太郎は座って本を読んだ」「太郎は本を読んだ」に事象レベルの違いはほ
んど無く文全体の本質的な意味はさほど変わらない。他の用法では、テ形節を削除すると、文の
意味に何らかの影響が見られる。この用法と他の用法の境界上にあるものとしては、
（8）子供達は落ち葉を集めて遊んだ。
の様なものが挙げられる。「落ち葉を集めるという行為で遊んだ」という解釈では付帯的であり
「（落ち葉を）集めた後で落ち葉で遊んだ」という解釈では、継起的である。この様に、目的語に
も変化が及ぶ客体変化動詞では、継起に傾きやすくなる。
（9）彼女はうんざりして電話を切った。
の様な心理作用を意味するテ形動詞の場合は、因果を表わすことの方が多くなり、「うんざりし
ながら」の様な同時性を強調する表現との相違がある。いずれにしても、前述の様に、各用法は
連続していく性質のものであり、文脈や読み手の解釈に依存している。

2. 2

継起用法

（10）ジャガイモの皮を剥いて柔らかくなるまで茹でます。
先行研究を総合して、この用法はテ形接続において最も典型的なものであり、テ形節の事態が
生じそれが完了した後に主節事態が生じるという時間的前後関係にある複数の事態をテで繋いだ
ものを指す。連用形接続は一般的に文章に多く用いられ、テ形接続が多く口語で用いられる（三
枝（2006）を参照）という相違も影響していると思われるが、テ形節の連続は、口頭で手順方法
を説明したり、略歴を述べたり、行動を振り返ったりする動作的事態の連続の場合に典型的に見
られる。
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継起のテ形節に現れる動詞の性格は、前述の様に動作的・意志的なものが典型的であり、無意
志動詞は少なく、同一主語による連続動作が最も自然であるので異主語の場合は少ない。しか
し、次の様な事象連続文も存在する。
（11）新幹線が停車して、どこかで見たことのある女性が降りて来た。
無意志的かつ異主体であっても、因果性を差し挟まない時間的先後関係のみによる事態連続の場
合には、やはり継起関係によって解釈が行われる。
また、この用法は、テ形節の事態が生じそれが完了した後に主節事態が生じるという時間的先
後関係に支えられて解釈される性質のものであるので、形容詞などの状態性述語、無アスペクト
動詞とは折り合いが悪い。テ形節、主節事態共に出現する率が非常に低い事は直観的に判断され
る。そして、心理動詞や心理形容詞などの開始・終了がはっきりしない性質を持つ心理表現とも
適合せず、前後節のどちらかに現れた場合には、因果解釈に傾く傾向が強い。
いずれにしても、この用法は因果用法と連続関係にあり両義的な文も多く、前後の文脈などに
よって解釈が揺れる事は確かに多い。テ形節や主節が無意志動詞や心理表現、状態性述語などの
場合には、因果解釈が強くなる。
（12）木の実はだんだん重くなって落ちて来ました。
（13）その俳優は映画の主演が決まって有名になった。
いずれも継起的な前後関係があるが、テ形節や主節が無意志動詞であるため、意志制御できない
事によって、因果解釈されやすくなっていると思われるが、両義的である。また、意志的動作動
詞による事象連続の場合にも、この現象が見られる事がある。
（14）その作家は関西に疎開して芦屋を舞台とした長編小説を書いた。
この様な文は、もともと明確な意味区分の必要はなく受け取り手に解釈が委ねられていると考え
られる。何らかの理由で因果関係としての視点の統一が起きると因果解釈に傾き、そうでない場
合は時間的先後関係が前面に出て継起解釈に傾くと思われる。両義解釈を避けて継起関係を強調
したい際には、「疎開してから」の様な継起的要素を入れて文意を明確にすると思われる。
先行研究によっては、三原（2009, 2011）の様に継起と因果を分けない立場を取るものがある
が、純粋な時間的先後関係の事象連続の存在や、述語の性格的な選択制限によるアスペクチュア
ルな相違という点で、本稿では継起と因果をそれぞれ独立した用法として分類する事とする。

2. 3

因果用法

（15）成績が上がって両親に褒められた。
先行研究を総合して、テ形節事態が原因理由になって主節事態の表わす結果を引き起こしてい
るものを因果用法と呼んでいる。前節で述べた様に、無意志動詞が選択されると継起より因果解
釈が強くなる傾向がある。前節の例を再掲する。
（16）木の実はだんだん重くなって落ちて来ました。
（17）その俳優は映画の主演が決まって有名になった。
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時間的先後関係があっても、無意志的事態の連続の場合は意志制御されないので、事態連続の解
釈は積極動作連続ではなく、「〜の結果、〜になった。」という因果的事態連続のほうが優勢とな
る。また、心理・感覚的な事態も因果解釈に傾きやすい。
（18）子供たちは喜んで、走り回った。
（19）大きな音でドアが閉まって、びっくりした。
（18）の様なテ形節だけでなく、（19）の様に後続節にも同様の現象が見られ、「〜の結果、びっ
くりした」の様に先行するテ形節は因果解釈されやすい傾向がある。吉永（2008）では、前後節
を問わず文中に心理・感覚動詞や心理・感覚形容詞などの心身の状態や変化に関する表現がある
と、因果解釈に傾き易い事を述べ、これは事象の視点が経験者（Experiencer）である話者に固定
される事によって、因果関係との親和性が高くなる事によるとした。日本語記述文法研究会
（2008, pp.128−129）でも、心理的な内容を表現するテ形接続文では、因果関係を示すものが多い
という記述がある。
（20）試合で、田中君が二点入れて鈴木君がもう一点入れた。
（21）試合で、田中君が二点入れて鈴木君はとても嬉しかった。
共に異主語の例であるが、（20）は継起的に解釈され、（21）は因果的に解釈される。（21）で
は、文全体の視点が鈴木君という経験者主語に固定され因果的な解釈に傾くと思われる。文全体
の意味の最終的な決定は、視点がどこに置かれるかに影響される。心理表現があるという事は経
験者の視点が存在するという事であり、経験者は動作主などどの主語よりも視点が置かれやす
い。従って心理表現があると、経験者視点で意味決定されるので、経験者から見てどの様な結果
になったかに焦点が当てられ、因果的な解釈に傾くと思われる。
（22）この部屋は涼しくて気持ちがいい。
（23）この頃忙しくてゆっくり話もできない。（二例ともテ形節の後に読点を入れると並列的
解釈に傾く。）
継起用法には見られない状態性述語が多く出現する事も、この用法の特徴であり、前述の様な
時間的な先後関係の上に成立する因果関係とは異なり論理的な因果関係によって解釈される。ま
た、これらの形容詞の因果文では、テ形節では落ち着きが良く、連用形節ではやや落ち着きが悪
いという違いが見られる。
（22）′ ？この部屋は涼しく気持ちがいい。
（23）′ ？この頃忙しくゆっくり話もできない注4）。いずれにしても、この用法では、テ形節
が時間的または論理的な因果関係の原因理由を表現する事が条件となっているため、述語の種類
を問わず、付帯・継起と同様に主節との前後入れ替えは成立しない。次節で述べる並列用法では
前後節を入れ替えても文の意味に影響が無いが、因果用法では許容されない点で異なっている。
従属節や主節の表わしている事象のタイプと意味解釈は相互に関係しており、意志的動作だけ
から構成される時間的連続事態の多くは継起関係に解釈され、時間的に連続していてもテ形節か
主節のどちらかに無意志的・状態的・心理的事象がある場合には因果解釈に傾くという事が結論
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付けられる。形容詞など状態性述語が選択された場合は、時間関係ではなく因果的論理関係で繋
がっていると言えるであろう。また、時間的先後関係や論理関係の意味が弱い場合には、これら
は並列関係に連続していくと判断される。（20）の文を、「試合展開」という状況設定を抜いて書
き換えると、節が無関係になり、並列的な文になる。
（24）田中君が二点入れて鈴木君が一点入れた。
日本語教育において、特に中国語圏日本語学習者ではテ形接続を他の接続文より過剰使用する
傾向があり、形態の簡便さと意味用法の豊富さによるものと思われる。確かに因果用法では、主
語の一致や、述語の選択制限も無い様に見え、主従節の組み合わせも自由である様な印象がある
が、実際には、それぞれの用法を正しく表わし分ける事は比較的困難であり、過剰使用と共に誤
用も多く見られる。
（25）？有名な選手が参加して試合は面白い。
（26）？今晩友達が来て飲み物を買います。
これらの誤用の原因を観察すると、テ形接続の因果用法の性質が確認される。
（25）の様に「選手が参加する」という意志的動作事態と「試合は面白い」という主観的で無意
志的な状態性事態をそのままテで繋ぐ事は出来ない。また、（26）の様に、動作事態で前後節の
時間的関係が逆転しているものもそのままテで繋ぐ事は出来ない。テは、「カラ」「ノデ」の様な
強い接続機能は無く、前後節の時間的先後関係や事象内容の論理性や統一性に支えられて意味解
釈が与えられる。従って、これらの条件が満たされない場合には正しく解釈されないのである。

2. 4

並列用法

（27）遠足で三年生は奈良に行って、五年生は京都に行った。
先行研究を総合すると、この用法は、複数の事態を、生じた時間に関係なく列挙したものであ
る。テ形節事態と主節事態の関係は、節内容がそれぞれ独立して並立している。先行研究を総じ
てテ形節の従属性が最も低いとみなされ、また、この用法だけが、前後節を入れ替えても文の意
味に変化が生じない。（27）を前後節入れ替えた文に書き換えて観察すると、
（28）遠足で五年生は京都に行って、三年生は奈良に行った。
では、文意に影響は見られない。一般的に関係性の希薄なものを並べた時、並列的に解釈する場
合が最も自然であるので、他の用法でも時間関係や論理関係を弱くすると並列的に解釈される。
前節の因果用法で挙げた例から「リレーでの試合展開」という状況設定を抜いて書き換えたもの
を再掲する。
（29）田中君が二人抜いて鈴木君が一人抜いた。
この文だけでは、時間関係や論理関係の手がかりが無く関係が希薄で、並列解釈するのが自然に
なる。関係性が希薄であるという事は、言い換えると、因果用法で述べた様に、主語の一致や、
述語の選択制限から解放され、主従節の組み合わせが自由であるという事で、状態性述語や異主
語の文も多く見られる。
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（30）新しく出来た商業施設の品物は目新しいものが多くて、値段が安い。
（31）雅子はバッグを買って、明子は靴を買った。
また、時間的な先後関係から逸脱したものも見られる。
（32）田中君は来年ヨーロッパから帰って来て、鈴木君は今秋アメリカに行く。
この場合、話者の認識の中で二つの事象は並存し、関係は希薄であっても、全く無関係ではな
い。（32）では、二人の今後の予定という統一テーマによって、テで繋がれていると思われる。
（34）こっちは広くてあっちは狭い。
並列用法には、この様な対比的なものも含め前後節でひとまとまりになっている場合が多い。こ
れらについては、後述の統語的考察で再度述べたいと思う。

3．「並立」タイプと「先後」タイプへの収束

本稿では、上述の四用法がその中核的な意味内容によって、「並立」と「先後」という二つの
タイプのうちのどちらかに整理できると考えている。「付帯」「並列」「継起」「因果」のうち、前
の二つを「並立」タイプ、後ろの二つを「先後」タイプとして括ることとしたい。ただし、中核
的な意味を基準にして括ることは可能であるが、前後節の入れ替えなど、統語的な観点では全同
ではないことを強調しておきたいと思う。二つのタイプの中核的な概念を述べる事としたい。

3. 1 「並立」タイプ
テ形接続の用法に関する論考では、従属度などの観点から付帯と並列を両極に位置付けるもの
も多い。しかし、複数事態の時間的・論理的な関係性を中心に考えると、二つの用法は「並立」
タイプで括る事ができる。付帯はテ形節事態が起こってほぼ同時（「座って」や「抱えて」では
短い動作時間の先行があるが「笑って」などは同時）に主節事態が起こり、主節事態が続く間、
テ形節事態と主節事態は並立する。主節事態が主要な意味内容を持ちテ形節事態はその様態を説
明するという主従関係は存在するが並立という観点では時間的・論理的に成立する。並列では、
テ形節事態と主節事態はそれぞれ独立し、主従関係はなく、また時間的先後関係も必要ないので
前後節の入れ替えが出来る。論理的に、ある統一テーマの範囲内にあれば、事態の内容は自由で
あり、相互に独立して並立していると言える。付帯が時間的な同存性を強く持つのに対し、並列
はアスペクトの無いものも選択され時間的同時性は必ずしも必要ではなく、各事態の時間が逆転
し間隔が離れていても許容されるが、論理的に、あるテーマの中で並立している事は必要であ
る。要約すれば、付帯は時間的並立、並列は論理的並立を中核的意味としていると言えるだろ
う。

3. 2 「先後」タイプ
先行研究では継起と因果を一類に括る立場もあり、本来共通点は多い。いずれも時間的先後関
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係が必要であり、その関係だけで解釈されるのが、継起であり、それに因果関係が加わり解釈さ
れるのが因果である。従って、これらは連続し「先後」タイプとして括ることができると思われ
る。因果の意味が強くなる要素、例えば述語の性格や文脈などの存在によって、因果解釈に傾
き、無い場合は継起解釈される。しかし、「先後」タイプとして時間の前後関係はどちらも必須
であるが、アスペクト的な相違は見られる。継起は、普通テ形節事態が完了してから主節事態が
起こる事を表わし、両事態の重なりは意味しない。また、意志的な動作事態の連続が最も一般的
であり、状態的なものはテ形節事態完了と主節事態開始という先後と折り合いが悪いので、選択
されにくい。それに対して、因果は、時間的先後関係に加え論理的な因果関係に支えられ、原因
理由が先行し結果が後から現れるという論理関係の範囲内であれば、テ形節事態完了と主節事態
開始の時間関係は継起ほど明確である必要はない。
（35）一昨日の雨で靴がぐっしょり濡れて、つま先のところがまだ濡れている。
テ形節事態は先行して原因となっているが、主節事態と重なっている。因果では、論理的にテ形
節事態の開始が先行しているならば、テ形節事態が完了していなくても主節事態が後続する。ま
た、「涼しくて気持ちがいい」「静かで落ち着く」など状態性述語の場合にはテ形節事態と主節事
態が重なっている事も多い。しかし、やはり論理的な先後関係は必要であり、前後節を入れ替え
る事はできない。因果の場合にはテ形節事態が時間的・論理的に先行している事が条件となる。
また、因果用法には時間関係が逆行するものも見られる。
（36）会議が十時からあって朝早く家を出た。
時間の前後関係は逆になっているが、同様にテ形節事態が論理的に原因として先行し、因果の条
件を満たしている。この様な場合でも前後節は入れ替えできない。要約すれば、継起は時間的先
後、因果は論理的先後を中核的意味としていると言えるだろう。事態間の関係において、先後と
並立のどちらがより強いかによって二つのタイプに分ける事ができると思われる。言い換える
と、認知した順に上下に並立して繋がっているのが並立タイプ、時間的論理的な順に線上に繋が
っているのが先後タイプという事ができるであろう。二つのタイプをそれぞれ図 1、図 2 で表わ
す。

図 1 「並立」タイプ

図 2 「先後」タイプ
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4．テ形節の統語構造について

接続用法のテ形節は、いずれもル形やタ形を許容せず独立して使う事もできないので、定形時
制を持たない不定形節であると判断する。Rizzi（1997）の地図製作計画による句構造に準拠し
て考えれば、FinP（Finite（定形時制）を持つ句）の下位の TP（Tense（不定形時制）を持つ句）
以下という事になる。しかし、どの用法にも否定形「ナイデ、ナクテ」があり、否定句を取り込
む事ができるので、VP（動詞句）の上の NegP（否定句）より上に配置されると考えられ、TP
（Tense（不定形時制）を持つ句）であると考えられる。付帯以外は異主語も許容され、TP 指定
部位置に主語を持つと思われるが、一般的に付帯の場合、同一主語は PRO 主語として音形を伴
わずに存在すると考えられる。また、VP ならば許容されない文副詞も許容される。（テ形節を
［

］で示す。）
（37）あのおもちゃは［きっと電池を使って］動かしているのよ。（付帯）
（38）肉は［恐らくタレに漬け込んで］こんがり焼いたのだろう。（継起）
（39）花子は［きっと体調を崩して］休職したのだ。（因果）
（40）この十年で［都会に出て行った友人達は恐らくすっかり変わって］、
故郷で昔のままの生活をしているのは私だけだ。（並列）

総合すると、テ形節は用法の違いを問わず次の様な構造を持つと考えられる。
〈テ形節構造〉 ［TP NP（PRO）
［T’
［VP・
・
・V］
［T＝テ］
］
］
Tense 要素である T をテと見なす事についての検証は今後の課題であるが、前節までの文法観
察を総合して、並立・先後タイプ共にテによって時間的論理的な意味解釈を得ているので、便宜
的に T 位置に配置する事とする。また、本稿ではテの接続性は認めるが接続詞（補文標識）と
は考えていない。次に、各用法のテ形節の統語位置について観察したい。最初に結論を述べる
と、VP 付加、CP 付加、TP（CP）等位のいずれかに配置され、構造の相違は節の時間的論理的
関係によるものと思われる。前掲の例文によって、まず、等位構造か付加構造かを観察する。本
稿では、テ形節の様な副詞節の場合、接続詞に導かれる補文節 CP の様な埋め込み構造を取ら
ず、付加構造もしくは等位構造を取ると考えている。等位構造の場合、テをはさんで意味の変化
無しに前後入れ替えが許容される。
（41）＊太郎は走ってカバンを抱えた。（付帯）
（42）＊次郎は教科書を買って書籍部に行った。（継起）
（43）＊花子は仕事を一カ月休んで体調を崩した。（因果、元の因果関係は保持されない）
（44）明子が歌を歌って雅子がピアノを弾いた。（並列）
並列だけ前後入れ替えが許容される。また、等位構造制約によれば、節が疑似分裂文の焦点とな
れる場合は、等位構造ではない事を意味している。（テ形節を［
（45）太郎が学校に通っていたのは、［自転車に乗って］だ。
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］で示す。）

（46）アキラがその小説を買ったのは、［紀伊国屋に行って］だ。
（47）花子が仕事を一カ月休んだのは、［体調を崩して］だ。
（48）＊明子が歌を歌ったのは、［雅子がピアノを弾いて］だ。
並列以外は等位構造ではないという可能性が高い。
また、等位節において、一方の動詞のみを尊敬化する事はできない。（テ形節を［

］で示す。）

（49）先生が［書類を持って］お帰りになった。
（50）先生が［書籍部に行って］教科書をご注文になった。
（51）先生が［かぜをこじらせて］一カ月お休みになった。
（52）＊先生が［内容を説明して］、要点を黒板にお書きになった。
並列だけが等位構造であり、他の用法は付加構造を取ると考えられる。次に、各用法が VP、
TP、CP 位置のいずれに配置されるかについて観察したい。付帯、継起、因果は付加構造、並列
は等位構造を取ると思われるが、VP 位置より上か下かは文末の否定作用域にテ形節が収まるか
どうかによって測定される。否定辞ナイは VP の上の NegP の主要部とされるので、否定作用域
がテ形節まで及ぶという事は NegP の下位、即ち VP 位置に付加され、作用域が及ばない場合
は、NegP の上位である TP または更に上の CP 位置に付加されていると考えられる。（否定作用
域を［

］で示す。）

（53）［学校の廊下を走って通ら］ない。（付帯）
付帯の場合は、ほぼ全て否定作用域に入り、VP 位置に付加されていると判断される。
継起と因果では、節関係によって付加位置が異なるものがあると思われる。まず、否定作用域
に入り VP 付加と思われるものを挙げる。
（54）犯人は［ガラスを割って侵入し］なかった。（継起）
（55）遠足では［列からはぐれて迷子になら］ないように。（因果）
（54）は「犯人は（せっかく）ガラスを割ったのに、［侵入し］なかった。」の様に二つの事態に
も解釈できるが、テ形節では解釈が多義になるものがあり、文脈や受け取り手の判断によって決
定される。次に、否定作用域に入らず TP または CP 付加と思われるものを挙げる。
（56）その歌手は、2 番まで歌って［3 番を歌わ］なかった。（継起）
（57）大事な試験があって［休日もゆっくりでき］ない。（因果）
これらは節関係の相違が構造位置に反映していると思われる。単純な時間・論理関係のものは低
い位置に付加され、時間・論理関係が複雑なものは高い位置に付加されると思われる。次に、並
列について見る。
（58）雅子は大阪に行って、［明子は東京に行か］なかった。（並列）
（59）木を見て、［森を見］ない。（並列）
並列は等位構造を取るが、同様に否定作用域に入らないので TP 以上に位置し、TP または CP
等位構造を取ると思われる。
VP 付加以外のものの TP・CP 位置の特定については、より談話的要素が関与するものが多く見
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られるため、CP 付加構造を取ると判断したい。これらには次のような例が挙げられる。（疑問
の作用域を［

］で示す。）

（60）先生の研究室の前まで行って、［あれから結局ドアをノックできなかったの］？（継起）
（61）一度くらい失敗して、［努力を全部水の泡にしてしまうの］？（因果）
また、並列については、反語的・対比的な対句構造を取るものは TP 等位、節関係がより希薄な
ものは CP 等位と考えられる。
以上の考察から、これらの四用法の構造位置を二つのタイプと考え合わせる事とする。
〈並立タイプ〉・・・付帯は VP 付加、並列は TP・CP 等位
〈先後タイプ〉・・・継起・因果共に VP 付加または CP 付加注5）
両タイプ共に構造位置の高低が観察される。各構造をラベル付き括弧表示で表わす事とする。
（テ形節は「〜テ」で表わし定形時制句（FinP）以上は CP として省略、等位構造は接続要素 and
を便宜的に入れる事とし小動詞は省略する）
〈VP 付加構造〉［CP［TP［NegP［VP〜テ［VP・・・V］］Neg］T］Fin］
〈CP 付加構造〉
［CP〜テ
［CP
［TP
［NegP
［VP・
・
・V］
Neg］
T］
Fin］
］
〈TP 等位構造〉［CP［TP〜テ
〈CP 等位構造〉
［CP〜テ

and［TP
［NegP
［VP・
・
・V］
Neg］
T］
］
Fin］

and［CP
［TP
［NegP
［VP・
・
・V］
Neg］
T］
Fin］
］

5．お わ り に

付帯は主節事態と重なる副詞的並立であり、並列は統括命題内で等位的に並ぶ論理的並立であ
る。継起と因果はそれぞれの時間や論理関係によって線状に繋がる先後であり、関係性の単純さ
は構造的な単純さ、即ち句構造位置の低さに反映される。テの持つ時間性と接続性の両機能、即
ち近い過去としてのテンスマーカーと接続助詞的な膠着性の両面が、テ形接続の各用法に現れて
おり、それぞれの中核的な意味において二つのタイプに整理できる事を提唱したい。
注
注 1）加藤 （ 1995 ） を 中 心 に 、 仁 田 （ 1995 ）（ 2010 ）、 三 原 （ 2009 ）（ 2011 ）、 南 （ 1993 ）、 Hasegawa
（1996）
、内丸（2006）
、Nakatani（2004）らの論考を特に参考にした。
注 2）吉永（2008）第 2 章では付帯用法をテ 1 とテ 2 に分け、更に意味内容によって 5 つに分類しそれぞ
れの動詞の意味分類について継続性、限界性、意志性の有無などを中心に考察した。
注 3）三原（2009）
（2011）では、付帯用法の場合、多くのテ形節主語は PRO 主語が設定され主節と一致
する場合は多いが、テ形節に非対格動詞を用いた場合などでは、音形を取る別主語が可能であるとし
ている。
注 4）形容詞テ形節接続の用法分布については、動詞のそれとはかなり異なっている。付帯では、
「静かに
ドアを閉めた、優しく尋ねた」の様に連用形で現れ、テ形「＊静かでドアを閉めた、＊優しくて尋ね
た」では現れない。
注 5）吉永（2008）では、付帯、継起を VP 付加、因果を IP 付加、並列を IP 等位としたが、研究を進め
た結果、構造をより精密化する事とした。
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心身の状態表現に関する日本語教育の諸問題
──医療従事者のグローバル化に向けて──

吉永

尚・宮田

久枝・鈴木

庸子

1．は じ め に

現在、新興国における著しい経済発展に伴い、生活水準は向上し、医療レベルにおいても先進
国に急速に近付きつつあると言う。医療と経済は相互に関連し、先進国全般で深刻化する少子高
齢化と相まって、質の高い医療従事者人材の確保は国際的な競争の時代に入ったと言われてい
る。2008 年、EPA に基づきインドネシアから看護師候補者・介護福祉士候補者を受け入れ日本
語教育を施すと共に、看護・介護関連の教育を行い国家試験に備えるという国家プロジェクトが
開始されているが、合格者は僅少（254 人中 3 人）であり日本語、特に漢字が問題とされてい
る。国家試験に出題される医療用語には平易ではない漢字表記が多く、母語が漢字圏であるかど
うかという事と大きく関わっているとされる。最近の人材グローバル化に伴い、医療関係の国家
試験合格者では中国出身者が倍増していると言われており、漢字圏出身である事は一つのメリッ
トであると考えられる。しかし、医療従事者として実際に働くためには、医療関係の専門知識や
円滑なコミュニケーション能力の養成が、医療本来の目的である人々の健康を追求する事におい
て最優先されるべき問題であり、充分な教育研究がなされるべきであろう。
本稿は、以上の状況を踏まえ、医療従事者として最重要と思われる心身の状態表現に関するコ
ミュニケーション能力の養成を目指し、特に今後従事者が増加すると見られる中国語母語話者を
中心とする学習者に対して、日本語表現上の誤用分析調査を行い日本語教育上の諸問題について
考察する事を目的としている。日本の大学別科・大学学部で学んでいる日本語学習者の作文を資
料として、どのような心身の状態表現を使用しているかを調査し心身の状態表現の理解度を測る
調査を行った。調査結果を分析し、どのような心身の状態表現が理解できているか、またできて
いないかを観察し、今後、医療分野を目指す学習者への日本語教育の諸問題について考えたい。

2．心身の状態表現についての理解度を測るアンケート調査

本研究では、複数の学校で日本語学習者の心身の状態表現についての理解度を測るアンケート
調査を行った。アンケート項目はいずれも、作文や会話で理解度が低く、誤用や非用が多いもの
を抽出した。実施アンケートについては、以下に示すこととする。
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実施アンケート
日本語の心身状態表現についてのアンケート
あなたの国籍（

）

あなたの日本語学習歴（

）

次の文の｛a／b／c｝について、正しいものには○を、正しくないものには×、どちらともいえ
ないものには△を、それぞれの後の（ ）の中に書いてください。
1 ）今日は暑くてたくさん汗をかいたから、おふろに入らないと｛a（ ）気分が悪い／b（ ）気持
ちがわるい／c（ ）気分がいい｝
2 ）かぜをひいて体がとても｛a（ ）うっとうしい／b（ ）くるしい／c（ ）だるい｝
。
3 ）昨日から歯茎が腫れて｛a（ ）ちくちくする／b（ ）ずきずきする／c（ ）むかむかする｝
。
4 ）私はバスが苦手で長時間乗ると、胃が｛a（ ）じんじんする／b（ ）ずきずきする／c（ ）
むかむかする｝
。
5 ）最近はストレスで胃が｛a（ ）きりきりする／b（ ）ずきずきする／c（ ）どきどきする｝
。
6 ）病気で長い間寝ていたので、久しぶりに歩くと｛a（ ）むかむかする／b（ ）ふらふらする／
c（ ）ぞくぞくする｝
。
7 ）昨日から咳をすると胸が｛a（ ）しびれます／b（ ）いたみます／c（ ）うずきます｝
。
8 ）今日は長い間立っていて、すっかり足が｛a（ ）ふくれて／b（ ）はって／c（ ）むくんで｝
しまった。
9 ）故郷の料理を食べると、いつも家族の事を｛a（ ）たのしく／b（ ）なつかしく／c（ ）お
かしく｝思い出します。
10）彼は恋人にふられて｛a（ ）さびしそうです／b（ ）くるしそうです／c（ ）だるそうす｝
。
以上でアンケートは終わりです。ありがとうございました。

アンケート調査の被験者は、KI 大学別科生（大学進学のための予備教育）20 名（中国）学習
レベル中級前半、KK 大学 1 年生 25 名（中国 24 名、台湾 1 名）学習レベル中級後半、H 大学 1
年生 16 名（中国 12 名、韓国 2 名、ベトナム 1 名、マレーシア 1 名）学習レベル中級後半、N
大学大学院生（日本言語文化専攻）11 名（中国 5 名、台湾 5 名、ロシア 1 名）学習レベル上級、
S 大学 2 年 4 名（中国）学習レベル上級、H 大学 2 年 6 名（中国）学習レベル上級、の計 82 名
である。数値が示す様に、被験者の 95％ は中国語母語話者である。以下、アンケートの調査結
果を学習者のレベル別に 4 つのグループに分け、表に示す事とする。表 1 は中級前半、表 2 は中
級後半、表 3 は上級 A、表 4 は上級 B の調査結果を示す。上級を AB に二分した理由は、A は
日本語を専門的に学んでいるグループであるのに対し、B は上級レベルであっても日本語を専門
的に学んでいないグループであり、両者で語彙の理解・使用に相違が見られたからである。
表 1：中級前半
正答

学習者 20 名（中国）についてのアンケート調査結果
（ ）内数字は人数、下線は正答、正答以外の×は省略
正答以外のバリエーション

1）b○（1） a○b○（8） a△b○（3） a△b△c○（1） a○b△（2） a○b×c△（1） a○b×
（3）
a△b×c○（1）
2）c○（4） ab△c○（3） a△c○（3） a△b○c○（2） a○c○（1） b○c○（1） abc○（1）
a○b○c△（1） b○c△（1） a○c×
（1） b○c×
（2）
3）b○（0） a○b○（7） a△b○c△（1） a○b×c○（1） a○b△（4） abc△（3） a○b×
（4）
4）c○（3） a△c○（5） ab△c○（1） a○b△c○（1） ac○（2） bc○（3） a○c△（1） c△（1）
abc△（1） a○c×
（1） a○b○c×
（1）
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5）a○（4） a○bc△（1） ab○（3） a○b△（3） a△b○c○（1） a△b○c△（1） a×bc○（2）
a×b○（3） a×b○c△（1） a×b△（1）
6）b○（6） a△b○（1） a○b○（2） b○c△（3） b○c○（2） a○b△c○（1） a○b×c○（1）
a○b×
（1） abc×
（1） b×c○（1） b△c○（1）
7）b○（1） a○b○（2） a△b○（1） b○c○（2） b○c△（2） a○bc△（2） a○b×
（3）
a○b×c○（2） a△b×c○（1） abc△（1） abc×
（1） b×c○（1）
8）c○（4） a△c○（1） ac○（3） ab△c○（2） abc○（1） b△c○（1） a○c×
（4） a○c△（2）
abc△（1） a○c？
（1）
9）b○（7） ab○（5） a△b○（3） b○c○（1） a○b○c△（1） abc○（1）
a○b△（2）
10）a○（1） a○b△（4） a○bc○（3） a○b○（5） a○c△（2） ab△（1） a×b○c△（1） ab×c○（1）
a×b○（1） abc×
（1）
1）
〜10）の正答率
1）

2）

3）

4）

5）

6）

7）

8）

9）

正答

5％

20％

0％

15％

20％

30％

5％

20％

35％

10）
5％

正答を含む回答

55％

55％

40％

60％

35％

40％

35％

40％

55％

70％

合計

60％

75％

40％

75％

55％

70％

40％

60％

90％

75％

表 2：中級後半 41 名（中国 36 名、台湾 1 名、ベトナム 1 名、マレーシア 1 名、韓国 2 名）につい
てのアンケート調査結果
（ ）内数字は人数、下線は正答、正答以外への×は省略）
正答

正答以外のバリエーション

1）b○（10） a○b○（5） a△b○（7） ab○c○（1） a△b○c△（1） a○b△（5） a○b×
（9） a○c△（1）
a○b×c○（1） b×c○（1）
2）c○（15） a△b○c○（2） ab△c○（1） a△c○（1） ac○（3） a○b△c○（1） abc○（1） b△c○（5）
abc△（2） b○c△（3） a△b○c△（2） a○c△（1） ab○c△（1） a△b○c×
（1）
b○c×
（1） a△bc？
（1）
3）b○（1） a△b○c△（2） a△b○（2） b○c△（1） a○b△（1） abc△（16） ab△c○（1） bc△（1）
b△c○（2） a○b×
（8） a○b×c△（2） b×c○（3） a△bc？
（1）
4）c○（4） a△c○（2） ab△c○（1） abc○（1） ac○（1） bc○（1） a○c△（2） a○bc△（4） abc△（11）
a△b○c△（2） b○c△（1） bc△（2） b○c×
（4） a○c×
（2） ab○c×
（1） ab△c×
（1）
a△bc？
（1）
5）a○（3） a○b△（7） a○bc△（1） a△b○c△（2） abc△（8） ab△（3） a△b○（2） a×bc△（2）
a×b○（5） a×c○（3） a×b○c△（1） a×b△c○（1） abc×
（1） a△bc？
（1）
a△b×
（1）
6）b○（11） a△b○（1） a△b○c△（1） b○c△（2） a○b○c△（2） a○b△（1） a○bc△（1） abc△（9）
b△c○（1） a○b×c△（1） a△b×c○（1） a△b×c△（3） a○b×
（2） b×c○（4）
a△bc？
（1）
7）b○（7） a△b○c△（6） a△bc○（1） a△b○c○（1） a△b○（1） a○b△（1） a○bc△（2）
abc△（6） bc△（1） b×c△（2） a○b×
（5） a△b×c○（2） a○b×c○（1） b×c○（5）
8）c○（7） a△c○（1） a○b△c○（1） b△c○（1） abc○ （1）
a○bc△（3） a○c△（1） abc△（8）
a△b○c△（2） ac△（2） bc△（1） a○c×
（8） a△b○c×
（2） a△b×c○（1）
abc×
（1） a△bc？
（1）
9）b○（27） ab○（2） a△b○（2） ab○c×
（1） a△b○（1） b○c△（3） ab○c○（1） a○b△（2）
b△（1） ab△（1）
10）a○（6） a○b△（1） a○bc△（3） a○c△（5） a○b○c△（1） a○b○（6） a○c b○（1）
a△（1） ab△（1） a△b○（2） a△b○c△（6） a×b○（6） a×c○（1） abc×
（1）
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1）
〜10）の正答率
1）

2）

3）

4）

5）

6）

7）

8）

9）

10）

正答

24％

37％

1％

10％

7％

27％

17％

17％

66％

15％

正答を含む回答

34％

34％

12％

15％

20％

15％

22％

22％

24％

41％

合計

58％

71％

14％

25％

27％

42％

39％

39％

90％

56％

表 3：上級

A 15 名（中国 9 名、台湾 5 名、ロシア 1 名）についてのアンケート調査結果
（ ）内数字は人数、下線は正答、正答以外の×は省略）

正答

正答以外のバリエーション

1）b○（4） a○b○（1） a△b○（5） a○b△（1） a○b×
（4）
2）c○（5） a△c○（1） b△c○（4） b○c○（3） b○c△（1） b○c×
（1）
3）b○（5） a○b○（2） b○c○（1） b△c○（1） a○b△c○（1） a○bc△（1） a○b×
（1）
b×c○（2） a○b×c△（1）
4）c○（3） a△bc○（1） ab△c○（1） a○b×c○（1） b△c○（1） b○c△（1） a○b×c△（1）
a○c×
（3） a○b○c×
（1） a△b○c×
（1） a○bc？
（1）
5）a○（3） a○b○（4） a○b△（3） a×b○（5）
6）b○（9） a△b○（2） b○c△（1） b○c○（1） b△c○（1） b×c○（1）
7）b○（7） a△b○（1） b○c△（5） b△c○（1） a○b×c○（1）
8）c○（3） a△c○（2） b△c○（1） bc○（1） a○c△（2） a○b△c×
（1） a○bc×
（2） a○c×
（3）
9）b○（9） a△b○（5） a○b○c△（1）
10）a○（4） a○b△（1） a○b○（5） a○bc○（1） a△b○（2） a×b○（2）
1）
〜10）の正答率
1）

2）

3）

4）

5）

6）

7）

8）

9）

10）

正答

27％

33％

33％

20％

20％

60％

47％

20％

60％

27％

正答を含む回答

40％

53％

20％

27％

47％

27％

47％

27％

40％

47％

合計

67％

86％

53％

47％

67％

87％

94％

47％

100％

74％

表 4：上級

B 6 名（中国）についてのアンケート調査結果
（ ）内数字は人数、下線は正答、正答以外の×は省略）

正答

正答以外のバリエーション

1）b○（3） a△b○（1） a○b×
（2）
2）c○（1） a△c○（2） b△c○（2） ab○c○（1）
3）b○（0） a△b○c△（1） abc△（2） a○bc△（1） a○b×c△（1） ab×c○（1）
4）c○（0） b△c○（2） a○bc△（1） b○c△（1） a○c×
（1） abc△（1）
5）a○（2） a○b△（1） a△b○（1） ab△（2）
6）b○（2） a△b○（1） a△b○c△（1） abc△

a○b×c△（1）

7）b○（0） a△b○（1） b○c△（1） a△b×c○（1） a△b×c△（1） a○bc×
（1） a○b？
（1）
8）c○（0） a△c○（1） a○c×
（1） a△b○c×
（1） b○c×
（2） b○c？
（1）
9）b○（3） a△b○（3）
10）a○（1） a○b△（1） a△b○（1） a△b○c△（1） a×b○（2）
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1）
〜10）の正答率
1）

2）

3）

4）

5）

6）

7）

8）

9）

10）

正答

50％

17％

0％

0％

33％

33％

0％

0％

50％

17％

正答を含む回答

17％

83％

17％

33％

17％

33％

33％

17％

50％

17％

合計

67％

100％

17％

33％

50％

66％

33％

17％

100％

34％

3．調査結果の分析−日本語学習者の心身の状態表現に対する理解度−

全体の傾向を考えると、学習レベルが中級前半、中級後半、上級と上がるにしたがって正答率
は上がっている。しかし語彙によりかなりのばらつきが見られる。特に日本語を専攻していない
上級 B の学習者では 10 問中正答がないものが 4 問もあり、全員日本語能力試験 1 級取得者では
あるが、日本語の授業は週に 1 コマしか受けておらず、日本語を意識的に学ぶ機会が少ないこと
が一因ではないかと思われる。
次に語彙と学習レベルの関係について見ると 1）｛a 気分が悪い

ⓑ気持ちが悪い｝の正答率

は中級前半 5％、中級後半 24％、上級 A 27％、上級 B 50％ となっている。ところが、正答を含
むものを合わせると中級前半 60％、中級後半 58％、上級 A、B ともに 67％ とほとんど変わら
ない。しかし中級前半では、「気持ちが悪い」を正答とした 11 名中「気分が悪い」も正答だとし
た学習者が 8 名もおり、「気分が悪い」を正答とした合計 17 名（85％）は、「気持ちが悪い」を
正答とした 12 名（60％）を上回る。このことから中級前半では「気分が悪い」と「気持ちが悪
い」の違いを理解できていない上に「気分が悪い」を正答と考えている人が多いということが分
かる。中級後半でも「気分が悪い」を正答とした学習者が 22 名（54％）おり、「気持ちが悪い」
を正答とした 24 名（58％）とほとんど変わらず、このレベルでも混同が見られる。上級 A では
「気持ちが悪い」を正答とした学習者が 6 名（40％）、上級 B では 2 名（33％）おり、上級にな
っても混同している学習者が少なからずいることが分かる。更に「気持ちが悪い」を誤答（×）
とした学習者は、中級前半 25％、中級後半 27％、上級 A 27％、上級 B 33％ と正答率とは逆の
結果になっている。これは学習レベルが上がるにつれ、区別が付かない状態から誤答であれ、2
つの言葉を何らかの形で区別しているからだと考えられる。また、他のグループに比べ上級 B
の正答率が 50％ と高くなっているが、多くが 4 年近く日本にいる中で、1）の語彙は日常的に使
う機会が多い言葉であり、生活の中で理解が深まった語彙である可能性がある。
3）｛a ちくちくする b ずきずきする c むかむかする｝では、中級前半 0％、中級後半）1％、
上級 A 33％、上級 B 0％ と上級 A を除いてかなり正答率が低い。中級前半では「ちくちくす
る」を正答とした学習者が 16 名（80％）に上り、「どちらともいえない」4 名（20％）を合わせ
ると 100％ となる。これは、「ちくちくする」と「ずきずきする」という 2 つの語彙を全く知ら
ないか、あるいは理解していないのではないかと思われる。中級後半でも「ちくちくする」を正
答とした学習者は 11 名（27％）、「どちらともいえない」は 21 名（51％）で合わせると 77％ で
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ある。上級 A では「ちくちくする」を正答とした学習者が 4 名（27％）で、「どちらともいえな
い」とした学習者はいなかった。上級 B では「ちくちくする」を正答とした学習者が 2 名（33
％）、「どちらともいえない」が 3 名（50％）で合わせると 88％ である。中級後半、上級 B 共に
「ちくちくする」と「ずきずきする」という語彙を理解できていない可能性が高い。上級 A に関
してはどちらも 1 級レベルの語彙であることから、ある程度理解して選んだと考えられる。た
だ、3）に関しては、「歯茎が腫れる」という前文が原因となっている可能性も考えられる。以
上、調査結果を分析し日本語学習者の心身の状態表現に対する理解度について述べた。

4．考察と今後の課題

前節での調査結果により、習得レベルが高い学習者の正答率が全般的に高くなっている事が結
論付けられた。この事実は、効率的恒常的に学習を持続すれば、必ず一定の進歩が期待できると
いう事を示している。
今回の調査被験者では 95％ が中国語母語話者であるが、特に、レベルによって「気分が悪い」
「気持ちが悪い」の正答率に差異が見られた。中国語ではこれらの表現は両方とも「感覚得不好」
と区別しない傾向があり母語干渉も考えられるが、いずれにしても、日本語特有の心身表現の細
かさにより理解習得に時間がかかっていると考えられる。
また、「ちくちくする」「ずきずきする」など心身の状態を表わす擬態語も、学習者にとって同
様に習得が困難であると思われるが、医療の現場では使用頻度が高く、基本的なものは習得が必
要であろう。吉永（2011）では、KY コーパスにおいてもこれらの語彙表現の誤用が多いことを
提唱している。
一般的に看護・介護現場で要求されるケア（care）は配慮・気遣いといった広義の意味から、
専門的行為を含む世話という意味を持ち、対象はあくまでも人間である。相手の心理を察した言
葉掛け、情報の提供・交換が必要となり、それを通してのみケアの対象者と提供者に信頼性が生
まれる。あるいは、少なくとも一方が他方の表現意図を理解せねばならない。身振りや表現な
ど、非言語的コミュニケーションも含まれ、ケアにおけるコミュニケーションによる双方の共通
理解のもとに健康問題は適切な医療によって積極的に解決される事ができる。これには、双方の
関係性から得られる情報、医療に必要な的確な情報が必須となる。ケア提供者は自らの向上心の
基にケア対象者に向き合い配慮するべきであり、意志表現と受け取りには細心の努力が払われる
べきである。
医療のグローバル化にあって、異文化を背景とする外国人ならではのケアは存在するであろう
し、特にアジア文化圏での高齢者を大切にする習慣などのプラス面も少なくないと思われるが、
言語面での問題は是非とも解決する事が必要である。外国人医療従事者の言語面での不安につい
て、「風呂の温度の質問に対する答えで年配者がよく用いる「いい按配」という意味が理解でき
ず不安を感じた」という報告があるが、上記の様な「気分が悪い」「気持ちが悪い」の使い分け
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や擬態語表現を踏まえ、どのような心身の状態表現の理解習得が医療従事者にとって必要である
かを考慮した上で、効率的かつ明示的に教えていく方法を考える事が重要であると思われる。
また、コミュニケーションを円滑にし、相手の誤解を防ぐためには、比較的習得が簡単で頻繁
に使う語彙・フレーズを中心に、早期から繰り返し学習する事が望ましいと判断され、指導上の
留意点として次の様な項目が考えられる。

1．医療現場でよく使う心身の状態表現の適切な説明、例文提示と反復練習。
2．ロールプレイなど、場面に応じたコミュニケーション力の養成を目指した言語教育の徹底。
3．日本人特有の婉曲表現や省略表現についての理解習得と、異文化ギャップについての確認。

また、言語習得的な観点から見て、中国語母語話者に見られる心身の状態表現の誤用について
他の言語話者と比較すると、日中両国語とも心理表現が多様である事による「多対多」の対応関
係の複雑さによるマイナスの転移が大きな原因となっていると思われる。また、語彙だけでな
く、人称制限や動詞のアスペクト表現、品詞性の揺れ、格助詞などの文法的な相違も習得を困難
にしていると思われる。これらの効率的な教育方法をさらに詳細に研究する事や、理解定着を促
進するための具体的な方策について考えていく事も、今後の研究課題としたい。
最近の日本語教育の方向性は、従来の文法シラバス中心の「テーラーメイドの日本語教育」か
ら、「生活者・就業者としての日本語教育支援」や「看護・介護の現場における専門的日本語教
育」、即ち「オーダーメイドの日本語教育」に流れが大きくシフトしていると言われているが、
調査に基づいた具体的な研究報告や教材は、まだまだ少ないのが現状である。
布尾（2011）では、候補者の国家試験合格率が低い事の原因として様々な面でのリソースの不
足、即ち日本語教育と医療両分野について知識がある人材の不足、外国人医療従事者に対する日
本語教育ノウハウの不足、総合的教材の不足などを挙げている。
EPA のみならず、医療を学ぶ目的で来日した留学生が中国を中心に増加している中で、文化
の相違や言語習慣の相違が原因となってコミュニケーションを難しいものにしている事は事実で
ある。また、現場のニーズに即応した教材や研究も少ない状況を鑑み、医療従事者育成のための
効率的なコミュニケーションマニュアル作成の必要性も無視できない状況であると判断する。
この分野での問題点は数多いが、長期的な展望に基づいた地道な言語教育が求められている中
で、一つの叩き台として稿を改め、基本的なコミュニケーションマニュアルを最終的な研究成果
として編集作成する予定である。

（本稿は平成 22〜23 年度園田学園女子大学共同研究「心身の状態表現の日中対照と誤用分析」の研究報告
の一環である。
）
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Developing Japanese High School Students’
Consciousness of the Interrelations between
Mathematics and Science
──Through Mathematical Modelling Experiences──

Tetsushi KAWASAKI
Abstract: The estrangement of science from mathematics senior high school mathematical
education in Japan is the subject of widespread grave concern. Thus, in order to connect
mathematics to the fields of Newton’s science, for example, through mathematical modeling, it
is suggested that it will be necessary to provide concrete examples such as with “Kepler’s
Laws”. This approach succeeded in increasing a class of Year 12 students’ knowledge about
the laws with the simulation of planetary movements and the making of a “Mathematical development model” occurring together. Consequently students will realize the necessity of differential equations in order to analyze actual phenomena. This empirical research suggests
that mathematics materials involving physical perspectives are effective for senior high school
students.

1. Introduction

In school education in Japan, it is thought that it is enough for mathematics teachers to teach only
theory. It is believed that the science teachers practice the application and the use of mathematics; but it
has not been actually achieved. Mathematics is removed away from the phenomena of daily life and science. Students will understand the ideas through the formal theory of mathematics; but they have not
gleaned the scientific spirit. Additionally, it is difficult for them to understand the concept of mathematics theory.
The reason why students study mathematics is “to notice its necessity and to learn the thought”. The
solution of problems by mathematical modeling is necessary to achieve these two purposes.
About the mathematics that aimed at the science, Fujii, J. (1986) pointed out the following problems;
“The calculus education in the Japanese senior high school is the unit to be able to learn a theory of the
Newton’s science. However, the senior high school mathematics does not aim at the dynamics. An educational practice to lead the elliptic orbit of the planet used Newton’s law of gravitation is necessary”.
The differential equation by the law of universal gravitation (Newton’s Law) is necessary to prove Ke-
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Fig. 1

Formal knowledge and the illustration of Kepler’s Laws
(An excerpt from our high school physics textbook)

pler’s Laws. However, high school physics doesn’t prove Kepler’s Laws. The illustration of the physics
textbook (Year 11) is only presented (Fig. 1). High school mathematics mainly treats the ellipse in orthogonal axes coordinates. High school physics mainly treats uniform circular motion. Both high school
mathematics and physics only show formal knowledge. Students will not be able to notice the necessity
of mathematics or be able to learn correct thought by applying mathematics. The result is uncertain that
they can gain the spirit of modern science well by the situation of the school education. Kawano, Y.
(2001) was a class by this mathematical modeling. There were not the data of the students; recognition
change and understanding and satisfaction.
We carried out the following research (Fig. 2). It shows the low knowledge of the students in a Year
12 class (N＝39), where high school attached to Kyoto University of education, to the mathematics
background theory used for Kepler’s Laws. They do not know the deep meaning though they know the
formal theory. The students know that a planet goes around the sun. They learned the Kepler’s law in
Year 11. However, they learned eccentricity by the mathematics class, but they do not remember even
words and the meaning either. In addition, they have not had the class that they used a computer for.
Perhaps it is thought that the students would not understand “the common point of the focus and the

Fig. 2

Knowledge survey concerning Kepler’s Laws
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sun” and “the planet’s motion”.
When we analyze a real event that needs mathematics, it is necessary for us to apply mathematics (Applied Problem) and it is necessary for us to think about the solution by understanding the meaning of
the problem. We practice this, and it becomes necessary to look back at the results as in the modelling
cycle1) process Fig. 3 (a)2).
Then, when the actual model describes the scene and the case of reality, we call it an “ Elementary
Model” (see Fig. 3 (b)). The model described by having mathematics that the students studied is called
a “Pre-model”, because it becomes a part of, and a connection to, the development model though it is
dissatisfactory as a model. The model which guides students to the new mathematics is called a “Mathematical development model”. These models provide the basis for introductory teaching materials of the
new mathematics unit (Fig. 3 (b) where students develop an image of modelling).
When the model changes from simplicity into complexity, students repeat this modeling. However, it
is advisable that the student do not think about this process alone, because they can’t find the new
model from only their experiences. A minimum of support by the teachers is necessary (cf. Blum, W.,
& Leiß, D. (2007)).
An example of this modeling is the teaching materials using “Kepler’s Law” and the law of universal
gravitation which will be explained in the next section.
To make high school students consider how mathematics is connected with science is very difficult.
Why is it difficult?
The following educational situations have always existed in Japan. According to the course of study
(2005)3) in Japan, all teachers in Japan must hew to curriculum guidelines that commonwealth institution
managed. Teachers should use the textbooks that stick to its rules. The guidelines had not treated the
curriculum of mathematical modeling before now. So in mathematics and science education in Japan,
the curriculum for modeling activities doesn’t exist. The school system in Japan doesn’t permit mathematics teachers to teach other subjects such as physics or information processing. Also educational materials beyond the guidelines aren’t on the test in the university examination. Teachers don’t have cir-

Fig. 3

(a) Mathematical modeling (cf. Kaiser, 1995)
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(b) The development of modeling image

cumstance that they develop teaching materials so much. So teachers will depend on the textbook. In
addition, their classes emphasize mathematics to get into university by students’ guardian’s demand.
Therefore the reason why students study mathematics became studying for the entrance examination. A
lot of high school students don’t have basic knowledge of the connections between mathematics and
other areas (Fig. 2). Not only the students but also teachers will become to lack the recognition of the
necessity of mathematics.
To address such situations, new teaching materials need to be developed.

2. A practice example using this modeling

−Teaching materials using Kepler’s Law for high school students becoming scientists−
This practice is not the only suggestion of this modeling. In this practice, there is the meaning that
we should solve the problems of school education from the preceding chapter. We want to recommend
the proof of the elliptical orbit of the planet as a mathematics material with physical viewpoints, because the essence of modern science is connected to Keplerian and Newtonian science.

2. 1. Pre-model
First of all, Students will practice by using the observational data of Mercury. This will be named the
elementary model to understand Kepler’s Law.
The elliptical orbit of Mercury appears by the crowd of the tangential lines, “Kepler’s 1st Law” (Fig.
5). And, when the length of observational periods are equal, the sectoral areas caused by the segment
that connects the sun with Mercury are equal, “Kepler’s 2nd Law”. Usually only this model must be satisfactory, and as a result, we think that students will confirm the image of Kepler’s Law.
However, it is doubtful whether the students understand these rightly. In fact we showed them the
simulation of two planetary movements (Fig. 6), and we made them judge which was correct. At once
Table 1

The observational data of Mercury

Year Eastern Max angle (E) Western Max angle (W)
April 14
1990 August 12

1991

20″ February 1

25″

27″ May 31

25″

December 6

21″ September 24 18″

March 27

27″ January 14

24″

July 25

27″ May 13

26″

November 19 22″ September 8
December 28
March 10

1992 July 6
November 1

18″
22″

18″ April 23

27″

26″ August 21

19″

24″ December 9

21″

Fig. 4
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The maximum angle

Fig. 5

Fig. 6

Drawing in Mercury orbit by a lot of tangential lines
(right) elementary model, (left) pre-model

(a) Uniform motion

(b) Planetary motion

students couldn’t judge, and selected Fig. 6 (a) later. The correct answer is Fig. 6 (b).
This elementary model is not enough for students’ knowledge to mature. But it has some good result
as a model. Before long they will demand a new model. Therefore, we call it the pre-model that prepare
for a new model. It is necessary to prepare the new contents of mathematics. The new model is shown
in the next section. It becomes one composition by these two models. The new model has a means to
lead to a new mathematics unit. Students will make the best use of the new model for the next practice.

2. 2. Mathematical development model
We newly took the differential equation. It is necessary to prepare new contents to apply mathematics, and it becomes an introduction of the differential equation. The equation of Kepler’s Laws by Newton’s Law is a second order linear differential equation with a scalar type constant number. This is very
difficult and they can’t find the new model from only their experiences.
A minimum of support by the teachers is necessary, and I tried to help the students’ gain understanding, using the analysis method of numerical values by computer programming. They will be able to
have full realization of Kepler’s Laws and Newton’s Law by drawing the solution curve using Euler’s
method (Fig. 7).
The solution curve by Euler’s method has the fault that the error grows when the input value parts
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Fig. 7

Fig. 9

Euler method

System diagram to introduce differential equations

Fig. 8

Fig. 10

By Euler method

Transform of coordinates and Mathematical development model

from an initial value (Fig. 8). When teachers give the student the base program, regard to the error is
necessary. As for this feature, the simple harmonic motion in the high school physics can be treated by
the differential equation. And this second order differential equation relates to the law of universal
gravitation. I will show the system diagram to introduce differential equations (Fig. 9), and Fig. 10 is
the mathematical development model with transform of coodinates.
Contents of other necessary mathematics are polar coordinates and linear transformations. Students
could smoothly make the mathematical development model by the work-sheet and computer program-
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Fig. 11

The work-sheet and computer programming

Fig. 12 Simulation result
(left) d θ ＝0.1, (right) d θ ＝0.01

ming (Fig. 11).
In addition, this mathematical development model means the polar equation of ellipse is,
l
(l ＞0, e＞0), (r: Distance between Sun and planet).
r＝
1−ecosθ
Students confirmed whether this solution accorded with the drawing of the solution curve (Fig. 12).

3. Students’ evaluation and impressions

3. 1. The class treated the pre-model
The students understood mathematics in the background of Kepler’s Law well. Understanding and interest show high points Fig. 13. It seemed they felt admiration for the work of the planetary orbit. They
noticed that Kepler’s 2nd law used mathematics they had not learned. However, they couldn’t interpret
the new mathematics very well. The reason is because they had trouble with choosing the correct an-

The field of question

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

“Kepler’s 1st Law” by the drawing figures (Elliptic orbit and Envelope)
Mathematics (the background of “Kepler’s 1st Law”)
Mathematics (the background of “Kepler’s 2nd Law”)
The mathematics use for the planet orbit
Two planetary movements
New mathematics is necessary
The use of Texas Instrument
Fig. 13

“Pre-model” −Students’ evaluation−
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swer from two planetary movements. The high school mathematics in Japan (cf. the course of study,
2005) treats only one parameter, and treats function of one variable. In addition, it doesn’t treat the state
of a momentary movement. The high school physics in Japan displays only the illustration by Kepler’s
laws, and doesn’t proof it. So it seemed that it is difficult for students to image planetary motion, but
many of them had will to learn new mathematics (Fig. 13 (6)). There were some students that got a little low points for Fig. 13 (6) and (7) ’s evaluations. The reason is because some students are not accustomed to the calculator and also classes advanced fast. The reason is because some students were not
accustomed to the calculator, and also the classes advanced fast.

3. 2. The class treated the mathematical development model
At this time, students were busy for the university examination, so this class were carried out for
three students.
They entered the science faculty of Kyoto University. They almost appeared very high score.
One student’s impression was “This lesson was a valuable experience of learning the interest of natural science before I get into college”. Analysis by the programming proved to be very effective in the
students’ understanding (Fig. 14 (11) (12) (14)).
However, there was a lot of content in a few classes. It seemed that students had difficulty understanding the content though they were interested in it. After all, It was difficult for students to make the
model by only one person. Moreover, it was also difficult for the teacher to moderate their work (Fig.
14 (9)).

The field of question

(8) The solution curve by Euler’s method
(9) The differential equation in the worksheet was solved alone.
(10) Proof of Kepler’s Law by the teacher’s support
(11) Analysis by the programming
(12) A planet motion was showed by the PC.
(13) Confirming the result is effective.
(14) The analysis for other phenomena except Kepler
(15) To the programming
Fig. 14

“Mathematical development model” −Students’ evaluation−
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Another student’s opinion, “Both content of modelling and guidance to Kepler’s motion is too
greedy”. A little more time might have been necessary so that the students might master the knowledge.
However, this modeling aims at the introduction into
a new mathematics unit like differential equations by
making a mathematical development model. The students would surely have experienced this step with
enough practice.
In the school education of Japan, there is no custom of using information technology effectively. The

Fig. 15

Exercise that student presented

strong points and weak points of the programming
were caused by the students’ ability. This is difficult if there is no educational environment that properly
treats information technology. Moreover, there was a student who verified the situation in which the eccentricity was changed (Fig. 15).

4. Conclusion and future subjects

Both of two modelings showed utility as an educational content with consciousness of the interrelation between science and mathematics. This practice example of modeling had the result of making students understand the true concept of mathematics theory against the background of a great scientific discoveries. Students have learnt some mathematics knowledge until now. The incomplete model might not
go well, when they try to solve the problem applying their mathematics knowledge. It is also important
to give students new mathematics knowledge, if the model has contradiction and the limit. The modeling practice in a more advanced stage is also necessary. So teachers should prepare the new contents.
Students will surely grow up if the preparation succeeds well. And, this modeling will bridge to a new
mathematics unit. When students must make a mathematics model that they have not seen or experienced, teachers should assist whether they need the application of learnt mathematics or whether they
need new mathematics.
The high school students and the university students in Japan are not accustomed to problem solving
by modeling. There are few chances for them to notice the necessity of mathematics, when students
study mathematics. Even if it is at a late time when students treat the modeling, It is necessary to improve the teacher’s guidance by applying such modeling. This time, students made the mathematical
model with teacher support. It is difficult for teacher to make a judgment about whether it was the minimum of support needed. But in the future, they might have to research in teams, or to solve problems

― １４１ ―

alone. Students had better get as much such self-help as possible at early stages of their growth (cf.
Blum, W., & Leiß, D. (2007)).
This practice showed that mathematics was useful for science. Students could catch a glimpse of scientific spirit. Though not all of the students achieved, they experienced and understood the concept of
the mathematics theory. Such modeling practice is important for students who aim to become scientists
and engineers and for students to become wise citizens.
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儒学者元田永孚の「神教」理解 2
──日本の儒教における「敬」と「誠」をめぐって──

廣

田

佳

彦

1．は じ め に

1878 年（明治 11 年）、参議兼内務卿大久保利通（1830−1878）が四谷紀尾井坂にて暗殺され
る。急遽、参議兼工部卿伊藤博文（1841−1909）が内務卿に任ぜられ、大久保の路線を継承する
ことになる。元田永孚は、この事件を聞くや否や明治天皇への論語進講を中断し、このことを天
皇に奏上した。同時に、政府は伊藤を中心にあらたな国家のデザインを描きはじめる。一方、元
田をはじめとする侍補が、いわゆる天皇親政運動をすすめることになる。この天皇親政運動は、
元田が自ら侍補として君德輔導をすすめ、天皇を政治上の君主として位置づけることをめざすも
のであった。しかし、この天皇親政の実現は、伊藤のすすめる政治体制には受け入れられること
なく挫折することになるが、その後天皇輔弼体制の多元化、特に天皇を国民教化の中核に据える
1）
ことによって近代日本の教育のありように影響を及ぼすことになる。

この一連の動きにおける元田の思想の根底にあるのが、「上古神聖の教」である。一方、元田
は自らを横井小楠（1809−1869）の継承者であることを称している。しかしながら、元田と横井
2） すな
小楠との間には思想上の違いがあり、そのひとつに水戸学への評価があると考えられる。

わち、横井小楠は「堯舜三代の道」に集約する考え方であり、元田は先にも述べた「上古神聖の
教」を中心とする考え方である。そして、元田はこの「上古神聖の教」に基づき、道徳のありよ
うをすすめることになるのである。その具体化が「教學大旨」（1879 年、明治 12 年）にはじま
り「教育ニ關スル勅語」（1890 年、明治 23 年）へと続く、元田主導による近代日本の教育のひ
とつの潮流である。ここにみられる「國體」の表現は、まさに水戸学のなかで形成された概念な
のである。元田が如何に水戸学を理解したのか、この問題はのちに詳細に検討を加えていきたい
と考えるが、そのためにまずもって、水戸学の形成に至る近世日本の儒学における「敬」と
「誠」のありようの考察をすすめていきたい。3）

2．藤原惺窩と林羅山

近世日本の儒学のはじまりとして、藤原惺窩（1561−1619）と林羅山（1583−1657）をとりあ
げ、このふたりにみる「敬」と「誠」のありようをみておきたい。
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（1）藤原惺窩
惺窩は播磨国に生まれ、7、8 歳頃には京都の相国寺に入り、仏教特に禅の修行に励む。同時
に儒学の研究もすすめ、天正 18 年（1590 年）豊臣秀吉（1537−1598）より朝鮮国使と会うこと
を求められている。その後、明に渡ることを志すが果たせず、捕虜として滞在した朝鮮の姜沆
4） その後、文禄 2 年
（きょうこう）との親交により、儒学への志向を尚一層強めることになる。

（1593 年）に徳川家康（1542−1616）に招かれ江戸に赴く。そして、慶長 5 年（1600 年）の家康
の召見において、惺窩は深衣道服という儒服を身に纏い現われている。惺窩が仏門にありながら
5） ま
儒学に魅かれた理由のひとつに、極めて強い現実志向を有するものがあると言われている。

た、惺窩が自ら生きた時代のまさに戦国時代の道義の混乱と退廃した生活実態を目の当たりした
こと、さらに自らの家族を失うことも惺窩自身の人間形成期に大きな影響を及ぼすものであっ
た。このとき、惺窩の心には、現実の為政者への格別な想いがよぎるものであったという。6）
このようなまさに時代の転換期に生きた惺窩にとって、本来の強い現実志向がさらに倫理とし
て実践実学をめざすことになる。この惺窩の立場が明確に表れているのが、『大学要略』（逐鹿
評）である。惺窩は、『大学』の「大学之道、在明明德、在親民、在止於至善」について自らの
解釈を示している。まずもって、「『在明明德』トハ、『明德』ハ君臣・父子・夫婦・長幼・朋友
ノ五倫ノ五典アリ。上ノ『明ニスル』ト云字、明発教導ノ心アリ。」つまり、「明明德」とは、為
政者の立場から、民衆の間で五倫の徳が発揮されるようにして教え導くことであると理解されて
いる。次に、「『在親民』トハ、『民』ハ、士・農・工・商ノ四民ノ四業也。『親』ト云字ニ、親愛
養育ノ心アリ。」つまり、「在親民」とは、士農工商の別なく、親しんで和睦することであると理
解されている。そして、「『在止至善』トハ、明德・親民ノ根源ノ出ヅル処ノ理ヲ『至善』ト云ナ
7）
リ。『至善』トハ、コレヨリホカノ善アルベカラザル故ニ、イタレル善ト云ナリ。」

また、『大学』本文においては、続いて次のように記されている。「知止而后有定、定而后能
静、静而后能安、安而后能慮、慮而后能得、物有本末、事有終始、知所先後則近道矣、」すなわ
ち、踏み止まるべきところが明らかでこそ落ち着くことができるのであり、落ち着くことができ
てこそ物事に動揺することなく平静であることができるのである。また、平静であることができ
てこそ安らかになることができるのであり、安らかになることができてこそ物事を正しく考える
ことができるのである。そして、正しく考えることができてこそ至善が達成されるのである。物
事には根本と末端があり、また初めと終わりがある。そのことを弁えて、何を先にして何を後に
8） 惺
すべきかということがわかるのであれば、それでほぼ正しい道を得たことになるのである。

窩は、この「止至善」を「自己の精神の確立」と理解するのであるが、この「止至善」が如何に
して実現されるのかについては「格物」にあると解釈するのである。この「格物」の理解につい
ては、朱子の解釈以降さまざまな異説がみられ、しだいに難解な意味を有するものとされた。
一方、『大学』本文には、次のように記されている。「古之欲明明德於天下者、先治其国、欲治
其国者、先斉其家、欲斉其家者、先脩其身、欲脩其身者、先正其心、欲正其心者、先誠其意者、
先致其知、致知在格物、物格而后知至、知至而后意誠、意誠而后心正、心正而后身脩、身脩而后
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家斉、家斉而后国治、国治而后天下平、」すなわち、かつての古き良き時代においては、すばら
しい聖人の徳を世界中にひろめ世界を平安にすべく努めた人は、そのことの前にまず自らの国を
よく治めた。その自らの国をよく治めようと試みた人は、そのことに先立ちその自らの家を和合
させるべく努めた。その自らの家を和合させようと試みた人は、そのことに先立ち自らの身をよ
く修めた。その自らの身をよく修めようと試みた人は、そのことに先立ち自らの心のありようを
正した。その自らの心のありようを正そうと試みた人は、そのことに先立ち自らの想いを誠実に
した。その自らの想いを誠実にしようと試みた人は、そのことに先立ち自らの道徳判断を十分に
極めた。そして、道徳的判断を十分に極めようと試みるためには、ものごとの善悪を確かめるこ
とが必要となるのである。したがって、ものごとの善悪が明確になってこそ、はじめて道徳判断
が十分に極められることになる。そして、その道徳的判断が十分に極められてこそ、はじめてそ
の思いが誠実になる。その想いが誠実になってこそ、はじめて自らの心が正しくなるのである。
自らの心が正しくなってこそ、はじめて自らの身がよく修まる。自らの身がよく修まってこそ、
はじめて自らの家が和合する。自らの家が和合してこそ、はじめて自らの国がよく治まる。自ら
9）要するに、
「知を到むるは物に格る
の国が治まってこそ、はじめて世界が平安になるのである。

に在り」の意味するところは、知能つまり道徳的判断を明晰にすることが、事物について善悪を
明らかにすることになるということである。
以上のように、惺窩は『大学』第 1 章を理解し、この『大学』の要旨は「誠意」にあると理解
した。たとえば、先にも挙げた『大学要略』（逐鹿評）においても、惺窩は次のように記してい
る。「誠トハ、真実無妄ト註セリ。真実ノ二字バカリナレバ、何事ヲモ人ノ偽リ無キ誠ト心得ル
コトアル故ニ、無妄ノ二字ヲ添フゾ。無妄トハ、我ガ心清明ナレバ、善悪邪正鏡中ニ見ズルゴト
ク、心誠ニ明ニナルゾ。中庸ニ『自誠而明、自明而誠』トノ聖賢ノ差別アリ。合セ考フ可シ。意
10） すなわち、誠意とは自らの思い考
トハ発ス可キ之ヲ意ト謂フト也。一念発動スルトコロ也。」

えるそのままに行動し、自らをことさら飾り立てることをしないことであった。そしてまた、誠
意は明らかであり、自らの思いは純粋に善き思いであった。したがって、誠意とは、如何なる事
態に直面しても心を明らかにし、適切な判断を下すことのできる善き思いそのものであると理解
されている。
一方、惺窩は、「止於至善」について、この「止」の意味するところが「敬」であるとも述べ
ている。そして、「敬止」が「止於至善」であるとも述べている。つまり、「敬止」とは「常ニ惺
惺ニ止ゾ」であり、いつも心が目覚めて明晰であるという理解である。惺窩は、このことをまた
次のように言い換えている。「平生敬ヲ主トシテ失フコトナク、常ニ自ラ惺惺ニシテ顧ル。一目
11） つまり、
ヲ以テ顧シテ心ヲ以テ顧ル故ニ、其視聴言動少シノ間モ応ゼヌト云コトモナイゾ。」

必要に応じて努力して「敬スル」（つつしむ）のではなく、「敬スル」（つつしむ）心が自らの心
の中心を占め、常に「敬スル」（つつしむ）状態が確立していることを意味する。惺窩は、「敬ス
ル」（つつしむ）とは物欲を取り去る心のありようであると理解し、そしてそうあるべく努力工
夫を重ねるとき、人間としての理想的な内面が確立されると考えている。要するに、「敬スル」
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（つつしむ）とは、物欲を取り去る心のありようであり、そこに工夫を重ねることであった。
以上、惺窩が『大学』の理解において最も重視したことが「止於至善」であり、このことが
「誠意」そして「敬止」としてこれら両面からとらえられているのである。すなわち、自らの心
の中の物欲を取り去る心の工夫がすすめられるとき、自他を欺くことのない人格が形成される。
これが、惺窩が描く理想とする人間像であると考えられるのである。

（2）林羅山
羅山は京都に生まれ、13 歳頃建仁寺に入り、寓居して書を学ぶことになる。しかしながら、
12） その後 22 歳のとき、
僧になることを頑なに拒み、仏教批判の文章を残していると言われる。

藤原惺窩に会いその門人となる。その後まもなく、惺窩の導きにより徳川家康に謁見し、仕官す
ることになる。その後、秀忠・家光・家綱に仕え、幕府の政治及び教学に深く関与する。寛永 7
年（1630 年）家光の命にて上野忍岡に学寮を建て、その後それが綱吉の時代に湯島の聖堂、昌
平坂の学問所昌平黌へと発展する。以後、代々林家が教学の中枢を担うことになる。
このような羅山が、自らの学問の要ととらえたのが「敬」であった。羅山の 3 男鵞峰が編纂し
た『羅山先生文集』には、次のように記されている。「子思至誠を以て至聖と為す。真実無妄渾
然一理是れ聖人の心なり。（中略）之を誠にするは人の道なり、之を誠にするは敬にしくはな
13）つまり羅山は、敬は誠を実現するための工夫であるととらえ、先の惺窩の考えと共通す
し。」

るところがあるとも考えられるのである。しかし羅山は、惺窩よりもさらに敬を重視するのであ

!縷して敬の字をいえば則ち敬は欽なり。此の一字書経開巻の第一義にして帝堯の德

る。「且つ

を述ぶるものなり。爾来詩書執礼、君子の言行を説きて敬を云うこと尤も多し。（中略）朱子は
此の語を大学或問に載す。且つ曰く、敬は一心の主宰、万物の根本なりと。此等共にこれ誠に非
14）すなわち羅山は、敬は単に工夫の概念ではなく、その工夫そのものによって形成され
ずや。」

る徳の概念であると理解している。
そして羅山は、この徳のありようについて次のように記している。「夫れ敬は主一無適の謂な
り。我が心二つなく他なきときは、存せずということなし。」「内外となく公私となく、此の心を
二にせず、能く畏り能く敬す。之を慎独という。」「心と性と元一なり。形気に拘り私欲に蔽われ
之を一にするあたわず。是を以て聖人大学の書を著わし、人を教えて其の心と理とを二つならし
15） すなわち、人の本性の純粋な心のありようが、人そのものを統括する
めざらしめんと欲す。」

ことが望ましいのであるが、しかしながらやはり人の心は往々にして偏り欲望にとらわれてしま
う。それ故に、われわれ人は自らの内面における欲心と闘い、人の本性の純粋な心のありようを
確立すべく努めなければならないと、羅山は考えるのである。
要するに、惺窩や羅山が生きた時代である戦国時代において、武士は権謀術数が錯綜するなか
自らの生きる道を模索しなければならない状態にあった。しかも、それは常に死と隣り合わせの
日々であり、そのなかで武士は武士としてのあらたな道義たる指針を求めざるを得なくなる。こ
のようなとき、惺窩やさらに羅山が儒教の概念である敬を重視することによって、戦国武将のな
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かにその賛同を得ることになったと考えられるのである。
一方、羅山の敬に関する考察において、羅山の「理」についての理解を考えておかなければな
らない。このことについては、先の相良亨の見解を参考にしたい。すなわち羅山は、朱子学とは
敬とともに理を説くものであると考えた。そして羅山の考える理とは、人の本性として内在する
理が、自然におけるすべてのものにも理として内在する。さらに、これら自然における理はその
根源において同一のものであり、したがって人の本性として内在する理とも同一のものである。
但し、理はその顕れようによって特殊な形態をとることになる。時に人の心において、その理の
ありように沿うものか否かによる葛藤が生じる。そしてそのような経緯のなかで、徳なるものが
形成される。さらに、この羅山の理の重視がその表現として礼儀の重視へとつながるものであ
16）
り、まさにこの礼儀の重視が羅山のめざす敬であると考えられているのである。

3．「敬」から「誠」へ−素描−

近世日本の儒教は、17 世紀前半に惺窩から羅山へと引き継がれるなか、羅山の敬はさらにの
ちの儒学者へと継承され、さらには敬の批判から誠へと変容をとげていく。次に、その素描を先
の相良亨の先行研究を参考に試みておきたい。17）
まずは、山崎闇斎（1618−1682）である。闇斎は、京都に生まれ一時僧籍を有するが、そのの
ちに儒学を習得し還俗する。寛文 5 年（1665 年）会津藩主保科正之（1611−1672）とのかかわり
において、世に知られることになる。この闇斎が考えた敬とは、端的に言えば身を慎むことを強
調するものであった。具体的には、心をひとつにして精神を集中することであった。そして闇斎
は、この敬をとおして形成される徳が「仁」であると考えたのである。つまり、闇斎の考えた仁
とは、人の本性は人とのかかわりにおいてはそもそも愛情あふるる温かいものであるという理解
である。そして、その人の本性である温みが敬の工夫によって、さらなる仁徳として発展形成さ
れると考えたのである。
次に、中江藤樹（1608−1648）である。藤樹は、近江に生まれ朱子学を忠実に学ぶ。しかし、
のちに朱子学批判に傾斜していく。藤樹が考えた敬とは、自己の精神の確立をめざし、自らを律
することであった。しかしながら、武士としての宮仕えを辞め藤樹が達したのは、天命を畏れる
ことであった。そして、この天命を畏れることをさらに発展展開したのが孝の概念であった。ま
た藤樹は、この孝の具体化において疑問をもつことになり、この時陽明の教えにふれることにな
る。このように藤樹は、自己の精神の確立を求め続けるのであるが、外在する規範をもって自ら
を律するのではなく、自己に内在する精神そのものを肯定的にとらえたのである。ここに、藤樹
における敬と決別の一端がみられると考えられるのである。
一方、藤樹のように現実社会から距離をおくのではなく、時の政治状況のなかに自らをおいた
人物として熊沢蕃山（1619−1691）がいる。蕃山は、京都に生まれ岡山藩主池田光政（1609−
1682）に仕えた。その後一時中江藤樹に学び、再度光政に仕え現実の政治のなかで生きた。蕃山
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は、朱子学のみならず陽明学にも関心をもった。蕃山は、一方で礼を重視しつつも単なる形式主
義に陥ることを拒み、まさに現実社会や現実政治のなかで慎独と窮理を求めた。蕃山の考える、
慎独とはつつしみの目を自らの内面に向けることであり、また窮理とは自ら自身を知ることであ
った。蕃山は、このような自らの内面を「誠」であるととらえるのである。
続いて、山鹿素行（1622−1685）である。素行は、会津若松に浪人の子として生まれる。はじ
め林羅山に入門し、その後兵学や和学および神道を学ぶ。そして、播州赤穂藩に仕官し独自の兵
学を打ち立て、軍学者として名を馳せる。さらに、朱子学を否定し、古学を提唱することにな
る。素行は、人欲は人として絶ち得ざるものであると考え、要はその人欲の程度の調整が肝要で
あるとする。素行は、一方で朱子学における敬は、あるひとところのものを設定し、そこに自ら
の心の中心軸を据えるものととらえる。しかし、素行は敬を工夫の概念ととらえ動的なものと考
えた。したがって、素行はそのような朱子学の敬にとらわれることは、その人の精神の自由が失
われることになると考えるのである。ここに、素行の敬との決別が明確にみられることになる。
そして素行は、究理の表現を避け、事物の理を究めることを格物と呼び、この格物によってこれ
までに得た知見を拡充することが肝要であると考えた。また素行は、格物を具体的には礼を明ら
かにし、威儀を詳細に示すことであるととらえた。素行によれば、行為の外的な形式である礼お
よび威儀は聖人が決めるものであり、その聖人の教えの中心が礼にあるとする。そして、その聖
人の教えとは人々の誠を尽くすことを求めるものであり、聖人が決めた道に則ることが誠を尽く
すことになると、素行は考えるのであった。しかしながら、素行のとらえる誠については、その
解釈においてやや不明瞭な点が残るものと言わざるを得ない。このことが、さらに素行以降の儒
学者による解釈をより複雑にすることになる。
そして次に、伊藤仁斎（1627−1705）である。仁斎は、京都の町屋に生まれ、市井にあって自
らの儒学を説いた。武士社会出身の儒者ではない仁斎は、誠の意味するところをより具体的に明
らかにすることをめざした。仁斎も朱子学から古学へすすみ、敬の理解から仁の重視へと自らの
考えを展開していく。特に仁斎は、敬にかかわる姿勢としての矜持に批判の目を向けている。矜
持は、言うまでもなく武士にとっての重要な精神的支柱のひとつである。町人社会出身の仁斎
は、この矜持についてはそもそもが合一に背くものであり、また自己とともに他者にも無慈悲で
薄情な心持であり、なおかつ外面は一見厳粛であるが、内面はほとんど空疎なものであると痛烈
に批判するのである。一方、仁斎は敬ではなく誠を前面に押し出す。仁斎のとらえる誠とは聖人
の教のことであり、言い換えれば自他の関係における偽りのない真実であった。そして、仁斎に
とって誠はまさに実践されるべきものであり、その具体化が忠信であった。つまり、仁斎の忠信
とは、他者に対して偽りなく、心の底から良かれとなお心を尽くし行為することであった。仁斎
は、その具体的な行為は、さらに聖人の書を学ぶことによってより確固たるものになると考えた
のである。
以上、17 世紀において、林羅山および山崎闇斎は、敬中心とする儒学を唱えた。一方、中江
藤樹、熊沢蕃山、山鹿素行、伊藤仁斎によって敬中心の儒学に批判的な考え方が打ち出され、誠
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中心の儒学が提唱される。そして、この誠中心の儒学に対して、さらに敬を中心とする儒学の立
場より反論検証がなされることになる。ここにひとつの見解として、先の山崎闇斎の門人、いわ
ゆる崎門の三傑である佐藤直方（1650−1719）、三宅尚斎（1662−1741）、浅見絅斎（1652−1711）
18）
の儒学を検討することによって、敬から誠への相剋の一端を確認しておきたい。

端的に言えば、彼らは山崎闇斎の同門でありながら、それぞれに敬と誠に対しては明らかな違
いがみられる。すなわち、佐藤直方と浅見絅斎には、基本的な考え方において対立がみられた。
直方は、敬を重視し誠には決然と対峙する姿勢であった。絅斎は、一方で何故誠の儒学が台頭す
るのか、その本質探究に向かう姿勢であった。19）
直方は、敬を如何なる事態に遭遇してもうろたえることのない、心の静かさを失わない自己の
精神の確立をめざすものととらえた。言い換えれば、それは如何なる激動のなかにも、清明な心
を保つことであった。このことは、のちに幕末の動乱期における佐藤一斎の著述にもみられるこ
とでもあった。20）また一方、直方は、格物致知なる窮理を重視する。直方は、聖賢の書物より道
理を知り、さらにそれを自らのものとするための実践として静坐の必要性を説いた。そしてそこ
に、知が明らかとなると考えた。
絅斎は、学問を定まらぬものを定めることであるととらえた。そして、この定まらぬものを定
めるとき何ものかが存在することが前提となり、それが仁であると考えた。そして絅斎は、この
仁が愛の理であり、言い換えれば忍びられぬ、いとおしくてならぬ、また大切でならぬ心である
と考え、これが人間自然の本性であるとした。しかし先の直方は、この忍びられぬ心が、人の内
面から湧き出る心であり、さらにこれが誠につながるものであると考え強く否定するのである。
絅斎は、この人の自ずから内から湧き出る忍びざるの心である仁が、親には孝として表れ、また
君には忠として表れるものであると考えた。そして、絅斎は、また忠についてもこれもまた本来
抑えようのない止むに止まれない心であるとし、さらに忠は如何なる事態においても変わらぬ心
持でなくてはならないものととらえるのである。しかしながら、さまざまな現実の事象を前に時
に動揺もする忠のありようを定かなものにするのは、まさに義理の自覚であると絅斎は断じる。
ここに絅斎は、先の忍びざるの心が大義であり、のちの誠の概念に繋がっていくものと考えるの
である。ここのところは、のちに幕末の至誠の観念とのかかわりにおいて詳細にみることにした
い。

4．荻生徂徠における「敬」と「誠」

次に、荻生徂徠（1666−1728）における敬と誠の理解を概観し、続く誠中心の儒学の考察へと
すすみたい。
徂徠については、丸山眞男の興味深い研究があるが、やはりここでもひとつの視座としての相
21）すなわち、徂徠が敬のみならず誠を否定し
良亨の先行研究を手がかりに確認をしておきたい。
22）
た経緯を検討することによって、のちの誠を中心とする儒学を理解する契機としたい。
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徂徠は、経世済民の儒学を提唱し、政治のありように強い関心を示す。また一方、古代中国語
で経書を読み解くことを重視し、古文辞学を構築する。そのような徂徠は、聖人とは、礼楽とい
う具体的な行為の方法を定め、それを教え示すものであると考えた。それ故、為政者による政治
そのものが教育であり、政治つまり経世済民のほかに教育はないと考えるのである。すなわち、
徂徠によれば、中国の王者が政治の方法として民に与えた礼楽が道であった。したがって、徂徠
は民がこの与えられた礼楽、つまり道に基づいて生きていくことが肝要であると考えるのであ
る。よって、徂徠は自らの心をもって自らの心を制することを認めないのである。ここに、徂徠
がそれまでの敬の理解を否定する視点がある。
すなわち、徂徠にとって敬とは、天・鬼神・君・上・父母などを尊崇する心の姿勢であった。
徂徠は、人が先の道にしたがうことも敬天の姿勢によるものであると考える。また、徂徠はこれ
までの誠の理解が誤りであり、それは『中庸』の解釈の誤りによるものであるとする。つまり、
誠をただ内面の状態として理解するのではなく、内面と行為とのかかわりにおいて理解する必要
があると考えるのである。このことは、徂徠の弟子である太宰春台（1680−1747）にも引き継が
れ、誠についての解釈の深まりの一端が見られるのである。つまり、徂徠および春台は、誠にお
ける倫理的な価値を客観的にとらえようとするのである。しかしながらこの考えが極まり行き過
ぎが論じられる時、一方に心情を重視する立場をとる誠の理解が提唱されることになる。そして
以降、徂徠の儒学を契機にまた陽明学の影響も一方で受けつつ、江戸時代後期から幕末にかけて
誠が重視されるのである。
この時代、これら儒学の思想は、それぞれの儒者がその自ら信じる理解解釈をさまざまに明ら
かにすることを試みている。しかし、特にいわゆる幕末の志士が、至誠に生きることをひたすら
求め続けたことは、その前の時代より誠が注視されてきたことと深いかかわりがある。このこと
は次に詳細に考察をすすめたいが、その誠が他者に対する無私の行為における実現を求めるもの
であったと考えられる。そして、その行為は日常的な行為であり、重ねて誠はその行為を心の底
から行うことを求めるものであった。誠は、世の中における偽善の存在、表面だけの行為の正し
さが横行することに対する批判として説かれているとも理解することができる。しかしながら、
誠を重視する考え方は、与えられた外在的かつ客観的な秩序を重視する立場の否定として形成さ
れたとも考えられ、先の自然の情を重視するものであった。
また、誠は単なる実践倫理ではなく、誠たることは超越的なものとのかかわりにあると考えら
れている。23）『中庸』（第十一章）には、「誠者、天之道也、誠之者、人之道也、誠者、不勉而中、
24） つまり、誠と
不思而得、従容中道、聖人也、誠之者、択善而固執之者也、」と記されている。

は天の働きとしての究極の道である。その誠を地上に実現しようとつとめるのが、人としてなす
べき道である。誠が身についた人は、努力をしなくてもおのずから的中し、また思慮をめぐらさ
なくても達成し、なおかつ自由でありその道にかなうものであり、それが聖人である。そして、
誠を実現しようとする人は、努力をして真なる善を選び出し、そのうえでそれをしっかりと守っ
ていく人のことである。このように、誠は単なる人の道にあらず、天の道に通ずるものと理解さ
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れているのである。
一方、江戸時代後期徳川の幕藩体制は、動揺し崩壊の寸前であった。周知のとおり、1853 年
（嘉永 6 年）アメリカ海軍東インド艦隊司令長官兼遣日特派大使ペリー（Matthew Calbraith Perry
1794−1858）率いる 4 隻の軍艦の浦賀沖来航以降、尊王攘夷から公武合体そして倒幕へとめまぐ
るしく社会状況が変化する。その混乱する現状において、数多くの志士たちがまさに自らの命を
賭けて自らの信じる道を歩むべく奔走した。その志士たちの多くが書き残した文書のなかに、い
たるところに「至誠」の文字がみられる。すなわち、志士たちは自らも至誠に生きることを願
い、また人にも至誠たることを求めた。しかしながら、この幕末の志士たちの至誠が、日本の儒
学における「敬」から「誠」へ変容をとげていくこの「誠」とは、さらにその質において異なる
ものであると考えられるのである。
幕末の志士は、その多くが京を中心とする動きのなかで、自らの信じる道をまさに命を賭けて
歩み続けるのである。そして、ある行為を心の底から信じ実行するように、自らの内と外を一致
させることは誠の本質であったが、さらに幕末の志士のいう誠は「至誠」とも称されるように、
自らを取り巻く社会情勢を自らの信念に基づいて解釈理解し、自らの実践行動規範とするもので
25） 陽明学は、中国
あった。一方、この幕末の志士たちの多くが注目したのが、陽明学であった。

明の時代において王陽明（1472−1528）によって提唱された。朱子学の理気二元論にみられる形
式的規範主義や静的な認識方法を批判し、実践的な行動主義の立場から人の心の全体としてのは
たらきを理とする「心即理」説、また知は行のはじめで行は知の完成であるとする「知行合一」
説を唱える。さらに、「致良知」説をもって、人の心に生まれながらに具わっている良知を十分
に発揮させるべきことを訴えた。
すなわち、朱子学は、いわゆる窮理（物事の道理や法則を窮め知ること）を重視する。そし
て、その道理や法則とは結局のところ上下関係のありようであり、ここに徳川幕藩体制における
封建主義のありようと重なり合うことになる。一方、陽明学は窮理を説くことはなく、いわゆる
唯心論であり自己の内面のありようを重視し、誠を説くのである。
このように朱子学のなかで生きつつ、陽明学にも強い関心を示した人物のひとりに佐藤一斎
（1772−1859）がいる。一斎は、美濃岩村藩重臣の子として生まれ、大学頭林信敬に入門し、の
ち 34 歳で林家の塾頭を務めた。さらに、70 歳で幕府昌平黌の教授となる。一方、「陽朱陰王」
と評されるほどに陽明学に関心を持ち続けた。次に、その一斎における「敬」と「誠」のかかわ
りについて考えておきたい。そしてこのことをふまえて、儒学者元田永孚が「神教」つまり「上
古神聖に基づく教え」を如何に理解したのかについて、さらには儒教と国学のかかわりを重ね合
わせて検討していきたい。

5．佐藤一斎における「敬」と「誠」

佐藤一斎が書き残した箴言集が、いわゆる『言志四録』（『言志録』『言志後録』『言志晩録』
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『言志

!録』）である。一斎が 42 歳から 80 歳まで、時期は 1813 年（文化 10 年）から 1851 年

（嘉永 4 年）まで書き続けられた。
一斎は、まずもって「我より前たる者は、千古萬古にして、我より後なる者は、千世萬世な
り。假令我壽を保つこと百年なりとも、亦一呼吸の間のみ。今幸に生まれて人たり。庶幾くは人
26） すなわち、自らがこの世に生を
たるを成して終らむ。斯れのみ。本願此に在り。」と考える。

受ける前後は永遠に続く時間のながれのなかにあり、たとえ寿命が 100 年あれどもそれはほんの
一瞬のことにすぎない。したがって、人として生まれた限りは、人としての本分を全うして生涯
を終えたい、これが人としての真の願いである。そして、一斎は、人が人として本分を全うする
ためには学ぶことが重要であると唱えるのであるが、その学ぶことの目的は自己の確立のために
あると考える。
要するに、一斎は自己の確立をめざすのであるが、そのために敬と誠に心を用いることが肝要
であると考える。そして、「立誠は柱礎に似たり。是れ堅の工夫なり。居敬は棟梁に似たり。是
27） このように、一斎は敬も誠もひとつであるとする。しかしながら、敬につ
れ横の工夫なり。」

いては多くを語り、次のように述べている。「敬能く妄念を截斷す。昔人云ふ、『敬は百邪に勝
28）
「敬稍々弛めば、則ち經營心起
つ』と。百邪の来るには、必ず妄念有りて之が先導を爲す。」

る。經營心起れば、則ち名利心之れに従ふ。敬は弛む可からざるなり。」29）「過は不敬に生ず。能
く敬すれば過おのずからすくなし。もし或は過たば宜しく速に改むべし。速に之を改むるも敬な
30）すなわち、敬とは「つつしむ」ことととらえられており、敬に心を用いるとは、何か事
り。」

ある時に自己の内面に起こる何がしかの企みや名誉利益をもとめる妄念を断ち切ることである
と、一斎は考えるのである。そして、その妄念は自らの外からの誘惑であり、その誘惑を断ち切
るとき「百邪に勝つ」ことができるのであるという。一斎のいう「百邪に勝つ」とは、まず人に
尊敬され誰からも侮辱を受けないことであった。一斎は、敬に心を用いて妄念が起きない状態に
なることが誠であると考えた。つまり、誠を徳性の概念としてとらえるのである。
31）
続けて一斎は、「妄念を起さざるは是れ敬にして、妄念起らざるは是れ誠なり。」
「敬を以て
32） と述べ、精神を収斂し自らの内面を高めることが誠
誠を存すなり。誠を以て敬を行ふなり。」

であると考えるのである。言い換えれば、誠に心を用いるとは、自己の内面を直接に真実ならし
めることである。したがって、一斎によれば、敬に心を用いることも、誠に心を用いることも、
互いに影響しあうものであると考えられていたと言えよう。
次に、一斎の考えた敬と誠にともに心を用いることによって描かれる、人としてのあるべき姿
についてふれておく。一斎は、善悪を問うことなく、すべての心の動きを制御することをもっ
て、敬に心を用いることとした。一斎は、これを精神の収斂と称した。すなわち、常に動き続け
るものとしての心を、放置すればやみくもに動いてやまないところの心を、引き締めかつその動
く力を内面に蓄積することを精神の収斂ととらえるのである。このことを一斎は、次のように述
べている。「相草木の生氣有りて、日に暢茂するは、是れ其の欲なり。其の枝葉の長ずる所に従
へば、則ち欲漏る。故に其の枝葉伐れば、則ち生氣、根に反りて、幹乃ち大なり。人の如きも亦
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軀殻の欲に従へば、則ち欲漏る。欲漏るれば、則知神耗して、靈なること能はざるなり。故に欲
33） つまり、精神と身体が生気
を外に窒げば、生氣内に蓄えられて心乃ち靈に、身も亦健なり。」

として一体的にとらえられているのであるが、この生気が外に発散されると生気が衰えることに
なるので、生気は内に蓄えられなければならいない。よって、心の動きの過不足を調整するので
はなく、極力心の動きそのものを制御することが第一と考えるのである。
一斎は、一方で学ぶことが自己の確立のためにあり、自己の確立を重んじるのであるが、その
自己については、次のようにとらえている。「本然の眞己あり、軀殻の假己有り。須らく自ら認
34） そして、ここにいう真の我のことを、
め得んことを要すベし。」
「靈光」と表現する。「端坐し

て内省し、心の工夫を做すには、宜しく先づ自ら其の主宰を認むべきなり。省する者は我れか。
心は固として我れにして、軀も亦我れなるに、此の言を為す者は果して誰か。是れを之れ自省と
謂ふ。自省の極は靈光の眞の我れたるを見る。」35） すなわち、人は自らの内面に自らを主宰し、
さまざまな困難が待ち受けるなかに、自らのありようや生き方を指し示す「靈光」を見ることが
できる。そして、そこに眞の我があるのであるが、なおかつそこにはいわゆる私なるものは存在
し得ない。一斎は、このことを次のように述べている。「目を擧ぐれば百物皆來處有り。軀殻の
父母に出づるも、亦來處なり。心に至りては則ち來處何くにか在る。余曰く、軀殻は是れ地氣の
精英にして、父母に由つて之を聚む。心は天なり。軀殻成つて天焉に寓し、天寓して知覺生じ、
36）したがって、眞の我である「靈光」は、
天離れて知覺泯びぬ。心の來處は乃ち太虚是れのみ。」

天そのものであると考えられるのである。
一斎は、このように「軀殻成りて天寓して」人ができると考える。言い換えれば、人は天を寓
する軀殻をもつ存在である。それ故、人の生き方は、この軀殻をもった人の生きようなのであ
る。一斎は、軀殻のあるところに情が生じまた欲が動くと考え、問題はこの情や欲を如何に制す
るかにあるととらえる。さらにそのことは、先の「靈光」によって可能となると説くのである。
そして一斎は、このことが「天に事ふる」ことに生きることであると考えるのである。「人は當
に自ら吾が心を禮拝し、自ら安否を問ふべし。吾が心は卽ち天の心、吾が身は卽ち親の身なるを
37）
以てなり。是を天に事ふと謂ひ、是れを終身の孝と謂ふ。」
「自ら欺かず。之れを天に事ふと謂
38）
ふ。」
「老人の、養生を忘れざるは固とより可なり。然れども巳甚しきに至れば、則ち人欲を免

れず。勞す可きには則ち勞し、苦しむ可きには則ち苦しみ、一息尚ほ存しなば、人道を愆ること
勿れ。乃ち是れ人の天に事ふる道にして、天の人を助くるの理なり。養生の正路は、蓋し此に在
39） すなわち、自らの心に問いかけ、自ら内に生じる情や欲を制することが、
り。」
「天に事ふる

道」であると考えるのである。
このように一斎は、「靈光」とは眞の我であり、自らの内にある本来の自己であり、なおかつ
天であると考えた。一斎は、このことについて、次のように記している。「天を以て感ずる者は、
40）
不慮の知なり。天を以て動く者は不學の能なり。」
「人の事を做すは、須らく緩ならず急ならず

天行の如く一般なるを要すべし。吾が性急迫なれども、時有りて緩に過ぐ。書して以て自ら警
41） すなわち、一斎にとって「天行」のありようが人の事を処するありようの理想であり、
む。」
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またそうすることが自然の成り行きであった。そして、一斎は「天」について次のように記して
いる。「不定にして定まる、之を无妄と謂ふ。宇宙閒唯ゝ此の活道理有りて充塞し、萬物此れを
42） すなわち、人の心のそもそも
得て以て其の性を成す。謂はゆる物ごとに无妄を興ふるなり。」

は、「无妄」（でたらめでないこと）である。宇宙の間に充塞する活道理である「无妄」をもっ
て、すべてのものがその本質となるのである。宇宙に充塞する活道理は「天」であり、それは
「无妄」なのである。「无妄」とは、でたらめではないことであるのでつまり誠であると、一斎は
考えるのである。
このことは、まさに『中庸』第 11 章に示されていることと重なり合うことである。「誠なる者
は、天の道なり。これを誠にする者は、人の道なり。誠なる者は、勉めずして中たり、思わずし
て得、従容として道に中たる、聖人なり。これを誠にする者は、善を択びて固くこれを執る者な
43）すなわち、
り。」
「天の道」とは最高の主宰者としての天の働きであり、絶対かつ究極の規範で

ある。したがって、人の本性を天からの命として賦与されたものであると考えることによって、
道徳的本性の尊厳を確立すべく誠であることを絶対のものとしてとらえるのである。

6．儒教と国学のかかわり

儒教は、周知のとおり徳川幕藩体制をその理念において支える役割を果たしてきた。また、儒
教は、そもそも革命思想をその内に含むものであることも明らかである。すなわち、人君たる者
はその支配者としての立場を永く維持するために、天のありようを自覚し、常に自重自戒を心が
けなければならない。もしその心がけを失う時、人君たる者その地位を取って代わられることは
言うまでもないことである。このことについては、先の佐藤一斎は次のように述べている。「人
君は社稷を以て重しと爲す。而れども人倫は殊に社稷より重し。社稷は棄つ可し。人倫は棄つ可
44）つまり、人君たる者その支配者としての地位の存続を前提とすることなく、天のあ
からず。」

りようにしたがい、万民の安寧のためには時にその支配者たる立場を放棄することも必然となる
と考えるのである。
ところで、このような儒教の動きとともに、幕末にかけて国学が複雑なかかわりをもつことに
なる。国学は、そもそも江戸時代中期において、伊藤仁斎や荻生徂徠らによる古代へのあらたな
認識をもって文献研究にむかう「古学」の提唱を契機に、契沖（1640−1701）を中心に、日本の
古典へのあらたな研究認識をもつべくはじめられたと言われる。契沖は、加藤清正（1562−
1611）家中の下川氏の出身にて、加藤家没落後 11 歳の時出家し高野山で修行し、大坂で住職と
なる。その後、水戸藩主徳川光圀（1628−1700）より『万葉集』の注釈を依頼され、『万葉代匠
記』を残した。ここで契沖は、「此集を見るは、古の人の心に成りて、今の心を忘れて見るべし」
と述べている。その後、伏見稲荷社の神官の子である荷田春麿（1669−1736）、同じく賀茂新宮
の神主の子である賀茂真淵（1697−1769）、続いて伊勢松坂の商人の出身である本居宣長（1730−
1801）、秋田藩の武士の出身である平田篤胤（1776−1843）と、それぞれにその時代を背景とし
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国学思想を唱えた。
なかでも、賀茂真淵の『万葉集』への高い評価は万葉主義とも称されるもので、真淵は万葉を
より実践的な意味をもってとらえた。すなわち、真淵は自ら万葉の歌を詠むことによって、万葉
の心を自らの内に再現することを試みる。「いにしえの世の歌は人の真ごころ也、後の世のうた
は人のしわざなり。」真淵は、このように古の世界に立ち返ることを推奨するとともに、これま
での外来の儒教や仏教などの教えを取り除くことをも求めながら、日本の自己同一性を明らかに
していく。ここに、国学思想なるものが構築されるはじまりがみられるのである。続いて本居宣
長は、賀茂真淵とのいわゆる松坂の一夜の出逢いを契機に、『古事記』注釈研究にすすむことに
なる。そこにみられる言説は、皇祖神に基づく皇統の連続性を契機に日本の優越性を唱えるもの
であった。また、『古事記』から読みとられる民族語としてのやまとことばをめぐる言説であっ
た。そして続く平田篤胤が、特異な国学思想を打ち立てることになる。それは、篤胤が日本の古
伝承のみならず、道家思想や天主教教説をもとりいれあらたなる国学思想を構想し、またさらに
神道神学の形成を試みる。つまり、篤胤によって、国学は特定の神を主宰化しつつ神道に基づく
思想を紡ぎ出し、また天皇を中心とする政治イデオロギーを構想し、具体的な社会生活の場面で
多様に展開していくことになる。
このように国学は、特に宣長以降篤胤の頃に、その時代背景と相俟っていわゆる尊王論へ傾斜
していく。しかしながら、この国学の尊王論は、先にも述べたように儒教における尊王思想とは
異なるものであることに留意しなければならない。和辻哲郎によれば、儒教の尊王思想において
君主は天の思召すところの実現者なるがゆえに尊いのであるが、国学の尊王論は皇祖神に基づく
45）とりわけ、先述の宣長の『古事記伝』に
連続する皇統のゆえに神聖であるということになる。

おいて、天（高天原）と地（葦原の中国）と黄泉の国の三層の世界をめぐる宇宙生成が物語ら
れ、天地をはじめとするあらゆるもの生み出す神（宣長はここれを産靈と呼ぶ）が皇祖神である
天照大神であり、ここに皇国としての優越性が見出されると記されている。
しかしながら、宣長においては、世の中のことはすべて「神の御はからひ」によるものである
と考えられ、幕府は天皇からの親任によって政治を行うものであるとする。すなわち、国学は現
状肯定の思想と言えよう。したがって、国学の尊王思想は、現状の政治組織の解体を視野に入れ
ているのとは言い難いのである。そこで、この幕末の開国をめぐる動きのなかで、儒教と国学が
幕末の志士たちの人格において融合が図られ、このことの端的な顕れが水戸学であると考えられ
るのである。

7．お わ り に

日本の儒教は、近世以降「敬」から「誠」へとその中心軸を移すことになる。そして、このこ
とが『中庸』の「誠」と重なり合うことになり、誠とは天の働きとしての究極の道であり、その
天の道に沿うことが人の道でもあるとの解釈に至る。その人の道の具体がいわゆる五倫（君臣・
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父子・夫婦・長幼・朋友）であり、この五倫の教えは日本でも広く行き渡ることになる。
このあたりのことを示しているのが、水戸学である。たとえば、徳川斉昭（1800−1860）の
『弘道館記』（1838）においては、次のように記されている。「神州の道を奉じ、西土の教を資り、
忠孝二无く、文武岐れず、学問・事業、その効を殊にせず、神を敬ひ儒を尊び、偏党あるなく、
衆思を集め群力を宣べ、以て国家無窮の恩に報いなば、すなはち豈にただに祖宗の志、墜ちざる
46） ここにいう西土の教え
のみならんや、神皇在天の霊も、またまさに降鑒したまはんとする。」

とは五倫の教えのことであり、日本ではなかでも君臣・父子つまり忠と孝を重視し、しかもこれ
らが二つではなく一体のものであることを強調する。また、藤田東湖（1806−1855）の『弘道館
記述義』（1846）においても、次のように記されている。「人道は五倫より急なるはなく、五倫は
君父より重きはなし、然らばすなはち忠孝は名教の根本、臣子の大節にして、忠と孝とは、途を
異にして帰を同じうす。父に於けるを孝と曰ひ、君に於けるを忠と曰ふ。吾が誠を尽す所以に至
47） つまり、五倫のなかでとりわけ君臣の忠と父子の孝を重視し、こ
つては、すなはち一なり。」

れら二つが要するに一つであり、まさに「吾が誠を尽す所以に至つてはすなはち一なり」と、
『中庸』における「誠」の重視と相似の関係にあると言えよう。
ここに、日本の儒教が、「誠」を契機に『中庸』に基づくものであると考えられるのである。
しかしながら、この「誠」は、『中庸』によって日本にもたらされたのではなく、『古事記』『日
本書紀』『万葉集』を経て、日本の中世における『神皇正統記』にもみられる日本固有の価値意
識であると考えられる。たとえて言えば、『古事記』『日本書紀』にみられる清き明き心である。
ここにいう清さとは底まで透いて見える清流にたとえられる透明さであり、明るさとは太陽の光
の下わずかの曇りのない状態のことである。つまり、古代の日本人は、透明かつ明るい曇りのな
い心のありようを理想とし、またこの心の理想の状態の実現をめざすのであった。
その後、日本人は大陸より伝えられた佛教および儒教にふれ、そこに示されている人間として
ふまえるべき客観的な規範を学ぶことになる。このあたりのことを、北畠親房（1293−1354）が
『神皇正統記』に、いわゆる三種の神器にたとえて次のように記している。「三種の神器世に傳こ
と日月星の天にあるにおなじ。鏡は日の體なり。玉は月の精なり。劔は星の氣なり。ふかき習あ
るべきにや。抑、彼の寶鏡はさきにしるし侍石凝姥の命の御鏡、玉は八坂瓊の曲玉、玉屋の命作
給へるなり。劔はすさのをの命のえ給て、大神にたてまつられし叢雲の劔なり。この三種につき
たる神勅は正く國をたちますべき道なるべし。鏡は一物をたくはえず、私の心なくして萬象をて
らすに、是非善悪のすがたあらはれずと云うことなし。其すがたにしたがひて感應するに德と
す。これ正直の本源なり。玉は、柔和善順を德とす。慈悲の本源なり。劔は剛利決斷を德とす。
知慧の本源なり。（中略）中にも鏡を本とし宋廟の正體とあふがれ給。鏡は明をかたちとせり。
心性をあきらかなれば、慈悲決斷は其中にあり。又正く御影をうつし給しかば、ふかき御心をと
48）
「此故に古の聖人、道は須臾もはなるべからず。はなるべきは道にあらずと
どめ給けんかし。」

云けり。但、其の末を學びて源を明めざれば、ことに望て覺えざる過あり。其源と云は心に一物
をたくはへざるを云。しかも虚無の中に留るべからず。天地あり、君臣あり。善悪の報影響の如
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し。己が欲をすて、人を利するを先として、境々に對すること鏡の物を照すが如く、明々として
49） すなわち、そこにみられるのは正直の思想であっ
迷はざらんをまことの正道と云べきにや。」

た。この正直が鏡の比喩によって説明され、一点の曇りの塵もない鏡は現象をありのままに写
し、そのように一点の私のない心は今まさに何を為すべきかを正しく把握し、そのことを実行に
移すことが可能となるという考えである。そして、正直が道の源であるという考えである。つま
り、源であるところの正直の心を確立すれば、是非および善悪、言い換えればその場その時にお
けるあるべき道が明らかとなる。このことが、先にも記した客観的な規範としての人間がふまえ
るべき道であり、親房はこのことを学ぶことの重要性のみならず、正直であるという倫理的な努
力かつ主観的な心情が純粋であることを求めるのである。
このように、清き明き心、正直、誠、とそれぞれに表現された主観的心情の純粋性の追求が、
幕末から明治以降さらには現代にまで続くとも考えられ、とりわけ幕末の水戸学において強調さ
れた。元田は、この水戸学に学ぶがごとく「神教」を理解したと考えられるのである。次に、誠
の解釈をめぐり、元田と水戸学のかかわりの考察を深めていきたい。
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1．はじめに

本論の目的には、主に 2 つある。一つは、筆者がミクロネシア連邦のほぼ中央にあるチューク
州で入手した、当地に伝わる伝承的言語理論の一部を、民族誌的データとして記録することであ
る。もう一つの目的は、チュークの伝承的言語理論を日本の言霊論と重ね合わせることで、言霊
の科学的研究の意義を確認することである（1）。
筆者は、当地に滞在中、最高位の秘儀的知識所有者であるイタン（称号だけでなくその知識も
イタンと呼ばれる）の知識体系を記録する機会があった。イタンには、航海術、戦争戦略、法螺
貝の吹き方、土地所有など、社会文化全般にわたる知識が含まれるが、そのなかには言葉そのも
のに関わるものも多かった。イタンは、ちょうど日本の短歌や俳句のように、定形化されリズム
感のある言葉であり、イタン特有の語彙も含まれているから、日常の言語とは区別される。イタ
ンは多くの階級のうちの最高の称号であり、そのイタンの称号所有者が、チュークの各地にある
教場に志願者を集めてイタンの知識を授けた。
ここで筆者が記す言葉の理論は、イタンの言葉だけでなく、筆者が現地の言葉を学ぶ過程でイ
タン称号者から得たデータを含めて、筆者の立場から整理したものである。イタンの知識は、後
に記すチュークの子守唄のような日常生活で共有されている庶民文化から区別されているが、日
常の知識体系との間に明確な断絶があるわけではない。イタンの言葉は、むしろ逆に、地域の
人々の暮らしに役立つ知恵を集約化したような、リズムのある言葉である。イタンは、人々の日
常生活の指針となり、導いてくれる知的・政治的リーダーであった。氏族の首長がイタンを兼ね
ることも多かった。逆に、イタンでない人々でも、断片的にではあるが、イタンの言葉を知って
いることが多い。
イタンの言語理論は、一見したところ日本の言霊論に似ている。つまり、言葉を、心身と神霊
で認識する言語生命論である。しかし、それほど厳密とはいえないまでも、言語学にも似た言葉
の秩序に関する固有の認識と説明体系があるという意味で、記号論的でもある。
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2．イタンの言霊論と言語認識

チュークを含むオーストロネシア語の言語学的研究には、すでに膨大な蓄積がある。ここで、
学説史に深入りする余裕はないが、ひとつだけ触れておく必要があるのは、小論の舞台であるミ
クロネシア連邦のチューク州は、世界の言語研究をリードするいくつかの優れた研究の行われた
地であったということである。まず、第 2 次大戦後のアメリカの調査団の一員としてチュークを
調査したグッディナフは、言語人類学の大きな流れの一つを形成した成分分析（componential
analysis）の旗手の一人として知られている（2）。また、その後、チュークの離島のイファルーク
島を調査して、感情語彙の民族心理学的研究を発表したルッツ（3）は、現地のエスニックな語彙分
析の必要性を主張した。
グッディナフの成分分析もルッツの語彙論も、現地文化のイーミックな言語カテゴリーを重視
する立場を明確にしたことで、その後の言語学・文化人類学に大きな影響を与えたが、いずれ
も、外側からの科学的研究の姿勢を崩してはいなかった。グッディナフは「要素分析法（本論で
いう成分分析−引用者注）というのは、言葉が意味するものについての仮設を立て、それらの仮
（4）と論じた。
説を検証する方法なのである」

他方、グッディナフと共同調査を行ったフィッシャー（5）は、チューク（トラック）とポンペイ
（ポナペ）両島の名詞句と社会構造の比較研究を行った。そこで、ポンペイでは名詞の後に修飾
語がくるのに対しチュークでは名詞の前に修飾語を置くことがあるという言語的特徴を取り上
げ、その原因をチュークの単純な社会構造に求めた。本論の後の議論にも関連があるので、その
フィッシャー論文を紹介している言語人類学者の唐須教光の要約の一部を引用しておきたい。
（社会構造の複雑なポナペでは文全体を言う傾向があるが、それが単純なチュークでは）「人々は
少なくとも日常生活に関する限り多くの知識を共有しているので簡略的な表現が好まれる傾向に
あるという事ができる。（中略）従って、その一語の中により多くの情報が入っており、それだ
（6）
け具体的になっていると言えるのである」

唐須自身、センテンスを全て言い切らないチュークの傾向は、英語に比較すれば日本語の特徴
でもあると指摘するとともに、「トラック（現チューク−引用者）の住民はより具体的な思考を
（7）とコメントしている。
するというがなぜそのような事が言えるのかという事が示されていない」

チュークにおける研究でも、言語を文法規則的な記号の体系と考える科学観が、その基底に存在
したと言って構わないだろう。
しかし、筆者はここで、それらの研究を批判しているわけではない。チュークの言語研究で
も、言語を記号と捉える一般的な傾向があったことを確認したにすぎない。記号論的な言語学的
研究や言語人類学的研究が、大きな進歩をもたらしたことは疑いない。実際、本論も、グッディ
ナフと杉田洋の編集したチューク語辞典の恩恵を受けている（8）。筆者が注目したいのは、イタン
が伝承してきた言語観と近代言語学の間に、根本的な思考の違いがあることである。次に、その
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違いを箇条書き的にまとめてみよう。

（1）言霊信仰
チュークの言葉は、社会文化全体から切り離された閉じたシステムとはいえない。チュークの
伝承的秘儀的知識であるイタンの「言葉」そのものが、一族の財産（モノ）と考えられていた。
イタンに限らず、知識は言葉である。イタンは、「言葉には霊がある」と言う。言葉は身体と霊
をもつ生命体であるという意味で、財産（モノ）であると同時に人（者＝モノ）でもある。仮に
子供が親の言いつけや忠告を無視して悪事を働き、その直後に怪我をしたとする（木に登っては
いけないという親の忠告を無視して登ったため、木から落ちた場合のように）と、それは「言葉
の霊（énú fóós）に喰われた」（日本語流に言えば「バチが当たった」）といわれる。
言葉は、その霊の性格により「良い言葉」と「悪い言葉」に区別される。表面上は良い言葉を
使いながら実際には悪い行いをしていると、「自分の言葉が戻ってきて自身を殴る」。同様に、
「言った言葉は帰ってこない」（言った言葉は取り返しがつかない）とか「言葉に足がついていて
逃げる」というように、言葉を身体化した表現もある。
「悪い言葉」の典型は呪詛の言葉である。呪詛（pwéwút）は「黒い言葉」の意味で、醜い人間
の形とされる。この言葉が「当たる」（言葉に喰われるともいう）と身体が震え、熱くなり、病
気になると考えられている。それに対抗する呪文を唱えると、「相手の言葉が逃げるか衝突して
バラバラになる」が、対抗呪術の呪文が弱ければ負ける。
呪文は、精霊から得た日常語とは異なる呪的な言葉で、精霊の性質と形をもつとされる。かつ
ては、航海者やイタンは、航海の途上で他の舟と行き違ったとき、あるいは目的地に到着する前
に、見知らぬ相手の呪詛から「当らない、入らない、喰われない」よう、身体に葉を巻いて呪文
を唱えたという。
まとめれば、言葉はコミュニケーションの手段であるだけでなく、心身と霊をもつ人（者＝モ
ノ）であり財産（物＝モノ）である。その意味で、古代日本の言霊信仰と似た思考が、チューク
の言葉にも存在することになる。

（2）唯心論的言語観
科学的言語観と異なるチュークのもう一つの特徴は、唯心論的・主観主義的な言語観である。
イタンの見解によると、真実は身体の外側にではなく内側にある。その言葉の唯心論的見解は、
次のイタンの言葉に、よく示されている（9）。
土地の根

言葉の根

土地の根元

言葉の根元

土地のネーファサン

言葉のネーファサン

最初の「土地の根・言葉の根」は、畑から作物が生えるように、イタンが教えられる教場（ノ
ース noos と呼ばれ、氏族ないし地域の集会所が、ふつう使用された）から言葉が生える意味で
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ある。次の「土地の根元・言葉の根元」は、土地に植えた作物の根元（ネーウォウ）にある石を
取り除いて肥料を与え、根元を固めて育てるように、言葉の根元を固めて育てる意味である。ま
た、最後の「土地のネーファサン・言葉のネーファサン」は、作物の根元を固めて育った産物
（ネーファサン）を意味している。イタンによると、ネーファサンは、目に見えない慣習・道徳
・知識などの総体（アーレニ ééreni）である。それは、地域の人々が共有すべき知識の全てを指
し、文化人類学者が文化（culture）と呼ぶ概念に似ている。イタンは、「アーレニを個々人が知
らないと島の秩序が混乱する。これがないと島は豊かにならない」と力説した。
ここで注目したいのは、先のイタンの土地と言葉が、身体の外側と内側にそれぞれ対応してい
ることである。目に見える土地に生える作物は、目に見えない心の内側の言葉と同じである。科
学的には土地は客観的に存在する物質であり、心の中の言葉は主観的にしか存在しえない非物質
であるが、イタンは、「心の中の土地の方が信用できる」と言う。
チュークには、イタンが「石の思考」（ekiekiiy féwú）と呼ぶ特有の考え方がある。「石」は物
質であるだけでなく、目に見えない力（manaman）の凝固物である。心・感情・感覚も言葉・
生命・霊力、あるいは人が聞いたり考えたり覚えたりした知識は、心の中で固まり、石や砂（丸
くて固い存在）になる。つまり、霊魂も心も言葉も思考も心の中で固まり、「石」となる。その
「石」は、霊魂・心・言葉・思考の認識の焦点であり、後天的に獲得されると考えられている。
ここには身体の内側と外側の世界の区別と、マナ的力の形象化が基礎にある。心の中の「石」
は、外界の事象を認識する始源的イメージとなっている。心の土地に埋められたその言葉と知識
は「石」になり、植物のように生え、逆に、口から出て言葉になり、布や「葉」のように平たく
なって空中に広がる。だから、言葉は「1 葉、2 葉、3 葉……」のように数える。広がった話は
再び心の中に戻って「石」になると考えられている（10）。
要するに、チューク人にとって、言葉（言語）は心身そのものである。イタンは「心の中の石
（知識）こそ疑いなく存在する本物の石であり、身体の外側の石は偽物で、単なる物質にすぎな
い」と語った。イタンにとって、目に見える事象は、心の投影でしかない。

（3）言語表象の形象性
心のなかの石の表象が「アーレニ・ネーファサン」（伝統・慣習・道徳・社会秩序などの社会
文化秩序の総体）になるというイタンのその見解は、表象された音声や文字を差異化・分類・配
列し、その意味と法則性を分析することから出発し、その始源性を深層心理学的・構造主義的な
無意識というブラック・ボックスで括る傾向のある古典的言語学の立場とは、むしろ方向が逆で
ある。この問題をもう少し追ってみよう。
イタンによると、「全てのものに形」がある。形に相当する言葉ナパナップ（napanap ）は、
人間が直立した上下の垂直のライン（nap 大きい意味）に由来する言葉で、形は心（neetip）の
反映である。姿、行動、計画、物質など、全てのものがそのナパナップをもつが、心が悪いとそ
の形も悪くなる。逆に、心が良いと形も良くなる。

― １６２ ―

イタンは、「人間には 2 つの目がある。一つは表の目（顔の目 féwúmas neetip）で、もう一つ
は心の目（kúnan neetip）だ」と言う。内側の心（manaw）が外側に出ると顔・目（masan ）にな
る（口はそのカテゴリーに含まれる）
。心の目が本当の目で、夢、言葉の石、精霊のような目に
見えない形は心の目で見る。それに対し、外に表れた形は、行動、物、形式となる。逆に、人か
ら聞いた内容が、耳を通して心の中に言葉として入って「当たる」と、理解（weewe）できるこ
とになる。
心の中の形（ナパナップ）が表象されて明確な形になると、「ナパナパン」と呼ばれる。その
輪郭を特にウヌーヌン（wunuunun）という。身体でいえば外形がウヌーヌンである。また、伝
統的な形と外国起源の新しい形も区別されている。祖先から伝えられた形（例えば、儀礼用木
鉢、自然な態度、石、木など）は自然な形であり、特にウメウン（wúmééwún）と呼ばれる。そ
れに対し、例えば電気ポットのような外国起源のものの形は、わざとらしい不自然な「悪い形」
とされ、ウメウンとは言わずにオメウン（omééwún）という。
言葉が表象されて形（ナパナパン）になるという認識は、民話に相当する言葉トゥトゥンナッ
プ（tutunnap）という言葉そのものに示されている。イタンによると、トゥトゥンは「話」、ナ
ップはナパナップ（形）の意味である。またトゥトゥンの語源はトゥノ（tuno 表す意味）であ
る。つまり、昔話（民話）とは、無定形の言葉（ナパナップ）が口から出て広がり、「形が表れ」
て、具体的な形（ナパナパン）になることである。言い換えれば、民話は心の表象である。表象
された言葉と文化（先に述べたアーレニ）のうち、「良いかたち」は人々によって順守されるべ
き、自然の形とされている。
チュークのこの心身の内と外の二元論は、身体と心、物質（肉体）と精神を二項対立的に区別
して、物質的存在を客観的と見る西洋的心身二元論とは異なる。チュークでは、身体の内側のモ
ノは外側のモノと、区別されながらも連続しているからである。

3．チューク語の言語表象の記号性

今まで検討してきたように、チュークの言霊観は日本の言霊論とよく似ている。しかし、違い
は、チュークの言霊論が、イタン自身の個人的思索による哲学的言霊論というよりは、むしろ推
測に頼るほかないほど古くからこの地に伝承されてきた秘伝的知識体系に基づく論理だというこ
とにある。小論ではその一部を概略的に説明するに留めざるをえないが、以下、チュークの言語
表象の記号論的説明の骨子をまとめてみたい。

（1）言葉の構文と配列
まず、イタンによると、言葉には、役に立つ貴重な言葉（頭の言葉）、重い石を投げ入れたよ
うに重い心を表す「腹の言葉」
、そして早口で喋る「足の言葉」の 3 種類がある。地位の高い人
は、足の言葉は使わないとされる。
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同様のことが、言葉のセンテンス、音の区別、統語法のような、文の構成法についてもいえ
る。「言葉は人間の形をしていないといけない。そうでないと、どこへ行くかさっぱり分からな
くなる。だから、言葉を話す時は、先から後まではっきり言わなくてはいけない。そうすれば、
言葉は人間の形になる。その言葉が相手の心に入ると、包まれて丸く小さく固まる」とイタンは
言う。つまり、話した言葉は、会話の相手の心の中に（人間の形で）入って包まれ、丸い「石」
になるわけである。この「言葉」は人体の隠喩であるだけでなく、ナマコ、葉、布の隠喩と考え
てもよい。いずれにせよ、一つのセンテンス（echéé 葉の意味）は、頭・腹・足をもつと考えら
れ、ソシュールの言う線条性 lineality がある。その言葉のイメージを直線とすれば、先端が頭、
中間が腹、後方が足である。実際、身体も言葉も、イメージ図式的な直線とされる。漢字の「語
頭」「語尾」、あるいは「接頭語」「接尾語」のような表現法に似ている。一つのセンテンスの
「頭・腹・足」のうち、重要なのは「腹の言葉」であるとイタンは説明する。
先のフィッシャーの議論に戻るが、チュークの日常会話では、センテンスを全て言いきらない
で肝心の語彙だけ言って、他を省略化することがよくある。表 1 は、説明のためにイタンが筆者
に示した例文である。例文 1 の 1）から 5）は同じ意味の文の省略化のプロセスを表している。
いずれの文も、最初に来る単語が「頭」であることを示している。省略化していって最後に残る
単語は、例文 1 の 5）のように、一つになる。
イタンは、言葉をカヌーに喩えて、
「どうしても抜かしてはならない言葉は腹だ。この言葉を

表1
番号
例文 1
1）

2）

3）

4）

5）

例文 2

例文 3

チューク語文法のイタンの解釈
例文

日本語の意味

私は明朝ウェノ島に行く（だろ
構文の省略化
う）
。＊pwe（epwe）に未来の意
Wúpwe nóó
Wééné
neesoren neesor.
味が含まれる。
私は 〜へ ウェノ島
明朝
頭
首
身体
手足
明日、私はウェノ島に行く
Neesor wúpwe nóó
Wééné.
（だろう）
。
明日
私は
〜へ ウェノ島
頭
目／耳
首
身体
ウェノ島へ行く（だろう）
。
Wúpwe nóó
Wééné.
私は 〜へ ウェノ島
頭
首 身体・手足
明日、ウェノ島。
Neesor
Wééné.
明日
ウェノ島
頭・首 身体・手足
ウェノ島！
Wééné
ウェノ島
身体
明日、大きい人が来る。
意味を基準とした配列
Neesor epwe
etto emén meyi
wátte.
明日 〜だろう 来る 人 である 大きい
頭
首
足
←
腹
→
なぜネーティペタの花を
「つなぎ詞」としての ke と na
〈耳に〉挿しているのか。
Pwata ke néwúnéw na
neetipetá?
なぜ
挿して
ネーティペタの花
頭
首
身体
腰
足
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抜かすと意味が分からなくなる。重要なものをカヌーから降ろすと（重要な話を乗せないと）、
話にならない」と説明した。「カヌーから降ろす」とは、カヌーに積み込まれた荷を下ろすよう
に、余分な言葉を抜かす意味である。また、カヌーの内側の中心が首長の座とされるように、省
略できない単語はセンテンスの中心にあるということの喩えでもある。人体でいえば、ちょうど
腹部が食物・胎児・感情・心の座であるように、言葉の中心の単語に生命と心が宿る。表 1 の 1
の例文の省略化のプロセスは、「ウェノ島」という単語さえ押さえておけば、相手に全体の意味
が伝わることを示している。それが言葉の中で、最も強調されるべき「大きな意味」のある個所
である。
ただし、文は必ずしも「頭−首−腹−足」の語順の原則に従うとは限らない。表 1 の例文 2 で
は、語が「頭−首−足−腹」の順に並んでいる。これはなぜであろうか。イタンは、文頭の単語
の「明日」は顔・目の向く方向の意味をもつから「頭」で、「来る」（etto）は足を使って動く意
味だから「足」になると説明した。最後の「大きい人」が「最も大きい言葉」であるのは、それ
が全体の「腹」と見なされるからである。どこが「腹」になりどこが「足」になるかは、「言葉
の意味の大きさ」で決まるとイタンは言う。
これは言葉を身体と見るという先の説明と矛盾するように見えるが、チュークの構文は、身体
のカテゴリー分類の配列を原則とするものの、意味内容の重要性に応じて逆順にもなるというこ
とである。

（2）空間分節と統語論
一般に言語学的研究では、言語と文化の間に密接な関係があることには見解の一致があるし、
言語が文化的意味の体系であることは自明のことであるが、社会文化との因果的関係を、どのよ
うに考えるかについては比較的曖昧である。言語的背景が違えば事実の認識の仕方も異なるとい
う言語相対主義的仮説を提示したことで知られるサピアやウォーフさえ、文化と言語の因果的関
係を肯定することに関しては消極的であった（11）。
しかし、チュークのイタンの解釈する言葉は、身体、家屋、土地、ナマコ、木の葉などの全て
の事象のカテゴリー分類と分節化の認識の一部であり、その意味で言葉は文化である。チューク
の言葉は、日本語の文法になぞらえて言えば、分節（エマトン［部屋の意味］）＞センテンス（チ
ューク語では小葉に相当する語）＞単語（キニキン［音の区別］の単位ないしエム［意味単位］）
の順に分節化される。
まず、イタンによると、言葉（chéén ）は、1 枚の葉が中央の太い葉脈でもって左右に分かれ
るように分節（emwaton）に分けられる。その各分節は、さらに支脈によって細分されるよう
に、小分節ないしセンテンス（echééché 1 枚の葉の意味）に分かれる。1 つのセンテンスはさら
に、音の区別でもって「音の単語」に分かれる。そのそれぞれの語をキニキン（kinikin、pl. kinikinin）と呼ぶが、それは人間の個性の違いとその好き嫌いを意味する語でもあるから、人体の隠
喩でもあるといえる。
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キニキンとほぼ重なる概念にエム（emwú）がある。エムは、音というよりは、意味で区別さ
れた意味単位である。さらに複雑なのは、エムとほぼ重なる概念にエクーク（ekúúkú）があるこ
とである。エムもエクークも 1 つのセンテンスを構成する意味単位であり、1 つの単語をエムと
もエクークとも言うことができるが、両者の違いは、エムが複数の単語を組み合わせて 1 つの意
味単位を構成できることにある。英語で例えて言えば、 my book

は 2 つのエクーク（my と

book）からなるが、合わせると 1 つのエムになる。エムの方がエクークよりも上位の概念である
といえる。
同じことが、1 つの単語についてもいえる。例えば、wúpwe は wú （私）と pwe （意志未来）
の複合語であるが、1 つのエムが 2 つのエクークに分けられ、逆にその 2 つのエクークが 1 つの
エムに統合されて、新しい意味（私は〜するだろう）をもつ単語が創られる。その際、「1 つの
エムが 2 つのエムに分かれ、2 つのエムが 1 つに統合されて 1 つの意味単位になる」と言っても
同じことである。以上のように、言葉全体、分節（エマトン）、センテンス、単語（エム、エク
ーク、キニキン）の関係は入れ子構造的な内包関係にあるが、比較的、その区別は状況依存的で
ある。
ここで、イタンの言葉の構成と統合の論理が、葉、ナマコ、家屋、人体のカテゴリー分類や空
間分節の認識に一致している点に、もう一度注目してみよう。人体との関係でいえば、チューク
でも「言分け」は「身分け」でもある。つまり、言葉のカテゴリーの分節化が、身体のカテゴリ
ーの分節化と一致している。
ただし、ここで、いわゆる身体論のように、身体だけを特権化して見る必要はない。事実、言
葉の分節（エマトン）も単語（エム）もナマコに由来する言葉であり、チューク語の言葉に相当
する単語も「葉」である。
イタンによると、ナマコのなかには、細かく切っても、それぞれの断片が個別のナマコにな
り、再生するものがある。つまり、細かく切ったナマコの断片は、それぞれ別個の生命体とな
る。同様に、言葉も一つの生命体であるが、それを構成する単語にも、生命と心（neetip）が宿
っている。言葉の分節化と単語の区別は、細分化された単位の中に生命と心が存在するかどうか
が、判断の基準となる。語の場合には、意味のある語が個別の意味単位になる。単語をエムと呼
ぶのも同じ理由からであろう。エムの上位概念である分節（エマトン）が、エムと同じ語源の言
葉であることからも、それは知れる。エムもエマトンも生命と心の宿るナマコのような単位を意
味し、合わせてエム・エマトンと呼ぶこともある。
エマトンは、家屋の一室の意味でもある。この場合、1 戸の家屋が複数の部屋（エマトン）に
分かれることを言うが、特にマットの敷いてある寝室を指す。寝室は、人々の心の休息の場だか
らである。
要するに、言葉の認識は、木の葉・家屋・ナマコ・人体・地域構成・氏族組織など、全ての事
象の空間分節の認識や意味と共通性があり、チューク文化の一部である。言語が文化と思考を決
定するというよりは、言語は日常生活全体に浸透しているチュークの文化的認識の一部である。
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（3）つなぎ詞の意味と用法
繰り返し述べたように、チュークでは、言葉は人体の隠喩である。語と語を結ぶ言葉（接続詞
とか前置詞と呼ぶべきであろうが、本論では「つなぎ詞」と呼んでおきたい）もまた、身体化さ
れている。例えば、首・腰・手首は、いずれも「首」（wúún）と呼ばれる。日本語で手と腕の間
の関節を「手首」と呼ぶが、チューク語でもそれは同じである。その首と腰の「首」の内側がイ
ニス（身体）である。
ただし、人（頭・腹・足全体を含む）そのものをイニスと呼ぶこともある。これは先に記した
言葉の省略化と、同じ原則が働いていることを示している。先のチューク語の例文では、省略化
されて最後に残る中心となる語が「腹」とされたが、それは狭い意味でのイニス（身体）に一致
する。このような身体のカテゴリー分類が、東南アジア・オセアニアにおけるオーストロネシア
語に広く共通する特徴であることは、言うまでもない。
イタンは、語と語を連結する働きをする言葉、つまり表 1 で言えば、例文 1）の epwe（will）、
nóó（to）のような語を、「つなぎ詞」と呼ぶ。例文 3 では ke と na が「つなぎ詞」だとイタン
は言う。その花の名（ネーティペタ）は「失恋」の意味で、この花を耳に挿して、会いたい異性
に対する意思表示の印とする。この例文では、「身につける（挿す）」という動詞が文全体の中心
（身体・腹）になっている。
イタンは、ke が首に、na が腰に対応すると説明した。つまり、その例文では、ke は「頭」と
「腹」を繋ぎ、na が「腹」と「足」を繋ぐ働きをしているという。同じ系統の言葉である ee,
pwe, aa, kaa, nóó などの語も同種の働きをする「つなぎ詞」とされる。「つなぎ詞」
（nekkeyien fóós
または neeyiafféw）は、いずれも「結び」の意味であり、関節だけでなく、木の股、指間、男女
の交接、材木の繋ぎ、結び目にも通じる言葉である。ここからも、言葉の構成は、単なる閉じた
記号体系でも人体の隠喩でもなく、より抽象的な事象の「接点」とその生命力の認識の一部であ
ることが分かる。

4．言霊としての子守唄

いわゆる文化表象の問題は、思考体系、演劇やパーフォーマンス、文章表現、生産と消費、集
団のアイデンティティと葛藤のポリティクスなどの身体性を超越した次元の問題として論じられ
ることが多かったから、記号論とも親和的関係にある。文化を差異と対立とアイデンティティ、
あるいはポリティクスの問題と考えるポストモダニズム論的志向性の強い研究者は、身体を抑圧
する政治性や身体技法の政治的実践は論じても、心身の文化的認識そのものは、軽視する傾向が
あった。
しかし、以下に記す子守唄は、言うまでもなく伝統と心身の文化的認識に関連のある言語表象
の一つである。言葉を通して子供に伝えるという意味で、音楽学や教育学の資料となるだけでな
く、当地の時代背景や価値観を知るための好都合なデータでもある。
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子守唄の表象性と政治性を問うなら、それを、民族アイデンティの象徴であるとか、学校教育
に導入されることで国家統合のため創作された表象と論じることもできるだろう。しかし、ここ
で注目したいのは、子守唄という「唄」と日常語との認識論的な関連性の問題である。先に見た
ように、言霊としての言語表象は、葉やナマコなどの動植物、土地、家屋を含む物質、地域空
間、身体、行動、慣習、伝統など、人間・自然・文化・社会・身体の秩序体系全体を貫く認識の
一部である。その文化的秩序（チューク語のアーレニ）は、心の中の「石」の表象であるが、逆
にそのアーレニ（表象）ないし言葉の形象は、耳を通して体内に入り、石や砂や根になるという
主観主義的認識が基礎にある概念である。繰り返せば、言霊的認識とその表象は、心と生命の視
点から自然界・社会・文化・空間・時間とその秩序を、全体として認識し表象する論理の一部で
あった。
表2

‑

‑

チュークの子守唄の言霊性と記号性

‑ ‑

‑

‑

‑

‑

‑

‑

‑

‑

‑ ‑

‑

‑

‑

‑

‑

‑ ‑

‑

‑

［歌詞］
（A）ニッコーネ（お譲ちゃん）
泣くのはおよし
（B）大好きなお母さんはいない
（C）一つの枕だけが
子守する人
一つの枕だけが
子守する人

‑

nikóóne
ketekechiw
saani iney tootiwenó
inómw chék eew pinnú
chóón yi nnichinóónúk
inómw chék eew pinnú
chóón yi nnichinóónúk

［意味］
母親がどこかへ出かけ、子供の父親か母親の姉妹が子守をしている。母親が食べ物を与えて子供を養
うように、枕は子供を休ませて熟睡させるから、母親と同じと見なされる。
［記号性と言霊性］
イタンの解釈によると、子守唄の（A）
（B）
（C）は、それぞれ「頭」「腹」「足」に相当する。まず、
（A）は、子供が泣いたり呼びかけたりするのは「口」であるから、頭部に相当する。（B）が腹（身体）
であることは、「好き」
（saani）とか「お母さん」
（iney）という言葉が含まれていることからも分かる。
好きに相当する言葉は腹（saa）に由来する言葉で、食物・生命（胎児）
・感情の座である。従って、そ
の文は、全体の中心となる言葉である。また、子守は手足を働かせてするものだから、（C）がそれに
当たる。この説明から、楽譜（音符）を記号とすれば、子守唄は生命と感情をもつ身体と認識されてい
ることが分かる。
＊謝辞：楽譜は、園田学園女子大学教授の辻本健市氏（音声学）に、録音テープから作成していただい
た。記して感謝申し上げる。
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表 2 に示したのは、滞在していた当時よく唄われていた、口頭伝承的な子守唄（echiwechiw ）
の一つである。この事例は、イタンの言霊の論理と日常語、及び言語の認識と表象の記号性の関
係を再確認するのに都合がよい。筆者が現地で採集した他の子守唄も、同様な見方からイタンは
注釈した。唄も、先に記した言語や民話と同様、言霊的に理解されていた。つまり、唄は空中に
広がり、終わると口から体内に入って「石」となる。それが唄を聞いた子供の耳から心の中に入
り、固まって「石」（知識）となる。こうして、その「石」は、親の世代から次の世代へと伝承
されると考えられているのである。
表 2 に示したようなイタンの子守唄の言霊論的説明は、イタンだけの特殊な解釈だろうか。あ
るいは生活様式も大きく変化した現在のチュークでは、それは、古代的な原始呪物信仰の残存に
すぎないから神話的・非科学的な文化的遺制であるとして、無視してよいのだろうか。そうでな
くても、有力なイタンがいなくなり、すでに西洋式の生活様式に移行した現代のチューク人自身
が、それを過去の呪物信仰と見る可能性もあるだろう。
しかし、昔から一般の住民はイタンの言葉そのものを知らなかったし、それを知らなくてもそ
れが彼らの伝統であり慣習（アーレニ）であるから、尊重すべきものと考えられていたことを忘
れてはならない。イタンの言葉は、いわば諺のような、住民の理念的な価値観が集約化された言
葉であり、暮らしと言語・文化の中に浸透し身体化されている認識体系である。しかも、伝統的
なアーレニの「かたち」は、意識的に外国由来の諸文化の形から区別されている（外国生まれの
米やパンではなく、パンの実やタロ芋を「人間の食べ物」と主張するように）。他文化と混合す
ることで多文化化したとしても、あるいはアーレニという表層的な社会・文化・言語が今以上に
姿を変えたとしても、伝統としてのアーレニは意識され続け、新しい文化もチュークのアーレニ
に摂り込まれていくだろう。それゆえ、見かけは大きく変化しても、表層の「名前」（レッテル）
が貼り替えられただけということもありうる。
もう一度、イタンが筆者に語った言葉に戻ってみよう。
「人間が死んでも名前は残る。その名前を父や母から聞いて学ぶと、それが心の中の土地に
埋められ、それが生えて大きく育ち、石や砂になる。だから、木や石は心の中に入ってい
る。名前は、忘れないための標識にすぎない。」
名前（及び子守唄の唄と楽譜に相当するアーレニの形象全般）を記号的表象とすれば、それが
意味するもの（言霊的認識）が石や砂のような始源的イメージ（ナパナップ）であり、そこにこ
そ本当の認識があるという主観主義的論理を、そのイタンの言葉は言い当てている。名前や表象
の記号論的分析と客観的分析を科学的とする見方からすれば、イタンの主観主義的論理よりも、
「名前」、つまり表象された形象（楽譜と歌詞そのもの）の方が重要ということになる。
表象と文化認識的レベルの双方の理解の必要性は、例えば諸外国（スペイン、ドイツ、日本、
米国）による統治時代を経て独立したミクロネシア連邦を、チューク人がムーン（mwúún 国の
意味）と呼んでいることからも推測できる。
それを、ポストコロニアル的な動向の中で建設された新しい近代国家化への歩みと解釈するこ
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とも、もちろんできる。しかし、もともとチュークでは時代も人生もムーンと呼ばれており、国
をムーンと呼ぶのは、単なる意味の転用という以上のものがあると、筆者は考えている。伝統的
に、母胎も家もカヌーも墓も人の入る「箱」であり、人生とはその積み重ねられた「箱」を移り
住むことと考えられていた。同様に、「時代」も箱としての時代の単位で、その時間の区切（ド
イツ時代、日本時代、アメリカ時代のように）と移行を意味した。空間的には、ミクロネシア連
邦にある四州は、国家という大きな箱のなかに入る 4 つの「箱」と見ることができる。国はその
統合体である。
そのように考えられる根拠は、それが先に記した表象された子守唄や言語認識の論理に重なる
ことである。表 2 のように、イタンの論理では、子守唄は頭・腹・足の諸部分に分かれるが、一
つに統合されることで一つの命ある唄となる。同様に、国（ムーン）という言葉は、ナマコやム
カデの意味の「ム」（mwú）と意味的な関連がある（その単数形がエムである）。先述のように、
エムは、言葉、空間、時間が分節化された時の断片ないし個別の単位を指す言葉であった。ミク
ロネシア連邦の各州は、いわば個別の分節（断片）に分かれた生命体であり、それぞれに各民族
の心と生命・生活が入っているという認識があり、現代の近代的行政組織の枠組みはその表象と
考えることもできる。仮に子守唄が国の「伝統」として再創造されたとしても、それが民衆のア
イデンティティを喚起するためには民衆の言霊的共感性とコンセンサスの存在が前提にある。チ
ュークの国家・州・管区といった近代的行政組織も、住民・市民の心情に適ってこそアイデンテ
ィティを形成しやすくなる。個々人の心身（self）の文化的認識と国家・集団の構成との間に連
続性があってこそ伝統の創造は意味をもつのである。

5．結び

学説史的には、日本の言霊論は、西洋の近代的科学観に対立させて神道的な皇国史観と国粋主
義的精神主義を唱える政治的脈絡で、しばしば論じられた。その意味でも、言霊論は西洋起源の
（12）を著した鎌
近代言語学とは対極にある、という見方が大勢であったといえる。『記号と言霊』

田東二は、ソシュールとパースの記号論と言霊論の原理的対立について、「『無定形な意味と音』
があって、それを人類が恣意的に切り取ったとは言霊論者は考えない。そもそも『無定形な意味
と音』など存在しない、と彼らは考えている。したがって、言霊論と記号論はこの点で原理的に
（13）と主張した。
対立している。」

ここでその学説史的側面に深入りする余裕はないが、同書で鎌田が、ユング心理学の元型（集
合的無意識）と言霊の「形象」それ自体のもつ象徴性と形象性に目を向けているのは注目に値す
る（14）。氏は、近代言語学および記号論と言霊論の対立が、言語哲学の唯名論と実在論の対立に
呼応していると捉えている。
また、鎌田自身が注目しているように、近代の言語学や言語哲学が、言語の始源性に関心がな
かったわけではないし、言語と感覚・身体との必然的なつながりを探る試みも少ないわけではな
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かった。言語学者のレイコフと哲学者のジョンソンが、概念体系の本質は根本的にメタファーか
ら成るとして、身体経験と認識（ゲシュタルト）に表象以前の前概念的イメージの隠喩的創発性
の原点を求めた理論（15）は、その流れの一つといえる。それは、大きな影響を各界に与えた注目
に値する成果である。しかし哲学者の尼ケ崎彬が指摘したように（16）、彼らのメタファー論は、
上下、内外など、事象の構造的理解であった。また、心身の生物学的次元から、自然・社会・文
化まで視野に入れた民族誌的研究でもなかった（17）。むしろ彼らのメタファー論は英語圏の言語
表象の分析からその表象を創発させる認識の始源を、科学的・記号論的に理解しようとした試み
であったと評価できる。
ただし、レイコフとジョンソンの言うイメージ図式ないしゲシュタルトが、チュークの心の中
の石・砂・根などの言霊論的認識図式と、どのような関連があるかについて考えてみるのは興味
深い。心の中の「石」は、心理学者のユング自身がしばしば心理的元型の一例として論じたテー
マであったが、チュークでも（おそらく日本の言霊論でも）、明らかにそれは自らの社会文化を
納得する前概念的な認識の問題である。
チュークの言霊論の資料を日本のそれと突き合わせてみれば、心の中の「石」がモノ（物・者
・霊）やコト（言・事）として発現するという、日本の言霊論で繰り返し論じられてきた説
は（18）、むしろごく自然で当然の論理のように見えてくる。言葉は身体と生命をもつ。その際、
言葉の「霊魂や生命」を排除する客観主義的・分析的理論は、しばしば、自身の言葉に関する日
常的感受性から見れば距離がある。筆者の考えでは、それは、近代科学の論理と、自身の心身・
言葉・生活に埋め込まれている日常的・主観主義的な生活感覚との間に、ギャップがあるからで
ある。他方、近代の分析科学的観点から見れば、チュークでの言語の成分分析がそうであったよ
うに、言語・文化の表象そのものが、デュルケームのいう超有機体的なシステムないし記号であ
る。社会・文化・言語の差異・分類・秩序を論理体系として考察することが科学的であるとすれ
ば、言霊的言語表象が、アニミズム的で非科学的な、むしろ宗教の領域に属する存在に見えたと
しても、むしろ当然である。しかし、チュークで見たような、心身でもって納得しうる言語と文
化をめぐる信念体系は、現在でも、日本人の言霊的生活感覚の一部として存在しうることもま
た、忘れてはならない。
外側からの客観主義的見方と内側からの主観主義的見方というこの 2 つの立場は、とりわけ客
観性を重視する研究者が、チュークのような主観主義的文化を研究する場合には、矛盾すること
になる。しかし、科学的論理と各地域的・民族的論理というその双方の見方は、本来、相互排他
的なものであってはならない。その両方の視点の統合こそ、今後の民族誌的研究に課せられた課
題であるともいえるだろう。
注
⑴

本論は 1977 年及び 1987 年から 1996 年の間に計 8 回実施した筆者の調査による。なお，言霊的な現
象は，日本だけではなく，フィリッピン（合田濤『首狩りと言霊−フィリッピン・ボントック族の社
会構造と世界観』弘文堂

1989 年）や台湾（管孝介「辺境のイメージ−タイヤル族の言霊」（特集・
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放浪の系譜・日本芸能史）『国文学解釈と観賞』至文堂

1973 年

38 卷（1），pp.117−122.）などの，

日本とミクロネシアの近隣地域からも報告がある。
⑵

グッドイナフ，W. H.『文化人類学の記述と比較』
（寺田嚢・古橋政次訳）弘文堂

1977 年参照。本論

では以下，グッディナフと記す。
⑶

Lutz, Catherine, 1988, Unnatural Emotions : Everyday Sentiments on a Micronesian Atoll. Chicago : University of Chicago Press.

⑷

グッドイナフ，W. H.

⑸

Fischer, J. L., 1966, Syntax and Social Structure : Truk and Ponape. J. Bright eds., Sociolinguistics, Amster-

前掲書，1977 年，p.102.

dam : Mouton.
⑹

唐須教光『文化の言語学』勁草書房

⑺

唐須教光

1988 年，p.151.

⑻

Goodenough, W. H. and Sugita Hiroshi, 1980, Trukese-English Dictionary, Philadelphia. American Philo-

前掲書，1988 年，p.153.

sophical Society. ; Goodenough, W. H. and Sugita Hiroshi, 1990, Trukese-English Dictionary : Supplementary Volume : English-Trukese and Index of Trukese Word Roots. Philadelphia : American Philosophical Society.
⑼

このイタンの原語については，拙論『身体と形象−ミクロネシア伝承世界の民族誌的研究』風響社
2001 年，p.427 に記してあるので参照されたい。

⑽

河合利光「ミクロネシアの首長権の表象」石川榮吉監修『オセアニア②
版会

⑾

伝統に生きる』東京大学出

1993 年，pp.204−205）
。

池上嘉彦「解説」
『文化人類学と言語学』
（サピア，E./ B. L. ウォーフ他編，池上嘉彦訳）弘文堂

1995

年，p.218.
⑿

鎌田東二『記号と言霊』青弓社

1990 年。

⒀

鎌田東二

前掲書，p.339.

⒁

鎌田東二

前掲書，pp.341−347。川村湊『言霊と他界』講談社学術文庫（2002 年）には言霊の象徴性

に関する考察がある。
⒂

レイコフ，G./ M. ジョンソン『レトリックと人生』（渡部昇一他訳）大修館書店

1986 年。レイコフ

とジョンソンの理論の評価と意義は，筆者もすでにチュークの民族誌的研究で注目したことがある
（河合利光『身体と形象−ミクロネシア伝承世界の民族誌的研究』風響社

2001 年，p.25 と p.37 の注

を参照されたい）
。
⒃

尼ケ崎彬『ことばと身体』勁草書房

⒄

河合利光『生命観の社会人類学−フィジー人の身体・性差・ライフシステム』風響社

1990 年，p.147.
2009 年，pp.24

−26.
⒅

古代の日本では，物，人間（者），妖怪（憑き物）がいずれも同じ言葉（モノ）でよばれたが，その
モノをマナと同一視する見解がしばしば提示された（cf. 若林栄樹「マナと法」『ドルメン』5 号 1991
年，折口信夫「霊魂の話」
『民俗学』第 1 巻 3 号など）
。チューク語でも同様の見方があり，健康・カ
ミの力・栄養・人格などの基礎となる生命力をマナ（mana または manaman ）と呼ぶ。古代日本とミ
クロネシアとのこの類似性は興味深いが，文化史的つながりについてはコメントを控えておきたい。
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e ラーニング形式の自己学習を通して
情報処理を学ぶ学生の実態
──そのだインターネットキャンパスの学習後アンケートより──

垣

東
1

弘

一

はじめに

近年、ICT（情報通信技術 Information and Communication Technology）を用いた教育が、多く
の大学において活発に行われている。私立大学情報教育協会によると、私立大学におけるコンピ
ュータの整備状況は、コンピュータ 1 台あたりの学生数が、大学では平成 17 年度 5.1 人、平成 20
年度 4.2 人、短期大学では平成 17、20 年度とも 3.5 人となっており、コンピュータの普及が顕著
（1）。本学においては学科改編により
であることを表している（回答数：大学 283 校、短大 93 校）

平成 22 年度よりコンピュータの台数は減少したが、平成 23 年 9 月現在、本学はコンピュータ 1
台あたりの学生数が 4.6 人（大短あわせて学生数 1740 名、研究室を除く教育・研究用コンピュ
ータ 378 台）となり、ほぼ全国の水準に近い状況にある。
学内 LAN を用いて教材を閲覧し自学学習を可能とする大学は増えつつある。この学内 LAN
を利用して、教材、小テスト、コンテンツ等をウェブサイトに掲載し、自学自習を可能にするシ
ステムを導入する大学は、全学・一部の学部・学科で使用可能な大学が、平成 20 年度 77.0％
（全学 46.6％、一部の学部・学科 30.4％）にのぼり、平成 23 年度（計画）では 87.6％（全学 57.8
％、一部の学部・学科 29.7％）という結果が出ている（回答数：平成 20 年度 309 校、平成 23 年
度（計画）303 校）。また、e ラーニングを全学または一部学部・学科で実施可能な大学は、平
成 20 年度 42.9％、平成 23 年度（計画）では 57.2％ とあり、今後も e ラーニングを活用する大
学は増加する傾向にある。
本学では他大学に先立ち、1998 年より e ラーニングを利用した教育を実践している。本学で
の e ラーニングはそのだインターネットキャンパスという LMS（学習支援システム Learning
Management System）を導入し、学生をはじめ学習者はすでに 1 万人を超える実績をもつ。その
だインターネットキャンパスにおける教育は、2009 年度大学・短期大学開講科目で 68 科目にの
ぼり、共通科目や専門科目などさまざまな学部・学科で有効に活用されている。
そのだインターネットキャンパスでの各科目は、ユニットという単位で学習を進めており、1
ユニットは数時間で 1 つのテーマを学習することができるものとなっている。各ユニットでは学
習目標を事前に確認し、その後、教材を閲覧しながら自己学習を進め、その過程で質問をし、課
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題を提出し、テストに取り組むことになる。課題提出やテストについては教員が評価し、その学
生が学習目標に達したと判断した場合は、教員がそのユニットの合否と得点を判定し、結果を学
生に返すことになる。学生はその評価と教員コメントを確認し、自らの学びについてアンケート
回答を通して振り返りを行い、そのユニットの学習を終えることになる。「1．必修ユニットをす
べて合格すること」、「2．選択必修ユニットは必要ユニット数の合格があること」、「3．各ユニッ
トの合格得点の合計点が合格基準点を上回ること」の 3 条件をすべて満たすと、その科目は合格
となる。
そのだインターネットキャンパスを利用した e ラーニングにおける自己学習の定着傾向につ
いては、堀田（2）は自己学習の度合いが学習の経過と共に高まっていると述べている。これは、そ
のだインターネットキャンパス上で基礎情報教育を学習した学生に対し調査したもので、「Q 1：
このユニットのあなたの学習方法は？」について 4 つの選択肢、①先生の（前での）説明に沿っ
て学習を進めた、②友達や先生に質問しながら一人で学習を進めた、③先生から概要を聞き、そ
の後自分で教材を読み、学習した、④誰にも質問せずに教材のみで一人で学習を進めた、に重み
付け（点数付加）をして 2004 年度 5076 名に調査した結果、学習者の自己学習の定着と推移結果
より読み取ることができる（図 1）。
園田学園女子大学短期大学部生活文化学科情報デザインコースでは、入学直後できるだけ早い
時期に、情報に関する基礎的な知識や技能を修得させ、これに続く専門科目の学習をスムーズに
進めるため、1 年次 1 学期に基礎情報処理Ⅰ・Ⅱ、応用情報処理Ⅰ・Ⅱを履修するカリキュラム
となっている。これらの科目（表 1）はすべて、そのだインターネットキャンパス上において、
ブレンディング（対面と e ラーニングを組み合わせた教授法）の形式で学習を進める形式を取
っている。
そこで、本学で取り組んでいる自ら学ぶことを大切にする e ラーニング形式の自己学習は、
学生にどのような形で学習を進めさせ、どのような成果が得られているのか。また、e ラーニン

図1

自己学習の定着と時間推移
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表1

情報デザインコースの情報処理ユニット一覧（2011 年度入学生）

基礎情報処理Ⅰ
U 01
U 02
U 03
U 04
U 05
U 06
U 10
U 11
U 13
U 14
U 19
U 20
U 47
U 51

基礎情報処理Ⅱ

オリエンテーション
コンピュータの基本操作
電子掲示板でコミュニケーション
図形や文書の複写と貼り付け
プレゼンテーション（1）
文書の編集とレイアウト
情報社会のしくみ
情報倫理・コンピュータと健康
電子メール入門
プレゼンテーション（2）
自分の環境を作ろう
タイピングの達人になろう
電子メールの応用
インターネット探検

応用情報処理Ⅰ
U 09
U 15
U 16
U 26
U 35
U 40
U 49
U 53

U 08
U 21
U 23
U 30
U 37
U 54
U 55
U 56
U 63

マルチメディア作成技法
ペインティングデザインに挑戦
コンピュータミュージックの基礎
ホームページの作成
コンピュータの購入方法
動きのあるホームページの作成
デジタルカメラの活用
自作絵はがきで近況報告
デジカメ写真で豆本づくり

応用情報処理Ⅱ

自分のディスクを整理しよう
教育用言語 Logo の世界
クイズを作ろう（Visual Basic）
Logo 言語によるリスト処理
基礎的情報教育に関する調査
3 D グラフィックスの世界
Visual Basic（2）
お絵描きソフトで紙芝居

U 17
U 18
U 31
U 34
U 39
U 48
U 52
U 57

データベースの基礎
表計算の基礎
取材とミニ新聞の作成
システム思考入門
表計算の活用
表計算のマクロ
デジタルビデオ編集
データ抽出 Access 入門

グで学習し、成績がよい学生はどのような特徴を持っているのかについて、明らかにすることを
目的として調査を行った。

2

研究の方法

調査対象は、2008、2009 年度入学情報メディアコース、2010、2011 年度入学情報デザインコ
ース（生活文化学科情報メディアコースは 2010 年度より情報デザインコースに名称変更）の合
計 71 名とした。
調査時期は各学生の入学年次 7 月に行った（2008 年から 2011 年）。調査方法は、そのだイン
ターネットキャンパス上のアンケート機能を用い、コンピュータ上で回答させた。
調査内容は、自己学習の感想（学習方法のタイプ、印象、意欲、興味・関心）、自己学習の実
際（授業時間外の学習日数・時間、教材の読み込み状況、学習過程の問題点、施設・設備）、他
者との関係（アシスタントとの関係・親密さ、友人への質問、グループでの競争）、インターネ
ットキャンパスからの情報の活用（お知らせ、友達のログオン状況、ユニット毎の合格者数、点
数分布表、学習ログ、FAQ、教員へのメセージ）、日常生活での情報社会とのかかわり（メール、
携帯電話での写真撮影、デジタルカメラ、デジタルオーディオプレーヤー、ホームページ閲覧、
コンピュータの必要性）、身についた能力（文書作成、キー入力、表計算、画像処理、入力装置
操作、コンピュータミュージック、ビデオ編集、統計処理、ホームページ閲覧、コンピュータ制
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御、ホームページ作成、マルチメディア作品作成、電子メール、3 D−CG、プログラミング）に
ついて、主として順序のある選択肢（4 段階）で問い、いくつかの設問では自由記述などで回答
する方式で行った（資料 1）。また、学生の応用情報処理Ⅰの成績（得点）から成績の情報を得
た。
分析方法は、統計ソフト SPSS ver 17.0 を利用し、各設問の単純集計、各設問間の相関分析
（相関係数：Pearson の積率相関係数、有意差検定：両側）を行った。

結果と考察

3

自己学習が合っている学生の特徴

3. 1

3. 1. 1

結果

今回の調査で自己学習が合っていると感じている学生は、どのような特徴をもっているのかに
ついて分析することにした。まず、問 1「自己学習が合っている」については 83.1％ の学生が、
「自己学習は大変合っている」、「自己学習は合っている」と回答している（表 2）。
質問 1「この授業で実施している『自己学習』という方法は皆さんに合っていましたか」とい
う質問に関して、5％ 水準で有意に相関が認められた項目は、問 4「自己学習が大学の授業らし
く新鮮だ」、問 5「自己学習は焦ることなくマイペースで学習できる」、問 6「興味ある課題を選
べて楽しい」、問 19「TA（ティーチングアシスタント）にあまり質問しない」、問 22「TA に親
表2

問 1「自己学習が合っている」

選択肢
1
2
3
4

パーセント

累積パーセント

大変合っている
合っている
あまり合っていない
まったく合っていない

11
48
11
1

15.5
67.6
15.5
1.4

15.5
83.1
98.6
100.0

合計

71

100.0

100.0

表3
No

度数

問 1「自己学習が合っている」と相関がある項目の Pearson の相関係数と有意水準
質問内容

相関係数 有意水準（両側） N

問4
自己学習が大学の授業らしく新鮮だ
問5
自己学習は焦ることなくマイペースで学習できる
問6
興味ある課題を選べて楽しい
問 19 TA によく質問する
問 22 TA に親しみを感じる
問 24 友達によく質問する
問 31 学習ログをよく読む
問 41 就職を考えるとコンピュータの活用法を学ぶ必要がある
問 44 授業を終えてキー入力のスピードが上がった
問 45 授業を終えて表計算の作成ができるようになった
問 50 PC での統計処理ができるようになった
＊＊

相関係数は 1％ 水準で有意（両側）である
相関係数は 5％ 水準で有意（両側）である

＊
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.438**
.402**
.479**
−.271*
.258*
−.276*
−.245*
.356**
.322**
.484**
.276*

.000
.001
.000
.022
.030
.020
.039
.002
.006
.000
.020

71
71
71
71
71
71
71
71
71
71
71

しみを感じる」、問 24「友達にあまり質問しない」、問 31「学習ログはあまり読まない」、問 41
「就職を考えるとコンピュータの活用法を学ぶ必要がある」、問 44「授業を終えてキー入力のス
ピードが上がった」、問 45「授業を終えて表計算の作成ができるようになった」、問 50「PC で
の統計処理ができるようになった」の 11 項目があげられる（表 3）。
3. 1. 2

考察

自己学習が合っていることと、相関がある各項目について考察を行う。
問 4「自己学習は大学の授業らしく新鮮だ」と相関が認められる点からは、大学入学までの教
育、つまり小学校・中学校・高校において、自ら学習に取り組む意欲が少なければ学習を進める
ことができない自己学習という学習方法が、授業時間の一部で行われていたかもしれないが、学
習単元すべてについておこなう機会が少なかったと考えられる。自己学習で学んだ大学生は自ら
学ぶという方法に戸惑いながらも、大学らしい新鮮さを感じていることがうかがえる。
問 5「自己学習は焦ることなくマイペースで学習できる」と相関が認められる点からは、一般
の対面式の教授法では時間内に教員の考えたペース配分で学習を進めるため、学生の理解が不完
全であったり、学生が深めて理解したい場合があっても教員のペースで学習を進めなければなら
ないことに対して、自己学習では自分自身の理解するスピードで本人が納得して学習を進めるこ
とができているといえる。自己学習の場合単位時間内での学習量は少なくなる可能性があるが、
学習についての理解度とその満足度は高いと思われる。
問 6「興味ある課題を選べて楽しい」と相関が認められる点からは、学習するユニットを自分
の学びたい内容で選ぶことができ、意欲的に学習を進められることが考えられる。しかしこれ
は、指導者がどのユニットを学習させることが教育目標にあっているかを見極めて、適切に設定
と指導を行わないと、単に「楽しい」、「易しい」だけでユニットを選択してしまう危険性もあ
る。
問 19「TA にあまりを質問しない」と相関が認められる点からは、自己学習の考え方が学生に
よく理解されている結果、「質問することは良くないことだ」という気持ちから簡単な質問をあ
まりしていなかったということや、ユニット教材が学生の学習レベルに合っていて特に質問をす
る必要がなかったと考えることもできる。このことは、問 24「友達にあまり質問しない」と相
関が認められることとも同様であると考えられる。
しかし、問 22「TA に親しみを感じる」と相関が認められるので、学生は学習する中で本当に
わからない点に出会ったときに TA に質問をすることで、問題解決することができ、TA を頼り
にしており、かつ親しみを感じていることがうかがえる。
問 31「学習ログはあまり読まない」と相関が認められる点については、自己学習が合ってい
る学生の特性として、あまり学習の振り返りを大切にしない特徴があると考えられる。
問 41「就職を考えるとコンピュータの活用法を学ぶ必要がある」と相関が認められる点につ
いては、自己学習が合っている学生は、将来の就職した際に職場で情報処理の技術を使う場面が
理解・想像ができ、必要であると考えているのであろう。
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また自己学習が合っているという項目と、問 44「授業を終えてキー入力のスピードが上がっ
た」、問 45「授業を終えて表計算の作成ができるようになった」、問 50「PC での統計処理がで
きるようになった」と相関が認められる点より、自己学習が合っている学生は、キー入力という
パソコン操作の基礎と、コンピュータを用いたデータ処理について学習成果が表れていると思わ
れる。
以上のことから、自己学習が合っている学生は、他者の学習支援にあまり依然することなく、
自分のペースで学ぶことができ、表計算や統計処理など学生が苦手と思う分野について満足いく
学習をすることができていると考えることができる。

学習成績が高い学生の特徴

3. 2

3. 2. 1

結果

科目の成績は、配点が定めているユニット内の課題の成果によって授業担当者が評価を行い、
各ユニットの得点合計がその科目の得点として定めている（表 4）。
この成績を使い、今回の調査で成績が高かった学生は、どのような特徴があるのかについて分
析することにした。
科目得点と 5％ 水準で有意に相関が認められた内容は、問 9「情報処理学習のために、授業時
間外に実習室を利用する回数は少ない」、問 24「友達によく質問する」、問 38「デジタルカメラ
をよく使用する」、問 50「パソコンでの統計処理が不得意」、問 56「3 D−CG で立体を作成する
のが不得手」の 5 項目があげられる（表 5）。
表4

学習成績

得点

度数

0〜29
30〜34
35〜39
40〜44
45〜49
50〜54
55〜60
合計

表5
No

パーセント

累積パーセント

0
2
3
2
24
8
32

0.0
2.8
4.2
2.8
33.8
11.3
45.1

0.0
2.8
7.0
9.9
43.7
54.9
100.0

71

100.0

100.0

学習成績と相関がある項目の Pearson の相関係数と有意水準
質問内容

相関係数 有意水準（両側） N

問9
情報処理学習のために授業時間外に実習室を利用する回数が多い
問 24 友達によく質問する
問 38 デジタルカメラをよく使用する
問 50 PC での統計処理ができるようになった
問 56 3 D−CG で立体を作成するのができる
＊＊

相関係数は 1％ 水準で有意（両側）である
相関係数は 5％ 水準で有意（両側）である

＊
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−.323**
.234*
.326**
−.280*
−.307**

.006
.050
.006
.018
.009

71
71
71
71
71

3. 2. 2

考察

学習成績が高いことと、相関がある各項目について考察を行う。
問 9「情報処理学習のために、授業時間外に実習室を利用する回数が多い」と負の相関が認め
られる点からは、高得点を取る学生は効率よく学習ができる学習姿勢を持ち合わせていると考え
れれる。しかし、短い時間で多くのユニットを学習し高得点を取っていく姿勢は、学習の過程で
疑問やより学習を深めたいと思った場合、最終課題と関係のない内容であれば、あまり考えたり
調べたりすることはせず、速く課題提出まで行き着くことが重要であるという姿勢であると考え
ることもできる。
問 24「友達によく質問する」の項目が、「学習成績が高い」という項目と正の相関があったこ
とに対して、「自己学習が合っている」という項目とは負の相関が認められるという点は対照的
である。成績高得点者は、学習を進める中で疑問点が発生すると、まわりで学習している学生に
質問をして、ヒントまたは回答・解答をもらって効率よく学習を進めていることがわかる。筆者
は学習過程で疑問点が出たときにそれを克服する際に学習は確かになる（学習が身につく）と考
えているが、成績高得点者はこのチャンスを失っている可能性もある。
また、問 50「PC での統計処理ができるようになった」についても、「学習成績が高い」とい
う項目と負の相関があったことに対して（表 5）、「自己学習が合っている」（表 3）という項目と
は正の相関が認められるという点は対照的である。学生にとって統計処理は一般的に難しいとら
えられやすいが、自己学習が合っている学生にはできている感覚があり、成績上位者にはできて
いない感覚がある。内容が難しい教材を学習するためには、じっくりと自分で考える姿勢が大切
であると考えられる。
また、成績が高いという項目と、問 38「デジタルカメラをよく使用する」、問 56「3 D−CG で
立体を作成するのが不得手」と相関が認められる点からは、問 50 と同様、デジカメの操作など
簡単な内容は成績高得点者には取り組みやすいが、難易度の高い 3 D−CG 制作のようなユニット
は取り組みにくいということが明らかになった。
以上のことから、成績高得点者は効率よく学習を進めるため、疑問点があれば他者に依存して
学習を進め、あまり難しいユニットの学習は十分にできているとはいい難い状況が見受けられる。

3. 3

自己学習が合っている学生と成績が高い学生との関係

3. 3. 1

結果

今回の調査では、問 1「自己学習が合っている」と「科目成績」との関係に有意な相関を認め
ることはできなかった（表 6）。
表 6 「自己学習が合っている」と「成績が高い」との相関
No

質問内容

相関係数 有意水準（両側） N
−.1.62
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.177

71

考察

3. 3. 2

この点について考察を行うと、自己学習を推奨する本学の基礎情報教育において、評価基準が
自己学習に取り組んだ成果として評価されていないことを表している。筆者は自己学習を通して
学生に情報についてのさまざまな確かな力を身につけてもらいたいと考えているが、自己学習で
こつこつと学習を進めることと、その科目の成果（成績）は一致するものではないということが
わかった。自ら学ぶという姿勢は大学生に身につけてもらいたい能力の一つであるが、これを科
目の評価の中に埋め込むことが十分できていない。

4

ま

と

め

そのだインターネットキャンパスという学習環境下において、e ラーニング形式による自己学
習を通して情報処理を学ぶ学生は、自己学習を理解し、学習活動に取り組んでいる。自己学習が
合っていると感じている学生は、TA や SA への質問を頻繁に行わず、授業時間以外にも授業内
容の理解のために自ら学習をしていることがわかった。そして、この取り組みによって統計処理
など難しい分野の学習もできるようになったと感じている。しかし残念なことに、自己学習が合
っていると感じている学生の成績は必ずしも高いわけではないことも明らかになった。
学習成績の高い学生は、限られた時間の中で効率よく学習を進めていることがわかった。その
学習過程では友人に比較的多くの質問をして教えてもらいながらユニット学習を進めていること
もわかった。また、このように学習した学生は比較的難しい分野のユニットについてはあまりで
きていないと感じている。
「自ら学ぶ」という考えは、社会で生きるうえで基礎的な能力としてだれもが身につけるべき
と考えられている。今回、自己学習が合っていることと、学習成績との相関を見出すことができ
なかった点から、今後の学習評価のあり方や学生への指導方法などに検討すべき点があることも
わかった。
今後はさらに研究を進め、e ラーニングによるよりよい学習とは何かについてについて明らか
にしていきたいと考えている。
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ウォーキングに関する予備的考察

鳥

井

一

寿

1．は じ め に

国民の健康への関心が高まる中、公園や歩道などでウォーキングを行う人々が増加してきた。
また、介護予防や健康増進のため積極的に運動、スポーツを取り入れようとする動きも顕在化し
ている。
平成 21 年の内閣府による「体力・スポーツに関する世論調査」1）によれば、過去 1 年間にウォ
ーキングを行ったことのある人々の割合は 48.2％ を占め［図 1］、また平成 6 年以降、「ウォーキ
ング」2）が過去一年間に行ったスポーツの第 1 位を占めている［表 1］。
ウォーキング人口が増加した要因としては、手軽に出来る、対象年齢層の幅が広い、運動量を
コントロールしやすいなど多くあるが、組織的に実施されているウォーキング、個人または少数
の友人や家族で行うウォーキングにおいては、自然や歴史文化に親しむことを目的としてウォー
キングを実施している事例が存在することも、ウォーキング人口の増加要因として考えられるの
である。
筆者が勤務する園田学園女子大学短期大学部生活文化学科においても、開講科目の一つ「健康
トレーニング」の中で、平成 20 年度よりウォーキングを実施している。そして、その実施場所
としては、スポーツとともに自然と歴史文化にも触れあうことが可能な世界遺産・熊野古道を選
択している。
さて、適度な運動が健康の維持増進に貢献することはいうまでもないが、今日ウォーキングが
これほどまでの隆盛をみるに至った要因の一つとして、自然や歴史文化に触れあえることが深く
かかわっていると筆者は考えている。手軽にできる運動として、居住地域や公園、またはウォー
キングコースが設置されている郊外でウォーキングを行うこともあるが、各種団体や地域福祉団
体などが実施する催しにおいては、自然や歴史文化をテーマとしてウォーキングを募集すること
も多い。家族や友人同士で出かける日帰り旅行や一泊旅行も、ハイキングや登山などは自然を目
的とするものであり、これらの余暇活動もウォーキングの一形態といえるのである。
本稿においては、今後筆者が授業において実施するウォーキング実習に活用できる基礎的資料
を得ることを目的として、ウォーキングついての予備的考察を試みた。
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法

2．方

2. 1．アンケート調査
園田学園女子大学短期大学部生活文化学科の開講科目「健康トレーニング」の受講生のうち、
ウォーキング実習参加者を対象にして実施。対象者、平成 20 年 7 名、平成 21 年 13 名、平成 22
年 15 名、計 35 名。

2. 2．関係資料、ホームページの分析
内閣府政府広報室『体力・スポーツに関する世論調査』（平成 21 年）の 5 項目ある概要の中か
ら「運動・スポーツの実施状況と今後の意向について」を取り上げ、過去 1 年間に行った運動、
スポーツの種目と理由を分析した。
3）における平成 20 年 8 月 1 日付の「統計トピックス」No.31
総務省統計局『社会生活基本調査』

を分析した。
内閣府国民生活局『国民生活選好度調査』4）（平成 22 年）における個人の幸福感の現状とその
要因についての質問項目中、「幸福感を判断する際に重視した事項は何ですか」を分析した。

3．結

果

3. 1．アンケート結果
実施場所：
平成 20 年度、21 年度は、和歌山県那智勝浦町高津気区における「猪垣と水車をめぐるウォー
キング」と同町世界遺産・熊野古道における「大門坂から那智大社をめぐるウォーキング」
平成 22 年度は、世界遺産・熊野古道における「大門坂から那智大社をめぐるウォーキング」
標本数：ウォーキング実習参加者 35 名、回収率：100％、回答方法：感想文形態
アンケート結果のキーワード：「楽しい」「大自然」「運動」「新鮮な空気」
総括：
（1）一番多い感想が、「大変だったけれども、楽しかった」、「自然（緑の多い）の中で運動が
できてよかった」、「新鮮できれいな空気を吸えてよかった」など、普段の生活圏とはまったく違
う自然環境に感嘆しており、またウォーキング実施に伴う大変さや疲れがある種の満足度になっ
ていた。
（2）歴史ある古道を歩いたことや、那智大社、那智の滝などに感動していた。
（3）「また行きたい」、「できればまた来たい」、「来てよかった」などの回答が多数を占めた。
「歩きやすくしてほしい」と回答をした学生も若干数存在したが、当該学生を含めて全体的な印
象・感想等の回答欄では「楽しかった」が圧倒的に多数であった。
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3. 2．関係資料、ホームページの分析結果
引用した「図 1」「図 2」「図 3」「図 4」および「表 1」を参照のこと。
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33.8
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友人・仲間との交流として
家族のふれあいとして
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美容や肥満解消のため
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今回調査（N＝1,496 人、M.T.＝222.7％）
平成 18 年 8 月調査（N＝1,377 人、M.T.＝221.1％）

図 2 運動・スポーツを行った理由
（この 1 年間に行った運動やスポーツを挙げた者に、複数回答）
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図 3 男女、主なスポーツの種類別行動者率（平成 18 年度）
−20 歳以上−
注）スポーツの種類は男女それぞれ上位 10 種類を表章。
資料：「平成 18 年度社会生活基本調査」
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地域コミュニティーとの関係

平成 6 年

職場の人間関係

平成 9 年

仕事や趣味︑社会貢献
などの生きがい

平成 12 年

友人関係

平成 16 年

就業状況
︵仕事の有無・安定︶

幸福感を判断する際に、重視した事項は何ですか。次の中からあ
てはまるものすべてに○を付けてください。

この 1 年間に行った運動・スポーツの種類の推移（上位 5 種目） N＝1,925
1位

平成 18 年

自由な時間・充実した余暇

家計の状況︵所得・消費︶

家族関係

健康状況

図4

表1

平成 21 年

1.8

0

2位

3位

ウォーキング（注1） 体操
48.2

26.2

ウォーキング（注1） 体操
44.2
ウォーキング（注1） 体操
15.9

13.2

14.5

24.3

21.1

21.9
体操
22.3

17.9
軽い球技

25.5

18.3

13.0

18.6

13.5
11.8
13.6

注 1：平成 3 年の調査より、「ウォーキング（歩け歩け運動散歩などを含む）
」
注 2：昭和 63 年の調査までは、「歩け歩け運動（運動でする軽い散歩を含む）
」
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11.3
水泳
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4．考

察

（1）ウォーキング人口のうち、年齢層での分布で見ると、アンケート調査を実施した園田学園女
子大学短期大学部生活文化学科の学生は実施率が一番低い年齢層でありまだ若く、エアロビック
運動が日常の生活の中でさほど必要とされていない。しかしながら、筆者の個人的経験から判断
すれば、学生も年齢が上がるに従って、内閣府の世論調査の結果どおりに推移すると考えられ
る。
筆者が授業においてウォーキングを実施する熊野古道（紀伊半島の霊場と参詣道）は、平成 16
年 7 月にわが国で 12 番目の世界遺産に登録された。道（街道）としては世界で 2 番目に世界遺
産となった事例である。熊野古道の主要路が存在する和歌山県では、産学官からなる熊野古道ウ
ォーキング調査プロジェクトチームを結成し、世界遺産を活用した「こころの空間・癒しの交流
つくり」に関する調査報告書を出版している。それによると、①熊野古道がこころとからだに優
しい癒しの道であり、効果的なウォーキングコースであることが立証された。②1 回の熊野古道
ウォーキングで得られる効果としては、免疫力の増加、ストレスの改善、気分の改善、適度な脚
筋力への刺激などがある。③2 か月間の熊野古道を利用したトレーニング効果は、最大酸素摂取
量の増加、大腿部筋断面積の増加、内臓脂肪の減少など、平地でのトレーニング以上の効果が見
られた、である。
（2）『体力・スポーツに関する世論調査』の結果では、昭和 63 年前後からウォーキングが上位 5
種目内に入り、それから 7 年余の平成 6 年の調査では、「ウォーキング（歩け歩け運動、散歩な
ども含む）」が 24.3％、「体操」が 21.1％ と、僅差ではあるが平成 3 年まで 1 位であった「体操」
と入れ替わった。平成 9 年の調査では「体操」が 19.4％ と減少しているが、「ウォーキング（歩
け歩け運動、散歩なども含む）」は 31.8％ と大きく増加し、平成 21 年には「ウォーキング（歩
け歩け運動、散歩なども含む）」がさらに 48.2％ と増加したのに対し、2 位の「体操」は 22.6％
に留まっている。
（3）国民の社会生活の実態を明らかにすることを目的とし、調査結果を行政施策などの基礎資料
として利用するための調査『社会生活基本調査』においても、最も高い行動者率は男女とも「ウ
ォーキング・軽い体操」であり、男子が 31.6％、女子が 40.3％ となった。また、過去 1 年間5）に
運動やスポーツを行ったとする者（1,496 人）について、その運動やスポーツを行った理由とし
て「健康・体力づくりのため」を挙げた者の割合が 53.7％、「楽しみ、気晴らしとして」を挙げ
た者の割合が 50.3％ と高く、以下「運動不足を感じるから」（42.0％）、「友人・仲間との交流と
して」（33.8％）などの順となっている。
（4）『国民生活選好度調査』（平成 22 年度）の「幸福感を判断する際、重視した事項は何ですか」
という質問に対しても、「健康状態」と答えた割合が 65.4％ と 1 位で、以下「家族関係」（65.2
％）、「家計の状況（所得・消費）」（62.1％）、「精神的ゆとり」（51.0％）などの順となっている。
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5．ま

と

め

本予備的考察においては、以下のような知見が得られた。
（1）園田学園女子大学短期大学部学生 35 名（平成 20 年 7 名、平成 21 年 13 名、平成 22 年 15
名）に対してウォーキング実習を実施した結果、年齢層別のウォーキング人口調査においてはウ
ォーキング実践者が最も少ない年齢層にも関わらず、すべての学生から「楽しかった」、「来て良
かった」などの回答を得られた。ウォーキング実施場所が自然と歴史文化に触れられる熊野古道
であったことが、満足度の高い要因になっていると考えられる。
（2）ウォーキングを行う目的が健康や体力づくりであり、それを得ることが幸福感を抱く大きな
要因であると考えられる。
（3）ウォーキング人口が昭和 63 年から増え続けている要因としては、社会情勢、高齢化、予防
医学などが考えられるが、自然と歴史文化への触れあいを最大の要因とするエビデンスは得られ
なかった。
（4）平成 6 年の調査で 1 位が入れ替わった体操との最大の違いは、体操を自然および歴史文化と
を関連づけて実施することが困難であるからと考えられる。

注
１）内閣府が 3 年に 1 回実施している調査で、国民の健康・体力についての意識及び運動・スポーツの実
施状況や意向などを調査して、今後の施策の参考とするものである。
２）調査用紙では、平成 3 年から「ウォーキング（歩け歩け運動，散歩を含む）」となっている。昭和 63
年の調査までは「歩け歩け運動，（運動のための散歩なども含む）
」となっている。
３）国民の生活時間の配分および自由時間等における主な活動について調査し、社会生活の実態を明らか
にすることを目的として、総務省統計局が昭和 51 年以来 5 年ごとに実施している統計調査で、調査
結果は行政施策などの基礎資料として利用している。
４）国民生活政策の立案のための参考資料とするために 1978 年（昭和 53 年度）以降 3 年ごとに実施して
いる。国民生活の様々な分野のニーズ、満足度等、人々の主観的意識について行う調査である。
５）ここでいう過去 1 年とは、平成 20 年 9 月から平成 21 年 8 月までの 1 年間である。
参考文献
熊野古道ウォーキング調査プロジェクトチーム『熊野古道の健康効果の調査報告書』2005 年。
総務省統計局『社会生活基本調査』
「統計トッピクス」No.31, 2008 年 8 月。
内閣府国民生活局『国民生活選好度調査』2008 年。
内閣府大臣官房政府広報室『体力・スポーツに関する世論調査報告書』2009 年 9 月。
───────────────────────────────────────────────
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言

サクラはバラ科サクラ属に属する樹木で、北半球の温帯地方に分布している。日本のサクラの
野生種は 9 種類あり、その中から自然交配や人の手によって交配された園芸品種としては 200 品
種以上あり、今も新種が作られている1）2）。
サクラは春を象徴する花として古くから親しまれている。花とともに葉も開くヤマザクラが、
古来より絵画や詩や歌、物語に登場し、日本の文化に深く関わっている。しかし近年はサクラと
いえば、ソメイヨシノと受けとる。このソメイヨシノという名は江戸時代末期に、江戸の染井村
の植木屋から売り出されたことに由来する。オオシマザクラとエドヒガンとの交雑種とみられ、
明治 5 年に命名され、明治中末期以降広く各地に普及し、現在、公園の木々や街路樹として広く
全国に分布している3）〜5）。
日本の春は、満開のサクラによって代表される。桜色はベニバナで染色される紅染めの最も淡
い色であり、紅好きの昔の日本人には軽視されそうなものであるが、実はピンク系のなかでは昔
から一番愛好された色であったようである6）。
ここで、「サクラ」「桜」「さくら」といった表記のし方について述べる。植物の名前は習慣的
に正式に書く場合は、カタカナで書くことになっており2）、染料素材や植物として扱うときに
は、「サクラ」とカタカナ書きをする。また、固有色名と呼ばれる特定の色の感じを表すために
使われる色名として扱うときには、一般的に「桜色」と漢字で書く6）。本報では、これら植物、
色名以外で扱うときには「さくら」とひらがな書きで区別することにする。
サクラを染料素材として花のイメージに相応しいピンク系、ローズ系の赤い色に染色しようと
すると、色素成分が不安定なために技法を特定し難く、容易ではない。また、サクラを染料素材
として用いるさくら染めについては、経験的なものが多く、藍や紅花のような特定の染色方法が
記されておらず7）〜11）、詳しい資料や研究の報告も少ない5）12）〜24）。近年になって各地のさくら染
め工房の染色方法が書籍で紹介されるようになったが、さくら染め布の染色性についての詳しい
報告はされていない2）3）。
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そこで本研究の一貫した目的は、さくら染めの染色条件の違いによるさくら染め布の染色性を
分析し、日本人が古くから馴れ親しんでいるサクラを染料として、サクラの花のイメージに相応
しいピンク系、ローズ系の赤い色を引き出すために、どのような染色方法が良いのか、一般の家
庭や学校の教室内でもできる、できるだけ簡単な染色方法が見出せないか検討することである。
第 1 報は、染料素材としてサクラの黄葉と紅葉の落葉を用い、落葉の色の違い、落葉採取後の
染色時期の違いがさくら染め布の染色性に及ぼす影響について検討を行った。

2．実 験 方 法

2−1

染色

2−1−1

基本条件

染料素材：2009 年の 11 月下旬から 12 月上旬にかけて採取したソメイヨシノの黄葉と紅葉
試 料 布：精練済みシルクフラットデシン白布
大きさ

28 cm×28 cm

重量

3.6 g

厚さ

0.144 mm

染色浴比：1 : 100
媒 染 剤：1％ ミョウバン水溶液
媒染浴比：1 : 55
2−1−2

黄葉、紅葉の色素抽出

（1）黄葉、紅葉各々の対繊維重量％o.w.f.
「o.w.f.」というのは「on the weight of fiber」の略で、布（繊維）重量に対する染料、薬品の使
用重量を表す単位として使われる。今回の実験において、例えば「対繊維重量 50％ o.w.f.」とい
うのは、3.6 g の試料布を試料布の重量の 50％、すなわち 1.8 g の染料（葉）で染めたというこ
とを表す。
採取直後の生葉の重量は対繊維重量 50％ o.w.f.・75％ o.w.f.・100％ o.w.f.・125％ o.w.f.・150％
o.w.f.・200％ o.w.f.・300％ o.w.f.・400％ o.w.f.・500％ o.w.f.の 9 段階とし、採取 6 か月後の乾燥
葉の重量は採取直後の生葉の重量の 4 分の 1 と考え25）、採取直後に対応させて対繊維重量 12.5％
o.w.f.・18.75％ o.w.f.・25％ o.w.f.・31.25％ o.w.f.・37.5％ o.w.f.・50％ o.w.f.・75％ o.w.f.・100％
o.w.f.・125％ o.w.f. の 9 段階とした。
（2）色素の抽出方法
黄葉、紅葉各々の対繊維重量の葉をボールに入れ、360 ml の水を加えて加熱し、全量が 360 ml
を保つように差し水をしながら 30 分間煮沸抽出した。この液が 1 回目の抽出液で、濾過布でこ
して染液とした。濾過布に残った葉を再びボールに入れ、1 回目の抽出と同様に 360 ml の水を
加えて加熱し、全量が 360 ml を保つように差し水をしながら 30 分間煮沸抽出した。この液が 2
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回目の抽出液で、濾過布でこして染液とした。
2−1−3

染色工程

染色は次に示す工程で行った。
①試料布を水に馴染ませるために、80〜90℃ の湯に 15 分間浸ける。
②ボールに 360 ml の染液を入れ、その中に試料布を 1 枚入れる。
③ムラにならないように布をよく動かしながら、染液を加熱し、80〜90℃ で 30 分間染める。
④染色後の布を引き上げ、別のボールに移して流水の下で軽く水洗いする。
⑤水洗後の布を 200 ml の 1％ ミョウバン水溶液に入れ、室温で 30 分間媒染する。
⑥媒染後の布を引き上げ、別のボールに移して流水の下で充分に水洗いし、室内で自然乾燥す
る。

2−2

測定

染色後に媒染し充分に水洗した上で乾燥させた各染色布と色研トーナルカラーのさくらいろの
色紙について、スガ試験機製の多光源分光測色計 NSC−IS−2 B 型を用い、標準イルミナント D65
の 10 度視野を選定して、L*a*b*表色系の L*・a*・b*の各数値を計測した。色の三属性でいう
と、L*値は明度、a*値・b*値は色相、彩度に相当する。
染色布は薄地につき、1 枚のままでは測定時に試料押えの黒色の影響を受けるため26）〜30）、24
枚重ねで計測した。また、L*・a*・b*の各数値は 12 箇所の平均値を測定値とした。
桜色の目安として試用するトーナルカラーのさくらいろの色紙は、布と同様に 1 枚では試料押
えの黒色の影響を受けるため、下地として 6 枚の白紙を入れて計測した。また、L*・a*・b*の
各数値は 4 箇所の平均値を測定値とした。

3．結果および考察

桜色の目安として試用した色研トーナルカラーのさくらいろ色紙の L*・a*・b*の各測定値と
a*/
（a*＋b*）の計算値を表 1 に示す。ここで a*/
（a*＋b*）値は、桜色が赤系統の色相であり、色
度 a*と b*のうち a*の占める割合の方が高いと想定されたので、視覚的な赤みの程度を予測する
値として設定したものである31）。
表1

さくらいろ色紙の測定値

L*

a*

b*

a*/
（a*＋b*）

84.10

6.60

4.80

0.580

採取直後、採取 6 か月後の黄葉、紅葉のそれぞれについて 1 回目の抽出液、2 回目の抽出液を
染液として染めた染色布の L*・a*・b*の各測定値と a*/
（a*＋b*）の計算値を表 2〜表 9 に示す。
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表2

さくら染め染色布の測定値（黄葉・採取直後・1 回目の抽出液）

対繊維重量（％o.w.f.）

L*

b*

a*/
（a*＋b*）

50

77.95

8.95

13.53

0.398

75

71.66

10.95

15.53

0.414

100

68.64

12.93

16.41

0.441

125

64.28

16.10

20.78

0.437

150

63.79

18.53

24.92

0.427

200

65.64

19.43

29.33

0.399

300

69.75

17.22

30.13

0.364

400

71.06

14.40

30.23

0.323

500

72.91

11.46

29.90

0.277

表3

a*

さくら染め染色布の測定値（黄葉・採取直後・2 回目の抽出液）

対繊維重量（％o.w.f.）

L*

b*

a*/
（a*＋b*）

50

85.26

4.95

10.46

0.321

75

76.41

8.71

14.21

0.380

100

76.79

9.17

13.42

0.406

125

74.10

10.61

15.68

0.404

150

70.20

12.92

16.85

0.434

200

64.48

14.36

19.38

0.426

300

62.85

15.88

18.91

0.456

400

60.47

19.17

25.60

0.428

500

64.15

20.70

30.38

0.405

表4

a*

さくら染め染色布の測定値（紅葉・採取直後・1 回目の抽出液）

対繊維重量（％o.w.f.）

L*

a*

b*

a*/
（a*＋b*）

50

71.30

12.91

17.47

0.425

75

70.24

15.31

23.84

0.391

100

69.05

16.62

26.10

0.389

125

67.68

16.75

27.72

0.377

150

69.33

16.76

28.87

0.367

200

71.38

16.00

29.70

0.350

300

75.30

6.72

28.27

0.192

400

70.72

7.70

32.49

0.192

500

70.16

5.30

32.69

0.140
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表5

さくら染め染色布の測定値（紅葉・採取直後・2 回目の抽出液）

対繊維重量（％o.w.f.）

L*

b*

a*/
（a*＋b*）

50

76.36

9.24

14.08

0.396

75

81.08

6.01

12.45

0.326

100

69.51

11.36

16.78

0.404

125

68.68

13.18

18.93

0.411

150

65.37

15.60

22.38

0.411

200

65.55

14.82

20.90

0.415

300

66.07

18.47

31.87

0.367

400

67.33

16.21

34.84

0.318

500

68.68

12.93

34.97

0.270

表6

a*

さくら染め染色布の測定値（黄葉・採取 6 か月後・1 回目の抽出液）

対繊維重量（％o.w.f.）

L*

b*

a*/
（a*＋b*）

12.5

85.00

6.20

10.82

0.364

18.75

75.57

9.86

15.00

0.397

25

73.58

12.89

17.48

0.424

31.25

69.92

13.09

16.68

0.440

37.5

70.26

16.04

20.22

0.442

50

72.73

15.84

23.82

0.399

75

75.31

14.23

25.53

0.358

100

75.96

12.69

26.00

0.328

125

77.04

10.27

25.65

0.286

表7

a*

さくら染め染色布の測定値（黄葉・採取 6 か月後・2 回目の抽出液）

対繊維重量（％o.w.f.）

L*

b*

a*/
（a*＋b*）

12.5

85.54

5.99

11.06

0.351

18.75

79.90

8.37

13.52

0.382

25

76.09

10.63

14.75

0.419

31.25

83.24

6.17

11.43

0.351

37.5

76.85

9.28

12.45

0.427

50

73.84

11.80

15.58

0.431

75

68.09

14.03

18.87

0.426

100

72.24

16.74

25.48

0.397

125

74.24

15.72

25.96

0.377

a*
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表8

さくら染め染色布の測定値（紅葉・採取 6 か月後・1 回目の抽出液）

対繊維重量（％o.w.f.）

L*

a*

b*

a*/
（a*＋b*）

12.5

76.18

11.45

16.21

0.414

18.75

72.77

14.03

20.82

0.403

25

74.32

11.38

17.06

0.400

31.25

73.39

14.58

22.04

0.398

37.5

76.98

11.47

16.80

0.406

50

74.56

12.89

19.54

0.398

75

76.67

11.24

27.08

0.293

100

74.67

9.35

28.04

0.250

125

75.49

7.31

28.15

0.206

表9

さくら染め染色布の測定値（紅葉・採取 6 か月後・2 回目の抽出液）

対繊維重量（％o.w.f.）

L*

b*

a*/
（a*＋b*）

12.5

80.06

7.84

13.53

0.367

18.75

82.52

6.80

12.84

0.265

25

84.87

6.80

15.64

0.303

31.25

70.39

12.37

17.14

0.419

37.5

69.07

14.72

22.25

0.398

50

66.63

15.74

23.77

0.398

75

74.10

14.09

23.66

0.373

100

73.55

13.22

26.32

0.334

125

74.09

11.88

26.52

0.309

表 10

a*

a＊・b＊の相関係数と回帰式

試料

相関係数

t 検定値

回帰式

黄葉・採取直後・1 回目の抽出液

0.607

2.022

―

黄葉・採取直後・2 回目の抽出液

0.963

9.457**

紅葉・採取直後・1 回目の抽出液

−0.388

紅葉・採取直後・2 回目の抽出液

0.737

2.887*

y＝1.699 x＋0.781

黄葉・採取 6 か月後・1 回目の抽出液

0.582

1.895

―

黄葉・採取 6 か月後・2 回目の抽出液

0.948

7.847**

紅葉・採取 6 か月後・1 回目の抽出液

−0.516

紅葉・採取 6 か月後・2 回目の抽出液

0.806
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−1.114

−0.594
3.603**

y＝1.170 x＋3.176
―

y＝1.376 x＋1.477
―
y＝0.272 x＋17.055

図1

図2

対繊維重量と L*の関係（採取直後）

対繊維重量と L*の関係（採取 6 か月後）

表 2〜表 9 のさくら染め染色布の色度 a*と b*の相関分析をおこなった結果を表 10 に示す。
表 10 において、採取直後の黄葉、採取直後の紅葉、採取 6 か月後の黄葉、採取 6 か月後の紅
葉のいずれにおいても 2 回目の抽出液を染液として染めた染色布の色度 a*と b*の間に、危険率
1％ ないしは 5％ のもとで有意な差があり、相関関係が認められた。そこで黄葉と紅葉によるさ
くら染め布の染色性を分析、検討するにあたり、黄葉、紅葉それぞれの 2 回目の抽出液を染液と
して染めた染色布の測定値及び計算値で検討することにした。
採取直後、採取 6 か月後の黄葉、紅葉それぞれの 2 回目の抽出液を染液として染めた染色布の
対繊維重量と L*値の関係を図 1、図 2 に示す。
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図3

図4

対繊維重量と a*の関係（採取直後）

対繊維重量と a*の関係（採取 6 か月後）

図 1 より、採取直後の黄葉の L*値は 50％ o.w.f. の染色布が最大値となり、対繊維重量の増加
に伴って概ね低くなり、200％ o.w.f. からほぼ横ばい状態となった。採取直後の紅葉の L*値は 50
％o.w.f. では、黄葉よりも低く、75％ o.w.f. では黄葉よりも高く最大値となり、その後、150％
o.w.f. までは対繊維重量の増加に伴って低下し、黄葉よりも低くなった。しかし、200％ o.w.f.
からはほぼ横ばい状態となり、黄葉よりもわずかに高くなる傾向を示した。
図 2 より、採取 6 か月後の黄葉、紅葉の L*値においても、採取直後の黄葉、紅葉の L*値とよ
く似た結果が得られており、対繊維重量は異なるが、染色傾向はよく似ているものと推測され
る。
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図5

図6

対繊維重量と b*の関係（採取直後）

対繊維重量と b*の関係（採取 6 か月後）

採取直後、採取 6 か月後の黄葉、紅葉それぞれの 2 回目の抽出液を染液として染めた染色布の
対繊維重量と a*値の関係を図 3、図 4 に示す。
図 3 より、採取直後の黄葉の a*値は 50％ o.w.f. の染色布が最小値となり、対繊維重量の増加
に伴って高くなった。採取直後の紅葉の a*値は 50％ o.w.f. では、黄葉よりも高く、75％ o.w.f.
では黄葉よりも低くなり、その後、対繊維重量の増加に伴って概ね上昇し、300％ o.w.f. で最大
値を示し黄葉よりも高くなった。しかし、さらに対繊維重量が増加すると a*値は低下し、黄葉
よりも低くなる傾向を示した。
図 4 より、採取 6 か月後の黄葉の a*値は、採取直後の黄葉の a*値とは少し異なり、31.25％

― ２０１ ―

o.w.f. でいったん低下し、その後、対繊維重量の増加に伴い高くなる傾向を示した。採取 6 か月
後の紅葉の a*値は、50％ o.w.f. で最大値を示し、採取直後の紅葉の a*値とよく似た結果が得ら
れた。
採取直後、採取 6 か月後の黄葉、紅葉それぞれの 2 回目の抽出液を染液として染めた染色布の
対繊維重量と b*値の関係を図 5、図 6 に示す。
図 5 より、採取直後の b*値は、黄葉が 100％ o.w.f.、紅葉が 75％ o.w.f. でいったん低下し、そ
の後、黄葉も紅葉も対繊維重量の増加に伴い、概ね高くなる傾向を示し、75％ o.w.f. を除き、紅
葉が黄葉よりも常に高い値となった。
図 6 より、採取 6 か月後の黄葉、紅葉の b*値においても、採取直後の黄葉、紅葉の b*値とよ
く似た結果が得られた。異なるところは、採取 6 か月後の黄葉も紅葉も、対繊維重量 100％ o.w.f.
付近から対繊維重量が増加しても、b*値は上昇せずにほぼ横ばい状態となった点である。
しかし、図 5、図 6 より注目しなければならないことは、採取 6 か月後の黄葉の 31.25〜50％
o.w.f. 付近の b*値が、対応する採取直後の黄葉の 125〜200％ o.w.f. 付近の b*値よりも低くなっ
ている点である。採取 6 か月後の黄葉において、このあたりの b*値の低さが、染色布の赤みの
強さに影響を与えていることが考えられる。さらにもう一点、採取直後の紅葉の 300〜500％
o.w.f. 付近の b*値が、対応する採取 6 か月後の紅葉の 75〜125％ o.w.f. 付近の b*値よりもかなり
高くなっている点である。採取直後の紅葉において、このあたりの b*値の高さが、染色布の黄
みの強さにかなり影響を与えていることが考えられる。
これらの b*値の結果より、採取直後においても、採取 6 か月後においても紅葉で染められた
染色布は、黄葉で染められた染色布よりも黄みが強くなることが推測される。従って、花のイメ
ージに相応しいピンク系、ローズ系の赤い色に染色しようとするときには、紅葉よりも黄葉を染
料素材として用いる方が有効であると思われる。
図 3〜図 6 の結果より、なぜ紅葉で染めた染色布は、黄葉で染めた染色布よりも黄みが強く表
れるのかをここで考えてみる。
植物はクロロフィル（葉緑素）で太陽エネルギーを吸収し、それをエネルギーに変換する「光
合成」を行っている。クロロフィルは、紫色や黄色、赤色の光を吸収し、吸収されない緑の光が
反射するため、人間の目には緑色に見える。サクラの葉は、新緑の頃には盛んに光合成を行って
おり、葉の内部に紫外線調整機能であるフラボノール系色素、すなわち黄色の色素が豊富に存在
する。しかし、黄葉、紅葉の頃は落葉に備え、その色素を減らし始める。これによって葉は紫外
線を多くうけることになり、細胞が破壊して黄葉、紅葉から枯死、つまり落葉へと向かうのであ
る。黄葉、紅葉から枯死に向かうのは、枝から養分を得る道を自ら断つことで起こる現象とされ
る。サクラの落葉で目に映る色として、黄色はカロチノイド、赤色はアントシアンという色素で
ある32）。光合成を行っていた緑葉のときには、紫色や黄色、赤色の光を吸収していたが、黄葉は
カロチノイドにより黄色の光が、紅葉はアントシアンにより赤色の光が反射することになり、黄
葉は黄色成分、紅葉は赤色成分が減少していることが考えられる。紅葉で染めた染色布が、黄葉
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図7

図8

対繊維重量と a*/
（a*＋b*）の関係（採取直後）

対繊維重量と a*/
（a*＋b*）の関係（採取 6 か月後）

で染めた染色布よりも黄みが強く表れるのは、これらの現象が大きく影響しているものと考えら
れる。
次に、採取直後、採取 6 か月後の黄葉、紅葉それぞれの 2 回目の抽出液を染液として染めた染
色布の対繊維重量と a*/
（a*＋b*）値の関係を図 7、図 8 に示す。a*/（a*＋b*）値は視覚的な赤み
の程度を予測する値として設定したものである。
図 7 より、採取直後の a*/（a*＋b*）値は、黄葉が 100〜500％ o.w.f. 付近、紅葉が 100〜200％
o.w.f. 付近で大きくなった。
図 8 より、採取 6 か月後の a*/（a*＋b*）値は、黄葉が 31.25％ o.w.f. を除いた 25〜75％ o.w.f.
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付近、紅葉が 31.25％ o.w.f. 付近で大きくなった。
ここで、肉眼で染色布を観察しながら、L*・a*・b*の各測定値と a*/（a*＋b*）値を総合的に
見ていくと、表 3 より採取直後の黄葉 400％ o.w.f.、500％ o.w.f. においては、a*/（a*＋b*）値が
0.428、0.405 と数値が高いにもかかわらず、L*値が低く、a*値・b*値が高いために、サクラの花
のイメージにかけ離れた色に染色されていることが観察された。明度が低く、彩度が高くなると
濃い色となり33）、a*/
（a*＋b*）値がいくら高くても、花のイメージに相応しくない色に染色され
ているのである。
そこで、花のイメージに相応しいピンク系、ローズ系の赤い色を示す L*値・a*値・b*値・a*/
（a*＋b*）値の適正な範囲を決める必要があると考え、サクラの花のイメージに近いピンク系、
ローズ系の赤い色の染色布の測定値と、桜色の目安として試用した色研トーナルカラーのさくら
いろの色紙の測定値を参考にして L*値・a*値・b*値・a*/（a*＋b*）値の適正な範囲を検討する
ことにした。
まず染色布を観察し、サクラの花のイメージに近いピンク系、ローズ系の赤い色に染められて
いる染色布を選んだ。その結果、採取直後の黄葉（表 3）は 100〜300％ o.w.f.、採取直後の紅葉
（表 5）は 100〜200％ o.w.f.、採取 6 か月後の黄葉（表 7）は 31.25％ o.w.f. を除いた 25〜75％ o.w.f.、
採取 6 か月後の紅葉（表 9）は 31.25〜50％ o.w.f. の染色布となった。これらの染色布の測定値
と桜色の目安として試用した色研トーナルカラーのさくらいろの色紙の測定値（表 1）の最小値
あるいは、最大値を用いて L*値・a*値・b*値、a*/
（a*＋b*）値の適正な範囲を決めた。
L*値の適正な範囲は、最小値を採取直後の黄葉（表 3）300％ o.w.f. の 62.85、最大値をさくら
いろの色紙（表 1）の 84.10 とした。
a*値の適正な範囲は、最小値をさくらいろの色紙（表 1）の 6.60、最大値を採取直後の黄葉
（表 3）300％ o.w.f. の 15.88 とした。
b*値の適正な範囲は、最小値をさくらいろの色紙（表 1）の 4.80、最大値を採取 6 か月後の紅
葉（表 9）50％ o.w.f. の 23.77 とした。
a*/
（a*＋b*）値の適正な範囲は、最小値を採取 6 か月後の紅葉（表 9）37.5％ o.w.f. と 50％ o.w.f.
の 0.398、最大値をさくらいろの色紙（表 1）の 0.580 とした。
以上の L*値・a*値・b*値・a*/
（a*＋b*）値の適正な範囲を整理すると、L*値 62.85〜84.10、a*
値 6.60〜15.88、b*値 4.80〜23.77、a*/（a*＋b*）値 0.398〜0.580 となった。今後、さくら染め布
の染色性を分析、検討するときには、これらの数値をサクラの花のイメージに相応しいピンク
系、ローズ系の赤い色の指標として用いることとする。
また、これらのサクラの花のイメージに近いピンク系、ローズ系の赤い色として選ばれた染色
布の対繊維重量の範囲について、さらに検討すると、採取直後の黄葉は 100〜300％ o.w.f.、採取
直後の紅葉は 100〜200％ o.w.f.、採取 6 か月後の黄葉は 31.25％ o.w.f. を除いた 25〜75％ o.w.f.、
採取 6 か月後の紅葉は 31.25〜50％ o.w.f. の結果より、サクラの花のイメージに近いピンク系、
ローズ系の赤い色に染められている染色布の対繊維重量の範囲は、採取直後も、採取 6 か月後
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も、紅葉よりも黄葉の方が広いことがわかる。従って、紅葉よりも黄葉の方が広い範囲の対繊維
重量でサクラの花のイメージに近いピンク系、ローズ系の赤い色に染色でき、染料素材として扱
いやすいと思われる。
以上の結果から、採取直後においても、採取 6 か月後においても、紅葉で染められた染色布
は、黄葉で染められた染色布よりも黄みが強く表れ、採取直後の紅葉で染められた染色布は、特
に黄みが強く表れることがわかった。また、採取直後においても、採取 6 か月後においても、紅
葉よりも黄葉の方が広い範囲の対繊維重量で、花のイメージに近いピンク系、ローズ系の赤い色
に染色されることがわかった。これらのことから、染料素材としてサクラの黄葉、紅葉を用いて
花のイメージに相応しいピンク系、ローズ系の赤い色に染めようとするときには、紅葉よりも黄
葉を用いる方が有効であると思われる。さらに、適正な対繊維重量で染色すれば、採取直後の黄
葉でも採取 6 か月後の黄葉でも、染色布の色にほとんど差がみられないことから、一般の家庭や
学校の教室での染色を考えると、採取 6 か月後の黄葉すなわち乾燥状態の黄葉が扱いやすいと思
われる。
サクラの花のイメージに相応しいピンク系、ローズ系の赤い色に近づけるためには、さらに染
色布の黄みを弱め、赤みを強める必要がある。そのためにはサクラの抽出液の中の黄色成分を除
去する、あるいは減ずる方法がないか、また、染色布に黄色成分を染着させない方法がないか、
より良い染色条件、染色方法をみつけることが今後の検討課題となった。

4．結

論

サクラを染料素材として花のイメージに相応しいピンク系、ローズ系の赤い色に染色しようと
すると、色素成分が不安定なために技法を特定し難く、容易ではない。また、その技法は経験的
なものが多く、詳しい資料や研究の報告も少ない。
そこで、染色条件の違いによるさくら染め布の染色性を分析し、サクラを染料として、サクラ
の花のイメージに相応しいピンク系、ローズ系の赤い色を引き出すためには、どのような染色方
法が良いのか、一般の家庭や学校の教室内でもできる、できるだけ簡単な染色方法がないか検討
することを本研究の目的とした。
本報では、染料素材としてサクラの黄葉と紅葉を用い、落葉の色の違い、落葉採取後の染色時
期の違いがさくら染め布の染色性に及ぼす影響について検討をおこなった。
その結果、採取直後においても、採取 6 か月後においても、紅葉で染められた染色布は、黄葉
で染められた染色布よりも黄みが強く、採取直後の紅葉で染められた染色布は、特に黄みが強く
表れた。また、採取直後においても、採取 6 か月後においても、紅葉よりも黄葉の方が広い範囲
の対繊維重量で、サクラの花のイメージに近いピンク系、ローズ系の赤い色に染まった。これら
のことから、染料素材としてサクラの黄葉、紅葉を用いて花のイメージに相応しいピンク系、ロ
ーズ系の赤い色に染めようとするときには、紅葉よりも黄葉を用いる方が有効であると思われ
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る。さらに、適正な対繊維重量で染色すれば、採取直後の黄葉と採取 6 か月後の黄葉とでは、染
色布の色にほとんど差がみられず、一般の家庭や学校の教室での染色を考えると、採取 6 か月後
の黄葉すなわち乾燥状態の黄葉を用いるのが得策であると考える。
サクラの花のイメージに相応しいピンク系、ローズ系の赤い色に近づけるためには、さらに染
色布の黄みを弱め、赤みを強める必要があり、そのためにはサクラの抽出液の中の黄色成分を除
去あるいは減ずる方法、または染色布に黄色成分を染着させない方法を見出すことが今後の検討
課題となった。
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〔1〕労働党の社会統治：「政府／社会サービス」の現代化

労働党政権における児童福祉／虐待防止政策が、（児童）ソーシャルワークに与えた影響とそ
の変化を、社会投資国家という脈絡で検討するのが本論のテーマである。労働党による児童福祉
／虐待防止政策の到達点は、ECM（Every Child Matters : ECM 2003）による普遍的な早期予防介
入と ECM : Change for Children（2005）によるマネジリアリズム（経営／管理主義）である。こ
れら 2 つの政治理念／手法が社会投資国家という脈絡といかなる関連をもち実施にまで至ったの
かという問題である。先ず、社会投資国家における社会統治の特徴を明確にしておこう。
社会投資国家はサッチャーリズムとは違い社会問題を自己責任とはしない。社会の存在は強調
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される。しかし社会問題の責任は福祉国家とは異なり市民社会に生きる個人に帰せられる（1）。国
家は社会に一定の権限を付与（分権）し支援を提供する。社会は付与された権限と支援によっ
て、多様なニーズに自らの力で対応し解決する能力が、すなわち自己統治能力が求められる。し
たがって市民と社会（国家）は契約関係におかれ、市民は権利と同時に社会（国家）に対する責
任が求められる。国家は市民社会やコミュニティ（の自治）を尊重しながら、社会問題を解決す
るパートナーとして位置づける（2）。労働党の政治／政策は旧労働党の社会民主主義ともサッチャ
ーリズムの市場原理主義とも自らを峻別する。イデオロギーとは決別し、両者の良いところを引
き出しながら社会問題への解決を図ろうとする。それはプラグマティックな政治手法であり、あ
る一面では労働党らしい社会民主主義的アプローチが見られるが、別の面では市場原理主義的ア
プローチがみられる。
このような労働党のプラグマティクな政治／政策に関して、ニューマン（Newman, J. 2001）
が提示した社会統治の 4 つのモデルは多くの示唆を与えてくれる（3）。4 つのモデルとは中央から
の統制が強い官僚／階層モデル、効率と成果を優先する経営／管理モデル、相互ネットワークに
よる柔軟な対応を基本とする開放システムモデル、分権と参加を重視する自己統治モデルであ
る。図 1 は 4 つのモデルの「変化の力動性」を現わしたものである。
図 2 は「政府の現代化」（統治モデル）を現わしている。図 3 は「サービスの現代化」すなわ
ち社会サービスの変化モデルを現わし、それに「専門職の統治」モデルをオーバーラップさせた
ものである。これら 4 つのモデルはそれぞれ親和性をもつもの、反発し合うものがあり、例えば
政策実施においては 4 つのモデルが力動関係をもちながら共存していることが多々見られる。労
働党は社会統治において「自己統治モデル」「開放システムモデル」の方向を目指していた。し
かし、実際の政治／政策（社会統治）の方向と展開は「経営／管理モデル」すなわちマネジリア
リズムへの志向を強めている。マネジリアリズム志向とは次のような内容である。「効率的な手
法」による「最大限の成果／産出」の達成が最優先される。社会サービスはパフォーマンス指標
（Performance Indicator : PI）により成果／産出とサービスの質が監査／評価される。そして対人

図 1 変化の力動性
註：Newman. J,（2001）Modernizing Governance, Sage Publication, p.38
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図2

政府の現代化：統治モデル

註：Newman. J, op. cit., p.79

図 3 サービスの現代化（変化モデル）と専門職の統治
註：Newman. J, op. cit., p.87, 97 より筆者が作成

援助の領域では、「根拠に基づく実践」「手続き／マニュアル」が浸透してゆく。それは合理的／
科学的手法であり、「対人援助の質の保証」「説明責任の明確化」「イデオロギーの排除」「リスク
の最小化」をもたらす。信頼は「人」（専門家）から「システム」に移される。専門家のアイデ
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ンティティもこのような脈絡と無関係にはいられない。
社会投資国家におけるマネジリアリズム（経営／管理モデル）志向は、児童虐待防止政策／シス
テムの発展にいかなる関連と影響をもつのか。次章ではこの点について考察する。
註：4 つのモデル（4）
①官僚／階層モデル（hierarchical model）
官僚／階層システムを特徴とし、事案は法／手続きに則って精確かつ適正に対処される。意思
決定はトップダウンで行われ柔軟性・融通性には欠けるが、説明責任は明確である。変化よりも
継続性が重視され、変化は法令や規則／指針の制定（改正）を通じて行われる。安全、標準、秩
序、リスクの最小化が重視される。社会問題への対応は省庁の管轄／機能に分割して対応され、
官僚機構を通じて政策が立案／実施される。一旦実施されるとフィードバックや修正の余地は少
ない。パートナーシップが必要な場合、統制と説明責任が担保される新たな構造／組織を設置し
て対応される。
②経営／管理モデル（rational goal model）
分権的行政システムを特徴とし、短期間に最大限の成果／産出（output）を目的とする。変化
はインセンティヴの向上（達成度の評価／制裁）によってもたらされる。しかし指標や達成目標
が設定され到達度は監査の対象となり、中央集権的である。成果／産出（結果）に対する説明責
任は高いが、政策立案／遂行（プロセス）に対する説明責任は官僚／階層モデルよりも低い。社
会問題は「測定可能な単位」（例えば不登校児、無断欠席児など）に分割して対応される。パー
トナーシップは、成果／産出の達成において効率／効果的手段である場合に限られる。NPM
（New
Public Management）が代表例である。
③開放システムモデル（open systems model）
多くの資源が集団でネットワークを形成し、個々間のフィードバックを通して、相互に関連し
あいながら運動する非線形的システムであり、新しい変化（情報や決定）に迅速に対応できるよ
うシステムを自から構成／再構成してゆく。同時に環境への働きかけも行い、システムと環境と
の境界を新たに創造してゆく。権限は分散／分権かつ流動的であり、長期的成果に焦点が合わさ
れる。自発的グループの活動から統合政府（省庁連携）まで含まれる。このモデルは政策の立案
と遂行の区別／境界が流動的で説明責任は低そうにみえるが、実質的には非常に高い。
④自己統治モデル（self-governance model）
市民やコミュニティの自己統治能力を開発・育成することで、問題解決に取り組みことを特徴
とする。個人の自覚と責任を促し持続的な相互支援／利益という関係を構築する。労働党のシュ
アスタート、社会的排除防止対策などがそうである。但し、労働党はパートナーシップという脈
絡において自己統治を位置づけている。それは社会問題解決のパートナーとして市民の政治プロ
セスへの積極的な参加／分権（参加型分権的社会統合）という意味から、政治プロセスに市民を
巻き込むことで政策の正当性をより強固なものにする（包摂型政府主導的社会統合）という意味
まで含まれる。
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〔2〕児童虐待防止政策／システムの発展：マネジリアリズムの視点から（5）

イギリスの児童虐待防政策／システムの発展は、児童虐待死事件とその報告書（の勧告）を起
点としている。適切な介入を行うには、精確なアスメント（情報共有）と専門家によるチームワ
ーク対応（協働）が必要となる。あらゆる資源からの情報収集とアセスメントに基づく協働の実
施は、合理的な対応システムを必要とする。ケースワークから発展したケース・マネジメントと
いう方法は、いち早くイギリスの児童虐待防システムに取り入れられた。インテークに始まり、
アセスメント、ケース・プランニングと資源の確保、推進、モニター／見直しに至るまでのマネ
ジメントは、合理的システム志向をもつ一方でサービス提供においは個人をターゲットにする。
そして地方が準拠すべきケース・マネジメント・モデルが政府より発表されることで、標準化
（一定水準の質の確保）された児童虐待防システムが全国共通に実施されることになった。
このようなケース・マネジメントの発展は児童虐待防止ソーシャルワークに次のような変化を
もたらした。1 つはキイ・パーソンとしてのケース・マネジャーの存在である。すなわち、ニー
ズと資源のマッチング（資源制約がある場合にはニーズの優先順位の決定）、ケース・プランニ
ングとサービス・パッケージなど、文字通りマネジメントの役割が重要視されるようになった。
もう 1 つはマニュアル／手続き化である。システムの合理化は必然的にケースワークにも及ぶ。
マニュアル／手続きは一定水準のケースワークを担保し責任所在を明確にする。しかし、アカン
タビリティへの過剰な反応（対応に失敗したときの市民からの批判）は、自己（組織）保身のた
めにマニュアル／手続きの形式的適用（マニュアル／手続きへの依存）をもたらした。
児童虐待防止に政策優先順位が与えられると、多くの資源が児童虐待防止に集中した。しかも
その内容（ケースマネジメント）は「強制的な予防介入（安全命令）を発令して強制的に親子分
離し虐待調査を実施する」というものである。そして 90 年代に入ると、児童虐待防止（Child Protection : CP）と子育て支援（Family Support : FS）の統合という問題が提起されることになる。1989
年児童法では予防的な子育て（家族）支援を実施することで虐待を予防する方向に軌道が図られ
た。しかし財源的裏付けは乏しく自治体は対応に苦慮した。1995 年の報告書では衝撃的な現状
が明らかにされた。約 35 万人に及ぶニードをもつ子どものうち、16 万人が虐待調査を受けたが
児童虐待防止登録に登録された子どもは約 24500 人であり、しかも登録されなかった子どもの多
くは子育て支援を受けていないことである。児童虐待防止マネジメントは、ハイリスクの選別に
よる希少資源の有効活用の手段になった。
労働党が政権に就くと児童貧困対策に政策優先順位が与えられた。子どもはイギリスの将来を
左右する「将来的市民」であり、人的資本の投資対象とされた。貧困の楔を絶ち子どもに平等な
機会を提供すること、すなわち生まれながらの社会的格差をなくし最善のスタートを切れるよう
に、危機的時点に到達する前に家族支援に取り組む。このような早期予防介入は資源の有効活用
につながるという考え方であり、財務省と内務省が先導役割を果たした。政策ターゲットが児童
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貧困となりしかも内務省が関与しているため、児童社会サービスの改革の対象は、暴力、薬物使
用、10 代の妊娠、教育不達成、退学処分であり、児童虐待防止は含まれていなかった。この改
革案に修正をもたらしたのがビクトリア・クリンビエ事件（2000）である。当事件の報告書（ラ
ミング報告書：2003 年）では、CP と FS の統合すなわち FS の積極的な推進をベースとした危
機的介入（CP）の必要性が勧告された。
ECM（2003）は、すべての子どもと子ども期を対象とする児童社会サービス改革案である。
その目的は「子どもの保護」と「子どもの潜在能力を引き出すこと」であり、「安全保障」と平
等な「機会提供」である。これらの目的を実現するにあたって幼少期の予防介入を実施する。こ
うして CP と FS の統合という懸案は克服される。FS の対象より遥かに大きな集団である「す
べての子ども」を対象とする普遍的な早期予防介入が実施され、そこでハイリスクの子どもを発
見／早期対応してゆくという壮大な計画である。ECM : Change for Children
（2005 : CfC）は、ECM
を地方で実施するための国家フレームワークを提供する。子どもの健全な成長と発達に関する 5
つの到達（健全育成、安全確保、享受と達成、積極的な貢献、経済的安定）が明示され、その進
捗状況を監査／評価するための PI が貼り付けられたアウトカムズ・フレームワークである。
ECM : CfC は児童社会サービスの領域にマネジリアリズム（経営／管理主義）を取り込んだ。
30 年を振り返ってみると、児童虐待防止システムはマネジリアリズムによって支配されてき
た。しかし時代によってマネジリアリズムの内容には温度差がある。
①設立当初の児童虐待防止システムは、ⓐ情報収集による精確なアセスメントの実施、ⓑアセ
スメントに基づく協働体制の確立（役割分担と責任所在の明確化）」、ⓒ手続き／マニュアル化に
よる対応の明確化とリスクの排除の 3 つを基本とした。それは介入判断における合理性がより追
求された結果いえる。とりわけ情報マネジメント（情報の交換と収集）の質はアセスメント及び
介入判断に大きな影響を与えた。このようなマネジメントの合理性はマネジリアリズムと親和的
であったといえる。但し、この時期のマネジリアリズムはマネジメントの合理性を意味し、専門
性の向上（精確な予防介入）を目的にしていた。
②繰り返される虐待死亡事件は予防介入を「調査」中心とし、市民からの批判を避けるために
（リスク排除）、手続き／マニュアルへの依存を強めていった。さらに効率性が財源制約と結びつ
いた結果、「調査」中心の予防介入は「ハイリスク・ケースの選別」という役割を果たすことに
なった。こうして合理的なマネジメントは財源統制と親和的な効率性という概念を注入されてゆ
く。
③「調査」中心の予防介入は「子育て（家族）支援」中心の予防介入へ、さらに普遍的な早期
予防介入へと対象を拡げていった。ⓐ対象がすべての子どもとなるため、より効率的な手法でハ
イリスクをもつ子どもと家族を選別する必要がある。したがって、情報テクノロジーの活用が不
可欠となる。②アウトカムズ志向アプローチでは成果が重視され説明責任の明確化が要請され
る。したがって、ケース・マネジメントでは「根拠基づく実践」「手続き／マニュアル」が支配
的になってゆく。「調査中心の予防介入」から「普遍的な早期予防介入」への移行は、情報テク
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ノロジーの依存を高め、効率性と親和的なマネジリアリズムをより徹底させることになった。
「合理的なマネジメント」としてのマネジリアリズムは当初の「専門性の向上」という目的から
「効率性の追求」へと焦点をシフトさせることになった。

〔3〕普遍的な予防防介入とマネジリアリズム

マネジリアリズムという脈絡で実施される「普遍的な（早期）予防介入」とは、どのようなア
プローチ／内容なのか。それは「情報テクノロジーを活用した効率的な手法」で実施される。具
体的に言えば、リスク集団（カテゴリー）という「大きな網」をかけてリスク要因に引っ掛かる
ものを選別し集中的に対応するという手法で、個人の内面への関わりを迂回した手法でもあ
る（6）。このような手法／戦略はリスク社会における人間観および連帯（社会）観の変化と連動し
ている。以下 2 つの予備的考察を重ねリスク社会の特徴を明確にし、社会投資国家とオーバーラ
ップさせてゆく。

（1）予備的考察 1：リスク社会の人間観−個人を単位とする社会
近代化とは伝統的共同体の楔から人々を引き離し個人化するプロセスであり、2 つの段階があ
る。伝統的共同体（集団）からの解放を第 1 の近代化とすれば、いま進行しているのは自由を手
にした個人が支えの拠り所としていた共同体（中間団体）から解放される第 2 の近代化である。
自由との引き換えに共同体による保護機能を手放し、自己責任において様々なリスクと直接対峙
しなくてはならない時代の到来である（7）。
このような社会の流動化すなわち「社会的なもの」の曖昧化は、社会的存在としての人間のア
イデンティティも流動化する。自己を統一したイメージでとらえる硬質なアイデンティティとい
うものは認めがたい（8）。状況に応じた複数の小さなアイデンティティ（・・・としての自己）が
ドーナッツ状のネットワークを形成し、核のようなものは見当たらないが多様な現実に対応でき
る「柔らかい」アイデンティティ（ゆるやかな連合体）である（9）。
そもそもアイデンティティとは、自分とは何かという問いかけに明確な輪郭を与えてくれるも
のであり、それは自分自身についての物語（自己物語）といえる。現在の自分を終着点として過
去の出来事を首尾一貫した物語に編集する作業であり、またそれは現在の自分を起点にして未来
に向けたライフプランニングが可能となる。現在の自分を挟んで過去と未来が一貫した物語とし
て構築される（10）。
アイデンティティの確立には、その基盤にしっかりした価値観、規範、準拠枠のようなものを
必要とする。すなわち安定した長期的な人間関係が必要となる。人間（社会）関係が安定してお
れば、生きていく上で必要される知識も「自然に」吸収することができるだろうし、将来への見
通しも予測できる。しかし人間（社会）関係が流動化すれば、必要とされる知識も「意識的に」
取捨選択し、将来の見通しも状況の変化に適宜対応できるフットワークを身につけなければなら
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ない（11）。常に自らの生活態度を反省的にモニターし再帰的に生きること、すなわち自己点検と
編集を常時繰り返しながら、自己（アイデンティティ）を確立する必要がでてきた（12）。
「もはや個人は何らかの集団によって説明される存在ではなくなりつつある。個人というもの
が純粋に個人の判断とパフォーマンスによって成立するカテゴリーになりつつある。自分の行為
に対しては自分のみが自己責任を負わねばならない。それは初めて、何らかの集団に所属するの
ではない「個人」そのものが社会の単位になった社会である。社会の構成単位ではないような個
（13）。
人が生み出された」

このように個人そのものが社会の単位になり、自己責任においてリスクと直接対峙しなくては
ならない社会をリスク社会という。リスク社会では社会的存在としての人間のアイデンティティ
も流動化し、個人に硬質なアイデンティティというものは認めがたいという意味において、個人
の内面が見えにくくなった社会である。

（2）予備的考察 2：リスク社会の連帯（社会）観−統計学の役割
福祉国家における「社会的なもの」を通じての統治には「公助」「共助」がある（14）。「公助」
とは「所得の再分配」（垂直再分配）のことであり、「市場経済の結果としての不平等」を「公平
性」の観点から、所得の移転を通じて一定以上の生活をすべての人に保障する。「共助」とは
「リスクの社会化（分散）」（水平再分配）のことであり、「不確実なリスクに対して集団で備え
る」こと、すなわち保険としての機能をもつ（15）。ここで取り上げるのは、「リスクの社会化」す
なわち連帯（連帯と責任の調和）の哲学と（保険）統計学の役割である。
自己責任と契約による社会システムは、産業が発展し生産過程が複雑化されてくると限界が露
わになった。自己責任の原理が成立するためには、その適用範囲が明確にされる必要がある。と
ころが生産過程が複雑化されると、労働災害も個人に帰される部分とそうでない部分との区別化
が難しくなる。さらに貧困は社会構造上の問題としてその原因をすべて個人に帰することができ
なくなった（16）。
19 世紀を通じて発展してきた統計学はリスクを比較／計算可能（客観的）なものとした。そ
うすると責任の所在をめぐる問題は、個人の責任という主観的観念ではなくリスクという客観的
観念に基づいて検討される。個人についての判断は後景に追いやられ、個人の過失や態度は二次
的なものになった。統計学によるリスクの客観化は、事故や災難は個人の責任ではなく、すべて
の者が同じリスクに従属すると捉えることを可能にした。「個人のデータは消去され、それは統
（17）。すなわち、あらゆる
計学的秩序のなかで、ある集団のもつ一般的性格のなかに解消された」

種類の災害・災難が、ある一つの範疇（疾病、老齢、失業など）にまとめられ、同じ形式のもの
で考察することを可能にしたのである（18）。
このような統計学による人間や社会の数値化（平均や分布）は、一見、非人間的に見える。し
（19）すなわち「我々は同じ社会を
かしそれは「分割することができない有機的全体としての社会」

作る同じ人間同士である、それゆえ社会を分割することはできない」「個々の個体はみな同等の
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（20）という理念を現わしている。
存在である」

現在このような連帯の哲学は崩壊しつつある。福祉国家を支えていた連帯という哲学は、リス
クは平等に分配されていると同時に、偶然的な性質をもつと考えられていた（21）。例えば、ロー
ルズの「無知のベール」（各個人は自らの属性について、一切の情報をもっていないという仮
（22）もそうである。ロールズの格差原理とは、
定）
「もっとも恵まれない者にとっても利益をもた

らす可能性がある場合にのみ、不平等は容認される」という考え方で、「自分自身もっとも恵ま
れないものになりうると個人が予期するにちがいない」（無知のベール）からこそ、この原理は
（24）
通用する（23）。いわば「社会的なもののもつ不透明性が公平感覚の暗黙の条件になっていた」

のである。個人の利益を尊重しながら、偶然性（不透明性）を媒介することで、他者性を獲得し
ていた。ところが不透明性の透明度が高まってきた。「無知のベール」が引き裂かれつつある。
例えば、予防医学の発展は、遺伝の予見しうる器質的原因を暴き出す。そうすると、リスクは
偶然ではなく個人的なものなる（25）。また排除や長期失業は可視的になり、定常であることが明
らかにされる（26）。自らの生活態度を反省的にモニターし再帰的に生きることが求められる社会
では、排除や貧困の原因は本人の資質にあるとされる。偶然性が排除され、因果関係が社会的に
構築されたとしてもそれを社会が容認すれば、人々は個人の「違い」を組み入れた「結果の公
正」（平等ではない）を求めるようになる（27）。情報とイデオロギーは社会の凝集性（他者性）を
弱めてゆく。
統計学はリスクを比較／計算可能（客観的）なものとし、個人についての判断は二次的なもの
にした。すべての者が同じリスクに従属すると捉えることを可能にした。個人のデータは消去さ
れ、ある集団のもつ一般的性格（集合的傾向性）のなかに解消された（28）。リスクの社会化であ
る。しかし今統計学はこのような関係を反転させる。ある集団に配置された個人は集団のもつ一
般的性格（集合的傾向性）を通じて個人データを再生される。それは個人の属性を明確にし自己
責任を前景に押し出す。リスクの個人化である。

（3）普遍的な予防介入とマネジリアリズム
2 つの予備的考察をふまえて本論に入ろう。リスク社会とは、個人そのものが社会の単位にな
り、自己責任においてリスクと直接対峙しなくてはならない社会であり、個人の「選択、責任、
自由」を基盤とする。個人はリスクをマネジメントしてライフプランを設定／実現（将来の合理
的予測／計算）する責任が負わされる（29）。リスクへの対応は道徳的責任を伴うことになる。社
会投資国家とは個人が社会の単位となるリスク社会における新たな戦略である。
社会投資国家における効率的な社会統治とは、リスク集団（カテゴリー）という「大きな網」
をかけてリスク要因に引っ掛かるもの（リスク管理のできない市民）を選別し、蓋然性を予測し
て予防介入を行うことである（30）。とりわけリスク集団は効率的な社会統治において重要な役割
を果たす。ではどのようにしてリスク集団は構築されるのか。個人の行動や属性は内面との関連
において総合的に捉えられるのではなく断片化される。断片化されたその情報はあらゆる資源か

― ２１７ ―

ら収集され、コンピュータによる統計処理（保険数理的な計算技術）を通じて集合的傾向性をも
つリスク集団に再構築される（31）。行動は個人の内面との関連ではなく、統計によって把握され
た集合的傾向性／相関性との関連となる。多くのデータを集めればそこに傾向性が現れる。個人
の内面を対象とする臨床知ではない。流動化し価値観が多様化した社会では、個人の内面を推し
量ることは困難である（32）。リスク社会では社会的存在としての人間のアイデンティティは流動
化し、個人に硬質なアイデンティティというものは認めがたいという意味において、個人の内面
が見えにくくなった社会である。すべての人々を対象とする予防介入をより効率的に実施するに
は、「一人ひとりの内面に入り込むよりも、集団として見た際に相関として表われる諸行動の集
（33）。すなわち、大きな「監視の
まりとして人間を捉えたほうが、結果としては有効なのである」

網」をかけた上で、リスク要因として引っ掛かりのあるものだけに注目する方が効率的であ
る（34）。
しかし、アセスメントを経てあるリスク集団に配置されると、リスク集団のもつ行動の集合的
傾向性あるいは統計的相関性（at risk population）は、個人固有の特質であるかのように因果関
係（at risk person）に置き換えられる（35）。ここで確認したいことは「リスクの社会化」における
統計学の役割である。統計学は、リスクを「比較／計算可能なもの」とすることで、個人の責任
という主観的観念を放逐した。「個人のデータは消去され、それは統計学的秩序のなかで、ある
（36）。内面を迂回することで、すべての者が同じリス
集団のもつ一般的性格のなかに解消された」

クに従属すると捉えることを可能にしたのである。リスクの社会化である。確かにリスク集団に
よる効率的な社会統治においても、「個人のデータは消去され」それを「ある集団のもつ一般的
性格（カテゴリー）のなかに解消」される。しかし、リスク集団としてチェックされると、リス
ク集団のカテゴリーを通して個人の内面が構築される。個人の内面を迂回したリスク集団を通し
た効率的予防介入は、内面と行動における因果関係を構築する。「リスクがある」ということは
「足の大きさ」や「手のサイズ」の様に個人固有の特質になってしまう。リスクの個人化である。
例えば児童の領域を取り上げてみよう。①すべての子どもを対象とする（普遍的）早期予防介
入が主張されている。すべての子どもを対象とするには、（保険）統計学に基づくリスク集団と
いうカテゴリーによる選別介入が必要となる。adolescent support, rough sleepers, family support,
neighborhood crime, school exclusion, literacy schemes のようなリスク集団が構築され、（児童）社
会問題は「選別された目的別プログラム」に分散・回収される（37）。②さらに ECM では「幼少
期の養育問題」と「子どもの健全な成長と発達」との間に因果関係があるとはいえないが、子ど
も問題を検討すれば必ず共通要因がありそれは実証研究でも証明されており、（早期）予防介入
は可能／効果的であるとされる。それは、因果関係が示唆されることにより、ⓐリスク集団のも
つ行為の集合的傾向性／統計的相関性が、個人固有の特質に置き換えられ、ⓑソーシャルワーカ
ーにとって予測（prediction）が診断（diagnosis）よりも重要になってくる（38）ことを意味する。
リスク集団を単位とする選別的な予防介入は、70 年代シーボーム改革で実施された予防介入
とは異質である。後者の予防介入は、精神分析学、心理学、社会学から知の正当性を調達し、利
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用者（親子）の内面への洞察を深め治療／援助関係を結び、社会復帰を目的としていた。前者の
予防介入では、プログラムが実施されてもマネジリアリズムによる費用効率の追求が課せられる
ので、家族（対人）援助においてもコスト・パフォーマンが良く短期成果が可能な人間行動科学
的知を基本とするソーシャルワークが中心となる（39）。例えば行動主義（療法）的ソーシャルワ
ークなどがそうである。精神分析学を理論的根拠とする伝統的治療ソーシャルワークは、心の深
層部分への働きかけを行うため、治療成果に長時間を要した（40）。一方、科学的／実証的アプロ
ーチとしての行動主義（療法）的ソーシャルワークは、確かめようもない意識は対象とせず、観
察（測定）可能な行動だけが対象とされ、比較的短期間で介入を行うことができる。客観的に行
動を観察し測定するので目的の到達度や介入効果を評価できる（41）。臨床場面に調査の概念を持
ち込んだ点が科学的と言われる根拠である（42）。科学的アプローチという視点から言えば、対応
方法や手順を明確にし主観的判断による不確実性を最小に止める「根拠に基づく実践」
（Evidence
Based Social Work）もそうである。こうして対人援助において収集された情報は統計処理を経て
リスク集団の構築に貢献する。ここに個人とリスク集団の円環がみられる。
〔※行動療法的ソーシャルワークでは、心的深層部分への働きかけはしないが、クライエントとワーカーの
援助関係では、クライエントの気持ちを理解しパートーナシップによる信頼関係は重視されとされ、自我へ
（43）。
の働きかけは積極的に行われている〕

〔4〕児童ソーシャルワークとマネジリアリズム

（1）児童ソーシャルワークのマネジリアリズム 1
児童ソーシャルワークのアウトカムズ志向はマネジリアリズムの一般化と深い関係がある（図
1、2 参照）。第 2 章で述べたように児童虐待防止システム／ソーシャルワークのもつ合理性は効
率性を追求し成果を重視するマネジリアリズムと親和的であった。マネジリアリズムは児童ソー
シャルワーク及び専門家のアイデンティティにどのような変化をもたらしたのだろうか。
①納税者／消費者としての市民（44）
マネジリアリズムの代表例は NPM（New Public Management）である。NPM とは営利民間セ
クターの経営管理手法（フレームワーク）を公的セクターに適用したものである。その目的は、
官僚階層制を基盤として提供される非効率的なサービスを、営利民間セクターの手法を活用し
て、効率／効果的なサービスに改革することである（図 3 参照）。効率／効果的なサービスとは、
「納税者」としての市民にとって「支払に見合う価値」（Value for Money : VFM）のあるサービス
のことである。もっとも、NPM における「効率性」には、「財務統制」という政治的脈絡との関
連があり、ネオリベラリズムの「小さな政府」と親和性がある。したがって、サービスの質を保
証するために、監査システムよるチェックが必要となる。すなわち、サービス提供者は監査シス
テムを経由して市民に対する情報公開と説明責任がある。市民は監査システムより情報提供を受
け、「消費者」としてサービスのパフォーマンスを監視し、質が伴わないサービスであれば改善
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を要求する権利をもつ。このような「消費者」としての市民は「市民憲章」（1991 年、1997 年）
で明確にされた。とりわけ 1997 年の新市民憲章では、到達目標、水準、PI が明確にされ、サー
ビスの透明性／情報公開がより徹底された。市民は VFM における「納税者」、市民憲章におけ
る「消費者」として位置づけられた。サービス提供者は財務統制すなわち「浪費削減」だけでな
くサービスの質の向上を目指して継続的な人的組織的改革が要求されることになった。
②監査システムによるサービスの質の保証（45）
サービスの質の向上／保証は、市場に委ねられるのではなく、政府の規制力すなわち監査シス
テムを通じて行われる。到達目標、水準、PI の設定など政府の役割は拡大する。「市場の見えざ
る手」による規制は「規制者の見える手」に変わる。しかし、政府は直接的な監査の行為者では
ない。政府による規制には限界がある。「自らの行動を自らが規律する」いわば「自己規制メカ
ニズム」（自己統治構造）を利用した自省的な監査システムである。それはボトムアップ型コン
トロール・スタイルといえる。例えばソーシャルワーカーは、ⓐ政府が策定した法令／手続き／
フレームワークを遵守し、ⓑサービスの質の向上に自ら積極的に取り組み（そのような内面が形
成され）、ⓒその成果が常時チェックされるシステム（内部評価）が確立しておれば、個々のソ
ーシャワーカーの動向をいちいち直接チェックしなくても、システムの作動／運用状況を監視す
ればそれで済む。しかしながら、専門職活動の規制（監査）には多くの困難をもたらす。専門家
は独自の知識とアイデンティティをもつ専門職団体に所属しており（自己統治）、公的サービス
の中でも相対的に自立している。また専門職団体においても共通の理論に裏付けられた実践が確
立されているわけでもなく（多様な学派の存在）、専門職の活動を規制／統制し、監査すること
は難しい。専門職団体の自己統治は、市民に対する情報公開や説明責任と緊張をもたらす。
③パフォーマンス指標（Performance Indicator）の役割（46）
このような自己統治と自律性をもつ専門職実践に対する規制で大きな役割を果たすのが PI で
ある。PI は、ⓐ政治的焦点／目的を明確にする。例えば、PI が「育成される子の教育資格」で
あれば、公的な保護を受けている子どもに対して、国／自治体は社会的共同親として子どもの教
育達成を保証する責務があり、国／自治体にとって優先課題であることが明確にされる。PI は
社会問題とその対応方法／アプローチを構築する。そして優先課題とその対応方法／アプローチ
が明確にされると、対応方法／アプローチは、「アウトカムズ」と「プロセス」の双方から規制
が強められる。ⓑ「アウトカムズ」の規制は、PI によるパフォーマンス測定（到達度評価）で
ある。アウトカムズ評価が重視される脈絡では、パフォーマンス測定の結果は、league tables で
公開され市民（納税者／消費者）に対するアカウンタビリティの評価につながるばかりか、財源
配分にも影響を及ぼす。ⓒ「プロセス」の規制は、根拠に基づく実践、手続き、ガイドライン、
取り決めなどの設定などである。それは、専門的実践における対応手順や処遇方針を明確にし不
測を排除することで、質を一定水準確保し説明責任を保証するプラグマティックな手法である。
このようなプロセスの合理化は「個人の判断」から「継続的に改正可能な情報公開されたシステ
ム」へ、すなわち信頼は個人からシステムに移された。このように PI は組織にアウトカムズ・
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フレームワークと合理的マネジメントを浸透させてゆく。それは対人援助にも及ぶ。利用者の行
動変容に至るまでの段階的アプローチを明確にし、その成果を客観的に測定し評価する実証的な
行動主義（療法）的ソーシャルワークと親和性をもつ。
本来 PI は成果測定／評価だけでなく自己診断にも使われる（問題の明確化）。フィードバッ
クや学習プロセスに活用され、自己規制による継続的なサービスの質の向上に貢献する。しか
し、PI は外部監査と親和性を強め、VFM とりわけ効率性をプロセスに浸透させてゆく。プロセ
スでは、PI が貼り付けられた領域および PI による測定／評価に焦点が向けられる。自己診断と
しての機能をもつ PI は「達成のナラティヴ」すなわち弱さや長所の現実的なアセスメントを犠
牲にして、競争的環境の中で生き残るための指標になる。アウトカムズ・フレームワークにおけ
る PI は、専門職倫理に基づく自己統治組織を背景にもつ専門家の諸活動を明らかにし、監査の
評価対象にした。その評価は VFM の視点から実施され市民にも公開され財源的裏付けとリンケ
ージされることで、プロセスもアウトカムズ（成果）を意識した内容に変化した。すなわち監査
システムからの評価を意識し、効率的かつプラグマティックな対応／処遇を自ら推進してゆく自
己規制主体（組織）の創出である。
「自己規制メカニズム（自己統治構造）を利用した自省的な
監査システム」（ボトムアップ型コントロール・スタイル）とはこのような内容を指す。
官僚組織でありながら自己統治としての専門職アイデンティティを維持してきた（自治体）ソ
ーシャルワーク（専門職／官僚制）は、官僚制解体とともに自己統治力も奪われ、臨床統治に屈
する。対人援助であるソーシャルワークは、「質の保証」という名の下に、「専門職倫理」による
統治から「根拠に基づく実践」「PI による成果評価」による統治に変わる。市場主義、マネジリ
アリズム、根拠に基づく政策／実践、成果主義と PI、行動主義ソーシャルワーク監査／査察シ
ステムは強い親和性をもつ。ソーシャルワーカーの裁量は自己規制と外部規制の双方において狭
められてゆく。

（2）児童ソーシャルワークのマネジリアリズム 2
ソーシャルワークのアウトカムズ・フレームワークへの順応は外的要因だけによるものではな
い。ソーシャルワーク自身においても成果／効果に対する親和的土壌が形成されつつあった。そ
れは精神分析学を理論的根拠とする伝統的／治療的ソーシャルワークに対する批判とその克服、
すなわち介入効果とクライエントの行動変容が測定でき、目標到達までのプロセスが明確に提示
される科学的／実証的アプローチへの要請である。
①伝統的／治療的ソーシャルワークの衰退：精神分析学の影響（47）
イギリスにおける精神分析学のソーシャルワークへの導入は 1950 年代に始まる。ⓐ導入の先
導的役割を果たしたのが、精神分析ソーシャルワーカー協会（The Association of Psychiatric Social
Workers : APSW）、タビストック研究所、児童ガイダンスクリニックである。1956 年、APSW は
The Essential of Social Casework, The Boundaries of Casework を出版した。さらに 60 年代初期、
タビストック研究所により実施された保護観察官専門職研修コース（ケースワーク）や児童クリ

― ２２１ ―

ニック（運動）も精神分析学を理論的根拠にしていた。ⓑ精神分析学のソーシャルワークへの導
入とその発展にもっとも大きな影響を与えたのが、ボルビー（1950 年代後半タビストック診療
所のダイレクター）の母性剥奪理論、アタッチメント理論である。精神分析学をソーシャルワー
クの理論的根拠としていかに位置づけ、ソーシャルワークを発展させることができるのかが模索
された（48）。そして精神分析学は LSE（ロンドン政治経済学）でヤングハズバンドによって実施
された新たなジェネリック・ソーシャルワーク・コースに統合された。ⓒソーシャルワークにお
ける精神分析学の影響を決定的にしたのが、60 年代に始まる一連の児童少年法改正である。児
童少年法の成立は家族問題への予防的介入を合法化した。それは（児童）ケースワークの特殊専
門性（スペシャライゼーション）を社会的に認知させることになった。このような特殊専門性の
社会的認知は、精神分析学との強い親和性（理論的根拠）によることが大きい。このように精神
分析学を根拠として発展した（伝統的／治療的）ソーシャルワークは市民（中産階級）の支持を
得た。それは内面や主体性に新たな意味と価値を見出した時代のエートス、例えば実存主義の影
響が少なからずあった。このような内面に対する積極的な評価と働きかけは、社会的逸脱者のパ
ーソナリティを援助することで社会復帰をめざす社会民主主義的アプローチ、常に自らの生活を
反省的にモニターし自己利益となるよう最善の選択を心がける合理的経済人という概念にも通ず
るところがある。すなわち、精神分析学による内面の評価は産業化・近代化・民主主義の理念と
一致した（49）。
精神分析学を理論的根拠とするソーシャルワーク（伝統的／治療的ケースワーク）は、「診断
重視」と呼ばれるが「社会」との接点をもつ心理社会的なアプローチである。ケースワーク的手
法によりクライエントへの洞察を深めるが（50）、「状況の中にある人間」を前提とする。クライエ
ントと環境との相互作用（全体的関連性）の中で、個人のパーソナリティを理解し援助する（51）。
治療関係においては、クライエントが自分の置かれている状況や自分自身を理解できるように支
援する必要があり（52）、無意識だけを扱うのではない。（社会的）自我へのアプローチも重視され
る。いずれにせよ、クライエントの内面に深くかかわり働きかける点で集中的な長期的関係を必
要とし、その効果性は直ちに現れるわけではない。コスト・パフォーマンスは決して良くな
い（53）。
精神分析学の導入はソーシャルワークのアイデンティティを明確にし市民の信頼を得た。とく
に児童ソーシャルワークではスペシャリズムが確立した。しかし、すべての範疇の利用者を対象
とするジェネリック・ソーシャルワーク（専門職）への統合とシーボーム再編成（行政改革）
は、戦後築きあげたスペシャリズムとしてのソーシャルワークの専門性を希薄化するとともに行
政管理者としてマネジメント能力が求められるようになった。ソーシャルワークはシーボーム再
編成による官僚機構の中で対人援助（治療関係）を行うという矛盾を抱えた。しかしながら、自
己統治組織としての専門職団体（BASW）をもつソーシャルワークは官僚組織に埋没せず相対的
な自律性を確保し、専門職官僚制として発展した。ところが経済的不況は市民の社会的ニーズを
高める一方、それを充足する資源を供給できず、さらに児童虐待スキャンダルの追い打ちは、ソ
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ーシャルワークに対する市民の信頼を失わせた。専門職官僚制は「非効率的」「社会的浪費」の
象徴として解体のターゲットになった。このような経済的要因は精神分析学を理論的根拠とする
治療的ソーシャルワークを追い詰めることになった（54）
③科学的／実証的ソーシャルワークの台頭：人間行動学の影響（55）
伝統的／治療的ソーシャルワークに代わって表舞台に登場してきたのが、科学的／実証的アプ
ローチとしての行動主義（療法的）的ソーシャルワークである。伝統的／治療的ソーシャルワー
クでは、表面／現実的な問題は心的な葛藤や衝動が原因とされる。したがって問題の解決には心
の深層部分への働きかけが必要となる。しかし心的深層部分を扱うため明確な援助計画を立てる
ことはできず高度な訓練をうけた専門家の技量に委ねられていた（56）。行動主義的（療法的）ソ
ーシャルワークは、観察可能な実際の行動を対象とし行動変容を目標とする。問題行動と目標
（望ましい行動変容）が明確になれば、援助計画が立てやすくクライエント自身も進捗度を理解
できる。問題行動を客観的に観察／測定し、目標到達度や介入効果を測定し評価する科学的／実
証的アプローチであり（57）、臨床に調査の概念を持ち込んだといえる（58）。比較的短期間で介入を
行うことができ、クライントの洞察を必要としないが、学習理論という理論的根拠が明確にされ
ている（59）。確かに心的深層部分への働きかけはないが、クライエントとワーカーの援助関係で
は、クライエントの気持ちを理解しパートナーシップによる信頼関係が重要とされる（60）。クラ
イエントの自我能力が重視され、問題の原因をしっかり捉えられるように援助すること（自我の
問題解決能力の向上）が処遇の目標と考えられている（61）。
人間行動学を理論的根拠とするこのアプローチでは、確かめようもない意識は対象にならず、
測定可能な行動だけが科学の対象とされる。精神分析学的（治療的）ソーシャルワークは非効率
的とされ、「何をしたのか」（what works）という実証主義（positivist）的アプローチの評価であ
る。（自治体）ソーシャルワークは「長期から短期へ、全体から部分へ、深層から表面へ」と変
化した。当然、利用者の内的世界への関与／模索は弱くなる。また短期間における成果を目標と
するソーシャルワークは、ケアマネジャーのサービスパッケージにおいて都合がよく、集中的
（継続的）直接ワークは民間や独立セクターに移された。クライエントとの長期的、持続的、深
い信頼関係は徐々に後景化されてゆく。行動主義的（療法的）ソーシャルワークに対する批判も
いくつか提出されている。「変化（行動変容）自体が評価され、クライエントが行動変容の意味
を理解し、いかにしてライフプランやアイデンティティを構築／再構築してゆくのか、という問
題への回答は定かではない」「技術はますますポータブルになり経験は価値を失う」「新しい知識
や手法を素早く吸収する能力は経験の積み重ね以上に評価される」「短期プロジェクト／契約は、
組織や同僚への信頼を培うことはできない」などである（62）。
このような批判があるにもかかわらず多くのソーシャルワーカーに受け入れられたのは、ⓐ目
的と手段のギャップが解消されたこと、すなわち、学習理論と実証主義を根拠とする科学的／合
理的アプローチは、対人援助という不透明かつ複雑な世界に秩序と確実性をもたらす。ⓑコスト
・パフォーマンスが良いこと、ⓒ方法論の修得において高度の専門的訓練を必要としないこと、
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ⓓアウトカムズ・フレームワークに適応し行動変容（介入の効果）を PI により科学的に評価分
析できること、などである（63）。ソーシャルワーカーはクライエントに対して合理的予見性をも
って関わっている。精神分析学的ソーシャルワークが心の複雑なメカニズム（人間の不確実性）
を明確にできないのであれば、観察可能な現実行動を対象とし、目標（行動変容）を設定し合理
的な援助計画を立てる方が効率／効果的である。結果（介入効果）を測定することができ、説明
責任を明確にすることができる。

〔5〕普遍的な予防介入と児童ソーシャルワーク：マネジリアリズムの脈絡から

以上の考察をふまえ、最後にマネジリアリズムが「普遍的な予防介入」と「児童ソーシャルワ
ーク」に与えて影響と変化を整理しておく。
ネオリベラリズム的傾向の強い社会投資国家では、社会は「リスク集団の結合」として捉えら
れる（64）。ベヴァリッジ・ケインズ福祉国家における「共同責任」「社会連帯」という理念を迂回
した（65）、リスク集団（カテゴリーリスク）を通じての包含（統治／統合）となる。包含のため
の様々な支援プログラムは用意されているが、包含が達成されなかった場合、社会的脅威／不安
の程度に応じて、リスク集団の管理が行われる。それはコミュニティによる見守り／サポートか
ら情報テクノロジーによる監視まで多様である。しかし社会的包含にむけての忍耐強い治療援助
的支援を期待することはできない。それは「包含」の政治ではなく「差異／差別」化による統
治、すなわち「包含−内−排除」である。こうして（児童）ソーシャルワークは「社会的なも
の」すなわち「共同責任」「社会連帯」との結びつきを弱めてしまう。それは「内面でなく行動」
「原因ではなく蓋然性」「正義ではなく危害の最小化」と親和性を強めてゆく（66）。これがマネジ
リアリズムの脈絡における「普遍的な予防介入」である。
このような普遍的介入は、精神分析学を理論的根拠とし、心の深層部分への働きかけを行う伝
統的治療ソーシャルワークを後景化させ、科学的／実証的アプローチとしての行動主義（療法）
的ソーシャルワークと親和性を強めることになった。それは、対人援助という不透明かつ複雑な
世界に秩序と確実性をもたらし、アウトカムズ・フレームワークになじみやすく、行動変容（介
入の効果）を PI により科学的に評価分析できるという利点をもたらした。またそれは方法論の
修得において高度の専門的訓練を必要とせず、治療プロセスにおいてコスト・パフォーマンスが
良いことも少なからず影響している。行動主義的（療法的）ソーシャルワークは、ネオリベラリ
ズム（マネジリアリズム）におけるコスト・パフォーマンスの追求と成果主義、ソーシャルワー
カー自身の専門性に対する不安に応えてくれるものであった。
尤も、行動主義的（療法的）ソーシャルワークでは心的深層部分への働きかけはされないが、
援助関係においてはクライエントとの信頼関係は重視され、自我への働きかけは積極的に行われ
ている。また方法論の修得においても一定水準の専門的訓練は受けており、「専門職」としての
アイデンティティは担保されている。精神分析学を理論的根拠とする伝統的／治療的ソーシャル
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ワークの限界を補うべく行動主義（療法）的ソーシャルワークでは、両者に共通する「クライエ
ントとの信頼関係」「専門性が担保された援助関係」よりも、マネジリアリズムに馴染みやすい
「行動変容（介入効果）の科学的分析・評価」「分かりやすさ」「コスト・パフォーマンス」が強
調されることになった。このような専門的ソーシャルワークにおける学的根拠や方法論の変化、
すなわち行動主義的（療法的）ソーシャルワークの特質に対する部分的な過大評価は、フィール
ドにおける対人援助関係において「根拠に基づく実践」「マニュアル／手続き」の浸透を推し進
めることになった。
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21 世紀に入った現代社会においても、子育ては主に母親の役割とされている。しかし、母親
の育児不安の問題や働く母親の増加に伴い、子育てへのサポートが注目されてきている。核家族
が大多数となっている現代社会において、母親が子育てサポートとしてもっとも頼れるのは、夫
である。そして、夫が育児に参加することは、母親や子どものよりよい成長・発達を促すとされ
ている（数井・無藤・園田、1996；芳賀、2001；寺見ら、2008）。
さらに近年では、共働き世帯が専業主婦世帯を逆転し（田淵・中原、2007）、夫以外からの育
児サポートの重要性も示されている。渡辺・石井（2009）は、育児遂行にあたってのサポート源
を、夫や実母、義父母などの親族による家庭内サポートと、友人や専門家などの家庭外サポート
に分類し、家庭内における夫以外のサポートの重要性を述べている。また野澤（2009）は、サポ
ート源について先行研究を整理し、祖父母、夫、友人が中心であると報告している。
田淵・中原（2007）によると、共働き世帯の増加により、特に祖父母世代が家庭で子育てを支
援することが多くなってきている。実際の祖父母の子育てサポートについて、1 歳 6 ヶ月児のい
る家庭で育児を行っているのは、母親（95.4％）と父親（49.4％）に次いで、祖母（26.1％）、祖
父（10.6％）となっており、祖父母が育児にかかわっていることが報告されている（高齢社会白
書、2005）。全国家庭動向調査（2008）では、母親が出産や育児の相談相手として心理的に頼り
にするのは、夫（39.3％）よりも母親方の祖父母（44.8％）とされている。高齢社会白書（2005）
でも、母親は子育ての相談相手として、夫の次に、実父母を挙げて頼りにしている。山田・有吉
・堀川・石原（2005）は、乳幼児期や学童期の子どもを持つ働く母親 18 名を対象に面接調査を
実施したところ、半数の母親が実母を遠慮しないで子どもや家事を頼める唯一の存在として、物
理的・情緒的・経験的サポート源として頼りにしていたと報告している。このように共働き世帯
が多くなっている現在では、特に母親の両親を頼りにしていることが多く、現在の子育ては祖父
母を抜きに成立しにくいと言える。
母親の子育てをサポートする祖父母について、母親方と父親方の比較も行われている。松田
（2002）は居住地域によって、育児ネットワークのサポート効果が異なり、調査対象とした東京
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都心部のサポート・ネットワークでは、母親方の親族のサポートは母親の育児満足度を上げ、父
親方の親族サポートは母親の育児満足度を下げることを示し、母親方の親族サポートの重要性を
指摘している。興津（2002）は幼稚園児あるいは小学 1 年生の母親を対象に、母親方の祖母との
同居、父親方の祖母との同居、同居なしの 3 群を比較し、母親に対する育児サポートを調査して
いる。その結果、実母と同居している母親は、ほかの 2 群よりも多くの育児援助を受けている
分、夫からのサポートを受けることが少ないと報告されている。また実母から多くのサポートを
受け、実父や夫など同居している家族からのサポートも充足しているため、母親はほかに育児援
助を求めていなかった。つまり、同居している実母の育児サポートが母親にとって、非常に有益
であることが分かる。このように松田（2002）や興津（2002）の研究から、母親の実母が多大な
サポート源になっていることがうかがえる。
一方、野澤（2009）の同居家族の違いによるサポートについての調査は、興津（2002）とは異
なった結果を示している。野澤（2009）の結果では、父親方の両親と同居している母親のほうが
母親方の両親、つまり実父母と同居しているよりも、情緒的にも手段的にもサポートを受けてい
ると感じ、肉体的・精神的負担を感じていない傾向にあった。また中西（2005）は 5 歳以下の幼
児がいる核家族の母親にとって、母親方の親族からのサポートは親族として、さらに同じ地域に
居住しているという逃れようのない結びつきという義務的な側面を持っているため、サポートに
対する満足度が低かったとしている。これについて中西は、母親方の親族サポートは、これまで
の親族関係の良し悪しにかかわらず、頼りにせざるえないところがあるため、葛藤が生じやすい
と結論付けている。
このように、実母からのサポートに関しての先行研究は矛盾した結果を示しており、実母から
のサポートが母親にとって真に有益であるのかどうか疑問が生じる。今後、さらに共働き世帯が
増加し、祖父母などの家族内サポートが重要になると考えられることから、家族内サポート、特
に実母から得られるサポート、家族外から得られるサポートが実際にどのようなものであるかを
再検討する必要がある。
またこれまでの研究は、同居か別居かでサポートを捉えているものが多い（例えば、興津、
2002；野澤、2009）。しかし、亀口（2002）は祖父母との同居あるいは別居に関して、三世代同
居家族が減少しているが、電話などの通信手段、飛行機や新幹線、高速道路などの交通手段の整
備により、別居していても祖父母と親世代の心理的なかかわりの継続を指摘している。つまり、
物理的な距離よりも心理的な距離のほうが重要であるとしている。実際に、父親方、母親方のど
ちらかの祖母と 30 分未満の距離1）に住む割合は 54.8％ と半数を超えている（全国家庭動向調査、
2008）。
これらのことから同居・別居という分類よりも、亀口の見解や全国家庭動向調査の結果が示す
ように、祖父母と同居はしないで近くに居住している場合でも、母親の育児へのサポートに影響
を与えることが考えられる。そのため、同居・別居という分類よりも、より実質的な交流や心理
的な距離を考慮するほうが現実的であると考えられる。
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ほかにも夫や祖父母から得られる家族内の育児サポートは、母親の養育態度や子どもの社会的
行動にも影響を与えるとされている。飯島（1997）は、幼稚園児の父親の平等な性役割観や母親
への育児サポートが、子どもの社会性の発達によい影響を与えるとしている。森下・木村
（2004）は母親の受容的態度の形成には、夫、母親方の祖父（母親の実父）からの情緒的な育児
サポートが大きく影響しているとしている。武内（2002）は夫のサポートを必要とし、夫を頼る
ことができる母親は、拒否的あるいは過保護的養育態度が低いとしている。しかし、これまで先
行研究において、母親への育児サポートが夫以外の家族、あるいは家族外からのサポートが母親
の養育態度、子どもの社会的な発達についてどのように関連しているかについて検討された研究
はあまりない。
そこで本研究では、幼児期の子どもを持つ母親が夫あるいは夫以外、特に実母、さらに家族以
外からどのような育児サポートを受けているのか、実母からの育児サポートの有無によって母親
の養育態度、子どもの社会的行動とどのような関連があるのかを検討する。

方

法

1．調査対象者
大阪府内の幼稚園と兵庫県内の幼稚園の 2 園に通う幼児の母親 212 名に質問紙を配布し、139
名（65.6％）から回答を得た。139 名の母親の子どもは男児 70 名、女児 69 名で、子どもの平均
年齢は 5.21 歳（SD ＝2.64）であった。母親の平均年齢は 35.22 歳（SD ＝4.00）で、就業状況は
フルタイム 3.5％、パートタイム 15.6％、専業主婦 78.7％ であった。父親方あるいは母親方の祖
父母と同居している母親は 3 名のみであった。

2．質問紙
（1）母親の養育態度に関する質問紙：鈴木・松田・永田・植村（1985）が作成した 10 因子の尺
度を戸田（2006）が 7 因子にした「親の養育態度尺度」を本研究では使用した。この質問紙は 7
つの下位尺度（1「受容／子ども中心主義」、2「統制／専制的」、3「一貫性のないしつけ」、4
「服従的」、5「過保護」、6「甘やかし」、7「放任」）で構成されている。「受容／子ども中心主義」
は「家で子どもと楽しい時間を過ごす」など 14 項目、「統制／専制的」は「子どもがすべきこと
をちゃんとしてしまうまで、何回も指示する」など 10 項目、「一貫性のないしつけ」は「子ども
が同じことをしていても、時によって叱ったり、放っておいたりしてしまう」など 7 項目、「服
従的」は「子どものしたいことは何でもさせている」など 6 項目、「過保護」は「子どもに何か
起こるといけないから、あまりよそに行かせないようにしている」など 7 項目、「甘やかし」は
「子どもが物を欲しがると、だめと言えない」など 3 項目、「放任」は「やってはいけないと私が
言ったことを子ともがしていても、黙っていることがある」など 3 項目、計 50 項目あった。「そ
うでない」から「そうである」の 5 件法で、得点が高いほど、下位尺度の傾向が高いことを示

― ２２９ ―

す。
本研究において各下位尺度における α 係数を求めたところ、「受容／子ども中心主義」.802、
「統制／専制的」.814、「一貫性のないしつけ」.698、「服従的」.608、「過保護」.567、「甘やかし」
.378、「放任」.052 となった。「甘やかし」と「放任」は α 係数が極端に低いため、分析から除
外した。

（2）子ども（幼児）の社会的行動に関する質問紙：母親の発達期待を測定するカード分類課題
（Developmental Expectation Questionnaire : DEQ）を参考に幸田・城谷（1998）が作成した質問紙
を用いた。この質問紙は 21 項目からなり、1「学校関係スキル」、2「従順」、3「礼儀」、4「情緒
的成熟」、5「自立」、6「社会的スキル」、7「言語による自己主張」の 7 領域に分類される。「学
校関係スキル」は「30 ページくらいの絵の多い童話を一人で読み通すことができる」など 3 項
目、「従順」は「悪いことをしていて注意されたら、すぐやめる」など 3 項目、「礼儀」は「朝、
家族におはようとあいさつする」など 3 項目、「情緒的成熟」は「いつもまでも怒ってないで自
分で機嫌を直す」など 3 項目、「自立」は「大人に手伝ってもらわずに、一人で食事ができる」
など 3 項目、「社会的スキル」は「自分のおもちゃを友達に貸してあげて、一緒に遊べる」など
3 項目、「言語による自己主張」は「意見や希望を聞かれたら、はっきり述べる」など 3 項目で
あった。「全然ない」から「非常によくある」の 5 件法で、得点が高ければ高いほど、その領域
の発達が優れていることを示す。
本研究において各下位尺度における α 係数を求めたところ、「学校関係スキル」.571、「従順」
.330、「礼儀」.204、「情緒的成熟」.587、「自立」.506、「社会的スキル」.534、「言語による自己主
張」.769 となった。「従順」と「礼儀」は α 係数が極端に低いため、分析から除外した。

（3）母親に対する周囲からのサポートについて：母親が自分をサポートしてくれていると認知し
ている人数を尋ねた。さらに実際にサポートを提供してくれている人物が誰であるのかを尋ね、
夫・実母・実父・義母・義父・それ以外の親族・友人・幼稚園の先生などの公共の人のなかか
ら、あてはまる人物すべてを回答（複数回答可）するよう求めた。また祖父母について、同居の
有無、また別居の場合、祖父母との交流頻度を 1「非常に交流がある（毎日のようにかかわ
る）」、2「まあまあある（週に 1〜2 回）」、3「時々ある（1 ヶ月に 1〜2 回くらい）」、4「あまり
ない（夏休み、冬休み程度）」、5「全くなし」の 5 件法で尋ねた。
さらに、石・桂田（2010）が作成した子育ておよび本人へのサポート内容を問う質問紙を用い
て、全体的にどのようなサポートを受けているのかを尋ねた。この質問紙は「つらいときや困っ
たとき元気づけてくれ、接すると心が落ち着く」、「子どもが病気のときに病院の同行や家事など
を手伝ってくれる」など 20 項目からなっている。各項目は「全然ない」から「非常によくある」
の 5 件法で、得点が高ければ高いほど、サポートされていることを示す。本研究での α 係数は
.939 であった。
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3．手続き
2010 年 11 月初旬に母親への質問紙を封筒に入れ、幼稚園を通じて配布し、1 週間後に回収し
た。

結

果

母親が認知しているサポート源について回答を求めた結果、夫が 126 名ともっとも多く、つい
で友人が 97 名、実母が 95 名、実父 41 名、実父母、義父母以外の親族 41 名、義母 35 名、義父
25 名、幼稚園の先生など公共の人 24 名であった。本研究では、夫からのサポートよりも実母か
らのサポートによる違いを検討するため、実母のサポートを中心にサポートパターンを見た。
Table 1 には、もっとも多かった夫と実母をサポート源とするサポートパターンで、他にどの
ようなサポート源を挙げているかを示した。Table 1 にあるように、夫からも実母からもサポー
トを受けている母親は 86 名で、夫と実母以外に友人からサポートがあると認知している母親が
16 名ともっとも多く、次いで夫・実母・実父が 8 名、夫・実母・実父・義父母以外の親族と友
Table 1

夫と実母からサポートを受けている母親のサポート源のパターン

サポート源
夫
○ ○ ○ ○ ○ ○
実母
○ ○ ○ ○ ○ ○
実父
○
義母
○
義父
親族
○
友人
○
公共の人
○
合計

○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
○ ○ ○
○
○
○
○
○

○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○
○
○
○
○
○
○ ○ ○ ○ ○
○

○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○
○
○
○
○ ○ ○
○

○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○ ○
○ ○

（名）

夫からサポートを受けている母親のサポート源のパターン

サポート源
夫
実母
実父
義母
義父
親族
友人
公共の人
合計

○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○
○
○
○ ○ ○
○ ○ ○
○ ○
○
○ ○ ○ ○
○
○

6 8 1 2 16 1 1 2 5 1 1 1 7 1 3 1 2 3 2 3 2 2 3 3 2 1 1 4 1 86

＊表の見方：縦に複数回答したパターンを示している。
（例）夫・実母からサポートを受けている母親 6 名
Table 2

○ ○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○
○ ○
○ ○
○ ○
○ ○
○
○ ○
○ ○ ○
○
○ ○

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○

○
○ ○ ○
○ ○
○
○
○ ○ ○ ○
○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
○
○
○
○
○

13

2

12

2

3

2

1

2

1

1

＊表の見方：縦に複数回答したパターンを示している。
（例）夫・友人からサポートを受けている母親 12 名
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1

40

（名）

Table 3

夫からサポートを受けていない母親のサポート源のパターン

サポート源
夫
実母
実父
義母
義父
親族
友人
公共の人
合計

○

○
○

○
○

○

○
○
○
2

1

○
○

○

1

1

○

○
○

1

2

○
○
○
○

1

○

○
○
○
1

＊表の見方：縦に複数回答したパターンを示している。
（例）実母・友人からサポートを受けている母親 2 名

○

○
○
○
1

11
（名）

人が 7 名であった。Table 2 は、夫をサポート源として挙げているが、実母がサポート源となっ
ていない母親のサポートパターンを示した。Table 2 にあるように実母からのサポートはなく、
夫からサポートを受けている母親が 40 名で、夫のみのサポートが 13 名、夫と友人のサポートが
12 名と多かった。Table 3 には、夫をサポート源としない母親のサポートパターンを示した2）。Table 3 に見られるように、夫からのサポートがなく、一方で実母からサポートを受けている母親
が 9 名であった。これらのパターンを比べると、夫と実母からサポートを受けている母親は、友
人や親族、実父などから多くのサポートを受けていた。一方、実母からサポートがない母親は、
夫のみあるいは夫と友人からのサポートと、サポート源が少なかった。
次に、人数の多かった夫からも実母からもサポートを受けている母親（「夫と実母からのサポ
ート」群 86 名）、実母からのサポートはなく夫からサポートを受けている母親（「夫からのサポ
ート」群 40 名）の 2 群で比較を行うことにした。なお、実母からのサポートの有無と母親の就
労形態（フルタイムとパート・専業主婦）との関連を見たところ、有意差は認められなかった
2
（ χ（1）
＝1.02, n.s.）。

（1）サポート源によるサポート内容の違い
サポート源の違いによりサポート内容が異なるのかを見るために、「夫と実母からのサポート」
群と「夫からのサポート」群で、サポート尺度の総得点の差を見たところ、Table 4 に示したよ
うに有意な差が認められた（t（124）＝1.20, p ＜.05）。そこで具体的なサポート内容の違いを見る
ために、両群のサポート尺度の各項目得点の差を分析した。その結果、Table 4 に示したように、
項目 5（t（124）＝2.32, p＜.05）、項目 11（t（124）＝2.53, p＜.05）、項目 13（t（124）＝2.44, p ＜.05）
に有意差、項目 6（t（124）＝1.74, p＜.10）に有意傾向が認められた。有意差、有意傾向が見られ
た 4 項目すべてにおいて、「夫と実母からのサポート」群が「夫からのサポート」群よりも得点
が高かった。つまり、「夫と実母からのサポート」を受けていると「夫からのサポート」よりも、
母親がそのサポートを提供してくれている人物と行動することを楽しんだり、甘えることがで
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Table 4

サポート人物（夫と実母／夫）の違いによる母親の認知しているサポート内容得点

項目
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

夫と実母
n＝86

サポート内容

子どもも交えて，行動を共に楽しむ
4.01（.919）
代わりに幼稚園などの送り迎えをしてくれる
2.76（1.21）
子どもに気を配ってくれる（ほめる，話しかけるなど）
4.26（.829）
つらいときや困ったとき元気づけてくれ，接すると心が落ち着く 4.12（.926）
子どもを交えないで，行動を共に楽しむ
3.17（1.32）
子どもが病気のときに病院の同行や家事などを手伝ってくれる
3.58（1.27）
子育ての悩みを継続的に聞いてくれる
4.09（1.05）
あなたの用事のあるときに子どもの面倒をみてくれる
4.01（1.13）
あなたを日頃評価し，認めてくれる
3.52（1.10）
子どもに関する情報を提供してくれる
3.67（1.10）
あなたが経済的に困っているとき，頼りになる
3.21（1.36）
仕事の失敗や家事の愚痴を言える
4.14（1.03）
甘えられる
3.79（1.16）
子育てについて助言してくれる
3.93（1.00）
子どものことを心から受け入れてくれる
4.55（.65）
あなたに時々プレゼントをくれたりする
3.10（1.22）
忙しいときに家事を手伝ってくれる
3.21（1.36）
あなたの仕事や趣味に関する情報を提供してくれる
3.19（1.33）
引越しなどの力仕事を手伝ってくれる
3.43（1.31）
あなたの子育てをねぎらってくれる
3.45（1.28）
総得点
73.08（14.99）

*p＜.05, †p＜.10 （

夫
n＝40
3.85（1.06）
2.63（1.28）
4.00（1.11）
3.65（1.39）
2.60（1.24）
*
3.15（1.35）†
3.79（1.29）
3.65（1.31）
3.53（1.26）
3.53（1.41）
2.55（1.38）
*
3.68（1.27）
3.20（1.47）
*
3.55（1.34）
4.10（.928）
2.78（1.29）
2.93（1.40）
2.90（1.45）
3.35（1.39）
3.48（1.32）
66.85（17.86）
*

）は標準偏差

き、経済的に頼りになると感じていた。さらに有意傾向であるが、子どもが病気になったときに
も病院への同行、家事の援助も受けやすいと感じていた。

（2）母親が認知しているサポートと母親の養育態度、子どもの社会的行動との関連
サポート源の違いにより母親の養育態度、子どもの社会的行動の違いを見るために、「夫と実
母からのサポート」群と「夫からのサポート」群で、母親の養育態度の因子得点、子どもの社会
的行動の因子得点の差を見たところ、有意な差は認められなかった。しかし、先行研究（飯島、
1997；森下・木村、2004）で、周囲からの育児サポートは、子どもの社会性や母親の養育態度に
影響を与えていたことから、サポート源の違いによって、その影響も異なることが考えられる。
そこで各群それぞれにおいて母親が認知しているサポート全体（サポート総得点）と母親の養育
態度、子どもの社会的行動と関連がみられるかどうかを分析した。
①夫と実母からのサポート」群の母親
「夫と実母からのサポート」群の母親 86 名で、サポート総得点と母親の養育態度および子ども
の社会的行動との関連を見たところ、子どもの社会的行動の「社会的スキル」（r＝.23）に関連
が見られたが、母親の養育態度との関連は見られなかった（Table 5 参照）。
②「夫からのサポート」群の母親
「夫からのサポート」群の母親は 40 名で、同様にサポート総得点と母親の養育態度、子どもの

― ２３３ ―

Table 5

サポート得点と母親の養育態度，子どもの発達の相関係数
「夫と実母からのサポート」群について（n＝86）

母親の養育態度
受容／子ども中心

統制専制

一貫性なし

服従

過保護

.092

.12

.034

−.086

.10

学校関係スキル

情緒的成熟

自立

社会的スキル

自己主張

.017

.048

−.036

.23*

−.047

サポート得点
子どもの発達

サポート得点
*p＜.05

Table 6

サポート得点と母親の養育態度，子どもの発達の相関係数
「夫からのサポート」群について（n＝40）

母親の養育態度
受容／子ども中心

統制専制

一貫性なし

服従

過保護

.49**

.033

−.062

.21

−.31†

学校関係スキル

情緒的成熟

自立

社会的スキル

自己主張

.21

.093

.31

.40*

.19

サポート得点
**p＜.01, †p＜.10
子どもの発達

サポート得点

*p＜.05
サポート得点と母親の養育態度，子どもの発達の相関係数

社会的行動との関連を見た。その結果、Table 6 に示したように、母親の養育態度の「受容／子
ども中心主義」（r ＝.49）、「過保護」（r ＝−.31）、子どもの社会的行動の「社会的スキル」（r
＝.40）に関連が見られた。

（3）家族外のサポートの違い
家族以外のサポート（友人や幼稚園の先生などの公共の人）について、「夫と実母からのサポ
ート」群と「夫からのサポート」群、それぞれの群で家族外からのサポートの違いによる母親の
養育態度、子どもの社会的行動の違い、さらにサポート内容の違いを見た。
①「夫と実母からサポート」群の家族外サポートについて
「夫と実母からのサポート」群において、家族外からのサポートの違いによる母親の養育態度、
子どもの社会的行動の違いを見た。その結果、母親の養育態度、子どもの社会的行動に有差な差
は見られず、サポート内容の項目 11 のみに有意傾向が見られた（t（82）＝1.71, p＜.10）。家族外
のサポートがない母親（64 名）ほうがサポートがある母親（22 名）よりも得点が高かった（家
族外サポートなし：3.64（SD ＝1.47）、家族外サポートあり：3.06（SD ＝1.30））。
②「夫からのサポート」群の家族外サポートについて
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Table 7 「夫からのサポート」群の家族外のサポートの違いによる母親の養育態度
と子どもの社会的行動の得点
家族外のサポート
なし
n＝14

あり
n＝26

母親の養育態度
受容子ども中心
統制専制
一貫性なし
服従
過保護

48.29（5.84）
27.43（4.48）
13.57（3.46）
10.64（2.56）
21.46（4.17）

49.94（4.45）
28.08（6.03）
14.07（3.79）
12.19（3.23）
17.98（3.15）
**

子どもの社会的行動
学校関係スキル
情緒的成熟
自立
社会的スキル
自己主張

6.43（3.01）
9.57（3.20）
11.64（2.06）
11.21（2.55）
9.07（2.27）

6.77（2.89）
9.92（2.88）
12.00（2.00）
12.30（2.07）
†
10.62（2.61）

**p＜.01, *p＜.05, †p＜.10 （

）内は標準偏差

Table 8 「夫からのサポート」群の家族外サポートの違いによる母親の認知しているサポート内容得点
家族外サポート
項目

サポート内容

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

子どもも交えて，行動を共に楽しむ
代わりに幼稚園などの送り迎えをしてくれる
子どもに気を配ってくれる（ほめる，話しかけるなど）
つらいときや困ったとき元気づけてくれ，接すると心が落ち着く
子どもを交えないで，行動を共に楽しむ
子どもが病気のときに病院の同行や家事などを手伝ってくれる
子育ての悩みを継続的に聞いてくれる
あなたの用事のあるときに子どもの面倒をみてくれる
あなたを日頃評価し，認めてくれる
子どもに関する情報を提供してくれる
あなたが経済的に困っているとき，頼りになる
仕事の失敗や家事の愚痴を言える
甘えられる
子育てについて助言してくれる
子どものことを心から受け入れてくれる
あなたに時々プレゼントをくれたりする
忙しいときに家事を手伝ってくれる
あなたの仕事や趣味に関する情報を提供してくれる
引越しなどの力仕事を手伝ってくれる
あなたの子育てをねぎらってくれる

**p＜.01, *p＜.05, †p＜.10 （
すべて d ＝38

なし
n＝14

）内は標準偏差
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あり
n＝26

t値

3.43 （1.09） 4.08 （1.02） −1.88†
1.64 （.74） 3.15 （1.19） −4.31**
3.50 （1.09） 4.27 （1.04） −2.19*
2.57 （1.22） 4.23 （1.11） −4.36**
1.79 （.80） 3.04 （1.22） −3.46**
2.64 （1.39） 3.42 （1.27） −1.79†
2.71 （1.33） 4.35 （.85） −4.75**
2.79 （1.42） 4.12 （.99） −3.46**
2.57 （1.09） 4.04 （1.04） −4.19**
2.43 （1.40） 4.12 （1.03） −4.35**
2.93 （1.27） 2.35 （1.41） 1.29
2.86 （1.17） 4.12 （1.11） −3.36**
2.43 （1.28） 3.62 （1.42） −2.61*
2.71 （1.38） 4.00 （1.10） −3.23**
3.64 （1.01） 4.35 （.80） −2.42*
2.57 （1.40） 2.88 （1.24） −.73
2.50 （1.34） 3.15 （1.41） −1.42
1.79 （.89） 3.50 （1.33） −4.30**
3.50 （1.34） 3.27 （1.43） .50
2.79 （1.31） 3.85 （1.19） −2.60*

「夫からのサポート」群において、家族外からのサポートによる母親の養育態度、子どもの社
会的行動、サポート内容の違いを見た。その結果、Table 7 に示したように母親の養育態度の
「過保護」に有意な差（t（38）＝2.97, p＜.01）、子どもの社会的行動の「自己主張」に有意傾向（t
（38）＝−1.87, p ＜.10）が認められた。サポート内容について、Table 8 に示したように項目 2、
3、4、5、7、8、9、10、12、13、14、15、18、20 に有意差が認められ、家族外のサポートがあ
る母親のほうが家族外のサポートがない母親よりも得点が高かった。

（4）別居している祖父母との交流頻度について
祖父母との交流頻度について、「夫と実母からのサポート」群の平均が 2.39（SD ＝.84）、「夫
からのサポート」群の平均が 3.10（SD ＝.72）であった。つまり、交流頻度を尋ねた具体的な頻
度に合わせると、夫と実母のサポートがあると、祖父母との交流頻度は週に 1〜2 回程度、実母
からのサポートがない場合、1 ヶ月に 1〜2 回くらいであった。

考

察

本研究では、幼児期の子どもを持つ母親がサポート源（夫や実母、家族以外）からどのような
育児サポートを受けているのか、さらに実母からのサポート、家族外からのサポートの違いによ
って母親の養育態度、子どもの社会的行動とどのような関連があるのかを検討した。
その結果、母親が受けているサポート源について、配偶者である夫と回答する母親がもっとも
多く、渡辺・石井（2009）と一致していた。本研究では、実際に夫がどのように参加しているの
かを尋ねていないため、具体的なサポートについて明確ではないが、母親が夫から何らかの育児
サポートを認知していることは示されたと言える。
母親が挙げたサポート源は夫に次いで、友人、実母が多かった。母親が、夫以外に実母や友人
を挙げることは、佐藤（1988）と一致している。特に実母からのサポートを受けることは統計調
査や先行研究（高齢者白書、2005；全国家庭動向調査、2008；山田ら、2005 など）でも報告さ
れている。サポートパターンを詳細に見ると、夫と実母からのサポートを得られている母親は、
実父や親族、友人からもサポートを受けていると認知しているが、夫からのサポートは得られて
いるが、実母からのサポートがない母親は、夫のみあるいは夫と友人と、実母のサポートがある
母親よりもサポート源が少なかった。このことから、母親にとってサポート源としての実母の存
在は、子育てにおいて、より多くのサポートを得る重要な要素になっていると言える。
また、夫と実母からのサポートを受けていると実母のサポートがなく、夫からサポートを受け
ているよりも、母親がそのサポートしてくれている人物とともに行動することを楽しんだり、そ
の人物に甘えることができ、経済的にも頼りになると感じていた。これらのサポート内容のう
ち、楽しんだり、甘えることは、母親にとって実際的な育児サポートというより、情緒的あるい
は精神的なサポートと考えられる。さらに有意傾向ではあるいが、母親は子どもが病気になった
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ときに病院への同行、家事の援助も受けやすいと感じていたことも精神的なサポートとも考えら
れる。つまり、母親の精神的なサポートにおいても高齢社会白書（2005）や全国家庭動向調査
（2008）の報告と同様に、実母は大きな存在と言える。
この実母からのサポートの違いは、両群の祖父母との交流頻度の違いにも現れているのかもし
れない。祖父母との交流頻度は、実母からのサポートがある群では週に 1〜2 回、実母からのサ
ポートがない群では月に 1〜2 回くらいであった。本研究の母親の大多数が同居していないと答
えていることから、実母の住まいと物理的にそれほど離れておらず、毎週行き来できるくらいの
距離にいると思われる。亀口（2002）は、通信手段や交通手段の発達により祖父母との関係は心
理的距離が重要になっているとしているが、幼児期の子どもがいる母親にとって心理的、物理
的、両方がともなって、初めて実母からサポートを受けていると感じるのではないだろうか。
次に家族外のサポートについて、夫と実母からサポートを受けていると家族外のサポートの有
無による母親のサポート認知に差が見られなかった。これは興津（2002）が指摘しているよう
に、実母からも夫からもサポートを提供されることで、母親は十分なサポートを受けていると認
知し、ほかに育児サポートを積極的に求めないことを示していると言える。一方、実母のサポー
トがないと家族外サポートの有無によって、母親の認知するサポートに大きな違いが見られた。
つまり、夫と実母のサポートがあれば、母親にとって十分なサポートが受けられていると感じ、
家族外のサポートはそれほど大きな影響を与えないと考えられる。しかし、実母のサポートがな
く、夫からのサポートが主である場合、家族外サポートの影響が出てくるといえる。このことは
今後、サポートネットワークを考える上で示唆に富む。つまり、実母からのサポートがあるかな
いかにより、サポートネットワークの作り方が違ってくると考えられる。
また本研究の調査対象者は実母と同居をしていない核家族の母親がほとんどであり、専業主婦
である母親が多いことから、実母からのサポートは有職の母親（山田ら、2005）だけでなく、専
業主婦にとっても大きいと考えられる。本研究の結果から、夫からのサポートはほとんどの母親
が認知しているため、現在の育児において実母からのサポートの有無が大きな影響を与えると考
えられる。樋口（2006）が述べたように、母親にとって「まさかの時は身内の女」として実母は
子どもの育児において大きな存在だと言える。
次に母親が認知しているサポートと子どもの社会的行動との関連について、「夫と実母からの
サポート」を受けている母親と「夫からのサポート」を受けている母親では関連の強さに違いは
3）と関連が見られた。飯島（1997）の
あったが、両サポート群ともに子どもの「社会的スキル」

研究が示しているように、母親がサポートを受けていると認知していればいるほど、子どもの社
会的スキルが高くなっていた。この結果から、母親が多くのサポートを受けているということ
は、母親自身が社会的に色々な人と関係を持っているということであり、そうした母親の社会性
を子どもが学習していると解釈できる。
母親の養育行動とサポートの関連について、「夫と実母からのサポート」群では、母親の養育
態度とサポートの関連は見られなかったが、「夫からのサポート」群では母親の養育態度のうち

― ２３７ ―

「受容／子ども中心主義」と「過保護」と関連が見られた。本研究では専業主婦が大多数である
ことを踏まえると、母親は実母からの直接的な育児サポートがない分、子どもと直接向き合う時
間が長く、そのため子育てへの責任を感じていると考えられる。母親の子育てへの思い入れが強
い分、自分の養育態度にも細心の注意を払い、その結果、母親の養育態度との関連の違いが出て
くると考えられる。
本研究の結果から、実母からサポートを受けているとサポートサイズが大きく、情緒的サポー
トをより多く受けていると母親が感じていた。つまり、母親が夫のサポートを認知し、さらに実
母のサポートの有無によって、家族外のサポートの認知に大きく影響することが明らかとなっ
た。一方で、実母からのサポートについては、大日向（2006）、樋口（2006）が示唆しているよ
うに母親が娘から抜け出せないままで母親になりきれず、母娘関係が子育ての環境を狭める危険
というデメリットもある。今後は本研究で明確にしきれなかった実母との関係性をも含めたサポ
ートについて検討し、幼児子育て期の母親にとってよりよい育児サポートを明確にしたい。

注
１）母親の自宅から祖父母の自宅まで、よく利用する交通手段を使用した場合に要する時間を示す（全国
家庭動向調査、2008）
。
２）夫をサポート源に挙げていないが、11 名の母親はひとり親ではない。
３）本研究が示す社会的スキルとは、子どもが自分のおもちゃを友達に貸して、一緒に遊べること、友達
とけんかをせずに適当な解決をつけられるなどコミュニケーション能力を含んでいる。
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初めての保育所実習におけるストレスについての考察

林

富公子
1．は じ め に

保育実習とは、厚生労働省第 1 回保育士養成課程等検討会の資料（2009）によると、「習得し
た教科全体の知識、技能を基礎とし、これらを総合的に実践する応用能力を養うため、児童に対
する理解を通じて保育の理論と実践の関係について習熟させることを目的とするもの」である。
つまり、これは単に卒業検定のような意味合いで保育者を目指す学生が取り組むものではなく、
普段学生が学校で学んでいる理論や技術が、実際の現場でどのように応用できるかを学生自身
が、子どもと関わりながら学ぶものと言える。また、実際に乳幼児や指導保育士と関わりながら
「保育者」という仕事に取り組む保育実習は、保育者を目指す学生にとって、将来の職業を改め
て具体的に考える課程であると考えられる。
一方、学生の中には実習に行く前から「本当に実習生としてやっていけるのか」や「保育者と
して働くことができるのか」と「不安」を訴える者、実習中に実習がしんどくて途中でリタイア
する者、実習終了後に「保育者になりたくなくなった」、「自分は保育者に向いていないと思っ
た」と話す者もいる。このことから学生にとって保育実習は、将来の職業に近づくため期待を持
って取り組むものである反面、「不安」や「ストレス」となっていることも事実である。
「ストレス」とは、外的刺激による生体の非特異的な心理的・身体的歪みを指すもので、本来
は物理・工学用語であったが、現在用いられているような意味で最初に使用したのはカナダの生
理学者 Selye（1976）である。Selye は、外的刺激をストレッサー、それに対する心身の緊張を
ストレス反応と呼び、両者を包括した概念をストレスとした。また、Lazarus（1984）は個人が
主観的にストサッサーを評定した結果がストレス反応につながる、という認知的ストレス理論を
示した。このことからも、「ストレス」を感じる学生すべてが実習を途中で辞めてしまうわけで
はなく、人によって認知するストレスが異なることから、逆に実習を通して保育者・人間として
成長する学生も多くいると思われる。しかし、野崎・森野（2006）が、「実習ストレスは実習生
の保育職に就く自信や意欲を低下させるなどネガティブな影響を及ぼすこと」を明らかにしたよ
うに、実習におけるストレスは学生が将来の進路を考える上で重要な事柄であると考えられる。
さらに、秋田（2000）が「保育は、子どもの発達に心を砕き育むケアの仕事である」と述べて
いるように、実習生とはいえ子どもと関わる者がもつ心身ともに消耗した姿は、子どもにも何ら
かの影響があると思われる。このことからも実習における実習生のストレスは、実習生本人はも
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ちろん、実習生の実習先の子どもたちや実習先の先生方にとっても看過できない問題である。
CiNii を使用し「実習

ストレス」というキーワードで、実習に関するストレス研究について

調査したところ（2011/06/29 現在）、233 件の検索結果が出たが、看護実習に関するものが約 115
件、教育実習に関するものが約 40 件で、保育実習に関するものは 17 件、その他、となった。さ
らに、その内 1 件は保育実習やストレスに関するものではなかったので実質 CiNii に掲載されて
いる「保育所実習におけるストレス」に関する文献は 16 件であった。このことからも、看護実
習や教育実習に比べると、保育実習に関する先行研究が少ないといえる。
保育所実習を対象としたストレスやストレッサーに関する研究は、実習前後のストレス反応
（鈴木・水田、2002；清水・松永・古谷、2008）、実習満足度得点と心理社会的ストレス要因得点
との関連（北原、1994）、学生が取り組む保育所実習での、対人関係と保育活動におけるストレ
スに関する研究（千葉、2010）がある。また、植田（2002）は実習ストレスには個人差があるこ
と、実習ストレスを実習前の不安の程度から予測することは難しいこと、実習ストレスに関連す
るストレッサーは、子どもとのかかわりよりも、先生との人間関係にあること、実習ストレスと
保育士に対する自信・イメージに強い関連があること、実習ストレスに対して効果的な対処が困
難であることなどを見出した。
その他にも、実習生のケアリング行動と心理的ストレスの関連（音山、2003）や、実習におけ
る胎児ストレスとソーシャルサポートの関連（野島、2004）、保育者効力感・実習ストレスと援
助要請過程との関連（野崎、2007）などがある。
しかし、これらの先行研究の多くは、2 回目の保育実習を対象にしたものが多く（植田、
2002；音山、2003；野崎ら、2007；清水ら、2008；千葉、2010）、1 回目の保育実習を対象にし
た研究（北原、1994）の数は少ない。しかし、鈴木ら（2002）が、実習経験の有無（初めての実
習かどうか）がストレス反応に影響を及ぼすと考えているように、学生にとって何回目の実習か
どうかという問題は看過できないと考えられる。このことから、今回は 1 回目の保育実習に取り
組む学生のストレスに関する調査を試みる。

2．方

法

（1）調査時期と調査対象
2010 年 11 月「保育実習Ⅰ」終了後、筆者の授業内において女子短大生 92 名に質問用紙を配
布し、回答不備の者 2 名を除く 90 名を調査対象とした。対象者の年齢は 18〜21 歳であった。

（2）調査内容
調査内容は、フェイスシート、実習に対する感想、実習前の子どもとのかかわり、保育実習に
おける実習ストレスに関する質問項目である（資料 1 参照）。
実習ストレスに関する質問項目は、
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①2002 年 7 月に実習を終えた近畿府県下にある幼児教育学科学生 87 名に指導保育士との関係、
子どもとの関係、子どもの親との関係、保育技術、身体、その他の 6 項目において保育所実習に
おけるストレスに関する自由記述調査を行った。
②2009 年 7 月に①とは異なる近畿府県下にある幼児教育学科の学生 57 名に実習においてストレ
スに感じたことを自由記述で記してもらった。
③①②の自由記述の内容を踏まえ、まとめたものを、①、②とは異なる保育者を目指す学生数名
に吟味してもらい 57 項目を作成した。「全く思わない」から「とても思う」の 5 件法であった。
また、実習ストレスに関する質問項目を含む調査内容の文言などが学生にとって適切かどうか
を検討するために、①、②、③とは異なる保育系の学生数名に調査票に答えてもらい、文言など
の確認を行った。

3．結果と考察

（1）実習に対する思い
①実習が楽しかったかどうか
90 名のうち実習がとても楽しかった者 31 名、少し楽しかった者 29 名、どちらともいえなか
った者 26 名、あまり楽しくなかった者 2 名、まったく楽しくなかった者 2 名であった。とても
楽しかった者と、少し楽しかった者の合計が 60 名（67％）であった。理由としては、子どもた
ちとかかわれたことや、保育士との人間関係の良好さ、職場環境のよさ、などがあった。
②実習でストレスを感じたかどうか
とても感じた者 26 名、少し感じた者 46 名、どちらともいえない者 6 名、あまり感じなかった
者 7 名、まったく感じなかった者 5 名であった。とても感じた者と、少し感じた者の合計が 72
名（.800）であり、多くの学生が何らかのストレスを感じていたことがいえる。理由としては、
保育士との人間関係や、拘束時間の長さ、日誌や日々の緊張感や気疲れなどがあがった。
以上のことから、学生は実習に対して楽しいという思いを持ちつつも、日々の学生生活との違
いからストレスを感じている者が多かった。

（2）実習前の子どもとのかかわり
実習前に子どもと関わった経験がある学生は 84 名であった（.933）。中学校の職業体験が最も
多く（50 名 .556）、短大の園庭開放注1）（45 名 .500）、高校の授業（40 名 .444）、近所の子ども
（38 名 .422）、きょうだい（25 名 .278）、高校の職業体験（17 名 .189）、ボランティア（17 名
.189）、その他（18 名 .200）であった。
1998 年より実施されているトライやるウィークの影響（兵庫県教育委員会、2004）もあって
か、中学校の職業体験で子どもとかかわったことがある学生が多いことや、高校において保育な
どの授業が開講されていることもあり中高時代に子どもと関わった経験がある学生が半数以上
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（62 名）いることが分かった。
尚、その他とは、習い事の指導、いとこ、いとこの子ども、親戚、保育所でのアルバイトであ
る。

（3）質問紙項目による学生の実習ストレス
学生の実習ストレスをより詳細に見るため、実習ストレス 57 項目の基礎データにおける幅、
合計、平均、SD の分析に取り組んだ（Table 1 参照）。
結果、平均が 2.00 未満のもの 7 項目、2.00〜3.00 未満のもの 30 項目、3.00〜4.00 未満のもの 18
項目、4.00 以上のもの 2 項目となった。また、2.50 未満のもの 28 項目、2.50 以上のもの 29 項目
となり、さらに全体の平均が 2.70 であったことから 2.70 を基準に項目数を見ていくと、2.70 未
満のもの 32 項目、2.70 以上のものが 25 項目になった。
それらを見ていくと、2.00 未満は「子どもとの関わり」、2.00〜3.00 未満は「コミュニケーシ
ョン」、3.00 以上は「実習生としての生活リズムと保育に関する具体的な援助・指導」に関する
項目が多く感じられた。2.70 未満では「子ども・保育者・保護者らとのかかわり」、2.70 以上で
はやはり「実習生としての生活リズムと保育に関する具体的な援助・指導」に関わる項目が多い

Table 1

質問紙項目による学生の実習ストレス
幅

合計

平均

SD

15
56
12
34
38
30
5

．
．
．
．
．
．
．

日焼けをしてしまう
複数の実習生がいたのでしんどかった
子どもを長時間抱っこしなくてはいけない
幼児とのコミュニケーションが取れない
子どもに対する生活の援助がしんどい
子どもの実習生に対する態度が気になる
実習時間が不規則

1〜5
1〜5
1〜5
1〜4
1〜4
1〜5
1〜5

153
154
161
164
165
168
175

1.70
1.71
1.79
1.82
1.83
1.87
1.94

.95
1.02
1.01
.87
.89
1.05
1.14

14
28
13
21
35
10
25
46
41
29
55
36
27
18
23
31
33
26
37
16
19

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

外遊びが多い
保育者の保護者に対する態度が気になる
子どもの目線に合わせてしゃがむ
保育者の思いや指示が分からない
乳児とのコミュニケーションが取れない
様々なクラスに入らなくてはいけない
保育者と園長（所長）が言っていることが矛盾している
責任実習が多い
保護者の子どもに対する接し方が気になる
園の保育方針に合わせた保育をしなくてはいけない
実習先が一人だったのでしんどかった
子どもの行動が気になる
保育者の子どもに対する態度が気になる
掃除などの雑用が多い
担当保育者と上手くいかない
子どもが言うことを聞いてくれない
子どもに自分の思いがなかなか伝わらない
保育者同士の人間関係が悪い
子どもの発言が気になる
早く給食を食べなくてはいけない
保育者同士の連携が取れていない

1〜5
1〜5
1〜5
1〜5
1〜5
1〜5
1〜5
1〜5
1〜5
1〜5
1〜5
1〜5
1〜5
1〜5
1〜5
1〜5
1〜5
1〜5
1〜5
1〜5
1〜5

180
182
186
236
191
195
196
205
202
203
204
205
207
209
209
210
210
213
214
216
222

2.00
2.02
2.07
2.12
2.12
2.17
2.18
2.20
2.24
2.26
2.27
2.28
2.30
2.32
2.32
2.33
2.33
2.37
2.38
2.40
2.47

1.22
1.18
1.44
1.17
1.12
1.24
1.32
1.25
1.11
1.26
1.48
1.13
1.37
1.09
1.24
1.18
1.09
1.36
1.14
1.39
1.28
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17
47
32
54

．
．
．
．

園の生活になかなかなれない
ピアノを弾くことがしんどい
子どもに対する言葉掛けが分からない
常に笑顔でいなくてはいけない

1〜5
1〜5
1〜5
1〜5

226
232
238
242

2.51
2.58
2.64
2.69

1.18
1.44
1.16
1.47

42
24
20
3
40

．
．
．
．
．

保護者とのコミュニケーションが分からない
複数担任である
保育者に自分の思いや考えを伝えられない
休憩時間がない
子どもに対する注意の仕方が苦手である

1〜5
1〜5
1〜5
1〜5
1〜5

246
254
259
262
264

2.73
2.82
2.88
2.91
2.94

1.19
1.44
1.16
1.39
1.29

50
49
51
39
6
11
1
57
4
53
48
45
9
22
44
7
8
52

．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．
．

責任実習が上手くいかない
子どもたちの前に立ち責任実習をしなくてはいけない
責任実習のける子どもへの援助と指導が分からない
子どもに対するケンカの援助が分からない
毎日実習に行かなくてはいけない
自分の自由になる時間がない
休みが少ない
かわいい子どもはかわいい
体力的にしんどい
思ったように実習ができない
突然、保育者から責任実習を任されたら困る
設定保育の準備をすることが大変だ
毎日緊張していた
保育者の実習生に対する視線が気になる
指導案を書くことが困難である
睡眠時間が少ない
時間が足りなく、時間に追われている
保育技術の不足を痛感する

1〜5
1〜5
1〜5
1〜5
1〜5
1〜5
1〜5
1〜5
1〜5
1〜5
1〜5
1〜5
1〜5
1〜5
1〜5
1〜5
1〜5
1〜5

273
276
279
282
283
283
294
302
309
309
310
320
322
322
326
331
340
350

3.03
3.07
3.10
3.13
3.14
3.14
3.27
3.36
3.43
3.43
3.44
3.56
3.58
3.58
3.62
3.68
3.78
3.89

1.28
1.40
1.26
1.33
1.29
1.33
1.33
1.47
1.06
1.15
1.38
1.26
1.22
1.32
1.29
1.31
1.25
1.11

2
43

． 実習の疲れが取れない
． 実習日誌（記録）を毎日書くことがしんどい

1〜5
1〜5

368
3863

4.09
4.29

.99
1.00

合計
平均

17400 154.12 69.68
305.26
2.70 1.2225

ことが示された
これらのことから、初めての保育実習において学生がストレスと感じることは、子どもや保育
者・保護者との人間関係よりも学生としての普段の生活と異なる生活パターンや立場、それに付
随する責任であると考えられた。

（4）学生が取り組む実習ストレスの構成要素
学生における実習ストレスの構成要素を見るため、実習ストレス 57 項目について最尤法によ
る因子分析を行った（KMO＝.626、 α ＝.921）。スクリープロットと因子の解釈可能性を考慮し 3
因子を抽出し、因子間に相関があることが予想されるため、プロマックス回転を行った。
次に項目を厳選するため、全ての因子負荷量が│.400│未満または、複数因子に│.400│以上の
項目がある 22 項目を削除し、残った項目について因子分析から項目削除まで一連の作業を 3 回
繰り返した結果、25 項目 3 因子を抽出した（Table 2 KMO＝.754、 α ＝.854）。
第 1 因子は、「責任実習がうまくいかない」、「子どもたちの前にたち実習をしなくてはいけな
い」らから、「保育技術の不足」の因子とした（KMO＝.815）。
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第 2 因子は、「保育者同士の人間関係が悪い」、「保育者の子どもに対する態度が気になる」等
から、「保育者とのかかわり」とし（KMO＝.813）、第 3 因子は、「時間が足りなく、時間に追わ
れている、睡眠時間が少ない」、「実習の疲れが取れない」、「体力的にしんどい」から、「多忙感
と身体疲労」（KMO＝.772）とした。
さらに Table 1 と併せて、第 1 因子に属する項目の平均値を見ていくと、項目 46 と 40 以外は
2.50 以上の数値を示し、第 2 因子においては全て 2.50 以下、第 3 因子では全てにおいて 3.00 以
上を示した。
以上のことから学生が実習で感じるストレスは、「保育技術の不足」、「保育者との人間関係」、
「多忙感と身体疲労」の 3 因子に分けることができるが、その中でも「多忙感と身体疲労」と
「保育技術の不足」を感じている学生が多いと思われた。
Table 2

学生における実習ストレスの構成要素

第 1 因子「保育技術の不足」
50
． 責任実習がうまくいかない
49
． 子どもたちの前に立ち責任実習をしなくてはいけない
51
． 責任実習における子どもへの援助と指導が分からない
44
． 指導案を書くことが困難である
53
． 思ったように実習ができない
52
． 保育技術の不足を痛感する
45
． 設定保育の準備をすることが大変だ
46
． 責任実習が多い
48
． 突然、保育者から責任実習を任されたら困る
40
． 子どもに対する注意の仕方が苦手である
6
． 毎日実習に行かなくてはいけない
47
． ピアノを弾くことがしんどい
第 2 因子「保育者とのかかわり」
26
． 保育者同士の人間関係が悪い
27
． 保育者の子どもに対する態度が気になる
25
． 保育者と園長（所長）が言っていることが矛盾している
23
． 担当保育者とうまくいかない
19
． 保育者同士の連携が取れていない
21
． 保育者の思いや指示が分からない
18
． 掃除などの雑用が多い
29
． 園の保育方針に合わせた保育をしなくてはいけない
第 3 因子「多忙感と身体疲労」
8
． 時間が足りなく、時間に追われている
7
． 睡眠時間が少ない
2
． 実習の疲れが取れない
4
． 体力的にしんどい

α 係数
因子間相関（左下）
・得点間相関（右上）
第 1 因子「保育技術の不足」
第 2 因子「保育者とのかかわり」
第 3 因子「多忙感と身体疲労」
**p＜.01
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F1

F2

F3

.894
.859
.859
.599
.581
.572
.560
.498
.478
.466
.441
.414

−.107
−.026
.090
−.009
.147
.052
−.125
.051
.092
.142
.191
.121

−.223
−.123
−.204
.215
.075
−.032
.192
.067
.027
.155
.170
−.094

−.153
−.036
.045
.004
.032
−.035
.093
.179

.855
.765
.727
.721
.716
.614
.480
.411

−.112
−.154
−.057
−.085
−.089
.138
.029
−.169

.247
.248
.323
.082

.264
.220
.194
.004

.777
.744
.699
.454

.875

.888

.809

F1
−
.013
.245

F2
.078
−
088

F3
.292**
.096
−

（5）分散分析による検討
「実習に対する思い」の違いによって実習ストレスの 3 因子の得点に差があるかどうかを検討
するために、一元配置の分散分析を行った。
まず、「実習に対する思い」のうち、「実習が楽しかったか」の質問に「とても楽しかった」と
「少し楽しかった」と回答した者を「楽しかった」群、「あまり楽しくなかった」、「まったく楽し
くなかった」とした者を「楽しくなかった」群、それに「どちらともいえない」群の 3 群に分類
し、実習ストレスの差を検討した。
結果、「楽しかった」群では、「保育者とのかかわりの」因子に有意な差が認められた（F
（2,87）＝8.89, p＜.001）。さらに、Bonferroni 法による多重比較の結果、「楽しかった」群が「ど
ちらともいえない」群、「楽しくなかった」群よりも得点が低く、「保育者とのかかわり」はスト
レスを感じていないようだった。このことから、「実習が楽しかった」と答えた学生は「どちら
ともいえない」や「楽しくなかった」と答えた学生よりも、「保育者とのかかわりにおけるスト
レス」は低くなる傾向が本研究の短大生にみられることが示された。
次に、「実習でストレスを感じたか」の質問に「とても感じた」と「少し感じた」を「感じた」
群、「全く感じなかった」と「あまり感じなかった」を「感じなかった」群、それに「どちらと
もいえない」群を加え、実習ストレスの差を検討した。
結果、実習ストレスの「保育技術の不足」因子（F（2,87）＝.6.17, p＜.005）と「多忙感と身体
疲労」因子（F（2,87）＝5.64, p＜.01）に有意な差が見られた。Bonferroni 法による多重比較の結
果、「感じた」群は「感じなかった」群に比べ、「保育技術の不足」と「多忙感と身体疲労」スト
レスを感じているようだった。このことから、「実習でストレスを感じた」学生は、「感じなかっ
た」学生や「どちらともいえない」学生に比べて、「保育技術の不足」と「多忙感と身体疲労」
のストレスが高くなることが分かった。

4．まとめと今後の課題

学生の保育所実習の感想は、実習が楽しかった学生 60 名（とても楽しかった者と、少し楽し
かったものの合計）、実習でストレスを感じた者 72 名（ストレスをとても感じた者と、少し感じ
た者の合計）であった。また、学生の中で実習は「楽しかったがストレスも感じた」は 49 名、
「楽しくストレスも感じなかった学生」は 9 名、実習が「楽しくなくてストレスも感じた」は 4
名であった。このことから学生にとって実習はストレスに感じることもあるが、楽しい出来事で
あるともいえる。
なお、自由記述から楽しかった理由として、子どもとかかわれたことや、保育士との人間関係
・職場環境の良さをあげている。一方、ストレスを感じた理由として、保育士との人間関係や拘
束時間の長さ、日誌や日々の緊張気疲れを挙げていた。どちらの理由にも、保育士との人間関係
があがっていることから、学生にとって実習先における良好な人間関係はとても大切なものであ
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ると考えられた。
さらに、質問紙項目に見る学生の実習ストレスにおいては、そのストレス構成要素は 3 つに分
類（「保育技術の不足」、「保育者とのかかわり」、「多忙感と身体疲労」）されることが示された。
また、初めての保育実習において学生がストレスと感じることは、子どもや保育者・保護者との
人間関係よりも学生としての普段の生活と異なる生活パターンや立場、それに付随する責任、保
育技術そのものの不足であると考えられた。また、学生の「実習に対する思い」の違いによって
ストレスの構成要素に変化があることが分かった。植田（2002）や千葉（2010）が、実習ストレ
スに強く関連するストレッサーとして、子どもとの関わりではなく先生との人間関係を述べてい
ることから、先行研究では主に保育士（先生）との関係を中心に見たものが多かった。しかし今
回の調査では、実習先の人間関係も学生にとって、保育実習におけるストレスになるが、それ以
上に「多忙感や身体疲労」が実習で感じるストレスと結びついていることが分かった。植田
（2002）、千葉（2010）共に 2 年生を対象とした調査であったので 1 年生を対象とした今回は違っ
た結果になったと考えられた。2 年生の保育所実習を対象とした調査にも取り組み、1 年時との
変化についても今後調査したい。
注
注 1）短大の園庭開放とは、保育実習Ⅰの授業の取り組みの一つで、学生が近隣の保育所が行っている園
庭開放に半日参加するもののことである。
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はじめに

高度情報社会では、プレゼンテーション（以下、プレゼンと記す）能力が必要とされてい
る［1］。これを受けて、従来から大学で行なわれている一般教育科目でのプレゼン教育の方法を見
直す必要があると考える。これまで行なわれてきた教育方法の多くは、一般教育科目という制約
の中で、受講生が自分で制作・発表・評価までを行なう「プレゼンの経験」という形が主流であ
った。そこでは、教員は多人数を同時に教育するために、どうしてもプレゼンの質を追求するこ
とに時間をかけることが難しいという状況があった。そして、制作されたプレゼンの質は、受講
生の能力（知識やスキルや意識）に大きく依存し、初級レベルの教育（プレゼンの経験をさせる
だけ）に留まざるを得なかったと言える。
筆者らは、こうしたプレゼン教育の質を高めるために、受講生らのリフレクション（自己省
察）に着目した。プレゼンの質を高めるためには、受講生が制作したプレゼンを客観的に見直
し、チェックし、気づき、判断し、修正するという過程を行なうリフレクションが不可欠で、そ
のためにはリフレクションのきっかけとなる「見直し」やチェックを意識させ、「気づき」を起
こさせることが重要であると考えている。そこで、本来プレゼンには作る役割、演じる役割、評
価する役割などの役割が存在することに着目し、これらの役割を受講生に意識させるために、自
分と他者の関係を導入した。すなわち、3 つの役割と「自分」と「他者」という関係から 23＝8
つのプレゼンのタイプを提案し、その教育への利用を考えた。そしてそのうち 1 つのタイプを組
［3］。
み込んだ「D−P 方式」を実践してきた［2］

本稿では、プレゼン教育の 8 つのタイプを説明し、それぞれの特徴をまとめる。また実践した
「D−P 方式」で得られた受講生らの気づきについて、報告する。
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2

これまでのプレゼン教育

これまでも大学では、一般教育科目としてプレゼン教育が行なわれてきた。特別な機器や機材
を利用するなどの工夫した教育をされてきた場合もあるが、こうした教育を大まかにまとめる
と、受講生本人にプレゼンを作らせ、リハーサルをさせ、演じさせ、評価させるといった流れで
行なわれてきたと筆者らは考えている。筆者がまとめたプレゼン教育の流れを図 1 に示す。
図 1 はプレゼン教育の大まかな流れを示している。ただし、ここに示した段階は教育環境など
に合わせて省略されたり、結合されたりする場合もあった。これまでのプレゼン教育では、受講
生が自らテーマを決め、プレゼンの内容を制作し、リハーサルを行ない、本番発表をするという
図 1 のような一連の流れを経験させ、それを通じて学習を成立させるという経験主義に基づい
て、受講生のプレゼンに必要な能力を一括して育成しようとしてきた。受講生らは自分がプレゼ
ンを提案し、それを自分で確認しながら制作、反省などの過程を行なっていく。そのため、受講
生がプレゼンを十分経験し、「〜〜しながら、〜〜する」という能力が備わっており、例えば、
演じている自分について客観視できるプレゼン上級者であれば、この方法は極めて一貫性があ
り、教育の方法として適すと筆者らは考えている。
また一般教育科目では、多人数を一斉に授業をする必要もあり、教員が一人あたりの指導に充
てられる時間にも限りがあると考えられるが、この方法では、個人がプレゼンの過程を体験する
ため、時間的な制約も少なく、多人数一斉授業に向くと考えられる。これまでのプレゼン教育で
はこのような利点があったと考えている。
しかし、プレゼンの質は受講生自身の能力にかかってくるため、受講生の能力が不足している
場合や受講意図などによっては、制作し、発表することに意識が集中してしまい、制作されたプ
レゼンが十分に見直されない場合も見られた。そのほかにも、プレゼンを見直し、反省すること
は、プレゼンを評価することと深い関係があるため、自分の制作したプレゼンを客観的に評価で
きない初級者では、見直したとしても自己満足に終わってしまう場合もあり、初級のプレゼン教
育の質という視点で考えた場合に、十分とは言えない可能性があると考えている。

図1

これまでのプレゼン教育の流れ
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3

プレゼンでの役割

プレゼンには、本来、作業ごとに役割が存在すると筆者らは考えている。例えば、企画者、脚
本家、制作者、演出家、演者などと言ったものである。プレゼン上級者への教育では、こうした
役割をすべて意識させ、教育を行なう必要があると筆者らは考えている。しかし、初級者にはこ
のように高度に分業化された役割のすべてを意識し、プレゼンのチェックやリハーサルを行なっ
ていくことは難しい。そこで筆者らは、これらを大きく 3 つの役割にまとめることにした。それ
は作る役割、演じる役割、評価する役割などである。作る役割には内容や資料を作る Writer 役
（W 役）と演技や演出を作る Director 役（D 役）、演じる役割にはリハーサルや発表を行なう Presenter 役（P 役）、評価する役割には Audience 役（A 役）が含まれる。こうした役割を意識させ
ることで、受講生に他者を意識させることができ、視聴者や評価者の意識で自分のプレゼンを見
るきっかけになり、プレゼンの過程の随所で行なわれる反省すること、つまりリフレクションを
助けることができるのではないかと考えた。

4

リフレクション

プレゼン初級者である受講生が制作したプレゼンを客観的に見直し、チェックし、気づき、判
断し、修正するというリフレクションを行なわせる必要があると筆者らは考えている。そして、
リフレクションを起こさせるためには、そのきっかけとなる「気づき」を起こさせることが重要
であると考えている。
これまでも自らのプレゼンについて「気づき」を起こさせるために、リハーサルをビデオカメ
ラで記録し、記録物を見せる方法や、コンピュータシステムを用いて受講生の気づきを促すなど
［5］。しかし、ビデオカメラを用いた場合でも、演じている自分から離れ、
の工夫もされてきた［4］

視聴者として客観的に自分を見るという客観視をする必要がある。プレゼンの上級者であれば、
本番の段階の最中にリアルタイムに自分を評価し、その結果をフィードバックし、プレゼンを演
じている最中に変更するといったような、客観視をしつつ、演じる能力や評価する能力を同時に
発揮することも可能であろう。しかし、当然ながらこうしたことはプレゼンの経験を十分に積ん
でいない初級者には不可能だと考えられる。またコンピュータシステムを用いた場合でも、特別
な機器や機材が人数分必要となり、多人数一斉授業の場には適さない。
またこれらの工夫では前述してきたプレゼンで役割を意識させる配慮がされていない。そのた
め、プレゼンを行なっている最中に他者を意識させて、リフレクションの元になる「気づき」を
起こさせるプレゼン教育の工夫が必要となると考えた。
この工夫を考える上で、前述してきた 3 つの役割と「自分」と「他者」という考え方から、23
＝8 通りのプレゼンのタイプが生まれると考えている。この考え方はプレゼン教育を考える上で
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のフレームワークとして利用できると筆者らは考えている。

5

プレゼンの 8 つのタイプとその教育への活用

プレゼンの 8 つのタイプを筆者らは、表 1 に示すように「自作自演自評価」〜「他作他演他評
価」などと呼ぶことにしている。表 1 に筆者らが考えるプレゼンのタイプをまとめて示す。
筆者らはこの表 1 を用いて、一般教育科目の場でプレゼン初級者に適した教育方法を考えるこ
とにした。なお、表 1 で示している他者は、自分以外の他者すべてを含む。他者を複数含むタイ
プでは、ある役割を担当している他者とその他の役割を担当している他者が同一人物とは限らな
い。
表 1 で、特に 8 番の「他作他演他評価」では、他者が制作し、他者が演じたものを、他者が評
価する。例えば、授業中に、他者が制作し、他者が演じたプレゼンをビデオなどで鑑賞し、教員
がプレゼンについて解説する場合などがこれにあたる。そこでは、「自分」はプレゼンとその評
価を視聴することになる。
これらの 8 つのタイプを教育に用いた場合に受講生に発揮する能力を整理したものを表 2 に、
それぞれのタイプを用いた教育方法が適応できる場や状況を整理したものを表 3 に示す。なお、
表 2 は、それぞれのタイプで発揮させる能力とその過程を比較している。

1．「自作自演自評価」のタイプを教育に用いた場合は、「自分」にプレゼンの過程すべてを一
貫して経験させることができ、プレゼンにかかわる能力をすべて発揮させることができる。その

表1
項目

プレゼンのタイプ

タイプの名称

作る 演じる 評価す
主体 主体 る主体

1．自作自演自評価

自分

自分

自分

自分が作った物を、自分で演じて、自分で評価するタイプ

2．自作自演他評価

自分

自分

他者

自分が作った物を、自分で演じて、他者に評価してもらう
タイプ

3．自作他演自評価

自分

他者

自分

自分が作った物を、他者に演じてもらい、自分が評価する
タイプ

4．自作他演他評価

自分

他者

他者

自分が作った物を、他者に演じてもらい、他者に評価して
もらうタイプ

5．他作自演自評価

他者

自分

自分

他者が作った物を、自分が演じて、自分で評価するタイプ

6．他作自演他評価

他者

自分

他者

他者が作った物を、自分が演じて、他者に評価してもらう
タイプ

7．他作他演自評価

他者

他者

自分

他者が作った物を、他者に演じてもらい、自分が評価する
タイプ

8．他作他演他評価

他者

他者

他者

他者が作った物を、他者に演じてもらい、他者に評価して
もらうタイプ

タイプの説明
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表2
能力

主体者としての「自分」が発揮する能力

制作の能力

制作の
リフレクション

演じる能力

演じることの
リフレクション

評価する
能力

評価の
リフレクション

1．自作自演自評価

○

△

○

△

○

△

2．自作自演他評価

○

△

○

△

−

−

3．自作他演自評価

○

◎

−

−

○

◎

4．自作他演他評価

◎

○

−

−

−

−

5．他作自演自評価

−

−

◎

○

○

△

6．他作自演他評価

−

−

◎

○

−

−

7．他作他演自評価

−

−

−

−

◎

○

8．他作他演他評価

−

−

−

−

○

◎

タイプ

印の意味：◎（特に発揮する）
、○（発揮する）
、△（限定的に発揮される）
、−（発揮しない）

表3
状況や対象
タイプの名称

8 つのタイプを利用した教育の持つ特徴

特化した
全体的な
多人数一斉授業
プレゼンの経験の プレゼンの経験の
への配慮
重視という配慮 重視という配慮

初級者
への配慮

中・上級者
への配慮

1．自作自演自評価

向く

工夫が必要

向く

工夫が必要

向く

2．自作自演他評価

やや向く

工夫が必要

向かない

工夫が必要

工夫が必要

3．自作他演自評価

工夫が必要

やや向く

工夫が必要

向く

やや向く

4．自作他演他評価

工夫が必要

向く

向かない

やや向く

やや向く

5．他作自演自評価

工夫が必要

やや向く

向く

やや向く

やや向く

6．他作自演他評価

工夫が必要

向く

工夫が必要

やや向く

工夫が必要

7．他作他演自評価

向かない

向く

向く

工夫が必要

やや向く

8．他作他演他評価

向かない

向く

向く

やや向く

やや向く

ため、プレゼンの評価の視点やその基準などを十分に理解し、同時に複数の能力を発揮でき、客
観視ができるプレゼン中級者や上級者にはもっとも適した方法であると言える。プレゼンを演じ
ながら、演じている自分をリアルタイムに評価し、その評価をリアルタイムにフィードバックさ
せるといったプレゼンの教育にはこのタイプが最も適すだろうと考えている。しかし、この方法
を一般教育科目で初級者に行なうには、工夫や十分な配慮のある指導が必要になる。
2．「自作自演他評価」のタイプを用いた場合は、「自分」に作ることと演じることに集中させ
て能力を発揮させることができ、制作時や演じる時に気がつかなかった点を他者から指摘しても
らうことができる。制作時や発表時に他者の目を意識させることになるため、初級者にも適した
方法であろう。しかし、受講生同士で指摘させあうことには十分な配慮が必要なため、教員の指
導が必要になる。その他にも、受講生同士でテーマが異なる場合は、評価する側の知識の不足な
どから、演技などの表面的なことの指摘に留まってしまう可能性がある。そのため、内容につい
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ての指摘は教員などの指導者が行なう必要がある。この方法はゼミなどの少人数教育に適する
が、多人数一斉授業には適さないと言える。
3．「自作他演自評価」のタイプを用いた場合は、「自分」に制作することと評価することに集
中させて、能力を発揮させることができる。演じる段階に他者が介在するために、他者の目を意
識させることになる。しかし、演じることを経験させることができないために、この点を工夫し
なければ、初級者には適さないと考えている。また、制作したものを他者に演じてもらい、「自
分」の制作したものを忠実に再現してもらう方法であるため、演じる役割の他者とのコミュニケ
ーションが重要となり、この点を注意する必要がある。
4．「自作他演他評価」のタイプを用いた場合は、「自分」に制作することに集中させて能力を
発揮させることができる。しかし、演じることと評価することを経験させないため、プレゼン初
級者には適応しにくいと考えている。上級者にとっては、制作という点に特化した教育になると
考えられるが、この場合は評価者にも相応の評価能力が要求されると考えられる。またこの方法
でもプレゼンの内容にかかわる指摘は、教員など指導者が行なう必要があると考えられる。その
ため、多人数一斉授業には適さない。
5．「他作自演自評価」のタイプを用いた場合には、「自分」に演じることと評価することに集
中させて能力を発揮させることができる。特に「他者」の指示や指導に忠実に演じることができ
たかといった基準で、分かりやすく「自分」を評価できるため、初級者の演じる練習に適すると
考えられる。上級者にとっても、演じることに特化した教育をする場合に適するのではないかと
考えている。
6．「他作自演他評価」のタイプを用いた場合、「自分」に演じることに集中させて能力を発揮
させることができる。その内容に関する知識が不足していても演じることについては、十分に指
摘やアドバイスができる。そのため、演じることに限れば、初級者の教育や多人数一斉授業にも
適すると考える。ただし、受講生同士で指摘させ合う場合には十分に注意が必要であることに変
わりないため、教員は十分な注意が必要であろう。
7．「他作他演自評価」のタイプを用いた場合、「自分」に評価することに集中して能力を発揮
することができる。評価基準や評価項目が分かっていない受講生には、十分に評価基準や評価視
点など、望ましい、望ましくないといった判断基準を指導する必要があるだろう。それが十分に
行なわれていない場合には、評価したことが受講生の自己満足に終わってしまう可能性がある。
こうしたこともあるが、初級者と上級者ともに評価の能力に特化した教育に適すると言える。
8．「他作他演他評価」のタイプを用いた場合、「自分」は「他者」が行なった評価から「自分」
が持っていなかった視点や基準に気づくことになる。そこで得た視点から、「自分」が過去に行
なった評価を振り返って、見直すといったことが可能と考えられる。そのため、初級者にプレゼ
ンの評価の視点やその基準など、評価についての教育をすることに適するものと考えられる。ま
た、上級者にとっても、気づいていない新たな視点を得るために有効な教育方法であると考えら
れる。教員が講義形式に近い形で説明をすると想定すると、多人数一斉授業にも適応が可能であ
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ろう。
これらのタイプの中で、筆者らはリフレクションを強化する教育方法として 3．「自作他演自
評価」を取り上げ、多人数一斉授業のための工夫を加えて、実践を行なった。

6 「D−P 方式」

筆者らは、プレゼン教育方式として「D−P 方式」を提案してきた。この方法のコンセプトは
次の 4 つである。なお、「D−P 方式」での D と P はそれぞれ、3 章のプレゼンでの役割で記述
した制作者（Director 役）、発表者（Presenter 役）である。
・役割意識
・ペアリング
・指示とその確認
・「自作他演自評価」でのリハーサル（これを代行リハーサルと名づけている。）

3．「自作他演自評価」のタイプは、リフレクション能力の発揮には適しているが、表 3 に示し
たように多人数一斉授業で行なうためには実践のための工夫が必要である。その工夫として筆者
らは受講生にペアを組ませ、相互に役割を交代するペアリングというコンセプトを導入した。ペ
アリングを行なわせ、役割交代させることで、交互に代行リハーサルを経験することができ、限
定的ながら演じることも経験できる。
また D 役の制作したプレゼンを P 役が D 役の考えに忠実に演じることを目指すため、その両
者の役割間でのコミュニケーションがキーとなる。そのため、D 役には指示をする内容を事前
に指示書という形にまとめさせ、それを使って指示をさせている。指示書を作成することでも、
D 役のプレゼン内容や指示内容が外化され、チェックができ、気づき、改善案を考え、修正す
るというリフレクションが可能であると考えている。
こうして D 役と P 役の役割間でのコミュニケーションがキーとなり、かつ、それらの役割が
共同して学習をすすめていくことから、D−P 方式と名づけた。

6. 1 「D−P 方式」の手順
本方式の流れを図 2 に示す。
図 2 から、まず自分（制作者、D 役）はプレゼンの制作とその反省を行なう（図 2．①、
②）。次に、制作したプレゼンの内容や演じ方を指示書に書き起こし、その反省をする（図 2．
③、④）。そして、実際に指示をして（図 2．⑤）、プレゼンの内容の見直しを行ない、他者（リ
ハ P 役）から指示の確認を受ける（図 2．⑤

⑥）。その後、指示について反省をする（図 2．

⑦）。指示し、その確認内容と指示内容、また指示書に自分のプレゼンを外化することで、気づ
く一連の過程を第 1 段階のリフレクションと呼んでいる。プレゼンの内容を修正し、修正の反省
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図2

提案する指導方法の順序

を行なう（図 2．⑧、⑨）。こうした準備を行なってから、代行リハーサルを行なってもらい、
視聴し、見直しを行なう（図 2．⑩〜⑫）。この代行リハーサルで起きるリフレクションを第 2
段階のリフレクションと呼ぶ。そして代行リハーハルで気づいたプレゼンの内容や演技の問題点
を判断し、修正する（図 2．⑬、⑭）。次に 1．「自作自演自評価」によるリハーサルを総合リハ
ーサルとして行ない、反省する（図 2．⑮、⑯）。そして、最終の修正として全体の修正とその
反省を行なう（図 2．⑰、⑱）。そして本番の発表として 1．「自作自演自評価」によるプレゼン
を行ない、自己評価や他者評価を経て、反省を行なう（図 2．⑲〜㉑）。次に他の受講生のプレ
ゼンを視聴し、評価を行ない、その反省をする（図 2．㉒〜㉔）。

6. 2

実践とそこで得られたデータ

2007〜2010 年度後期に OC 大学で一般教育科目「マルチメディア基礎」として実践してきた。
ここでは、受講生は自由にテーマを設定させ、パワーポイントを利用してスライドを制作させ
た。この実践から、特に代行リハーサル後の受講生の気づきについてデータを採取した 2009、
2010 年度について取り上げる。
2009 年度の実践では代行リハーサルを実施できた受講生は 16 名で、2010 年度の実践では 26
名であった。なお、代行リハーサルを行なう授業回までに指示書が完成しなかった受講生は「自
作自演自評価」のタイプのリハーサルを行なっている。
これらの受講生に代行リハーサル直後に気づきが起こった点をあらかじめ用意させたスライド
の印刷物に丸印と通し番号を入れさせ、その内容と理由や気づきの元をリハーサルでの気づきを
チェックするシート（以下、記入シートと記す。）の通し番号に対応する記入欄に記入させた。
得られた気づきのデータを気づきの対象を視点としてテーマ、ストーリ、スライド、セリフ、そ
の他の 5 つの項目に分類した。
記入シートの記入例を図 3 に、気づきを分類したものの集計を表 4 に示す。
表 4 を見ると、2009 年度の実践では、スライドについての気づきが 13 件（41.9％）ともっと
も多く、テーマについての気づきがもっとも少なく 2 件（6.5％）であった。気づきの総数は 31
件で一人当たり 1.9 件の気づきがあった。2010 年度の実践ではスライドについての気づきが 22
件（43.1％）ともっとも多く、ストーリについての気づきがもっとも少なく 3 件（5.9％）であっ
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表4
分類名

気づきの対象の集計

2009 年

率

2010 年

率

テーマ

2

6.5％

6

11.8％

ストーリ

6

19.4％

3

5.9％

スライド

13

41.9％

22

43.1％

セリフ

5

16.1％

20

39.2％

その他

5

16.1％

0

0.0％

合計

31

100.0％

66

100.0％
複数回答可

図3

記入シートの記入例

た。気づきの総数は 66 件で一人当たり 2.5 件あった。

現時点での結論

7

本稿では、プレゼン教育に役割というコンセプトを導入して「自作自演自評価」〜「他作他演他
評価」の 8 つのプレゼンのタイプの特徴をまとめた。そして、リフレクション能力を発揮させ、
かつ、初級者への教育に適応すると考えられる 3．「自作他演自評価」のタイプに多人数一斉授
業に適応させるためのペアリングという工夫を加えた授業実践を行なった。
実践の結果、「自作他演自評価」のタイプでは、初級者である受講生らにも気づきが生じてい
た。特に客観的に自分のプレゼンを見ることができないと気づきにくいと考えられるテーマやス
トーリについての気づきも起きていた。これは筆者らのねらい通りに初級者である受講生らに役
割を意識させ、他者を意識させたことと、見直しや評価に集中させ、自らのプレゼンを客観的に
見ることができたからであると考えている。また、この方法が受講生らにも受け入れられること
が確認されている［6］。3．「自作他演自評価」のタイプについては、表 3 に沿った結果となったと
言える。

8

おわりに

本稿で提案したプレゼン教育の 8 つのタイプは、今後、初級者だけでなく、中・上級者も含め
たプレゼン教育を考えていくためのフレームワークになると期待している。これまでに行なった
授業実践は、「自作他演自評価」のタイプ（D−P 方式）で、初級者に限定したものであった。さ
らに研究を進め、それぞれのタイプごとの実践における工夫を提案していきたいと考えている。
また D−P 方式での気づきについても、記述シートを用いた方法では、代行リハーサルを行な
った時点での気づきを調査するのみで、リハーサル後に考えて気づいたものについては、調査で
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きていない。今後はこの点についてもデータを採取する機会を増やすなどして、確認していきた
いと考えている。

本研究は平成 23 年度科学研究費補助金（基盤研究（C）「情報社会における表現力を育成する役割別能
力育成・リフレクション方式の研究」
、課題番号 21500917）を受けて行なったものである。
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ョップの反応から− ，2011 年度情報コミュニケーション学会第 7 回研究報告，pp.46−51（2011）
［3］村上和繁ら： D−P 方式によるプレゼンテーション教育方法 ，情報コミュニケーション学会誌
Vol.5, No.1 & 2, pp.16−21（2009）
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園田学園女子大学・
園田学園女子大学短期大学部
論文集編集規程
（平成 21 年 4 月 1 日制定）

（趣旨）
第1条

この規程は、園田学園女子大学及び園田学園女子大学短期大学部（以下、「本学」とい
う。）における学術研究の成果の発表を目的として本学が発行する論文集（以下、「論文
集」という。）に関し必要な事項を定めるものとする。

（名称）
第2条

論文集は「園田学園女子大学論文集（英語表記：SONODA JOURNAL）」と称する。

（発行）
第3条

論文集は、原則として年度 1 回発行する。

（論文集編集委員会）
第4条

論文集の発行にあたり、論文集編集委員会（以下、「編集委員会」という。）を置く。

編集委員会は、次の委員をもって組織し、図書館長を委員長とする。

2
⑴

図書館長

⑵

各学科長

⑶

委員長の推薦する図書館委員

第5条

若干名

編集委員会は、第 6 条に定める論文集編集実務委員会の検討結果を参照する等により投
稿論文を審査し、論文集への掲載の採否を決定する。

（論文集編集実務委員会）
第6条

編集委員会に論文集の編集等の実務を担当する論文集編集実務委員会（以下、「編集実
務委員会」という。）を置く。

2

編集実務委員会は、編集委員の中から選出された委員若干名をもって組織し、編集委員会委
員長を委員長とする。

3

編集実務委員会は、投稿原稿について事前に検討し、編集委員会にその結果を報告する。

4

編集実務委員会は、必要に応じて編集委員以外の専門研究者に投稿論文の審査を依頼又は意
見を求めることができる。

5

前項の場合、その結果を編集委員会に報告することとする。

（投稿資格等）
第7条

投稿資格、その他論文の投稿に関し必要な事項は別に定める。

（所轄）
第8条

論文集の編集に関する事務は図書館事務室がこれを担当する。
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（規程の改廃）
第9条

この規程の改廃は、評議会全学会議の議を経て、学長が行う。

（補則）
第10条
付

この規程に定めるもののほか、論文集の編集に関し必要な事項は、学長が定める。
則

この規程は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。

― ２６８ ―

園田学園女子大学・
園田学園女子大学短期大学部
論文集投稿規程
（昭和
改正

平成 10 年 6 月 30 日

年

月

日制定）

平成 17 年 5 月 19 日

平成 21 年 4 月 1 日

（趣旨）
第1条

この規程は、「園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大学部論文集編集規程（平成
21 年 4 月 1 日制定）第 8 条の規定により、論文の投稿に関して必要事項を定めるものと

する。
（投稿資格）
第2条

論文を投稿できる者は、次の者とする。

⑴

本学の専任教育職員。ただし、共同執筆者として他の者を含むことができる。

⑵

その他、論文集編集委員会が認めた者

（掲載の採択）
第3条

投稿論文の論文集への掲載の採択は、論文集編集委員会が決定する。

（原稿の用紙、分量等）
第4条

投稿論文の原稿の用紙、分量等については次に定めるとおりとする。

2

用紙は、A 4 縦長とする。

3

分量等は和文・欧文それぞれ次のように定める。
⑴

和文

①

ワープロ使用・横書を原則とする。

②

43 文字×34 行を 1 ページとし、20 枚以内とする。

③

やむを得ない場合のみ例外として手書き原稿・縦書を認める。その場合の分量は、
1 ）手書きの場合は二万字（四百字詰め原稿用紙 50 枚）以内とする。
2 ）ワープロ使用縦書原稿の場合は（30 文字×23 行）×2 段を 1 ページとし、20 枚以内と
する。

⑵

欧文
①

ダブル・スペースで打つ。

②

86 letters×34 lines を 1 ページとし、20 枚以内とする。

その他

4
⑴

和文の場合は欧文タイトルをつけること。

⑵

要旨
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①

論文が和文の場合は、欧文シノプスを 100 words 以内でつけてよい。

②

論文が欧文の場合は、和文要旨を 200 字以内でつけてよい。

（投稿の申し込み）
第5条

投稿希望者は、所定の用紙によって投稿を申し込む。

2

投稿の申し込み締め切りは、7 月末日とする。

3

申し込みは、所定の申込書を図書館事務室に提出する。

（原稿締め切り）
第6条

投稿原稿の締め切りは、9 月末日とする。

原稿は、図書館事務室に提出する。

2

（投稿原稿の記載、校正等）
第7条

投稿原稿の記載及び校正等について、次のとおりとする。

2

図・表・写真は本文原稿とは別にし、挿入すべき位置と大きさの指定を本文原稿に明示する。

3

カラー写真の使用は原則として認めない。ただし、編集委員会が特別に認めた場合は使用す
ることができる。

4

和文原稿の場合は、原則として常用漢字を使用し、新仮名遣いによる表記とする。

5

英語英文学関係等の場合は、MLA に準ずる。

6

欧文原稿の場合、ゴチック体・イタリック体にするものは、該当箇所にアンダーラインを付
し、それぞれその下に「ゴチ」・「イタ」と指示する。

7

漢字使用国以外の外国の人名・地名・書名等には、原則として初出箇所で原綴りを付記する。

8

漢文の返り点・送り仮名は半字分として書く。

9

文献を脚注としない。

10

引用文献の書式は各自専門の書式に従う。

11

原稿末尾に、ひらがな書きの氏名と、専攻を記入する。（例）そのだ

12

完全原稿で提出し、校正時に組版等に影響を与えるような改変・書き換えは認めない。

13

原稿とは別に、論文題目・筆者名を和文・欧文で記入したものを提出する。

14

印刷校正は、筆者自身が 3 校まで行うが、校正原稿の返却の日時を厳守する。

15

抜き刷りは 30 部作成し、筆者に進呈する。

たろう

西洋史

（著作権）
第8条
付

掲載論文の電子化及び web 上での公開に関する著作権は、編集委員会に委譲する。

則

この規程は、平成 10 年 4 月 30 日から施行する。
付

則

この規程は、平成 17 年 5 月 19 日から施行する。
付

則

この規程は、平成 21 年 4 月 1 日から施行する。
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