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戴潮春の乱における大甲の神佑

赤

井
は

じ
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に

清代の台湾は、数度にわたる大規模な民衆叛乱を経験し、鎮圧には民間の武力が期待された。
民衆自身が「防衛」戦に参加したのである。また漢人移民社会が、閩（福建）・

!（広東）など

の祖籍を軸にしたグループに分かれていたため、生活権や経済利益を巡っての武力衝突を頻発さ
せた。当該期の台湾は、「自力救済」の性格が強い社会だったのである。
清朝の軍事遠征における関帝の「顕聖」や、媽祖の助戦譚など戦争を幇助する神の姿には支配
層による宗教権威の利用という点のみならず、民衆社会が持っていた切実な祈りの姿が見て取れ
るだろう1）。本稿では同治元（一八六二）年に発生した戴潮春の乱における大甲での神佑譚につ
いて、分析を行っていくこととする。戴潮春の乱に関する記録類には多くの神佑譚が残されてお
り、民衆の視点で神佑が語られているものも少なくない。神佑譚とその周辺を検討することによ
って、民衆社会の様相が見えてくるはずである。
ことに大甲という街は、同治元（一八六二）年に彰化県の戴潮春が起こした叛乱（以下戴潮春
の乱）において激戦が繰り広げられた地であり、ここでは一廟宇のみの神佑譚ではなく、多様な
それを伝えるという特色がある。こうした大甲における神佑譚の特色が何故生まれたのかを、
個々の神佑譚の特色および乱当時の大甲の社会状況を中心に探っていくこととする。
分析に先立って、まず大甲という地域について、簡単に述べおきたい。大甲は台湾中西部の都
市で、大甲渓と大安渓という二つの河川に挟まれている。もともとは大甲鎮と称したが、二〇一
〇年に台中市と合併し、現在は台中市大甲区となっている。
大甲への漢人の入植は比較的早く、十七世紀半ばの鄭成功による屯田制を起源とするという伝
承がある。しかし地域的な発展という観点から見れば、鄭氏政権滅亡後に開発が本格化する。鄭
氏政権滅亡後に台湾を版図に組み入れた清朝は、雍正元（一七二三）年には統治組織を改変し、
それまで諸羅県としていた地域を北から淡水庁、彰化県、嘉義県に三分割した。淡水と彰化の境
とされたのが大甲渓である。大甲は淡水庁の南端とされ、彰化県との境界にあった。台湾島の開
発および入植は南部が先んじたため、清朝の統治に対する大規模反乱の多くは南部から拡大し
た。乾隆五十一（一七八六）年に発生した林爽文の乱をきっかけに大甲の軍事的位置は重要性を
増し、嘉慶二十一（一八一六）年に巡検署が鹿港から移転して大甲巡検署となり、道光七（一八
二七）年には中軍守備署が竹塹から移転しており、戴潮春の乱当時は淡彰境界の要地として守備

―１―

体制が整えられていた2）。本稿で扱う同治元年〜同治二年の戴潮春の乱は上記のように彰化県か
ら起った叛乱であり、大甲は叛乱勢力と淡水庁の鎮圧体制における、まさに最前線に位置したの
である。

第一章

第一節

戴潮春の乱における大甲の神佑譚

国姓井の霊験譚

戴潮春の乱における大甲の神佑は、具体的内容を伴う史料に基づけば三例挙げられる。時間軸
に則って列挙すれば、第一は節婦余林氏（林春娘）による祷雨であり、第二は鎮瀾宮による託宣
であり、第三に鉄砧山国姓井における神意である。これらの神佑をもたらしたのが、現在大甲三
神と称される貞節媽、天后（媽祖）、国姓爺（鄭成功）であるという点は非常に興味深い。ただ
し第一と第二の神佑と第三の神佑では若干内容が異なる。第一、第二の神佑、即ち貞節媽と天后
の神佑は、直接的に大甲を救う結果をもたらしたものといえるが、第三の神佑、つまり國姓爺の
神佑は敵将・林晟（林日成）の滅亡を暗示するという内容で、大甲にとっては間接的な神佑とい
うべきものである。
そこで、時系列的には逆行するが、まず国姓爺の神佑を見ていきたい。
十八日，晟登鐵砧山．山上固有國姓井，相傳明末鄭成功嘗拔劍斫地，井泉湧出，劍尚埋井
中．晟信之，乃祭而祝曰：「晟若得成大事，劍當浮出；若無成，即以一砲相加可也」．祭畢，

"折兩齒，乃遁．其別股拒戰於田螺淤，倶敗回．郷勇沿途邀

進犯社尾莊，兵勇力拒之，晟中

!，不敢復窺大甲矣．

擊．晟遂竄回四塊

3）

同治二（一八六二）年一月十八日、戴潮春軍の重鎮であった林晟（林日成）は、大甲街の北東
にある鉄砧山に登った。鉄砧山山頂には、鄭成功がこの地に屯田することを決めた際に、良質の
水が確保できないことから剣で湧出させたという伝説を持つ泉がある。
林晟の関心は大甲攻略ではなく、「晟若得成大事」か否か、つまり自身の野心の達成にあった。
國姓爺が祈りを聞き届けるならば井の中から剣が浮き出すはずであり、聞き届けないならば砲撃
に遭うはずであった。結果は神霊の導きがなく、石弓によって歯が折られ、滅亡が予告されたこ
とになる。結果的には林晟がさらなる攻撃を断念したために大甲は事なきを得るが、この祈願の
背景には鄭成功が反清を貫いた英雄であること、台湾を初めて開いた人物（開台聖王と称され
る）であることにある。上述のように大甲と鄭成功は関係があるが、大甲を神意によって守ると
いう点からみれば、やや間接的な観が否めない。一方、戴潮春の乱終息という点では大きな意味
を持つ神佑である。

第二節

節婦余林氏の祷雨

先述の通り、戴潮春は彰化県を本拠として反乱を起こした。大甲は淡水県に属し、彰化県との
境界にあり、官軍側にとっては防衛上の重要拠点であった。

―２―

同治元（一八六一）年三月、戴潮春軍の王和尚と陳再添らは大甲に入城する。彼らの軍は二ヶ
月に渡って大甲を占領し続けたが、五月、竹塹總局林占梅が勇首・蔡宇を民兵である「練勇」四
百名とともに派遣すると、城内の勢力が呼応したため王和尚らは大甲城を失陥、城外に退去す
る。
しかし官軍側が少数だということを知ると、地理を熟知する王和尚らはすぐに態勢を立て直し
て大甲城を攻撃した。王和尚が採った戦術は後述するように大甲城の水道を遮断するというもの
で、城内は深刻な水不足に陥った。この時、城内にいた余林氏という女性がこの窮地を救うこと
になる。次の史料をみてみよう

!來犯，水道斷絶。節婦余林氏禱雨，雨隨降．

4）

初六日，糾

五月六日、王和尚らは軍を再編して大甲に侵攻し、城内の水道を絶った。ところが余林氏とい
う女性が祷雨を行ったところ、それによって雨が降ったというのである。別の史料をみてみよ
う。
初六日大會賊黨，將大甲水道塞斷．大甲城中素無水井，專恃溪水為食，百姓炊煙不舉．節婦
余林氏年已六十餘，生平守苦節，當天叩首禱雨，以救萬民，甘霖遂降．練勇與民始安心固
守，勝氣百倍，以為天助．5）
この史料も同様の内容を述べているが、大甲城内には元々井戸が無く、食事の用は専ら大甲渓
や大安渓の水に依存していたという。従って水道を遮断されると炊事ができなかった。この史料
では余林氏についての情報をえることができる。彼女は六十余の老女、平素から苦節を守ってい
る人物であったとされる。この老女が天に向かってぬかずき、祷雨すると、恵みの雨が降ったと
いうのである。
さらに重要なのは、この祷雨の成功によって、練勇と大甲の民衆が安心して防衛戦に当たった
という点である。なお練勇とは官許によって編成された民間で編成された武力組織のことであ
る。大甲居民とその守備兵は勝気も百倍し、この降雨を天助と考えた。事実、大甲城は粘り強く
王和尚らの攻撃に抵抗し、同十三日には淡水同知・張世英らの来援を得て攻城軍の撃退に成功し
た。こうした事情によって、余林氏は単に雨乞に成功しただけではなく、大甲攻防における勝利
の立役者と捉えられたのである。
余林氏の祷雨は計三回に及ぶ。二度目は同年五月である。一旦は大甲を退いた王和尚らは、味
方を糾合して五月二十一日には再度大甲を包囲した。

#、劉安、陳在、莊柳、蔡

二十一日，王和尚復糾偽掃北大元帥何守，合戴如川、江有仁、陳
斷、蔡海、陳再添、陳梓生、陳狗母、劉阿

"、劉阿鹿、鍾阿桂、王盞司、賴得六、揚大旗、

陳得、呉仔華、李阿兩、廖安然、蔡通、趙憨、黄漢、林尚二十七營，共萬餘賊，復圍大甲．
水道為賊所斷，城中絶汲數日．節婦余林氏復出禱雨，並齋戒禱天，願賊早退．時賊壓城而
軍，居上風轟擊，幾不支．忽大雨反風，濠邊草屋失火，賊之據其中者皆驚潰．張世英登城擊
鼓，羅冠英開門急擊破之，大甲圍解．6）
王和尚らは、大甲攻撃にまたしても水攻めの方策を採ったことがわかる。城内の水が失われた
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時、余林氏が再び祷雨を行い、さらに斎戒して天に祈り、王和尚らの軍が速やかに撤退すること
を願った。この時まさに王和尚らの軍は城を制圧し、風上から砲撃したため、陥落同然の状態で
あった。しかし余林氏の祷雨によってたちまち大雨が降り、風向きが逆転し、壕端の草屋が失火
したため、そこにいた攻撃軍は驚いて潰走した。この状況を受けて、張世英は督戦し、羅冠英城
門を開いて追撃したため大甲の包囲を解くことに成功したのである。この時の余林氏は、単に降
雨を願っただけではなく、敵軍の撃退も天に祈っている。
三度目は同年十一月二十六日のことである。十一月十日から戴潮春軍の攻撃を受けていた大甲
は、二十六日に至って、つぎのような状況になる。
時水道屢斷，民皆飲溝水，垂罄，幸節婦林氏三出禱雨，雨降，士氣倍奮．7）
攻撃軍により水道がたびたび断たれ、民衆は溝水を飲んだが、それもまさに尽きようとした。
幸いにも林氏が三度目の祷雨を行い、雨が降り士気も大いに奮ったというのである。
以上余林氏による三度の祷雨について見た。注目されるのは「練勇與民」が「始安心固守」し
たという記述や「士氣倍奮」などの戦意と関連付けて記述されている点である。外部から入城し
た練勇と、すでに城内に居住していた「民」との結束が難しかったこと、抵抗の意思に温度差が
あったことを伺わせる。余林氏の祷雨の意義は、繰り返される戦意高揚の記述から、天に届いた
祈りとそれに伴う城内士気の高揚、そしてその結果としての戦勝という因果関係の中で理解さ
れ、重視されたことがわかる。

第二章

第一節

神佑の周辺

大甲「大姓」の戴潮春の乱への参加と乱後

ここでは乱当時の大甲の状況を、大甲の有力宗族を中心にみていきたい。まず注目するのは、
戴潮春の乱における大甲攻防戦の状況である。
同治元年三月，大甲人王和尚聞秋曰覲失利，於是日假偽令，與陳再添、莊柳竄入大甲，住奸
民王九螺家，勒派舖戸，誘脅良民，謀窺竹塹．守備洪某、巡檢呉某皆遁．然賊故等夷不相
下，請戴逆遣一頭目．逆遣蔣馬泉至甲，百姓皆具香案迎接，而賊黨隨後者爭攫取案上器物．
王、陳大姓倚賊勢以壓良民，民皆厭苦之，陰謀拒賊，懼九螺助逆，相顧不敢發．8）
この史料によれば、同治元年三月に大甲を占拠したのは、大甲人の王和尚である。王和尚は陳
再添、莊柳とともに大甲に進入した。陳再添も莊柳も大甲人で「王、陳大姓倚賊勢以壓良民」つ
まり王姓と陳姓はともに大甲で有力な宗族で戴潮春側に属し、その勢いで大甲の人々を抑えつけ
ていたというのである。大甲住民で「奸民」と称され、大甲の「良民」たちを脅し、戴潮春側に
誘引した王九螺も王氏一族と見られる。しかしながら王和尚らも一枚岩とはいい難く、互いに利
権を争っていた。次の史料には、綻びの予兆が示されている。
大甲土豪王和尚聞彰城已破，率其黨莊柳、陳再添、王九螺等豎旗應賊．大甲城本有洪守備及
吳巡檢，均先事遁去；賊愈橫，勒逼舖戶、苛派郷民．惟賊首互爭利權，各不相服．戴逆遣蔣
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馬泉來守大甲，蔣又以王和尚為耳目．王、陳諸姓恃勢逼脅，全無紀律；白晝通街公然劫掠，
百姓苦之．五月，林占梅差蔡宇、陳緝熙偕張世英乘賊無備，於端午日率兵闖東門而入；賊大
駭，逃奔回彰．王和尚知官兵僅數百人，糾集潰黨及其族人前來爭城．9）
この史料では王和尚は「土豪」とされ、莊柳、陳再添、といった党類を率いて大甲に迫り、王
九螺は王和尚らに呼応したことが記されている。しかし王和尚らは大姓の連合であったために利
権争いを起こし、規律を保てなかった。百姓を苦しめたために、林占梅ら官軍が来着すると、東
門からの内応を許す結果となったというのである。
大甲が容易に、大姓の連合軍によって陥落した理由は、地域防衛を目的とした民兵組織である
団練との関係がある。大甲には咸豊七年（一八五七年）に団練が設立されていたが10）、団練その
ものは土豪や大姓に依存した地方武力組織だった。それゆえ、大甲街を含む竹南四保では団練設
立に関連して、咸豊七年八月十四日に「保内」の「巨姓」たる王、陳、林、李、張、黄、郭、
何、蔡、荘、曾の十一姓それぞれ一名の族長を挙げるように通達された11）。同年十月十六日『淡

!案』「竹南四保大甲街職員総理謝玉麟、義首王崑崗等為蒙諭擧充請給諭戳事」 には、団練の
12）

新

設立と団練総局局長として蔡添進が選出されたことが記されているが、併せて大甲街および近隣
各荘における各姓の族長名として王公平、陳三博、曾輪、李清珍、蔡記、林闊、張和、黄勅、莊
助、郭升東、柯和ら十一名の名前が列挙されている。団練は大姓の私的武力に依拠するため、族
長の筆頭に挙げられる王姓、陳姓が大甲において実質的に団練の中心的機能を握っていたと考え
られる。
王・陳という「大姓」あるいは「土豪」と称される存在が戴潮春軍の一員であった以上、大甲
の民間武力は機能不全に陥っていたと言ってよいだろう。大甲には大甲中軍守備とその配下二百
名がいたが、「守備洪某、巡檢呉某皆遁」とあるように無抵抗のまま大甲から撤退したのであっ
た。そのため、大甲には清朝側の部隊が派遣されることになる。先の史料でも見たとおり、官軍
側の攻撃は大甲城内からの内応によって成功する。
五月，竹塹總局林占梅遣勇首蔡宇帶勇四百名，同歳貢生陳緝熙赴大甲．時値端午，東門小姓
欲開城門通貿易，王、陳大姓持不可，相攻殺．適練勇驟至，合擊賊黨，大敗之，群賊皆退，

"

遂復大甲．緝熙以和尚、再添皆平日習熟，招之即來．和尚偵官軍無多，不從．初六日，糾
來犯，水道斷絶．節婦余林氏禱雨，雨隨降．練勇嬰域固守，與小姓同心拒賊．13）

竹塹（現在の新竹）の林占梅は、蔡宇に勇すなわち傭兵四百をつけて大甲救援に向かわせた。
時は端午節であり、東門付近に居住する小姓らは通商のため城門を開くことを求め、このため大
甲城内における王・陳と小宗族と抗争が勃発、その混乱に乗じて大甲は官軍によって陥落する。
この後、官軍が少数であることを見抜き、旧知であった陳緝熙の投降勧告を拒否した王和尚らに
よる大甲水攻めが行われ、先述した節婦余林氏の第一回祷雨がある。祷雨を契機に蔡宇に率いら
れた傭兵と城内小姓は結束を深め、王和尚らの攻撃に抵抗したのである。
以上の経緯で明らかなのは、①大甲を守るべき守備が遁走し、竹塹の傭兵が大甲を奪還したと
いうこと、②大甲を危機に陥れたのは大甲人の土豪である王和尚らであること、③大甲では大姓
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の王・陳が元から戴潮春勢力の一部であり、城内小姓たちはその圧力によって当初は戴側であっ
たが、後に利害対立を起こして官軍を誘引したこと、である。この三点は相互に密接な関係があ
る。戴潮春の乱の四年前にあたる咸豊八（一八五八）年に大甲では漳泉

!分類械闘が起きてい

!械闘の余韻によって引き起こされた可

る14）。王・陳の大姓と東門の小姓との対立は、この漳泉

能性がある。このことから見ても大甲住民たちは、乱の以前から一枚岩ではなく、対立要素を含
んでいたことがわかる。大姓の王・陳が戴潮春側であったため大勢は戴側に傾いていたが、それ
は時限爆弾を抱えているように危ういものであった。
一方大姓の内部でも多様な立場や行動があった。王和尚による大甲攻撃に際し重要な役割を果
たした王九螺は、五月十一日の大甲攻防戦、即ち余林氏が二度目の祷雨を行って王和尚ら戴軍敗
退の契機を作った戦闘において「城内奸民陳發與王九螺謀為内應，事露，官軍執發誅之，九螺夤
縁得免。」15）即ち陳發とともに王和尚の攻撃に城内から内応したが、事が露見し、陳發は官軍に誅
殺され、九螺は伝手を頼って免罪されたというのである。『戴案紀略』には「大甲城內王九螺，
一方巨猾，屢為賊內應，與淡水王司馬通譜」16）と表現されている。城内から王和尚にたびたび内
通しながら、一方で淡水の王司馬（淡水同知王禎）と同族として通譜するという行動をとってい
た。伝手を頼るとは、王禎に同姓たることを以って、擬制的な血縁関係を結んでいたことを指し
ていたのである。
王九螺は、咸豊七（一八五七）年に「義首」として団練設立に関わった王崑崗と同一人物であ
る17）。王崑崗は戴潮春乱後も大甲街職員として活動している。公職にあったため、多くの伝手を
得ることができたと考えられる。道光六（一八二六）年生まれの王崑崗は、咸豊七年の大甲団練
設立時には三十一歳、戴潮春の乱発生当時は三十六歳である。壮年と言ってよいが、宗族の決定
権を握っていたとは考えにくい。しかし大甲街職員でありながら、戴軍の王和尚に応じ、再び官
に帰順した王崑崗は、乱後の王姓の発展と大甲の復興を担う人物として再起する。
乱後の王崑崗の活動を見ると、同治五（一八六六）年には大甲に義塾と義倉を設立するために
尽力し、同治九（一八七〇）年には陳應清らと水神廟を建立している18）。乱後の大甲の復興に、
王崑崗は無くてはならない存在であった。このうち、水神廟に注目してみよう。
水神廟

在大甲南城外．附祀戴逆之變各官紳、義民．同治九年，官紳捐建．業戶王崑岡獻充

19）
地基九坪九合．廟宇二坪二合．年徵香燈穀三十石．

上記史料でわかる通り、大甲南城外に建立された水神廟には、戴潮春の乱で戦死した義民や紳
士を祀る意味も含まれていた。この水神は戴潮春の乱において「淡屬

"北獲無恙者，神之力居

多」と、戴軍が越境と北進の阻止に霊験を顕したという20）。なお廟地は、王姓の多く居住する大
甲南門外で、王崑崗が廟地を提供し燈明料として年三十石が徴収された。しかし、『淡水廳志』
にはさらに興味深い記述がある。
同治三年，抄封戴萬生案內在逃股首莊柳、莊領等田四段，年額徵租穀七十五石，撥充大甲水
21）
神祠香燈經費．

これによると、戴潮春について王和尚とともに大甲攻撃に参加した莊柳・莊領の財産であった
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四段の田は「叛産」として官によって没収されており、その租七十五石を水神廟の燈明料として
充てていることが記されている。戴潮春の乱の結果官に没収された田地（大甲抄封田）は「二十
四甲八分六釐六毫六絲，年徵穀一百石變價銀八十四圓，另徵租銀六十九圓．」22）である。莊柳ら叛
産の租穀が銀に換算されていないため、換銀以前の年徴租で比較すると、それは全体の 75％ に
当たる。しかし、王姓、陳姓は没収による経済的被害を比較的受けなかったように見える。つぎ
の史料を見てみよう。
莊門王氏有承祖父遺下水田，址在南埔後壁渓，前後租粟計共陸拾石正，因前年被官抄入大甲
城門外水神廟爲香燈，春秋二祭，氏亦甘心，但氏自丈夫莊柳亡後，母子日食難度，室如懸
罄，又県兼煙如線，幾於欲斷，則目撃心傷，（中略）無奈向與承辦大甲司許乞哀，求憐憫其
孤寡，勸現耕黄元舒從額外施恩，毎年周急出粟陸石正，付氏收取（以下略）23）
この史料は光緒八（一八八二）年のものである。これから、①莊門王氏が南埔後壁渓という地
所に六十石の耕地を持っていたこと、②その土地は妻である王氏が祖父より伝領した水田であっ
たこと、③この土地は官によって没収され、水神廟の燈明料、春秋二回の祭礼経費とされていた
こと、④王氏は夫・莊柳没後に生活が困窮していたこと⑤大甲巡検に年六石を王氏が収取できる
よう求めていること、がわかる。
莊柳の妻王氏は、王崑崗や王和尚の縁者か同じ宗族内の女性だったと推測される。戴潮春への
加担によって水神廟の経費とされた莊柳の水田は、元は王氏の水田であった。莊氏、王氏に関係
する財産として官によるこの水田の没収は、むしろ当然といえた。一方、義民を境内に祀り、
「霊験」を顕した水神廟を建立することは、一旦は「逆賊」側に立った王崑崗にとって乱後にお
ける自身の立場を明確にする意味でも必要な行動だったと思われる。廟の経費とされた叛産は大
甲巡検の管掌するところであったが、廟の祭礼に関しては「春秋二祭、中元普度等項之用、向係
王崑崗承辦」24）というに実質的に祭祀の管理・運営に王姓が関与し、事実上権利の一部を維持し
ていたと考えられる。それを踏まえると、莊門王氏が、王崑崗によって維持された王姓の影響力
によって財産の一部を回復しようとする動きであるとも解釈できる。
戴軍から官軍へと転じた王崑崗は、乱後に多くの行政に関わり、財産も支出している。しかし
王崑崗の存在があったからこそ、戴軍大甲攻撃の中心を成した王姓は没落を免れ、むしろ日本統
治時代には大甲の富の過半が王姓に帰すほどの発展を見たといえる25）。大甲における戴潮春の乱
の戦後処理は、反乱に加担した王氏のような巨姓の存在を無視しては行い得ないというジレンマ
を抱えていたのである。

第二節

余林氏の貞節と大甲城内林氏

先述の史料では、大甲水攻め時における余林氏については六十歳を超えた女性ということ以外
明確な記述がなかった。節婦と称される女性は、清朝によって顕彰された既婚女性を指す。その
基準は夫との死別後二十年を経ていること、五十歳を超えていることと非常に高く、単に貞節を
守ったというだけでは認められない26）。しかし先の史料では、余林氏の具体的な「節」の内容が
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明記されていない。そこで余林氏の人物像を探るために次の史料を見てみよう。
林春娘，淡水大甲中莊人．父光輝業農，為余榮長養媳．榮長年十七，赴鹿港經商，溺死．時
舅沒姑在，無他子，哭之慟．春娘年十二，未成婚，願終身奉事，不他適；姑痛稍殺，進飲
食．佐理中饋，早作夜息，奉命維謹．已而姑目疾，翳不能視．春娘以舌舐之，焚香虔禱，未
半載而愈．顧復患拘攣，侍床蓐，躬洗濯，或徹夜不寐．姑勸之息，春娘從之，猶時起省視．
姑顧而歎曰：『得婦如此，老身不憂無子也』．及卒，哀毀逾常．家貧，日事紡織，撫族子為
嗣；旋沒，再立之．娶婦復沒，乃偕育幼孫，平居燕處，未嘗有疾言厲色，里黨之人靡不敬

!攻大甲，斷

之．道光十三年，奉旨旌表．及戴潮春之役，同治元年夏五月初六日，王和尚糾

!大喜，嬰城固守．二十一日，和

水道，城人無所汲食，洶洶欲走．乃請春娘禱雨，雨隨降．

!可萬人，環圍數匝，水道復斷，城中絶汲數日．春娘
復出禱雨．時和尚壓城而軍，居上風，轟擊幾不支．忽大雨反風，濠邊茅舍發火，!驚濆．義
尚又合何守、戴如川、江有仁等來攻，

勇開門出擊，破之圍始解．當是時，兩軍相爭，以大甲為扼要之地．淡北安危，繫於此城，故
輒遭圍困，而守禦益堅．十一月，林日成以

!來攻，勢張甚，連戰旬日，水道屢斷．二十六

日，春娘三出禱雨，雨降，士氣倍奮，圍復解．事平，城人禮之如神．三年卒，年八十有六．
婦巫氏亦以節稱．27）
長文のため、以下に大意を示す。余林氏は、大甲中荘（現在の大安中荘村）の人でもと林春娘
といい、父は農業を営んでおり、余栄長の養い嫁とした。林姓であるが、嫁すことを前提に余姓
の家に養女として入ったため、余林氏と言われたのである。しかし夫となるはずの余榮長は十七
歳の時、商売のため鹿港に行った際に溺死した。その時舅はすでに没しており、姑が存命してい
たが、榮長の他に子供はなかった。
春娘はその時十二歳で、成婚していなかったが、終身姑に仕えることを願い、他の家に嫁がな
かった。春娘は食事の切り盛りを助け、朝早くから働き、夜は休み、言いつけに従って謹みを保
った。その後ほどなくして姑は眼病を患い、視野が遮られて視力を失った。春娘は舌で舐め、香
を焚き敬虔に祈りをささげたところ、姑は半年を経ずして癒えた。手足のひきつりが起れば、寝
床に付き添い、自ら洗い流し、徹夜して眠ることもなかった。姑が休むよう勧めるので、春娘は
その勧めに従ったが、それでも時おり起きては姑の様子に気を配るという有様であったという。
余家は貧しく、春娘は毎日機織りをした。一族の子供を跡継ぎとして養育していたが、ほどな
くして亡くなったため再び跡継ぎを立てた。その跡継ぎの娶った妻が死去したため、春娘は幼い
孫をともに育てた。その上平素から安らかに過ごし、疾言や令色などのない人物であったために
土地の人々の尊敬を集めていた。道光十三（一八三三）年、朝廷にその「節」が奉られ、表彰さ
れた。そこに三度の祷雨があったため、大甲の人々は彼女を神の如く感謝したというのである。
女性の徳目には貞・節・孝がある。ただし節婦と言った場合には「貞」・「孝」の徳目は自ずか
ら含まれている。夫の死後二十年の貞節を守り父母に尽くすには長寿でなければならないため、
この年数に達していない場合には「貞婦」、「孝婦」も存在する。また夫に殉じて命を絶ったり、
貞操を守るために自殺したりした場合には「烈婦」と称される28）。

―８―

なお、余林氏（林春娘）の没年は同治三（一八六三）年、享年は八十六歳とされている。祷雨
を行った同治元年には八十四歳ということになるが、伝説化した人物のため年齢は六十余から百
以上まで記録によって様々である。寿命はその人物の善行に比例すると考えられたためであろ
う。
しかし本来、節婦であることとシャーマニズムは直接的な関係がない。余林氏は、祷雨によっ
て婦巫と称されたが、戴潮春の乱における祷雨以外に巫女的な能力を見せたことは書かれていな
い。彼女が巫としての能力を有していたのであれば、そのような記録が（伝説的なものも含め
て）残されるべきではないだろうか。つまり、同治元年以前の余林氏は、稀有な節を守り通した
婦人であるというのみで、天に祈り神通力を発揮するような能力は認められなかったか、あるい
は知られていなかったのである。
ではなぜ余林氏は祷雨を行うことになったのだろうか。まず考慮すべきなのは、現世に積んだ
徳が天界で評価されるという天人感応の考え方である29）。『戴案紀略』では「海外散人」の註と
して次のように述べる。「至余林氏之禱雨，而雨立降；官禱之不應、民禱之不應，獨氏禱之立應，
30）ここには官と民がそれぞれ祷雨を行ったが、天はそれ
是天之欲全大甲，即所以彰節婦之功也。」

に応えなかったと述べる。また「是時百姓祈雨而雨不降，兵弁祈雨而雨不降，節婦禱雨而雨立
降，是天欲存大甲並以顯節婦之苦節也。於呼奇矣。」31）と民＝百姓と兵＝官と置換している記述も
あって興味深い。しかしいずれも祈祷に天が応えなかったことが述べられている。どちらも
（余）林氏（節婦）の祈祷に対してのみ天が応えたのは天が大甲を助けようと欲したのであり、
節婦の功あるいはその苦節が顕らかになったというのである。つまり天は、余林氏の貞節を称
え、それによって「大甲の平和」をもたらしたということになる。
官と民が実際に祈雨を行ったのか、行ったとしてそれはどの程度の規模であったのかなどは定
かではない。そもそも大甲の「官」である巡検や守備は早くから退去して不在であった。在地行
政に関わる王崑崗は、一時戴軍に協力しており、祈祷を主催したとは思えない。援軍を派遣した
林占梅、傭兵団を率いた蔡宇、張世英らは、彰化で発生した戴潮春勢力の反乱が、彰化から大甲
を越え竹塹以北に広がることを恐れていた。その派兵は大甲の人々を救援するためというより、
反乱軍の防衛線としての大甲を意識した結果といえる。
では民はどうであろう。『戴案紀略』ともに民と余林氏が区別されている点が注目される。つ
まり両史料ともに民＝余林氏以外の百姓には、天に届くだけの祈祷を行う資格がなかったという
判断をしているのである。大甲攻防戦には王・陳といった大姓と小姓の利害対立が戦況に影響を
与えた。民は状況次第で戴軍にも官軍にも靡きえたのである。民心を一つにしての祷雨が可能で
あったとは考えにくい。先述したとおり、林春娘の祷雨以降に、人心が一つになったと評されて
いるのである。
加えて、民の立場から官軍に尽くす「義」という行為からは評価できない。戴潮春の乱のみな
らず、台湾で発生した内乱には民間武力が広く活用されたが、官の求めに応じて軍事奉仕した
人々は義民と称される。朝廷に尽くした行為が「義」として顕彰されるのである。もちろん政治

―９―

的な意味を持つ顕彰ではあるが、一方で「義」は普遍性のある徳でもある。大甲の人々は、その
置かれた状況ゆえ戴潮春に抵抗し、官軍側に「義」を尽くすという単純な構図にはあてはまらな
かった。両勢力がしのぎを削る戦場の街としてはやむを得ない行動が、「義」から遠い行動を取
っていたという判断と「民禱之不應」という結果につながったのだろう。
以上のように、戴軍の攻撃にさらされる大甲において、唯一天に祈り大甲を救うことができた
のは道徳的善行を積んでいた余林氏、すなわち林春娘だけだったといえるのである。しかし、さ
らにもう一点指摘しておきたいのは、大甲林姓の存在である。上述したように林姓は、王姓や陳
姓とともに「巨姓」の一つとして数えられている。現在、大甲には林姓の祖神である「林王爺」
を祀った福興宮が旧大甲城北門付近にある。大甲北門一帯には林姓が多く、林姓の紐帯として光
緒年間に建てられた廟が福興宮である。「林王爺」は同治二年、林日成（林晟）が大甲を攻撃し
た際に、北門付近に住む林姓を守護したという伝承がある32）。そして林春娘（すなわち余林氏）
が居住していた地も、北門付近とされている。
大甲南門付近は王姓が多く、
「賊」とされた王和尚と官軍との間で動揺が激しかったことを考
えればここで神佑があるとは考えにくい。東門付近は小姓が多く、大甲を救うほどの存在感を出
すことは困難である。つまり北門の林姓以外、神佑を引き出す存在はなかったといってよい。林
春娘が祷雨を行うことになったのは、もちろん彼女が節婦であったという事が大きな理由だろう
が、林姓であったということも無関係だとは思われないのである。

第三章

第一節

大甲鎮瀾宮による神佑と嘉義・北港の神佑

!

鎮瀾宮の降

大甲には市外中心部には鎮瀾宮という廟がある。鎮瀾宮は乾隆三十五（一七七〇）年に創建さ
れた媽祖を祀る廟である。現在の大甲を有名にしているのは鎮瀾宮の媽祖信仰と言ってよい。媽
祖誕晨の祭礼前に行われる彰化〜新港への進香（媽祖の巡行）は、多くの参加者と見学者を集め
ることで知られている。
では、鎮瀾宮の神佑をみてみよう。戴潮春の乱において、鎮瀾宮はつぎのような霊験を顕す。

!

二十六日，鎮瀾宮神降 云：「今夜大難」，隨當空書符以壓之．是夜四更，賊潛至南門，暗藏
33）
火藥，火發，城垣大震，忽大雨（以下略）

!童に降りて「今夜大難」という託宣を降す。!童は童!とも

十一月二十六日、鎮瀾宮で神が

書き、神の憑依によって託宣するシャーマンのことを指す。その託宣通り、王和尚の一派が南門
に潜み、火薬を使って放火したため大甲の城壁が激震したが、たちまち大雨となって（火は消さ
れた）というのである。

!は媽祖の託宣を伝えたということになる。雨を降ら

鎮瀾宮の主神は媽祖であるから、この童

せて火災を消火したという点でも媽祖との関連性を伺わせる。媽祖信仰の盛んな大甲であれば、
鎮瀾宮が住民のために託宣を降して助けるという神佑譚はむしろ当然といえるが、この伝承には
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不可解な点も残る。まずこの文章の続きを見てみよう
乃息．時水道屢斷，民皆飲溝水，垂罄，幸節婦林氏三出禱雨，雨降，士氣倍奮．34）
この記述によれば、大雨によって放火の火はすぐに消されたのだが、それは大甲の住民たちを
潤しはしなかったようだ。その時大甲は水攻めに遭い、住民は溝水を飲んで渇きを癒したが、そ
れも尽きんとしていた。そこで件の節婦林氏（余林氏）が三度目の登場を果たし、祷雨すると降
雨があったというのである。この文脈では、節婦林氏（余林氏）が鎮瀾宮で媽祖に祈って降雨を
もたらしたと読めなくもない。しかし、前出の史料では「當天叩首禱雨」「禱天」とあって、媽
祖とは記されていない。もちろん媽祖は「天后」であるので、「禱天」であっても矛盾はないの
だが、それならばなぜ渇きに苦しむ民衆を前に一度は雨を止めてしまったのかという疑問も残
る。
媽祖は元来航海の安全を守る女神であるが、祈雨にも霊験のある事で知られる。降雨は農業に
関係するため、この点に関しては媽祖の農耕神的な性格も指摘されている35）。また鎮瀾宮の媽祖
は礼拝に訪れると雨が降るというところから「雨媽」という別称を持っている。こうしたことか
ら考えれば、水不足の危機に際しては鎮瀾宮で祷雨が行われて然るべきところである。しかしな
がら、官、民、そして林氏も『東瀛紀事』や『戴案紀略』には鎮瀾宮において祷雨を行ったとい
う明確な記述がない。
もちろん祷雨に霊験を顕すのは媽祖の専売特許ではない。例えば、嘉義縣の城隍神は「城隍尊
36）と称され、祷雨と祈晴に霊験あらたかであるとされている。城隍神
神，禱雨祈晴，久昭靈應」

は城市の守護神であるが、場合によっては祷雨にも霊験を顕すのである。こうした例からもわか
るように、祷雨＝媽祖への祈りとして単純に理解すべきものではない。しかしながら天后＝媽祖
へ祷雨がないというのは、やはり不自然だといわざるを得ない。もっとも、現在のように鎮瀾宮

!州への参拝を果たし

が台湾を代表するような媽祖宮となったのは、媽祖の生誕地である福建省

た一九八七年以降であり、七〇年代以前は一地方廟にすぎなかったという37）。清朝期の鎮瀾宮を
過大評価はできないのかもしれないが、『東瀛紀事』はあたかも、これに続く林春娘の祷雨の予
兆としてこの神佑譚を載せているようにさえ感じられるのである。

第二節

嘉義・北港の神佑

大甲の神佑を理解するために、同じく戴潮春の乱において霊験を示した嘉義の城隍神と北港の
天后の例を見ていくことにする。まずは嘉義の城隍神の例である。

$禱，五月十一夜，地忽大
而城垣無恙，兵民得以保全，咸稱神佑；九月間，戴逆復撲嘉城，"心驚慌，告

同治元年彰化戴逆倡亂，圍撲嘉城，紳士等恭請神位於城樓，虔誠

#傾

震，雉

廟敬占休咎，蒙神默示平安，人心遂定，兵民竭力誓守，復保危城38）
この史料によれば、戴潮春の乱当時、嘉義が包囲されると、紳士らが城楼において城隍神に恭
しく願い、敬虔に祈りを捧げた。すると五月十一日の夜、城隍神は地震から城壁を守り、また九
月に戴軍が再度襲来した際には、動揺した人々が城隍廟に吉凶を占うと、平安と黙示した。その
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ため人々は意を決し、兵民ともに防衛戦に力を合わせて城の危機を乗り切ったという。
紳士らが中心となって結束を固めたという点は、例えば『東瀛紀事』にも「於是紳士王朝輔、
陳熙年等同至城隍廟，誓同心拒賊」39）として見られる。この史料でも明確に城隍廟で同心して戦
うことを誓約したと述べる。重要な点は、王朝輔、陳熙年といった紳士が中心となって城隍神の
前で同心を誓うことによって人心をまとめ、決戦へと導いているということである。嘉義の人々
にとって、戴軍は攻撃をしかけてくる「敵」であって、危機に際して神前で決戦を誓うことによ
って、城隍神の加護を引き出すことができたという因果関係で結ばれている。嘉義はこの結束に
よって、結果的に戴軍の侵攻に耐え抜くのである。
次の例は、北港の神佑である。
同治元年，戴萬生陷彰化，遂圍嘉義，遣股撲北港．港民議戰議避，莫衷一是；相率禱於天
后，卜戰吉，議遂定．乃培土為壘，引溪為濠．事方集，賊大至，居民迎神旂出禦；賊不戰，
退．時四月也．自是屢來窺伺，既不得逞，遂破新街，焚掠居民；港人集義勇出救，拔出被難
男婦甚多，兼擒賊二人．詢以前此不戰之故，賊稱是日見黑旂下兵馬雲集，雄壯如神，故不敢
戰；民始悟天后顯靈保護，共詣廟叩謝，守禦益力40）
北港の天后宮（朝天宮）は、台湾でも最も有名な媽祖宮の一つである。それ故にこの神佑譚も
広く知られている。戴軍が彰化を陥落させ、嘉義を包囲し、北港に迫ると住民たちは戦うか避難
するかで議論となり結論が出なかった。そのため、天后（媽祖）に祈り神託を乞うたところ、
「卜戰吉」という結果となったという。
ここで「議遂定」、つまり決戦に議論が決するのである。天后の託宣は、神託というよりも神
判に近い意味を持っていたといえるだろう。しかし媽祖は戦いの方針を示しただけではない。北
港住民たちが神旗を迎えて出撃すると、敵軍は戦わずして退却したのである。後に捕虜に聞いた
ところでは「黑旂下兵馬雲集，雄壯如神」という奇蹟を目撃していたのである。媽祖は神兵を下
して助戦したのである。
北港の場合は、「港民議戰議避」と人々は二つの選択肢の間で結論が出なかった。この点で嘉
義の例と異なるが、人心が一つになる契機として天后＝媽祖への信仰がある点と、媽祖が祈りに
応えて助戦するという神佑をもたらした点はよく似ている。北港での媽祖が神兵を遣わすという
絶大な神佑を与えたのは、「天后」という非常に高位な神であるという点から説明ができるだろ
う。
以上の二例では、祈りの主体たる街の住民たちの立場に大甲との違いが見られる。嘉義も北港
も、基本的には戴潮春軍に抗するという点で他に選択肢はなく、問題となっているのは結束と抵
抗の方法なのである。一方の大甲は、土豪たちが戴潮春勢力の構成員であり、従って大勢とし
て、大甲はほぼ戴軍勢力圏内と言って良い状況であった。事実、同治元年三月の段階では、大甲
は抵抗どころか無血占領されているのである。
しかし五月に入って、戴潮春側の王姓・陳姓とその他の宗族の間で軋轢が生じると、端午節と
いう間隙を縫って官軍が入城し、攻守が逆転してしまう。大甲の住民は非常に複雑な状況に置か
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れたと言って良い。こうした状況下では、嘉義のように住民の総意を神前で誓うことも、北港の
ように街の命運について神託を問うことも不可能だったといえる。祈りがない以上、神佑がある
はずもないのである。
さらに五月の戦いでは、王九螺（王崑崗）が王和尚と離れ、官軍に帰順するという事態が起
る。戴潮春大甲攻撃軍は敗北したのみならず、重要な構成要素である王姓の分裂という状況に至
った。大姓・土豪である王姓の分裂は、大甲城内外の政治的・軍事的バランスに大きな変化をも

!を介しての託宣に結びついたと

たらしたに違いない。この変化が、同年九月の鎮瀾宮による童

考えられる。大甲は反戴潮春勢力としてほぼ人心が一致し、鎮瀾宮の神託を受ける準備ができた
のである。こうした状況の違いが、媽祖の助戦のあり方の違いに反映されているのではないだろ
うか。

お

わ

り

に

大甲の三つの神佑は、戴潮春の乱において大甲が置かれた境界地域としての性格が強く影響し
ていた。官軍側から見て戴潮春勢力との境界にあたるのと同様に、戴潮春側から見ても官軍との
境界に属していた。もっとも、乱の初期から王和尚らが参加していたことを考えれば、むしろ戴
潮春勢力圏内だったといっていいだろう。
戴潮春勢力に属す大宗族がありながら、大甲の人々は戴潮春勢力に攻撃されるという状況にさ
らされた。この矛盾した現象が、節婦林春娘の登場と祷雨の成功の称賛へとつながっていくので
ある。大甲における官軍側勝利の最大の貢献者にして、最もあらたかな神佑をもたらしたのは余
林氏＝林春娘だといっていい。
しかし人心が定まり、人々の結束が生まれると、街の中心にある鎮瀾宮も神佑を示し、戴軍北
伐の障害となった大甲は、ついに台湾の開祖たる国姓爺の神意に触れることになるのである。時
間の経過とともに、徐々に神々が神佑を示すのは予定調和的ではあるが、かかる神佑の発現の仕
方こそが大甲の地理的・軍事的位置を如実に反映したものと見られるのである。そして、戴潮春
の乱を契機として大甲三神が誕生する。
最後に、神佑と大甲における巨姓の力学について述べたい。王姓の存在はすでに述べたが、無
視できない存在として林姓がある。戴潮春の乱において、大甲林姓は取り立てて注目する行動を
取っているわけではない。しかし、林王爺の林姓守護伝承を持つこと、祷雨をもたらした貞節媽
が林姓（林春娘）であったこと、そして託宣をくだして危機を伝えた鎮瀾宮を創建したのが林對
丹という人物であったことは示唆的である。戴潮春の乱における神佑に、ほぼ林姓が関係してい
るのである。また現代のことのようではあるが、貞節媽＝林春娘を「大甲の媽祖」と称する例も
あるという41）。貞節媽が媽祖と同じ林姓（媽祖は林黙娘という実在の女性）であること、祷雨の
力があったことが鎮瀾宮の「雨媽」を連想させるためだと推察される。戴潮春の乱における大甲
の神佑譚を考えるキーワードとして林姓の存在は注目に値する。
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神佑譚は口承の形態で後代に記憶され、文字として記録に残るのはその一部である。大甲にお
ける神佑譚の語り手として林姓の人々を想定することも可能であろう。十九世紀の戴潮春の乱に
おいて決して突出した霊験を示したわけではない媽祖＝天后は、現代の大甲では圧倒的な信仰を
集める。媽祖と貞節媽を関連付ける社会心理を生んでいくプロセス、すなわち大甲の守護神的地
位が媽祖に収斂されていく過程において、大甲林姓の歴史的意義は無視することはできないと考
えられるのである。
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「大甲城守」
５）臺灣文獻叢刊

四七『戴施兩案紀略』
『戴案紀略』卷上（以下『戴案紀略』と略す。

６）
「大甲城守」
７）
「大甲城守」なお人心に関しては、「皆足以維繫人心而有關安危之數也」という注記もある。
８）
「大甲城守」
９）
『戴案紀略』
１０）國立臺灣大學圖書館所蔵『淡新

!案』一二四〇二・一（以下『淡新!案』一二四〇二・一のように記

す。
）

!案』一二四〇二・四
１２）『淡新!案』一二四〇二・一〇
１１）『淡新

１３）「大甲城守」
１４）臺灣文獻叢刊

一五一『臺灣中部碑文集成

乙

示諭』
「漳泉械鬥諭示碑」

１５）「大甲城守」
１６）『戴案紀略』
１７）『大甲鎮志』
１８）臺灣文獻叢刊

一五九『苗栗縣志

１９）臺灣文獻叢刊

六一『新竹縣志初稿

卷十五』文藝志「陳培桂
卷三』典禮志「祠祀

大甲溪水神廟碑記」
大甲堡廟宇」

２０）註 18）参照。
２１）臺灣文獻叢刊

一七二『淡水廳志』卷六

志五

２２）臺灣文獻叢刊

六一『新竹縣志初稿』卷二

!案』二二四三一・一五 E
２４）『淡新!案』二二四三一・一五 C

典禮志「祠廟」

賦役志「叛產」

２３）『淡新

２５）『大甲鎮志』
２６）陳青鳳「清朝の婦女旌表制度について：節婦・烈婦を中心に」九州大学東洋史論集十六
２７）臺灣文獻叢刊

一二八『臺灣通史』卷三十五

列傳七

一九八八年

貨殖列傳「余林氏」

２８）註 25）参照。
２９）楠山春樹「道教と儒教」
（福井康順他監修『道教
３０）臺灣文獻叢刊

第二巻

二〇六『戴案紀略』同治元年

３１）『戴案紀略』
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道教の展開』平河出版

一九八三年

３２）『大甲鎮志』
３３）「大甲城守」
３４）「大甲城守」
３５）林美容『媽祖信仰與臺灣社會』博陽文化事業有限公司
３６）臺灣文獻叢刊

二〇〇六年

二九『福建臺灣奏摺』
「請加封嘉義城隍神摺」

３７）三尾裕子「〈媽祖〉は誰にとっての神か？−グローバル化・ナショナリズム・ローカル化−」鈴木正
崇編『東アジアの民衆文化と祝祭空間』慶應義塾大学東アジア研究所

二〇〇九年

３８）註 34）参照。
３９）臺灣文獻叢刊

八『東瀛紀事』卷上「嘉義城守」

４０）臺灣文獻叢刊

三七『雲林縣采訪冊』大

"榔東堡

兵事

土寇

４１）大甲で採集した話である。また地元高級中学の副読本にも記述が見られる。なお媽祖は宋代の実在の
人物で、林黙娘という。
※本稿作成にあたり、元智大学大学院碩士課程の陳怡

!氏に現地調査を含めさまざまなご教示をたまわ

った。記して感謝したい。
───────────────────────────────────────────────

〔あかい
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情報化と学校図書館
──デジタルメディアとの関わりから──

米

谷
1

優

子

はじめに

「情報社会」が唱えられて久しい。それに呼応して、日本では、IT 基本法が 2000 年制定され、
e-Japan 計画、IT 新改革戦略、i-Japan 戦略等でしばしば、学校の情報環境の整備が取り上げられ
てきた。学校教育の主要対応事項として「教育の情報化」が挙げられ、学習指導要領の改訂に対
応して、情報教育の手引や教育の情報化に関する推進方策の発表も行われている。
一方、読書推進等の面から、学校図書館の整備が唱えられて図書整備計画や、モデル地域を指
定して行う補助事業も実施されてきた。しかし、現況では、学校図書館は、教育の情報化政策に
組み込まれていないように見受けられる。
本研究では、情報教育と学校図書館に関する政策について整理し、情報化の進展の現況をふま
えた上でその施策の課題について考察し、学校図書館活動への提言を試みる。

2

研究の方法と枠組

本研究は、まず学校教育における情報教育ならびに学校図書館の情報化や充実等に関する政策
を政策文書を中心に振り返る。そして各種の調査結果から、現在の情報化の状況として、学校図
書館の主たる利用者である児童生徒の情報機器等の利用状況、ならびに学校・学校図書館の「情
報化」の現況を確認する。
それらを基に情報化の政策と学校図書館について考察を深める。
研究の枠組は以下のとおりである。
（1）学校教育と「情報化」
・学校教育の「情報化」
・学校図書館の充実策
学校図書館図書整備計画と学校図書館法改正
文部科学省による推進事業
（2）「情報化」の現況
・児童生徒の利用現況

― １７ ―

・学校及び学校図書館の現況
（3）デジタル化と学校図書館に関する考察
・学校図書館政策と情報教育の課題
・学校図書館への提言

3 「情報化」の進展と学校教育

3. 1

学校教育の情報化

日本の学校教育における情報教育は、工業科と商業科の専門教育としての情報処理教育から始
まったとされる。1960（昭和 35）年の高等学校指導要領改訂により工業教科に電子科が設置さ
れてデジタル簡易計算機・アナログ計算機が、また 1967（昭和 42）年の理科教育及び産業教育
審議会（理産審）「職業教育の多様化について」の答申によって商業関係学科に事務科が設置さ
れてデータ処理がそれぞれ教育内容に組み込まれるようになった。1969（昭和 44）年の理産審
「高等学校における情報処理教育の推進について」では目標の一部に「その教育にあたっては、
単に知識を習得させるにとどまらず、実際に電子計算機を使用させることを通して必要な資質を
養う」と明記して、実社会に出たときに役立つ能力の育成をねらいとして、情報処理教育の積極
的な推進を図った。
坂元1）は 1992（平成 4）年の論文で、この 1960−1969 年を始動期として、1992 年までをさらに
充実期（1970（昭和 45）−1987（昭和 62）年）、展開期（1988（昭和 63）−（1992）年）に分けて
いる。
充実期の 1970 年には高等学校指導要領改訂が告示されて、「工業」での情報技術科、「商業」
での情報処理科の設置が実現し、職業教育としての情報処理教育が充実した。
展開期とされる 1988 年 8 月には工業科と商業科に新たに設置された情報関連科目のうち、情
報技術 I 及び商業科の情報処理Ⅰは広く共通に履修されることがねらいとされ、それが職業科と
普通科の相互乗り入れの機運に乗って情報処理教育が普通科にも広がっていった。
坂元は、職業教育における情報処理教育の実績が先行して成功を収めたことが日本の一つの特
徴だとする。
一方、普通教育の面からは、社会教育審議会教育放送分科会が 1985（昭和 60）年に「教育に
おけるマイクロコンピュータの利用について（報告）」をまとめた。
1984（昭和 59）年から設置されていた臨教審は 1985 年の第一次答申で情報化への対応を課題
の 1 つに挙げていたが、第二次答申で、「情報化に対応した教育に対する三原則」について述べ
た中で「情報活用能力」を取り上げ、それが後に大きな影響を与えることとなった。
「情報化社会に対応する初等中等教育のあり方に関する調査研究会議」では、小学校・中学校
・高等学校それぞれでコンピュータ関連の教育内容を盛り込むことを基本方針として示し、1989
年告示の改訂学習指導要領でそれに対応して、コンピュータが中学校技術家庭科の「情報基
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礎」、高等学校家庭科の「生活技術」等及び数学 C で取り上げられて、情報教育が初等中等教育
の一つの柱となって確立した。中学の科目「情報基礎」ではその目標に「コンピュータの操作等
を通して、その役割と機能について理解させ、情報を適切に活用する基礎的な能力を養う」と掲
げている。
1985 年度からは小学校、中学校、高等学校、盲・聾養護学校へのコンピュータ導入について
国庫補助が開始されている2）。
1990（平成 2）年 7 月には、上の学習指導要領改訂に対応して、文部科学省によって『情報教
育に関する手引』が発表された。この手引では、1）情報の判断、選択、整理、処理能力及び新
たな情報の創造、伝達能力、2）情報化社会の特質、情報化の社会や人間に対する影響の理解、
3）情報の重要性の認識、情報に対する責任感、4）情報科学の基礎及び情報手段の特徴の理解、
基本的な操作能力の習得、の 4 点を情報活用能力とした。
その後の 1998（平成 10）年 8 月の「情報化の進展に対応した教育環境の実現に向けて（情報
化の進展に対応した初等中等教育における情報教育の推進等に関する調査研究協力者会議最終報
告）」では、情報活用能力を、1）情報活用の実践力、2）情報の科学的な理解、3）情報社会に参
画する態度、の 3 点に再編成している。1999 年の学習指導要領改訂で、総合的な学習の時間の
創設のほか、情報活用能力の 3 領域に対応した高等学校の教科「情報」（「情報 A」「情報 B」
「情報 C」）の新設も実施した。
1994（平成 6）年度からは、1999（平成 11）年度までの 6 年間、学校種ごとのコンピュータ整
備3）の推進のため、地方交付税による財政措置が講じられた。またインターネットについても 1998
（平成 10）年度には、4 年間または 6 年間のインターネット接続計画4）を立てて、必要となる通
信料、インターネット利用料等について地方交付税による財政措置が講じられている。
2000（平成 12）年 11 月に IT（情報通信技術）基本戦略が発表され、高度情報通信ネットワ
ーク社会形成基本法（IT 法）が成立した。IT 法成立を受けた、2001（平成 13）年 1 月からの
「e-Japan」重点計画では、「教育及び学習の振興並びに人材の育成」が柱として掲げられ、1）2005
年のインターネット個人普及率予測値の 60％ を大幅に上回ることを目指し、すべての国民の情
報リテラシーの向上を図る

2）小中高等学校及び大学等の IT 教育体制を強化するとともに、

社会人全般に対する情報生涯教育の充実を図る

3）IT 関連の修士、博士号取得者を増加させ、

国・大学・民間における高度な IT 技術者・研究者を確保する。併せて、2005 年までに 3 万人程
度の優秀な外国人人材を受け入れ、米国水準を上回る高度な IT 技術者・研究者を確保する

の

3 つが目標として掲げられた。
「e-Japan」重点計画に掲げられた、具体的な施策の一つに「学校教育の情報化等」があり、そ
の内容として、学校の IT 環境の整備、IT 教育の充実等、IT 指導力の向上、教育用コンテンツ
の充実、教育用ポータルサイトの整備等
げられていた5）。学校の

の 5 つが文部科学省、総務省、経済産業省によって挙

IT 環境の整備では、全校のコンピュータ環境の整備、公立学校の校内

ネットワーク（LAN）機能の整備、総合的な学習の時間での情報通信ネットワークの活用や、
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中学校技術・家庭科「情報とコンピュータ」及び高校の「情報」でのコンピュータの利活用、公
立学校教員のコンピュータの活用能力の習得、博物館、図書館等の学習資源のデジタル・アーカ
イブ化とその普及などが具体的に提示された。これにより、2000（平成 12）年度からは、小学
校のコンピュータ教室の充実に加え、新たに普通教室、特別教室等へのコンピュータの整備を図
るため、2005（平成 17）年度までの 6 年間で新たな教育用コンピュータ整備計画をまとめ、こ
れに必要な経費が地方交付税により措置されている6）。
2002（平成 14）年 6 月には、同年 4 月からの新学習指導要領の本格実施に合わせて『新・情
報教育に関する手引』が発表された。「新しい学習指導要領では、自ら学び自ら考える力などの
「生きる力」を育むことを重視しており、「情報活用能力」は、「生きる力」の重要な要素である」
と明記し、学校現場での情報教育の推進とその体制について解説、メディアセンターとしての学
校図書館の機能強化やメディア専門職としての司書教諭の役割についても触れている。
ユビキタスを掲げた「u-Japan 政策」
（2006（平成 18）年度〜2010（平成 22）年度）を経て、2009
（平成 21）年 6 月に発表した「i-Japan 戦略 2015〜国民主役の「デジタル安心・活力社会」の実
現を目指して〜」では、教育・人財分野を三大重点分野の一つと位置付けた。
この政策では、2015（平成 27）年度までの目安として、1．デジタル技術を活用したよりわか
りやすく、創造的、発展的な双方向の授業実現による子どもの学力向上、2．子どもの情報活用
能力の向上、3．高度デジタル人財の安定的・継続的なマッチングマッチ、4．大学等における情
報教育・デジタル基盤・遠隔教育等の充実、の 4 つを掲げ、（1）教員のデジタル活用指導力の向
上（2）教員のデジタル活用をサポートする体制の整備（3）双方向でわかりやすい授業の実現
（4）情報教育の内容の充実（5）校務の情報化、家庭・地域との情報連携の 5 つの具体策を挙げ
ている。
2008（平成 20）−2009（平成 21）年の学習指導要領改訂で、高等学校の情報科が「社会と情
報」に「情報の科学」の 2 科目に再編された。2013（平成 25）年度より実施される。「社会と情
報」が情報 C、「情報の科学」が情報 B を引き継ぐものとされ、基礎とみなされてきた情報 A
が廃止されるが、情報科の位置づけに変化はないとされる。
学習指導要領改訂に対応して、情報教育の手引が再改訂され、『教育の情報化に関する手引』
として 2009（平成 21）年に小中学校学習指導要領対応版が暫定的に発表された。のち、2010
（平成 22）年 10 月に高等学校への対応も含めた版が発表されている。
IT 本部が 2010（平成 22）年 5 月に決定した「新たな情報通信技術戦略」は、「知識情報社会」
への転換をめざして、「新たな国民主権の社会を確立するための、非連続な飛躍を支える重点戦
略（3 本柱）に絞り込んだ戦略」で、国民本位の電子行政の実現、地域の絆の再生、新市場の創
出と国際展開を 3 本柱として掲げ、重点政策を挙げている。
2 つ目の柱「地域の絆の再生」のもと、「2020（平成 32）年までに、情報通信技術を利用した
学校教育・生涯学習の環境を整備する」として、教育分野の取り組みが掲げられた。重点政策と
して、i）情報通信技術を活用した双方向でわかりやすい授業の実現、ii）教職員の負担の軽減、
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iii）児童生徒の情報活用能力の向上が図られるよう 21 世紀にふさわしい学校教育を実現できる
環境を整える、として、文部科学省による教育の情報化の基本方針の策定を初めとして、児童生
徒 1 人 1 台の各種情報端末・デジタル機器等の活用、校務支援システムの普及、教育コンテンツ
の充実、教員の情報通信技術の活用指導力の向上、学校サポート体制の充実、家庭及び地域にお
ける学習支援等、有害情報対策や情報モラル教育の推進、児童生徒の情報活用能力の向上、社会
教育施設の活用、放送大学・e ラーニング等によるリテラシー教育、の具体的取り組みが挙げら
れた。
また、「3．新市場の創出と国際展開」においても、「（3）若い世代の能力を活かした新事業の
創出・展開」として、「デジタルネイティブといわれる若い世代の能力を活かせる環境を整備し、
コンテンツや情報通信技術に関する新事業の創出・展開を推進する」を重点政策として掲げ、
「高度情報通信技術人材等の育成」に「初等中等教育段階の子供たちへの取組を含め」るとして
いる。
そして、工程表では、2020（平成 32）年度までに児童生徒 1 人 1 台の情報端末による教育の
本格展開の検討・実施、2014（平成 26）年度までにデジタル教材の普及促進・教科書等のデジ
タル化、情報活用能力の向上などを挙げている。
上の「新たな情報通信技術戦略」及び 2010（平成 22）年 6 月閣議決定の「新成長戦略」に対
応して、学校教育の情報化を戦略的かつ一体的に推進するために文部省で策定されたのが、2011
（平成 23）年 4 月発表の『教育の情報化ビジョン』である。「これまでの国家戦略に掲げられた
政府目標を十分達成するに至らず、またほかの先進国に比べて進んでいるとは言えない状況にあ
る」として、2020（平成 32）年度に向けた総合的な推進方策がまとめられた。ここでは、「教育
の情報化」は情報教育、教科指導における情報通信技術の活用、校務の情報化の 3 側面を通して
教育の質の向上を目指すものであることを述べ、以下のような方策を示している。

○情報教育：子どもたちの情報活用能力の育成
・新指導要領の円滑かつ確実な実施
・情報活用能力育成のための教育課程についての実証的な研究
○情報通信技術の活用：情報通信技術を効果的に活用したわかりやすく深まる授業の実践等
・デジタル教科書（指導者用、学習者用）の開発等
・電子黒板の活用
・デジタル教材コンテンツの開発
・超高速校内無線 LAN 環境構築（将来的にはクラウド・コンピューティング技術の活用）
○校務の情報化：情報共有化によるきめ細やかな始動、教員の校務の負担軽減
・校務支援システムの普及
・必要な教育環境の標準化の推進
・クラウド・コンピューティング技術の活用
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電子黒板とは指導者用デジタル教科書を提示して指導するためのものである。平成 21 年度補
正予算「電子黒板を活用した教育に関する調査研究」事業で、各都道府県および政令指定都市か
ら推薦を受けた全国 115 校の小中学校の全教室に電子黒板を導入し、ICT を活用した「わかる授
業」を実現するための効果的な活用方法に関する調査研究を実施している。
また、「児童生徒 1 人 1 台の情報端末」には、「携帯性に優れた高機能な情報端末」7）が想定さ
れ、期待される機能の例8）として「安全な環境でインターネット、ウェブカメラ、メール、SNS
を通じて（略）コミュニケーションを行うとともに（略）交流を行うことができる機能」「安全
な環境でウェブサイトを検索できる機能」「デジタルカメラやビデオ等を活用して情報収集を行
うことに資する機能」が挙がっている。
デジタル教科書としては、「音声再生機能、動画アニメーションや立体画像を示す機能、文字
画像の拡大機能、録音機能、表・グラフ・作図・描画機能、書き込み、マーキング、ハイライト
機能、学習履歴の把握、分析機能、辞書、参考資料機能、教材の全体や関連する他の教材を閲覧
する機能、編集採点機能、習熟度別学習・自学自習に資する機能」が期待されている9）。情報機
器の現状では、タブレット型の情報端末がそれに適した機器といえる。

3. 2

学校図書館の充実策

3. 2. 1

学校図書館図書整備計画と学校図書館法改正

学校図書館については、1953（昭和 28）年の学校図書館法制定以後、司書教諭の配置に関す
る附則についての議論がおこったが実を結ぶことはなく、1954（昭和 29）年公布の「学校図書
館司書教諭講習規程」が 7 科目 8 単位でしかも経験年数による科目や単位の減免措置があって司
書教諭育成が十分でないという問題もまた放置された。
学習指導要領においては、1958（昭和 33）年改訂から学校図書館が登場しているものの、特
別活動における利用指導や心を育てるための読書といった位置づけであった。「新しい学力観」
に基づいて学校図書館が位置づけられたのは、1989（平成元）年改訂（1992（平成 4）年度から
実施）された学習指導要領からである。総則に全教科にわたる配慮事項として「学校図書館を計
画的に利用しその機能の活用に努めること」（下線：引用者）という規定が登場した。
1993（平成 5）年には、公立小学校ならびに中学校の学校図書館の所蔵すべき図書の数量とし
て「学校図書館図書標準」が定められ、貧弱であった学校図書館蔵書をそれに向けて 1.5 倍にす
る「学校図書館図書整備 5 ヵ年計画」が立てられた。1993（平成 5）年度から 1998（平成 10）
年度の 5 年間にわたって総額約 500 億円を地方財政措置するものであった。
学校図書館図書整備計画はその後 2002（平成 14）−2006（平成 18）年度、そして 2007（平成
19）−2011（平成 23）年度にわたっても打ち出される。しかしいずれも図書冊数をその整備指標
としており、図書以外のメディアへの言及はなかった。2012（平成 24）年度からの「新学校図
書館図書整備計画」（2012（平成 24）−2016（平成 28）年度）で、図書の整備に加えて、はじめ
て、資料としての新聞の整備ならびに学校司書の配置について財政支援が提示されている10）。
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ただし、いずれの時期の計画においても、図書整備の指標は、1993（平成 5）年制定の「学校
図書館図書標準」のままである。また、この財政支援はいずれも使途を特定しない地方財政措置
であった。これまでの結果を見る限り、実際にはそれがすべて学校図書館整備に充てられたか不
明な例が少なくない11）ことには、注意を要する。
一方、1953（昭和 28）年の学校図書館法制定直後から問題となっていた、司書教諭の未配置
を許容する「附則」がようやく 1997（平成 9）年に改正され、12 学級以上の学校には 2003（平
成 15）年 4 月から司書教諭が配置されることとなった。これに伴って、1998（平成 10）年学校
図書館司書教諭講習規程が改定され、司書教諭講習科目が 5 科目 10 単位へと名称・内容ともに
一新された。「図書以外の資料の利用」（1 単位）が拡大・再編して 2 単位科目となった「情報メ
ディアの活用」は、「学校図書館における多様な情報メディアの特性と活用方法の理解を図る」
ことを目的として、（1）高度情報社会と人間、情報の発達と変化、（2）情報メディアの特性と選
択、（3）視聴覚メディアの活用、（4）コンピュータの活用、（5）学校図書館メディアと著作権を
内容としており、情報社会への対応を図っている。学校図書館を掌る司書教諭について、コンピ
ュータを用いたデータベース等の利用やその他高度情報社会に対応する教育の必要性が認識され
た表れといえる。
3. 2. 2

文部科学省による推進事業

文部科学省は、図書整備計画による資料充実以外にも、学校図書館に向けた事業を展開してい
る。1995（平成 7）年度から 2000（平成 12）年度の補助事業は「学校図書館情報化・活性化推
進モデル地域事業」で、「学校図書館に様々な情報ソフト及び情報手段を整備し、公共図書館等
のネットワーク化を図ることによって、学校図書館の活性化に資する」ことを目的としたもので
ある。1995（平成 7）−97（平成 9）年度に 5 地域、1996（平成 8）−98（平成 10）年度に 3 地域、
1998（平成 10）年−2000（平成 12）年度に 72 地域が補助を受けて事業を展開した12）。
その後、この学校図書館の充実に関する補助事業は「学校図書館資源共有型モデル地域事業」
（2001（平成 13）−03（平成 15）年度）に引き継がれる。「学校図書館資源共有型モデル地域事
業」は、「学校図書館の蔵書情報のデータベース化、ネットワーク化による図書資料の検索・貸
出・流通システムの構築、学校図書館や蔵書を利用した教育実践の普及およびその仕組みの整
備、調整機能の整備などを柱」とする。モデル地域として 47 地域が指定され実施された13）。学
校図書館の蔵書のデータベース化およびネットワーク化によって蔵書等の共同利用化を進め、蔵
書を「効果的な利用」することを目的としたものであった。
その後の「学校図書館資源共有ネットワーク推進事業」（2004（平成 16）−2006（平成 18）年
度）は、「学校図書館資源共有型モデル事業の成果を踏まえ、新たにデータベースやネットワー
クを活用した蔵書の共同利用化の促進、優れた教育実践の収集・普及、公共図書館等と連携して
教育活動等の支援を行う学校図書館支援センター機能について調査研究を実施する」ことを目的
とする。公共図書館を中心としていわゆる「物」や「情報」の共有化を推進する事業で、「学校
図書館支援センター委員会」の設置と 5 項目（蔵書のデータベース化やネットワークを利用した
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教育実践の収集、成果を普及させる取り組みの実施、公共図書館と連携し教育活動の支援を行う
こと、蔵書の共同利用とそれに伴う物流、学校図書館関係者の資質向上を図るプログラムの開発
と共有化）についての調査研究が義務付けられたこの事業には 34 地域が指定された14）。
この事業は、2007 年度からは「学校図書館支援センター推進事業」
（2007（平成 19）年度−2008
（平成 20）年度）となる。「指定する地域において、学校図書館の様々な取組を支援する学校図
書館支援センターを教育センター等に置き、当該センターに配置される学校図書館支援スタッフ
が、学校図書館間の連携や各学校図書館の運営、地域開放に向けた支援を行うほか、指定地域内
の各学校に配置される協力員が、支援スタッフとの連携・協力にあたることを通じて、学校図書
館の読書センターとしての機能と学習情報センターとしての機能の充実・強化が図られるよう、
15）で、2006（平成 18）
学校図書館支援センターの在り方について調査研究を行うもの」
−2009

（平成 21）年度に 36 地域で学校図書館支援センターを配置した。この事業の結果についての調
査16）では、低予算のため協力員配置ができず支援センターだけで進行した地域があったり、事業
終了後 6 割の自治体が支援センターを廃止したという調査結果や、学校図書館にかかわる「人」
の必要性への認識が深まる成果はあったものの、学習指導や読書活動を支援する役割よりも「資
料の物流が重要視」され、学校図書館の支援の段階でとどまって学校全体または教職員を支援す
るところまで深化させていない、などの見解が示されている。
この後 2009（平成 21）年度に開始した「学校図書館の活性化推進総合事業」では、具体的な
学校図書館機能の充実をはかる方向を前面に打ち出した。「学校図書館に対する新たな社会的要
請に応えるため、学校図書館機能の活用高度化に向けた実践的な調査研究を行う」ことを目的と
して、以下のようなプロジェクトを掲げていた17）。
・「学び方を学ぶ場としての学校図書館機能強化プロジェクト（18 地域）」
・「教員のサポート機能強化に向けた学校図書館活性化プロジェクト（18 地域）」
・「地域に根ざした学校図書館の放課後開放プロジェクト（18 地域）」
・「学校を中核とした『子ども読書の街づくり』推進プロジェクト（10 地域）」
このうち特に 1 の「学び方を学ぶ場としての学校図書館機能強化プロジェクト（18 地域）」
は、「学校図書館は、児童生徒の自発的、主体的な学習活動を支援し、教育課程の展開に寄与す
る「学習情報センター」としての機能を果たし、学校教育の中核的な役割を担うことが期待され
ている」という前書きのもと、
ⅰ）児童生徒の興味・関心を一層高め、知る喜びを実感させる効果的な「調べ学習」を行う際
の学校図書館活用のノウハウ
ⅱ）各教科における学校図書館を活用した言語活動等の効果的な取組
ⅲ）学校図書館利用指導から情報活用能力指導への発展的充実
ⅳ）学校図書館における学びのサポート体制の整備の在り方
など、取組についての調査研究の実施計画によって、地域を指定するものであった。
学校図書館の学習情報センターという機能に注目していること、学校図書館が「情報能力活用
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指導」にかかわる機関でありそれにむけて発展充実させる必要が明記されていることは注目すべ
き点といえる。
「学校図書館の活性化推進総合事業」は 2009（平成 21）年度限りで廃止され、2010（平成 22）
年度からは、「確かな学力の育成にかかる実践的調査研究のメニューとして、学校図書館の有効
な活用方法に関する調査研究を実施していく」18）となっている。

4 「情報化」の現状

4. 1

児童生徒とデジタルメディア

最新の情報流通インデックス19）（2011（平成 23）年 8 月公表）によると、2009（平成 21）年
度の日本国内の「流通情報量」（受信された情報量×単位情報量）は 7.61×1021 ビット（1 日当た
り DVD 約 2.9 億枚相当）、「消費情報量」（利用時間×単位認知情報量）は 2.87×1017 ビット（1
日あたり DVD 約 1.1 万枚相当）であった。流通情報量は過去 9 年間の推移をみても常に右肩上
がりの増加を見せており、2001（平成 13）年度と比べて約 2 倍となった（表 1）。
インターネットは、1992（平成 4）年サービス開始と同時に計量対象となったメディアであ
る。情報流通センサス20）ならびに情報流通インデックスでその推移をみると、サービス開始から
一貫してその情報量は拡大を続けており、流通情報量・消費情報量ともにメディア全体の情報量
よりもその伸び方が大きい。また、2007（平成 19）年には流通情報量で、2008（平成 20）年に
は消費情報量でも印刷・出版を上回って、その差は拡大傾向にある。インターネットは流通情報
量の拡大を牽引した重大要素といえる。
総務省「通信利用動向調査」21）によれば、2011（平成 23）年のインターネット利用者は 9,610
万人、人口普及率は 79.1％ となった。2001（平成 13）年と比較すると、インターネット利用者
表1

流通情報量及び消費情報量の伸び

流通情報量

（単位：ビット）
消費情報量

年度

全体

対前年 インター 対前年
度比
ネット
度比

印刷・
出版
3.68E＋19

対前年
度比

全体

対前年 インター 対前年
度比
ネット
度比

印刷・
出版

2.63E＋17

1.42E＋16

3.07E＋16

対前年
度比

2001

3.83E＋21

9.00E＋17

2002

3.85E＋21 100.5％ 2.47E＋18 274.4％ 3.67E＋19 99.7％ 2.63E＋17 100.0％ 1.48E＋16 104.2％ 2.88E＋16 93.8％

2003

3.89E＋21 101.0％ 6.01E＋18 243.3％ 3.62E＋19 98.6％ 2.69E＋17 102.3％ 1.81E＋16 122.3％ 3.18E＋16 110.4％

2004

4.02E＋21 103.3％ 1.36E＋19 226.3％ 3.67E＋19 101.4％ 2.70E＋17 100.4％ 1.91E＋16 105.5％ 3.03E＋16 95.3％

2005

4.36E＋21 108.5％ 2.07E＋19 152.2％ 3.65E＋19 99.5％ 2.68E＋17 99.3％ 2.06E＋16 107.9％ 2.81E＋16 92.7％

2006

4.97E＋21 114.0％ 2.92E＋19 141.1％ 3.56E＋19 97.5％ 2.68E＋17 100.0％ 2.18E＋16 105.8％ 2.89E＋16 102.8％

2007

5.96E＋21 119.9％ 3.77E＋19 129.1％ 3.50E＋19 98.3％ 2.75E＋17 102.6％ 2.65E＋16 121.6％ 2.86E＋16 99.0％

2008

7.12E＋21 119.5％ 4.61E＋19 122.3％ 3.34E＋19 95.4％ 2.91E＋17 105.8％ 4.12E＋16 155.5％ 2.73E＋16 95.5％

2009

7.61E＋21 106.9％ 6.45E＋19 139.9％ 3.07E＋19 91.9％ 2.87E＋17 98.6％ 3.38E＋16 82.0％ 2.48E＋16 90.8％

2009年度
／2001年度

1.99

71.67

0.83

1.09

2.38

0.81

（「我が国の情報市場の実態と情報流通量の計量に関する調査研究結果（平成 21 年度）−情報流通インデックスの計量」
（2011. 8）より

― ２５ ―

数はこの 10 年間で 1.69 倍になり、利用率も 36.2 ポイントの上昇であった。
インターネット接続の利用端末は、2010（平成 22）年ではパソコン・モバイル端末（携帯電
話・PHS 等）併用」が最も多く 6,495 万人（68.6％）パソコンからのみが 1,509 万人（15.9％）、
モバイル端末からのみが 744 万人（7.9％）、パソコン、モバイル端末、ゲーム機、TV 等のいず
れもが 630 万人（6.7％）であった。2001（平成 13）年から比べると、モバイル端末利用者の割
合が増加している。スマートフォン発売や Google および Yahoo の検索サービス開始の影響もあ
るとみられ、2010（平成 22）年では、携帯電話の利用率は 73.6％ とパソコン 67.4％ を上回っ
た。
インターネット利用率（個人）を年齢階級別にみると、2011（平成 23）年、6−12 歳では 61.6
％だが、13−19 歳になると 96.4％ と、20−49 歳の年齢階級と変わらない高率を示している。
さらに直近の別の調査によれば、スマートフォン利用率が急速に伸びており、2012 年現在で
は調査対象の約 2 割がスマートフォンを所有するという結果になっている22）。
23）は、インターネットの社会基盤化を背景に、ユビキタスネット
『平成 24 年度情報通信白書』

環境が完成し、ビッグデータ活用と融合して「スマート革命」が起こったとして、2015 年には
世界の携帯電話の 51.8％ がスマートフォンを占めるようになると予想している。さらに、スマ
ートフォンへの移行によって動画配信や音楽配信の利用率・集中度が拡大したことを示した。CD
や DVD などパッケージ系の電子資料が、ネットワーク系に移行していることを意味する。
なお、2010 年までの調査では、20 歳以下の年齢階級では、パソコンの利用率が携帯電話より
高かったが、これは学校教育の場ではパソコンが用いられ、逆に携帯電話の学校内持ち込みを禁
止するケースが多い24）ためと考えられる。しかし、最近の高校生対象の調査25）によれば、多くの
高校生が何らかのモバイル端末を所有し、従来型の携帯電話の使用率が減少している（2011 年
81.1％→2012 年 72.2％）のに比して、スマートフォン使用率の急増（同 14.9％→39.2％）がみら
れる（図 1）。
（％）

出典：リクルート「高校生の web 利用状況の実態調査」2012
図1

高校生の情報機器使用
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表2

パソコン・携帯電話の利用目的

パソコン

（％）

携帯電話・スマートフォン

調べもの

96.0

メール

98.9

メール

87.3

電話・チャット

94.6

映像鑑賞・視聴

85.6

写真撮影

83.0

音楽鑑賞

83.9

調べもの

77.5

コミュニティサイトへの参加

74.0

コミュニティサイトへの参加

67.6

リクルート「高校生価値意識調査 2012」より
表3

自宅での利用コンテンツ

寝室での利用

（％）
リビングでの利用

Web ページ閲覧

SNS

メール Web ページ閲覧

SNS

メール

パソコン

75.2

23.2

60.5

82.5

19.9

60.4

携帯電話

24.6

12.6

71.8

19.4

10.3

75.6

スマートフォン

63.4

35.0

70.7

61.3

28.4

68.5

タブレット

66.3

20.7

36.5

65.9

16.5

31.6

（情報メディア白書 2012 より）

総務省総合通信基盤局の高等学校 1 年生を対象とした調査26）によれば、2012 年 6−7 月現在、
保有するインターネット接続機器としては、スマートフォンが 59％（1,428 人）で、携帯電話 901
人を上回った。インターネット接続に最もよく利用する機器という設問でも、スマートフォン 48
％、携帯電話 24％、タブレット端末 1％、ノート PC 13％、デスクトップ PC 7％ と約半数がス
マートフォン利用と回答している。
スマートフォン等のモバイル端末の所有率は今後もさらに拡大する傾向が続くと予想される。
パソコンと携帯電話・スマートフォンについて、利用目的でみると、パソコン 1 位は調べもの
（96.0％）であり、携帯電話・スマートフォンでも、調べものは 77.5％ を数えた（表 2）。高校生
にとってパソコン、携帯電話・スマートフォンは調べもの・情報収集の身近な手段となってい
る。
なお、スマートフォンは当初は携帯電話の新しいかたちとして認識されたが、スマートフォン
は Web 閲覧にも多く用いられるところが、携帯電話と異なっている。Web 閲覧に関しては、ス
マートフォンは携帯電話よりむしろパソコンやタブレット端末に近いメディアといえる（表 3）。
以上から、高校生にとっては、メールに利用するパーソナルメディアとしての携帯電話がスマ
ートフォンに替わることによって、調べものの手段としての利用も増大する、そして操作性や利
用目的がスマートフォンに似るタブレット端末は、高校生にとってスマートフォンと同様の親和
性をもつメディアとなる、ということが予想される。
そして、過去のインターネット利用層の拡大状況からみても、上のような傾向は、今後低年齢
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化が進み、中学生、小学生においてもスマートフォン、タブレット端末の利用が拡大していくと
みられる。
なお小中高生に身近な電子メディアとして、電子辞書が挙げられる。
電子辞書はデジタル教科書や電子書籍の出現より先んじて既に 1979 年から発売されてきた。
「手書き文字入力」「音声出力」「カラー化」「ワンセグ TV 搭載」など、技術的な革新の影響もあ
って、2007 年には 280 万台 463 億円と大きく伸長した27）。2011 年の実績は 324 億円（対前年比
28）となっている。
94.0％）台数 202 万台（前年比 87.8％）

電子辞書は、事務機械として電子書籍とは別の取扱がされている。しかし、教育現場では、紙
の辞書か電子辞書か、という選択が迫られていることも少なくない。そして現実的には、かなり
の高率で電子辞書が普及しており、児童生徒の間で多く利用されている。
2011 年 4 月の調査では全体の 3 割が所持しており、10 代は 8 割を超えていた29）。小学生にお
いても、たとえば、進学塾に通う小学六年生の 43％ が電子辞書を使用し、うち半数以上が自分
の電子辞書を所持するという調査結果30）もある。高専学生を対象にした調査31）では、紙から電子
へ移行する学生が多いこと、電子辞書の使用頻度は紙の辞書の使用頻度よりも一般的に高いこと
などが指摘されている。
該当箇所だけを検索し参照するという参考図書としての機能の使い方は、文脈によらずピンポ
イントの情報にヒットしてそれを表示する電子媒体のあり方と合致している。そこに、携帯の手
軽さや検索処理速度の速さが加わって、デジタルメディアによる参考図書機能は今後も需要が伸
びると予想される。

4. 2 「教育の情報化」からみる学校図書館とその現状
学校教育現場の「情報化」の現状を示す「「教育の情報化」に関する調査」は 1988（昭和 63）
年に調査が開始されている。
32）によれば、学校へのコンピュータ配置は、コンピュー
最新の「教育の情報化に関する調査」

タ専用教室を中心に整備が進み、2012（平成 24）年 3 月現在、教育用コンピュータ 1 台あたり
の児童生徒数は 6.6 人、普通教室の校内 LAN 整備率 83.6％（うち無線 LAN 整備 23.7％）とな
っている。
また、「教育の情報化ビジョン」に明記された電子黒板については、2009（平成 21）年度補正
予算「電子黒板を活用した教育に関する調査研究」事業での 115 校での調査研究以降、整備率は
急速に伸びをみせ、2012（平成 24）年 3 月 1 日現在 73,377 台、公立学校の 72.5％ に配置されて
いる。デジタル教科書は 2012（平成 24）年 3 月現在、平均 22.6％ の普及率で、前年同月が 13.5
％であったことから、全国的に整備率の上昇がみられる33）。
さらに、教材等の情報の保存やサービスの提供をネットワーク上に求め実行するクラウド・コ
ンピューティングが、教育界でも私企業との協力によって敷衍する方向にある34）。
一方、
「教育の情報化」として推進されてきた政策の中での学校図書館の扱いをみてみると、2002
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（平成 14）年の『新・情報教育の手引』では、1997（平成 9）年の臨教審答申を受けて、「第 5 章
情報通信環境の整備」の「第 1 節

コンピュータ等の整備「3．教育用コンピュータの配置」

で、学校図書館の項を設けて、学校図書館については「いろいろなメディアを兼ね備えたメディ
アセンターとしての機能を強化」「学習情報を利用できるよう整備を進め」「蔵書のデータベース
化を進め」ることが必要とされ、司書教諭は「教育推進の一翼を担うメディア専門職」「メディ
アを活用した学校教育の展開について中心的な役割」と位置づけられていた。
しかし、その後 2009（平成 21）年・2010（平成 22）年に改訂された情報教育の手引書『教育
の情報化に関する手引』では、司書教諭について情報教育の推進者としての記述はされておら
ず、また学校図書館を情報教育の拠点とする視点は希薄であった35, 36）。
学校図書館のコンピュータ整備状況は、2005（平成 17）年度結果によれば、学校図書館（室）
数 39,503 室のうち、コンピュータ整備済みは 18,900 室（割合 47.8％）、LAN 接続は 21,635 室
（割合 54.8％）で、コンピュータ現有数 48,099 台、LAN 接続台数 39,009 台、インターネット接
続台数 30,9874 台であった）であった。しかし、2006（平成 18）年度から、設置場所別の統計
は、コンピュータ教室、普通教室、特別教室等、その他の 4 分類で表示されるようになった。学
校図書館は「特別教室等」
（教科専用の教室（理科室、音楽室等）及び準備室、多目的教室（新
世代型学習空間等）
、特別支援学級教室、視聴覚室、実習室、学校図書館（室）、進路資料・指導
室、自立学習室及び準備室、保健室・教育相談室（心の教室））に一括されており、学校図書館
のコンピュータ設置状況は、現在統計結果からは読み取れない状況にある。
蔵書のデータベース化については、
「学校図書館の現状に関する調査」において毎年調査結果
が報告されている37）（表 4）。小学校、中学校、高等学校のいずれにおいても、約 10 年の間に蔵
書のデータベース化は進んだといえるが、それでもまだ小中学校では半分の学校でまだデータベ
ース化されていない。内訳をみれば、全蔵書がデータベース化されているのは、最新の調査（2010
（平成 22）年 5 月現在）においてもデータベース化していると回答した学校のうち 50−60％ に過
ぎず、全体からみれば 3−4 割の学校でしかコンピュータ目録を用いて自館の蔵書検索が行えな
い状況である。蔵書検索が可能であることは、情報利用の第一歩であり、図書館の基本的な機能
として、早急に整備が図られる必要がある。

表4

蔵書データベース化の進展

（実施校割合：％）

2000.3月末 2002.3月末 2003.3月末 2004.5月末 2005.5月末 2006.5月末 2007.5月末 2008.5月末 2010.5月末
小学校

7.4

17.4

23.4

29.7

33.9

37.6

41.1

44.5

51.2

中学校

8.6

18.2

23.9

30.1

34.1

38.5

40.7

44.7

50.7

高等学校

33.4

42.2

55.5

64.2

68.2

71.6

75.7

77.9

84.3

文部科学省「学校図書館の現状に関する調査」より作成
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5

5. 1

考察：デジタル化と学校図書館

情報教育と学校図書館政策の整合の必要性

情報化に関しては、国を挙げて政策が取られてきた。教育における情報化政策は、学校へのコ
ンピュータやネットワークというデジタル情報機器の整備が主であった。
その背景には、日本の情報教育は職業教育としての情報処理教育から始まったため、利用重視
・技術中心志向で進められてきたことがある。現行の高等学校「情報」授業が科目としての定着
がしにくい理由として、指導内容が操作に偏って実習科目としての扱いで入試科目に採用されな
いという問題の指摘がされていることからも、その傾向は現在まで存続してきた38）ことがわか
る。
「情報教育」の実際の学習の場としては、デジタル情報が扱えるコンピュータが設置されてい
る場所、すなわちコンピュータ室・情報処理室が想定され、学校図書館はそこに含まれていな
い。
「教育の情報化」政策により作成された「情報教育の手引」では、2002 年策定分では、学校図
書館がメディアセンターであり司書教諭がメディア専門職であるという位置づけがされていたも
のの、2009 年策定分（小中学校の暫定版）では司書教諭の語は登場せず、2010 年策定で記載が
みられたものの情報教育主担当者としての扱いではない。さらに今後の「情報教育の指針」とし
て策定された『教育の情報化ビジョン』においても、学校図書館の取り上げ方は校務としての様
相が強く、また工程表に学校図書館蔵書データベース化の具体的な数値目標がないなど、情報教
育において学校図書館が強く認識されているとは言いがたい39）。
学校図書館については、学習指導要領において全教科にわたる配慮事項として「学校図書館を
計画的に利用しその機能の活用に努めること」という規定が 1989 年の学習指導要領総則に登場
して以後、1998 年、2008 年の改訂後も継続して引き継がれている。文部科学省による学校図書
館に関する機能に関する文書で、学校図書館は学習センター・情報センターであり読書センター
であるという位置づけがなされている。
40）では、学校図書館の情報化について
また、2008 年策定の子ども読書活動推進計画（第二次）

は、「コンピューターを整備し、学校図書館図書情報をデータベース化したり、他校の学校図書
館や図書館等とオンライン化したりすることにより、自校の学校図書館のみならず、地域全体で
の図書の共同利用や各種資料の検索、多様な興味・関心にこたえる図書の整備等が可能となる」
として、「学習指導に用いる公立学校の教育用コンピューターの整備については、従来から地方
交付税措置による整備が進められており、学校図書館等への効果的な配置を進める。また、学校
図書館、コンピューター教室、普通教室、特別教室等を校内 LAN で接続し、学校内のどこにあ
っても学校内外の様々な情報資源にアクセスできる環境の整備にも努める」「学校図書館の情報
化を推進し、他校の学校図書館や地域の図書館等との連携を通じて、学校図書館資料の共同利用
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や学校を越えた相互利用の促進・普及を図る」としていた。
ただし、文部科学省によって、「学校図書館情報化・活性化推進モデル地域事業」に始まる一
連のモデル地域指定補助事業が実施されたものの、当初掲げられた「学校図書館の情報化・活性
化」は、図書館蔵書や人材の乏しさを他機関との連携協力で補完する目的によって、主として他
機関との物的なネットワーク構築を主眼として推し進められてきたものであった。また、学校図
書館の蔵書データベース化が小中学校ではいまだ半数の学校でしか実現できておらず、国からの
費用の終了とともに事業も終了する例があるなどしている。繰り返し地域指定を受けた一部の地
域で効果は見せたものの、学校図書館全体の潮流になったとは言いがたい。
蔵書データベース化は、現況からみれば、学校図書館蔵書データベース化は引き続き推進され
るべき事項である。そしてこれは、コンピュータ整備があってこその事業であり、学校図書館の
コンピュータ整備や LAN 接続、インターネット接続ときわめて密接な関係にある。
学校全体では情報化政策によりデジタル黒板の設置や、コンピュータ室のコンピュータ整備が
進んでいる。しかし、学校図書館のコンピュータ整備に関しては、他の特別教室と一括されて報
告されるのみである。
学校図書館の基盤整備や機能の充実を取り上げて補助事業を行ってきた意味合いから考えて
も、学校図書館の蔵書データベース化ならびにコンピュータ具備や LAN 接続、インターネット
接続は緊急の問題として意識され、報告されて、学習情報センターとしての機能が果たせるよう
点検され対策がなされるべきであろう。
なお、利用重視・技術中心の「情報」観は、新たな技術でありそして情報爆発を牽引したイン
ターネット経由のデジタル情報に視点が偏りがちである。
一方、教育の場で長らく用いられてきた「情報」源は、図書を代表とする印刷メディアであ
り、それを補完する視聴覚資料として録画資料としてのビデオや DVD、また音声メディアとし
ての CD、そして放送メディアがあった。印刷メディアや視聴覚資料は図書館資料として、学校
図書館で収集が図られてきた。放送メディアは教育の場では録音・録画して利用されることが多
く、その媒体はテープから DVD に移行してきた。他の視聴覚資料も電子化が進み、さらに近年
ではパッケージ系資料を所有・所蔵するよりもインターネット上に置かれたそれにアクセスする
ことが多くなっている。しかし、印刷メディアは、一部電子書籍として電子化されたものがある
ものの、圧倒的な歴史と蓄積をもつ印刷メディアのもたらす情報全てが電子化されたわけではな
く、その割合は微小な段階である。そしてまた、印刷メディアは信頼性・保存性が高く、また高
い通覧性を持つ点も、電子メディアと大きく異なるといえる。
現在推進されようとしている「教育の情報化」に関して、情報化の指標として発表されるの
は、コンピュータ整備やネットワーク整備の状況に限られており、すなわちデジタルデータを扱
う機器や環境だけが、情報環境の整備対象として認識される傾向にある。
しかし、インターネット以外のメディア、印刷メディアからもたらされる「情報」もまた、活
用すべき「情報」である。学校に従来から置かれてきた情報・資料の集積地である学校図書館の
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機能をさらに発展させ、活用することが、情報リテラシー育成に必要なことといえる。
「教育の情報化」からの政策と、学校図書館の整備に関する政策に整合性をもたせて、情報化
政策の面からも学校図書館の積極的な活用が図られるよう望むところである。

5. 2

これからの学校図書館に求められるもの（提言）

児童生徒の情報化の現状をみると、中高生は成人と同じまたはむしろ先んずる程のメディア利
用状況であり、現在既に兆候がみえているように今後スマート化が進行する。スマートフォンは
従来の携帯電話機能に加えて、インターネット検索にもなじみやすい機器である。また電子辞書
の隆盛からもいえるように、「調べる」作業にデジタル機器を用いることに慣れており、よって、
中高生のインターネット検索やデジタル情報利用がますます進むと予想される。
市川41）は、今日のデジタルメディアでは、キーボード打ち込みの簡便さや電子画面の簡便さ
（認識を確かめないままに次から次へと情報が与えられる）が、コミュニケーション能力の弱さ
に象徴される問題を生み出す危険性があると指摘し、視聴したものを意味あるものとして定着さ
せるためには、「多様な視点から捉えたことをつき合わせて、必要なら再度、見直しをして事実
を確かめ、その背後にある意味を究め、子ども一人ひとりが自分なりに理解を図る」活動が必要
で、その時間・場が必要であるという。
デジタル情報・インターネット情報源の利用が増えることが予想される児童生徒に対して、デ
ジタル情報源の検索や情報利用について教育することはますます重要になってくるといえる。
情報利用に関しては、さまざまな情報源の「多様な視点からとらえた」情報を横断して見比べ
る必要がある。「情報」を総合的に通覧し確かめるには、図書館は最適の機関である。
学校図書館は既に学習情報センター機能が唱えられている機関であるが、情報教育の面からも
真の学習情報センターとして機能させるために、以下を提案する。
1）デジタル情報源も含めた「信頼できる情報源」を学校図書館から積極的に提供すること
デジタル教科書にもたせる機能として、辞書・参考資料や他の教材を閲覧する機能があがって
おり、これはすなわち辞書等のレファレンス情報源や他の教材等インターネット情報源へのリン
クが想定される。電子辞書に親しみ、PC やタブレット型端末、そしてスマートフォンでも、調
べものに高校生が利用している現状からみて、この面の利用はスムーズに浸透することが予想さ
れる。
インターネット情報源は、その情報提供のハードルが低いことから、偏った情報や事実と異な
る情報など問題の多い情報が低くない確率で含まれている。
小中高生の情報利用に関して、児童生徒の学習段階にあわせた、確実な情報源を利用すること
ができるよう、教育をする側が予め準備しておくことが重要である。学校図書館は、学習のため
の確かな情報源としての図書・雑誌等の資料やパンフレット・リーフレットや切抜き等のファイ
ル資料を確実にそろえておくだけでなく、それらの情報への道筋を用意しておくことが求められ
る。
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学習に役立つ図書の目録や雑誌記事の索引ならびにファイル資料の目録等、情報に関する情報
を整備する。パスファインダーの作成は学校図書館の積極的な活動として既に提唱されている
が、ちらしやリーフレットのかたちだけでなく、オンライン上で利用できるデジタルコンテンツ
にしておけば、これからのデジタル教科書やネット情報を用いた授業時にも活用できるものとな
る。
さらに予め推薦できる信頼性の高いインターネットサイトをリストアップして、それらへのリ
ンク集を作成して提供することも重要である。そこには、有料でも確実な情報が得られる情報源
を用意しておくことが含まれる。
新聞については、2012（平成 24）年度から購読のための補助が予算措置されている。重量・
感触がある印刷メディアとしての新聞を体験させることも重要ではあるが、検索機能の高い新聞
データベースを用意することもぜひ考慮したいことといえる。
また、ネット上の信頼できる情報源として、百科事典等の印刷メディアの参考図書に匹敵する
サイトも含まれる。検索が容易で持ち運びに労力の少ない電子辞書の隆盛は先に見たとおりであ
り、更新性のあるインターネット上のレファレンス情報源の必要性は高まるだろう。
児童用オンライン百科事典を調べ学習に用いた事例42）が報告されており、この授業はオンライ
ン事典の利点を活用した好例といえよう。通常、児童生徒が手に取れる印刷メディアは、学校図
書館の所蔵数に他所から借り受けたものを加えた冊数しかなく、クラスでの学習はせいぜい数人
のグループに 1 冊で、全員が同様に手にとれるようすることに苦労をすることが多い。しかし、
オンライン事典の場合は、予め契約数を設定しておけば、クラス全員が 1 人 1 人ずつ事典を「利
用」することができる。オンライン事典には、検索が早く、リンク先に飛ぶことが容易であると
いうメリットもある。さらに実験ではタブレット端末を利用して、数人のグループでそれを拡大
して確認する作業をしたことも報告されており、これもデジタルメディアの利点を生かした利用
法といえる。
学校図書館の側から、インターネット情報源も含めた「信頼できる情報源」の情報収集・情報
提供に積極的に取り組む姿勢が必要である。
2）授業時に使用されたコンテンツを用意して「見直し」「確認」の機会・場を提供すること
情報は、仔細に捉えて確認し理解を図ることをしてこそ初めて、真の理解・追究につながる。
それには、自身の理解の速度に合うだけの時間が必要である。
デジタルメディアによる情報は、一般に情報量が多い。それを自身の理解のペースをこえた速
さで提示されると、一つ一つの吟味がなされないまま、結局一方的に受け取るだけに終わってし
まいがちになる。
学校図書館は授業支援の場として、授業時に使用されたコンテンツをあとで見直し確認するこ
とのできる場であり、またそこからさらなる追究ができる場でもありたい。
それには授業時に使用されるコンテンツが授業後も利用できるよう準備を図るとともに、それ
から派生するさまざまな広がりにも対応できるさまざまな情報源を用意しておくことである。授
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業で提供されたコンテンツがインターネット上の情報であっても、それは実は印刷資料で提供さ
れていることも少なくない。逆に、印刷資料と同様の情報が、インターネット上でも提供されて
いてその後の利用がしやすいという場合もある。メディアの枠にとらわれない、さまざまなかた
ちの情報を提供していくことが必要である。
3）学習段階に合致した情報を提供し、読解して理解を深める学習を支援すること
現代の児童生徒はまさに生まれたときからデジタル機器に慣れ親しんできた、デジタルネイテ
ィブといえる。デジタルネイティブやネオ・デジタルネイティブ43）の行動特性として、言語処理
より映像処理の優先が挙げられている44）。生まれたときから多くの情報量に囲まれているが、情
報を画像でとらえると言語が提示されても言語としての理解がされず、浅いレベルの理解や「わ
かったつもり」で終わる危険性につながる。
紙の本と電子本の記憶に関する実験では、紙の本のほうが、内容や細部について高い記憶の定
着性を示したという実験結果がある45）。感触や重みといった感覚的なことが記憶を強めていると
考察されている。学習における印刷メディアの優位として考慮したい点である。
さらに、印刷メディアは、学習段階にあわせた情報源の選択がしやすいという利点もある。特
に低学年の調べ学習等では重要な点であり、調べたものの理解度を超えた多量の情報を抱えて表
面的に扱って終わるよりも、理解度にあった情報を読み込んで確認し理解する体験をすること
が、本来の探究的な学習の姿といえる。
学校図書館は、学習段階・学習内容に合った、読み込み確認するに適した情報源を、印刷メデ
ィアを中心に多く揃える機関である。それだけでなく、それらを児童生徒が自身の理解度やペー
スに合わせて選ぶことができるよう支援する「人」がいることも強みである。学校図書館担当者
である司書教諭や学校司書は、学習に適した学校図書館メディアを選定し具備し、それらを用い
て、他の教職員と連絡を取りながら、児童生徒一人ひとりの学びに積極的に寄り添いアドバイス
できるようすることが肝要である。

ま
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情報化の潮流と教育における施策の流れを概観し、学校図書館での「情報化」に関する施策を
整理し、「情報化」の現況を確認してきた。
学校教育の現場においては、国の情報化政策ならびにそこからトップダウンで具体化した「教
育の情報化」による情報化推進の流れと、子ども読書活動推進計画を含めた学校図書館整備の流
れの 2 つが見られる。
「学校図書館」整備の観点からは、読書センターのみならず、学習情報センターとしての観点
から、その整備が取り上げられ、おもに資料の整備（学校図書館蔵書の充実）についての施策が
実施されてきた。また、学校図書館を「情報能力活用指導」にかかわる機関として発展充実させ
る必要を示していたことは注目すべき点といえる。ただし、一連のモデル地域補助事業は、一部
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地域の充実をもたらしたものの、学校図書館全体に好影響をもたらしたとまでは言えず、蔵書の
データベース化等にはまだ課題があるといえる。
一方、「教育の情報化」からの整備策においては、学校図書館について情報教育実践の機関と
しての認識が現在は低い状況がみられた。
「教育の情報化」からの政策と、学校図書館の整備に関する政策に整合性が取れていないとこ
ろに問題がある。情報化政策の面からも学校図書館の積極的な活用が図られることが望まれる。
学校図書館を真の情報センターとして機能させるために、学校図書館から積極的に信頼できる
情報源を提供すること、授業時に用いられたコンテンツの確認・見直しに対応できるようするこ
と、読解による理解を深める学習の支援をすることが提案できる。これらの提案はいずれも学校
図書館メディアと学校教育内容をよく理解し、現状に即して各種情報源を把握して学校内の教職
員との連携に努める「人」なくしては実行できないものであり、学校図書館にかかわる人材が充
実することが必要条件といえる。
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能や教務／学籍／保健関係の事務作業を効率化する「校務システム」教師向けの「授業シナリオ作成
ツール」などの機能を提供する試みを実施している。内田洋行も「ウチダ教育クラウドサービス」お
よび、「フューチャークラスルーム」の提供を 2011 年 12 月に発表している。
３５）米谷優子，北克一「教育の情報化」と学校図書館の役割：『教育の情報化に関する手引』の批判的分
析から」
『図書館界』62（3）
（2012. 9）p 222−239.
３６）米谷優子，北克一「『教育の情報化に関する手引』2010 年版及び『教育の情報化ビジョン』の学校図
書館とのかかわりからの分析：「教育の情報化」の方向性に関する考察」
『図書館界』64（1）（2012. 5）
p 20−35.
３７）文部科学省「学校図書館の現状に関する調査結果について」（http : //www.mext.go.jp/a_menu/shotou/
dokusho/link/index.htm）
〈2012. 9. 27 確認〉
３８）2013 年度以降高等学校「情報」は基礎である情報 A が廃止され、情報 B と情報 C が再編されて、情
報の教育内容の変化が注目されるが、現在のところは未知数である
３９）前掲 35）36）
４０）文部科学省「子どもの読書活動の推進に関する基本的な計画」（http : //warp.ndl.go.jp/info : ndljp/pid/
286794/www.mext.go.jp/b_menu/houdou/20/03/08031005/001.htm）
４１）市川博「デジタルメディア時代に求められる授業のあり方」（日本教育方法学会編『デジタル・メデ
ィア時代の教育方法』
）2011

p 126−139.

４２）梅津健志，飯田建「オンライン百科事典「ポプラディアネット」：学校における活用事例」『情報管
理』Vol.54 No.6（2011. 9）p 325−334.
４３）96 年以降生まれをデジタルネイティブのさらなる進化系としての新世代として、橋元良明らは「ネオ
・デジタルネイティブ」と呼ぶことを提案している（橋元良明ほか『ネオ・デジタルネイティブの誕
生』ダイヤモンド社

2010）

４４）藤原幸男「デジタルメディア時代における子ども像の進化」（日本教育方法学会編『デジタル・メデ
ィア時代の教育方法』
）2011

p 12−24.

４５）Morineau, T et al. The emergence of the contextual role of the e-book in cognitive process through an ecological and functional analysis
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園田学園女子大学運動部在籍学生の
体力及び運動能力の現状と課題
──2010 年度新体力テスト結果より──
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言

近年の文部科学省の体力・運動能力調査（2007、2008）によると、握力についてはほとんど変
化がみられないが、走、跳、投能力にかかる項目は、体力水準が高かった昭和 60 年頃と比較す
ると、依然低い水準にある。しかしながら、2007 年の調査では、青少年（6〜19）の体力・運動
能力は「低下の傾向を示していない」ことが示され、2008 年には「小学生高学年以上の年代で
は、緩やかな向上傾向をしめしている」ことが示された。つまり、20 年前の体力・運動能力の
水準にはほど遠いが、やや上向きに体力・運動能力が回復してき始めたといえよう。
本学においても、2005 年度以降毎年本学大学生・短期大学部生の体力・運動能力調査を実施
し、データを蓄積してきたところである。そのデータを用い、現在のところ栗原ら（2009）の研
究により本学短期大学部幼児教育学科学生の体力及び運動能力テストに関する調査報告（2007
年度）が発表され、その結果をカリキュラム等に反映させ、学生の体力、運動能力の改善が行わ
れてきた。
これまで大学生の体力・運動能力調査を行った研究には、前述の文部科学省の調査以外にも各
大学ごとに報告されてい る も の も 多くみられる（大橋ら、 2012；樋口ら、 2012 ；平野ら、
2011）。しかしながら、これらの研究は、いわゆる健康スポーツ科学の時間における受講学生を
対象者としており、その分析も受講者全員が対象であり、そこから全国平均と比較し各大学にお
ける学生の体力・運動能力の現状と課題を示しているにすぎない。
そこで、本研究においては、これまでの研究であまり見られなかった運動部在籍学生に焦点を
当て、本学運動部在籍学生の体力・運動能力テストの結果を分析し、本学運動部在籍学生の体力
・運動能力の現状とその課題を明らかにすることを研究目的とした。本学にとって、健康スポー
ツコースが新設されて以来、年々運動部に在籍する学生の増加、活動の活発化により、競技成績
の向上を目指す学生が多くなった現状がある。本研究において得られた結果は、本学運動部在籍
学生の体力・運動能力の現状とその課題だけにとどまらず、運動部にとっても非常に有意義なも
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のになると考える。

Ⅱ．方

法

園田学園女子大学及び同短期大学部（以下、本学）に

27 名

在籍する 378 名（内訳は図 1 のとおりである）を調査協

96 名

73 名

力者とし、文部科学省の示す新体力テスト実施要項に基
55 名

70 名

づいて調査を実施した。調査協力者より、運動部所属学

57 名

生を抽出し分析を行った。
測定項目は次の 8 項目である。（1）筋力：握力 （2）

養護

筋持久力：30 秒間上体起こし （3）柔軟性：長座体前

健康スポーツ 看護
児教 幼教

図1

屈 （4）敏捷性：反復横跳び （5）全身持久力：20 m

食栄

所属学科

シャトルラン （6）走力：50 m 走 （7）脚パワー：立ち幅跳び （8）投力：ハンドボール投げ。
また、基本的な生活リズムと習慣についても、以下の 4 項目を調査した。（1）運動・スポーツ
の実施状況 （2）朝食の摂取状況 （3）1 日の睡眠時間 （4）1 日のテレビ等の視聴時間。
測定・調査に関しては、各学科のスポーツの授業時間に実施し、本学の体育館、ウエルネス教
室、グラウンドにおいて 2010 年 6 月に実施した。

Ⅲ．結

果

1．運動部在籍学生の内訳
本調査により得られた運動部在籍者の内訳は次の通りである。
6％
13％

27％

34％
8％

73％

10％
11％

9％

6％

2％
所属している
所属していない

図2

テニス
バレーボール
チアリーディング
スポーツ研究部

運動部への所属状況

図3

1％
ソフトボール
剣道
ラクロス

バスケットボール
陸上競技
その他

対象学生の所属運動部

調査協力者の約 27％ の学生（99 名）が現在、運動部に所属していると回答し、その所属運動
部は図 3 のとおりであった。また、所属運動部の対象学生の年齢は表 1 のとおりであり、運動部
所属学生の所属学科は表 2 のとおりであった。
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表1

所属運動部学生の年齢
運動部名

テニス

ソフト バスケッ バレー
ボール トボール ボール

陸上競 チアリー ラクロ スポーツ
その他
技
ディング
ス
研究部

剣道

合計

18 歳

6

10

4

10

5

8

1

11

2

22

79

年齢 19 歳

0

3

4

0

1

1

0

0

0

11

20

合計

6

13

8

10

6

9

1

11

2

29

99

表2

運動部所属学生の所属学科
運動部名

テニス

ソフト バスケッ バレー
剣道
ボール トボール ボール

陸上 チアリー ラク スポーツ
その他 合計
競技 ディング ロス 研究部

総合健康学科
養護コース

0

1

0

3

1

1

0

0

1

4

11

総合健康学科
健康スポーツコース

6

9

6

7

3

8

1

7

1

14

62

0

0

0

0

0

0

0

1

0

3

4

0

0

0

0

1

0

0

3

0

1

5

児童教育学科

0

3

2

0

1

0

0

0

0

6

12

短大

0

0

0

0

0

0

0

0

0

5

5

6

13

8

10

6

9

1

11

2

33

99

所
属 人間看護学科
学
科 食物栄養学科

幼児教育学科
合計

2．体力・運動能力について
1）運動部所属学生の体力・運動能力
本学運動部所属学生の体力・運動能力テストは次に示したとおりであった。参考までに運動部
に所属しない学生の結果は表 3 のとおりである。
表 4 に本学運動部所属学生 18 歳の体力及び運動能力を示した。文部科学省の「平成 20 年度体
力・運動能力調査結果統計表」を用い、本学運動部所属学生と文部科学省の調査結果、両者の差

表3

運動部非所属学生の体力及び運動能力（参考）

握力
（kg）
平均値
±SD

上体
起こし
（回）
平均値
±SD

上体
起こし
（cm）
平均値
±SD

反復横
跳び
（点）
平均値
±SD

20 m シャ
トルラン
（回）
平均値
±SD

50 m 走
（秒）
平均値
±SD

立ち
幅跳び
（cm）
平均値
±SD

ハンド
ボール投げ
（m）
平均値
±SD

N

251

249

251

245

250

244

252

250

運動部非所属
学生

22.1
±4.4

21.5
±6.0

44.6
±12.6

45.5
±7.8

47.3
±16.1

9.3
±0.8

159.8
±24.1

15.9
±4.2
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表4

運動部所属学生の体力及び運動能力（18 歳）

握力
（kg）
平均値
±SD

上体
起こし
（回）
平均値
±SD

長座体
前屈
（cm）
平均値
±SD

反復横
跳び
（点）
平均値
±SD

20 m シャ
トルラン
（回）
平均値
±SD

50 m 走
（秒）
平均値
±SD

立ち
幅跳び
（cm）
平均値
±SD

ハンド
ボール投げ
（m）
平均値
±SD

N

70

66

70

67

72

71

69

74

運動部
所属学生

27.0
±5.1

30.9
±6.6

50.6
±8.3

52.3
±5.0

76.6
±21.3

8.1
±0.9

187.7
±17.1

20.7
±4.2

全国平均

28.4
±4.6

23.6
±5.8

49.9
±9.9

47.9
±7.1

49.9
±18.1

8.9
±0.8

176.0
±21.6

15.2
±4.0

表5

運動部所属学生の体力及び運動能力（19 歳）

握力
（kg）
平均値
±SD

上体
起こし
（回）
平均値
±SD

上体
起こし
（cm）
平均値
±SD

反復横
跳び
（点）
平均値
±SD

20 m シャ
トルラン
（回）
平均値
±SD

50 m 走
（秒）
平均値
±SD

立ち
幅跳び
（cm）
平均値
±SD

ハンド
ボール投げ
（m）
平均値
±SD

N

18

16

18

17

15

16

16

17

運動部
所属学生

26.5
±4.1

28.1
±5.2

47.5
±12.1

50.0
±5.7

71.0
±12.0

8.6
±0.9

182.9
±11.2

20.8
±3.8

全国平均

28.3
±4.3

24.5
±5.8

49.3
±10.3

49.0
±5.8

53.3
±18.1

8.9
±0.7

177.9
±19.6

16.4
±4.2

を比較するために T 検定を行った。また、全国平均には、運動部所属学生の全国平均を適用し
た。その結果、以下の項目について有意な差が見られた。上体起こし、t＝9.006, df＝65, p＜.001
（全国平均 m＝23.6 回，本学平均 m＝30.9 回）。反復横跳び、t＝7.207, df＝66, p＜.001（全国平均
m＝47.9 点，本学平均 m＝52.3 点）。20 m シャトルラン、t＝10.649, df＝71, p＜.001（全国平均
m＝49.9 回，本学平均 m＝76.6 回）。50 m 走、t＝6.743, df＝70, p＜.001（全国平均 m＝8.9 秒，
本学平均 m＝8.1 秒）。立ち幅跳び t＝5.691, df＝68, p＜.001（全国平均 m＝176.0 cm，本学平均
m＝187.7 cm）。ハンドボール投げ、t＝11.103, df＝74, p＜.001（全国平均 m＝15.2 m，本学平均
m＝20.7 m）。なお、握力に関しては差は見られなかった。
表 5 に本学運動部所属学生 19 歳の体力及び運動能力を示した。18 歳学生と同様に本学運動部
所属学生と文部科学省の調査結果、両者の差を比較するために T 検定を行った。その結果、以
下の項目について有意な差が見られた。20 m シャトルラン、t＝5.715, df＝14, p＜.001（全国平
均 m＝53.3 回，本学平均 m＝71.0 回）
。ハンドボール投げ、t＝4.744, df＝16, p＜.001（全国平均
m＝16.4 m，本学平均 m＝20.8 m）。なお、握力、上体起こし、長座体前屈、反復横とび、50 m
走、立ち幅跳びに関しては差は見られなかった。
2）強化運動部所属学生の体力・運動能力
表 6 に運動部所属学生の中でも、スポーツ推薦で入学し選手育成をするなど本学が特に重点運
動部としている 5 大運動部（テニス部、ソフトボール部、バスケットボール部、バレーボール
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部、剣道部をいう。2009 年度より陸上競技部を新設し、6 大強化運動部となったが、陸上競技部
の学生データについては今後の研究対象とした。）所属学生の体力及び運動能力を示した。同様
に本学運動部所属学生と文部科学省の調査結果、両者の差を比較するために T 検定を行った。
その結果、以下の項目について有意な差が見られた。上体起こし、t＝9.065, df＝37, p＜.001（全
国平均 m＝24.5 回，本学平均 m＝32.1 回）。反復横跳び、t＝7.247, df＝39, p＜.001（全国平均 m
＝49.0 点，本学平均 m＝53.6 点）。20 m シャトルラン、t＝11.102, df＝39, p＜.001（全国平均 m
＝53.3 回，本学平均 m＝82.6 回）。50 m 走、t＝9.243, df＝39, p＜.001（全国平均 m＝8.9 秒，本
学平均 m＝8.1 秒）。立ち幅跳び t＝4.592, df＝38, p＜.001（全国平均 m＝177.9 cm，本学平均 m
＝187.8 cm）。ハンドボール投げ、t＝9.177, df＝40, p＜.001（全国平均 m＝16.4 m，本学平均 m＝
21.9 m）
。なお、握力、長座体前屈に関しては差は見られなかった。
以下、強化運動部ごとに文部科学省の調査結果、両者の差を比較するために T 検定を行った。
注）全国平均と運動部ごとの分析には、運動部在籍者が異年齢に渡り構成されているチームにつ
いては、各項目の数値が高い値を適用した。
表 7 よりテニス部に関しては、以下の項目について有意な差が見られた。上体起こし、t＝
12.724, df＝4, p＜.001（全国平均 m＝23.6 回，本学平均 m＝35.4 回）。50 m 走、t＝6.574, df＝5,
p＜.001（全国平均 m＝8.9 秒，本学平均 m＝8.2 秒）。なお、握力、反復横跳び、20 m シャトル
ラン、立ち幅跳び、ハンドボール投げに関しては差は見られなかった。
表6

5 大運動部所属学生の体力及び運動能力

握力
（kg）
平均値
±SD

上体
起こし
（回）
平均値
±SD

上体
起こし
（cm）
平均値
±SD

反復横
跳び
（点）
平均値
±SD

20 m シャ
トルラン
（回）
平均値
±SD

50 m 走
（秒）
平均値
±SD

立ち
幅跳び
（cm）
平均値
±SD

ハンド
ボール投げ
（m）
平均値
±SD

N

41

38

41

40

40

40

39

41

5 大運動部
所属学生

27.5
±5.0

32.1
±5.2

50.5
±9.3

53.6
±4.0

82.6
±16.7

8.1
±0.5

187.8
±13.5

21.9
±3.8

全国平均

28.4
±4.6

24.5
±5.8

49.9
±9.9

49.0
±5.8

53.3
±18.1

8.9
±0.7

177.9
±19.6

16.4
±4.2

握力
（kg）
平均値
±SD

上体
起こし
（回）
平均値
±SD

上体
起こし
（cm）
平均値
±SD

反復横
跳び
（点）
平均値
±SD

20 m シャ
トルラン
（回）
平均値
±SD

50 m 走
（秒）
平均値
±SD

立ち
幅跳び
（cm）
平均値
±SD

ハンド
ボール投げ
（m）
平均値
±SD

N

5

5

5

5

6

6

5

6

テニス部
所属学生

27.1
±5.3

35.4
±2.1

46.6
±4.4

51.8
±2.2

67.3
±15.3

8.2
±0.3

178.6
±9.5

20.8
±3.8

全国平均

28.4
±4.6

23.6
±5.8

49.9
±9.9

47.9
±7.1

49.9
±18.1

8.9
±0.8

176.0
±21.6

15.2
±4.0

表7

テニス部所属学生の体力及び運動能力
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表 8 よりソフトボール部に関しては、以下の項目について有意な差が見られた。上体起こし、
t＝6.192, df＝10, p＜.001（全国平均 m＝24.5 回，本学平均 m＝31.8 回）。反復横跳び、t＝7.288,
df＝11, p＜.001（全国平均 m＝49.0 点，本学平均 m＝55.5 点）。20 m シャトルラン、t＝11.250, df
＝11, p＜.001（全国平均 m＝53.3 回，本学平均 m＝91.3 回）。50 m 走、t＝9.534, df＝10, p＜.001
（全国平均 m＝8.9 秒，本学平均 m＝7.8 秒）。立ち幅跳び t＝4.991, df＝11, p＜.001（全国平均 m
＝177.9 cm，本学平均 m＝192.9 cm）。ハンドボール投げ、t＝7.077, df＝11, p＜.001（全国平均 m
＝16.4 m，本学平均 m＝23.9 m）。
なお、握力、長座体前屈に関しては差は見られなかった。
表 9 よりバスケットボール部に関しては、以下の項目について有意な差が見られた。20 m シ
ャトルラン、t＝6.108, df＝5, p＜.01（全国平均 m＝53.3 回，本学平均 m＝96.3 回）。50 m 走、t
＝3.716, df＝6, p＜.01（全国平均 m＝8.9 秒，本学平均 m＝8.3 秒）。ハンドボール投げ、t＝4.396,
df＝7, p＜.01（全国平均 m＝16.4 m，本学平均 m＝21.9 m）。なお、握力、上体起こし、長座体前
屈、反復横跳び、20 m シャトルラン、立ち幅跳びに関しては差は見られなかった。
表 10 よりバレーボール部に関しては、以下の項目について有意な差が見られた。上体起こし、
t＝5.758, df＝9, p＜.001（全国平均 m＝24.5 回，本学平均 m＝34.5 回）。反復横跳び、t＝3.292, df
＝9, p＜.01（全国平均 m＝49.0 点，本学平均 m＝53.3 点）。20 m シャトルラン、t＝5.577, df＝9,
p＜.001（全国平均 m＝53.3 回，本学平均 m＝78.5 回）。50 m 走、t＝3.543, df＝9, p＜.01（全国
表8

ソフトボール部所属学生の体力及び運動能力

握力
（kg）
平均値
±SD

上体
起こし
（回）
平均値
±SD

上体
起こし
（cm）
平均値
±SD

反復横
跳び
（点）
平均値
±SD

20 m シャ
トルラン
（回）
平均値
±SD

50 m 走
（秒）
平均値
±SD

立ち
幅跳び
（cm）
平均値
±SD

ハンド
ボール投げ
（m）
平均値
±SD

N

13

11

13

12

12

11

12

12

ソフトボール部
所属学生

30.9
±4.5

31.8
±3.9

51.0
±8.6

55.5
±3.1

91.3
±11.7

7.8
±0.4

192.9
±10.4

23.9
±3.7

全国平均

28.4
±4.6

24.5
±5.8

49.9
±9.9

49.0
±5.8

53.3
±18.1

8.9
±0.7

177.9
±19.6

16.4
±4.2

表9

バスケットボール部所属学生の体力及び運動能力

握力
（kg）
平均値
±SD

上体
起こし
（回）
平均値
±SD

上体
起こし
（cm）
平均値
±SD

反復横
跳び
（点）
平均値
±SD

20 m シャ
トルラン
（回）
平均値
±SD

50 m 走
（秒）
平均値
±SD

立ち
幅跳び
（cm）
平均値
±SD

ハンド
ボール投げ
（m）
平均値
±SD

N

8

7

8

8

6

7

7

8

バスケットボール部
所属学生

24.6
±3.4

27.9
±4.3

52.1
±9.7

52.3
±3.6

96.3
±17.3

8.3
±0.5

185.6
±11.4

21.9
±3.5

全国平均

28.4
±4.6

24.5
±5.8

49.9
±9.9

49.0
±5.8

53.3
±18.1

8.9
±0.7

177.9
±19.6

16.4
±4.2
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表 10

バレーボール部所属学生の体力及び運動能力

握力
（kg）
平均値
±SD

上体
起こし
（回）
平均値
±SD

上体
起こし
（cm）
平均値
±SD

反復横
跳び
（点）
平均値
±SD

20 m シャ
トルラン
（回）
平均値
±SD

50 m 走
（秒）
平均値
±SD

立ち
幅跳び
（cm）
平均値
±SD

ハンド
ボール投げ
（m）
平均値
±SD

N

10

10

10

10

10

10

10

10

バレーボール部
所属学生

24.3
±4.7

34.5
±6.0

50.3
±12.5

53.3
±5.2

78.5
±16.2

8.2
±0.6

193.3
±13.6

22.7
±2.9

全国平均

28.4
±4.6

24.5
±5.8

49.9
±9.9

49.0
±5.8

53.3
±18.1

8.9
±0.7

177.9
±19.6

16.4
±4.2

表 11

剣道部所属学生の体力及び運動能力

握力
（kg）
平均値
±SD

上体
起こし
（回）
平均値
±SD

上体
起こし
（cm）
平均値
±SD

反復横
跳び
（点）
平均値
±SD

20 m シャ
トルラン
（回）
平均値
±SD

50 m 走
（秒）
平均値
±SD

立ち
幅跳び
（cm）
平均値
±SD

ハンド
ボール投げ
（m）
平均値
±SD

N

5

5

5

5

6

6

5

5

剣道部
所属学生

30.7
±1.0

30.6
±5.8

51.0
±8.6

53.8
±5.1

73.5
±6.6

8.3
±0.8

177.0
±17.7

16.8
±1.6

全国平均

28.4
±4.6

24.5
±5.8

49.9
±9.9

49.0
±5.8

53.3
±18.1

8.9
±0.7

177.9
±19.6

16.4
±4.2

平均 m＝8.9 秒，本学平均 m＝8.2 秒）。立ち幅跳び t＝4.018, df＝9, p＜.01（全国平均 m＝177.9
cm，本学平均 m＝193.3 cm）。ハンドボール投げ、t＝8.051, df＝9, p＜.001（全国平均 m＝16.4
m，本学平均 m＝22.7 m）。なお、握力、長座体前屈に関しては差は見られなかった。
表 11 より剣道部に関しては、以下の項目について有意な差が見られた。握力、t＝5.130, df＝
4, p＜.01（全国平均 m＝28.4 kg，本学平均 m＝30.7 kg）。20 m シャトルラン、t＝7.537, df＝5, p
＜.001（全国平均 m＝53.3 回，本学平均 m＝73.5 回）。なお、上体起こし、長座体前屈、反復横
跳び、50 m 走、立ち幅跳び、ハンドボール投げに関しては差は見られなかった。

3．基本的な生活リズムと習慣について
1）運動部所属学生の基本的な生活リズムと習慣
学校の体育の授業を除く運動・スポーツの実施状況（図 4）について、75 名（77％）がほとん
ど毎日なんらかの運動を実施しており、21 名（21％）がときどき、2 名（2％）がときたま実施
している。
また、その運動やスポーツ実施にかける時間（図 5）については、57 名（58％）が 2 時間以上
実施し、22 名（23％）が 1 時間以上 2 時間未満実施し、13 名（13％）が 30 分以上 1 時間未満の
実施、6 名（6％）が 30 分未満実施している。
朝食の摂取状況（図 6）について、72 名（73％）が毎日食べており、25 名（25％）が時々欠

― ４５ ―

2％
6％
13％

21％

77％

ほとんど毎日（週 3 日以上）
ときどき（週 1〜2 日程度）
ときたま（月 1〜3 日程度）

図4

23％

58％

30 分未満
30 分以上 1 時間未満
1 時間以上 2 時間未満
2 時間以上

スポーツの実施状況
図5

運動スポーツ実施時間
1％

2％

25％
58％

41％

73％

6 時間未満
6 時間以上 8 時間未満
8 時間以上

毎日食べる
時々欠かす
まったく食べない

図6

朝食の摂取状況

図7

睡眠時間

6％
15％
45％
34％

1 時間未満
1 時間以上 2 時間未満
2 時間以上 3 時間未満
3 時間以上

図8

テレビの視聴時間

かすと回答し、まったく食べない者も 2 名（2％）いた。
1 日の睡眠時間（図 7）について、40 名（41％）が 6 時間未満であり、57 名（58％）が 6 時間
以上 8 時間未満、1 名（1％）が 8 時間以上であった。
1 日のテレビ（テレビゲームを含む）の視聴時間（図 8）について、44 名（45％）が 1 時間未
満であり、34 名（34％）が 1 時間以上 2 時間未満、15 名（15％）が 2 時間以上 3 時間未満、6
名（6％）が 3 時間以上であった。
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2）強化運動部所属学生の基本的な生活リズムと習慣
学校の体育の授業を除く運動・スポーツの実施状況（図 9）について、42 名（98％）がほとん
ど毎日なんらかの運動を実施しており、1 名（2％）がときたま実施している。
また、その運動やスポーツ実施にかける時間（図 10）については、40 名（93％）が 2 時間以
上実施し、3 名（7％）が 1 時間以上 2 時間未満実施し、30 分以上 1 時間未満の実施、30 分未満
の実施はなかった。
朝食の摂取状況（図 11）について、30 名（70％）が毎日食べており、13 名（30％）が時々欠
かすと回答した。まったく食べない者はいなかった。また、所属運動部と朝食の摂取状況との関
2
係（表 12）をみるために χ 2 検定を行ったところ、 χ（4,
N＝43）＝14.870, p＜.01 と有意な関係が

みられた。
1 日の睡眠時間（図 12）について、18 名（42％）が 6 時間未満であり、25 名（58％）が 6 時
間以上 8 時間未満であった。1 日のテレビ（テレビゲームを含む）の視聴時間（図 13）について
は、26 名（60％）が 1 時間未満であり、11 名（26％）が 1 時間以上 2 時間未満、5 名（12％）
が 2 時間以上 3 時間未満、1 名（2％）が 3 時間以上であった。その他、所属運動部と朝食の摂
取状況との関係以外の項目についても χ 2 検定を行ったが、有意な関係はみられなかった。
2％
7％

98％

93％

ほとんど毎日（週 3 日以上）
ときたま（月 1〜3 日程度）

1 時間以上 2 時間未満
2 時間以上

図 9 スポーツの実施状況学生
（強化運動部所属学生）

図 10 運動スポーツ実施時間
（強化運動部所属学生）

表 12

30％

70％

所属運動部と朝食の摂取状況のクロス集計表
毎日食べる 時々欠かす

合計

テニス

5
1
（83.3％） （16.7％）

6

ソフト
ボール

13
（100.0％）

13

0
（0％）

バスケット
6
2
ボール
（75.0％） （25.0％）
毎日食べる
時々欠かす

図 11 朝食の摂取状況
（強化運動部所属学生）
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8

バレー
ボール

3
7
（30.0％） （70.0％）

10

剣道

3
3
（50.0％） （50.0％）

6

合計

30
13
43
（69.8％） （30.2％） （100.0％）

2％
12％
58％

42％

26％
60％

1 時間未満
1 時間以上 2 時間未満
2 時間以上 3 時間未満
3 時間以上

6 時間未満
6 時間以上 8 時間未満

図 12 1 日の睡眠時間
（強化運動部所属学生）

図 13 テレビの視聴時間
（強化運動部所属学生）

Ⅳ．考

察

今回の調査において 378 名のデータを得ることができたが、その中の約 7 割のデータは 2010
年度 4 月 1 日時点において 18 歳であり、その点から今回の調査は本学新入生の体力及び運動能
力の実態であると考えられる。また、本調査で抽出された運動部所属学生は約 100 名であり、そ
のうちおよそ 8 割の学生が 18 歳である。運動能力や体力は速成されて出来上がるものではなく、
継続して養成されるものである。つまり、本調査により得られた運動部所属学生のデータは、調
査時期が 6 月で入学間もないこともあり、あらかじめ高校までで蓄積されてきたものともいえよ
う。また、本学はスポーツ推薦の入試制度により学生募集していることから、今回得られた運動
部所属学生のデータの約 6 割は、スポーツ推薦で入学した学生、つまり高い競技実績を持つ学生
のデータである。よって本調査で得られた資料は、本学に入学する運動部学生の体力及び運動能
力のデータであると同時に、本学が強化運動部入学学生として求める力及び運動能力の基準とで
もいえよう。その点を重視しながら考察を加える。
2−1）表 4 より本学運動部所属学生の体力及び運動能力（18 歳）は、全国の運動部所属学生の
同年齢の平均よりかなり高い。筋持久力を示す上体起こし、敏捷性を示す反復横跳び、走力を示
す 50 m 走、脚パワーを示す立ち幅跳び、投力を示すハンドボール投げなど全国平均より一段高
い数値である。さらに、全身持久力を示す 20 m シャトルランは全国平均よりもはるかに高い位
置にあり、十分に行動体力を持った学生が運動部に所属しているといえるであろうし、持久力が
本来一番伸びてくる時期である中学生期にしっかりとしたトレーニングを積んだ学生が入学し、
継続して鍛練がされているともいえるであろう。柔軟性を示す長座体前屈に関しては、18 歳、19
歳とも全国平均との間で有意な差は見られなかったが、全国平均並みの数値はあり、大きな問題
ではない。しかしながら、運動部活動は大学教育の一部に位置づけた上での運動部活動であるの
で、学生自身が現役時代に怪我をしたり故障をしたりなどして、卒業後の人生を棒に振らず、豊
かな人生、スポーツライフを送るうえでも、柔軟性を培うトレーニング及びトレーニング指導
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は、学生をサポートしていく立場にある大学としては、今後力を入れていきたい重要な課題であ
るといえる。
2−1）表 6 より本学運動部所属学生の中でも、特に競技力の強化を主とした 5 つの運動部（5
大運動部）に焦点を当てると、本学運動部学生の体力及び運動能力の高さが一段と明らかにな
る。5 大運動部所属の学生は、前述の本学運動部所属学生（18 歳）と同様、筋持久力を示す上体
起こし、敏捷性を示す反復横跳び、走力を示す 50 m 走、脚パワーを示す立ち幅跳び、投力を示
すハンドボール投げなど全国平均より一段高い数値であり、本学運動部所属学生全体の平均より
もさらに高い数値である。さらに、全身持久力を示す 20 m シャトルランは本学運動部所属学生
全体の平均よりもはるかに高い。本学の 5 大運動部所属学生が全国規模の大会で活躍できる理由
の 1 つはここにあるといえるのではないだろうか。
2−1）表 7〜表 11 まで 5 大運動部（テニス部、ソフトボール部、バスケットボール部、バレー
ボール部、剣道部）の運動部毎に全国平均（運動部所属学生）との比較を行った。テニス部に関
しては、上体起こし、50 m 走に全国平均との間に有意な差があり、走力と筋持久力に優れてい
ることがわかる。ゲームで要求される敏捷性（瞬発力）につながるトレーニングを本調査の対象
学年で充実させていくことで、チームとしての総合体力は向上していくと考える。ソフトボール
部に関しては、上体起こし、反復横跳び、20 m シャトルラン、50 m 走、立ち幅跳び、ハンドボ
ール投げに全国平均との間に有意な差があり、筋持久力、敏捷性、全身持久力、走力、脚パワ
ー、投力が優れていることがわかる。どの数値をみても全国平均よりはるかに高く、特に全身持
久力や走力、投力はさらに高い。調査対象者が、ほとんど新入生であることを考えると、今後握
力強化を行うトレーニングを充実させていくことで、チームとしての総合体力は向上していくと
考える。バスケットボール部に関しては、20 m シャトルラン、50 m 走、ハンドボール投げに全
国平均との間に有意な差があり、全身持久力、走力、投力が優れていることがわかる。全身持久
力が十分に保持されているので、今後、敏捷性を培うトレーニングの充実や、走力トレーニング
の実施で、速攻を使ったチームプレーを磨きたいものである。なお、今回のバスケットボール部
の調査対象者では握力にやや難があると思われるので、正確なパス、パスキャッチ、安定したシ
ュートをゲーム中に継続して行う上でも、握力の向上は十分に時間をかけてチームで克服したい
課題である。バレーボール部に関しては、上体起こし、反復横跳び、20 m シャトルラン、50 m、
立ち幅跳び、ハンドボール投げに全国平均との間に有意な差があり、筋持久力、敏捷性、全身持
久力、走力、投力が優れていることがわかる。全国平均より一段上のバランスの良い能力集団で
あるので、今後、各個人の弱点に合わせたトレーニングを充実させることで、さらにチームとし
ての総合体力は向上していくと考える。なお、バスケットボール部と同様、握力にやや難がある
と思われるので、正確なオーバーハンドパス、強力なサーブ力、スパイク力をゲーム中に継続し
て行う上でも、握力の向上は十分に時間をかけてチームで克服したい課題である。剣道部に関し
ては、握力、20 m シャトルランに全国平均との間に有意な差があり、筋力、全身持久力が優れ
ていることがわかる。今後、試合中に必要とされる敏捷性（瞬発力）を培うトレーニングを充実
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させていくことでさらにチームとしての総合体力は向上していくと考える。なお剣道部は、本学
の 5 大運動部の中で唯一握力において、全国平均との間で有意な差がみられた運動部である。剣
道部の通常のトレーニングの中で、握力を向上させるトレーニング法から学び、応用できるもの
は他運動部でも応用していきたいものである。
運動部所属学生の基本的な生活リズムと習慣については、およそ 8 割近くの学生がほとんど毎
日なんらかの運動をしており、強化運動部である 5 大運動部所属学生だけをみるとほぼ全員が毎
日運動を実施している。また、その実施時間も運動部所属学生全体でみた場合、約 6 割近い学生
が 2 時間以上の運動実施にとどまるが、5 大運動部の場合、9 割強の学生が 2 時間以上実施して
いる。つまり、5 大運動部の学生はほぼ毎日 2 時間以上の運動（練習）をしている。1 日の睡眠
時間については、運動部所属学生全体と 5 大運動部所属学生とも、睡眠時間の取り方について同
様の割合を示している。しかしながら、1 日のテレビの視聴時間（テレビゲームを含む）につい
ては、運動部所属全体の場合 4 割強の学生が 1 時間未満であるのに対し、5 大運動部所属学生だ
けをみると、その値は 6 割にも達する。多くの 5 大運動部所属学生は、運動（練習）時間に費や
した時間をテレビ等の娯楽時間を調整し、睡眠時間をしっかりと確保できている様子が判明す
る。朝食の摂取状況については、運動部所属学生全体としても、5 大運動部所属学生でも、その
摂取状況の割合に大きな差は見られないが、所属運動部によっては朝食の摂取状況に差がみられ
た。特にバレーボール部と剣道部においては、時々朝食を欠かす学生がみられるので、体力・運
動能力向上のトレーニングのみならず、体力・運動能力の基礎となる身体を形成するスポーツ栄
養指導等も含めた総合的な指導が、大学教育の面からも競技スポーツにおいて安定的な戦績を残
すためにも必要になってくるのではないかと考える。

Ⅴ．結

語

本研究では、本学運動部所属学生の体力及び運動能力テストの結果を分析し、本学運動部所属
学生の体力・運動能力の現状とその課題を明らかにすることを目的とした。その成果として、全
国の運動部所属学生の平均と比べて本学運動部所属学生（18 歳）の体力及び運動能力は高く、
本学運動部所属学生の中でも、強化運動部に指定されている 5 大運動部所属学生の体力及び運動
能力はさらに高いことが明らかとなった。特に、20 m シャトルランなど全身持久力の能力は非
常に高かった。
今後、継続して調査を行うことで学生生活 4 年間における縦断的研究や各学年における横断的
研究につなげたいと考える。特に、本研究で個別に分析した運動部の中では、テニス部、ソフト
ボール部に関しては大学トップクラスであり、バスケットボール部、バレーボール部、剣道部に
関しては、全国でも上位に入賞できるチーム力を有している。そのような意味で、非常に意義の
あるデータが今回得られた。今後、さらなる競技成績の向上の為に、国内におけるオリンピック
代表チームや、企業を母体とした社会人チームとの比較を行いたいところである。しかしなが
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ら、現在のところ資料が公開されていなかったり、資料の入手が困難であったりする。今後、新
たに創部された陸上競技部も対象に加え、本学の運動部所属学生の調査を継続しデータを蓄積し
ながら、少しずつ比較検討・研究を進めるとともに大学トップクラスの成績を安定的に残し続け
るチーム作りに役立てたい。
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スポーツクラブ活動が女子学生の
最大酸素摂取量に及ぼす影響

藤

沢

政

緒

美
言

動物のエネルギー消費量の測定が始まったのは 18 世紀であり、19 世紀には人間の作業中の代
謝エネルギー量が測定されるようになった。そして、19 世紀後半にはエルゴメータやトレッド
ミルが開発されたことにより、作業中のエネルギー消費量に関する研究は急速な進歩を遂げてき
た。その中で、今日用いられている酸素摂取量（oxygen intake）、酸素消費量（oxygen consumption）、酸素負債量（oxygen debt）、酸素需要量（oxygen requirement）の言葉を定義づけたのは Hill
と Lupton1）であり、maximal oxygen uptake（最大酸素摂取量）という言葉を初めて用いた。この
最大酸素摂取量が知れわたるようになったのは Robinson ら2）が一流競技者と一般人の最大酸素
摂取量の比較を行ったことに始まり、これら研究が世界に広がったのは第二次世界大戦後で、
!
Cureton3）、P.-O Astrand4）、Taylor ら5）が先駆けである。
その後、体力国際標準化委員会が設けられ、エルゴメトリーの標準化により最大酸素摂取量の
測定法が普及するようになった。そして全身持久性の体力の指標としての地位を確保する一方、
運動処方の運動強度の指標として、さらには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が明らかになり6）、システマティック・レビュ
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す7）など、健康度の
指標としても最大酸素摂取量が広く用いられるようになってきた。
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、トレッドミルや自転車エルゴメー
タを使い、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。この最大酸素摂取量は規則的なトレーニングによって向上するが、トレーニ
ング強度・頻度・時間が低下したり、また完全に中止すると最大酸素摂取量は低下する。
一方、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ており、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。さらに、
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
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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ことが考えられ8）、また最大酸素摂取
量は、強度、時間、頻度といったトレーニング条件が同じであれば若者（20 歳代）のトレーニ
ングによる最大酸素摂取量の改善の大きさは、中高年や老人に比べて大きい9）ため、学生時代に
運動部（クラブ）活動を行うことは将来の体力、健康面からも重要である。
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、昨年度、同学年で実施した結果10）と対照し、運動
部に所属していることの有無が体力面および健康面に及ぼす影響を検討することとした。

方

法

1．対象
平成 24 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 71 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 CC5 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11）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、体重で除して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12）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算出した。
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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 RS 400）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。

結

果

表 1 に示したように、対象とした 71 名の年齢は 19.6±1.7 歳（19〜29 歳）、体重は 56.5±7.0 kg
（43〜83 kg）であった。
①間接法
71 名の間接法による最大酸素摂取量の平均値は 2.397±0.309 L/分（1.730〜3.250 L/分）、体重
当たりでは 42.7±5.1 mL/kg/分（31.1〜51.4 mL/kg/分）であった。また、メジアンは 42.5 mL/kg/
分、モードは 42.0 ml/kg/分であった。その分布は図 1 に示した。
昨年度、同学年で実施した結果の平均値10）である 2.349±0.331 L/分、体重当たりの 42.2±5.5
mL/kg/分と比べほぼ同じ値であった。一方、日本人の体力標準値13）では 19 歳女性の最大酸素摂
表1

被験者の特性
平均値±標準偏差

レンジ

19.6±1.7
56.5±7.0
2.397±0.309
42.7±5.1

19〜29
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31.1〜51.4

年齢（歳）
体重（kg）
最大酸素摂取量（L/分）
（mL/kg/分）
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6
人数︵人︶
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0
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図1

最大酸素摂取量の分布
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47

49

51

取量は 36.8 mL/kg/分であり、平成 18 年に出された「健康づくりのための運動所要量」7）における
生活習慣病予防効果の現れる最大酸素摂取量の基準値では 20 歳代女性では 33 mL/kg/分とされて
いるが、昨年同様、今回の最大酸素摂取量の平均値でもこれらいずれの値をも上回った。
しかしながら、個別に見てみると、今回の対象者 71 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が 3 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（2.3％）、運動
部に所属していない者（以後「非所属群」）が 2 名（7.1％）であった。
②シャトルラン
20 m シャトルランテストの結果は表 2 に示した。折り返しの総回数は、79.7±19.2 回（41〜123
回）で、運動中の最高心拍数は 195.4±10.5 拍/分（172〜214 拍/分）であり、これは予測される
最高心拍数（200.4 拍/分）の 97.5％ に達しており、今回の 20 m シャトルラン測定時は、ほぼ疲
労困憊に至る運動強度に達していたと考えられる。昨年、同学年で実施した結果10）の折り返しの
総回数 77.2±20.1 回、運動中の最高心拍数 196.7±8.3 拍/分（予測最高心拍数の 98.0％）と比較
しても大差はない。また、今回のシャトルランによる最大酸素摂取量は、43.9 mL/kg/分（35.2〜
53.9（mL/kg/分））であり、これについても昨年の 43.4 mL/kg/分とほぼ同じであった。よって、
対象は異なっているにもかかわらず、本コースの在籍者の全身持久性は概ね 43〜44 mL/kg/分の
レベルにあるといえよう。この 20 m シャトルランテストの結果から推定される最大酸素摂取量

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
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20 m シャトルランより推定した最大酸素摂取量の分布
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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

の分布は図 2 に示した。昨年の分布が 44.0〜44.9 mL/kg/分に集中していたのに対し、今回は 46.0
〜46.9 および 48.0〜48.9 mL/kg/分が最も多いものの、42.0〜42.9 および 44.0〜44.9 mL/kg/分もこ
れらに続いて多く、分散する傾向がみられた。
この 20 m シャトルランテストの同年齢の女子の全国平均値8）は、折り返しの総回数が 45.23
回、そしてそれによる最大酸素摂取量は 36.2 mL/kg/分に相当し、今回の結果はこれを大きく上
回り、高い全身持久性を有していることになる。
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。両者の間には有意差はなく、r＝0.615（p＜0.01）と高い相関であった
（図 3）。
③運動部所属群と非所属群
表 3 に示したように、間接法による最大酸素摂取量においては、運動部所属群が 43.6±5.3 mL
/kg/分（31.1〜51.4 mL/kg/分）、非所属群が 41.4±4.6 mL/kg/分（31.9〜50.0 mL/kg/分）と運動部所
属群が若干高いものの統計的な有意差はなかった。一方、シャトルランにおいては、運動部所属
群が 46.2±3.4 mL/kg/分、非所属群が 40.2±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。昨年は間接法、シャトルランのいずれにおいても運動
部所属群が有意に高い結果となったが、今回は、シャトルランにおいてのみの差が見られる結果
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＝43）

非所属群（n＝28）

43.6±5.3
46.2±3.4

41.4±4.6
40.2±3.3**

** : p＜0.01
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運動部所属群と非所属群の最大酸素摂取量の分布

表4

ラクロス部
陸上競技部
バスケットボール部
ソフトボール部
バレーボール部

運動部ごとの最大酸素摂取量

（n＝5）
（n＝9）
（n＝9）
（n＝8）
（n＝10）

間接法（mL/kg/分）

シャトルラン（mL/kg/分）

46.4±5.0
44.7±6.1
43.9±4.9
42.8±4.6
41.0±5.3

44.7±1.6
46.6±4.7
46.5±4.6
45.8±2.4
46.7±2.2

となった。
運動部所属群の 43 名の内訳は、バスケットボール部が 10 名、陸上競技部とバレーボール部が
それぞれ 9 名、ソフトボール部が 8 名、ラクロス部が 5 名などで、その最大酸素摂取量は表 4 に
示した。間接法では、人数は少ないもののラクロス部が 46.4 mL/kg/分と最も高く、続いて陸上
競技部の 44.7、バスケットボール部の 43.9、ソフトボール部の 42.8、そしてバレーボール部の
41.0 mL/kg/分であったが、各部の間には有意差は見られなかった。これに対して、シャトルラン
ではバレーボール部が最も高く、続いて陸上競技部、およびバスケットボール部という順であっ
たが、それぞれ 46.7、46.6、および 46.5 mL/kg/分とほぼ同じ値であった。一方、間接法で最も高
い値を示したラクロス部は最も低い値であったが、間接法同様、各部の間には有意差は見られな
かった。

考

察

間接法による最大酸素摂取量は 42.7±5.1 mL/kg/分と、昨年同様同年代の平均値を 16％ 上回っ
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
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とが挙げられる。しかしながら、最大酸素摂取量の最大値は 51.4 mL/kg/分であった。本学学生
の中には、大学選手権などにおいて活躍する選手も含まれているが、シドニーオリンピックのハ
ンドボールの女子オリンピック選手、および同じくソフトボールの女子オリンピック選手の平均
値が、それぞれ 53.1±4.0 mL/kg/分、および 48.1±5.7 mL/kg/分である14）ことを考えると、この値
は必ずしも高い値とは言えない。その理由としては、今回実施した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する間接法であることが挙げられる。この間接法
は、①心拍数と酸素摂取量の間には直線関係があるが、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ため実測値に比べて 15〜20％ 低く見
積もられる傾向がある、②同一年齢では最高心拍数が等しいが 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
数は一般に低くなり、最高心拍数の個人差によって推定誤差が 4〜7％ 生じる、③自転車駆動の
作業効率が女子では男子に比べて 1〜2％ 低いことが挙げられる。そのため、これらにより、測
定誤差が実測値よりも 15〜20％ 低くなる。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15）。仮に、
前述の 15〜20％ の測定誤差の 15〜20％ という値を今回測定した最大値の 51.4 mL/kg/分に加え
ると 59.1〜61.7 mL/kg/分となる。さらにこれに自転車エルゴメータで測定を行った分の 10％ を
上乗せすると、65.0〜67.8 mL/kg/分となり、これは十分に高い有酸素能力といえよう。
また、健康度の指標として、最大酸素摂取量を見ていくと、今回の対象者 71 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である 33 mL/kg/分の基準7）を下回ったものは、昨
年より人数（4 名）、割合（6.1％）ともに下回ったものの 3 名（4.2％）おり、うち運動部所属群
が 1 名（2.3％）、非所属群が 2 名（7.1％）という内訳であった。しかし、これについても、前述
の間接法であることを考慮すると、 33 mL/kg/分

を上回ることになり、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。
シャトルランによる最大酸素摂取量において、運動部所属群と非所属群の間には昨年同様、有
意差（p＜0.01）が見られたものの、間接法による最大酸素摂取量においては、昨年とは異なり
運動部所属群と非所属群には統計的な有意差はなかった。この理由としては、まず運動部所属群
に全体の最大値（51.4 mL/kg/分）のみならず最小値（31.1 mL/kg/分）も含まれ、標準偏差（5.3
mL/kg/分）すなわちバラツキが大きいのに対して、非所属群ではバラツキが運動部所属群よりも
小さく、しかも 50.0 mL/kg/分に達するものがいたことが関係している。そして、今回の非所属
群の中にはサークル活動としてテニス、バスケットボール、サッカー、野球を実施している者が
多く、この者が約 1/3 を占めた。運動量、日常生活の活動量と最大酸素摂取量には比例関係があ
ることから、非所属群のこれらの者が平均値を引き上げたため間接法による両群の最大酸素摂取
量に差がなかったものと考えられる。
これに対して、有意差のみられたシャトルランにおいては、折り返し回数を増やすためには、
全身持久性のための有酸素性能力のみならず、徐々に速くなるリズムにあわせるためにスピー

― ５９ ―

ド、すなわち無酸素性能力が必要となる、そして走動作にターン動作技能の優劣が影響してい
る16）ことから、バレーボール、バスケットボールのようにシャトルランの折り返し動作を頻繁に
行うことなど、競技として運動部に所属している者が優っていたと考えられる。
間接法では、各部の最大酸素摂取量の間には有意差は見られなかったが、体育科学センターの
スポーツによる健康づくり運動カルテ17）には、バレーボールのゲーム中の心拍数は女子の場合、
120 拍／分程度とするものもあり、ハンドボール、テニス、サッカー、バスケットボールに比べ
ると低く、最大酸素摂取量の約 70％ かそれ以下である。しかし、ゲーム中の最高値は 160〜180
拍／分に達しており、比較的強度の高い運動場面も含まれている。このように高い心拍数を示す
のはスパイクやブロックのような跳躍動作を含むプレーを連続して行う人に限られるとされ、ポ
ジションによって運動強度、運動量に大きな違いがある。同様に、ソフトボールでも 132〜162
拍／分と大きな開きがあるが、バスケットボールでは試合中には 170〜180 拍／分と高い運動強度
を維持するのが特徴である。
今回の陸上競技部の場合、中長距離種目の者もいるが、短距離種目の者が半数を越え、跳躍や
投擲種目の者という構成であったこと、また、バレーボール部に関しては様々なポジションであ
ったことで、最大酸素摂取量の標準偏差が陸上競技部で 6.1 mL/kg/分、バレーボール部で 5.3 mL
/kg/分のように、結果としてバラツキが大きくなり、各部の間で有意差が見られなかったと考え
られる。
これに対して、シャトルランでの最大酸素摂取量はバレーボール部、陸上競技部およびバスケ
ットボール部がほぼ同じ値で上位を占めたが、前述のように 20 m シャトルランにおいては、全
身持久性のみならずスピード、すなわち無酸素性能力が必要であるため、中長距離種目の者に加
え、短距離種目の者が半数を越えた陸上競技部、そして、ターン動作技能に優れたバレーボール
部およびバスケットボール部で折り返し回数が多くなり、結果、高い値となったと考えられる。
最大酸素摂取量の改善の程度は、トレーニングにおいての強度、時間、頻度、期間が重要な要
素となり、最大酸素摂取量を高めるための全身持久性トレーニングを大別すると、一定の作業負
荷で持続してトレーニングする continuous training（持続的トレーニング）と強弱の作業負荷で
休息期（rest period）をはさみながらトレーニングを繰り返す intermittent training（断続的トレー
ニング）とがあり、この代表は interval training（インターバル・トレーニング）である。十分に
トレーニングされた者であっても最大酸素摂取量に相当する負荷強度では約 10 分しか走ること
ができないが、最大酸素摂取量の強度で 2〜3 分走り、2〜3 分休息をいれた、いわゆるインター
バル的に走り続けると、同じ疲労困憊に達するまでには約 1 時間あるいはそれ以上走る続けるこ
とが可能であり、インターバル的に運動を行うほうが、持続的に運動を行うより長時間、しかも
強い強度での運動が可能である15）。最大酸素摂取量は、若者の方が中高年や老人に比べてトレー
ニングによる最大酸素摂取量の改善の程度が大きい9）ため、将来の体力、健康面からもインター
バル的な運動・トレーニングを学生時代に運動部（クラブ）活動によって行っていくべきであろ
う。
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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者が多いのも特徴である。実際、対象とした 71 名のうち、運動部所
属群が 43 名（60.6％）であり、一般的にみて集団としては活動的であるが、間接法での最大酸
素摂取量には、運動部所属群と非所属群の間には差がみられなかった。これは、昨年に比べ、非
所属群において、サークル活動を行う者が増え、間接法のみならずシャトルランにおいても最大
酸素摂取量が増加するようになり、結果、運動部所属群と差がなかったことになる。すなわち、
必ずしも運動部に所属しなくとも、日頃の活動状況如何によっては、十分なレベルの最大酸素摂
取量を維持することが可能であるということになる。このことは健康度の面から、そして保健体
育の教員免許の取得や健康づくり指導者を養成する本学科にとって好ましいことである。これ
が、今回のみならず今後も続いてくれることを望みたいと同時に学科としても、本学の運動部に
は所属しなくともサークルやクラブチーム、あるいは個人的にでも運動を続ける、行うような態
度を醸成させるような取り組みが必要と思われる。
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看護学実習において学生がひとりでいる時の経験
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Ⅰ．研 究 動 機

学生は、看護学実習を通し看護目標の達成に向かいつつ実習目標の達成を目ざす1）。また、教
員は、教員自身が展開する教授活動により実習目標達成を目ざす学生の学習活動を支援する2）。
これは、実習目標達成をめざす学生を支援する為には、まず教育の対象である学生を理解するこ
とが必要であり、看護学実習の特徴を反映した学生理解のための指標が必要であることを示
す3）。
現在、看護学実習における学生の行動4）、学習の方法5）、学習の効果6）などに焦点を当て、多数
の研究が行われている。これらのほとんどは、実習指導に携わる教員が行ったものであり、多く
の教員が学生理解に苦慮し、様々な側面から学生の学習活動を理解しようとしていることを示
す。
筆者は、教員として看護学実習の指導経験を持ち、看護学実習において廊下で学生が所作なく
立ち止まり、カンファレンスルームにこもってなかなか出てこない学生の姿をよく見かけた。筆
者は、「実習は学生にとって貴重な経験である」と考え、学生が何故そのような時間を費やして
いるのか、学生の行動を理解できずにいた。しかし、学生にその時の状況を確認し、学生が看護
学実習においてひとりでいる時に、自分自身を振り返り、冷静さを取り戻し、その後の実習にお
いて実習目標達成に向けた活動を行っていたことを理解できた。これは、教員が観察した学生の
「行動」と学生が知覚している「経験」が、一致していない7）という先行研究の結果により説明
できる。
また他の先行研究は、看護学実習において学生が、喜びや緊張などの様々な情動、思考、自己
学習という個人的な行動8）をとり、困難や学習活動の停滞を経験しながらも、実習期間中にそれ
を乗り越え看護の喜びを体験9）し、同時に自己の看護実践を振り返る経験10）をしていることを明
らかにした。さらに学生が、実習時間をもてあまし、その消費場所を探索したり、学習活動をし
ているように見せかけたりする経験11）をしていることも明らかにした。
これらは、看護学実習を通し学生が患者や教員との相互行為の中で展開する学習活動のみなら
ず、ひとりでいる時にも実習目標の達成を経験している可能性がある。しかし、先行研究は、看
護学実習において学生が、何時、どのような状況で、前述した困難や学習活動の停滞の経験を乗
り越え、自己の学習活動を振り返り思考しているのかを明確にしていない。又、学生の様々な学

― ６３ ―

習活動の場面、教員や患者との相互行為の場面に焦点があたり、学生がひとりでいる時の経験に
焦点を当てた研究はされていない。以上を前提とし、本研究は、看護学実習における学生がひと
りでいる時の経験を明らかにすることを目ざす。
この研究成果は、教員が、看護学実習において学習活動を展開する学生を理解するために重要
な知識となる。また、学生が実習において直面する状況を予測することができ、実習指導方法の
示唆を与える。

Ⅱ．研究目的・目標

1．研究目的
看護学実習において学生がひとりでいる時の経験を明らかにし、その特徴を分析することによ
り、学生理解に基づく実習指導のあり方を検討する。

2．研究目標
1）看護学実習を経験した学生を対象に収集した面接データに基づき、看護学実習において学
生がひとりでいる時の経験を明らかにする。
2）1）により明らかになった学生の経験の特徴を分析し、実習指導のあり方を検討する。

Ⅲ．用語の概念規定

1．看護
看護とは、看護師と患者の人間的な相互行為のプロセスであり、そのプロセスによって、各人
は、他者とその置かれている状況を知覚し、コミュニケーションを通じて目標を設定し、手段を
探求し、目標達成のために手段に合意すること12）である。

2．看護学実習
看護学実習とは、学生が既習の知識・技術を基に、患者と相互行為を展開し、看護目標達成に
向かいつつ、そこに生じた看護現象を教材として、看護実践に必要な基礎的能力を修得するとい
う学習目標達成を目ざす授業13）である。

3．経験
経験とは、主体としての人間が関わった過去の事実を主体の側から見た内容14）であり、人間と
環境の関連の仕方やその成果の総体を意味する15）。また、その意味は知覚により与えられる。こ
れに対し体験は個々の主観の中に直接的に見出される意識内容や意志過程であり、知性による加
工や普遍化を経ていない16）。
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4．ひとりの時
ひとりの時とは、学生が実習において他の誰とも相互行為をとっていない17）時間と決定し、た
とえ学生の側に誰かいても相互行為をとっていない時間は、ひとりの時とする。

Ⅳ．研 究 方 法

1．データ収集
1）研究対象者
本研究は、看護学実習において学生がひとりでいる時の経験を解明することを目ざす。その目
標を達成するためには、看護学実習中の学生の経験のデータを収集する必要がある。そこで対象
者の条件を次のように検討した。
まず、第 1 に現在看護基礎教育課程に在籍中であり、看護学実習に取り組んだことのある学生
を対象者とした。第 2 に、看護学実習中の「経験」だけでなく、看護基礎教育課程在籍中の「経
験」の概要をデータとして収集するために、実習全般の経験を客観的に語ることのできる卒業後
5 年未満の者も対象者とした。卒業後 5 年未満の者とした理由は、次のとおりである。
過去に遭遇した出来事、人々、物事などに関する記憶は、1 年に 5％ ずつ忘れ去られ18）、2 年
以上経過した出来事は、印象の強度に影響を受けて想起される19）。これは、時間的経過に伴い、
対象者が過去に遭遇した事実に関して想起できる内容に限界が存在することを意味する。「看護
20）について調査した研究でも卒後 5 年未満の者を対象にしており経験
実習における学生の経験」

の解明に成功していた。
これらは、看護基礎教育課程卒業後 5 年未満の者が、在学中の「経験」の概要を明瞭かつ客観
的に想起できる可能性を示す。そこで、対象とする卒業生を看護基礎教育課程卒業後 5 年未満の
者とした。
しかし、留年経験者、在籍するあるいは卒業した教育課程入学以前に看護学を学習した経験を
持つ者、准看護師養成教育を受けた経験を持つ者は、その経験に特異な経験をしている可能性が
予測されるため対象者から除外した。
以上の検討に基づき、本研究は、次の条件①②のいずれかを満たし、かつ条件③④⑤⑥をすべ
て満たした者を対象とした。
①

看護基礎教育課程に在籍し、かつ看護学実習に取り組んだことのある者

②

看護基礎教育課程卒業後 5 年未満の者

③

看護基礎教育課程在学中に留年の経験を持たない者

④

在籍するあるいは卒業した教育課程入学前に看護学を学習した経験を持たない者

⑤

准看護師養成教育を受けた経験を持たない者

⑥

研究参加に快く同意した者

― ６５ ―

2）質問項目の決定
半構造化面接の実施に向け、対象者が看護学実習全般にわたり対象者がひとりでいる時の経験
を明瞭かつ客観的に想起し、言語化できる質問項目を設定する必要がある21）。
記憶は、時間的な経過で想起する場合とカテゴリで想起する場合がある。最近のことは、時間
的経過で想起されるが、2 年以上前のものなると、時間的な経過で想起するよりカテゴリで想起
することが多くなる22）。また、印象に残ったことは、カテゴリとして想起することが容易にでき
る。これらをもとに、ひとりでいる時の場面を想起してカテゴリ別の質問に従って 2 名に仮の質
問項目を設定しプレテストを行った。その結果看護学実習において学生がひとりでいる様々な場
面が想起され、その中でも学習を進め混乱している経験が語られた。以上、プレテスト結果の検
討により、本研究における半構造化面接の主要なトピックを「看護学実習中のひとりでいる時の
経験」とし、質問項目、ワーディング、順序を以下のようにした（表 1）。
また、本研究は、学生の「ひとりでいる時の経験」の全容を解明するために、多様な学生を対
象者として選定した。対象者に応じて、時には時間的経過を示す言葉を用いながら質問した。
3）対象者の探索と研究協力依頼
学生の「①在籍するあるいは卒業した学校の種類」と「②面接時の学習段階」に着目し、多様
な学生が含まれるように対象者を探索し、研究依頼した。具体的には、①を看護系大学、看護系
短期大学、看護師養成所に区分した。②を実習の初期、中期、後期及び卒業後に区分した。実習
初期とは「基礎看護学実習のみを終了した段階」、中期は、「初回の対象領域別実習から中期の対
象領域別実習を終了した段階」、後期は、「後期の対象領域別実習開始からすべての実習を終了し
た段階」である。
次に①②の区分に着目しながら、学生の在籍するあるいは卒業した学校がすべての種類を含
み、また異なる学習段階の学生を含むように探索と研究協力依頼を継続した。

表1

インタビューガイド

〈導入〉問 1．これまでに終了した実習の領域をお話下さい。
問 2．実習中に患者さんと関わったり、教員と関わったりする以外、ひとりですごした場
面がありましたかお話し下さい。
（他の誰かと関わりをもっていないひとりでいるとき）
〈看護学実習中にひとりでいる時の経験を尋ねる質問〉
問 1．看護学実習中にひとりでいる○○場面は、どんなことを考えたり行動したりしましたか お
話下さい。
問 2．看護学実習中にひとりでいる場面の前にはどんな事がありましたかお話下さい。
問 3．看護学実習中にひとりでいる場面の後にはどんな事がありましたかお話下さい。
問 4．他のひとりでいる場面は、どんな事を考えたり行動したりしましたかお話下さい。
問 5．その他の実習ではどうでしたか。追加して発言しておきたいことがありましたらお話下さ
い。
〈対象者のプロフィールの確認〉
確認内容：在籍する教育施設の所在地域、病棟実習開始時間と終了時間、実習グループの人数、最
後の実習から本日までの期間の長さ、年齢
（それまでの質問により回答が得られた場合は再度質問しない）
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対象者の探索と研究協力依頼は、次に示す通りの方法で行った。
第一に、便宜的標本抽出法を用い、知人の教員から看護専門学校の施設長の紹介を受け、本研
究の目的を前もって電話で説明し、内諾を得る。内諾を得られた学校長宛てに依頼文書を送付
し、担当教員より、昼休み時間に対象学生に「研究協力のお願い」の文書を用い説明し、対象者
の条件を満たす学生の紹介を受けた。
第二に、知人の教員から看護大学生、看護短期大学生、看護専門学校、看護専門学校卒業生の
紹介を受け、直接協力者に連絡をした。対象者に研究協力を依頼する際には、本研究の目的・方
法、対象者の負担及びプライバシー擁護の方法を直接説明したうえで、研究参加の意志を確認し
同意書に署名を得た。以上の対象者の背景を考慮しながら、研究協力依頼をした。
4）半構造化面接の実際
（1）データ収集期間
2005 年 10 月 24 日〜12 月 19 日
（2）データ収集場所
面接によるデータ収集場所として、他者を気にすることなく会話でき、しかも、対象者の都合
や希望に適う場所を選定した。そのほとんどは、対象者の所属する学校の会議室や講師控え室を
使用した。その他は、対象者の希望する静かな喫茶室か知人宅を使用した。
（3）面接の実際
面接の開始時には、自己紹介の後、面接の趣旨、面接内容に関する秘密保持の方法などを述
べ、改めて研究協力の意志を確認し、同意書に署名を得る。その後許可を得て、面接内容を IC
レコーダに録音した。
（4）スーパービジョン
面接終了後に筆者の所属する課程の指導教員に面接の概要を報告しスーパービジョンを受け
た。その内容は、研究者の測定用具の安定性、データ収集の適切性、データ収集終了時期の適切
性などであった。
（5）データ収集終了の決定
35 名を対象とするのべ 35 回の半構造化面接終了後、それまで聴取した回答内容と性質の類似
した経験が繰り返し出現するようになり、質問項目別の回答内容が概ね飽和化していると判断し
た。そこで、飽和化が確実であることを確認するため、さらに 3 名の面接を追加した。その結果
ほぼ同質の回答内容が多く出現し、性質の異なる回答内容は出現しなかった。そこで、この追加
面接終了時にデータが飽和化に至ったと判断し、データ収集を終了した。飽和化に至るまでの面
接回数は、対象者 38 名に対するのべ 38 回であった。
5）研究対象者への倫理的配慮
対象者への倫理的配慮は、日本看護教育学学会研究倫理指針23）に基づき、次のように行った。
（1）研究参加により対象者に生じる心身の負担の排除（不利益を受けない権利の保障）
対象者の負担を最小限とするよう、対象者との連絡や面接には、対象者が希望する時間を設定
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し、希望する手段、面接場所を用いた。また、面接の際には、対象者に心理的圧迫感を与えない
ように、服装、座席の位置、IC レコーダの位置に配慮した。
（2）研究参加に向けた対象者の意思決定の権利保障（情報を得る権利・自己決定の権利保障）
研究目的、方法、内容などを対象者に理解できるように説明し、研究参加への意思を直接確認
した。その際、学生が研究参加への拒否を表明しにくい立場にあることを考慮し、学生を威圧し
ないよう、次のように説明内容や表現などを工夫した。
研究協力の依頼時には、平易な言葉を用いて依頼内容を説明し、いつでも質問が可能であり、
それに答える準備状態が整っていることを伝えた。また、説明の後、学生が意思決定するための
十分な時間を設けた。さらに、研究への参加は自発的意思に基づいて決定できること、途中で中
止を申し出ることが可能であり、中止の申し出によりいかなる不当な扱いも受けないことを説明
した。具体的には、面接内容を IC レコーダに録音しデータとして用いること、それに基づき論
文を作成することを説明した。さらに研究参加の意思を確認した場合、同意書に対象者の署名を
得るとともに、研究倫理上の責任を明確に示すため、研究者も同意書に署名した。
なお、本研究においては、39 名に研究協力を依頼し、このような研究参加に対する対象者の
自己決定の権利を保証した結果として 38 名が承諾、1 名が拒否した。
（3）対象者のプライバシーの厳守（プライバシーの権利・匿名性の権利の保障）
面接時に学生が提示した内容の取り扱いに関して、次の 4 点を約束し、遵守した。
それは、①面接により収集した内容を教員や臨床指導者などに漏洩しないこと、②面接により収
集した内容を研究以外の目的には使用しないこと、③研究者以外の者にはテープを聞かさないこ
と、④データから結果の公表まで対象者の個人名を伏せることである。また、分析終了後、録音
した IC レコードを復元不能な状態にして処分することも約束した。

2．データ分析
データ分析は、次の手順で行った。
1）看護学実習における学生のひとりでいる時の経験の面接に関する記述の分析
（1）看護学実習における学生のひとりでいる時の経験について、1 名の対象者に対する面接から
得られた全回答を 1 データとし、IC レコーダの録音内容を逐語録として文字化した。
（2）記録単位の決定
記録単位とは、記述内容の出現を算出するための最小形の内容24）であり、その記述内容を区分
する単位には、単語、センテンス、人物25）などがある。本研究においては対象者が一つの意味を
持つひとりでいる時の経験内容すなわちセンテンスを記録単位とした。尚、逐語記録から記録単
位を抽出する時は本研究の定義に基づいて行った。
（3）文脈単位の決定
文脈単位とは記録単位を性格づける際に吟味されるであろう最大形をとった内容26）であり、文
節、いくつかの文節が構成する文章全体などである。本研究においては、面接回答内容全体を文
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脈単位とした。
（4）カテゴリ化
記録単位毎に分析対象を区分し、それらを意味内容の類似性に従い分類し、その記述を忠実に
反映したカテゴリネームをつけた。
（5）記録単位数の算出
各カテゴリに包合された記録単位の出現頻度を数量化し、カテゴリ毎に集計した。
2）対象者のプロフィール
対象者のプロフィールに関して単純集計を行った。

3．本研究の信用性の確保
1）データの信頼性、確実性、置換性の確保
（1）データ収集開始前においては、プレテストを実施し、質問項目のワーディング及び順序を決
定する。また、プレテスト時に録音した IC レコーダの内容を確認し、面接者である研究者の面
接技術を検討した後にデータ収集を行った。
（2）データ収集においては、面接内容を IC レコーダに録音し、情報量の多い発言内容を正確に
捉えるようにする。また、IC レコーダ録音によるデータ収集だけでなく、観察などによる他の
付加的データを現象の理解促進に反映させた。
（3）データ化においては、データ収集及び分析の際のバイアスを最小限にするため、録音した IC
レコーダの内容を繰り返し聴取し、対象者の発言内容を正確に逐語録に転記する。
（4）看護学実習中の学生の多様な経験をデータとして収集するために、背景の異なる学生あるい
は卒業生を対象者として探索し、研究協力を得た。
（5）面接終了後に面接状況と質問項目回答の概要を指導教員に報告し、スーパービジョンを受
け、研究者の測定用具としての安定性、データ収集の適切性、データ収集終了の判断などについ
て示唆を得た。その結果、35 名の面接を終了した時点で回答内容の飽和化が確実であるかどう
かを判断するために 3 名の面接を追加し、先の 35 名と同様の意味内容であることを確認した。
2）カテゴリの信頼性と確実性の確保
カテゴリの信頼性を確保するための方法として、Scott. W. A. の式を用い、カテゴリの一致率
の算出を行った結果、72.06％ の一致率を示し 70％ 以上であっために、カテゴリが信頼性を確保
していると判断した。

Ⅴ．研 究 結 果

1．対象者および分析対象データ
本研究のデータは、看護学生 38 名に実施した半構造化面接により得られた回答内容である。
この 38 名を対象とする延べ 38 回の面接時間は、13 分から 54 分の範囲であり、合計 22 時間 13
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分、平均 33 分であった。逐語録としたデータは、約 92,000 字であった。

2．対象者の特性
1）年齢と性別
対象者の年齢は、19 歳から 25 歳の範囲であり、平均 21 歳であった。性別は、女性 36 名
（94.7％）、男性 2 名（5.2％）であった（表 2）。
2）教育機関
対象者の基礎教育課程の教育機関は、看護系大学 1 名（2.6％）、看護系短期大学 2 名（5.2
％）、看護師養成所統合カリキュラム 5 名（13.1％）、看護師養成所 3 年課程 30 名（78.9％）であ
った。
また、設置主体は、公立 6 名（15.7％）、医師会立 6 名（15.7％）、財団法人 3 名（7.8％）、学
校法人 17 名（44.7％）、社会福祉法人 3 名（7.8％）、社団法人 3 名（7.8％）であった。
さらにまた、所在する地域は、関東 3 名（7.8％）、東海 10 名（26.3％）、近畿 23 名（60.5％）、
中国 2 名（5.2％）であった。

表2

対象者の特性

対象者の属性項目

内容

年齢

19 歳から 25 歳

性別

女性
男性

看護基礎教育課程
の種類

在籍する・卒業した
教育機関

設置主体

所在する地域

学年・卒業後年数

学習段階

n＝38

平均 21 歳
36 名（94.7％）
2 名（ 5.2％）

看護系大学
1 名（ 2.6％）
看護系短期大学
2 名（ 5.2％）
保健師看護師（統合カリキュラム） 5 名（13.1％）
看護師養成所（3 年課程）
30 名（78.9％）
公立
医師会立
財団法人
学校法人
社会福祉法人
社団法人

6 名（15.7％）
6 名（15.7％）
3 名（ 7.8％）
17 名（44.7％）
3 名（ 7.8％）
3 名（ 7.8％）

関東
東海
近畿
中国

3 名（ 7.8％）
10 名（26.3％）
23 名（60.5％）
2 名（ 5.2％）

2 年生
3 年生
4 年生
卒業後 1〜3 年

11 名（28.9％）
19 名（50.0％）
5 名（13.1％）
3 名（ 7.8％）

初期
中期
後期

3 名（ 8.5％）
8 名（22.8％）
27 名（71.0％）
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3）対象者の学年及び卒業後年数
対象者の学年及び卒業後年数とその人数は、2 年生 11 名（28.9％）、3 年生 19 名（50％）、4 年
生 5 名（13.1％）、卒業後 5 年未満の者 3 名（7.8％）であった。
4）対象者の学習段階
対象者の学習段階は、初期 3 名（7.8％）、中期 8 名（21.0％）、後期 27 名（71.0％）であった。

3．看護学実習中の学生のひとりの時の経験
対象者 38 名の半構造化面接をおこなった。この面接により 667 の記録単位、38 文脈単位を収
集できた。対象者 1 名あたりの記録単位数は、3 センテンスから 40 センテンスの範囲であり、
平均 17.6 センテンスであった。
667 記録単位を意味内容の類似性に基づき分類した結果、看護学生が実習中にひとりでいる時
の経験を表すカテゴリが 22 形成された（表 3）。
以下、これら 22 カテゴリのうち記録単位数の多いものから順に論述する。なお、【

表3

カテゴリと記録単位数

カテゴリ
1

】内は、

計画立案・実施に向けた不足の情報の収集とアセスメント

記録単位数（％）
115（ 17.2）

2

自己の行動指針不明による時間消費方法の模索

92（ 13.7）

3

患者・家族・教員・指導者・他学生との円滑な相互行為の模索

59（

8.8）

4

援助の合間の空き時間活用による展開した看護実践の記録と修正

58（

8.6）

5

既習知識・教員指導者の助言・過去の経験に基づく事前の援助方法の確認

42（

6.2）

6

患者の反応・指導者からの助言・過去の経験・原理原則に基づく実施援助の評価

41（

6.1）

7

教員・指導者・看護師からの否定的評価の懸念

38（

5.6）

8

実習過程で生じた課題克服のための自己学習

37（

5.5）

9

教員・指導者からの厳しい対応・患者からの否定的な対応への困惑と気持ちの整理

33（

4.9）

10

支援獲得に向けた教員・指導者・看護師・他学生の探索と待機

27（

4.0）

11

指導者への報告の時機・内容の検討

19（

2.8）

12

円滑な実習進行に向けた病棟環境の観察

18（

2.6）

13

看護師の行動観察による適切な援助方法の模索

14（

2.0）

14

自宅での記録時間短縮の為の記録時間の確保

13（

1.9）

15

他学生の実習進行状況への関心

13（

1.9）

16

円滑な援助実施に向けた物品の調達・準備

11（

1.6）

17

カンファレンスの議題・進行方法・発言内容の検討

9（

1.4）

18

患者・指導者との相互行為に向けた志気の高揚・心の準備

8（

1.1）

19

治療・家族との時間・プライバシーの優先のための待機

7（

1.0）

20

看護師の多忙さへの配慮・恐怖心による学習機会獲得の躊躇

7（

1.0）

21

学生・看護師の助言による問題解決困難の査定と解決方法の自己決定

5（

0.7）

22

実習終了後の自宅での学習内容の検討

1（

0.1）

記録単位数合計
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667（100％）

カテゴリを表し、〔
合を示し、「

〕内は各カテゴリを形成した記録単位数とそれが記録単位総数に占める割

」は記録単位を示す。また、各カテゴリを形成した記述は、表 2 に示し、その中

の代表的な記述を用いて各カテゴリを説明する。
【1．計画立案・実施に向けた不足の情報の収集とアセスメント】〔115 記録単位：17.2％〕
このカテゴリは、立案した計画検討のための情報収集、計画・実施に向けた患者情報のアセス
メント、収集した情報整理による不足の情報の確認、患者・家族間の相互行為観察に向けた質問
内容の検討、教員の指摘による不足の情報の収集、情報活用に向けた他学生の行動観察、患者情
報活用による計画の再検討、立案した計画検討に向けた教員の他学生への指導場面の観察から形
成された。
その具体的記録単位は「患者さんの所に行って、患者が寝ておられたので、ナースステーショ
ンで今日はどうして眠いのか、夜たまに目がさめると、朝話しておられたので、患者さんの症状
と今までの状態を考えて関連づけて考えた。」等である。これらの記述は、学生が、看護計画の
立案実施に向けて不足の情報を収集し、アセスメントするという経験をしていることを表してい
た。
【2．自己の行動指針不明による時間消費方法の模索】〔92 記録単位：13.7％〕
このカテゴリは、自己の行動指針不明による時間消費方法の模索、実習記録・カルテ・教科書
・参考書閲覧による装いによる時間消費、洗面所・患者のベッドサイド・学生控え室・目に付か
ない場所・トイレでの時間消費、患者のベッドサイドの居づらさ知覚による廊下の往復、動線の
延長・廊下の往復による時間消費から形成された。
その具体的記録単位は「本当に調べたいことがあるわけではなく、Dr が書いた記録を読んで
みようとか、目的があるわけでもなくカルテを見た。」等である。これらの記述は、学生が実習
時間中に自己の行動をどのようにすればよいかわからずに実習時間の消費方法を模索するという
経験をしていることを表していた。
【3．患者・家族・教員・指導者・他学生との円滑な相互行為の模索】〔597 記録単位：8.8％〕
このカテゴリは、患者・家族との円滑な相互行為のための思案・模索、他学生との円滑な相互
行為のための思案、教員・指導者との関係崩壊回避のための模範学生の装いから形成された。
その具体的記録単位は、「意図的なコミュニケーションを図っていたので、学生の控え室のよ
うな所で、ひとりで座ってボーとしながら、患者さんにあれ言われたらどうしようとか、これ言
われたらどうしようとか考えていた。」等である。これらの記述は、学生が患者、家族、教員、
指導者、他学生と円滑な相互行為を行う為の方法を模索するという経験をしていることを表して
いた。
【4．援助の合間の空き時間活用による展開した看護実践の記録と修正】〔58 記録単位：8.6％〕
このカテゴリは、収集した情報・実施援助・アセスメント内容・援助評価結果の記録、記録忘
却予防のための記録、実習記録の記載に向けた援助の合間の空き時間活用、指導者・教員の指導
に基づく記録の追加・修正、記録の整理の仕方の検討から形成された。
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その具体的記録単位は、「患者さんとのコミュニケーションも終わり、患者さんから聞いた言
葉とかをメモにした。」等である。これらの記述は、学生が、援助の合間の空き時間を活用して
自分が展開した看護実践の記録や修正をするという経験をしていることを表していた。
【5．既習知識・教員指導者の助言・過去の経験に基づく事前の援助方法の確認】〔42 記録単位：
6.2％〕
このカテゴリは、既習知識に基づく事前援助方法のイメージ化、過去の経験、指導者・教員の
助言に基づく援助方法の確認から形成された。
その具体的記録単位は、「患者はひとりでトイレに行けるので、準備をしてきますと言って、
実習で初めてトイレでの陰部洗浄を行うので、心不全の方なので色々方法を考えながら、難しく
ないか、負担がかからないかとか考えた。」等である。これらの記述は、学生が、既習知識や教
員指導者の助言、過去の経験に基づき、事前に援助方法の確認をするという経験をしていること
を表していた。
【6．患者の反応・指導者からの助言・過去の経験・原理原則に基づく実施援助の評価】〔41 記録
単位：6.1％〕
このカテゴリは、患者の反応・指導者からの助言・過去の経験・原理原則に基づく実施援助の
評価から形成された。
その具体的記録単位は、「援助が終わって、看護師さんと話しをし、その時に援助について看
護師さんから指導をいただいた後、ひとりで、ここはこうしたほうがいいとかよく考えた。」等
である。これらの記述は、学生が、自分の行った援助を患者の反応や指導者からの助言、過去の
経験、原理原則に基づき評価するという経験をしていることを表していた。
【7．教員・指導者・看護師からの否定的評価の懸念】〔38 記録単位：5.6％〕
このカテゴリは、援助実施以外の自己に対する看護師からの否定的評価、看護実践に対する教
員・指導者からの否定的評価の懸念、担当看護師以外の他者からの評価への懸念から形成され
た。
その具体的記録単位は、「次の援助まで、母性は、褥婦さんの所にも行きにくいし安静にもし
てもらわないといけないので、おどおどしながら詰所にいた。」等である。これらの記述は、学
生が実習中に教員、指導者、看護師からの否定的評価に対して懸念するという経験をしているこ
とを表していた。
【8．実習過程で生じた課題克服のための自己学習】〔37 記録単位：5.5％〕
このカテゴリは、指導者・教員からの質問返答に向けた学習、知識不足補完のための学習、教
員・指導者・受け持ち患者の主治医からの質問予測による事前学習、追体験による理解深化の試
みから形成された。
その具体的記録単位は、「指導者さんから、尿量が少ないのは何故？熱が出ているのは何故？
ストーマを作ったのだけれど、今の状態は色が悪くこれは何？て聞かれて『なんやったっけな』
と考えた。」等である。これらの記述は、学生が実習過程で生じた課題の克服のために自ら学習
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するという経験をしていることを表していた。
【9．教員・指導者からの厳しい対応・患者からの否定的な対応への困惑と気持ちの整理】〔33 記
録単位：4.9％〕
このカテゴリは、教員指導者からの厳しい対応・患者からの否定的評価受理による混乱した気
持ちの整理、教員・指導者・看護師からの厳しい指導・対応受理による困惑、患者からの否定的
な対応受理による混乱から形成された。
その具体的記録単位は、「（最終面接で、先生に言われたので、何処にも、患者さんとこいくわ
けにはいかず、どうしたらよいかわからんっていう感じで）病棟の中をうろうろしたり、座った
り、意味もなく廊下をウロウロ歩いたりしながら、次どうしようかなと考えた。」等である。こ
れらの記述は、学生が教員・指導者からの厳しい対応や患者からの否定的な対応に対し困惑した
り、そのことについて気持ちの整理をするという経験をしていることを表していた。
【10．支援獲得に向けた教員・指導者・看護師・他学生の探索と待機】〔27 記録単位：4.0％〕
このカテゴリは、援助実施への支援獲得に向けた教員・指導者の探索・待機、他学生に指導す
る教員からの指導受理に向けた待機から形成された。
その具体的記録単位は、「病棟の中のカウンターがあり、そこの場所は学生の場所で、そこで
立って待っていた。担当の看護師さんの様子を見ながら何時声をかけられてもいいように待っ
た。」等である。これらの記述は、学生が教員、指導者、看護師、他学生の支援を獲得するため
に探索したり待機する経験をしていることを表していた。
【11．指導者への報告の時機・内容の検討】〔19 記録単位：2.8％〕
このカテゴリは、指導者への報告内容の検討、指導者への報告の機会模索から形成された。
その具体的記録単位は、「母性の実習の時、必ずバイタルの結果や退行性変化を報告する時は、
指導者さんに報告するだけじゃなくて、必ずアセスメントをしていないといけないのでどう報告
しようかと考えていた。」等である。これらの記述は、学生が指導者へ報告をする時、報告内容
の検討と報告の時機の検討をする経験をしていることを表していた。
【12．円滑な実習進行に向けた病棟環境の観察】〔18 記録単位：2.6％〕
このカテゴリは、円滑な実習進行に向けた病棟環境の観察から形成された。
その具体的記録単位は、「洗面台も車いすが入れるように高さが丁度よくなるように、手すり
がついてあるとか階段の段差が登りやすいようになっているとかそんな風にぐるぐる回って、記
録に書いた。」等である。これらの記述は、学生が円滑な実習に向けて病棟環境を観察する経験
をしていることを表していた。
【13．看護師の行動観察による適切な援助方法の模索】〔14 記録単位：2.0％〕
このカテゴリは、看護師行動観察による援助方法への疑問視、モデルの発見に向けた看護師行
動の観察から形成された。
その具体的記録単位は、「ベッドが低いと腰に負担がかかり、ボディメカニクスを授業で学ん
だんだけれど、実際病院へ行ったら、ベッドはすごい低く、腰に負担がかかっている。どうみて
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も中腰で、腰に負担がかかる姿勢で、柵は落下細菌があるから、下においたらだめという指導を
受けていたけれど、普通に柵を下に置いていて、それに対し疑問を持ち考える。」等である。こ
れらの記述は、学生が看護師の行動を観察しながら適切な援助方法を模索するという経験をして
いることを表していた。
【14．自宅での記録時間短縮にむけた記録時間の確保】〔13 記録単位：1.9％〕
このカテゴリは、自宅での記録時間短縮にむけた記録時間の確保から形成された。
その具体的記録単位は、「（お昼でバイタル取りに行った後とか患者さんが休まれていて、日々
の記録の S 情報と O 情報をまとめて書く）時その日の記録を早くしあげようと思う。」等であ
る。これらの記述は、学生が自宅での記録時間を短縮するために実習中に記録時間の確保をする
という経験をしていることを表していた。
【15．他学生の実習進行状況への関心】〔13 記録単位：1.9％〕
このカテゴリは、他学生の実習進行状況関心による行動観察、他学生との比較による自己の目
標達成度の懸念から形成された。
その具体的記録単位は、「みんなが援助に行って、自分は何もない時、一人です。そういう時
は廊下を回ってみんな何しているかなと見て回る。」等である。これらの記述は、学生が他学生
の実習状況に対して関心を持つ経験をしていることを表していた。
【16．円滑な援助実施に向けた物品の調達・準備】
〔11 記録単位：1.6％〕
このカテゴリは、円滑な援助実施に向けた物品の調達・準備から形成された。
その具体的記録単位は、「（沐浴を）準備する時は、前言われたことができるように、物品の不
足があったので、顔を洗うガーゼが沐浴槽の上にあったのでそれを取ろうと思っていたけれど、
危険と注意を受けたので、ガーゼの準備をおこなった。」等である。これらの記述は学生が円滑
に援助を実施するため物品を調達したり準備する経験をしていることを表していた。
【17．カンファレンスの議題・進行方法・発言内容の検討】
〔9 記録単位：1.3％〕
このカテゴリは、カンファレンスの議題・進行方法・発言内容の検討から形成された。
その具体的記録単位は、「カンファレンスのテーマを決めなきゃいけない時は、司会やリーダ
ーだったら、最終日は 1 時間あるので、司会の方法を考えて、OP 前の方の身体的なことじゃな
く心理的なこともどんな対応が良かったかとか司会の進行方法のことを考えた。」等である。こ
れらの記述は、学生がカンファレンスの議題や進行方法、発言内容の検討をする経験をしている
ことを表していた。
【18．患者・指導者との相互行為に向けた志気の高揚・心の準備】〔8 記録単位：1.1％〕
このカテゴリは、患者・指導者との相互行為に向けた志気の高揚・心の準備から形成された。
その具体的記録単位は、「実習の最初の方は、緊張していて、コミュニケーションのきっかけ
どうしよう、あたふたしているときは、廊下をうろうろしながら、自分の気持ちを整えたりし
た」等である。これらの記述は、学生が患者や指導者との相互行為に向け志気を高めたり、心の
準備をする経験をしていることを表していた。

― ７５ ―

【19．治療・家族との時間・プライバシーの優先のための待機】〔7 記録単位：1.0％〕
このカテゴリは、治療・家族との時間・プライバシーの優先のための待機から形成された。
その具体的記録単位は、「バイタル測定のときに、男女がペアで測定するけれど、退行性変化
を測定するときは『失礼します』と言って廊下で待っていた」等である。これらの記述は、学生
が患者の治療や家族との時間、プライバシーを優先するために待機すると言う経験をしているこ
とを表していた。
【20．看護師の多忙さへの配慮・恐怖心による学習機会獲得の躊躇】〔7 記録単位：1.0％〕
このカテゴリは、看護師の多忙さへの配慮・恐怖心による学習機会獲得の躊躇から形成され
た。
その具体的記録単位は、「急性期の実習で、指導者さんに言われたことが理解できず、質問さ
れたことがわからず。調べようもない。でももう一度聞くこともできず、どうしようと思った。」
等である。これらの記述は、学生が看護師の多忙さや看護師への恐怖心により学習機会を獲得す
ることを躊躇する経験をしていることを表していた。
【21．学生・看護師の助言による問題解決困難の査定と解決方法の自己決定】〔5 記録単位：0.7
％〕
このカテゴリは、学生・看護師の助言による問題解決困難の査定と解決方法の自己決定から形
成された。
その具体的記録単位は、「他の学生は患者さんの所に行っているし誰かに相談しようとしても、
自分の患者さん中心でやりたいって思いがあるので、相談したいけれどしにくいと思った」等で
ある。これらの記述は、学生が他学生や看護師からの助言により問題解決することが困難と査定
し、自分で解決する方法を決定するという経験をしていることを表していた。
【22．実習終了後の自宅での学習内容の検討】〔1 記録単位：0.1％〕
このカテゴリは、実習終了後の自宅での学習内容の検討から形成された。
その具体的記録単位は、「家に帰って何しようかと考えた。」である。これらの記述は、学生が
実習中に、実習終了後の自宅での学習内容を検討するという経験をしていることを表していた。

Ⅵ．考

察

本研究は、看護学実習において学生がひとりでいる時の経験を明らかにしその特徴を分析する
ことにより、学生理解に基づく実習指導のあり方を検討することを目的とする。この目的を達成
するために、看護基礎教育課程や、面接時の学習段階の異なる 38 名の学生及び卒業生からデー
タを収集した。
そこで、第一に収集したデータの特徴を検討し、本研究の目的を達成するための適切性につい
て確認する。第二に、明らかになった看護学実習において学生がひとりでいる時の経験の特徴を
分析することを通して学生理解に基づく実習指導のあり方を検討する。
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1．本研究のデータの適切性
本研究のデータ収集においては、文献検討の結果に基づき、基礎教育課程や、面接時の学習段
階の異なる学生及び卒業生を研究対象として含むことが可能な方法を採用した。データ収集法で
述べた手続きを経てデータを収集した結果、本研究の対象となった学生及び卒業生 38 名の構成
は次の通りであった。
対象者の基礎教育課程の教育機関は、看護系大学から看護師養成所 3 年課程までであり、看護
系大学 1 名（2.6％）、看護系短期大学 2 名（5.2％）、看護師養成所統合カリキュラム 5 名（13.1
％）、看護師養成所 3 年課程 30 名（78.9％）であった。これは、本研究が多様な教育背景をもつ
学生の経験であることを示す。
また、設置主体は、公立 6 名（15.7％）、医師会立 6 名（15.7％）、財団法人 3 名（7.8％）、学
校法人 17 名（44.7％）、社会福祉法人 3 名（7.8％）、社団法人 3 名（7.8％）であった。所在する
地域は、関東 3 名（7.8％）、東海 10 名（26.3％）、近畿 23 名（60.5％）、中国 2 名（5.2％）であ
った。これは、本研究が、多様な設置主体、地域の学生の経験であることを示す。
さらにまた、対象者の学年及び卒業後年数とその人数は、2 年生 11 名（28.9％）、3 年生 19 名
（50％）、4 年生 5 名（13.1％）、卒業後 5 年未満の者 3 名（7.8％）であった。対象者の学習段階
は、初期 3 名（7.8％）、中期 8 名（21.0％）、後期 27 名（71.0％）であった。これは、本研究が
多様な実習段階にある学生の経験であることを示す。
以上は、本研究が、基礎教育課程や、面接時の学習段階の異なる学生及び卒業生を含んでいる
事を示す。このような対象者から収集したデータを分析した結果、明らかになった 22 カテゴリ
は、多様な特性をもつ学生がひとりでいる時の経験の全容を表している可能性が高い。そこで、
以下これを前提として考察を進める。

2．看護学実習において学生がひとりでいる時の経験と特徴
本研究の結果は、看護学実習において学生がひとりでいる時の経験 22 カテゴリ、すなわち 22
種類を明らかにした。
22 種類のうち、その特徴を明らかにするために最初に注目したカテゴリは、【1．計画立案・
実施に向けた不足の情報の収集とアセスメント】【5．既習知識・教員指導者の助言・過去の経験
に基づく事前の援助方法の確認】【6．患者の反応・指導者からの助言・過去の経験・原理原則に
基づく実施援助の評価】【12．円滑な実習進行に向けた病棟環境の観察】【13．看護師の行動観察
による適切な援助方法の模索】【16．円滑な援助実施に向けた物品の調達・準備】である。これ
ら 6 カテゴリのうち【1】不足の情報の収集とアセスメント、【5】助言や過去の経験に基づく援
助方法の確認、【12】病棟の観察、【13】看護師の行動を観察し、援助方法を模索する、【16】物
品の調達と準備は、患者へ適切な援助を円滑にするために準備するという共通性を持つ。また、
【6】患者の反応・指導者からの助言・過去の経験・原理原則に基づく実施援助の評価は、患者へ
適切な援助を円滑にするために評価するという共通性を持つ。これらは、6 カテゴリが、学生が
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ひとりでいる時に、患者へ適切な援助を円滑に実施するために準備と評価をするという共通性を
持つ。
さらに、この経験は、学生個人だけではなく、【6】患者の反応や指導者からの助言、【13】看
護師の行動を観察した結果、【5】過去の経験等からあらゆる情報をもとに実施していることを表
す。
看護学実習とは、「あらゆる看護の場において、各看護学の講義、演習により得た科学的知識、
技術を実際の患者・クライエントを対象に実践し、既習の理論、知識、技術を統合深化するとと
もに、看護の社会的価値を顕彰するという学習目標を達成する授業である27）。看護学実習におけ
る学生の行動に関する研究は、ケア提供過程における理解の深まりによるケア進展という概念を
明らかにした28）。これは、学生がケアを通して患者と相互行為を深めながら情報を把握し、ケア
を修正するとともに、ケア計画遂行上の問題に対処するため、またはケアの効果や円滑さを増す
目的で物品・環境・動作を調整している状況を示す。この研究の結果は本研究と合致する。この
研究は患者との相互行為の中で明らかにされた結果である。しかし、本研究は、それ以外の場面
での学生の経験を明らかにしたものであり、両者はほぼ類似する結果であった。このことは、患
者と相互行為する場面以外でもケアを修正するとともに、ケア計画遂行上の問題に対処するた
め、またはケアの効果や円滑さを増す目的で物品・環境・動作を調整している状況を示した。
以上、【1】【5】【6】【12】【13】【16】は、看護学実習において学生がひとりでいる時に看護計
画立案・実施に向けた不足の情報を収集し、アセスメントを行い、教員・指導者の助言や過去の
経験に基づき事前に援助方法の確認や、円滑な実習進行に向けた病棟環境の観察、物品の調達・
準備を行い、患者の反応・指導者からの助言等から援助の評価をするという内容を表しており、
《円滑・適切な看護実践に向けた準備と実施後の評価》という特徴があることを示す。
残る 16 種類のうち、その特徴を明らかにするために次に注目したカテゴリは、【11．指導者へ
の報告の時機・内容の検討】【19．治療・家族との時間・プライバシーの優先のための待機】
【20．看護師の多忙さへの配慮・恐怖心による学習機会獲得の躊躇】である。これら 3 カテゴリ
のうち、【19】患者の治療や家族との時間の確保による待機、【11】指導者への報告の時期の検
討、【20】看護師の多忙さへの配慮は、患者・家族・指導者・看護師との相互行為を持つ時間を
検討・待機するという共通性を持つ。また、この経験は、学生が援助の提供者であるとともに
【11】指導者への報告内容の検討、【20】恐怖心による学習機会の躊躇というように学習者である
ことを表す。
看護学実習は、学生が看護を必要とする人々に看護を提供するという特質を持つ29）。これは、
看護学実習において学生の学習の中心が人間であることを意味する。さらにもう少し明瞭にする
と看護学実習は、看護実践の場で展開されている業務に学習の中心をおいてはいない。しかし、
看護の提供を受ける人間とそこで展開される業務は、明瞭に区別することが不可能なものであ
る。それは、看護職者が実践の場において展開する業務が主にそこで看護の提供を受ける人間の
ために存在するためである30）。
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また、学生は、看護の初学者であり、看護実践に必要な基礎的能力の修得段階にある。学生の
看護実践能力は、未熟であり、その行動は原理原則に則る。このような状況にある学習者として
の学生は、学習目標達成に向けて、教員や臨床実習指導者から、不足している知識や技術の補
完、不適切な援助技術の修正などを受ける必要がある。そこには学習者としての義務と責任を伴
う31）。看護学実習は、ほとんどが病院で行われ、病院は患者にとって治療・看護の場である。こ
のような場においては、予め学習進行が計画されている教室内の授業とは異なり、学生の実習目
標達成よりも治療・看護が優先されることが多い。これは、学生の実習を優先するのではなく、
患者に提供される治療・看護が優先されることを示す。
以上、【1】【19】【20】は、治療や家族との時間ための確保のために待機をしたり、指導者への
報告の時機を伺いながら、看護師の多忙さへの配慮や恐怖心による学習機会獲得の躊躇という内
容を表しており、《患者に提供される治療・看護優先への配慮による看護活動推進の躊躇》とい
う特徴があることを示す。
残る 13 種類のうち、その特徴を明らかにするために次に注目したカテゴリは【7．教員・指導
者・看護師からの否定的評価の懸念】【9．教員・指導者からの厳しい対応・患者からの否定的な
対応への困惑と気持ちの整理】である。この 2 カテゴリは、【7】、教員・指導者・看護師【9】患
者から、否定的な対応・評価に困惑するという共通性を持つ。またこの経験は、否定的な対応を
受けながら自己で解決しようと【9】気持ちの整理をしていることを表す。
実習における教員の教授活動に関する研究は32）、教員が学生の緊張緩和、学生の学習意欲の喚
起、学生の否定的な自己評価への対応、医療スタッフや患者からの学生の保護という学習継続に
向けた支援を行っている事を明らかにした。これは、学生が実習において医療スタッフや患者か
ら保護しなければいけないような状況にあることを示す。また、看護学実習における学生の悩み
に関する研究33）は、学生が「患者の状態悪化」や患者の「否定的言葉」に対して危機を体験して
いることを明らかにした。これは、学生が否定的評価に対して危機状態にあることを示す。これ
らの研究結果は、今回の【7】教員・指導者・看護師・患者からの否定的な対応への困惑という
結果と類似する。学生が看護学実習において否定的な評価を受け、ひとりでいる時に懸念してい
ることを示す。
以上、【7】【9】は、自己の看護実践や学習活動に対し教員・指導者・看護師・患者等の他者か
らの否定的な評価を懸念するという内容を表しており、《看護実践・学習活動に対する他者の否
定的評価への懸念》という特徴があることを示す。
残る 11 種類のうち、その特徴を明らかにするために次に注目したカテゴリは、【3．患者・家
族・教員・指導者・他学生との円滑な相互行為の模索】【10．支援獲得に向けた教員・指導者・
看護師・他学生の探索と待機】【18．患者・指導者との相互行為に向けた志気の高揚・心の準備】
である。この 3 カテゴリのうち、【3】患者・家族・教員・指導者・他学生との円滑な相互行為、
【10】教員・指導者・看護師・他学生の探索、【18】患者・指導者との相互行為に向けた志気の高
揚は、患者・家族・教員・指導者・他学生との円滑な相互行為成立のために【3】模索している
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という共通性を持つ。また、この経験は、学生が実習目標を達成するために実習を構成する【3】
患者・家族・教員・指導者・他学生という多様な人々との関係を成立させようと【18】志気の高
揚・心の準備していることを表す。
看護学実習は、学生、教員や看護師、クライエントの 3 者の関係を中心にそれぞれにその他の
医療従事者、家族、他の学生が複雑に関係することを必然とする授業である。そのため、教室内
の授業にみる一人の教員と学生では考えられない複雑な人間関係の中で授業が展開される特質を
持つ34）。このような複雑な人間関係により、学生は他の授業では出会わない他者との関係を通し
て、特異な心理状況におかれると共に、これらが学生の疲弊やストレスの原因になっている。こ
の複雑な人間関係は、本研究の、【3】患者・家族・教員・指導者・他学生との相互行為と類似し
た内容であることを示す。また、特異な心理状況におかれると共に、これらが学生の疲弊やスト
レスの原因になっていることは、【18】志気の高揚・心の準備をするという内容と類似している。
さらに、看護学実習という授業は、学習主体としての学生、教材となる現象を提示する患者、
教授主体としての教員・臨床指導者により成立35）し、学生にとって患者・教員・臨床指導者とい
う教授主体は、学習活動を展開する上で必要不可欠である。さらにまた、看護学実習における学
習活動は、複数の学生から構成される実習グループにより進行する。学生は、看護学実習におけ
る学習活動において、実習目標達成を目指し、フォーマルな関係の悪化を回避し、良好に保とう
としていることを示す36）。この結果は、本研究の【3】【10】の他学生との円滑な相互行為を模索
するという内容と類似し、ひとりでいる時に多様な人々との相互行為成立へ思案していることを
示す。
以上、【3】【10】【18】は、患者・家族・教員・指導者・他学生という実習を構成する多様な
人々との円滑な相互行為成立のために志気の高揚や心の準備、探索や待機や模索するという内容
を表しており、《実習を構成する多様な人々との円滑な相互行為成立への思案》という特徴があ
ることを示す。
残る 8 種類のうち、その特徴を明らかにするために次に注目したカテゴリは、【2．自己の行動
指針不明による時間消費方法の模索】【4．援助の合間の空き時間活用による展開した看護実践の
記録と修正】【14．自宅での記録時間短縮にむけた記録時間の確保】である。
この 3 カテゴリは、【4】援助の合間の空き時間の【2】消費方法を模索するという時間の使い
方について考えているという共通性を持つ。また【4】空き時間を【14】記録時間に活用すると
いう共通性を持つ。この経験は、援助の合間の空き時間の使い方を模索したり、その空き時間を
【14】自宅での記録時間短縮に向けて有効活用するという内容を表している。
看護学実習における学生の経験の研究は37）、学生が、看護学実習において、学習間隙時間消費
の為の場所・方法の探索という経験をしている事を明らかにした。これは、学生が学習活動の合
間の時間に生じた実施すべきことのない時間を持て余し、それをやり過ごす為の場所や方法を探
し求める経験であることを示す。この研究結果は、本研究の結果の【2．自己の行動指針不明に
よる時間消費方法の模索】と合致する。また、この研究は、看護学実習における学生の経験の総
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体を表しており、本研究の看護学実習中ひとりでいる時の経験、援助の合間の空き時間の使用方
法を模索するとほぼ類似する結果であった。さらに本研究の結果は、援助の合間の空き時間の使
用方法を模索するだけではなく、その時間の有効活用を行っており、自己の展開した看護実践の
記録と修正、自宅での記録時間短縮のための記録と実習目標達成のための行動をしていることを
示す。
以上、【2】【4】【14】は、援助の合間の空き時間を自己の行動指針不明により時間消費方法の
模索をしたり、空き時間の有効活用により展開した看護実践の記録と修正、自宅での記録時間短
縮のために記録するという内容を表しており、《空き時間の活用方法の模索と有効活用》という
特徴があることを示す。
最後に注目したカテゴリ 5 種類は、【8．実習過程で生じた課題克服のための自己学習】【15．
他学生の実習進行状況への関心】【17．カンファレンスの議題・進行方法・発言内容の検討】
【21．学生・看護師の助言による問題解決困難の査定と解決方法の自己決定】【22．実習終了後の
自宅での学習内容の検討】である。この 5 カテゴリのうち、【15】実習進行のために学生は、他
学生の実習進行状況へ関心を持ち、【8】自己の課題克服にための学習、【22】自宅での学習内容
の検討を行ない、【17】カンファレンスの議題や進行を思考するという実習を円滑にする為の学
習方法や内容を検討し、自己学習を進めるという共通性を持つ。この経験は、実習で生じた課題
などを【21】自己決定し主体的に学習を進めていることを表す。
主体性とは、認識や行為の主体であり、またそれらの責任をとる態度のこと38）である。学習に
おける主体性は、教材の精選と構造化、発見学習の導入による思考活動の尊重、学習間の小集団
による共同学習39）などによって形成される。これは、看護学実習がその前段階の学習活動を通し
て主体性を修得する授業であり、学生個々の学習者としての主体性も看護学実習における学習活
動に影響を及ぼす 1 要因であることを示す。すなわち、看護学実習における学習活動は、講義・
演習における学習目標の達成度、実習における学習経験の質と量、観察現象の看護学的理解、学
習者としての主体性に影響を受ける40）。これらは、本研究の結果の問題解決方法を自己決定し、
課題克服のために自己学習するという内容と類似する。学生は、過去の実習や学習経験をもとに
看護学実習中に自己学習を進めていることを示す。
以上、【8】【15】【17】【21】、【22】は、看護学実習において学生がひとりでいる時に、実習を
円滑に進めるために他学生の実習進行状況へ関心を持ち、カンファレンスの議題や進行方法や、
自己の課題克服の為に解決方法を考えるという内容を表し、《学習方法・内容の検討と自己学習
の進行》という特徴があることを示す。
これら 6 つの特徴は、空き時間を持て余して十分に活用できない学生に対して実習目標達成に
向けて円滑・適切な看護実践に向けた準備や実施後の評価あるいは自己学習の進行ができるよう
な機会を提供したり支援する必要があること、自己の実践や学習活動や実習を構成する多様な
人々との相互行為に対して客観的に適切な自己評価できる機会を提供することが必要であること
を示唆した。
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Ⅶ．研究の限界と今後の課題

本研究において、筆者は質的研究・面接技術の初心者であることから対象者の経験が十分に引
き出せていない可能性があり研究の限界である。
本研究の結果より自己の行動指針不明による時間消費方法の模索という経験と空き時間の有効
活用という経験が明らかになった。この自己の行動指針不明の模索から空き時間を有効活用する
までに何がおこっているのかを明らかにすることが今後の課題である。

Ⅷ．結

論

1．本研究の結果は、看護学実習において学生がひとりでいる時の経験 22 カテゴリすなわち 22
種類を明らかにした。【1．計画立案・実施に向けた不足の情報の収集とアセスメント】【2．自己
の行動指針不明による時間消費方法の模索】【3．患者・家族・教員・指導者・他学生との円滑な
相互行為の模索】【4．援助の合間の空き時間活用による展開した看護実践の記録と修正】【5．既
習知識・教員指導者の助言・過去の経験に基づく事前の援助方法の確認】【6．患者の反応・指導
者からの助言・過去の経験・原理原則に基づく実施援助の評価】【7．教員・指導者・看護師から
の否定的評価の懸念】【8．実習過程で生じた課題克服のための自己学習】【9．教員・指導者から
の厳しい対応・患者からの否定的な対応への困惑と気持ちの整理】【10．支援獲得に向けた教員
・指導者・看護師・他学生の探索と待機】【11．指導者への報告の時機・内容の検討】【12．円滑
な実習進行に向けた病棟環境の観察】【13．看護師・他学生の行動観察による適切な援助方法の
模索】【14．自宅での記録時間短縮にむけた記録時間の確保】【15．他学生の実習進行状況への関
心】【16．円滑な援助実施に向けた物品の調達・準備】【17．カンファレンスの議題・進行方法・
発言内容の検討】【18．患者・指導者との相互行為に向けた志気の高揚・心の準備】【19．治療・
家族との時間・プライバシーの優先のための待機】【20．看護師の多忙さへの配慮・恐怖心によ
る学習機会獲得の躊躇】【21．学生・看護師の助言による問題解決困難の査定と解決方法の自己
決定】【22．実習終了後の自宅での学習内容の検討】
本研究の対象者は、面接時の基礎看護教育課程と学習段階から多様な学生及び卒業生から構成
されており、このような背景を持つ研究は、看護学実習において学生がひとりでいる時の経験の
ほぼ全容を表している。また、Scott. W. A. の式による一致率は、72.06％ であり、70.0％ 以上で
あることから、本研究が信頼性を確保していることを示した。
2. 22 種類の看護学実習において学生がひとりでいる時の経験のうち明らかになった【1】【5】
【7】【12】【13】【16】は、円滑・適切な看護実践に向けた準備と実施後の評価という特徴を持つ。
3. 22 種類の看護学実習において学生がひとりでいる時の経験のうち明らかになった【11】
【18】【20】は、患者に提供される治療・看護優先への配慮による看護活動推進の躊躇という特徴
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を持つ。
4. 22 種類の看護学実習において学生がひとりでいる時の経験のうち明らかになった【8】【9】
は、看護実践・学習活動に対する他者の否定的評価への懸念という特徴を持つ。
5. 22 種類の看護学実習において学生がひとりでいる時の経験のうち明らかになった【3】【10】
【19】は、実習を構成する多様な人々との円滑な相互行為成立への思案という特徴を持つ。
6. 22 種類の看護学実習において学生がひとりでいる時の経験のうち明らかになった【2】【4】
【14】は、空き時間の活用方法の模索と有効活用という特徴を持つ。
7. 22 種類の看護学実習において学生がひとりでいる時の経験のうち明らかになった【6】【15】
【17】【21】【22】は、学習方法・内容の検討と自己学習の進行という特徴を持つ。
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1．は じ め に

育児期の親は、子育てに伴うストレスや不安を抱えていると言われている。とくに乳幼児は育
児そのものに手がかかるうえに、夜間の拘束もあり睡眠不足や疲労の蓄積につながり、育児スト
レスが大きいと考えられている。牧野1）は、「育児不安とは無力感や疲労感あるいは育児意欲の
低下などの生理的現象を伴って、ある期間持続している情緒の状態を指し、蓄積的疲労徴候と共
通するところが多い」とし、育児不安尺度を作成した。その内容は、一般的疲労感・気力の低下
・イライラの持続・育児不安徴候・育児意欲の低下の 5 特性 14 項目とし、育児に関連する不安
から引き起こされる気力の低下やイライラなどを示したものである。乳幼児を持つ母親を対象と
した調査では、97％ の母親が不安・悩み・心配を持っていることが明らかにされた2）。これらの
要素を考えると、疲労感・イライラや気力の低下など、育児不安は生活そのものや精神健康状態
にも影響を与えているといえる。
乳幼児期の親のメンタルヘルスに関する調査では、育児期の親の精神健康調査は良好であるも
のは両親ともに 40〜50％ であり、父親よりも母親の精神健康状態の方がよくないということが
明らかにされた3）。その背景要因として、親からの被養育体験、夫婦関係の満足度、子どもの気
質などが影響していることが明らかになった3, 4）。
現在の乳幼児の親の年代は、個人の価値観を重視し、自分自身のライフスタイルを重視する傾
向にある。そこで、夫婦関係だけではなく、生活全般の満足度が精神健康状態にどのように影響
しているのかを明らかにしたいと考え、乳幼児の親の生活満足度の因子構造と精神健康状態の関
連について調査を行ったので報告する。

2．研究目的・方法

1）研究目的
乳幼児を持つ母親の生活満足度の因子構造を明らかにし、生活満足度と精神健康状態との関連
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を検討することを目的とする。

2）研究方法
首都圏にすむ乳幼児を持つ母親を対象とした質問紙調査である。調査期間は 2005 年 12 月〜
2006 年 11 月である。

3）調査項目
対象者の属性として、年齢、子どもの数、子どもの性別（男児のみ、女児のみ、男女から選
択）、仕事の有無（常勤・非常勤・家事育児に専念から選択）、子どもに関わる仕事の経験の有無
を質問した。
生活満足度については、先行研究を参考に、生活全般を評価できることを意識し、「仕事につ
いて」
「友人関係について」など【自分自身に関すること】（3 項目）・「住居環境について」など
【住居環境に関すること】（2 項目）・「自分の親との関係」など【拡大家族に関すること】（2 項
目）・「友人からのサポート」「自分の親からのサポート」など【サポートに関すること】（5 項
目）・「パートナーの家事協力」「パートナーの収入」など【パートナーに関すること】（6 項目）
「家庭内の雰囲気」など【家庭内の状況に関すること】（2 項目）・「子どもの成長発達」など【子
どもに関すること】（2 項目）・【親としての自分に関すること】（2 項目）その他 2 項目計 26 項
目、10 カテゴリで作成した。「満足」から「不満」までの 5 件法を用い、得点が高いほど満足度
が高いことを示した（表 2）。先行研究5）において信頼性を検討し、【拡大家族に関すること】の
信頼性係数が 0.31 と低いが、それ以外のカテゴリについては、信頼係数は 0.67 以上を確認でき
ている。
精神健康調査（GHQ : General Health Questionnaire）は、神経症や緊張や鬱を伴う疾患性を判
別するものである。本調査では、一般的疾患傾向・身体的症状・睡眠障害・社会的活動障害・不
安と気分変調・希死念慮とうつ傾向の 6 因子からなる、短縮版 GHQ 30 を用いた。症状の有無で
得点化し、すべての項目を合わせて得点化したものを GHQ 得点といい、7 点以上が神経症・抑
うつ面で何らかの問題があると判断する。

4）倫理的配慮
依頼文において、データは無記名で回収し個人は特定されないこと、研究以外に使用しないこ
となどを説明し、協力を求めた。回答をもって同意が得られたとした。調査は埼玉県立大学の倫
理審査の承認をうけて実施した。

5）分析方法
生活満足度の因子構造について、主因子法、バリマックス法で因子分析を行った。質問項目の
中で、「トータルしたサポート」と「トータルした生活」という 2 項目に関しては、総合的な視
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点が含まれるため、除外した。拡大家族に関する項目は、母親の生活満足度をみるうえで重要と
考え、除外せずに分析した。
因子分析の結果得られた因子ごとに得点化し、初産、経産による差について Mann-Whitney の
U 検定をおこなった。また、GHQ の各得点・GHQ 得点と生活満足度因子について相関係数を
用いて関連をみた。

3．結

果

表1

1）対象者の属性
質問紙の配布数は 580 部。有効回答は 239 名（39.5
％）であった。母親の平均年齢は 33.7（SD＝4.5）歳
であった。子どもの数は、1 人が 124 人（44.6％）、2
人が 85 人（30.6％）、3 人が 28 人（10.1％）4 人が 2
人（0.7％）であった。初産婦の子どもの年齢は、0〜
6 歳で平均 1.56（SD＝1.4）歳、経産婦の第 1 子の年
齢は、1〜16 歳で平均 5.6（SD＝2.9）歳であった。職
業の有無については、約 6 割の母親が現在家事育児に
専念していると回答していた。

対象の属性

子ども数

人数（％）

1人
2人
3人
4人

124（44.6）
85（30.6）
28（10.1）
2（0.7）

子どもの性別
男児
女児
男女
職業の有無
常勤
非常勤・パート
家事育児に専念

初産

経産

62（50.0） 24（20.9）
60（48.4） 29（25.2）
59（51.3）
初産

経産

34（27.4） 25（21.7）
14（11.3） 16（13.9）
72（58.1） 69（60.0）

2）生活満足度の因子構造
母親の生活満足度因子について、因子分析を行った結果以下の 6 因子が抽出された。
「自分と子どもとの関係」「親としての自分」「親としての自分」「価値信条あるくらし」など親で
あることへの満足度を示す 4 項目からなっており、「親性因子」とした。次に、「パートナーの家
事協力・育児協力」などパートナーに関連する 4 項目からなる「パートナー因子」、「自分の親と
の関係」「パートナーの親との関係」など拡大家族に関連する 4 項目からなる「拡大家族因子」、
「家庭内の文化的レベル」など家庭環境を示す 3 項目からなる「家庭環境因子」、「仕事について」
「友人関係」など 3 項目からなる「社会的因子」、「住居環境」「住んでいる地域の環境」など 2 項
目からなる「地域環境因子」であった。信頼性係数は、0.62〜0.84、累積寄与率は 61％ であった
（表 3）。
乳幼児の子育ては手がかかり、複数の子どもを同時に養育することは、生活そのものに非常に
大きく影響する。そこで、子どもの数別の生活満足度因子得点の差をみてみた。「親性因子」は
20 点満点中、初産婦が 15 点、経産婦が 13.92 点、「パートナー因子」は 25 点満点中、初産婦が
18.78 点、経産婦が 17.83 点、「拡大家族因子」は 20 点満点中、初産婦が 15.7 点、経産婦が 15.58
点、「家庭環境因子」は 15 点満点中、初産婦が 11.58 点、経産婦が 11.14 点、「社会的因子」は 15
点満点中、初産婦が 11.23 点、経産婦が 10.73 点、「地域環境因子」は 10 点満点中、初産婦が 7.65
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表2
カテゴリー

平均値

SD

1

仕事について

3.15

1.07

2

友人関係

3.96

0.91

3

余暇の過ごし方

3.45

0.94

4

住居環境

3.65

1.20

5

住んでいる地域の環境

3.91

0.97

6

自分の親（実家）との関係

4.18

0.84

7

パートナーの親（しゅうと・姑）との関係

3.85

1.01

8

自分の親からのサポート

4.25

0.83

9

パートナーの親からのサポート

3.86

1.00

10

友人からのサポート

4.01

0.82

11

全体的なサポート

3.78

0.89

12

行政のサポート

2.75

0.96

13

パートナーの家事協力度

3.41

1.20

14

パートナーの育児協力度

3.72

1.17

15

パートナーとの関係

3.85

1.07

住居環境

拡大家族

パートナー

家庭内の状況

子ども

項目

No

自分自身

サポート

母親の生活満足度

16

パートナーの収入

3.75

1.04

17

パートナーの余暇の過ごし方

3.53

1.07

18

パートナーの仕事の仕方

3.50

1.23

19

家庭内の雰囲気

4.17

0.76

20

家庭の文化的なレベル

3.95

0.84

21

子どもの成長発達

4.30

0.70

22

自分と子どもとの関係

4.18

0.89

23

親としての自分

3.42

1.04

24

親としての生活

3.64

0.94

価値信条ある暮らし

25

価値や信条を持った生活

3.60

0.79

トータルした生活

26

トータルに考えた現在の自分の生活

3.85

0.88

親としての自分

点、経産婦が 7.21 点であった。いずれの項目も初産婦の子どもが一人の母親のほうが得点は高
く、子どもが一人の母親のほうが各因子の満足度が高いことが明らかになった。子どもの数によ
る満足度について Mann-Whitney の U 検定で差をみたところ、「親性因子」において有意差がみ
られた（P＜0.05）（表 4）。

3）精神健康状態
GHQ 得点は平均 8.13（SD 5.92）点で、判定基準の 7 点よりも高い値であった。下位項目を見
ると、「睡眠障害」「抑うつ傾向」の 2 項目が判定基準よりも高得点であった（表 5）。問題がな
いといわれる GHQ 得点が 7 点以下の母親の割合は、126 名で 53.2％ であった。
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表3

生活満足度の因子分析結果

第 1 因子 第 2 因子 第 3 因子 第 4 因子 第 5 因子 第 6 因子 共通性

M

SD

第 1 因子：親性因子（ α ＝.847）
22 自分と子どもとの関係
23 親としての自分
24 親としての生活
25 価値や信条をもった生活

.702
.826
.815
.781

.166
.190
.223
.109

.135
.078
.031
.012

.135
.014
.052
.197

.182
.121
.064
.066

−.207
.179
.219
.102

.633
.771
.769
.676

14.47 3.29

.815
.861
.798
.584
.534

.123
−.012
.119
.020
.133

−.045
.126
.244
.421
.480

−.017
.066
.041
−.058
.053

.176
.009
−.051
.091
−.137

.740
.766
.746
.610
.671

18.32 4.56

.146
.149
−.012
.018

.711
.703
.715
.787

−.120
.162
−.104
.308

.177
−.078
.226
.008

−.035
.324
−.040
.075

.613
.654
.578
.720

15.64 3.29

−.001
.124
.307

.046
.358
.315

−.019
.053
.101

.667
.534
.666

.239
.080
.042

.155
.112
.118

.529
.450
.664

11.37 2.46

.236
.193
−.051

.057
.030
−.047

.016
.103
.174

.145
.015
.145

.519
.790
.739

.190
.177
.038

.385
.704
.604

10.99 2.22

.053
.172

.010
.208

.108
.066

.168
.013

.258
.322

.756
.631

.680
.579

7.44 1.95

6.720
28.000

2.350
9.810
37.81

1.900
7.940
45.76

1.510
6.310
52.07

1.210
5.070
57.14

1.140
4.750
61.9

第 2 因子：パートナー因子（ α ＝.852）
13 パートナーの家事協力度
14 パートナーの育児協力度
15 パートナーとの関係
17 パートナーの余暇の過ごし方
18 家庭内の雰囲気

.164
.067
.175
.283
.342

第 3 因子：拡大家族因子（ α ＝.734）
6
7
8
9

自分の親との関係
パートナーの親との関係
自分の親からのサポート
パートナー親からのサポート

.196
−.003
.051
.016

第 4 因子：家庭環境因子（ α ＝.623）
16 パートナーの収入
18 パートナーの仕事の仕方
20 家庭の文化的なレベル
第 5 因子：社会的因子（ α ＝.630）
1 仕事について
2 友人関係
10 友人からのサポート

第 6 因子：地域環境因子（ α ＝.671）
4 住居環境
5 住んでいる地域の環境
固有値
寄与率
累積寄与率
因子抽出法：主成分分析

回転法：Kaiser の正規化を伴うバリマックス法
8 回の反復で回転が収束した

4）生活満足度と精神健康状態の関連
「親性因子」と「GHQ 得点」（r＝−0.46）「気分変調」（r＝−0.418）に中程度の負の相関があり、
「親性因子」と「一般的疾患傾向」（r＝−0.375）「身体的症状」（r＝−0.311）「睡眠障害」（r＝
−0.256）「社会的活動障害」
（r＝−0.279）「抑うつ傾向」（r＝−0.283）の間、「パートナー因子」と
「GHQ 得点」（r＝−0.295）「一般的疾患傾向」（r＝−0.245）「身体的症状」（r＝−0.256）「気分変調」
（r＝−0.235）「抑うつ傾向」（r＝−0.22）の間、「拡大家族因子」と「GHQ 得点」（r＝−0.337）「一
般的疾患傾向」（r＝−0.282）「睡眠障害」（r＝−0.244）「社会的活動障害」（r＝−0.281）「気分変調」
（r＝−0.266）の間、「家庭環境因子」と「GHQ 得点」（r＝−0.315）「一般的疾患傾向」（r＝−0.23）
「身体的症状」（r＝−0.23）「睡眠障害」（r＝−0.239）「気分変調」（r＝−0.256）の間、「社会的因子」
と「GHQ 得点」（r＝−0.235）「気分変調」（r＝−0.261）の間、「地域環境因子」と「GHQ 得点」
（r＝−0.218）「社会的活動障害」（r＝−0.209）の間に弱い負の相関がみられた（表 6）。生活満足
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表4

親性因子

パートナー因子

拡大家族因子

家庭環境因子

社会的因子

地域環境因子

子どもの数別生活満足度

度数

平均値

標準偏差

初産婦

15.00

3.27

経産婦

13.92

3.23

初産婦

18.78

4.44

経産婦

17.83

4.66

初産婦

15.70

3.48

経産婦

15.58

3.09

初産婦

11.58

2.60

経産婦

11.14

2.29

初産婦

11.23

2.10

経産婦

10.73

2.33

初産婦

7.65

1.76

経産婦

7.21

2.13

P値
.020*

.150

.491

.145

.084

.143

*P＜0.05

表5

母親の精神健康状態

最小値

最大値

0

26

GHQ 得点

平均値（標準偏差） 判定基準
8.13（±5.92）

7 点以下

一般的疾患傾向

0

5

1.79（±1.49）

2 点以下

身体的症状

0

5

1.46（±1.33）

2 点以下

睡眠障害

0

5

2.04（±1.6）

2 点以下

社会的活動障害

0

5

0.70（±1.23）

1 点以下

気分不安変調

0

5

1.83（±1.82）

2 点以下

うつ傾向

0

5

1.83（±1.82）

1 点以下

表6
GHQ 得点

母親の生活満足度と精神健康状態の関連

一般的疾患
身体的症状
傾向

睡眠障害

社会的活動
障害

気分変調

抑うつ傾向

−.279**

−.418**

−.283**

親性因子

−.460**

−.375**

−.311**

−.256**

パートナー因子

−.295**

−.245**

−.256**

−.162*

−.139*

−.235**

−.220**

拡大家族因子

−.337**

−.282**

−.192**

−.244**

−.281**

−.266**

−.146*

家庭環境因子

−.316**

−.230**

−.230**

−.239**

−.177**

−.256**

−.192**

社会的因子

−.235**

−.160*

−.092

−.173*

−.192**

−.261**

−.064

地域環境因子

−.218**

−.199**

−.153*

−.155*

−.209**

−.167*

−.006

＊＊

．相関係数は 1％ 水準で有意
．相関係数は 5％ 水準で有意

＊

度が高いほど、精神健康状態が良好になることが示された。
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4．考

察

生活満足度の因子構造は「親性因子」が第 1 因子となり、次いで「パートナー因子」、「拡大家
族因子」「家庭環境因子」「社会的因子」「地域環境因子」の 6 因子を抽出することができた。第
1 因子の「親性因子」は、「自分と子どもとの関係」「親としての自分」「親としての生活」「価値
や信条をもった生活」の 4 項目からなっている。「価値や信条をもった生活」という項目が入っ
ており、母親自身が自分らしい生活として「親である生活」を選んでいるということを意味して
いるのではないだろうか。価値観の多様化から、子どもを持つか否かについても選択する時代と
なった。親自身が子どものいる暮らしを満足に思い、親である自分や生活に満足し、それが価値
あるものであると評価していることがうかがえる。また、着目すべきこととして、パートナーに
関連する項目が、家事・育児協力や関係性などのパートナーの言動や新密度に関係する内容の
「パートナー因子」と、収入や仕事の仕方などのライフスタイルや経済力に関連している「家庭
環境因子」に分かれていることが挙げられる。「収入」「仕事の仕方」「家庭の文化レベル」とい
う、パートナーの経済力が反映される項目で因子を構造していることは、注目すべきことであ
る。近年の経済格差の拡大によって、親の年収が子どもの学力に影響するなど、経済力が家庭に
及ぼす影響は看過できない状況となっている。母親の生活満足度にも、経済格差の影響が反映し
ているものと考える。NPO 団体による子育て支援活動は活発化しているが、経済的な支援には
至っていない。今後は、行政による経済面の支援の充実がより望まれているのではないだろう
か。
子どもの数による生活満足度の差は、いずれも初産婦の方が高得点となっており、子どもが一
人の母親の生活満足度が高くなっていた。特に「親性因子」については、子どもの数によって有
意差がみられ、明らかに子どもが一人の母親が、親である自分や親である生活への満足感が高い
状況であった。子どもの数が母親に与える影響について、寺見ら6）は子どもが一人の場合は育児
充実感があり拘束感が低く、複数の子どもになると充実感が減少し育児拘束感が高まる、と指摘
している。育児充実感というのは子どもとの関係や親である自分の満足感を反映するものと推測
され、本研究の結果と一致している。子どもが増えることにより、拘束感が高くなるのは明らか
であり、複数の子どもを子育てする母親が、より親である自分や生活に満足できるよう、育児負
担感や拘束感が軽減されるよう支援していくことが必要である。
母親の精神健康状態とすべての生活満足度因子との間に、弱いから中等度の負の相関があり、
生活満足度と精神健康状態は関連していることが明らかになった。中でも中等度に相関があった
ものは、「親性因子」であり、親である自分や生活に対する満足度が精神健康状態に影響してい
ることが明らかになった。玉木の産後 4 カ月の母親を対象としたメンタルヘルスの調査では、母
親のメンタルヘルスに影響する要因として、自尊感情、母親役割に対する自己評価がある7）とし
ている。親である自分や生活に対する満足度をしめす「親性因子」は母親役割に対する肯定的な
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評価を示すものであり、本研究の結果を支持しているものと考える。本研究においては、母親た
ちが、親である生活が「価値や信条ある暮らし」につながっている、と考えていることが明らか
になった。ライフコースとして親になることを選択した母親たちの、親である自分や親である生
活への満足感が継続するような支援が必要であると考える。
「拡大家族因子」は、実父母、義父母の親族のサポートを意味する因子であるが、野原らは、
子どもが生後 6 カ月までは夫や親の協働によるサポートが進められ、良好な親族サポートが維持
されることで母親の育児意識・育児行動、健康状態、QOL が良好になる8）と指摘している。本
研究における対象者は乳幼児期の子どもの母親であるため、親族サポートの重要性は子どもが成
長しても継続し、実父母、義理父母のサポートに対する満足度が母親への精神面の安心感につな
がっているといえる。これは、地域ネットワークよりも、家族ネットワークのなかで子育てされ
るという、日本の子育て事情を示すものであるといえる。
また、日本と外国在住の母親の精神健康度調査の結果では、いずれも 9 割の母親が「夫も仕事
でストレス下にある」と感じていると報告している9）。「パートナー因子」の精神健康状態への
影響は大きくなかったが、本調査では 6 割の母親が現在家事育児に専念しており、夫の仕事の大
変さへの理解や夫の家事育児のサポート状況への理解につながっているものと推測する。

5．ま

と

め

乳幼児を持つ母親の生活満足度の因子構造は「親性因子」、「パートナー因子」、「拡大家族因
子」、「家庭環境因子」、「社会的因子」、「地域環境因子」の 6 因子で構成されていた。「親性因子」
には「価値や信条ある暮らし」という項目が含まれ、自身のライフコースや親である生活への満
足度が重要であることを示している。また、パートナーに関する因子がパートナーとの関係性を
示す「パートナー因子」とパートナーの経済力を示す「家庭環境因子」に 2 因子が抽出された。
家庭の経済力の重要性を示すものであるといえる。
乳幼児を持つ母親の生活満足度と精神健康状態は関連しており、特に関連が強かったものは
「親性因子」であった。親としての自分や生活に対して満足度が高いと精神健康状態が良くなる
ことが明らかになった。親であることをより肯定的に満足してとらえられるような支援をしてい
くことが重要である。そして、パートナーとの関係調整につながるような支援や、行政のより充
実した経済支援が求められているといえる。
精神健康状態に影響する親性因子の得点は、子どもが複数いる母親の得点が低く、子どもが複
数いる母親が親としての自分への満足感が高まるような支援について検討していく必要がある。
そのためには、よりパートナーの家事育児への参加ができるような仕組みや環境を整えていくこ
とが望まれる。
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初産婦における出産・育児の準備の実態

及川

裕子・宮田

久枝・新道由記子

Key words：初産婦、妊娠期、出産準備

Ⅰ．は じ め に

近年の核家族の進行は、現在の親たちに乳幼児と接する機会をなくし親になることをリスクと
して抱くようになったと言われている。原田は、核家族化の始まりから 3 世代目にあたる現在の
親たちの育児ストレスの背景に、乳幼児の特徴を知らないことが挙げられていると指摘する1）。
それ以外に、育児ストレスなど現在の育児に関する諸問題の背景として、親になるイメージが乏
しいこと、地域の育児力の低下により親の子育て負担が大きくなっていることなどを指摘してい
る1）。つまり、親になろうと希望する女性たちは、出産・子育ての知識や技術が伝承されていな
いことにより、育児ストレスなどの育児に関連する問題を持っていると考える。よりスムースに
育児期を迎えるためには、出産・育児の準備をいかに行っていくかが大切であり、妊娠期のケア
は重要であるといえる。
出産準備とは、おもに育児用品の準備をさすことが多いが、順調な妊娠経過・分娩経過をたど
るための準備、胎児との愛着形成など母親役割獲得にむけた準備が必要である。そこで、本研究
では初産婦は出産・育児の準備として、育児用品など物的な準備、出産にむけた身体面の準備、
母親役割など心理面をどのように準備しているのか、準備の実際について明らかにし、妊娠期の
支援の在り方を検討することを目的とする。

Ⅱ．研 究 方 法

1．対象および方法
正期産で出産した褥婦を対象とした質問紙調査とする。調査協力を依頼し承諾が得られた出産
施設において出産した褥婦に、出産後に質問紙を配布し、病棟内の回収箱にて回収した。

2．調査期間
平成 23 年 10 月〜平成 24 年 2 月
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3．調査項目・分析方法
対象者の属性として、年齢と子どもの数、妊娠・出産は順調だったかについて質問した。
出産・育児にむけた準備の一環として育児用品の準備がどのように行われているか、「衣類」
「寝具類」「沐浴用品」について、準備の方法（買った・もらった・レンタルから選択）、準備の
時期（妊娠 5 か月以前・妊娠 5〜8 か月・妊娠 9〜10 か月・産後・過去の出産から選択）につい
て質問した。
出産・育児にむけた準備に関する項目として先行研究を参考に研究者間で検討し、「食事の内
容を考える」、「間食・甘いものをやめる」、「減塩食」、「できるだけ無農薬野菜を食べる」、「コー
ヒー・紅茶を控える」、「サプリメントを飲む」、「禁酒」、「禁煙」、「運動」、「呼吸法の練習」、「母
乳育児についての勉強」、「出産準備教室の参加」、「胎児に話しかける（胎教）」、「育児について
聞く・育児をイメージする」、「節約」の 15 項目とした。これらの 15 項目について、妊娠期の取
り組みの有無、役立ち感の有無を質問した。また、出産後の親の実感の有無を質問した。
出産・育児にむけた準備に役立つ情報源、妊娠期の体の変化と健康に関する相談相手として、
「パートナー」、「実母」、「実父」、「パートナーの母親」、「パートナーの父親」、「兄弟姉妹」、「友
人」、「看護師・助産師」、「母親学級」、「マタニティ雑誌・育児書」、「インターネット」とし、役
立つ情報源を 3 つ選択してもらった。また、妊娠中の体の変化や健康面について同じ選択肢でそ
れぞれの相手に対する相談の有無を質問した。
分析方法は統計ソフト SPSS を用いて、出産育児の準備に関する各項目について、初産婦に焦
点を絞り、29 歳以下を 20 歳代群、30〜34 歳を 30 代前半群、35 歳以上を 35 歳以上群と 3 つの
年代に分類し、準備状況、取り組み状況について、 χ 2 検定を用いて比較した。また、年代別の
体の変化・健康に関する相談相手の差については、ノンパラメトリックのクラスカルウォリスの
検定を用いて分析した。

4．倫理的配慮
調査にあたり、書面にて個人が特定されないこと、得られた情報は研究以外に使用しないこと
などを説明した。回収が得られた時点で研究協力に同意が得られたものと判断した。
研究者の所属大学の倫理審査にて承認を得て調査を行った。

Ⅲ．用語の定義

出産・育児にむけた準備：本研究において出産・育児の準備とは、単なる物品の準備のみなら
ず、親役割獲得など心理社会的側面の準備も含めたものとする。また、育児環境を整えていくこ
とも育児の準備であり、サポートなどの人的環境を整えることも出産・育児の準備とする。
出産・育児に向けた取り組み：出産・育児に向けた準備の一環として、何らかの保健行動を妊
娠前よりも積極的に行うこととする。
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Ⅳ．結

果

1．配布回収状況
配布数は 325 部、回収数は 283 部（回収率 87.1％）であった。双胎分娩等を除く 275 部を有効
回答（有効回答率 84.6％）とした。有効回答 275 名のうち、初産婦 142 名を分析対象とした。

2．対象者の背景
対象者の年齢は 18〜46 歳で平均 31.3（SD 5.3）歳であった（表 1）。今回の妊娠出産について
順調であったと回答した者は約 7 割であった。

3．育児用品の準備の実際
ほとんどの妊娠中に準備したと回答していた。準備の方法はほとんどが「購入」「もらう」で
表1

対象者の年齢

N

％

平均年齢

SD

〜29 歳
30 歳〜34 歳
35 歳〜

51
49
42

35.9
34.5
29.6

25.7
31.6
37.7

2.9
1.3
2.5

合計

142

100.0

69.0％

購入

32.4％

もらう

レンタル

4.9％

0.0％ 10.0％ 20.0％ 30.0％ 40.0％ 50.0％ 60.0％ 70.0％ 80.0％
図1

寝具の準備方法

購入

36.6％

もらう

36.6％

レンタル

0.0％

4.9％
10.0％
図2

20.0％
沐浴用品の準備方法
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30.0％

40.0％

88.7％

購入

43.7％

もらう

0.0％

20.0％

40.0％
図3

表2

29 歳以下 30〜34 歳 35 歳以上

表3

妊娠
5 か月以前

0
.0％

1
2.4％

1
.7％

妊娠
5〜8 か月

14
27.5％

21
42.9％

15
35.7％

50
35.2％

妊娠
9〜10 か月

28
54.9％

19
38.8％

24
57.1％

71
50.0％

3
5.9％

3
6.1％

0
.0％

6
4.2％

6
11.8％

6
12.1％

2
4.8％

8
5.6％

51
100.0％

49
100.0％

42
100.0％

142
100.0％

0
0％

妊娠
5〜8 か月

13
25.5％

26
53.1％

18
42.9％

57
40.1％

妊娠
9〜10 か月

31
60.8％

17
34.7％

23
54.8％

71
50.0％

産後

2
3.9％

2
4.1％

0
.0％

4
2.8％

産後

無回答

5
9.8％

4
8.1％

1
2.4％

9
6.3％

無回答

51
100.0％

49
100.0％

42
100.0％

142
100.0％

あり、レンタルと回答した者は沐浴用品と寝

29 歳以下 30〜34 歳 35 歳以上

合計

0
.0％

1
2.0％

2
4.8％

3
2.1％

妊娠
5〜8 か月

23
45.1％

34
69.4％

21
50.0％

78
54.9％

妊娠
9〜10 か月

25
49.0％

13
26.5％

17
40.5％

55
38.7％

0
0％

0
0％

0
0％

0
0％

3
5.9％

1
2.0％

2
4.8％

6
4.1％

51
100.0％

49
100.0％

42
100.0％

142
100.0％

無回答

合計

合計

衣類の準備の時期
年代

産後

合計

0
.0％

0
0％

妊娠
5 か月以前

沐浴用品の準備の時期

29 歳以下 30〜34 歳 35 歳以上

0
0％

表4

100.0％

年代

合計

0
0％

合計

80.0％

衣類の準備方法

寝具類の準備の時期
年代

妊娠
5 か月以前

60.0％

具類のみで、いずれも 7 名（4.9％）であっ
た（表 2. 3. 4）。
準備の時期は、寝具と沐浴用品は妊娠 9〜
10 か月に準備したものが最も多く、衣類は
妊娠 5〜8 か月に準備したものが多かった
（表 2. 3. 4）。各年代における準備の時期につ
いて差をみると、衣類の準備の時期にのみ有
意差がみられ（P＜0.05）、年代が低くなるほ
ど準備の時期が遅くなっていた。

4．妊娠期の出産・育児にむけた準備の取り組み率
15 項目の取り組みについて、全体の平均取り組み数は 9.9 項目であった。年代別にみると、取
組状況が最も多かったのは、30 歳〜34 歳の中間群の 3〜14 項目で平均 10.2 項目、次いで 35 歳
以上の高年齢群の 5〜14 項目で平均 10.19 項目、29 歳以下の若年群は 2〜14 項目で平均 9.5 項目
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表5

年代別

間食・
食事の内容
甘いものを
を考える
やめる
年代 〜29 歳

出産・育児準備へのとりくみ状況
減塩食

できるだけ コーヒー・
サプリメント
無農薬野菜 紅茶を
を飲む
を食べる
控える

禁酒

禁煙

42
82.4％

19
37.3％

24
47.1％

8
15.7％

40
78.4％

31
60.8％

45
88.2％

41
80.4％

30〜34 歳

42
85.7％

21
42.9％

32
65.3％

9
18.4％

42
85.7％

35
71.4％

43
87.8％

30
61.2％

35 歳〜

36
85.7％

19
45.2％

26
61.9％

12
28.6％

40
95.2％

31
73.8％

38
90.5％

28
66.7％

120
84.5％

59
41.5％

82
57.7％

29
20.4％

122
85.9％

97
68.3％

126
88.7％

99
69.7％

運動

呼吸法
の練習

34
66.7％

24
47.1％

30
58.8％

38
74.5％

42
82.4％

41
80.4％

30
58.8％

30〜34 歳

38
77.6％

26
53.1％

33
67.3％

39
79.6％

45
91.8％

43
87.8％

22
44.9％

35 歳〜

30
71.4％

18
42.9％

26
61.9％

35
83.3％

36
85.7％

35
83.3％

18
42.9％

102
71.8％

68
47.9％

89
62.7％

112
78.9％

123
86.6％

119
83.8％

70
49.3％

合計

年代 〜29 歳

合計

育児を
母乳育児
出産準備教 胎児に
イメージ
についての
室の参加 話しかける
する
勉強

節約

であった。取り組みについて役に立ったかと思うかの設問に対し、いずれの項目も取り組んだと
回答した褥婦の 8 割以上が役に立ったと回答していた。
全体の項目の中で最も取り組み率が高かった項目は「禁酒」で 9 割近い妊婦が取り組んでい
た。8 割の妊婦が取り組んでいた項目は、「禁酒」「胎児に話しかける」「コーヒー紅茶を控える」
「食事の内容を考える」「育児をイメージする」であった。
年代が高くなるほど取組率が高くなる項目は、「間食を控える」「無農薬の野菜を食べる」「コ
ーヒー紅茶を控える」「サプリメントを飲む」「出産準備教室に参加する」であった。年代が低い
ほど取組率が高くなる項目は、「節約」であった（表 5）。
取組状況の差について、29 歳以下の群と 35
表6

歳以上の群を比較した結果、「コーヒー紅茶を

年代別親の実感の有無
親の実感

控える」に有意差がみられた（P＜0.05）。

ある
年代 〜29 歳

合計

4
7.8％

1
51
2.0％ 100.0％

30〜34 歳

41
83.7％

7
14.3％

1
49
2.0％ 100.0％

35 歳〜

36
85.7％

6
14.3％

0
42
.0％ 100.0％

123
86.6％

17
12.0％

2
142
1.4％ 100.0％

親の実感の有無については、「ある」と回答

者は 17 名（12.0％）であった（表 6）。
合計
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無回答

46
90.2％

5．親の実感の有無

した者は 123 名（86.6％）、「ない」と回答した

ない

表7

出産・育児の準備に役立った情報源

友人

マタニティ
雑誌・育児書

兄弟姉妹

看護師・
助産師

実母

インターネット

5
9.8％

10
19.6％

5
9.8％

10
19.6％

8
15.7％

7
13.7％

30〜34 歳

12
24.5％

9
18.4％

7
14.3％

7
14.3％

4
8.2％

4
8.2％

35 歳〜

15
35.7％

7
16.7％

8
19.0％

3
7.1％

1
2.4％

2
4.8％

合計

32
22.5％

26
18.3％

20
14.1％

20
14.1％

13
9.2％

13
9.2％

二番目に
役立った情報源

実母

インターネット

マタニティ
雑誌・育児書

友人

母親学級

〜29 歳

14
27.5％

5
9.8％

12
23.5％

9
17.6％

2
3.9％

30〜34 歳

8
16.3％

12
24.5％

9
18.4％

6
12.2％

4
8.2％

35 歳〜

5
11.9％

10
23.8％

5
11.9％

3
7.1％

8
19.0％

合計

27
19.0％

27
19.0％

26
18.3％

18
12.7％

14
9.9％

三番目に
役立った情報源

実母

友人

看護師・
助産師

母親学級

一番役立った情報源
年代

年代

年代

〜29 歳

マタニティ
インターネット
雑誌・育児書

〜29 歳

11
7.7％

6
4.2％

7
4.9％

8
5.6％

4
2.8％

5
3.5％

30〜34 歳

6
4.2％

6
4.2％

6
4.2％

8
5.6％

6
4.2％

5
3.5％

35 歳〜

10
7.0％

10
7.0％

9
6.3％

4
2.8％

2
1.4％

1
.7％

27
19.0％

22
15.5％

22
15.5％

20
14.1％

12
8.5％

11
7.7％

合計

6．出産・育児にむけた準備に役立った情報源
「実母」「インターネット」など 11 項目の中から役立った情報源の選択肢の中から 3 つ選択し
てもらったところ、1 番役立った情報源としてあげられたものは、「友人」22.5％（32 名）、つい
で「マタニティ雑誌・育児書」18.3％（26 名）、「兄弟姉妹」「看護師・助産師」14.1％（20 名）
であった。2 番目に役立った情報源としては、「実母」「インターネット」19.0％（27 名）、「マタ
ニティ雑誌・育児書」18.3％（26 名）、「友人」12.7％（18 名）であった。3 番目に役立った情報
源としてあげられたのは、「実母」19.0％（27 名）、「マタニティ雑誌・育児書」「インターネッ
ト」15.5％（22 名）、「友人」14.1％（20 名）であった（表 7）。

7．妊娠期の体の変化・健康に関する相談相手
相談相手の人数は、1〜9 人で平均 3.7 人であった。年代別にみると、29 歳以下群は 1〜8 名で
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表8

年代

体の変化等に関する相談相手

パートナー

実母

義理母

義理父

兄弟姉妹

〜29 歳

12
23.5％

44
86.3％

0
.0％

12
23.5％

1
2.0％

9
17.6％

30〜34 歳

18
36.7％

31
63.3％

0
.0％

6
12.2％

0
.0％

12
24.5％

35 歳〜

9
21.4％

23
54.8％

0
.0％

2
4.8％

0
.0％

12
28.6％

39
27.5％

98
69.0％

0
.0％

20
14.1％

1
.7％

33
23.2％

友人

看護師・
助産師

母親学級

〜29 歳

19
37.3％

20
39.2％

4
7.8％

25
49.0％

28
54.9％

30〜34 歳

34
69.4％

22
44.9％

13
26.5％

31
63.3％

27
55.1％

35 歳〜

26
61.9％

20
47.6％

14
33.3％

22
52.4％

26
61.9％

79
55.6％

62
43.7％

31
21.8％

78
54.9％

81
57.0％

合計

年代

年代別

合計

実父

マタニティ
インターネット
雑誌・育児書

平均 3.4 名、30 代前半群は 1〜9 名で平均 4.0 名、35 歳以上群は 1〜7 名で平均 3.7 人となってお
り、30 代前半群が相談相手を多数持っていた。
妊娠中の体の変化や健康に関する相談相手は、「実母」が最も多く 69.0％（98 名）の妊婦が挙
げていた。半数以上の妊婦が相談相手として挙げているものは「インターネット」57.0％（81
名）、「友人」55.6％（79 名）、「マタニティ雑誌・育児書」54.9％（76 名）であった（表 8）。
年代が高くなるほど相談相手として挙げられているものは、「兄弟姉妹」「看護師・助産師」
「母親学級」「インターネット」であり、年代が低くなるほど相談相手と挙げられているものは、
「実母」「義母」であった。年代別の差をみると、「実母」「義理母」「友人」「母親学級」に有意差
がみられた（P＜0.05）。

Ⅴ．考

察

出産・育児の準備について、物的準備、身体的準備、心理的準備の 3 側面から年代による傾向
を分析した。
まず、物的準備については、寝具、衣類、沐浴用品と 3 種類の育児用品に限定し分析したとこ
ろ、出産前に準備していた妊婦がほとんどであり、適切な準備行動ができていたものと考える。
年代別の特徴では、衣類の準備時期に年代の差がみられ、20 歳代の若年群の準備が遅い傾向が
みられた。これは、出産・育児に向けた取り組み内容の「節約」に取り組む率が同群に多かった
ことが関連しているのではないかと考える。日本社会の経済状況の悪化から若い年代の年収が下
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がっており、そのため、比較的使用期間の短い新生児の衣類の準備の優先順位が下がり、購入時
期の遅れにつながっているのではないかと推測する。
身体的準備にあたる出産・育児に向けた取り組みについては、年代の傾向が見られたものに、
「できるだけ無農薬野菜を食べる」「サプリメントを飲む」というお金のかかる項目が挙げられ、
この 2 項目は 35 歳以上の高年齢層が多く取り組んでいた。高年齢層に比較的経済的余裕がある
ことが推測される結果となった。有意差があった項目は「コーヒー・紅茶を控える」の 1 項目
で、高年齢層が多く取り組んでいた。有意差はないものの「禁酒」、「間食・甘いものをやめる」
の 2 項目も年齢が上がるほど取り組む率は高くなっていた。取り組み数は、中間群と高年齢群は
ほぼ同じく 10.2 項目と多く取り組んでおり、高齢であることの不安や危機感の現れであると考
えられる。高齢妊娠のリスクについては、マスコミでも多く取り上げられ、該当する年代の妊婦
が不安や危機感をもつ原因にもなり、このような準備行動への取り組みにつながっているのでは
ないかと考える。今回の妊娠経過について 7 割が順調だったと回答しており、出産・育児の準備
としてさまざまな保健行動に取り組んだことが、その成果としてリスクの回避につながっている
のではないだろうか。一方、29 歳以下の若年群の取り組み状況が、全般的に低い傾向にあり、
体力や健康への自信、親になることへの計画性の希薄さなどが背景にあるのではないかと推測す
る。
母親役割獲得にむけた心理的準備として、「胎児に話しかける」「育児をイメージする」の 2 項
目を挙げた。いずれの年代も 80％ 以上の妊婦が取り組んだと回答しており、母子関係の形成に
つながっているではないかと考える。
日本における初産平均年齢は年々上昇し、1975 年には 25.7 歳であったのが、2005 年には 29.1
歳となり、2011 年には 30.1 歳となった2）。今回、出産育児の準備として様々な項目に最も取り
組んでいた年代は 30〜34 歳であり、初産平均年齢と一致する。相談相手の数も多く、身近に子
育て中の友人などのネットワークを持ち情報が得やすいことや、妊婦自身の関心も高く、取り組
み率に反映しているのではないかと推測する。
産褥早期にも関わらず、親の実感については、9 割弱の褥婦が「ある」と回答していた。出産
・育児にむけた取り組みについて、一人約 10 項目に取り組んでおり、さまざまな項目に積極的
に取り組んでいたことが背景にあるのではないかと考える。眞鍋によると、母親の妊娠出産に対
する感情と保健行動との関連について、妊娠や出産に対して有能感を持つことが保健行動の実践
につながる3）と述べており、取り組み率が高いことが親の実感につながっているのではないかと
推測する。
次に妊婦の持つネットワークについて述べる。年代別の情報源の傾向では、若年群ほど情報源
として活用していたものは「実母」「マタニティ雑誌・育児書」であった。高年齢群ほど活用し
ていたものは、「友人」「兄弟姉妹」であった。「看護師・助産師」については、全般的に活用状
況は良くないものの、若年群のほうが活用している傾向にあった。育児期の母親の情報収集に関
する現状調査では、情報により戸惑ったり困ったりした経験を持つ母親は 54.3％ であり4）、複数
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の情報源から得た情報をどのように活用したのかについて、今後調査分析が必要であると考え
る。また、出産・育児の準備にあたり、役立った情報源として「看護師・助産師」を挙げた母親
の割合は高くなく、専門職としての情報源の在り方について、今後検討していく必要があるので
はないかと考える。
妊婦の相談相手は、「実母」が最も多くなっていた。出産子育ての経験者として最も身近な存
在であり、頼りにされている姿が浮き彫りになった。年代別の特徴をみると、「実母」、「義理母」
への相談は若年群の妊婦が多くなっており、「看護師・助産師」、「母親学級」、「インターネット」
については、高年齢群の妊婦のほうがより多く相談相手として挙げていた。前述のように、高齢
妊娠の場合はリスクが高く、妊娠期のヘルスプロモーションにも関心が高いため、より専門的な
知識を求めていることが推測される。また、高年齢群の場合、実母も高齢化しているなど相談相
手としては機能していない可能性が考えられる。野原らによると、夫・親・同胞などの親族によ
るサポートが良好な場合、妊産婦の育児意識、育児行動、健康状態、QOL も良好となる5）こと
が報告されている。本研究では高齢層の親族によるサポートの実際については調査していない
が、実母による手厚いサポートがあまり期待できない状況の場合、QOL に影響することも考慮
し、支援していくことも必要であると考える。
年代別の相談相手を比較した場合、若年群は「実母」、「義理母」に相談する傾向が強く、「友
人」、「母親学級」を相談相手とする傾向が低くなっていた。身近な存在だけではなく、今後ネッ
トワークが拡大していけるような支援が必要であると考える。また、若年群は「母親学級」だけ
でなく「マタニティ雑誌・育児書」や「インターネット」を活用している割合も低いため、知識
の獲得という点でも支援が必要ではないかと考える。
これらのことから、年代による情報源、相談相手の選択に傾向があることを見出すことができ
た。妊娠期の支援に当たり、年代別の介入方法を検討していく必要があることが明らかになっ
た。とくに、29 歳以下の妊婦に対しては、専門家の支援が得やすい環境や情報提供を行い、実
母、義理母のみに偏ることのないようにかかわっていくことが必要である。

Ⅵ．ま

と

め

本研究の結果、妊婦の年代によって出産・育児にむけた取り組み状況や情報源・相談相手に違
いがあるため、今後は年齢を意識した母親学級の運営や内容の検討など、年齢別の保健指導を工
夫していく必要性があることが明らかになった。今後は、さらに具体的な妊娠期の支援について
検討していく必要がある。
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Ⅰ．は じ め に

看護職を目指す女子学生は、他の学問分野の学生に比べ、入学時点ですでに就業意識が高いこ
とは、さまざまな研究から明らかである（若林ら，1983；白鳥，2002）。一方で、新規採用の看
護職の離職率の高さが課題となり、その要因の検討や予防策に向けた取り組みがなされている。
新規採用の看護職の離職の要因としては、就学時から学生時代に描いた看護専門職者としてのイ
メージと現実とのギャップに、折り合いをつけることができないことが推察される。これらよ
り、看護学生を教育する機関においても、学生が看護専門職者としての経験を積み重ね、人々の
健康課題に貢献し続けることができるためのキャリアデザインを、在学中から学生自身が描くこ
とができるための支援に取り組む必要性が高まっている（山内ら，2008）。
本学科では、ヒューマンケアの実現ができる看護専門職者を育成するために、「向き合う力」
「実践する力」「連携する力」をカリキュラムの軸とし、4 年間の教育が段階的に行われている。
「向き合う力」は学生生活全般を通じて育まれ、「実践する力」と「連携する力」は、主に臨地で
の看護実践の体験を通して育まれていく。これら 3 つの力は、卒業生 1 人 1 人が就職先でも活
用、発展させながら看護職としてのキャリアを積み重ねることを願って構築された。
学士課程における看護基礎教育では、保健師助産師看護師指定規則によるカリキュラム内容と
共に、高等教育機関としての固有の目的・目標・方法を整備しており、そこでどのような人材・
能力が育成されているのか、その教育成果や課題の検討の公表が求められるようになってきた
（吉本ら，2008）。
そこで、第 1 期生を輩出したことを機に、卒業生がこの 3 つの力をどのように獲得し活用、発
展できているのかを、学生時代から現在までの体験を踏まえ語ってもらうことを通し、本学科の
教育の成果を振り返ることにした。
なお、本稿は、卒業後 6 ケ月が経過した時点でのインタビュー結果に基づいた報告である。
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Ⅱ．研 究 目 的

第 1 期生の卒業生が、母校の教育をどのように受け止め、現在の職務状況にどのような影響を
およぼしていると考えているかの実態を把握し、教育の成果と課題を見出す。

Ⅲ．研 究 方 法

1．対象
平成 22 年 3 月に A 大学を卒業し、看護師として実習病院へ就職した卒業生 24 名に研究協力
の依頼をし、3 名から返事がきた。さらに継続研究への協力も可能であったこの 3 名を、今回の
研究協力者とした。

2．データ収集期間
平成 22 年 9〜10 月

3．データ収集方法
インタビューガイドによる半構成的面接を、研究協力者のプライバシーが保持される大学内の
個室で、卒業生と面識のない学科教員が面接者となり、約 60〜90 分間にわたり行った。
面接内容は、「向き合う力」「実践する力」「連携する力」を意識した時やその内容、大学入学
時の看護師イメージと現在の自分の姿とのギャップについて、学生時代に身につけたと自信のあ
る事柄、学生時代に頑張っていればと感じた事柄などであった。
面接内容は、同意を得て IC レコーダーに録音し、卒業生と面識のない者が逐語録を作成し、
研究データとした。

4．分析方法
逐語録から、教育の成果を表している協力者の思いや考えを、一つの意味をなす文節で抽出、
コード化し、類似性に従ってカテゴリー化した。次に、それらの内容がどのように関連している
か、研究者の見解が一致するまで検討した。
分析は質的分析に精通している共同研究者と行い、結果の信頼性と妥当性の確保に努めた。

5．倫理的配慮
A 大学生命倫理委員会の承認を得た。研究協力者には、研究目的、方法、プライバシーの保
護、研究参加および途中中断の自由、職場での勤務評価とは一切関係ないことの保証、インタビ
ューデータの録音と保管、研究成果を看護系学会や雑誌等で発表すること等を、研究依頼用紙に
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明記し、文書と口頭で説明し同意書に署名を得た。

Ⅳ．結

果

協力者 3 名の語りは、143 の文節から 133 コードが抽出され、99 のサブカテゴリー、27 のカ
テゴリーに整理できた。27 のカテゴリーは、【認識の継続】【現実とのギャップ】【自分の考える
看護ができないジレンマ】【前向きな私】【強みの実感】【A 大学の学生であること】の 6 つの領
域に分類できた。語りから得られた教育成果は、図に示した。

1．【認識の継続】について
3 名の語りから、本学科の教育理念の一つである「向き合う力」について、学生時代から卒業
後 6 ヵ月までに、《「向き合う力」の育成》《「向き合う力」の習得》《「向き合う力」の再生》とい
うプロセスがあることが明らかになった（表 1）。
1）《「向き合う力」の育成》
C さんは、「 私が逃げたら、その人たちを裏切ることになってしまう」「嫌なことも逃げずに行

動できるようになった 」と就職後の自分を語り、〈逃げない決意〉を抱いていた。また A さん
は、「 どんな患者さんでもいろんな思いを抱えているから逃げないようにしよう 」と学生時代に
教員に指導された思いをもち続けることで、〈患者と向き合う〉ことができていた。そして C さ
んは、「 病院にいる間は歯を食いしばってでも我慢しなさいと言われた。」と語り、A さんは

図

語りから得られた教育成果（卒業後 6 カ月）
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表 1 【認識の継続】
《カテゴリー》

〈サブカテゴリー〉
逃げてはいけない意識

「向き合う力」の育成

患者と向き合う

逃げないことは相手との始まり、続くということ
逃げることは相手を裏切ること
患者のそばにとどまる
患者から逃げない決意
病院では自分の感情を出さないようにする
向き合う意識が逃げることを止めた
患者のそばに行くこと（＝患者と向き合うこと）

状況に向き合う

「向き合う力」を習得
「向き合う力」の習得
「向き合う力」の自覚
使命感の芽生え
「向き合う力」の再生

［コード］
嫌なことを自覚しても逃げない

自主的に向き合える

いつの間にか逃げないようになる
徐々に知識を体験を通して身につけていく
「向き合う力」の自覚
逃げないために自分ができることをする
逃げないことが身につく

「 逃げられない状況ではあるけど、逃げたいとかあったけど、でも逃げなかった。」と語ること
で、〈状況と向き合う〉ことをし続けていた。協力者たちは、様々な学習体験や看護ケアの提供
のなかで、向き合うという経験を、状況だけではなく、自己と向き合うことでつかみとり、《「向
き合う力」の育成》ができていた。
2）《「向き合う力」の習得》
C さんは学生時代に、
「 行きたくないと思っても、行かないという選択肢はないと教えられ 」、
また B さんは、「 向き合う力は要所要所にあったが、ケアリングの授業で少しずつ身についた 」
ことで、A さんは「 患者さんからは逃げないようにしている 」と、学生時代から就職後の現在
にまで継続して、〈「向き合う力」を習得〉できていた。そして B さんは、「（自分にあるのは）

向き合う力だと思います。」と言い切り、〈「向き合う力」の自覚〉が見られていた。さらに C
さんは、「 できないことが多くても、私なりにできることをする。」と、今の状況や自身のもつ
力で患者のためにできることをするという〈使命感の芽生え〉を抱いていた。協力者の語りか
ら、卒業生は卒業前後から自分自身の経験を通して、《「向き合う力」の習得》がなされていた。
3）《「向き合う力」の再生》
C さんは、「 患者さんから逃げないことは身についた。」と語り、逃げないことが身についた
ことで、自身の目の前にある人や状況がどのようであるかを捉えたうえで、〈自主的に向き合え
る〉ことができていた。これは、就職後に現実に直面し、自分を見失いそうになるなかで、学生
時代に育成され、習得できた《「向き合う力」の再生》に、自ら立ち向かった結果といえる。
このように卒業生は、学生時代から卒業後に「向き合う力」を認識するだけでなく、その認識
を継続してもつことができていた。

2．【現実とのギャップ】について
3 名の語りから、学生時代に頑張っていればと感じるものに、《知識を統合させる力》《技術ト
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表 2 【現実とのギャップ】
《カテゴリー》

〈サブカテゴリー〉
具体的な教科目の内容
使える知識・根拠の明確化

知識を
統合させる力

技術
トレーニング

情報と知識を統合して患者を理解
する学習の必要性
暗記ではなく、知識と知識を統合
する学習方法の必要性
勉強の必要性

［コード］
解剖生理学（指定規則に合わせる）からだの構造・機
能
根拠を意識した勉強
学生時代は、根拠を問われても必要性がわからず、自
分で考えることをしなかった
就職をして、情報は関連しているので、つながり（根
拠）を意識して勉強する必要性が理解できた
学生時代の勉強法（国家試験対策）では、臨床では対
応できないことがわかった
勉強の必要性

勉強の深さの必要性
学生時代の勉強は浅い
臨床で通用する生活援助技術の習 （就職すると）生活的なケアは、基本は習得できてい
得
るとみなされる
卒業直前のトレーニング
（特定できない）看護技術
コミュニケーション技術の必要性 さまざまなコミュニケーションの体験？

レーニング》があり、これらは就職して現場に身を置くことで、【現実とのギャップ】を実感し
たためといえる（表 2）。
1）《知識を統合させる力》
A さんは、「（学生時代は）実習中に、先生に根拠を聞かれたけど、答えを言われたらそれで

OK と考えていた。」と語り、学生時代は根拠の重要性がわからず、実践に関連づけて深めるこ
とが不十分なままとなり、〈使える知識・根拠の明確化〉が卒業後の課題になっていた。また、
B さんは「（卒業後の勉強は）これも考えられるし、この情報もとっとかなあかんし、それが就

職しないとわからなかった。」と語り、卒業後に、情報は関連しているので、繋がりを意識して
勉強する必要性が理解され、〈情報と知識を統合して患者を理解する学習の必要性〉に気づくこ
とができていた。すなわち、卒業後は《知識を統合させる力》の重要性を実感したために、学生
時代に頑張っておけばと感じていた。
2）《技術トレーニング》
C さんは、「（就職すると）診療的な技術は入ってから身につけるという感じで、生活的なケア

のことは特殊なこと以外は、できるものとして扱われるんですよね。生活的なケア、基本的な技
術を復習して卒業したほうがよかった。」と話し、〈臨床で通用する生活援助技術の習得〉や
〈卒業直前のトレーニング〉を、就職までにできていればと、《技術トレーニング》を希望してい
た。

3．【自分の考える看護ができないジレンマ】について
3 名の語りから、看護師として看護ケアを提供するなかで、《未熟な自分を知る》《居場所探
し》《でも、看護師でいたい》《自分の能力に直面》という、切実な思いを抱いていることがわか
った（表 3）。
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表 3 【自分の考える看護ができないジレンマ】
《カテゴリー》

未熟な
自分を知る

居場所探し
でも、看護
師でいたい

自分の
能力に直面

〈サブカテゴリー〉
受身的な自分

［コード］
責任の重い実習という感じ
先輩の技術に圧倒されてしまう（自分の方法で看護が提供で
未熟で現状に向き合えない自分
きていない）
漠然とした自信が通用しない現 ある程度できると思って卒業したが、現実とのギャップに戸
実を知る
惑う
自分の現実を知って立ち留まる 就職してできない自分に落ち込む
未熟な自分を知る
技術も知識も未熟
夜勤が入り、受け持ち患者の人数が多くなると、時間の調整
無力感に苛まされる自分
ができなかった
逃げ出したい自分
帰りたくなり、泣きそうな時期
何をすればよいのかわからず、ここにいてもいいのかと思っ
居場所を探す
ていた
出来ない自分に不安だけど目指すことをやめたいとは思わな
看護師をやめたいと思わない
い
自分から話さない患者とは、深く話せずに困ることが多い
患者との関係づくりのつまずき
（先輩のように）患者との信頼関係が築けない
（患者さんに対して）どうすることもできないときにつらく
無力さがつらい
感じる
患者、家族に向き合えていない 業務や勉強が優先になり、患者さんと接する時間がなくな
自分
り、向きあえていないと思う
その日限りの関わりになるので、患者と深いかかわりができ
ない
患者、家族と関われていない現 患者、家族と関われていない
実
そばに寄りそうことができていない
業務に必死で、（患者の）精神面まで関われない
患者一人一人を細かく見れていない
毎日、勉強（予習までできない）
（学生と同じように）違う色の白衣を着せてほしい
できていない自分を自覚する
毎日、落ち込んで、傷ついて、打たれ弱い自分
自分のことに追われて、それで終了する日も多い
（毎日の生活で）頭や心の片隅で仕事のことを考えてしまう
仕事から離れられない自分
（自分の前で起こっていることに）向き合い、逃げないよう
解決できない自分に混乱する
にしたいが、どうすればよいかわからなくて、自分で混乱す
る。
空回りして終わることもある
向き合う意識が逃げることを止めた

1）《未熟な自分を知る》
B さんは、「 自分のできるかなっていう気持ちが、先輩の看護技術に流されてしまって… 」
と、先輩の技術に圧倒されてしまう、〈未熟で現状に向き合えない自分〉を自覚することになっ
た。また A さんは、「（就職当初は）こんなにできなかったんだ、私…。」という、ある程度で
きると思って卒業するが現実とのギャップに戸惑い、〈漠然とした自信が通用しない現実を自覚〉
し、〈自分の現実を知って立ち止まる〉ことによって、《未熟な自分を知る》ことにつながってい
た。
2）《居場所探し》
C さんは、「（卒業後 3 ヶ月ごろに）廊下にいて、帰りたいと思う時期があって、泣きそうだっ
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た。」と、〈逃げ出したい自分〉を自覚し、さらに A さんは、「（夜勤に入って、急変があって）
何をしたらいいのかわからないって感じて、ここにいていいのかなと思っていた。」と語り、看
護師としての自分の《居場所探し》をしていた。
3）《でも、看護師でいたい》
C さんは、「（看護師を）自分に向いてないなと思ったことはありますけど、目指すのをやめた

いと思ったことはない。」と言い切り、できない自分に不安がありながらも、〈看護師をやめた
いと思わない〉という強い意思のもと、《でも、看護師でいたい》と自分にいいきかせていた。
4）《自分の能力に直面》
C さんは、「 先輩のように患者との信頼関係が築けていない 」と振り返って、〈患者との関係
づくりのつまずき〉を自覚していた。C さんはまた、「 業務に追われていて、精神面まで関わる

ことができていない 」「 患者一人ひとりを細かく見れていない 」などと話し、業務に必死で、
こんなことならできるのではないかと思い描いたとおりに看護ができていないこと、〈患者、家
族と関われていない現実〉を受け止めていた。このように、できていない自分と対峙して、《自
分の能力に直面》していた。

4．【前向きな私】について
3 名の語りから、自分自身を冷静にみつめ肯定的に捉える《成長を期待する自分》《努力して
いる自分》や、自分の周囲にいる人々と関わることで、《先輩や患者に支えられている実感》《近
い将来の自分を描いている》《看護職を選んだ動機を振り返る》《モデルとなるナースの存在》を
実感する、【前向きな私】が明らかになった（表 4）。
1）《成長を期待する自分》
C さんは、「 先輩は少ない時間の中で患者さんの話を聞こうとしているので、経験の中でそれ

ができるようになってくるのかなと思っています。」と語り、経験を積むと先輩のようになれる
かもしれないと自分を発見して、〈先輩のようになりたい〉と期待を抱いていた。また、〈なりた
い自分への期待〉〈成長を自覚する〉のように、《成長を期待する自分》として自分自身を認めて
いた。
2）《先輩や患者に支えられている実感》
B さんは、「 受持ち患者さんが亡くなったとき、いろんな人が心配していると教えられ、声も

かけてもらって、支えられていると思いました。」と語り、チームスタッフから声をかけられ、
支えられていると自覚できることで、〈チームの一員という自覚〉を抱いていた。また C さん
は、「 ミスした時に、患者さんから『私も頑張るから、あんたも頑張り』と言われ、この人（患

者）と関われてよかった。先輩から言われるよりも、患者さんから言われると一発で理解でき
る。患者さんに育ててもらっている。」と語り、患者さんからの励ましのことばから〈患者に育
てられている実感〉を抱いていた。また協力者は、直接〈先輩のフォローに助けられる〉という
体験や、〈チームの雰囲気に安心〉して日々のケアに臨んでいると話していることなどから、卒
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表 4 【前向きな私】
《カテゴリー》

〈サブカテゴリー〉
なりたい自分への期待

［コード］
自分も患者との信頼関係を築いていけるようになりたい
経験を積むと、先輩のように患者さんの話がきけるようにな
先輩のようになりたい
るだろうかと期待する
成長を
期待する自分
最初にわからなかったことも、確実に自分のものにして、対
成長を自覚する
応の仕方も考えられる
成長していく自分
今の実践が、次のステップにつながる
チームの一員という自覚
（病棟へ）ちょっとでも力になりたい
（情報を）少しずつ関連づけて、報告できるようになった
努力している自分
申し送り内容を、考えながら聞いている
わからないことは先輩に質問し、自分で勉強して、モチベー
先輩に質問する
ションを保つようにしている
振り返りを大切にする
患者を振り返り、ノートに書き留める
申し送りの内容を一生懸命に聞いて、患者のことを理解する
努力している 患者を理解したい欲求
ようにしている
自分
自分でできることをみつける 申し送りを聞いて自分でできることをみつける
責任をやる気にかえる
（現状から）逃げることができないことで、仕事が頑張れる
（カンファレンス内容を）理解できない時があり、発言はし
自分の課題を自覚する
たいけどできない
わかりたい欲求
チームで話し合われている内容を理解するようにしている
できていることを自覚する
自分で考えて動けることがある
頑張っている自分
経験をプラスに受け止められると頑張れる
チームに見守られている
先輩たちが優しく、自分は落ち込むことがない
スタッフとのコミュニケーションはとれており、いい関係が
チームの雰囲気に安心
築けている
病院の環境に恵まれている
教えてもらえるという環境に恵まれていると思う
チームスタッフから、たくさん声をかけてもらい、支えられ
チームの一員という自覚
ていると思い、頑張れる
先輩や患者に
支えられて 先輩のフォローに助けられる 自分のフォローを先輩がしてくれると実感している
いる実感
（今後）患者を受け持ったら逃げることができないので、今
患者から支えられている実感 までの患者さんから学んだことを、その患者さんへ返したい
と思う
チームの一員という自覚
チームの一員である自覚が芽生えている
（ミスしたときに）患者さんから励ましの言葉をもらい、患
患者に育てられている実感
者さんに育ててもらっていると実感している
ありたい自分が見えている
ありたい自分からまだ遠いが、まだ仕方ないかと思う
〈＝自分を客観視できている）
近い将来の
なりたい自分はあるがまだで （他職種、他メンバーと）連携できるようになりたいが、今
自分を
きない現実
はまだできていない
描いている
半年後の自分の姿は努力しだいであるが、期待と不安を抱い
自分への期待と不安
ている
家族の影響
家系（親戚）に医療職で働いている人が多かった
女性として自立できる仕事
女性として自立して、一人で稼げる（生活できる）と思った
看護職を
選んだ動機を 人と関わる仕事
人と関わることが好き
振り返る
高校時代の病院体験で、人間相手でも看護師に興味（関心）
ナースとして人と関わる
をもった
論理的に考えてケアしている先輩を見ると、知識とか技術を
みにつけていきたいと思う
憧れのナースの姿
忙しいなかでも笑顔で患者と関わっている看護師が、きらき
らしてすごいなと感じた
オン、オフが切り換えられる先輩のようになりたい
モデルとなる
先輩のようになりたい
チームの看護師には、それぞれいいところがあるので、みん
ナースの存在
な素敵に患者と関わっている
ナースとしてのモデルの存在 患者の立場になって考えて、丁寧に仕事ができるチームリー
ダーがモデルである
がある
学生時代は素敵な看護師さんとしてあこがれるが、自分がそ
憧れと自分のギャップがある
のようになるとはイメージできなかった
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業生は《先輩や患者に支えられている実感》を抱いて、成長していた。
3）《モデルとなるナースの存在》
B さんは、「 先輩が情報をアセスメントして、論理的に考えているのを見たら、あんなふうに

なりたいと思う。」「 ナースがきらきらしていて。知識をもち、忙しいなかでも笑顔できちんと
関わっている看護師さんをみて、すごいなと思います。」と語り、自分にはない姿や、自分が思
い描く看護師の姿を目にすることで、〈憧れのナースの姿〉を具体的にイメージして、日々の努
力を続けていた。さらに B さんは、「 チームの看護師はみんな優しくて、みんな素敵で、それぞ

れに患者さんと関わっている 」と感じ、〈先輩のようになりたい〉と考えていた。そのなかで、
卒業後に自分も看護師になり、〈憧れと自分とのギャップ〉を感じていた。卒業生は、日々の看
護ケアで精一杯ななか、《モデルとなるナースの存在》を具体的に自分が看護師として働く姿と
して、イメージすることで、自分自身を励まし、成長していた。

5．【強みの実感】について
3 名の語りから、4 年間の講義・演習・実習体験を通し、《自主的に学ぶ力》《幅広い人間形成
・生き方の広がり》《他者と関わりながら学ぶ》《グループワークの学習効果》《リフレクション
経験がある》という、【強みの実感】が明らかとなった（表 5）。
《リフレクション経験がある》は、C さんが「 初めはなんで、これをやってるんだろうと思っ

てたけど、実習が絡んでくるようになってからは、自分が思っていたことと、先生がコメントを
返してくれたことが違っていて、その時は起きたことに対する原因の追及が甘かったんですよ
ね。今もできていないことが多いと思いますけど、やることが大事なのだろうなって思いま
す。」「 院内の卒後 3 年目の研修でリフレクションがあり、病院でもやるぐらい大事なんだろう
なと思った。やっててよかった。」などと語り、〈リフレクションの重要さにきづく〉〈リフレク
ションを学生で経験している〉ことで、自分が受けもつ患者様へのケア実践を、客観的に振り返
る思考を、学生時代に身につけ、卒業後も持ち続けていた。
《リフレクション経験がある》だけでなく、学生時代に培った《自主的に学ぶ力》《グループワ
ークの学習効果》を、卒業後の研修や同期の新人看護師たちとの関わりから実感して、自身の力
を【強みの実感】として捉えられていた。

6．【A 大学の学生であること】について
C さんは、「 1 期生ということもあったと思う。」「 私たちは先輩がいない分、必死にやってき

たと思う。」と語り、学生時代から《看護学科 1 期生の誇り》を抱いていた。また B さんは、
「 大学の校風がのんびりしていた。」と語り、C さんも「 先生も必死になってくれている。」と
《A 大学の校風》が自分に合っていたと振り返っていた。これらから、卒業生自身のよりどころ
となる【A 大学の学生であること】が明らかになった（表 6）。
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表 5 【強みの実感】
《カテゴリー》

［コード］

〈サブカテゴリー〉
勉強や調べるという癖
学習の習慣化

自主的に学ぶ力
チャレンジする力
複数の資格志向
人間関係の広がり
幅広い人間形成
・生き方の
学問的刺激に対する魅力
広がり

本に戻るという癖
その日のうちに調べる
その日にやるという習慣
とりあえずやってみる、やらないよりはやってみる
できなかったことはもう一度やる
養護教諭の免許を取得
保健師の免許を取得
学外での他者との交流の経験
看護以外の学びの経験
看護以外の学びで、将来の自分に役立て、自分の幅が広
がった

保健師課程の実習を通して、さまざまな看護の場と機能
様々な看護の場と機能の理解の を理解した
拡大
地域看護学実習で、退院後の支援を理解した
受け持ち患者が一人だと、真剣に大事に、その人に向き
合えた
受け持ち患者に向き合う体験
患者さんと関わる経験から学ぶことは大きい
他者と関わり
ながら学ぶ

患者さんの思いや話をたくさん聞けたり、落ち込んだ
り、いろいろ経験できた（ステップアップ基礎実習では）
実習だからできる習得
実習という学習のインパクト
実習で素敵やなと思う看護師に出会い、看護師ってすご
モデルとなる看護師との出会い
いなと思えた
看護基礎実習での学び

グループワークは学生時、日常の一部になっていたの
グループワークに抵抗感がなく で、今は抵抗がない
（学生時代）本当にグループワークが多かった
なった
授業の中で、グループワークが多かった
さまざまな考えがあることに気
いろんな子がいて、こんな考え方の人がいる
づく
グループの中で他人の意見を聞かないといけない
聴くことの大事さがわかる
意見をすりあわせることの大切
話し合うことで結論を出していく大切さがわかった
さがわかる
グループワーク
グループワークがあるからいろんなこと話せるから、仲
の学習効果
話し合うことで相手を知ること 良くなる
ができる
クラスの名前と顔とどのような子かがわかる
自分の意見を発言することがで いろんな人の意見を聞きながら、自分はこう思うとか言
える
きる
就職して研修に行って、こんなん言っていいんかなと戸
惑うことはない
集団の中で発言する力が身につ
グループの中で自分の意見も言わないといけない
く
実習とかでも発言できなかったけど、発言する力を大学
で鍛えられた
リフレクションの重要さに気づ リフレクションの思考（原因を分析して追求する）は大
事
リフレクション く
経験がある
リフレクションを学生で経験し
（学生時代に）リフレクションをやっててよかった
ている
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表 6 【A 大学の学生であること】
《カテゴリー》

［コード］

〈サブカテゴリー〉
派閥がなく仲が良い

仲の悪い学年ではなかった
全体で仲が良かった
仲が良かった
今でも月に 1 回は集まっている

誰とでも交流がある

看護学科
1 期生の誇り 卒業後も付き合える仲間

学生時代の友人は、学生の時のできごとを振り返ることがで
きる
みんなで頑張ってこれた
一緒に実習を頑張れた

支えあえる

クラスに対して自信がもてる 同級生との仲の良さは（私の）自信
ゆとりがあった
4 年間というゆとりの時間
先輩がいない
1 期生の誇り
A 大学の
校風

園田の校風＝のんびり
見てもらって、大事に育ててもらった
必死にやってきたけど、先生たちも必死になってくれたこと
で、達成感につながった

校風
教員との関係

Ⅴ．考

察

考察では、人間看護学科の教育の特色である 3 つの力について、それらが学生時代から現時点
においてどのように育まれ、あるいは修正・変容していったのかに焦点を当てて述べる。

1．「向き合う力」の育成、修正、再生
卒業後 6 ヵ月の 1 期生 3 名の語りの分析から、学生時代の自分自身の課題や臨地実習先で出会
った人々、自分を取り巻く状況などに、教員からの指導を受けながら向き合う中で、教育理念の
1 つである「向き合う力」が 4 年間の中で育まれていったと実感していることが伺える。しか
し、4 年間で習得できたと思われるこの「向き合う力」は入職後、患者や状況に向き合いたくな
いと思ったり、向き合う度合いに強弱をつけたりしながら、さらに自分自身の「向き合う力」を
否定するような揺らぎを感じながらも、患者や先輩看護師らの支えを実感する経験を通して、
〈逃げない決意〉や〈使命感の芽生え〉により再生されていったことは、「向き合う力」が確かな
力として身についた成果と考えられる。

2．「実践する力」の育成、修正
看護基礎教育では、看護専門職者として必要な知識・技術・態度の基礎的な力の修得が教育目
標に掲げられている。立石らは「机上で学んだことと実践との有機的統合によって自信を持つ
（結果となった）。」「大学での獲得能力と学習経験の関連から、職業すなわち、看護職としてのレ
ディネスが高い学生ほど、実践能力の獲得が高い。」と述べている（立石・吉本；2006）。このよ
うに、知識・技術・態度のすべてを統合して看護ケアを実践することで、その人が一人前の看護
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者として自立できると考えられる。しかし、看護の初学者である看護学生や、卒業後すぐの新人
では、配属された部署の専門性に応じた新しい知識の習得が求められるため、新たに学習したこ
とと実践を統合することはかなり難易度の高い課題と考えられる。すなわち、卒業直後の新人看
護師は、自身が身に付けた知識と技術だけでは、すぐに臨床で活用できない現実に直面し、新た
な課題と向き合い、緊張感の中、臨床現場に適応していくことを余儀なくされる。そのような
中、今回の研究協力者である卒業生は、《自主的に学ぶ力》、《グループワークの学習効果》、《リ
フレクションの経験がある》ことを自身の強みにして、新たな「実践する力」の獲得に向け、戸
惑い、悩みながらもチャレンジしている姿が伺える。

3．「連携する力」の育成
吉本は医療関係者へのインタビューより、医療チームとして求められている看護師の能力とし
て、知識面や技術面だけでなく、「仕事をすることへの心がまえや十分な体力」、「チームの中で
仕事を遂行する能力」、「話し言葉によるコミュニケーション能力」があると分析している（吉本
・立石；2008）。看護学実習ではチーム医療について学び、考え、実践を理解する教育機会があ
るが、学生の立場でチーム医療の一員として参加することは少ない。そのなかで捉えた「連携す
る力」を、卒業生は他者との支え合いと捉えるなかで、チームの一員であること、《先輩や患者
に支えられている実感》を受けとめることで、配属部署のなかでの《居場所探し》をしながら、
私はここにいてもいいと思えるような変化をしていた。
「連携する力」の育成は、在学中では不十分で、卒業後に臨床現場での体験を通して、習得し
ていくのではないかと考える。

Ⅵ．結

論

本学科の学生は、1）大学生としてのキャリア、2）女性としてのキャリア、3）看護専門職者
としてのキャリアを形成していくと考えられる。そのため、入学時から学生一人ひとりが女性と
して、看護専門職者としてのキャリアデザインを描けるためにも 3 つの力の育成に力を注いでき
た。学生たちは 4 年間の様々な経験を意味づける取り組みを通して得た成果を、自身の強みと自
覚し卒業を迎えるが、就職した現場での新たな経験や状況の中で揺らぎながらも、
「向き合う力」
を再生していた（図参照）。すなわち、就職後 6 ケ月目の卒業生は、4 年間の学びを通して培っ
てきた 3 つの力のうち「向き合う力」を、問題解決のために活用することができていた。しか
し、「実践する力」と「連携する力」は、学生時代に身に付けた力だけでは、不十分であること
に気づき、これからの課題と認識していることがうかがえた。
吉本が大学教育の評価を卒業生からのデータで明らかにする必要性を述べていることから（吉
本；2007）、今後も、継続的に卒業生からのデータ収集を行い、客観的評価を重ね、より質の高
い教育内容・実践を追い求めていきたいと考える。さらに、教育の評価を可視化し、教育内容・
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手法等の改善策を検討していくためには、質的データから得られた結果を量的なアンケート手法
に変換し、継続的な調査を行っていくことも、今後の研究課題と考える。また、卒業生が勤務す
る職場からの教育評価も調査対象としていくことで、より客観的な評価が可能になると考える。

Ⅶ．研究の限界

本研究は、卒業生 3 名から得られたデータの分析であり、教育成果の結果として偏りの可能性
があることは否めない。今後、より多くのデータに基づくさらなる研究の積み重ねが必要であ
る。

謝辞：本研究に協力してくださいました卒業生 3 名に深く感謝申し上げます。
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民法改正にみる家族制度の変化
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山

本
は

じ

起世子
め

に

本稿の課題は、1920 年代から 40 年代の日本における家族制度の変化を、民法改正をめぐる議
論を考察することによって明らかにすることである。近現代の日本における家族制度がどのよう
に変化したのかについて、社会学では十分に検証されてきたとはいえない。近代から現代への家
族制度の変化を、「直系制家族」（祖先祭祀と超世代的な家族の存続をめざす家族）から「夫婦制
家族」（夫婦の死亡で消滅する夫婦一代限りの家族）への変化と捉える見方が提起されているが
（森岡 1993 : 22−5）、いつから、どのような側面において変化が現れたのかについては、研究の
蓄積が少ないのが現状である。
親族・相続に関する民法改正が必要とされた時期は、大きな社会変動に伴う家族制度の転換期
であった。民法改正過程の議論においては、立案者たちの家族制度に対する現状認識と、社会変
動に適応しうる理想の家族像が投影されていると考えられる。そこで、本稿では、1920 年代の
臨時法制審議会による民法親族編相続編の改正構想と、終戦直後に臨時法制調査会によって行わ
れた民法改正を対象とし、そこに現れた家族制度の変化を考察する。
ここで、本稿が対象とする二度の民法改正要綱が作成された経緯について簡単に述べておく。
臨時法制審議会は 1919（大正 8）年に設置され、明治民法中、「我邦古来ノ淳風美俗」に副わな
い制度の改正について審議を行い、1927（昭和 2）年までに「民法親族編中改正ノ要綱」および
「民法相続編中改正ノ要綱」
（以下、まとめて「改正要綱」と略記）を答申した。原敬首相は、1919
年の審議会第 1 回総会における訓示で、改正を要する「我国固有ノ淳風美俗ニ副ハサル法律制
度」の多くは「民法上家族制度ニ関スルコトト信スル」と述べ、「相当ノ改正」を企図するよう
要望した（臨時法制審議会 1919 : 7−8）。
戦後の民法改正は、1946（昭和 21）年 4 月に作成された政府の憲法改正草案の家族条項にも
とづき審議されることになり、同年 7 月に臨時法制審査会が発足、同年 10 月の調査会第 3 回総
会にて民法改正要綱が決定、翌年 7 月には改正案が閣議決定され、国会に提出された（我妻編
1956 : 205−6）。
次に、本稿における考察の視点を明らかにしておきたい。1920 年代の民法改正構想に関する
先行研究には、2 つの見方がある。第 1 は、その構想が「家」における家族員の権利伸張を行う
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一方で、「家」制度の強化を図ったという見方である（依田 1975 : 227−37、白石 1992 : 186−
92）。この見方では、「家」の強化と家族員の権利伸張がどのように関連していたのかが明らかに
されないという欠点がある。一方、第 2 の視点は、「家」制度の強化と家族員の権利伸張を矛盾
したものと捉えるのではなく、「家」制度強化のために家族員の権利伸張が図られたとする見方
で、この改正構想を「家族法の現代化」の流れと捉える（蓑輪 2008 : 86−9）。この第 2 の視点か
ら、第 1 章では、改正構想が「家」を維持するために、戦後の民法改正の基盤となる革新的な家
族制度改革を企図していたことを明らかにする。さらに、そこに表された家族像とはどのような
ものであったか、この構想が登場した社会背景について論じる。
そして第 2 章では、戦時下での民法改正にみる家族制度の変化、終戦後における民法改正論議
の中での争点と、新民法が想定した家族像はどのようなものであったのかについて検討する。

1

1. 1

1920 年代の民法改正構想にみる家族制度

民法改正要綱に表れた家族制度の特徴

本節では、1920 年代に臨時法制審議会で行われた、民法親族編相続編改正要綱の審議過程に
おける主要な論点を検討することによって、どのような家族制度改革が企図されたのか、そこに
表れた家族像を明らかにする。審議過程で論争となった項目を中心に検討した結果、改正要綱に
表れた家族制度改革の特徴を 6 点、すなわち（1）一家の「平和」、親密性の重視、（2）婚姻の尊
重、（3）婚姻の自由化、（4）家族員間の公平性の保障、（5）戸主権の抑制、（6）家族（親族）紛
争への家事審判所の介入、にまとめることができる。以下、それぞれについて詳しく述べてい
く。
（1）一家の「平和」、親密性の重視
審議会ではまず、「我国ノ淳風美俗」に副う家族制度とはどのようなものかという根本問題が
検討された。これについて、幹事を務めた穂積重遠は、「一家平和ニ親密ニスル」ことが「第一
ニ肝要」だと述べている。この「一家」とは、西洋の核家族よりも広い範囲の「一家一族」を意
味する。そして、「家」は、「昔ノ家族制度」のように戸主一人が権力を振るい、他の構成員の
「人格ヲ無視スル」ごとき制度であってはならず、「親密平和」であると同時に、「正当公平」で
「各人ノ人格ヲ尊重スル共同生活」でなければならない。そのためには、第 1 に、明治民法にお
いて形式化している家族制度を「実質的ニ健全ナル家族制度」にしなければならない。第 2 に、
「古来ノ家族制度ノ美ヲ採リ弊ヲ除クコトカ実質的堅実ナル家族制度ノ発達ヲ図ルニ必要」だと
述べている1）。
親密で平和な「家」のあり方をめぐって、最も激しい論争が行われた改正項目は「庶子の入
家」である。すなわち、庶子（父が認知した非嫡出子）が父の「家」に入る際には、父の配偶者
の同意を必要とするという改正要綱案が提出されたのである。松本烝治は改正の理由について、
妻が知らない間に庶子が入家することは「人情」に反すると述べている2）。
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この提案に対しては強い反対論があった。水野錬太郎は、夫の子であれば、その妻は「嫡母」
として庶子を実子と同じように扱い、庶子も「真実ノ母」のように見るというのが日本の「良イ
風俗」である、父の妻が拒否すると庶子が父の家に入れないのでは、庶子が「冷遇」される感が
生じ、「家庭ノ円満ヲ害スル」ことになると主張した3）。
花井卓蔵もまた、この案に対して次のように強く反対した。「臣民」の親族関係では「皇室」
と同様、「血統ヲ重ンズル」ことが最も重要である。「血統」とは父の血統であり、その妻を「血
統者」と見なすことは決してできない。したがって、他家から入った女（妻）に「血統ノ者（庶
子−筆者注）ヲ家ニ入ルゝコトヲ拒ムノ権利ヲ授ケル」ことは許せない、と4）。
林頼三郎もまた、父系血統重視の立場から改正要綱案に反対し、その理由として、夫に立派な
庶子があるにもかかわらずその入家を拒み、「家ヲ思ハヌ、血統ヲ思ハヌ、或ハ全ク自己ノ利益
ノミヲ考ヘ」、「家」を自分が相続して財産を横領しようとする「頑迷」な妻が多いことを挙げ
た。そこで林は、「正当ノ理由」がある場合には、配偶者の同意がなくても家事審判所の許可を
得て庶子の入家を可能にする修正案を提起した5）。
これらの反対意見に対し、穂積は次のように反論している。封建時代の武家では、本妻との間
に男の実子がない場合、側室を置いて子を産ませ、本妻の子として扱うことが「家」に対する義
務として行われた。しかし、日本の将来を考えると、「男女関係ヲ唯子供ヲ拵ヘル道具、腹ハ借
物」と捉えるのではなく、「婚姻関係ニ重キヲ置」き、たとえ女子であっても、妻との間に生ま
れた子に「家」を継がせたい。庶子が「家」に入ることは、「現在及将来ノ人情ニ反スル」。妻と
庶子が「敵同士ノ感」を抱きながら形だけの親子となるのでは「一家ノ平和」を保てないため、
妻の同意は重要である。「家ニ怨メル妻ナシト云フガ天下大平ノ基」である、と6）。
「庶子の入家」問題については、原案を作成する委員会においても議論が紛糾したことを穂積
は総会で告白している。委員会では、「感情ノ疎隔」が生じやすい庶子と父の妻との関係を、明
治民法が親子関係と認めている現状に対して強い批判があったという。しかし、庶子を父の家に
入れないのでは、庶子が拠り所を失うことになり、父は庶子に対して親としての責任を果たすこ
とができない。そのため、庶子を父の家に入れても、庶子と父の妻との法的親子関係（嫡母庶子
関係）を認めないという案が最初に浮上した。しかし、次代の戸主となる庶子と父の妻との間に
親子関係がないのは、「一家ノ親密ノ上カラ面白クナイ」という反対意見があり、嫡母庶子関係
を認めることになった。改正の焦点は、「如何ニシテ其母子関係ト云フモノヲ、成ル可ク人情ニ
違ワヌヤウニ成立タセテ一家ノ平和ヲ保タウカ」ということだったという7）。
このように、庶子の入家に対する妻の同意については、父系の血統の継承を重視する立場と、
妻と庶子との人間関係に配慮して「一家の平和」を重視する立場とが激しく対立したのである。
原案の採決時には賛否同数となり、議長採決によって可決された。この結果は、父系の血統継承
や夫の権限よりも、一家の平和が重視されたことを意味する。そして、一家の平和を維持するた
めには、家族成員間の円滑な人間関係、何よりも妻の感情や立場に配慮する必要があると考えら
れたのである。この項目は、妻の地位の向上に関するものと捉える研究もあるが（蓑輪 2008 :
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95）、審議において、妻への配慮は「女権拡張」を目的とするものではなく、あくまで一家の平
和を維持するためであることが強調された。
（2）婚姻の尊重
「庶子の入家」に対する妻の同意については、前項で挙げた穂積の発言に見られるように、父
系血統の継承よりも婚姻関係を重視する側面を持っていた。「妻の同意」について賛成した美濃
部達吉は、今日の婚姻は「一夫一婦」を原則とし、庶子は道徳上非難すべきものであるから、庶
子の入家について「配偶者ノ権利」を認めなければならないと強く主張した8）。
さらに、嫡出女子と庶子（男子）の家督相続の順位について、明治民法が庶子を優先させてい
たのに対し、改正案では嫡出女子を優先させた。この改正について松本は、婚姻関係から生まれ
た者を重んずることが、「淳風美俗」の上から妥当であると説明している9）。その妥当性の根拠
を示すため、審議会では家督相続の歴史的変遷について検討され、女子の家督相続は鎌倉時代よ
り始まり、徳川時代から明治初期には長女を庶子や嫡出男子（長女の弟）よりも優先的に相続人
にする例も多く、庶男子を嫡出女子より優先させるという制度は主として武家の特殊な制度にす
ぎない、と主張された。その結果、嫡出の尊重（婚姻の尊重）は妥当な改正と結論付けられたの
である10）。
（3）婚姻の自由化
明治民法では、子が婚姻をするには家に在る父母の同意が必要とされたが、男子 30 歳以上、
女子 25 歳以上になると父母の同意なく婚姻できた。これに対し、改正要綱では、「年齢ノ如何ヲ
問ハズ」、家に在る父母（父母がないときは祖父母）の同意を要すると規定された。これは一見
すると、子の婚姻に関与する父母の権限が強化されたように見えるが、むしろ逆に、父母の権限
が弱まり、配偶者選択が自由化されたのである。この改正項目は複雑で巧妙な構成になってお
り、そのことは以下で述べるような重要な意味を持っていた。
まず第 1 に、父母は「正当の理由」がなければ婚姻への同意を拒むことができないとされ、子
が親の不同意を不服とする場合は、家事審判所に申し立てることができた。明治民法において、
父母は理由の如何を問わず同意を拒否できたのに比べると、父母の権限は弱められたといえる。
第 2 に、父母の同意なく子（成年）が婚姻した場合は、父母はその子に「相当ノ制裁」を加える
ことができるとした11）。換言すれば、「相当ノ制裁」を受け入れるならば、子は父母の同意を欠
いても婚姻できることになったのである。「相当ノ制裁」とは、離籍や家督・遺産相続権の剥奪
などが想定されていた。この「制裁」規定について、穂積は、父母の同意を欠いても婚姻の効力
に影響がなくなると父母の権威が失墜するため、父母に制裁権を与えたと述べている。しかし、
家督・遺産相続をする見込みのない者にとって、このような制裁は意味のないものである。しか
も、明治民法が規定していた、親の同意のない婚姻を取り消すことができるという親の権限は、
「苛酷」すぎるとして削除された（穂積 1937 : 334−6）。
このように、「婚姻の同意」に関する改正要綱は、親の意に反する子（成年）の婚姻を可能に
することと、「孝道」の維持とを両立させる巧妙な構成となっていたのである。しかし、上述し

― １２２ ―

たように、親の権威を示す制裁権は制限された。したがって、この改正は、婚姻の自由化を目指
したものであったと言うことができよう。
（4）家族員間の公平性の保障
「戸主の死亡による家督相続」に関する改正は、主査委員会において最も力を入れて議論した
問題だったという。明治民法は、一人の家督相続人が戸主権と全財産を相続する単独相続制を規
定していたが、改正要綱では、家督相続人は相続財産中「家ヲ維持スルニ必要ナル部分」を控除
した剰余の一部について、被相続人の直系尊属・配偶者・直系卑属に分配を要するとされた。こ
の「家ヲ維持スル」とは、「家格」を維持し「家業」を継続することを意味する12）。改正の目的
について穂積は、家族生活全体と個人の「利益」とを「調和」させていくことだと述べてい
る13）。単独相続制は親子間の「人情」に反し、兄弟姉妹間の「公平を失する」ものと批判された
（穂積 1938 b : 354）。
また、「遺産相続の順位と相続分」について、明治民法は第一位の相続人を直系卑属とし、直
系卑属なき場合に配偶者を相続人としていたが、それは配偶者にとって「不公平」であることが
予てから議論となっていたという（穂積 1938 b : 375−6）。したがって、改正要綱では、配偶者
を直系卑属と同一順位の相続人とし、その相続分は家に在る嫡出の直系卑属と同一とされた。
このように、家督・遺産相続の改正においては、「家」を維持することを重視しつつ、同時に
家族員個々の利益を確保し、家族員間の「公平性」を保障することが目指されたのである。
（5）戸主権の抑制
明治民法では、戸主が家族員の居所を指定する権利（居所指定権）、家族員のさまざまな行為
（婚姻、養子縁組、入家・去家、他家相続、分家など）に対する戸主の同意権、戸主の居所指定
に従わない家族や婚姻・縁組について戸主の同意を得ない家族を離籍できる権利が定められてい
た（中川 1938 : 20−5）。
戸主が家族を離籍する権利は、戸主権の中で家族に及ぼす影響が最も大きいものである。これ
について、改正要綱では、戸主は、家族が家名を汚辱する重大な非行があるときや戸主の同意を
得ない婚姻・養子縁組をしたとき等に家事審判所の許可を得て離籍することができること、戸主
の居所指定に従わないという理由で、戸主が家族を離籍する権利を認めないことが規定された。
とくに、戸主による「濫用」が社会問題となっていたのが、居所指定権とこれに伴う離籍権であ
る。家族を離籍する目的で居所の指定をする戸主の存在が大きな問題になっていたためである
（穂積 1938 a : 356）。
また、明治民法では戸主が自発的に隠居しない限り、生前に戸主権を喪失させることはできな
かったのに対し、改正要綱では、戸主に戸主権を行使することができない重大な事由があるとき
には、家事審判所が戸主権の喪失（廃戸主）を宣告することができるとした14）。戸主には一家を
統率し、一家の財産を管理すべき「法律上道徳上の重大責任」がある。その責任を無視する者や
責任を果たす能力がない者が戸主である場合、家族は困難な状況に陥るが、明治民法はそれに対
して無力であったためである（穂積 1938 a : 361−2）。
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このように、改正要綱は戸主権の縮小および戸主権に対する家事審判所の介入によって、戸主
権を補強しつつ、その不適切な行使を抑制しようとしたのである。穂積は後に著書で、「家」は
「家族各員の共同生活であるべきで、戸主一人の専制制度であつてはならぬ。而して、戸主の法
律的権力で一家を結束しようと云ふ風の考を棄て、道徳的及び経済的の結束力に一任して置くこ
とが、むしろ家族制度の円満を結果するであらう」と述べている（穂積 1933 : 78）。
（6）家族（親族）紛争への家事審判所の介入
前項で述べたように、戸主による家族の「離籍」や「廃戸主」は、家事審判所の介入によって
可能となった。このように、改正要綱において、家事審判所は重要な機関として位置づけられて
いた。そこで、まず、家事審判所の設置目的と特徴について説明しておこう。審議会において
は、「我国古来の淳風美俗に副はず」というべきものは、民法規定の内容よりもまず、家族（親
族）紛争の法的解決方法であることから、「道義に本づき温情を以て家庭に関する事項を解決す
る為の特別の制度を設ける」ことを議決した。当時は、家族・親族間の紛争を法的に解決するた
めには裁判所に訴えるしかなかったため、親族間に越えがたい「溝」を残すことになり、このこ
とは「人情」に反すると考えられたためである（穂積 1937 : 329−31）。
他の改正項目においても、家事審判所は度々登場する。ここですべてを挙げることはできない
が、主要な項目のみについて検討しておこう。たとえば、「戸主の死亡による家督相続」におい
ては、先述したように、家督相続人が相続財産の内、「家」の維持に必要な部分を控除した剰余
の一部を他の家族に分配することになったが、家族は自己に対する分配が「著しく不当」な場合
には、家事審判所の審判を求めることができるとされた15）。
また、「遺言の効力」について、遺言の趣旨が甚だしく不当で、遺言者の本意を表したもので
あるとは認めがたい場合、家事審判所の審判によって「救済」することができるとされた。この
「救済」という用語について、原案では審判所が遺言を「取消ス」ことができると表現していた。
しかし、審判所は「道義人情」を重んじ、家族紛争を「権利ノ争」とせず「和気藹々ノ裡」に解
決する機関であることから、その表現は不適切とされ「救済」と修正された16）。
17）に対しても介入することになった。親族会が形式的なものに止まっ
家事審判所は、「親族会」

ていたり、かえって紛争を惹き起したりと、「親族会が予期通りの充分な働きをしない」ことが
非難の対象となっていたためである（穂積 1938 a : 364、同 1933 : 669）。改正要綱では、親族会
員の数および選任は関係者において行うが、それについて家事審判所の認可を受けなければなら
ず、親族会の決議を家事審判所に報告し、さらに審判所が決議の実行を監視督促する方法を設け
ることが規定された。これらの措置は、「一派に偏した親族会が他の親族の知らぬ間に成立して
勝手な決議をし、親族間の紛争を惹き起す」ことを防ぎ、親族会を有効に機能させるためであっ
た（穂積 1938 a : 365）。
このように、民法改正の審議過程で家事審判所が重要な機関として登場したのはなぜか。一家
を統率し家秩序を維持すべき「戸主」、および親族紛争を解決すべき「親族会」が十分に機能し
ていないという現状認識が審議委員たちの間で共有されており、それらの機能を補強するために
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考案された国家装置が家事審判所であったと考えられる。

1. 2

平準化の進行と民法改正構想

以上、詳述してきたように、1920 年代の民法改正構想は、父系血統の継承よりも一家の平和
や家族の心情、婚姻関係の重視、婚姻の自由化、家族員間の公平性の保障といった革新的な家族
制度改革の方向性をもっていたのである。構想の審議では、家族制度を「時勢」に順応させ、
「実際の社会観念に適合」させるための改革が目指された18）。明治民法上の「家」と現実の家族
生活（世帯）を一致させるため、分家を促進する提案がなされたのも、その一環である。それで
は、どのような社会状況の下で、このような構想が登場したのだろうか。
1920 年代は大衆社会の原型が成立した時代である。産業化・都市化とともに進行する大衆社
会化状況は、平準化を促進させる傾向がある。1920 年代以降の平準化は、①商品の大量生産・
大量消費、②マスコミュニケーションの発達、③高等教育の普及、を軸に進行した（筒井 1996 :
62−8）。ある調査によると、1915〜30 年には、初職に就く機会および高等教育を受ける機会にお
ける出身階層間格差は急速に縮小し、平等化したという（日本リサーチ総合研究所 1988 : 31）。
平準化は総力戦体制においてさらに促進される。戦争空間が拡大する総力戦の時代には、すべ
ての国民が戦争に巻き込まれる可能性が高まるため、「人的資源」の動員が不可欠である。しか
も、大規模な動員を円滑に進めるためには、国家が強制するのではなく、国民が自らの役割を積
極的に担うため自発的に動員に応じるようにする必要がある。そのため、総力戦体制の構築には
デモクラシーの力が大きく作用した。日本では、1920 年代から動員準備が始まり、1927（昭和
2）年には内閣の下に資源局が設置され、人的資源を動員する政策が開始された。他方、政党や
労働組合が結成され、1918（大正 7）年には原敬による政党内閣、1925（大正 14）年には普通選
挙法が誕生し、国民動員の基盤が形成されていった（纐纈 2010 : 259−64）。
一方、人口学的変化に目を転じると、1920 年代には出生率が低下し始めている。結婚持続期
間 20 年以上でかつ 45 歳以上の既婚女性（初婚者のみ）を対象とした、結婚コーホート別平均出
生児数は、1915 年以前結婚コーホートでは 6.84 人、1916〜20 年結婚コーホートでは 6.25 人、1921
〜25 年結婚コーホートでは 5.55 人、1926〜30 年結婚コーホートでは 4.36 人と、後のコーホート
になるほど出生児数が減少した（黒田 1960 a : 7）。これは、都市化の進行と都市における出生
力低下が原因である（黒田 1960 b : 6）。1920 年代〜30 年代前半には産児制限運動が隆盛期を迎
えたことを踏まえると、都市において少産を願う人々の意識が形成され、出生率低下が促進され
たと考えられる。
このように、1920 年代以降の産業化・都市化、平準化の進行、都市部における少産を願う意
識の高まりと少子化傾向といった大きな社会変動が生じた転換期に、民法改正が構想された。構
想における家族制度は、立案者たちが認識していた現実の家族生活や、彼らが描いた将来あるべ
き家族像が表されたものであり、平準化の進行や民主主義思想の広がりといった時代背景から影
響を受けたと考えられる。したがって、民法改正構想においても必然的に、家族員の人格尊重、
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家族員間の公平性の保障、婚姻の尊重による妻の地位の改善、親の権限・戸主権の縮小に伴う家
族員の自由の拡大という要素が内包されたのである。

2

2. 1

戦時から戦後における家族制度

戦時下の民法改正にみる家族制度

前章で取り上げた 1920 年代の民法改正構想は、ごく一部を除いて実現しなかったが、戸主の
居所指定権と離籍権の制限、「私生子」19）という名称の廃止については、戦時下においてとくに緊
要と判断され、内容に変更はあったものの実現に至った。
戸主がもつ居所指定権と離籍権については、1941（昭和 16）年に、戸主は裁判所の許可がな
ければ家族を離籍できないと改正された。遺族扶養料や下賜金を受給している戦死した軍人の寡
婦に対して、戸主が居所指定に従わないことを理由に離籍し、それを不服とした寡婦が訴訟を起
こす事例が戦時期に増加したためである。当時、軍人や官吏の遺族扶養料・下賜金の受給順位で
は親よりも妻子の方が上位だったが、亡夫の戸籍から離れると寡婦は受給権を失う。ゆえに、戸
主の居所指定権と離籍権の行使は、遺族扶養料・下賜金をめぐる家族間の紛争を招き、寡婦に多
大な不利益をもたらしかねないものとして制限された20）。
また、「私生子」の名称廃止は 1942（昭和 17）年の帝国議会で成立したが、その理由として、
この名称が戸籍に記載されることが本人に甚だしい苦痛を与えていること、私生子の中には出征
軍人軍属等の子で、父が婚姻届または認知届を出す時間なく応召して戦死し、嫡出子（または庶
子）になることができない者も多いため、と説明された。そして、父母の死亡後も 3 年以内は裁
判上の認知を受けることができるとした21）。
民法親族編相続編の改正については、司法省に民法改正調査委員会が設置され、1941 年まで
に 200 回もの小委員会を開き、一応の成案を得たものの、まだ相当の修正を要するものが発見さ
れたため再検討中であることが、1942 年の帝国議会において政府から報告された22）。
ここで、戦後の民法改正を主導した中川善之助の、戦時における家族制度に対する主張を見て
おこう。中川は 1942 年に、明治民法に規定されている「家」は庶民の家族生活の実態から乖離
していると批判した。庶民にとっては血統の継承よりも生活の安定が重要であるから、「万民家
に安住し、衆庶君に奉公する」ためには、「万民各自と君との間に家が障碍物として介在しては
ならない。（中略）家は常に万民輔翼の助成機構として作用せねばならないのであって、万民が
家に隷属し、家の代表だけが輔翼の任に当たるといふ形になっては、国は自ら保有する能力を不
必要に死蔵するの結果とならう。」と述べている（中川 1942 : 211−3）。ここには、一君万民主
義、すなわち「一君」の下に「万民」が平等であるべきで、「家」や「戸主」が中間遮蔽物とな
ってはならないという思想が表明されているのである。
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2. 2

戦後の民法改正にみる家族制度

前節で述べたように、1920 年代の民法改正構想のほとんどが終戦までに実現しなかった。し
かし、この構想は、戦後の民法改正の基盤を形成したといえる。中川はこの構想について、「そ
の根本に於て謂わゆる淳風美俗論から出発したものではあるが、全体としてはかなり進歩的な結
論を出しており、此度の民法改正のために重要な先駆的役割を果たした」と評価した（中川
1948 : 12）。本節では、戦後の民法改正の過程において家族制度はどのように扱われたのか、改
正要綱の起草者たちが描いた理想の家族とはどのようなものであったかについて検討する。
戦後における民法改正要綱の審議は、1946 年に作成された政府の憲法改正草案における家族
条項−「婚姻は、両性の合意に基づいてのみ成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本とし
て、相互の協力により、維持されなければならない。配偶者の選択、財産権、相続、住居の選
定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の権威と両性の本
質的平等に立脚して、制定されなければならない。」−に適合する民法改正を行うため、同年設置
された臨時法制調査会によって開始された（利谷 1975 : 102−3）。審議の中で最も強く主張され
た意見は、家族制度すなわち「家」・戸主権・家督相続を廃止してはならない、というものであ
った。しかし、我妻栄や中川ら改正要綱の起草者たちにとって、民法上の「家」を廃止すること
は「譲れない一線」であった（我妻編 1956 : 4−10）。
したがって、明治民法に規定された家族制度をどのように改正するかは、最も重要な論点であ
った。これについて民法改正要綱では、「民法の戸主および家族に関する規定を削除し親族共同
生活を現実に即して規律すること。」と表現された。戸主・家族に関する規定の削除の理由につ
いて、調査会総会では、民法の戸主や家族に関する規定は実情から遊離しており、却って健全な
親族共同生活に障碍となるためであり、これを削除しても家族制度を否定することにはならな
い、と説明された23）。
これに対して、「親族共同生活を現実に即して規律する」とはどのような意味か、その理念が
法文によってどのように具現されるのか明らかにすべきだという意見が、委員たちから出され
た。要綱の起草者の一人であった有馬忠三郎は、これからの家族制度は「封建制度を除いて民主
的の家族生活」を実現することであり、明治民法の戸主・家族規定を削除すること自体がその実
現である、と反論した24）。
同じく起草者であった我妻は、家族制度に関する議論の混乱は、「理念としての家族制度」と
「明治民法に現れている家族制度」を厳密に区別しないことから生じているとし、次のように述
べた。明治民法における家族制度は、①「家」という法律的枠を決めること、②戸主という「権
力者」を中心におくこと、③全財産と祖先祭祀を継承する単独家督相続、の三要素によって構成
されているが、これは現実の家族生活や社会状態と大きく遊離している。「家」という枠組みは
最早戸籍上の存在に過ぎず、戸主権の濫用が多発し、家督相続制度は都会生活者にとって甚だし
く公平に反するからである。このような認識は、既に 1925 年の臨時法制審議会答申の中で明確
に示されているのである。明治民法に現れた「戸主及び家、家督相続という制度を廃止する」こ
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とにより、「民主主義的な原理に立脚した家族制度は却て美しく発展するであろう」、と25）。
つまり、改正要綱の起草者たちは、明治民法の「家」に関する規定をすべて削除することのみ
を目指し、それに代わる新たな家族制度を明示することを断固として拒否したのである。これ
は、新たな家族制度とは何かをめぐる、収拾のつかない論争を避けるための戦略であったと考え
られる。
このような起草者たちの戦略に対抗し、牧野英一は、改正民法が「親族共同生活」をどのよう
に規律すべきかを十分に示していないことに対して強く異議を唱えた。とくに、牧野の批判は、
要綱に「夫婦は同居し互に協力扶助すること」という項目が盛り込まれたにもかかわらず、親と
成熟した子との間の協力扶助については規定がないことに向けられた。これでは、親が「食うに
困ったときに子供が助ければよいので、そうでないときには子供は親の世話をしないでよい」と
解釈されかねない、と批判した26）。牧野は、親と成熟した子との関係が夫婦関係に比べて軽視さ
れ、そこに扶養関係しか規定されていないことに強い危機感を抱いたのである。これに対して中
川は、夫婦および親と未成熟の子との間には強い協力扶助関係を規定すべきだが、それ以外の親
族間の協力扶助については法律で一律に規定できない、と反論した27）。
親と成熟した子との協力扶助関係について、他の委員も巻き込んだ激しい議論の結果、牧野の
主張に賛同する委員たちが現れ、原案に、「直系血族及び同居の親族は互に協力扶助すべきもの
とすること」という「希望条件」を付することで決着を見た28）。牧野と師弟関係にあった我妻
は、後に当時の論戦を振り返り、「民法の改正では、こうまで（牧野−筆者注）先生からいじめ
られるとは思わなかった。（中略）もっと先生に助けてもらえるかと思っていたのがあてがはず
れた、という感じでした。」と述べている（我妻編 1956 : 81）。
牧野が提案した希望条件は、新設された民法第 730 条（「直系血族及び同居の親族は、互いに
助け合わなければならない。」）に結実した。この条文には、成人した子が親に対して孝養を尽く
すこと、すなわち経済的扶養のみでなく身体的世話や情緒的支えなども含めた役割への期待が込
められていた。しかし、改正民法の起草者たちは、この条文に対して強い不満を抱き続けた。中
川は後に、第 730 条の互助義務とは「道義上」あるいは「道徳的」なものにすぎず、「不合理で
不必要な規定」と書いている（中川 1969 : 76−9）。我妻もまた、この条文は「倫理を掲げたも
の」で「その法律的意義は極めて少ない」と述べた（我妻 1954 : 448−9）。
以上のように、民法改正要綱の起草者たちは、新たな家族制度について規定することを回避し
ようとしたが、改正後は著書を通じて新民法が想定する新しい家族像を積極的に提示し、人々を
啓蒙しようとした。
中川が編集したある啓蒙書は、旧民法が守ってきた「家」を、単独家督相続によって親から
子、孫へと世代を超えて永続的に継承される「無限家族」と捉え、以下のように論じている。
「家」では親子関係が最も重視されるが、それは「非対等な人格間の権威と従順の関係」である。
子の親に対する「孝」とは、親の「恩」に報いるための、親に対する子の「絶対的盲従」であ
る。しかし、親が子に与える「恩」は何ら実質的内容をもたず、単に親という事実だけで無条件
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に有する権威・権力である。そして、この親子関係は無限に続いてゆく（中川編 1955 : 60−1）。
他方、「近代的家族」は夫婦が中心であるため、夫婦の死とともに消滅する有限性をもち、親
子もまた「有限的関係」となる。子が成年に達すると同時に「親子という家族的身分は消滅す
る」のである。この有限家族における親子関係とは、「独立生活者と独立生活無能力者（未成年
! ! !
者）との間の一方的保護育成の関係」（傍点著者）であり、親は社会から子の保護育成を委ねら
! ! ! ! !
れている。しかし、「親が生んだからというので子の保護が親に託されているのではない」。子の
育成にとって家庭が最良の場所と社会が認めているからこそ、子が親に託されているのだという
（中川編 1955 : 66−73）。
さらに、中川の家族観を明らかにするために、扶養義務を「生活保持の義務」と「生活扶助の
義務」に区別する学説を見ておこう。これは中川が 1928（昭和 3）年から戦後に至るまで一貫し
て提唱した説で、戦後には民法解釈の「通説」となった。前者は夫婦間の扶養義務および未成熟
の子に対する親の扶養義務で、これを怠れば法的婚姻関係や親子関係が消滅する可能性があるた
め、必ず果す義務がある。それに対して後者は、「自己の地位と生活とを犠牲にすることなき程
度」に親族を扶助する義務で、成熟した子の親に対する扶養義務はこれに含まれる（中川 1928 :
9−15）。
このように、民法改正要綱の審議過程および起草者の著書における家族制度に関する議論を検
討すると、親子関係、とりわけ親と成熟した子との関係が重要な論点であったことがわかる。
「家」の廃止を推進する者たちにとって、「家」の中核的規範である「孝」は、一生涯にわたって
親子を支配服従関係におくものであった。したがって、親の支配から子を解放するため、未成熟
な子と成熟した子とでは、親との関係において法的に大きな差異が存在することを強調したので
ある。新しい家族では夫婦と未成熟の子が中心であり、そこでの親子関係は、親と未成熟な子と
! ! !
の間の「一方的保護育成の関係」であるから、成熟した子と親との関係は重要視されない。
このことに危機感を覚えたのが牧野であった。牧野は 1946（昭和 21）年の帝国議会貴族院に
おいて、憲法改正案第 24 条に、婚姻における両性の本質的平等や夫婦間で相互協力すべきこと
が規定されたのに対し、親子や家族生活全般に対する規定がないことを批判し、「家族生活はこ
れを尊重する。」を第 24 条第 1 項として加える修正案を提出した29）。採決の結果、賛成が 3 分の
2 に達せず否決されたが、賛成が過半数を占めた。このことは、新憲法とそれにもとづく法律が
家族を夫婦中心の制度に改革することを目指していると認識し、この動きに対して危機感を抱い
た議員が多かったことを示している。牧野は著書において、日本国憲法において親が無視される
ことになったと嘆き、「親はどこまでも敬愛奉養されるべきもの」だと述べている（牧野 1954 :
1）。牧野が「家族生活の尊重」や「直系血族の協力扶助」を主張するとき、最も重視していたの
は、親と成熟した子との関係であり、「孝」規範であった。
以上、戦後の民法改正の過程における、新たな家族制度のあり方をめぐる論争について検討し
てきた。そこでは、世代的連続性を追求する「家」を否定し夫婦中心の家族を形成しようとする
勢力と、戸主権等「封建的な」要素を排除しつつも世代的連続性や「孝」を重視した家族を維持
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しようとする勢力との激しい闘いが繰り広げられたのである。

お

わ

り

に

本稿で検討してきたように、戦後の民法改正は家族制度の改革を目指したが、果たして現実の
家族制度はどのように変化したのかについて、最後に検討しておきたい。

! ! !
中川らが人々に広めようとした理想の親子像、すなわち親の子に対する「一方的保護育成の関

係」であり、子が成人すれば消滅する「有限的関係」としての親子像は、1950 年代に盛んとな
った家族計画運動が目指したそれと重なる。家族計画運動は、親が家庭の幸福のために子ども数
や出産間隔を自主的に決めることの重要性を説く一方で、老後の生活を子どもに頼ろうとする親
の態度を「利己主義」と非難した。毎日新聞社人口問題調査会は、「子どもに対する強い責任感」
によって裏打ちされた「子どもへの依頼感の低減」は、「新しい家族倫理への出発点」であり、
「国民精神再建の記録」と述べている。逆に、子育てを「相当の犠牲」ととらえ、子どもへの依
頼感が強い親は、今なお古い家族主義的伝統にとらわれていると批判した（本多 1959 : 60−67）。
同調査会が実施した「産児調節に関する世論調査」では、「老後を子どもに頼るつもり」と答え
た人は、1950 年には 6 割に上っていたが、67 年には 3 割余りにまで低下した（毎日新聞社人口
問題調査会編 2005 : 305）。これを見ると、親の子どもに対する老後依存期待感は低下していっ
たことが窺える。
また、65 歳以上の者がいる世帯の構成割合の変化を見ると、1986 年には単独世帯と夫婦のみ
の世帯を合わせた割合が 31.3％、三世代世帯が 44.8％、1992 年には前者が 38.5％、後者が 36.6
％だったのが、2010 年には前者が 54.1％ と上昇、後者が 16.2％ と大幅に低下した（厚生労働省
「平成 22 年国民生活基礎調査の概況」）。
一方、「家」（直系制家族）がもっていた特徴が、近年の家族にも見られることを指摘する調査
研究もある。1993 年にニッセイ基礎研究所らが行った、首都圏に住む高齢の親世代（65−75 歳、
651 人回答）と老親をもつ子世代（25−55 歳、有効回答 662 人）各千人を対象とした調査による
と、親世代の 4 割が既婚の子どもと同居し、そのうち長男と同居している者が 7 割と圧倒的に高
かった。子世代には長男が親と同居して親の面倒を見るものという意識が強いが、子どもの結婚
と同時に親子が同居する慣習は薄れてきていることが指摘されている（ニッセイ基礎研究所編
1994 : 245−6）。
さらに、近年の調査から、直系家族制の存続を示唆する研究もある。2002 年に、日本家族社
会学会全国家族調査委員会によって実施された全国家族調査データ（5 千人対象、有効回答 3475
人）のうち、既婚者 3351 人についての出生コーホート別の分析では、夫方同居率は 1920〜29 年
出生コーホートの 45.1％ から、1960〜69 年出生コーホートの 18.7％ に低下した。しかし、この
同居率の低下は、結婚時同居から途中同居に変化したことによってもたらされた可能性が高いた
め、必ずしも直系家族制の解体を意味しないという。若いコーホートでは今後、同居率が上昇す
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る可能性が高いからである。また、長男夫婦は夫方の親と同居する確率が高い（施 2012 : 77−
97）。また、別のデータによる墓の継承についての分析では、墓の継承意識は出生コーホートに
関わらず高く、特定の一子による継承、長男夫婦では夫方の墓を継承する確率が高い（施 2012 :
145−63）。
今後さらに、家族制度における「理念」の側面が変化したのか否かを、様々な角度から明らか
にしていく必要があるだろう。
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編 1956 : 243）
。
２４）注 23）に同じ、牧野英一委員に対する有馬忠三郎委員の回答（我妻編 1956 : 247）
。
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２５）注 23）に同じ（我妻編 1956 : 248−51）
。
２６）『臨時法制調査会第三回総会議事速記録』1946（昭和 21）年 10 月 23 日（我妻編 1956 : 267）
。
２７）注 26）に同じ（我妻編 1956 : 270−2）
。
２８）注 26）に同じ（我妻編 1956 : 299）
。
２９）『第九十回帝国議会貴族院議事速記録第四十号』1946（昭和 21）年 10 月 7 日、539−542 頁。
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「ナイデ」と「ナクテ」の相違について

吉

永

尚

1．は じ め に

本稿は、接続のテ形節の否定形態「ナイデ」「ナクテ」について、意味的・統語的観点から考
察を加え、それぞれの文法的特徴から、「ナイデ」「ナクテ」の接続用法の相違点を明らかにする
事を目的としている。
「ナイデ」「ナクテ」接続の先行研究は、殆どが主節に対する従属度に関する論考であったが、
本稿では、「ナイデ」「ナクテ」節自体の句構造、及び接続文全体の文構造についても考察を試み
たい。
吉永（2012 a, b）では、接続機能を担う肯定テ形節が中核的な意味概念によって二つに分類で
き、また、テ形節と主節の意味関係が統語構造と相互に関係し合っている事を述べた。
否定テ形節「ナイデ」「ナクテ」においても、この文法的特徴が同様に観察され、また、意味
と統語が相互に関与し合っている事も併せて述べたいと思う。

2．テ形節の二分類

（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）
接続機能を持つ否定テ形節の考察に先立ち、まず、肯定テ形節の意味概念による二分類につい
て述べたいと思う。
（1）−（4）のテ形は、いずれも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が、中核的な意味概念によって「付帯」「並列」は
「並立タイプ」、「継起」「因果」は「先後タイプ」として括ることができる。以下、それぞれの分
類の特徴について述べる。
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2. 1 「並立タイプ」と「先後タイプ」
「並立タイプ」
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
係はあっても、時間的・空間的に同存並立する。
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。前置されるテ形節内容が先に認知され、認知の先後関
係はあるが、論理的統一テーマの範囲内にあれば、事態の意味関係は自由であり、相互に独立し
て並立していると言える。
「先後タイプ」
継起と因果は、いずれも時間的先後関係が強い。時間的先後関係だけで解釈されるのが継起で
あり、それに加えて因果解釈されるのが因果である。従って、これらは連続関係にあり、「先後
タイプ」として括ることができる。因果の意味が強くなる要素、つまり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。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。
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、時間的論理的順序で線状に直列し
ているのが先後タイプと言えるであろう。そして、テ形接続の大部分は、いずれもこの 2 タイプ
に収束すると考えられ、テンス要素テの持つ、接続的性質及び時間的性質の二つの性質のうち、
どちらがより顕著に表出しているかによって分類されると思われる。
接続的膠着性は並立タイプ、近い過去を表わす時間性は先後タイプにおいて顕著で、いずれの
タイプもテの持つひとまとまりにして後に接続していく性質を利用して接続しているものと思わ
れる。
そして、これらの意味タイプによる二分類は、否定テ形節「ナイデ」「ナクテ」においても同
様に適用できると考える。なぜならば、否定辞「ナイ」を取り込んではいても、最終的にテによ
って節構造を構成し、テの持つ文法的機能によって、主節に膠着接続している点では基本的に一
致しているからである。
以下、「ナイデ」「ナクテ」接続の例文を対比しつつ、その相違点について考察する。

3．「ナイデ」と「ナクテ」の相違

先行研究では、一般に「ナイデ」は動作性の否定形、「ナクテ」は状態性の否定形とされてい
る。当節では、これらの分布の相違を観察し、それぞれの接続機能における特徴について考察を
加える。
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3. 1 「ナイデ」と「ナクテ」の選択制限
「ナイデ」「ナクテ」の述語による選択制限について、まず、動詞の「ナイデ」節、「ナクテ」
節を各用法で観察する。
（5）彼は電車の中で吊り革につかまらないで／＊つかまらなくてしっかり立っていた。（付
帯）注1）
（6）玄関のドアを閉めないで／＊閉めなくて出て行った。（継起）
（7）彼は全然停止線に気付かないで／気付かなくてパトカーに呼びとめられた。（因果）
（8）待っていた雅子が来ないで／来なくてアキラが来た。（並列）
動作性の述語では、四用法共に「ナイデ」が使用され、「ナクテ」は付帯、継起で許容度は低
い。
また、接続用法以外でも選択制限が見られ、「〜ないで下さい」「〜ないでほしい」は「〜なく
て下さい」「〜なくてほしい」に変換できない。
次に、形容詞の「ナイデ」節、「ナクテ」節を見る。
（9）強く＊ないで／＊なくてドアを叩く。（付帯）
（10）朝は暑く＊ないで／＊なくて午後から暑くなった。（継起）
（11）このブドウは酸っぱく＊ないで／なくて沢山食べられる。（因果）
（12）この動物は視力が良く＊ないで／なくて嗅覚が鋭い。（並列）
（10）では、「朝は暑くなくて、午後から暑くなった。」が許容されるのは、「朝（は）〜、午後
〜。」という対比的な並列として解釈される場合であり、純粋な継起では難しいと思われる。
形容詞で付帯・継起は無く、他の用法でも「ナイデ」節は全て許容されない。
以上をまとめると、形容詞など状態述語の場合、「ナイデ」は一切許容されず、また、「ナク
テ」は付帯・継起以外では動作性・状態性述語共に許容度が高いので、「ナクテ」は、動作性述
語のみ許容される「ナイデ」よりも、広い範囲で用いられる事がわかる。しかし、どちらも肯定
形のテ形接続と比べると形態的な使用制限が強い。
益岡（1997）によると、「ナクテ」は状態性が強いが純粋に状態性と言えず、状態性を帯びる
面があると言うにとどまるとしている。しかし、「ナクテ」は広義の形容詞の範疇に属し「ナイ
デ」は形容詞の範疇に属さないとし、本来、形容詞の範疇に属するテ形の否定形では、動詞性が
要求される位置では有標の「ナイデ」が、そうでない場合は無標の「ナクテ」が用いられるとし
ている。
三枝（2006）によると、話し言葉は書き言葉に比べ状態性用言に接続するテ形節が多い傾向が
見られると言う。また、話し言葉は「ナイデ」「ナクテ」という動詞の否定形、形容詞・名詞述
語の否定形が多く、並列的な対比の意味合いが強いとし、話し手は会話の場で考えながら発話を
続けるため、この様な用法が多くなるとして、以下の様な例を挙げている。
（13）・・感想を、立ってじゃなくてね、もちろん座ってですよ。（p.22）
（14）・・こういうねぇ、品のいい甘さじゃなくて、ただ甘い！（p.22）
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4．「ナイデ」節と「ナクテ」節の意味と統語

吉永（2012 a, b）では、テ形節は否定辞ナイを取り込むため、否定句節 NegP 上に位置する時
制句節 TP（S）であると考え、並立・先後の二つのタイプについて意味と構造が相互に関与して
いる事を述べた。
否定テ形節「ナイデ」
「ナクテ」についても、同様に意味と構造の観点から考察する。
「ナイデ」節「ナクテ」節はどちらも NegP（否定節）を取り込んでおり、否定辞ナイの後に
テが付加されているので、節自体の構造は四用法共に TP（S）と思われ、基本的に構造的な違い
は無いと思われる。テについても肯定テ形節と同様、テンス要素と考えたい。
当節では、各用法の「ナイデ」節「ナクテ」節が、構造的にどの位置に配置されるかについ
て、意味と統語の関係から考察する。
吉永（2012 a, b）では、テ形節の付帯、継起、因果は付加構造、並列は等位構造を取るとし
た。付加構造とした根拠は、いずれも副詞節的な機能を持つため、副詞節の一般的な構造位置と
して付加構造と考え、並列については、等位性を表わす種々のテスト結果により等位構造と判断
した。
結論を先に述べると、否定形の場合もほぼ同様に考えられると判断する。「ナイデ」節の付帯・
継起・因果、「ナクテ」節の因果はいずれも副詞節として機能し付加構造を取り、また、「ナイ
デ」節「ナクテ」節の並列も同様に等位構造を取ると思われる。肯定形のテ形接続と比べて、対
比的な意味はやや強いと思われるが、前後節が対等に並立しているという意味では、等位構造を
取ると判断できるからである。
それぞれの配置位置を観察するため、まず、動詞「ナイデ」節について、VP 位置より上か下
かを、前節と同様に文末の否定作用域に収まるかどうかによって測定する。
例文は日常的には用いないと思われるものが含まれているが、否定辞の作用域を調べる目的
上、敢えて提示し文末否定作用域を［

］で示す。二重否定の解釈原理（中右（1994 : 125））

によると、主節（文末）否定はモダリティ内否定、内部否定は命題内否定であると言う。
（15）うちの子は、まだ自転車に［補助輪を付けないで乗れ］ない。（付帯）
本稿では、［［補助輪を付けないで乗れ］ない］の様に、否定を含んだ命題全体が言い切りの文
末否定によって丸ごと否定されると考える。付帯では概ね文末否定作用域に入り、VP 位置に付
加されていると判断される。
（16）［封を切らないで手紙を読め］ない。（継起）
同様に否定を含んだ命題全体が言い切りの文末否定によって丸ごと否定されると考え、VP 付
加と判断される。
因果では、文末否定作用域に入り VP 付加と思われるものは考えにくい。
（17）＊太郎は［時間が足りないで、全問解答でき］なかった。（因果）
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次に、命題否定が独立し、文末否定によって丸ごと否定されない、つまり文末否定の作用域に
入らず S 付加と思われるものを考える。
継起では S 付加と思われるものは少ないが、因果では許容度が上がり、不自然さが減少する。
（18）＊前の車は一旦停止で止まらないで［次の赤信号で止まら］なかった。（継起）（「赤信
号でも」の様な並列文では許容度が上がる。）
（19）？決議案は多数決が成立しないで［結局実現し］なかった。（因果）
次に、並列について見る。
（20）結局、雅子は大阪に行かないで、［明子も東京に行か］なかった。（並列）
文末否定作用域に入る文は考えにくく、一般的に S 等位構造を取ると思われる。
否定テ形節も肯定テ形節と同じく中核的な意味概念により二つの意味タイプに分類される事に
ついては、第 2 節で既に述べた。
「ナイデ」節の四用法の構造位置を二つのタイプと考え合わせると、以下の様に考えられる。
形容詞など状態性述語は無く動作性述語のみ許容される。
〈並立タイプ〉→付帯は VP 付加、並列は S 等位
〈先後タイプ〉→継起は VP 付加、因果は S 付加
両タイプの各構造をラベル付き括弧表示で表わす。（ナイデ節は「〜ナイデ」で表わし、等位
構造は接続要素 and を便宜的に入れる事とする。また、主節 VP 上の NegP は省略する。）
〈VP 付加構造〉［S［VP〜ナイデ［VP・・・V］］］→並立・先後タイプ
〈S 付加構造〉［S〜ナイデ［S［VP・・・V］］］→先後タイプ
〈S 等位構造〉［S［S〜ナイデ］and［S［VP・・・V］］］→並立タイプ
前節で見たテ形節の統語構造と同様、両タイプで構造位置の高低が見られるが、時間と論理で
付加位置の高低が相違する。主節動詞と緊密な時間的連続が強制される継起は一般的に高い位置
に付加されず、論理的関係で繋がる因果は高い位置に付加され、ナイデ節の動作性の強さに起因
すると思われる。
次に、「ナクテ」節の統語構造を観察したい。因果・並列では動作性・状態性述語共に用いら
れるが、付帯・継起では許容度が低い。動作性述語の場合には、形容詞的形態のために、元々動
作性の強い付帯や継起では座りが悪いと考えられ、使用が制限されると思われる。また、状態性
述語でも、テ形否定形の付帯や継起は考えにくい。付帯・継起は無いので因果の付加位置につい
て、VP 位置より上か下かを文末の否定辞作用域に収まるかどうかによって観察する。同様に否
定辞作用域を［

］で示す。

（21）＊［意味を辞書で確認しなくて恥をかか］ないようにしなさい。
（22）＊きっと、［花子の事が好きでなくて仲間に入れ］ないのよ。
（23）待ち合わせ時間にまだ一人来ていなくて［出発でき］ない。
（24）このブドウは美味しくなくて［沢山は食べられ］ない。
（21）（22）は、それぞれ動作性、状態性述語であるが、共に文末の否定辞作用域内と考えにく
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く、（23）（24）では、動作性、状態性述語共に文末の否定辞作用域に収まらず、ナクテ節が独立
した否定作用域を有し、S 付加と思われる。
次に、並列についても同様に見る。
（25）アキラは朝食を食べなくてヒトシは［夕食を食べ］ない。
（26）雅子は魚が好きではなくて明子は［野菜が好きでは］ない。
（25）は動作性、（26）は状態性であるが、共に文末の否定辞作用域に入らず、S 等位構造を取
ると判断する。
「ナクテ」節の四用法の構造位置を二つのタイプと考え合わせる。動作性・状態性述語共にほ
ぼ同様の振る舞い方を見せる点で、「ナイデ」節と大きく相違する。
〈並立タイプ〉→付帯無し、並列は S 等位
〈先後タイプ〉→継起無し、因果は S 付加
テ形節、「ナイデ」節と異なり、「ナクテ」節では両タイプで用法が論理的関係のもの片方だけ
に限定され、共に高い位置に配置されると考えられる。
次に、両タイプの各構造をラベル付き括弧表示で表わす。（ナクテ節は「〜ナクテ」で表わし、
等位構造は接続要素 and を便宜的に入れる事とする。また、主節 VP 上の NegP 及び形容詞節の
構造は省略する。）
〈VP 付加構造〉［S［VP〜ナクテ［VP・・・V］］］→無し
〈S 付加構造〉［S〜ナクテ［S［VP・・・V］］］→先後タイプ（因果のみ）
〈S 等位構造〉［S［S〜ナクテ］and
［S［VP・
・・V］］］→並立タイプ（並列のみ）
動作性が強く単純な時間的並立・先後関係で低い付加位置を取る付帯・継起は動作性・状態性
述語共に選択されない。また、因果・並列など、論理的関係を表わし、高い付加位置を取るもの
では、動作性、状態性述語共に用いられる事がわかる。
「ナクテ」節は、形容詞的形態によってテのテンス性が弱化し、時間関係よりも、より論理的
並立、論理的先後に適応した形態であると考えられ、否定テ形節は、ナイという状態性要素を含
むため、より形容詞性の強い形態である「ナクテ」が、状態性述語専用形態として定着したと思
われる。
並立タイプでは並列のみ、先後タイプでは因果のみという分布が示す様に時間関係よりも論理
関係で繋がり、高い構造位置に配置され状態的事態を中心に接続するという機能が発達したと推
測する。
反対に、「ナイデ」節では、状態性述語は許容されず、動作性述語でも付帯・継起は VP 位置
のみに付加され低い構造位置を取り、時間的緊密性が必要とされる単純な意味関係の接続機能を
中心に発達したと推測される。
加藤（1996）では、否定のテ形節では「ナクテ」は使用頻度が高く従属度が低く、逆に「ナイ
デ」は使用頻度が低く従属度が高いとし、テ形動詞の性質と関連していると結論付けており、両
者の特徴を端的に示している。
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吉永（2012 a, b）では、肯定テ形節の並立・先後タイプを、動作性が強く時間的関係が強いも
のと状態性が強く論理的関係が強いものに分け、時間的緊密性が強いものは低い構造位置に、論
理的関係が強いものは高い構造位置に配置される事を結論付けた。「ナイデ」節は前者に適応し、
「ナクテ」節は後者に適応した形式であると考えられる。否定テ形節においても、やはり、意味
と統語は相互に関係し合っていると言う事が出来るであろう。

5．結語にかえて

「ナイデ」と「ナクテ」の意味的統語的相違を調べた結果、テ形接続の場合と同様に、前後関
係の意味の単純さや複雑さ、時間的性質の強さや論理的性質の強さが構造位置の上下に関わって
いる事がわかった。
テの持つテンス要素としての時間的性質や膠着的性質が意味タイプと構造に関わっており、単
純な時間関係、緊密性を持つテで繋がるものは低い位置に、時間性に加え論理性も担うテで繋が
るものは高い位置に配置されると思われる。
肯定形と同様、「ナイデ」「ナクテ」という否定形テ形節の文法的振る舞いにも、やはり文の意
味と統語の関係性が明確に表れており、陳述性の高低と句構造の大小の相互関与を裏付けてい
る。
注
注１）以下、全て「用法」を省略し、「付帯用法」は「付帯」というように表記する。
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オセアニアの「第三の性」再論
──フィジー・スヴァ市の子供の成長と人格形成の民族誌的事例から──
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1．は じ め に

オセアニアの「第三の性」（サード・ジェンダー）のテーマは、すでに長い研究史がある。と
りわけ、ポリネシアの各地から報告があり、早くから注目されていた。
この問題は、言うまでもなく、心身と社会文化の双方にまたがるテーマである。1928 年に出
（1）でマーガレット・ミードは、歩き方、話し
版され、今や古典となっている『サモアの思春期』

方、服装などで女性的な行動をとるファファフィネと呼ばれる「男性」に注目した。オセアニア
地域にみられるそのような「男性」は、女性の服装をして女性的な行動を好むだけでなく、女性
の中に混じって料理・洗濯・マット編みなどの女性の仕事をする。ミードは、そのような「男
性」は、女性と結婚して子供を持つので単なる同性愛者ではないが、ある種の精神的な病理と考
えた。
ミードの病理説は、1980 年代の半ば頃まで支持されたが、その後修正された。しかし決定的
な説が出されたわけではなかった。例えば、後にサモアを研究したショアは、ミードの見解を修
正して、それを病理としてではなく「第三の性（サード・ジェンダー）」という固有の性と捉え
ることを提唱した。しかし、まだ、「逸脱した男性」とか「女性の模倣」と解釈し、社会的・心
理的に不健康な存在とみなしていた（2）。他方、サモア出身の研究者のマゲオも、サモアでは男性
のみが異性装をすることに注目し、それを社会的ストレスの結果と見て、文化的に形成された不
自然な男性と位置づけた（3）。以上のように、その現象が生じる原因は、子供の生育環境と病理
（ミード）、社会的ストレス（マゲオ）、逸脱（ショア）といった、個人としての子供の内的（精
神的）要因か外的（社会的）要因により、本来「正常」であるはずの生物学的性差の範疇から逸
脱した存在として捉えられた。
それでは、「第三の性」と呼ばれる存在は、生物学的性差を超えて構築された固有の文化的カ
テゴリーと見るべきだろうか。ベスニエは、西洋二元論を前提として分析し、ポリネシアには親
族名称上、男女の二分法がゆるぎなく存在するから「第三の性」は存在しえず、研究者が「第三
の性」と呼ぶものは、そのどちらにも属さない「境界の性」を指していると論じた（4）。つまり、
ベスニエは、男性と女性の生物学的二分法と親族カテゴリーの二分法との整合性を前提として、
「第三の性」の存在そのものを否定し、そのいずれにも属さない境界の性と解釈したわけである。

― １４１ ―

それに対してクリスチャンは、生殖器官は男女を見分ける手段にすぎないから、サモアの「第
三の性」を西洋的二元論でもって解釈するのは困難であるとして、「第三の性」を選択する個々
人の意志と行動を重視し、それを実行した人だけがなる性であると論じた（5）。しかし、ベスニエ
の境界の性説もクリスチャンの行為論も、「男性と女性」の二元論的カテゴリーから何らかの理
由で外れた行動と見ている点で、ある種の逸脱説といえる。
もちろん、筆者は、以上紹介してきた諸説の正当性を全面的に否定するつもりはない。後述す
るように、「正常からの逸脱」という見解は、多くの現地住民の見方とも共通しているからであ
る。また、全てを先天的な障害とする病理説の見方もとらない（後述するように、まれに完全な
病理に見える例も存在するが）。本論ではまず、ミードが着目した子供の心身の成長過程と「第
三の性」との連続性と動態的関係性に注目する。次に、社会文化全体にみられる第 3 の力の認識
と心身レベルでの「第三の性」との連続的な認識を明らかにする。そして最後に、その視点から
スヴァにおける「第三の性」の増加の理由を考察する。
筆者は、2011 年の夏にフィジーのスヴァ市の一画に滞在する機会があり、そこで「ガウリ」
（女になりたい男）とか「トンボイ」（男になりたい女）と呼ばれる青少年に関するデータを得る
機会があった。本論では、そのデータを基に、近隣のサモアやトンガ等のポリネシアで主に論じ
られてきた従来のオセアニアの「第三の性」の諸説に対して、私見を提示してみたい、

2．フィジーの「第三の性」

フィジーは言語的・文化的にポリネシアと共通性があるが、地理的・人種的にはメラネシアに
分類されている。しかも、従来、フィジーに関する報告は、きわめて少なかった。ホワイトの論
文が、知りうる限り唯一のまとまった記述である（6）。ホワイトの調査地も、後に記す筆者の調査
地と同じスヴァ市内であり、比較のためにもその要点を整理しておくことにしたい。ホワイトが
調査したのは、全校 700 人を超える生徒の通う、スヴァ市内の比較的規模の大きなセカンダリー
・スクールである。そのうち 70％ が先住フィジー人で、近辺の労働者階級の子弟が通っている。
ホワイトが注目したことの一つは、生徒間の役割行動である。1830 年頃から布教を開始した
メソジスト教会が、単婚世帯と女性の家事労働の理念を強化させようとしたが、実際には、それ
以前から家庭内での男性の仕事（陸の仕事）と女性の仕事（家事と海の仕事）の性別役割分業の
理念は存在していた。ジェンダー差が明確になるのは思春期段階であるが、比較的早くから、そ
の区別は家庭で社会化される。学校では、女性徒が教室の掃除をするのに対し、男子生徒は教室
でタッチ遊びをしたり戸外でラグビーをしたりすることが、よくある。仕事場でも学校でも、同
性同士で集まる傾向がある。男女が友達になることは、ほとんどない。
ホワイトのその報告で注目されるのは、第三の性に相当する言葉がワンドゥア（wadua ）であ
り、それがオーストラリアの影響で poofter（女々しい男性の意味）とか point five（「半分男性、
半分女性」の意味で両性の中間を表し、それほど深刻な意味はない）という英語で呼ばれること
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があることである。つまり、ワンドゥアをホモと同義に解釈しているということは、ワンドゥア
にもセクシュアルな意味が込められていることを示唆する。ワンドゥアは伝統的にはコミュニテ
ィに受け入れられてきたが、外国のゲイ人権運動の影響でフィジーにもそれが広がり、それを政
治的に抑圧しようという動きも生じたという。それも、ワンドゥアとホモを同一視する傾向の表
れのひとつといえるだろう。要するに、フィジーにも、先にポリネシアの特徴として挙げた「境
界の性」の存在を確認できる。
もう一つ、注目しておきたいのは、理想とされる職業との関係である。ホワイトは、セカンダ
リー・スクールで観察した 2 名の少年の事例を記している。まず、K（生物学的な性は男性）
は、男性の仲間でありながら女性として育てられた。また、先住フィジー人でありながら、イン
ド系の少年と親しく、インド系の少年にアイデンティティをもつ。もう 1 人の J（生物学的な性
は男性）は、女性の方にアイデンティティを感じ、学校では女性仲間に加わり、男性とは実質的
な交際がなかった。家庭では家事育児を手伝う。また、外国語である英語にアイデンティティを
感じている。女性仲間のなかでいじめにあうことはないが、全体に好ましいとはみなされておら
ず、教師の役割は 2 人を「本当の少年」に戻すことだと述べている。このような少年は、卒業
後、接待業などの女性的とされる仕事に就く例が多いという。
以上のようなホワイトの報告を、他地域にどれほど一般化できるかについては未調査である
が、それが突然現れた現象ではなく、伝統的に、多かれ少なかれ広く認知されてきたことは確か
である。筆者は、中部諸島のほぼ中央にあるバティキ島に滞在していたとき、中部諸島州（ロマ
イヴィティ）の州都であるオバラウ島のレヴカに、3 人の「女になりたい男」（vakasalewalewa）
と「男になりたい女」（viaviatagane）がいると聞いたことがある。そのうち 2 人が「女になりた
い男」で事務職に就いており、もう一人は「男になりたい女」で、戦士をしているという。バテ
ィキ島内にも同様の「男性」がいたが、詳しいデータを得る機会が得られないままであった。イ
ンフォーマントはそれを「生まれつきの性向」と述べていたし、その呼称そのものに異性に「な
りたい」（viavia）という意思（vakasama ）の意味があり、当時は、男性と女性の生物学的カテ
ゴリーから「逸脱」した人ほどの意味に考えていた。
しかし、スヴァで入手したデータは、その予想を裏切るものであった。筆者が注目したいの
は、冒頭でまとめたポリネシアの国々との文化的特徴の共通性である。ホワイが報告するフィジ
ーのワンドゥアは、「ワ」（生命力を一方から他方へ伝える紐や船のような媒体の意味）と「ドゥ
ア」（数字の 1）の合成語であり、そこには両側（男性と女性）を結んで 1 つに統合する意味が
ある。だとすると、そこに両性具有的な意味が込められていることになる。
また、先にポリネシアの「第三の性」の特徴として挙げた特徴は、概してフィジーにも当ては
まる。トンガを調査した山路勝彦は、そこに働きにきていたフィジー出身の「女になりたい男」
について、次のようなインフォーマントの発言を記録している（7）。
①フィジーのそれはトンガと同じ。②その「男性」（ファカレイティと呼ばれる男）は 4 人
兄弟と 2 人の妹の末っ子で、母親から女として育てられ、女の子ともよく遊び、家事を手伝
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った。「彼」は姉妹と共に寝ても、姉妹の食器を使ってもよかった。③その「男性」は自身
を女として意識するようになり、「女との結婚は考えられない」と語った。
1 人のインフォーマントからの情報なので、どれだけフィジー全体に適用できるかは不確かで
あるが、そのインフォーマント自身がトンガとの共通性を経験的に自覚していることから、ある
程度の類似性の存在は確認できるだろう。サモアやトンガについては、後に改めて言及すること
にして、次に、筆者がスヴァ市内の一画で収集したデータから、フィジーの「第三の性」の特徴
を説明しておきたい。

3．スヴァ市のガウリ（女になりたい少年）とトンボイ（男になりたい少女）

筆者が滞在したスヴァ市の一画にある N 行政区の伝統村は、レワ川上流からの移民が、1800
年頃に移住して開拓したと伝えられる。後に人口が増加すると、W 村にあった 4 つの父系氏族
集団が、徐々に別個の村に分かれて住むようになったと伝えられる。現在の N 行政区は、その
地に最初に定住した W 村と、その村から後に分かれて近隣に住む血縁的に結ばれた 3 村、及び
スヴァの中心街への通勤・通学等の便から、比較的最近になって他地域より移住してきた 7 つの
新村からなる（新村の居住者はその 4 つの伝統村の所有地の周辺部に住むが、出身地はラウ諸
島、カンダヴ島、中部諸島などの離島出身者が主である）。N 行政区は、W 伝統村の所有地と実
質的に範囲が重なる。
その行政区の人口は 1500 人ほどで、伝統的村落の住民人口は 1300 人ほどと推定される。W
地区では、スヴァ市内で職を得て働いている人々も多いが、伝統村では農業と漁業を営む人が多
い。ただし、スヴァの中心地が湾を挟んで対岸に見え、ボートで行くと「煙草を一本吸う距離」
といわれるほど近いので、農業よりはむしろ、海鼠・蛸・ウニなどの海産物をスヴァのマーケッ
トに出荷して生計を立てている人が多い。筆者が訪れたことのあるフィジーの他の地域よりは、
男性が農業、女性が海（川）の仕事という伝統的な性別役割分業が明確でなく、男女とも海で働
くことが多い。いわば都市近郊的で、人口動態も相対的に大きい。
この地区には、先住フィジー系とインド系の 2 つの小学校があるが、後者の場合にも、先住フ
ィジー系の子供の数のほうが圧倒的に多い。ただし、とくに後者の小学校では、先住フィジー
系、インド系、サモア系などの混在する多民族的な構成である。これは、近くにあるニュータウ
ンから、スクールバスで通学する児童が多いことにもよる。しかし、いずれの小学校にもガウリ
（gauri：女性になりたい少年）とトンボイ（toboi：男性になりたい少女）と呼ばれる子供が、し
ばしばいる。ガウリとトンボイという呼称は、そこに筆者が滞在するまで、文献で読んだことも
なかったし、フィジーの他の地域で聞いたこともなかった。それがどの程度フィジー全体に周知
の言葉なのか、あるいはいつ頃からできた言葉なのかについての詳細は不明である。ガウリとト
ンボイが英語の girl と boy（tomboy おてんば娘）からの借用語であることは明らかであるが、
ガウリにはタンガラ（taqara）、トンボイにはブネネ（bunene）という別のフィジー語もあると
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いうから、それが古くから存在していた可能性が高い。
いずれにせよ、その分類が、先述の離島の「女になりたい男」と「男になりたい女」の意味
に、それぞれ対応していることは明らかである。また、この地域でも、ホワイトが報告した point
five（中間の性）という呼称も使われていた。もちろん、この地でも、そのような男女を「男に
なりたい女」とか「女になりたい男」と呼ぶことがある。ガウリの特徴は、肉体は男性だが、口
紅や化粧をしたり、女性的な声で話したりするだけでなく、料理・洗濯・掃除・女性の服装と髪
型を好み、女性仲間に加わるような女性的行動をとることである。逆に、トンボイは、肉体的に
は女性だが、ラグビー・農業・ココナッツ採り・男の子供の遊びなどを好み、男性仲間に加わ
り、男性的な行動を好む。
筆者が N 地区の伝統村で聞いたガウリとトンボイに関するデータを集約すると、表 1 のよう
になる。信頼のおけるインフォーマントであるとはいえ、口にするのが難しい話題でもあり、ま
た、その判断には主観を伴いやすいので見落している例もありうるから、（間違いではないにし
ても）完全なリストと考えることはできないが、傾向性を確認することはできるだろう。実際、
ある少女は、「本来、ガウリは（男の仕事である）農業はしない」から、農業をしているガウリ
は「本当の」ガウリではないと述べている。しかし、表 1 を見ると、農業を主にしているガウリ
もある。それはガウリ／トンボイについて、現地の人々の見方に揺らぎがあることを示してい
る。これをどのように考えたらよいのだろうか。
一つの解釈は、ガウリとトンボイには重度に差があり、単に行動のレベルで判断される軽度の
ガウリ／トンボイと、心理的・社会的に生涯続く重度のガウリ／トンボイとがあると見ることで
ある。事実、彼らは重度の高い「本当のガウリ」（gauri dina ）と「本当のトンボイ」（toboi

表1

W 地区の「第三の性」

ガウリ
（女になりたい男）
No

年齢

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮

9
11
13
15
17
18
19
20
20
21
21
23
23
25
26

職業
小学生
在宅
在宅
農業
学生
学生
農業
在宅
学生
農業
学生
農業
床屋
床屋
床屋

トンボイ
（男になりたい女）
重度

○

○
○
○
○
○
○
○

No

年齢

職業

重度

①
②
③
④
⑤
⑥
⑦
⑧
⑨
⑩
⑪
⑫
⑬
⑭
⑮

14
14
14
17
18
18
18
19
19
19
19
20
21
23
27

生徒
生徒
生徒
学生
学生
学生
在宅
在宅
在宅
学生
学生
学生
学生
学生
専門学校生

○
○
○
○
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dina）を、一時的で軽いガウリ／トンボイから区別している。表 1 に示したように、重度が高い
とインフォーマントが判断したガウリとトンボイは 20 歳以上に多く、特に 23 歳以上のガウリの
場合、農業をしているガウリが 4 名のうちの 1 名いるものの、他の 3 名は女性の職業とされる理
髪（美容）業に就いている。それに対して、トンボイの場合、14 歳から 27 歳までであるが、18
歳と 19 歳の 3 名を除き、通学中の学生・生徒・児童である。
ポリネシアの諸事例に比べると、「女になりたい男」だけでなく、「男になりたい女」（トンボ
イ）の存在が目立つ。その点で、フィジーの事例は、インドネシアと共通点があるといえる（8）。
若者たちの間では、そのペアが誰と誰であるか、よく知られている。重度が高いガウリかトンボ
イのほとんどが、別のガウリかトンボイと性的パートナーを持つという（ただし表中には、あえ
てその具体的関係は記さなかった）。
インフォーマントの青年によると、ガウリ同士の同性愛的ペアはあるが、トンボイ同士のそれ
はほとんどない。要するに、肉体的に女性であるトンボイの方が、たとえトンボイ（男になりた
い女）を自称している期間でも、同性愛的な行動はとらない傾向があるということである。その
ため、結果的に異性の組み合わせが多いということになる。
また、トンボイには、比較的若い時期にトンボイを止めて「女性」に復帰する傾向もある。表
1 で確認できるように、重症とされるトンボイは 20 歳以上に多いが、その場合でも、全員、学
業に就いているし、28 歳以上のトンボイは知られていない。同様の傾向はガウリにもある。
ただし、表には示されていないが、30 歳以上のガウリ／トンボイが全くいないわけではない。
独身のガウリがスヴァの市街地に 2 名住むことが知られている。同性結婚が法律的に禁じられて
いることもあり、少なくとも表面上は、結婚しないで一生「独身」で過ごす。このような人々
は、特にヴァカンドゥア（vakadua）と呼ばれる。インフォーマントによると、そのような「死
ぬまでガウリ」の例は、ごく稀である。
筆者の調査地では、同じスヴァ市内でありながら、先にホワイトが報告したワンドゥアという
言葉は聞かれなかった。しかし、それがヴァカンドゥアと同じ意味であることに注意を促してお
きたい。ヴァカは、ちょうど日本語で大きい意味の「デカイ」を「バカデカイ」と表現するよう
に、ドゥア（dua : 1 の意味）を強調する語頭にすぎない。したがって、ヴァカンドゥアは、男
性性と女性性が 1 つに統合された人格の意味である。特にそれは、特別に重度の高いガウリ（gauri
vakadua）ないしトンボイ（toboi vakadua）を指し、すでに障害にも見える段階といえる。
筆者のよく知るインド系小学校の先住フィジー系の女性教師は、時々クラスに「男の子が突
然、女の子のような声を出すことがある」が、「女の子になりたい男の子（viaviayalewa）がなぜ
できるのかよくわかりません。おそらく生まれつきのものでしょう」と述べた。クラスでいじめ
にあうこともあるが、日常生活で差別されているようには見えない。また、ガウリやトンボイに
分類される子供でも（女性なら）ボーイッシュという程度のトンボイも含まれる。
筆者のよく知る 14 歳の娘（養女として育てられ、調査当時、小学校最終学年の 8 年生であっ
た）は、ふつうの娘がする長髪を嫌って、短髪にしている明るい性格の女の子で、トンボイに分
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類されている。そのことは自身も自覚していて、家では親の家事も農作業も手伝う。ラグビーな
どの男子の遊びが好きで、友達も男性 5 人と女性 2 人だという。「女の子はゴシップが多いけど、
男の子は気性がさっぱりしていて良い（yalo vinaka）」と筆者に語った。将来、男性の仕事とみ
なされているパイロットになりたいが、なれなければふつうの「女性」に戻り、女性の職業に就
きたいという。

4．成長のプロセスと人生の選択

（1）子供のカテゴリーと人生の選択
それでは、なぜ、10 代と 20 代でガウリ／トンボイがほぼいなくなり、30 歳前までには本来の
性に「復帰」してしまうのだろうか。ここで、筆者のフィジーでの調査経験を踏まえ、フィジー
の「第三の性」の意味を、いくつか考察してみよう。特に、子供の成長過程に関する現地の人々
の理解と、個人の人格形成の固有の認識の仕方に注目したい。
まず、フィジーの性差カテゴリーは、ポリネシアの多くの諸社会と同様、伝統的には、性別役
割分業が明確であった。しかし、先述のように、スヴァの筆者の調査地では、男性の陸の仕事と
女性の海（水）の仕事の分業の理念は存在するが、現実には夫婦でウニなどの海産物を市場に出
荷するような、夫婦が協力して働く光景を目にした。
それでは、伝統的な性別役割分業の明確な社会では、「子供」（gone）はどのように位置づけ
られてきたのだろうか。確かに、子供は名称のうえで、女の子（gone yalewa ）と男の子（gone
tagane）に区別される。しかし、「子供」という言葉がどちらにも含まれていることに注目した
い。つまり、ちょうど日本語で男の子と女の子が共に「子」であるように、フィジー人の言葉で
も、男女とも子供は成人からカテゴリー的に区別されている。また、「子供」には、そのほかに
も相当に多義的な意味がある。
まず、胎児は、形が明確になる 5 ケ月目から「子供」と呼ばれるようになる。また、生まれて
から 4 歳までは「小さい子供」になり、5 歳から 13 歳くらいまでの「大きい子供」から区別さ
れる。「大きい子供」の期間内に、少女は初潮祝いを、少年は割礼を行う。さらに、成人しても、
未婚（独身）の間は一人前とみなされず、「子供」とされる。未婚の男性は、コミュニティの政
治集会などに出席することも、原則としてできない。因みに、フィジーの人生段階の区分では、10
年が単位となるので、幼年期（0−10 歳）と青年期（11 歳−30 歳）が、社会的意味での「子供」
に分類され、たいてい 30 歳までには結婚する（9）。逆に、30 歳前の独身であっても、恋人との間
に子供ができると、その子供の「父」（tata ni gone）または「母」（tina na gone）と呼ばれるよ
うになり、もはや「子供」としては扱われなくなる（未婚でそのように呼ばれるのは恥とされて
いる）。要するに、結婚して子供を持つことが、大人の条件であり、たいてい 30 歳までにはそれ
を達成する。
子供は、家族内の役割からも規定される。それは、父と母から「血」（dra）を受け継ぐ両属的
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な存在であり、両親の使い走りをして、「下」から両親と年長の家族を支える役割をもつとされ
る。その「子供」に子供ができると、テクノニミー的に「父」とか「母」と呼ばれるようにな
る。他方で、ちょうど神が夫婦を結ぶように、子供は天と結びつく神聖な存在とみなされ、「上」
から夫婦を支える存在とも考えられている（実際、「子供 gone」という言葉は、英語の sir のよ
うな、他者に対する尊称としても使用される）。要するに、子供は、上と下の両側から両親をつ
なぐ存在とされているわけである。
表 1 を見ると、30 歳までにはガウリもトンボイも消滅しており、それが理念的な人生段階の
区分にほぼ対応している。要するに、フィジー人の人生段階意識では、未婚で職業的に自立して
いない理念的なモラトリアム期が 30 歳までであるが、それに合わせるかのように、ガウリもト
ンボイもいなくなると推察できる。言い換えれば、20 歳頃（フィジーの法律上の成人は 21 歳）
から、徐々に、ガウリやトンボイであることを清算し始めると考えられる。
20 歳前後が青年期の一つの区切りであるということは、スヴァでも、あるインフォーマント
の言葉で言えば、「19 歳くらいまでは未熟」とされていることからも分かる。伝統的な人生段階
では、それは独身期の中間点である。ボーイッシュな服装や頭髪をしていた娘も、この頃から短
髪を止めて長髪に変え、自身にふさわしい職業ないし結婚相手を定め、女性として生きる道を模
索するといわれる。また、表 1 でも確認できるが、30 歳くらいまでガウリとトンボイのままの
事例もあるが、それは重度が高いとみなされている。ここから、成人の男性と女性の社会的役割
の明確な社会における、そのどちらとも決めかねる人生段階と、ガウリとトンボイを解釈するこ
とができるだろう。

（2）人格の未分化と統合
しかし、単に若い世代の性の選択というだけの問題にとどまらず、もともと「子供」そのもの
に社会・文化・心理的な「未分化」の意味があることに注目しておきたい。これは、独立した身
体をもつ「個」の地位と役割を当然と見る西洋的な人格（personhood）の概念とは、大きく異な
る。例えば、英語では、「個人」を individual というが、それは語源的には「in −〈否定〉＋dividu
〈分割〉＋−al 〈性質〉
」の意味で、それ以上「分離できない・不可分な性質」のことである。と
ころが、フィジーでは、少なくとも概念的には、個人は個別の身体を持つと同時に、他者（ある
いは複数）の身体との統合体にもなりうる。言い換えれば、フィジーにも、複数の個人が、「夫
婦一体」という日本語的表現で表されるような、夫婦（男女）が別個の身体と人格をもつと同時
に一体ともみなされうるような見方があることを意味する。
フィジー人自身が、しばしば筆者に語ったように、夫婦 2 人は、同じ「家」に共に暮らすので
一体である。つまり、夫婦は身体を異にするが、2 人の住む家を外側から見れば 1 つである。「1
は多であり、多は 1 である」。同様の論理は、1 人の人格にも当てはまる。身体は生命の入る 1
つの「家」ないし「箱」とみなされるが、その体内に宿る思考（男性性）と感情（女性性）を外
から見れば 1 つである。その 2 つは（夫婦のように）対立することがある。その状態を、フィジ
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ー語でロマロマルア（lomalomarua ）という。これを文字通り翻訳すれば、「内側」（loma ）が
「2 つ」（rua）の意味で、「体内の 2 つの心が葛藤している」状態をさす。要するに、それは心が
まとまらなくて決断できない「未決定」の意味になる。
繰り返して言えば、「子供」という人生段階は、職業も結婚も性差も「未決定」で不安定な段
階であり、男性か女性かが完全には決断できていない世代と考えられる。それは、明らかに、結
婚後の明確な性差と性別役割分業観とは対照的である。彼らの言い方に従えば、子供は（大人
の）「形（tovo）が明確ではない」段階である。ガウリやトンボイは、まだ「形」が定かでなく、
社会的に未分化な状態だという意味をそれは表している（10）。
ここで「形」と翻訳したトヴォという言葉には、伝統的な行動や慣習の意味もあることに注目
したい。大人としての行動の形は明確で、思考や行動が決められているとされる。フィジー人の
思考では、トヴォは神の定めた形であり、動かせない伝統的秩序である。他方、「子供」は、性
徴は明確であっても、まだ完全にはどちらの性とも決め難い段階とされる。それゆえ、男性とも
女性ともつかない行動をとる「子供」がいたとしても、逸脱的とはみなされるが、伝統的な子供
観と大きく矛盾するものではないと考えられる。

5．子供の成長と両性の統合化

ここで、本論の冒頭でまとめたポリネシアの「第三の性」の特徴に戻ってみよう。上述の結論
を繰り返せば、フィジーの事例から見えてきたのは、男性と女性の区別と役割分業の明確な社会
であるゆえに、子供のトランスジェンダー的行動が、どちらかの性とも決めかねる「子供」の心
理的揺らぎの状態に関連があることである。逆に、その「子供」のトランスジェンダー的な行動
は、自我の葛藤の表れと解釈することができる。
そこからさらに敷衍して考察を進めるなら、心の中（loma ）にある 2 つの心が、未分化のま
ま 1 人の人格に統合されたのが、重度の高いガウリ（身体器官は男性）とトンボイ（身体器官は
女性）と考えることができる。しかし、表 1 に示されているように、大部分の迷えるガウリとト
ンボイも（本人が自覚的かどうかは別にして）、遅くとも 30 歳頃までには結婚し、心身ともに
「男性」か「女性」（「父」ないし「母」）の性別役割分業の明確な地位と役割体系の中に組み込ま
れる。ガウリもトンボイも、結婚を模索する点では、ふつうの男女と大きな差は認められない。
次に示す事例は、それをよく示している。
筆者の知る A 君（当時 20 歳）は、ガウリでもトンボイでもない、農業を営むふつうの青年で
ある。彼は、ガウリともトンボイとも、恋人として交際したことがある。2 歳年下の恋人の T
はトンボイであったが、その T も別のトンボイと交際があった。A は、T と結婚の約束をした
のだが、婚約した後、同時に交際していた別の 1 歳年上の娘 W が、妊娠していることがわかっ
た。A は W に T と婚約したことを告げたが、T はこの件についてまだ知らない。A は、まもな
く T と挙式する予定であるが、W との関係が知れて T が結婚を拒むようなら、W と結婚する
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つもりだという（11）。
この場合、トンボイの T も、結婚すると妻・嫁・母としての家庭と労働の性別役割の、より
明確な社会へと組み込まれて行動するようになるはずである。「結婚後はガウリ／トンボイであ
ったことを忘れるのがふつう」と述べた 1 人のインフォーマントの発言が、その筆者の推測を裏
付けている。他方、妊娠したが結婚はしなかった（あるいは結婚できなかった）女性の多くは、
そこを去って親戚に身を寄せたり、どこかで働きながら子供を育てたり、子供を養子に出して働
いたりする。実際、筆者は、そうした事例を、いくつも見聞している。
結婚相手の選択に関する通常の男女とガウリ／トンボイとの境界の曖昧さは、兄弟と姉妹、オ
ジ・オバと甥・姪、男性の仕事と女性の仕事のような、行動のタブーを伴う明確な異性関係とは
対照的である。例えば、伝統的には、兄弟と姉妹は共食や会話をすることさえタブーとされた。
逆に、夫婦、交叉イトコ、友人のような親しい関係は「一体」とされる。このように、特定の親
族関係では厳しい忌避的行動を要求されるが、逆に「友好関係」とされる関係では、同性でも親
密な男女関係にも似た関係となる。2 つが 1 つの論理は、先に、同じ家に住む夫と妻の例で紹介
した通りである。
その友好関係は、フィジー語でセマタ・ヴァタ（semata vata；対面して顔・目を結ぶ意味）と
いうが、夫婦関係のような特別親しい家族や親族・友人・集団関係は、略して単にセマ（sema）
とも呼ばれる（12）。この意味での友好関係は、同性関係のみならず、氏族間、あるいは伝承に基
づいて決められている島間の親族的つながりにおいても存在する。
同様のセマのイメージは、フィジー人の自己認識（self）にも見られる。それは、先述の「未
決定」に相当するフィジー語のロマロマルアに、よく示されている。インフォーマントの説明に
よると、ロマロマルアとは、1 人の体内に「男性性と女性性」の 2 つの心（loma ）が同居し、そ
れが葛藤している状態である。他方、その 2 つの心は、1 つに統合されてセマにもなる。別様に
言えば、体内の 2 つの心は、その両者を包み込んで統合する第 3 の力（つまり、体内の 2 つの心
を上から包み込んでまとめる頭の力）でもって、1 つに統合されている。
その認識と論理は、次節で詳述するように、フィジーの生活世界の全てに存在する。例えば、
陸（男性性）と海（女性性）を天の神が上から支えて統合するように、夫婦は 1 つ家に、氏族の
男女は氏族の長に、村の男女は首長によって、1 つに統合される。ある男性が筆者に語ったよう
に、フィジーでは「すべてのものが 1（dua）に行き着く」。その 1 の数字こそセマである。

6．媒介者と第 3 の力

それでは、男性側と女性側を結びつけて上から統合する第 3 の力の論理が、「第三の性」とど
のような関連があるのだろうか。次に、それをモデル化することで、もう少しその論理を追って
みよう。
まず図 1 の左側の図（1）を参照されたい。その図の M は、屋根の頂部（棟）のような、両
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M

A

A
B
（1）媒介項が上の場合

B

M
（2）媒介項が下の場合

（M は両側［A と B］の媒介）
図1

第 3 の力の認識モデル

側を上から統合する力を表している。家屋の棟はフィジー語で「夫婦」と名付けられていて、屋
根の両側を 1 つにまとめ、全体のバランスをとる中心点である。それは夫婦の支え合いと統合
（セマ）の意味に重なる。要するに、棟は、屋根の両側から集まる力を上からまとめて支え、逆
に家屋の両側から集まる力を媒介して統合する第三者的な力である。
人間関係の場合には、フィジー語のランベ（rabe；「跳ねる」意味もある）がその例である。
ランベは、「両側の生命力を移動させる力をもつ人」とされ、人と人を結ぶ媒介的な社会的役割
をもつ。例えば、首長に訪問者があると、取り次ぎ役をするマタニヴァヌア（メッセンジャーの
意味）は、ある種のランベである。マタニヴァヌアは、地位こそ首長より低いが、首長と訪問者
との間を媒介する役割をもつ。図 1 の（2）に示したように、カヴァの儀式では、マタニヴァヌ
アは首長（図の A）の次に杯を受け取って飲むが、それは副首長やゲストのような首長の次の
地位の人（図（2）の B）を媒介し、カヴァの生命力と首長の聖なる力（マナ）を移動させる役
割をもつ。この場合、マタニヴァヌア（図の M）は、両側を下からまとめて支える媒介となる。
住民が説明したもう 1 つの例を付け加えてみよう。開いた傘の中に男女 2 人が入っている様子
（相合傘）を想像していただきたい。その傘の頂点（図 1 の（1）の M に相当）が、その男女
（図 1 の（1）の A と B に相当）を結ぶランベである。その頂点の M は、先に挙げた屋根の棟
のように、天の側から両側を合わせて結び、2 人を媒介する第 3 の力に相当する。つまり、天の
側にある傘の頂点は、その内側の男性（陸側）と女性（海側）を結ぶ第 3 の力（神）に対応す
る。
図 1 の両側を統合する媒介のイメージを、1 人の人格のイメージに置き換えることも充分可能
である。実際、フィジー人自身が「頭」を、身体の内側を両側から包み込んで上から支える中心
点と考えている。先に説明したように、体内の 2 つの心の葛藤（未決定）を統合（決定）するの
は、「頭」とされている。フィジーの第 3 の力と身体観、及び自己認識との共通性から、「第三の
性」（ガウリ／トンボイ）を、同一の認識の一部と考えたとしても、論理的な飛躍にはならない
だろう。
ここで、フィジーのガウリ／トンボイが、ワンドゥアとかヴァカンドゥアとも呼ばれていたこ
とを想起してみよう。ワンドゥアの「ワ」には、カヌー（waa）が人の命や荷物を、血管（waa）
が血液を運び、結んだ紐（wa ）が両側を 1 つに統合するように、生命力を移動させたり統合さ
せたりする力に通じる意味がある。より抽象的には、両側（ないし複数のモノ）を統合する結節
点は、「ドゥア」（1 の意味）という言葉に端的に示されるように、数字の 1 に収斂される。そこ
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から考えると、フィジー人のそれは、性転換者（トランスジェンダー）というよりは、むしろ
「両性が 1 つに統合された性」（両性具有）に近いといえるだろう。くり返せば、フィジー人のガ
ウリとトンボイも、そうした両性具有性・統合性・媒介性の認識と無関係ではない。
本論の最初で述べた、ファファフィネやファカレイティといった「第三の性」の特徴は、概し
てフィジーにも当てはまる。また、筆者が先に検討した「第三の性」の媒介者としての役割は、
（12）という言葉
タヒチのマフーの「女写し」（男女間の不平不満をそれとなく相手に伝える意味）

に端的に示されるように、ポリネシアでも顕著な特徴の 1 つである。
トンガでも、ベスニエが、ファカレイティを「媒介者」（go-between）と翻訳している（13）。同
様にマゲオも、サモアのファファフィネが恋の仲立ちをすると述べるとともに（14）、フィジーの
ランベにも相当すると考えられるソア（soa）を「仲介者」（go-between）と呼んだ。マゲオの報
告によると、ソアは誰かの代理をするパートナーであり、尊敬と支援の関係であるが、時には性
的パートナーにもなりうる。ソアがホモセクシュアルに偶然なる場合もあり、むしろ少年はそう
した同性愛的な経験をもつことを期待されているが、単なる遊びとみなされ、性交を学ぶ方法の
一つと考えられている。
サモアのソアもファファフィネも、人間関係の媒介者という点から見れば、フィジーのランベ
によく似ており、両側を媒介する役割の文化的意味に共通点がある。しかも、「第三の性」の好
みの職業が、天や神のイメージと結びつく職業に就く傾向があるという共通点がある（15）。筆者
は、「第三の性」の職業選択におけるその傾向性は、陸と海に対する天の第 3 の力のイメージに
連なるものと推察している。
同様のことは、近代化に伴い導入された多様な職業の増加とその選択についてもいえるだろ
う。現代のサモアのファファフィネについて論じたクリスチャンは、サービス業、接待業、ホテ
ル・航空会社などの外国に関連する仕事とか、ダンサー、服飾関係、病院、教会などの仕事が多
く、さらに、ストリート・ファファフィネやビジネス・ファファフィネのように、外国人と接触
するファファフィネも増加したと報告している（16）。その職業の多くが天のイメージを喚起させ
る。

語

7．結

本論の冒頭で述べたように、オセアニアの「第三の性」については、従来、生育環境説、病理
説、境界の性説、社会的ストレス説などと呼ぶべき、多様な説が提示されてきた。それに対して
本論では、フィジーのガウリ／トンボイなどと呼ばれる固有の範疇（仮に「第三の性」と呼んで
おいた）の存在を認めながらも、それを遺伝的・生物学的要因か社会文化的要因のどちらかに帰
一させる解釈を避けた。
実際、現地の人々自身が、生物学的性差と社会文化的性差の違いを、よく承知している。つま
り、現地の人々も「第三の性」を必ずしも正常とは見ていない。フィジー人のガウリもトンボイ
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も、あくまで「男になりたい女」または「女になりたい男」であって、男性と女性の区別が肉体
的差異にあることを、充分承知している。そこに、現地の人々の理解の仕方が示されている。要
するに、ガウリもトンボイも、性転換者というよりは、生物学的次元と社会文化的次元の双方が
1 つに統合された（未分化の）存在と考えてよい。
そのため本論では、子供の身体的成長と人格形成の過程と、それを取り巻く社会文化状況との
認識的共通性、及びその動態的プロセスに注目した。その結果、第 1 に、それが「子供」から
「大人」へと移行する成長過程におけるモラトリアム的な揺らぎの行動であり、未分化な状態か
ら性分離的秩序の明確な大人社会に組み込まれるまでの自己形成過程における、現象の一部であ
ることを明らかにした。そして第 2 に、その認識が広く浸透しているフィジー社会の文化的論
理、つまり両側を媒介して統合する第 3 の力の認識にも通じる問題であると論じた。
それではなぜ、同じ言語・文化圏にありながら、離島には目立たなかった「第三の性」が、首
都のスヴァで増幅したのだろうか。その大きな理由の一つは、都市化と産業化で職業が多様化
し、その選択の幅が広がったことに求められると筆者は考えている。伝統的には非産業社会であ
ったフィジーでは、土器やマットなど、地方ごとの生産の分業と地域間の交換システムは存在し
ていたが、自身の職業と性役割の選択に迷うことは多くなかったと推測される。スヴァ市とその
近郊でのトンボイやガウリの増加も、フィジーにおける男性的職業と女性的職業の選択の多様化
や、結婚に至るまでの「子供」世代のモラトリアム的期間の増大と関係があると推察できる。し
かし、他のオセアニア地域のみならずフィジー国内に関するデータさえ限られている現状では、
そのより深い考察は、今後の研究の進展を俟たなくてはならない。

＊本稿は、京都大学人間文化研究機構主催の「第 2 回現代インド人類学セミナー」での演題「フィジーよ
りみたオセアニアのサード・ジェンダー」
（平成 23 年 6 月 18 日）の内容に、その後、同年 8 月〜9 月に実
施したフィジー・スヴァ市での調査（園田学園女子大学在外研究員として滞在）のデータを加筆して、作
成し直したものである。骨子に変更はないが、内容を大幅に改編したのが、本論の表題を「再論」とした
理由である。インドとの比較の意味でご招待いただき、コメントをいただいた京都大学の田中雅一氏と関
係者の方々に感謝申し上げたい。
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めたと考えている（Christian, Douglass D. St., 2001, 前掲書。pp.32−33, 198−201.）

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

〔かわい
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サンダーバードは再びマカーの地に舞い降りるのか？
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Abstract: On May 17, 1999, the Makah of the Olympic Peninsula in Washington State harvested a gray whale after a 70-year hiatus. The Treaty of Neah Bay, which was concluded by
the United States government and the Makah in 1855, guaranteed the Makah the right to harvest whales. In exchange, the United States government acquired most of the Makah’s land.
However, on December 20, 2002, the United States Ninth Circuit Court of Appeals placed a
ban on Makah whaling until the completion of legal reviews under the National Environmental
Policy Act and the Marine Mammal Protection Act. First, this paper considers the sociocultural significance of whaling for the Makah. Next, it critically analyzes the Ninth Circuit
Court’s decision and examines possible ways for the Makah to resume whaling legally. Lastly,
this paper looks at the barriers that the Makah must overcome to resume whaling, and concludes that there likely will be many difficulties before a second whale is harvested.
彼はサンダーバードとして知られていた。彼が翼を羽ばたかせれば雷鳴が轟き、瞬きす
れば稲妻が走った。彼は鯨を食べて生きていた。かつて大嵐があり、マカーは出漁でき
なかった。嵐は何日も続き、マカーには食べ物がなかった。ある朝、マカーは浜辺で 1
頭の鯨を発見した。それはサンダーバードが捕殺し、人々の食料として置いていったも
のであった。村人は喜び、鯨とサンダーバードを称える歌を歌った（Firestone and Lilley
2005: 179−180）。

1）
図 1 「マカー・インディアン・ネーション国旗」
サンダーバードが鯨を掴んでいる姿が描かれている。
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1999 年 5 月 17 日、月曜日の朝、第 51 回国際捕鯨委員会年次会議に参加するためカリブ海の
島国グレナダに向かっていた筆者は、乗り継ぎのために滞在していた米国テキサス州ダラス＝フ
ォートワース空港内にあるハイアット・リージェンシー・ホテルの一室で CNN を見ていた。画
面では、ヘリコプターが背後を飛び交う中、迷彩服に身を包んだ中年太りの男がなにやら早口で
まくしたてていた。今となっては何を語っていたのかは思い出せないが、その男の顔はそれから
幾度となく日本のメディアでもお目にかかるようになった。和歌山県太地町においてイルカ類追
い込み漁の仕切り網を切断し（浜口 2005）、南極海では日本の鯨類捕獲調査船に故意に自船を衝
突させ（石川 2011: 179

図 54）、東日本大震災およびその後の大津波の被害を受けた岩手県大

槌町では「魚 1 匹救出した」と自慢するなど2）、言いたい放題・やりたい放題の反捕鯨団体を率
いているあの男である。
「とてもよい銃殺であった。人道的で効果的であった。マカーは立派な仕事をした」と検死し
た獣医師は語っている3）。迷彩服の男が早口でまくしたてていたのはこのことであった。そう、
その朝、米国ワシントン州オリンピック半島最西端の保留地に暮らすマカーが 1920 年代後半以
来、70 数年ぶりにコククジラ 1 頭を仕留めたのであった。2 日前の土曜日、その男が率いる反捕
鯨団体などがマカーの銛打ちを妨害し、捕鯨を失敗させていた。翌日曜日、捕鯨の失敗に気をよ
くした彼らは保留地に近いリゾート施設でパーティーを開いていた。その情報を得たマカーの捕
鯨関係者は、反捕鯨団体のメンバーは翌日は酔いつぶれていると確信し、月曜日の早朝、夜明け
前に出漁、反捕鯨団体の妨害を受けることなく、コククジラの捕殺に成功したのであった
（Dougherty 2001）。男が激怒するのも無理はない。アルコール類の販売が禁止されている保留地
に暮らす先住民に見事にしてやられたからである。
それから、13 年経った 2012 年 5 月 21 日、米国海洋漁業局（National Marine Fisheries Service）
は 2008 年から検討中であったマカー捕鯨にかかる「環境衝撃度報告書」（Environment Impact
Statement）草案の破棄と新草案に向けて現在考慮中のマカー捕鯨の実施形態にかかる予備的代替
案へのパグリック・コメントの募集を官報に告知した4）。その結果、マカーによる 2 頭目の合法
的な捕殺はまた遅れることになった。捕鯨阻止に失敗した反捕鯨団体などが訴訟大国、米国にお
いて次々とマカー捕鯨の差し止めを求める訴訟を起こし、その影響が今も続いているのである。
本稿の目的はマカーにとって捕鯨のもつ意味を再考し、捕鯨再々開に向けて筆者なりの見解を
提示することである。本稿を通して、反捕鯨大国・米国の本土（48 州）内に捕鯨文化の再生を
求めて苦闘（悩）している先住民が存在していることを読者各位に認識していただければ、筆者
としては幸甚である。

― １５６ ―

5）
図 2 「マカー保留地」

1．マカー捕鯨の歴史

マカーは米国ワシントン州オリンピック半島最西端にある米国政府が定めた保留地（中核地面
積 46.5 平方マイル［120.44 km2］、飛び地 719 エーカー［2.91 km2］、これに加えて無人の小島 2
島）を中心に生活を営む先住民（インディアン）であり、2010 年時点の人口は保留地内住民 1121
人、保留地外住民 1512 人である（Renker 2012: 60−61）。言語学的にはマカー語はヌーチャヌス
語、ディティダート語と共にワカシャン語族、南ワカシャン語グループを構成しており、マカー
とヌーチャヌスは捕鯨の伝統を共有している（Coté 2010: xiv, 16）。
マカーと非先住民（白人）との記録されている出会いは 1788 年、英国人貿易商の船がマカー
の生活圏内にある小島沖に停泊したのが始まりとされ、1792 年にはスペインが現在のニアベイ
に砦を設けている（4 か月間で放棄）（MCRC 1987: 66）。非先住民（白人）との接触が始まった
18 世紀後半のマカーの人口は 1500〜2000 人と推定されているが、非先住民（白人）がもたらし
た天然痘、麻疹、チフスなどの伝染病により人口は激減した（Coté 2010: 47, 217 note 22）。
後述する『ニアベイ条約』（2. 1. 参照）締約後に保留地内に設けられた学校に教師として赴任
したスワンの調査によれば 1861 年の人口は 654 人（Swan 1870: 2）、1941 年から 1942 年にかけ
て保留地内でフィールドワークを実施したコルソンによれば 1942 年の人口は 357 人であった
（Colson 1953: 296）。同じく 1949 年夏にフィールドワークを実施したミラーは 1949 年の人口を
約 500 人としており（Miller 1952: 264）、第二次世界大戦後もそれほど人口回復が進んでいない
事実が非先住民（白人）のもたらした伝染病による生活（生命）破壊の大きさを物語っている。

1. 1. マカーと鯨とのかかわり
本稿冒頭に掲げた「サンダーバード伝説」はマカーと鯨とのかかわり、少なくとも「寄り
6）の食利用を示唆している。また、この伝説に加えてそれ以上にマカーと鯨とのかかわりを
鯨」

具体的に示しているものも存在する。それはマカーの旧居住地オゼット村遺跡からの出土物であ
る。
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オゼット村は少なくとも過去 1500 年間居住されており、遺跡全体から鯨骨 3402 個が出土し、
種レベルでは 873 個が同定され、その内訳はコククジラ 441 個（50.5％）、ザトウクジラ 406 個
（46.5％）、セミクジラ 20 個（2.3％）、ナガスクジラ 6 個（0.7％）となっている（Huelsbeck
1988: 1, 4 Table 1）。また、いくつかの脊椎、肩甲骨と 1 個の上顎骨、中顎骨に貝殻製の銛先の
断片が突き刺さったものも発見されている（Huelsbeck 1988: 6）。一方、同遺跡から出土した動
物群の推定重量比は、鯨類 87.9％、鯨類を除く海洋哺乳類 8.1％、魚類 3.3％、貝類 0.4％、陸生
哺乳類 0.2％、鳥類 0.1％ となっている（Huelsbeck 1988: 8, 9 Table 6）。
これらの考古学的事実を総合すれば、オゼット村に住んでいたマカーは 1500 年以上、鯨との
かかわりがあり、捕鯨に従事し、鯨類はきわめて重要な食料資源であったことがわかるのであ
る。もちろん、漂着鯨の利用や座礁鯨を銛で突き捕ったこともあったであろうが、死後すぐには
沈まないことが確認されている鯨類はホッキョククジラ、セミクジラ、マッコウクジラの 3 種の
みとされており（大越 2008: 313）、同定された鯨類の 97％ を死後海中に没するコククジラとザ
トウクジラが占めているという事実から、全てが寄り鯨の利用であったとは考えられないのであ
る。

1. 2. マカー捕鯨の実相
ここでは民族誌を参考にして、19 世紀後半までのマカー捕鯨の実相をみてみる。
マカーが用いた捕鯨用のカヌーは一本のシーザー材をくり貫き、舳先と艫をはめ込んだチヌー
ク型カヌーである（Waterman 1920: 9）。その全長は 36 フィート［11 m］とされている（Pascua
1991: 44）。チヌーク型カヌーの使用はワシントン州の全海岸域およびバンクーバー島西岸域の
大部分を特徴づけており、バンクーバー島西岸域に居住するヌーチャヌス系の人々が製造したも
のである（Waterman 1920: 9−10）7）。
この捕鯨カヌーには 5 列 8 人が乗組む。舳先（1 列目）にはリーダーとして捕鯨活動を統率す
る銛手 1 人、2 列目右舷側には銛打ち後、浮きを銛綱に繋ぎ、海上への投げ入れを担当する浮き
番 1 人、左舷側には鯨の死後、水没を防止するために海中において鯨の口を綱でくくりつける潜
水手 1 人、3 列目右舷側には銛綱を操作する銛綱番 1 人、左舷側には浮き番 1 人、4 列目右舷側
には見張り 1 人、左舷側 1 人8）、艫（5 列目）に舵取り 1 人である（Waterman 1920: 41, 44, 48 Fig
14）。
銛手は鯨が潜水に備えて頭を水中に入れた瞬間を見計らって 6 フィート［1.8 m］程度の距離
から貝殻製の銛先のついた長さ 16 フィート［4.9 m］の銛を鯨に打ち込む（Waterman 1920: 41,
43）。銛打ち後、近隣のカヌーに銛打ちの合図が発せられ、協力して鯨の捕殺が実行される。鯨
の陸揚げ後、経験豊富な年長者が鯨体を計測し、最初の切れ目を入れる（Waterman 1920: 46）。
頭と背びれの間の部分「鞍部」（saddle）が最重要視される部分であり9）、通常は一番銛を打ち込
んだ銛手のものとなる（Swan 1870: 21）。この鞍部は最初に鯨体から切りはずされ、ワシの羽毛
で装飾を施された後、一定期間、陳列棚の上に展示される（Waterman 1920: 46）。次に鞍部の後
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ろの細長い部分が最初に捕殺協力した他のカヌーの乗組員に分配され、これに加えて下顎部、
舌、胸びれなどが捕殺協力した他のカヌーの乗組員に分配される（Waterman 1920: 45）。この捕
殺協力への褒賞分配が終わった後、銛手は鯨体の残部をふさわしいと考えるやり方で分配し、銛
手自身は尾部を取る（Waterman 1920: 45）。このような鯨産物の慣習的な分配が捕鯨文化の一側
面を構成しているのである。
マカーは脊椎と内臓を除いて鯨体全てを利用した。脂皮と鯨肉は食用に供され、腱はロープ、
ヒモなどに利用された（Swan 1870: 22）。また、脂皮から製造された鯨油は魚の干物などを浸し
て利用する油として非常に価値があった（Waterman 1920: 45）。魚の干物は長期保存するために
天然の脂分が除去されており、鯨油に浸すことによって干物に味と栄養分を追加したのであった
（Renker 2012: 72）。さらに、マカーは 19 世紀後半、北西海岸にやってきた商業捕鯨船に鯨油を
販売、1877 年には 3 万ガロン10）の鯨油を取引したとの記録も残っている（Coté 2010: 60）。
マカーにとって捕鯨は社会＝文化的に、また経済的にも重要な活動であったのである。

1. 3. 捕鯨民の社会構造
リーダーとして捕鯨活動を統率する銛手は通常は単一のロングハウスの居住者からなる集団の
長（首長）であり、彼がそのロングハウス、捕鯨カヌー、捕鯨道具を所有していた（Renker
2012: 25）。マカー社会は三つの階級、「首長」「平民」「奴隷」に分かれており（Colson 1953:
4）、日常の生計活動のための漁撈は平民と奴隷によって実施されたが、捕鯨のような特別な技能
が要求される活動は首長のみに許された世襲の特権であった（Coté 2010: 23）。
この奴隷制の存在がマカー社会の（捕鯨文化の）理解を複雑にしている11）。奴隷は戦争での捕
虜、あるいは他部族から買い取ったものであり、社会階級の最底辺に位置していた（Colson
1953: 202）。奴隷には権利がなく、男の奴隷は焚き木や倒木を収集し、女の奴隷はマカー女性が
魚を捌くのを手助けした（Pascua 1991: 48）。しかしながら、捕鯨の成功によって階級の壁を乗
り越えた事例も存在する。平民の父と奴隷の母との間に生まれた息子の話である。彼は非常に勇
敢であり、鯨の捕殺に数多く成功、毛布、カヌー、奴隷など多くの富を集積し、そのことによっ
て首長の娘と結婚できた。彼の息子も力と勇気と捕鯨の成功により名声を博し、主要首長の 1 人
として考えられるようになった（Swan 1870: 52）。優れた捕鯨技術は鯨をもたらしただけではな
く、階級の壁をも打ち破ったのである。
一般的に捕鯨の成功は鯨捕りのリーダーである首長に大量の鯨油、鯨肉をもたらし、首長はそ
れらの鯨産物を彼のロングハウス内に居住する親族、非親族に食料として提供、それが彼の威厳
となった（Colson 1953: 5; Renker 2012: 25）。また、首長は鯨油と脂皮を海岸沿いの他部族との
取引に用いることにより非常に裕福となり、その裕福さを誇示するためにポトラッチを実施した
のであった（Coté 2010: 38）。
捕鯨とそれがもたらす富が首長の力の源泉であり、捕鯨の成功のために鯨捕りたちは優れた力
と勇気を必要とし、力を増大させるために個人的な儀式を執り行った（MCRC 1987: 57）。鯨捕
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りたちは断食の試練を通して守護霊を追求し、隠れた場所で沐浴、何日何夜も森の中を寝ずにさ
まようことによって捕鯨に備えたのであった（Colson 1953: 176）。
このように捕鯨はマカーにとって現世の物質的世界から超自然の霊的世界までを貫き通す中核
的な存立基盤であったのである。

1. 4. マカー捕鯨一時停止の顛末
マカーが 1999 年以前、最後に捕鯨を実施した年については、1913 年（MCRC 1987: 66）、1926
年（Sepez 2008: 122）、1928 年（Collins 1996: 184; Roghair 2005: 194）と若干の幅があるが、本
稿においては米国政府が国際捕鯨委員会に提出した公式文書にある「多分 1920 年代の後半に起
こったのであろう」（Renker 2012: 14）を一応の目安としておく。
マカーが 1920 年代後半に捕鯨の一時停止に至った最大の理由は非先住民（白人）商業捕鯨者
によるコククジラ資源の乱獲であった。マカーが捕殺対象としている北太平洋東資源（カリフォ
ルニア系群）コククジラの繁殖地、バハ・カリフォルニア一帯における商業捕鯨船によるコクク
ジラ捕鯨は 1845/46 年冬期に開始され、1873/74 年冬期まで継続、その間に 7100 頭弱が捕殺さ
れ、銛打ち亡失鯨を含めて 8100 頭弱が資源から除去されたとされている（Henderson 1984: 163,
174）。
商業捕鯨開始前（1845 年）の推計生息数は 1 万 5000 頭程度、商業捕鯨中止後（1874 年）の推
計生存数は 4000 頭程度であったが、20 世紀に入って以降、今度は沿岸捕鯨施設による商業捕鯨
が開始され、この商業捕鯨、それに科学研究目的の捕獲調査などを合わせてさらに 4000 頭程度
が捕殺されている（Henderson 1984: 176）。このような商業捕鯨者ほかによるコククジラ資源の
乱獲の結果、コククジラ資源の枯渇が進み、1937 年に『国際捕鯨取締協定』が締約され、コク
クジラの商業捕鯨は禁止されたのであった12）。
非先住民商業捕鯨者の乱獲の影響を受けながらもマカーは 1888 年 9 頭、1891 年 12 頭、1892
年 3 頭、1893 年 2 頭、1897 年 10 頭と慎ましい数の捕殺を継続したが（Collins 1996: 183）、最終
的には 1920 年代後半にコククジラ捕鯨の一時停止に至ったのである。この一時停止について
「捕鯨のような重要な問題にマカー自らが責任のある決定を下した事実は、マカーの鯨類保護へ
の誠実な願望をも例証している」（D’Costa 2005: 79）と捕鯨の一時停止をマカーの鯨類保護への
積極的な取り組みの証しとする見解もあるが、資源減少の結果、彼らの技術ではコククジラが捕
れなくなったので（あるいは捕殺効率が悪くなったので）、捕鯨の一時停止のやむなきに至った
と考えるのが穏当であろう。
では、捕鯨ができなくなったマカーの暮らしは成り立ったのであろうか。コククジラはマカー
の食料資源であると同時にその鯨油、脂皮は交易品（現金収入源）でもあった。食料としてコク
クジラの次に重要なのはオヒョウ、その次がサケとタラであったとあるように（Swan 1870: 19,
22, 24）、鯨類以外の水産資源も豊富であった。さらにマカーはウニもナマコもタコも食べた
（Colson 1953: 33）。海洋哺乳類ではオットセイ、アザラシも食べた（Pascua 1991: 42, 48）。保留地の
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目の前が海であったので、多様な水産資源をうまく利用していけば、コククジラの代替食料は十
分確保できたのであった。
水産資源の商業利用においては毛皮用のオットセイ漁が特筆される。オットセイ漁の最盛期は
1869 年から 1896 年の間とされているが（Collins 1996: 184）、その間にオットセイ皮がマカーに
もたらした利益は尋常ではなかった。1885 年までに全体としてのマカーの年収はオットセイ漁
だけで 2 万〜3 万ドルになり、1892 年にはオットセイ漁により入手した現金を用いてマカーがニ
アベイにある 2 軒の食料品店、1 軒の交易所、1 軒のホテルを購入した（Coté 2010: 60−61）。ま
た、ある首長は 1893 年時点において 3 隻のスクーナーを保有し、それらの船は 10 万ドル以上の
価値があったと言われており、この時期に多くのマカーが自らの保有するオットセイ漁用スクー
ナーに白人労働者を雇い入れたのであった（Collins 1996: 184）。オットセイ皮景気に沸くニアベ
イでは多くの住宅が新築され、マカー女性は最新のファッションに身を包んだ（MCRC 1987:
25）。しかしながら、この繁栄の時代は 1897 年、米国政府が商業オットセイ漁を禁止することに
よって終焉を迎えたのであった。
食料に関して補足するならば、魚油、海洋哺乳類油が豊富であったマカーの伝統的な食事は、
牛肉、乳製品、穀類に代表される西洋的な食事に徐々に取って代わられ（Renker 2012: 77）、1940
年代までにマカーの食事の 80％ 以上が非伝統的食料で占められるようになった（Coté 2010:
66）。この食生活の西洋化がアメリカ・インディアンとアラスカ先住民の糖尿病による死亡率を
他の米国人よりも 177％ も高くしているのである（Renker 2012: 77）。マカーの健康面からも鯨
産物の積極的な利用が望まれるのである。

2．マカー捕鯨の現状

商業捕鯨者によるコククジラ資源の乱獲の結果、1920 年代後半に捕鯨の一時停止を余儀なく
されたマカーであったが、それ以降も鯨とのかかわりは継続していた。鯨産物の食利用に関して
は、時として座礁鯨や混獲鯨がその対象となったことが語られている（Erikson 1999: 556, 559;
Sepez 2008: 121−123）。また、オゼット村遺跡からの出土物、歴史的写真、口述記録などに基づ
き捕鯨の伝統を現在に受け継ぎ、将来の指針とするためにマカー文化調査センター（Makah Cultural and Research Center）が 1979 年に開設されている（Erikson 1999: 557, 577）。マカーにとっ
て捕鯨は過去の遺物ではない。機が熟せば、マカー捕鯨は当然、再開される。
マカー捕鯨再開への拠り所となるのが、1855 年に米国政府がマカーと締約し、1859 年に批准、
公布された『ニアベイ条約』（Treaty with the Makah, 1855; the Treaty of Neah Bay）である13）。

2. 1.『ニアベイ条約』
米国政府は 1871 年までに 370 以上の条約を部族政府と交わし、200 以上の保留地を設置、先
住民の土地 20 億エーカー［809 万 4000 km2］を収奪し、そのかわりに 1 億 4000 万エーカー［56
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万 6580 km2］を与えた（鎌田 2009: 26）。条約締約の結果、先住民の保有地は元来の保有地の僅
か 7％ になってしまったのである。そのような条約の一つが『ニアベイ条約』であった。
『ニアベイ条約』は全 14 条からなり、マカー保留地の画定およびそれに付随する事項を定めた
ものである。その概要は以下のとおりである14）。

第1条

マカーの現在の居住地域の権利放棄と米国政府への割譲

第2条

米国政府指定のマカー保留地の画定

第3条

保留地への移住の同意

第4条

マカーが慣例的、習慣的に利用してきた地域、場所での漁業、捕鯨、アザラシ漁の権
利の保障［下線筆者］

第5条

割譲にかかる補償金（3 万ドル、10 年年賦）の支払い

第6条

保留地への移住費、開墾・整地費など（3000 ドル）の支払い

第7条

米国大統領による他地域へのマカー再移住命令権の留保

第 8 条〜第 14 条（略）

一瞥しただけで不平等条約であることは理解できる。「『ニアベイ条約』の交渉は、マカーの誰
もが英語を読み、書き、話すことができなかったにもかかわらず、英語で行われ、英語で記録さ
れた」（D’Costa 2005: 83）。このような状況では対等な交渉ができるわけはない。しかも、マカ
ーの交渉相手、ワシントン準州知事兼インディアン監督官アイザック・スティーブンスは部族を
創造したり、交渉する首長を選択したり、あるいは条約に署名するインディアンに賄賂を贈るな
どの狡猾な行為で悪名が高かったのである（D’Costa 2005: 83）。米国政府にとって圧倒的に有利
な条約が締約されたのは当然である。そのような『ニアベイ条約』にあって、米国政府が他の先
住民との間で締約した条約と唯一異なっていたのがマカーへの捕鯨の権利の保障（第 4 条）であ
った。条約締約時、この第 4 条が百数十年後に大きな意味を持ってくるとは誰も知る由がなかっ
た。

2. 2. マカー捕鯨再開に向けての道程
マカーがかつて捕殺対象としていた北太平洋東資源（カリフォルニア系群）コククジラは資源
減少の結果、1973 年に米国内法『絶滅の危機に瀕した種の保護法』（Endangered Species Act ）の
保護種リストに掲載された。しかしながら、その後、同資源コククジラの資源状態は回復、健全
な資源と評価され、1994 年 6 月に北太平洋東資源（カリフォルニア系群）コククジラは同リス
トから削除された15）。
コククジラが保護種リストから削除された翌年の 1995 年、マカーは文化復興運動の一環とし
て捕鯨再開に向けた活動を開始16）、同年に実施された全マカーの住民投票によれば投票者の 85
％が捕鯨再開に賛成した17）。
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保留地内に住むマカーのほとんどが暮らしているのがニアベイである。米国政府との条約締約
以前、マカーは 5 集落に分かれて暮らしていたが、20 世紀初頭に政府はマカーの子供に英語教
育を施すため全住民をニアベイに集めたからである（Sullivan 2000: 27）。
ニアベイでの常勤の仕事は多くない。スポーツ・フィッシング関連がほとんどであり、失業率
は夏期 50％、冬期には 75％ に達し、1995 年における保留地内に住むマカー 1 人当たりの年収は
5200 ドルと推定された（Sullivan 2000: 41−42）18）。このような閉塞状態から、ニアベイでは犯罪
の犠牲者、アルコール・麻薬常用者になる若者も多いと言われている19）。
マカーの多くは健康を損なう原因の幾らかは伝統的な食料である海産物および海洋哺乳類の喪
失にあると感じ、食料としての鯨産物を取り戻したいと考えている。同様に若者を悩ませている
問題は規律と誇りの欠如に起因するものと考え、捕鯨の復活が規律と誇りの回復に役立つと信じ
ている20）。このような理由からマカーはコククジラ捕鯨の再開をめざしたのであった。
そのマカーが捕鯨再開の拠り所としたのが、マカーに捕鯨の権利を保障した『ニアベイ条約』
第 4 条であった（2. 1. 参照）。この『ニアベイ条約』第 4 条に依拠したことが、正しい判断であ
ったかどうかについては、実は筆者にはよくわからない。『ニアベイ条約』に依拠するというこ
とは本条約を受諾しているという前提に立つ。ということは米国政府によるマカーの土地の収奪
も容認することになるからである。
当然のことであるが、米国政府はマカーのコククジラ捕鯨再開に向けて動き出す。1996 年の
第 48 回国際捕鯨委員会年次会議（英国、アバディーン）において、米国政府はマカーの捕鯨を
先住民生存捕鯨として承認するように要請、同年次会議では反対にあい、結局要請を取り下げ、
翌年に先送りとした（IWC 1997: 26−28）。
翌 1997 年の第 49 回国際捕鯨委員会年次会議（モナコ）において、マカーのコククジラ捕鯨
は、ロシアの先住民と米国の先住民双方に 5 年間で 620 頭のコククジラの捕殺枠を与えるという
形で先住民生存捕鯨として承認された（IWC 1998: 29−30）。この結果、国内法・国際法的にマカ
ーのコククジラ捕鯨の再開には何の障害物もなくなったのである。
米国政府はコククジラの捕殺枠との引き換えにより『ニアベイ条約』第 1 条に明記されている
収奪したマカーの旧居住地への権利の保証を得た。しかもそのコククジラは自然物でタダ。タダ
のものを取引材料として莫大な価値のある土地の権利を守ったのである。
一方、マカーは条約第 4 条に明記されている捕鯨の権利は保障されたが、そのかわりに条約第
1 条に謳われている旧居住地の米国政府への譲渡を追認したことになる。コククジラの捕殺枠
（という不渡りになるかもしれない約束手形）との引き換えに永久に失ったものは大きいのかも
しれない。

2. 3. 1999 年 5 月 17 日午前 6 時 54 分とその後
伝統的にマカー捕鯨はロングハウス内に居住する一族関係者の長（首長）が銛手となり、彼の
指揮監督下で実施されていた（1. 2., 1. 3. 参照）。従って、マカー捕鯨の伝統に忠実であろうと
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するならば、再開後の捕鯨は一族ごとに実施されるべきであった。しかしながら、捕鯨再開に向
けて部族協議会が高性能銃ほか捕鯨道具、ボートの燃料費・維持管理費などを負担し、また米国
政府がマカー関係者の国際捕鯨委員会年次会議の参加費、鯨の人道的捕殺方法の開発費、マカー
のための生物学者の人件費などに財政支援（1996 年から 1998 年までの 3 年間、計 36 万ドル）
を行ったことなどもあって、再開 1 頭目の捕殺は各一族からの選抜メンバーによるマカー全体の
企てとして実施された21）。
ある一族だけの捕鯨であるならば、誰が銛手を務めるかなどの問題は生じない。銛手の血を受
継ぐ者が銛手を務めるだけである。ところが、複数の一族が同じ捕鯨カヌーに乗るとなると話し
は複雑になる。捕鯨は伝統的に首長階級によって実施されてきた。マカー社会において鯨捕りは
エリートであった。エリートの中のエリート、首長の中の首長、銛手の中の銛手は誰であるか。
これを決めなければならないのである。
結局、鯨捕りの直接の子孫であり、1980 年代に偶然漁網に鯨を引っ掛けたことのある人物 W.
J.（48 歳、1999 年当時）がキャプテンに、曽祖父が鯨捕りであり、祖母側も鯨捕りであった人物
T. P.（36 歳、同）が銛手として選ばれた。捕鯨クルーの中にリーダーが 2 人という本来ならば
ありえない決定であった。しかもこの 2 人はお互いを信頼していないだけでなく、軽蔑してい
た。さすがに、呉越同舟というわけにはいかず、W. J. は鯨を仕留める銃撃手を運ぶサポート・
ボートに乗ることになった（Dougherty 2001）。
捕鯨クルーになるためには、外洋で泳ぐことがきること、麻薬・アルコール検査で陰性である
こと、陸上およびカヌー上でのライフル射撃技術を持っていること、陸上およびカヌー上での銛
打ち技術を持っていることなど（Sullivan 2000: 202）、厳しい肉体的・精神的鍛錬が要求されて
いた。これらに加えて、捕鯨のリーダーである 2 人は個人的に捕鯨再開に向けて知的探求をも重
ねた。
W. J. は博物館関係者から手渡されたマカーの歴史および捕鯨方法について書かれた民族誌を
読み、伝統的な捕鯨時におけるカヌー内での座席位置図を常に手元に置いていた（Sullivan 2000:
201）。一方、T. P. もエドワード・サピアの捕鯨に関する著作を読み、彼が知らなかった情報、
年長者からは受継がなかった情報を入手していた（Coté 2010: 11）。先人たちの偉業を現在に受
け継ぎ、将来に引き渡そうとするエリートたちの努力であった。
最終的にリーダー 2 人の間に当面の妥協が成立し、動物権運動家によってマカーに向けられた
憎悪のおかげで捕鯨クルー間の結束力も高まり（Dougherty 2001; van Ginkel 2004: 66）、1999 年
5 月 17 日午前 6 時 54 分、W. J. および T. P. に率いられたマカーの捕鯨クルーは 1920 年代後半
以来 70 数年振りにコククジラ 1 頭の捕殺に成功したのであった。
本稿の冒頭で述べたように、マカーの捕鯨クルーは禁酒していたため捕鯨に成功し、反捕鯨団
体のメンバーは飲みすぎて酔いつぶれていたため捕鯨の阻止に失敗したのであった。この話や
W. J. と T. P. の反目など、捕鯨成功の裏にはあか抜けていない人間劇があったのである。
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その日の朝、1200 余名のマカーは成功した捕鯨のテレビ中継を視聴し、その日の午後、1400
余名のマカーはニアベイのフロント・ビーチにおいて捕殺された鯨を歓迎した。陸揚げされたコ
ククジラは、アラスカを訪れて鯨の解体方法を学んできたマカーによって、1 人のアラスカ先住
民の手助けを受けながら、解体されたのであった（Renker 2012: 47）。
そのコククジラからは鯨肉と脂皮が合わせて 7000 ポンド［3178 kg］生産され、おおよそ 1000
ポンド［454 kg］の鯨肉と 3500 ポンド［1589 kg］の脂皮がコミュニティ内に分配された（Firestone
and Lilley 2005: 186）。鯨食文化とシェアリングの精神が現在まで綿々と受継がれてきていたの
であった。
5 月 22 日、マカーは歴史的な出来事の栄誉を称え、彼らに協力してくれた人々に感謝するた
めに盛大なポトラッチを開催、3000 人以上もの人々がこの祝典を共有するためにニアベイにや
ってきた。マカーはサケ、オヒョウ、二枚貝、カキ料理で訪問客をもてなし、過去 70 年間で初
めて鯨がメイン料理となった。鯨肉はフライパンやオーブン、あるいは直火で焼かれ、脂皮は調
理され、あるいは生で提供された（Coté 2010: 202）。鯨料理を共食することにより、捕鯨民マカ
ーの復活が捕鯨文化を共有する人々の間で体感されたのであった。
2001 年 12 月に実施されたマカーの世帯アンケート（N＝159、全世帯数の約 3 分の 1）によれ
ば、回答者の 95.6％ は捕鯨の再開を支持し、96.2％ は捕鯨はマカーにとって良い影響を与えた
と信じ、91.2％ は将来、鯨産物をもっと多く利用したいとしている（Renker 2012: 68−69）。捕鯨
の成功により捕鯨民としてのアイデンティティが再確認され、マカー文化が活性化されたと言っ
てもよいであろう。その日以降、マカー語のクラスに出席する若者が増加したと後に報告されて
いる22）。
マカーおよび捕鯨文化を共有する人々にとって捕鯨の成功は歓迎すべき吉事であった。これに
対して、捕鯨に反対する人々、鯨を食料とは考えない人々にとって鯨の捕殺は嫌悪すべき凶事で
あった。保留地外にある公立学校において 13 歳のマカー少年が「成長したならば、年長のイト
コのように鯨捕りになりたい」と語り、他の生徒からいじめを受けた（Marker 2006: 488）。いじ
めは序章に過ぎなかった。その日以降、北米中でインディアンに対して広範囲の攻撃が引き起こ
され、特にピュージェット湾岸一帯では 1970 年代の漁業紛争以来23）、最悪のインディアン＝白
人関係となったと言われている（Marker 2006: 482）。
鯨類偏愛者たちは、海上での捕鯨妨害行為と並行して法廷においても捕鯨阻止活動を繰り広げ
てきた。2 頭目の捕殺阻止をめざして彼らは法廷闘争を強化していく。それは次章において取り
上げる。

3．マカー捕鯨の課題

3. 1. マカー捕鯨差し止め訴訟（1）：前史
法廷を舞台にしたマカー捕鯨への妨害活動は 1997 年に始まった。
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1997 年 10 月 17 日、メトカーフ下院議員（ワシントン州選出、共和党）ほか環境保護団体な
どが国立海洋保護区内およびその近辺での捕鯨の実施はいくつかの環境法に違反しており、米国
政府は法によって必要とされている捕鯨の環境に与える影響についての十分な検討を実施してい
ないとして、捕鯨の差し止めを求める訴訟を連邦地裁に起こした24）。
本件訴訟の主唱者メトカーフ下院議員は、ネイティブ・アメリカンの条約上の権利は一般市民
に認められていない特別な権利だとして、それらの権利の撤廃を求めて長年闘ってきた人物であ
る25）。自らの食料ために 7 歳からライフル銃を撃ち始め、最初の仕事はアライグマを撃ってその
毛皮を 3 ドルで売ることであったなど、狩猟と共に人生を歩んできた人物であるが、「私は猟師
だし、矛盾しているようだが、撃つべきではないいくらかの動物がいるように思う」と語り、な
ぜか鯨類を特別視しているのである26）。その矛盾はワシントン州内において自らが経営する民宿
（B & B）の宿泊客が、コククジラ、オルカを眺めて楽しんでいるのを長年見てきたため、ホエ
ール・ウォッチングの金銭的価値を熟知していることに起因するのかもしれない27）。
本件訴訟は 1998 年 9 月 21 日、原告敗訴で終わったが28）、原告側は上級審である第 9 連邦巡回
控訴裁（the Ninth Circuit Court of Appeals）に上訴、「捕鯨はシーカヤック愛好家、ホエール・ウ
ォッチング客の安全に著しい危険を与える」、「米国政府は必要とされている環境影響評価を実施
することなしに捕鯨の許可を与えた」などと主張した29）。
2000 年 6 月 9 日、第 9 連邦巡回控訴裁は、マカー捕鯨を容認するという米国政府の政策が環
境影響評価を歪めたかもしれないとして、環境影響評価の客観性について疑問を呈し、メトカー
フ議員らの訴えを認め、マカー捕鯨の差し止めと環境影響評価のやり直しを命じた30）。まずマカ
ー捕鯨が環境に与える影響について評価を行い、その結果に基づいて捕鯨の是非を判断せよとい
うのが控訴裁の見解であった。
控訴裁判決は行政手続き上からは正しい判断であるが、実際の履行は難しい。米国政府が政策
的にマカー捕鯨を容認しないのであるならば、多額の公金を用いて環境影響調査を実施する必要
はない。法制度面から捕鯨を容認できない理由を導き出せばよいからである。環境影響評価は一
般的には政策実施を前提として（それにお墨付きを与えるために）行われるものなのである。
この判決以前の 2000 年漁期、マカーは 9 回出漁し、7 度銛打ちを試みるも捕殺には失敗して
いたが31）、判決を受けて、新環境影響評価が公表されるまでマカー捕鯨は再び一時停止されるこ
とになった。

2001 年 7 月 14 日、海洋漁業局は控訴裁によって命じられた新しい環境影響評価を公表した。
1997 年公表の旧環境影響評価においては、捕鯨はコククジラの春と秋の回遊期に太平洋岸側だ
けで認められていたが、新評価ではそのような制限はなくなり、いつでもどこでも可能となり、
波静かなフンデフカ海峡でも実施可能となった32）。マカーにとっては非常に有利な環境影響評価
となったが、鯨類偏愛者たちがこの新評価をすんなり受け入れるはずはない。この新評価をめぐ
って、マカー捕鯨差し止め訴訟の第二幕が切って落とされたのである。
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2002 年 1 月 10 日、海洋漁業局の環境影響評価を不十分と考える動物福祉団体の連合体がマカ
ーの捕鯨の権原に異議を申し立て、より包括的な環境影響評価の実施を求める訴訟を連邦地裁に
起こした33）。さらに同連合体は 4 月 15 日、マカーによる春漁期のコククジラ捕鯨を阻止すべく
連邦地裁に対して捕鯨の差し止め命令を求めて提訴34）、引き続き 5 月 1 日、マカー捕鯨の一時差
し止めを求める緊急要求を連邦地裁に提訴した35）。
4 か月間に反マカー捕鯨訴訟の 3 連発。2002 年春漁期を間近に控えて、鯨類偏愛者たちの危機
感は高まったのであろうが、その執拗さは先住民の条約上の権利よりも鯨類を優先する彼らの偏
向ぶりを見事に物語っているのである。
これら 3 件の訴訟に対して、連邦地裁は 5 月 3 日にマカー捕鯨の 10 日間の一時差し止めを認
36）、改めて 5 月 17 日にマカーの条約上の権利が優先する
めたうえで（5 月 1 日提訴分への判決）

ので、原告側に実質的に勝ち目はないとの理由によりマカー捕鯨の差し止め請求を棄却した（4
37）。このマカー捕鯨差し止め請求棄却判決に対して、原告は 5 月 30 日、
月 15 日提訴分への判決）

第 9 連邦巡回控訴裁に上訴38）、控訴裁も 6 月 7 日、差し止め請求を棄却した39）。
差し止め請求騒動が一息ついた 8 月 8 日、連邦地裁は動物福祉団体の連合体による 1 月 10 日
の訴えについて、マカー捕鯨の環境への影響に対する米国政府の評価は恣意的で信用できないと
する原告の主張は証明できていないとの理由により原告の訴えを退けた40）。
これに対して、2002 年 12 月 20 日、動物福祉団体の連合体の上訴を受けた第 9 連邦巡回控訴
裁は連邦地裁の判決を破棄、海洋漁業局に対して『環境政策法』（National Environmental Policy
Act）に基づくより厳格な「環境衝撃度報告書」の作成およびそれが完成するまでのマカー捕鯨
の差し止めを命じ、またマカーの条約上の捕鯨の権利は『海洋哺乳類保護法』（Marine Mammal
Protection Act）の精査を免除するものではないとした（Coté 2010: 176−177）。
本件第 9 連邦巡回控訴裁判決に対して、マカーと米国政府は第 9 連邦巡回控訴裁に対して 2 度
にわたって再審請求を行ったが、2003 年 11 月 26 日と 2004 年 6 月 7 日にそれぞれ棄却され
た41）。この結果、マカーと米国政府にとって残された道は二つとなった。連邦最高裁に上訴する
か、あるいは第 9 連邦巡回控訴裁判決を受け入れてその手続きに従うかである42）。普通ならば連
邦最高裁に上訴すべきであるが、当時の連邦最高裁は非常に保守的であり、上訴すれば条約上の
権利を一層損なうことも考えられたので、マカーと米国政府は控訴裁判決を甘受したのであった
（Coté 2010: 182）。
2000 年 6 月 9 日の第 9 連邦巡回控訴裁の判決はマカー捕鯨にかかる行政手続き上の瑕疵を指
摘したものであったが、今回の判決はマカー捕鯨の本質にかかわるものである。以下、詳しくこ
の判決をみていくことにする。

3. 2. マカー捕鯨差し止め訴訟（2）：第 9 連邦巡回控訴裁判判決（2002 年 12 月 20 日）
第 9 連邦巡回控訴裁がマカー捕鯨実施の前に法的に必要と命じたのは、上述のとおり次の 2 点
である。1）『環境政策法』に基づく「環境衝撃度報告書」の作成、2）『海洋哺乳類保護法』に基
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づく海洋哺乳類捕殺のための適用除外申請および許可書の取得、である43）。
これら 2 点を検討する前に『ニアベイ条約』と判決との関係を取り上げる。マカーは 1855 年
に締約され、1859 年に批准、公布された『ニアベイ条約』第 1 条において「現在の居住地域の
権利を放棄して、米国政府に割譲」するかわりに第 4 条において「慣例的、習慣的に利用してき
た地域、場所での捕鯨の権利が保障」されていた（2. 1. 参照）。後に制定された『環境政策法』
および『海洋哺乳類保護法』によって「後出しジャンケン」のように条約上の権利に制限を課す
のは公正さを欠く。
連邦最高裁はインディアン諸部族関連条約について以下の 4 解釈基準を打ち立てている。1）条
約はインディアンからの権利の下賜である。2）裁判所は条約締約時に部族民が理解していたよう
なやり方で条約を解釈すべきである。3）曖昧な言葉、周囲の状況は部族側に有利になるように解
釈すべきである。4）条約は部族の利益のためになされたと伝えられているので、一般的にはその
保護目的を達成するために部族側に有利になるよう、字句にとらわれずに解釈されるべきである
（Roghair 2005: 198）。
これらの解釈基準を踏まえた上で『ニアベイ条約』を読めば、マカーは土地所有権以上に捕鯨
の権利を重視していたことがよく理解できるのである。元来、米国の土地は先住民に帰属してい
たはずである。その土地を後からやってきた白人にマカーが捕鯨権の保障との交換により下賜し
たのである。第 9 回連邦巡回控訴裁は条約上の捕鯨権を最大限尊重すべきであった。環境保護・
鯨類保護という現代米国西海岸の文脈で条約上の捕鯨権を解釈（あるいは無視）したのは大きな
誤りであった。

『環境政策法』の規定によれば、より詳細な「環境衝撃度報告書」が必要かどうかを決定する
ためにはまず「環境影響評価」（Environmental Assessment）が準備される必要があり、その「環
境影響評価」が提案されている活動と代替案の環境への影響を考察、「環境衝撃度報告書」が必
要か、それとも著しい衝撃はないとの勧告を行う手順となっている（Coté 2010: 173）。
この規定に従って、海洋漁業局は「環境影響評価」を実施し、マカー捕鯨の北太平洋東資源
（カリフォルニア系群）コククジラに与える衝撃度は著しくはないと判断したが、第 9 連邦巡回
控訴裁は「本件訴訟において、マカー捕鯨のカリフォルニア系群コククジラ全体の生息数に対す
る衝撃度は著しくはないとする環境影響評価の結論について不一致はない。議論になっているの
は、マカーが捕殺を望んでいる海域における『太平洋岸摂餌集合体』
（Pacific Coast Feeding Aggregation: PCFA）コククジラの生息数へのありうる衝撃度についてである」とし、このことについ
ては「環境衝撃度報告書」によって分析される必要があると判断したのであった（Coté 2010:
173）。
捕鯨実施が十分可能である資源上強固な系群を細分化し、小さな亜系群を作り出すことによっ
て捕鯨の小集団への影響を過度に強調し、捕鯨を実施させないようにするのが反捕鯨＝鯨類学者
たちの戦術である。例えば、日本が小型沿岸捕鯨の再開を希望している北西太平洋のミンククジ
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ラに関して、従来から存在が知られていた日本海・黄海・東シナ海系群（O 系群）とオホーツ
ク海・西太平洋系群（J 系群）に加えて、北太平洋の沖合に別の系群（W 系群）と亜系群の存在
の可能性を指摘するのである（宮下・岡村 2010: 2）。別系群や亜系群の存在の可能性という科
学的不確実性が増加すれば、その解明のために時間がかかり、捕殺枠の算出は先延ばしされるの
である。
北太平洋東資源（カリフォルニア系群）コククジラの 2006/2007 年推計生息数は 2 万 110 頭で
ある（IWC 2009: 16）。この資源から 5 年間で最大 20 頭（ロシア側先住民の捕殺分を含めれば最
大 620 頭）捕殺したとしても、資源全体には影響を与えない。それは第 9 連邦巡回控訴裁判決も
認めている。仮に PCFA コククジラが存在するとしても、太平洋岸で捕殺されるコククジラは
捕殺されて遺伝子解析がなされる前にそれが PCFA コククジラか、それとも PCFA ではない北
太平洋東資源（カリフォルニア系群）コククジラはわからない。そもそも現存している PCFA
コククジラは 19 世紀半ばから 20 世紀初頭における商業捕鯨船（者）による乱獲（約 1 万数千頭
捕殺）から生き延びたコククジラの子孫である（1. 4. 参照）。そうだとするならば、5 年間に 20
頭程度のマカー捕鯨が PCFA コククジラに多少の影響を与えたとしても、資源上は問題がない
はずである。第 9 連邦巡回控訴裁が命じた「環境衝撃度報告書」の作成は捕鯨阻止を狙う動物福
祉団体などの時間稼ぎに役立つだけである。不必要な判断であった。

『海洋哺乳類保護法』が 1994 年に修正された時、「本法律は米国政府とインディアン諸部族と
の間のどのような条約を変更するものでも、変更を意図するものでもない」44）ということが注記
されている。従って、『ニアベイ条約』第 4 条に明記されているマカーの捕鯨権は『海洋哺乳類
保護法』によって制限を受けないと解釈すべきであるが、第 9 連邦巡回控訴裁はマカーの歴史的
な捕鯨権を環境保護・鯨類保護という現在の文脈で読み直し、鯨類保護を主意とする『海洋哺乳
類保護法』を『ニアベイ条約』に優先させているのである。
一般的には時代と共に法解釈も変わりうるものであるが、基本的人権の尊重のように変えては
ならないものもある。『ニアベイ条約』は連邦最高裁の解釈基準にあるようにマカーが米国政府
に下賜したものである。従って、マカーが条約を破棄しない限り、米国政府は条約を最大限尊重
しなければならないのである。米国政府はそのことを理解しているので（もちろん米国政府にと
っては条約第 1 条が重要であるが）、反捕鯨国でありながらマカー捕鯨の実現に向けて努力して
きたのである。1999 年の 1 頭捕殺も米国政府の全面的な協力があったからこそ実現できたので
ある。その枠組みを根本から覆そうとする第 9 連邦巡回控訴裁判決は『環境政策法』、『海洋哺乳
類保護法』を濫用したと言わざるをえないのである。

3. 3. マカーの逆襲
2005 年 2 月、マカーはその捕鯨に関して海洋漁業局に対して『海洋哺乳類保護法』に基づく
適用除外申請を提出、海洋漁業局は適用除外申請を受理した後、「環境衝撃度報告書」の準備を
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始めた45）。「環境衝撃度報告書」の準備には複雑な過程が伴い、完成するまでしばしば 2 年、あ
るいはそれ以上かかると言われている（Renker 2012: 59）。米国政府（の役人）は法律に基づき
粛々と事務手続きを進めるだけである。次もまた裁判所から行政手続き上の瑕疵を指摘されるこ
とはあってならない。より慎重になるのも理解できないわけではない。しかし、待つ身のマカー
はたまらない。期限が示されていたならば、多少の我慢もできるが、無期限ではストレスが溜ま
る。このような状態が長く続くはずはない。ついに事件は起こった。
2007 年 9 月 8 日、1999 年 5 月にコククジラ 1 頭を捕殺した W. J. と T. P.（2. 3. 参照）ほか 5
人のマカーが法的手続きを経ずにコククジラへの銛打ち、銃撃を敢行したのである46）。それは、
「条約によって特別に留保されているマカーの歴史的な権利に対する米国政府の終わりなき官僚
47）の表れであった。捕鯨に参加した W. J.
的妨害へのマカーの欲求不満が限界まで達したこと」

の声明、「私たちは、米国政府が私たちの捕鯨の権利を保証している条約上の責任を果たすこと
を前回の捕鯨から 8 年間も待ってきた。［中略］もし米国政府が条約上の権利を支持したくない
48）［下線筆者］は正当な主張である。彼らがとらざる
のであるならば、私たちの土地を返せ！」

を得なかった多少過激であったかもしれない意思表示について、心情的には十分理解できるので
ある。
W. J. と T. P. ほか 5 人のマカーは同年 10 月 4 日、連邦軽犯罪違反の容疑で起訴された。連邦
法で有罪となれば、彼らは懲役 1 年、罰金 10 万ドルまでが科される49）。
本件裁判は 2008 年 6 月 30 日に判決が言い渡された。連邦検事との司法取引に応じ、有罪を認
めた T. P. ほか 3 人には 100〜150 時間の地域奉仕活動と 2 年間の保護観察処分、司法取引に応
じず、無罪を主張した 2 人のうち W. J. には懲役 5 か月および 1 年間の保護観察処分と地域奉仕
活動、もう 1 人には懲役 90 日および 1 年間の保護観察処分と地域奉仕活動が言い渡された。連
邦検事との司法取引に応じなかった 2 人に対する求刑は懲役 60 日であったが、連邦判事は 2 人
を事件の首謀者として求刑よりも重い刑罰を科した。さらに 5 人には罰金 25 ドルから 50 ドルが
科せられた。連邦判事によれば、高額の罰金を科しても払えないのでこの額としたとのことであ
った50）。
5 人には最高で懲役 1 年、罰金 10 万ドルが科される可能性があった。有罪を認めなかった 2
人には検事の求刑よりも重い懲役を科し、罰金は全員に極めて小額。判事によれば、納付可能額
を勘案しての罰金であるが、その金額の低さ自体が先住民の経済的苦境を物語っている。白人支
配階級（連邦検事）の言うことを聞けば、多少のお目こぼしはあるが、異議を申し立てれば封殺
する。白人と先住民の支配−被支配の関係は 150 年前のニアベイ条約締約時とほとんど変わって
いないのである。そのことを如実に示した判決であった。

4．お わ り に

2008 年 5 月 6 日、海洋漁業局は 900 頁に及ぶ「環境衝撃度報告書」の草案を公表、パブリッ
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ク・コメントの募集を開始した（Coté 2010: 189−190）。しかしながら、同報告書は完成には至ら
ず、本稿の冒頭で述べたように 2012 年 5 月 21 日、海洋漁業局は同報告書草案の破棄および新草
案作成に向けて現在考慮中のマカー捕鯨の実施形態にかかる予備的代替案へのパブリック・コメ
ントの募集を官報に告知した51）。過去 4 年間の作業（マカーによる『海洋哺乳類保護法』に基づ
く同法の適用除外申請からは 7 年以上になる）は何であったのだろうか。
海洋漁業局の上級官庁にあたる大気海洋庁（National Oceanic and Atmospheric Administration）
の報道官によれば、「新草案は多分 2013 年までには完成しないであろう」とのことであった52）。
新草案が完成したとしても、またパブリック・コメントの募集が始まる。それに対応して「環境
衝撃度報告書」が完成したとしても、その先どうなるかについて筆者には予想がつかない53）。そ
もそも『海洋哺乳類保護法』による適用除外を勝ち取った先例はない54）。たとえ、適用除外第 1
号となったとしても、また鯨類偏愛者たちによる訴訟が繰り返されるであろう。
捕鯨文化の擁護継承の立場から捕鯨文化の比較研究に従事する筆者としては、マカー捕鯨の
再々開に資する手立てを考えたいのであるが、現状では八方塞がりである。米国政府は一時期、
漂着動物に関する規制を緩和したことがあった。2001 年夏、マカー保留地内に 1 頭の鯨が流れ
着き、その鯨は解体され、鯨産物は 100 軒以上の世帯に分配された（Renker 2012: 28）。当面は
「環境衝撃度報告書」の完成に向けての事務手続きの進行を見守りながら、米国政府に対して漂
着鯨、座礁鯨、混獲鯨に関する再度の規制緩和を要請していくしかないのかもしれない。我慢で
ある。
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１６）Peggy Andersen,

Whale-Hunt Foes Exit Neah Bay; Talks Planned.

Seattle Times, November 19, 1998.

‹http://community.seattletimes.nwsource.com/archive/?date=19981119&slug=2784333› Accessed August 13,
2012.
１７）The Makah Nation, Makah Whaling: Questions and Answers, 13. Do All Tribal Members Support the Plan
to Resume Whaling? ‹http://www.makah.com/whales.htm› Accessed January 6, 2001.
１８）2007 年の調査によれば、保留地に住むマカー 1 人当たりの年収は 1 万 1030 ドル、これに対して他の
米国人 1 人当たりの年収は 2 万 1587 ドルであった（Renker 2012: 62）
。
１９）Paula Bock, The Accidental Whale−A Makah Fisherman Casts for a Long Submerged Treaty Right and Incidentally Nets a Whale. Seattle Times, November 26, 1995. ‹http://community.seattletimes.nwsource.com/archive/?date=19951126&slug=2154422› Accessed August 13, 2012.
２０）The Makah Nation, Makah Whaling: Questions and Answers, 2. Why Does the Tribe Want to Do This?
‹http://www.makah.com/whales.htm› Accessed January 6, 2001.
２１）Lynda V. Mapes, Makah Leaders Say More Pressing Needs Than Whale Hunts Face Their People.

Seattle

Times, April 15, 2002. ‹http://community.seattletimes.nwsource.com/archive/?date=20020415&slug=makah15m›
Accessed August 14, 2012.
２２）Paul Shukovsky and Mike Barber,

‘Resident’ Gray Whales Now Fair Game for Makah.

Seattle Post-

Intelligencer, July 14, 2001. ‹http://seattlep−i.nwsource.com/local/31319_makah14.shtml› Accessed July 23,
2001.
２３）1974 年、連邦判事ジョージ・ボルトは『エリオット岬条約』
（the Treaty of Point Elliot）によって、ピ
ュージェット湾一帯の部族はサケ資源の 50％ の権利を有しているとの判決を下し、この判決が白人
漁業関係者から部族民に対する攻撃を引き起こした（Marker 2006: 503 note 1; 藤田 2012: 231, 572−573
参照）
。
２４）AP, Metcalf Files Suit against Makah Whale Hunt. Seattle Times, October 18, 1997. ‹http://community.seat-

― １７２ ―

tletimes.nwsource.com/archive/?date=19971018&slug=2566796› Accessed August 16, 2012.
２５）注 24）参照。
２６）Danny Westneat, Washington’s 19th-Century Man−Jack Metcalf’s Days in Congress Are Numbered, Along
with the Spirit of an Older Northwest.

Seattle Times, September 5, 1999. ‹http://community.seattletimes.

nwsource.com/archive/?date=19990905&slug=2981040› Accessed August 16, 2012.
２７）注 24）参照。
２８）Peggy Anderson, Makah Whaling Plan Is Given Go-Ahead from Federal Judge−Lawsuit Challenged Tribe’s
First Hunt in Over 70 Years.

Seattle Times, September 22, 1998. ‹http://community.seattletimes.nwsource.

com/archive/?date=19980922&slug=2773511› Accessed August 16, 2012.
２９）Ross Anderson, Lawyers Spar in Court over Makah Whaling.

Seattle Times, February 8, 2000. ‹http://com-

munity.seattletimes.nwsource.com/archive/?date=20000208&slug=4003681› Accessed August 16, 2012.
３０）Hal Bernton and Lynda V. Mapes, Court Voids Approval of Makah Whale Hunt.

Seattle Times, June 10,

2000. ‹http://community.seattletimes.nwsource.com/archive/?date=20000610&slug=4026007› Accessed August
13, 2012; Mike Barber, Sam Skolnik and Paul Shukovsky,

Makah Whaling Decision Reversed-But Court

Ruling May Not Stop Hunting. Seattle Post-Intelligencer, June 10, 2000. ‹http://seattlep−i.nwsource.com/local
/makah10.shtml› Accessed January 6, 2001.
３１）注 30）Hal Bernton and Lynda V. Mapes の文章による。
３２）注 22）参照。
３３）Elizabeth Murtaugh, Groups Sue in Bid to Stop Whale Hunts. Seattle Times, January 11, 2002. ‹http://community.seattletimes.nwsource.com/archive/?date=20020111&slug=makah11m› Accessed August 16, 2012.
３４）Hal Bernton, Injunction Is Sought to Halt Tribe’s Spring Hunt.

Seattle Times, April 16, 2002. ‹http://com-

munity.seattletimes.nwsource.com/archive/?date=20020416&slug=ruling16m› Accessed August 16, 2012.
３５）Elizabeth Murtaugh Activists Ask Judge to Block Whale Hunt. Seattle Times, May 2, 2002. ‹http://community.seattletimes.nwsource.com/archive/?date=20020502&slug=makah02m› Accessed August 16, 2012.
３６）Elizabeth Murtaugh, Whale Hunting on Hold; Makah Ordered to Delay 10 Days.

Seattle Times, May 4,

2002. ‹http://community.seattletimes.nwsource.com/archive/?date=20020504&slug=makah04m› Accessed August 16, 2012.
３７）Peggy Anderson, Attempt to Stop Whaling Rejected: Judge Rules against Bid to Block Makahs.

Seattle

Times, May 18, 2002. ‹http://community.seattletimes.nwsource.com/archive/?date=20020518&slug=makah18m›
Accessed August 16, 2012.
３８）The Associated Press, Activists Ask Court to Halt Whale Hunt. Seattle Times, June 1, 2002. ‹http://community.seattletimes.nwsource.com/archive/?date=20020601&slug=makah01m› Accessed August 16, 2012.
３９）David Fisher, Court Again Rejects Effort to Prevent Whale Hunt.

Seattle Post-Intelligencer, June 8, 2002.

‹http://seattlepi.nwsource.com/local/73855_makah08.shtml› Accessed February 1, 2003.
４０）The Associated Press, Makahs Can Resume Gray-Whale Hunting, Judge Rules.

Seattle Times, August 9,

2002. ‹http://community.seattletimes.nwsource.com/archive/?date=20020809&slug=makah09m› Accessed August 16, 2012.
４１）J. Patrick Coolican, Tribe Wants to Keep Whaling Despite Losing Court Appeal.

Seattle Times, December

2, 2003. ‹http://community.seattletimes.nwsource.com/archive/?date=20031202&slug=whales02m› Accessed
August 16, 2012; Lewis Kamb, Court Rebuffs Makah’s Appeal over Whaling.

Seattle Post-Intelligencer,

June 8, 2004. ‹http://www.seattlepi. com / default / article / Court − rebuffs − Makah − s − appeal − over − whaling −
1146681.php› Accessed August 16, 2012.
４２）注 41）Lewis Kamb の文章による。
４３）National Oceanic and Atmospheric Administration（NOAA）
, Chronology of Major Events Related to Makah
Tribal Whale Hunt. ‹http://www.nwr.noaa.gov/Marine−Mammals/Whales−Dolphins−Porpoise/Gray−Whales/

― １７３ ―

upload/Makah−Chronology.pdf.› Accessed May 11, 2012.
４４）Marine Mammal Protection Act of 1972 as Amended, 16 U.S.C. 1361 note. あわせて Coté（2010: 187−
188）
, Roghair（2005: 203）も参照のこと。
４５）注 43）および Renker（2012: 59）
。
４６）Lynda V. Mapes, Makah Tribe Officials Dismayed over Whale Kill; Whaler Captain Has No Regret. Seattle
Times, September 9, 2007. ‹http://seattletimes.nwsource.com/html/localnews/2003876639_webwhale09.html›
Accessed August 19, 2012; The Associated Press, Makah Leaders to Meet with Congressional Delegation.
Seattle Times, September 10, 2007. ‹http://seattletimes.nwsource.com/html/localnews/2003878034_webmakah
10m.html› Accessed August 19, 2012.
４７）Mike Lewis and Paul Shukovsky, Tribe Vows Prosecution for Killing of Whale.

Seattle Post-Intelligencer,

September 10, 2007. ‹http://seattlepi.nwsouece.com/local/331060_whale10.html› Accessed October 15, 2007.
４８）Seattle Times Staff, Makah Tribal Member in Illegal Hunt Issues Statement.

Seattle Times, September 14,

2007. ‹http://seattletimes.nwsource.com/html/nationworld/2003884700_webwhalestatement.html› Accessed July
5, 2012.
４９）Lynda V. Mapes, Grand Jury Indicts 5 Makahs in Illegal Whale Hunt.

Seattle Times, October 4, 2007.

‹http://seattletimes.nwsource.com/html/localnews/2003925167_webwhale04m.html› Accessed August 19, 2012.
５０）Lynda V. Mapes, 2 Makahs to Serve Time for Illegally Killing Whale.

Seattle Times, July 1, 2008. ‹http://

seattletimes.nwsource.com/html/localnews/2008026795_makah01m.html› Accessed May 21, 2012.
５１）注 4）参照。
５２）Paul Gottlieb, U. S. Halts Makah Whaling Study after Seven Years over ‘New Scientific Information’. Peninsula Daily News, May 23, 2012. ‹http://www.peninsuladailynews.com/article/20120523/NEWS/305239987/
us−halts−makah−whaling−study−after−seven−years−over−new−scientific› Accessed June 14, 2012.
５３）コートは本件にかかる法手続き過程を次のように説明している。第 9 連邦巡回控訴裁判決で確定され
た必要な手続きを終えた後、行政法判事が全ての書類を精査し、『海洋哺乳類保護法』と『環境政策
法』に従っているか否かを決定する。この手続きが終了後、判事は勧告を行い、第 9 連邦巡回控訴裁
がその勧告を受諾するか否かを決定する（Coté 2012: 191）
。
５４）Brad Wong, Mike Barber and Paul Shukovsky, Whale Dies after Shooting, Harpooning by Makah.

Seattle

Post-Intelligencer, September 9, 2007. ‹http://seattlepi.nwsouece.com/local/330946_whale08.html› Accessed
October 15, 2007.
文献
Arima, Eugene and Alan Hoover
2011

The Whaling People of the West Coast of Vancouver Island and Cape Flattery. Victoria, BC: Royal BC
Museum.

Collins, Cary C.
1996

Subsistence and Survival: The Makah Indian Reservation, 1855−1933. Pacific North Quarterly 87（ 4）:
180−193.

Colson, Elizabeth
1953

The Makah Indians: A Study of an Indian Tribe in Modern American Society. Manchester: Manchester
University Press.

Coté, Charlotte
2010

Spirits of Our Whaling Ancestors: Revitalizing Makah and Nuu-chah-nulth Traditions. Seattle and London: University of Washington Press.

D’Costa, Russel C.
2005

Reparations as a Basis for the Makah’s Right to Whale. Animal Law 12: 71−97.

― １７４ ―

Dougherty, John
2001

Resurrection: After a 70-year Hiatus and a Confrontation with the World, the Makah Tribe Resumes Its
Communion with the Gray Whale. SF Weekly, July 1, 2001. ‹http://www.sfweekly.com/content/printVersion/312202/› Accessed June 1, 2012.

Erikson, Patricia Pierce
1999

A-Whaling We Will Go: Encounters of Knowledge and Memory at the Makah Cultural and Research
Center. Cultural Anthropology 14（4）
: 556−583.

Firestone, Jeremy and Jonathan Lilley
2005

Aboriginal Subsistence Whaling and the Right to Practice and Revitalize Cultural Traditions and Customs. Journal of International Wildlife Law and Policy 8: 177−219.

藤田尚則
2012 『アメリカ・インディアン法研究（Ⅰ）
−インディアン政策史−』東京：北樹出版。
Gaard, Greta
2001

Tools for a Cross-Cultural Feminist Ethics: Exploring Ethical Contexts and Contents in the Makah Whale
Hunt. Hypatia 16（1）
: 1−26.

van Ginkel, Rob
2004

The Makah’s Whale Hunt and Leviathan’s Death: Reinventing Tradition and Disputing Authenticity in
the Age of Modernity. Etnofoor 17（1/2）
: 58−89.

浜口

尚

2005 「海の蛮人騒動記−シー・シェパードによる鯨・イルカ類追い込み漁仕切り網切断事件をめぐっ
て−」
『園田学園女子大学論文集』第 39 号、41−52 頁。
Henderson, David A.
1984

Nineteenth Century Gray Whaling: Grounds, Catches and Kills, Practices and Depletion of the Whale
Population. In Mary Lou Jones, Steven L. Swartz and Stephen Leatherwood（eds.）, The Gray Whale:
Eschrichtius robustus. Orland, FL: Academic Press, pp.159−186.

Huelsbeck, David R.
Whaling in Precontact Economy of the Central Northwest Coast. Arctic Anthropology 25（1）
: 1−15.

1988
石川

創

2011 『クジラは海の資源か神獣か』
（NHK ブックス 1172）東京：NHK 出版。
IWC（International Whaling Commission）
1997

Chairman’s Report of the Forty-Eighth Annual Meeting. Report of the International Whaling Commission 47: 17−55.

1998

Chairman’s Report of the Forty-Ninth Annual Meeting. Report of the International Whaling Commission
48: 17−51.
Chair’s Report of the 60th Annual Meeting. Annual Report of the International Whaling Commission

2009

2008: 5−46.
鎌田

遵

2009 『ネイティブ・アメリカン−先住民社会の現在−』
（岩波新書新赤版 1172）東京：岩波書店。
Marker, Michael
2006

After the Makah Whale Hunt: Indigenous Knowledge and Limits to Multicultural Discourse. Urban Education 41（5）
: 482−505.

MCRC（The Makah Cultural and Research Center）
1987

Portrait in Time: Photographs of the Makah by Samuel G. Morse, 1896−1903. Neah Bay, WA: The
Makah Cultural and Research Center.

― １７５ ―

Miller, Richard
1952

Neah Bay: The Makah in Transition. Pacific North Quarterly 43（4）
: 262−272.

宮下富夫・岡村

寛

2010 「ミンククジラ

オホーツク海−西太平洋」『平成 21 年度国際漁業資源の現況』水産庁・水産総

合研究センター、5 pp. ‹http://kokushi.job.affrc.go.hp/H21/H21_48.pdf› Accessed April 14, 2011.
大越健嗣
2008 「浮く鯨と沈む鯨−その分解過程から推定される異なった鯨骨生物群集の成立プロセス−」『海
洋』40（5）
: 311−316.
Pascua, Maria Parker
1991

Ozette: A Makah Village in 1491. National Geographic 180（4）
: 38−53.

Renker, Ann M.
2012

Whale Hunting and the Makah Tribe: A Needs Statement. IWC/64/ASW 4, 108 pp.

Roghair, David L.
2005

Anderson v. Evans: Will Makah Whaling under the Treaty of Neah Bay Survive the Ninth Circuit’s Application of the MMPA? Journal of Environmental Law and Litigation 20: 189−211.

Sepez, Jennifer
2008

Historical Ecology of Makah Subsistence Foraging Patterns. Journal of Ethnobiology 28（1）
: 111−134.

Sullivan, Robert
2000

A Whale Hunt: Two Years on the Olympic Peninsula with the Makah and Their Canoe. New York:
Scribner.

Swan, James G.
1870

The Indians of Cape Flattery, at the Entrance to the Strait of Fuca, Washington Territory. Washington
City: Smithsonian Institution（Kessinger Legacy Reprints）
.

Waterman, T. T.
1920

The Whaling Equipment of the Makah Indians. Seattle: University of Washington Press（Nabu Public Domain Reprints）
.

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

〔はまぐち

― １７６ ―

ひさし

文化人類学〕

園田学園女子大学論文集

第 47 号（2013. 1）

さくら染め布の染色性
──第 2 報

山口

抽出方法の違い──

律子1・清水

尚子2
1

園田学園女子大学 短期大学部
2
羽衣国際大学 人間生活学部

1．は じ め に

サクラは春を象徴する花として日本人には馴染みが深く、サクラに対する独特の思い入れがあ
り、日本の文化にも深く関わっている。サクラに関する色名や言葉は、古くから万葉集や古今和
歌集などに古くから使用されており、薄桜、灰桜、薄墨桜、桜萌黄、桜鼠などとして表現され当
時の美意識の高さがうかがえる1〜3）。
サクラは染料として、古くから茶色を染めるのに用いられたという。樹皮、幹材、緑葉のいず
れも銅媒染で赤みのある茶色が染まる3〜5）。しかし、草木染め愛好家の多くは、サクラを染料と
して染めようとするときには、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
染めたいと望んでいる。サクラを染料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、特定の染色方法が記されておらず、詳しい資料や研究の報告が少ない6〜9）。
また、近年、中学校、高等学校の家庭科において、小学校では家庭科と関連させた「総合的な
学習の時間」において、「染色」特に「草木染め」を教材化し、授業に取り入れようとしている
学校が増えている10〜15）。これは、現在の家庭科教育における被服分野の課題である「被服製作」
の意義を見いだしにくく、実習時間の確保も困難な状況を解決するための方策の一つとして考え
られており、「染色」が有効であると推奨されている。これ以外にも「環境を配慮する生活」を
も考え合わせた、通常、廃棄するもの（タマネギの皮、落葉など）・死蔵品（いただきものの白
いハンカチ）を活用した染色など環境教育・環境学習においても「草木染め」の教材化が検討さ
れている9）16）17）。身近な天然染料の利用は、染色に興味を持たせ、天然物の有効利用を通して、
資源や環境の視点で生活を捉える態度を養成することができると考えられている。
そこで、日本人が古くから馴れ親しんでいるサクラを用いた草木染めも、小学校・中学校・高
等学校の「家庭科」「総合的な学習の時間」「環境学習」などの学校教育に大いに有効な教材とな
りうると考える。
以上の事柄も考え合わせ、本研究の一貫した目的は、サクラを染料として、サクラの花のイメ
ージに相応し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
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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 報では、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した18）。
その結果、サクラの黄葉で染められた染色布は、紅葉で染められた染色布よりも赤みが強く染
色され、花のイメージに近いピンク系、ローズ系の赤い色に染めるには、黄葉の方がよいことが
わかった。また、落葉採取直後でも採取 6 か月後でも、染色布の色にほとんど差がみられず、採
取直後でなくても乾燥状態の黄葉を用いても有効であることがわかった。
本研究では、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
い色に染色する場合、サクラの色素であるアントシアンという色素が大きく関わっている19）と考
えられるため、花びらや果実、葉の草木染めでよくおこなわれる、麓ら20）のアントシアン色素の
染色方法が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染色に活用できない
か検討した。第 1 報の染色方法と大きく異なるところは、サクラの色素を一般的な水による煮出
し抽出ではなく、クエン酸による抽出で行う方法である。この抽出方法の違いが、さくら染め布
の染色性にどのような影響を及ぼすのかについて検討を行った。また、第 1 報の課題となった黄
色素の除去について、煮出し抽出とクエン酸抽出を組み合わせて抽出することにより、効果が得
られるかどうかを検討した。

2．実 験 方 法

2−1

クエン酸抽出による染色

2−1−1
試

基本条件
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 料 素 材：2010 年 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紅葉と黄葉
の生葉
色 素 抽 出 液：クエン酸 1％ 水溶液
助

剤：色素抽出液の 1％ の食塩

染 色 浴 比：1 : 100
色素抽出温度：19〜21℃
染 色 温 度：19〜21℃
2−1−2

紅葉、黄葉の色素抽出

紅葉、黄葉各々の色素抽出は、クエン酸抽出による染色に準じて、次に示す工程で行った。こ
のクエン酸による色素抽出方法をクエン酸抽出と呼ぶことにする。
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採取直後の生葉を水洗いし、新聞紙に拡げて一晩乾かし、翌日すぐに、よく洗浄した 500 ml
入りペットボトルに 360 ml のクエン酸 1％ 水溶液と 4.5 g の葉を入れ、ふたを閉めて 5〜7 時間
おきによく振り、葉の色素を抽出した。この液を濾過布でこして染液とした。抽出時間は、24
時間、48 時間、72 時間の 3 段階とした。なお、クエン酸 1％ 水溶液は pH 2.2〜2.3 であった。
2 回目のクエン酸抽出は、1 回目のクエン酸抽出で濾過布に残った葉を再び 500 ml 入りペット
ボトルに入れ、1 回目の抽出と同様に 360 ml のクエン酸 1％ 水溶液を加え、ふたを閉めて 5〜7
時間おきによく振り、168 時間の色素抽出を行った。この液が 2 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

今回の実験では、紅葉、黄葉各々の対繊維重量は 125％ o.w.f. で行った。すなわち 3.6 g の試
料布の重量の 125％ に相当する 4.5 g の染料（葉）を用いた。ここで「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。
染色はクエン酸抽出による染色に準じて、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よく洗浄した 500 ml 入りペットボトルに、色素を抽出したクエン酸抽出液（染液）と①の試
料布 1 枚を入れ、ふたを閉めて 5〜7 時間おきによく振りながら 24 時間の浸け染めをする。
③浸け染め途中の 12 時間後に、クエン酸抽出液 360 ml の 1％ の食塩 3.6 g を加えて溶かす。ア
ントシアン色素は＋（プラス）のイオン電荷を持っており、一方のシルクも酸性溶液中では＋
にイオン化しており、両者は反発することになるが、食塩が＋と−の両イオンを多量に持ち込
むので、＋イオン同士の反発力を弱め、アントシアン色素の染着効果を上げる20）。
④染色後の布を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。

以上の染色ではペットボトルを使用したが、この方法はかなりユニークで、紅花染めのような
温度を上げない染色には、非常に扱いやすく便利な方法であり、「環境を配慮する生活」をも考
え合わせた「家庭科」「総合的な学習の時間」「環境学習」などの学校教育に大いに有効な方法で
あると考える。

2−2

煮出し抽出による染色

2−2−1
試

基本条件
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 料 素 材：2010 年 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紅葉と黄葉
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の生葉
色 素 抽 出 液：水
染 色 浴 比：1 : 100
媒

染

剤：1％ ミョウバン水溶液

媒 染 浴 比：1 : 55
色素抽出温度：80〜90℃
染 色 温 度：80〜90℃
2−2−2

紅葉、黄葉の色素抽出

対繊維重量の葉 4.5 g 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 分間煮出し抽出した。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 分間煮出し抽出した。この液が 2 回目
の抽出液で、濾過布でこして染液とした。3 回目も 2 回目と同様に、濾過布に残った葉を再びボ
ールに入れ、煮出し抽出し濾過布でこして染液とした。この水による煮出し色素抽出方法を煮出
し抽出と呼ぶことにする。
2−2−3

染色工程

今回の実験では、紅葉、黄葉各々の対繊維重量は 125％ o.w.f. で行った。すなわち 3.6 g の試
料布の重量の 125％ に相当する 4.5 g の染料（葉）を用いた。
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。

2−3

混合抽出による染色

混合抽出による染色は、煮出し抽出とクエン酸抽出を組み合わせて抽出を行った。まず、抽出
時間については、煮出し抽出は 30 分とし、クエン酸抽出は 1 回目を 24 時間、2 回目は抽出液濃
度がかなり薄いのではないかと推測されたので 168 時間とした。また染色については、煮出し抽
出液の場合、上記の「2−2−3
3

染色工程」と同様に行い、クエン酸抽出液の場合、上記の「2−1−

染色工程」と同様に行った。
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2−4

測定

乾燥させた各染色布について、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 D 65 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。
L*値は明暗知覚の指標であり値が低いほど染着量が増加し、濃く染まっていることを示す。a*
値は、値が高いほど赤みが強いことを示し、b*値は、値が高いほど黄みが強いことを示す。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21）。
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22〜26）、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。

3．結果および考察

3−1

クエン酸抽出による抽出時間の影響

採取 1 日後の紅葉、黄葉のそれぞれについて、1 回目のクエン酸抽出液を染液として染めた染
色布のクエン酸抽出時間と L*・a*・b*・a*/
（a*＋b*）の各数値との関係を図 1〜図 4 に示す。
図 1 より、1 回目のクエン酸抽出液で染められた染色布の L*値は、どの抽出時間においても、
紅葉は 76 付近で、黄葉は 82 付近で、ほぼ一定の値を示した。紅葉は黄葉よりも L*値が低い値
となり、紅葉で染められた染色布のほうが濃色に染色されていることがわかる。麓ら20）のアント
シアン色素の染色方法では、クエン酸水溶液による抽出時間は 72 時間以上必要であるとされて
いるが、今回の 1 回目のクエン酸抽出液で染められた染色布の L*値が、どの抽出時間において
も、ほぼ一定の値を示したことから、クエン酸抽出時間は 24 時間で十分ではないかと考えられ
る。
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クエン酸抽出時間と L*の関係
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クエン酸抽出時間と a*の関係
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クエン酸抽出時間と b*の関係

図 2 より、1 回目のクエン酸抽出液で染められた染色布の a*値は、どの抽出時間においても、
紅葉は 8 付近で、黄葉は 5 付近で、ほぼ一定の値を示し、紅葉は黄葉よりもわずかに高い値とな
った。
図 3 より、1 回目のクエン酸抽出液で染められた染色布の b*値は、どの抽出時間においても、
紅葉も黄葉も 20 付近で、ほぼ一定の値を示し、b*値に関しては紅葉、黄葉の違いは見られなか
った。
図 4 より、1 回目のクエン酸抽出液で染められた染色布の a*/
（a*＋b*）値は、どの抽出時間に
おいても、紅葉は 0.29 付近で、黄葉は 0.20 付近で、ほぼ一定の値を示し、紅葉は黄葉よりも高
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い値となった。
ここで、これらの染色布の L*・a*・b*・a*/（a*＋b*）の各数値と、表 1 に示す、第 1 報で定
めた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適正範囲の指標と照らし合
わせて検討した。
表1

サクラの花のイメージに相応しい赤色の指標

L*

a*

b*

a*/
（a*＋b*）

62.85〜84.10

6.60〜15.88

4.80〜23.77

0.398〜0.580

その結果、L*値においては、紅葉も黄葉もどちらも適正範囲内にあり、a*値においては、紅
葉は適正範囲内にあるが、黄葉は適正範囲よりも低くなっている。b*値においては、紅葉も黄葉
もどちらも適正範囲内にあり、a*/
（a*＋b*）値においては、紅葉も黄葉もどちらも適正範囲より
も大幅に低くなっている。
これらの結果より、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、わずかに赤
みよりに染められてはいるが、紅葉、黄葉のどちらの染色布も a*/
（a*＋b*）値がかなり低いこと
から、かなり黄みの強い色に染色されていることがわかる。
この黄みの強い色に染色されているのは、サクラに存在するフラボノール系の黄色素の影響で
はないかと推測される。フラボノール系色素は紫外線調整機構であり、落葉に備え、減少してい
る19）と思われるが、クエン酸抽出では、赤色にかかわるアントシアン色素よりも黄色のフラボノ
ール系色素の方が、抽出されやすく、その抽出液で染められた染色布は黄みが強く表れるのでは
ないかと考えられる。
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3−2

混合抽出の効果

第 1 報で、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染めるためには、
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ということが、検討課
題となったことから、本研究では、古くからおこなわれている紅花染めのような染色方法をみつ
けることができないか検討した。
紅花染めというのは、平安時代よりおこなわれてきた染色方法である。紅花は黄色素と紅色素
をもち、黄色素は水に溶解しやすく、紅色素はアルカリ性の液に浸して初めて溶出する性質をも
っているため、紅花染めは、まず紅花を水に浸けて黄色素をできるだけ取り除き、その後の紅色
素で染色する27〜31）。
そこで、1 回目の煮出し抽出、1 回目のクエン酸抽出で、サクラの黄色成分をできるだけ取り
除くことができるのではないかと考え、2 回目以降の抽出液で染色された染色布に及ぼす抽出方
法の影響について検討した。
1 回目の抽出方法として煮出し抽出を行った結果を表 2 に、クエン酸抽出を行った結果を表 3
に示す。
表2

煮出し抽出が染色布に及ぼす影響

抽出方法
染
色
布 1 回目の抽出方法
2 回目の抽出方法

紅葉

黄葉

使用した染液

L*

a*

b*

a*/
（a*＋b*）

A

煮出し 30 分抽出

1 回目の抽出液

68.23

16.40

27.72

0.372

B

煮出し 30 分抽出 煮出し 30 分抽出

2 回目の抽出液

68.70

13.21

18.85

0.412

C

煮出し 30 分抽出 クエン酸 168 時間抽出 2 回目の抽出液

76.16

5.72

17.42

0.247

D

煮出し 30 分抽出

1 回目の抽出液

64.25

16.12

20.94

0.435

E

煮出し 30 分抽出 煮出し 30 分抽出

2 回目の抽出液

74.13

10.60

15.57

0.405

F

煮出し 30 分抽出 クエン酸 168 時間抽出 2 回目の抽出液

80.54

4.42

21.72

0.169

表3

クエン酸抽出が染色布に及ぼす影響

抽出方法
染
色
使用した染液
布 1 回目の抽出方法 2 回目の抽出方法 3 回目の抽出方法

紅葉

a*

b* a*/（a*＋b*）

G クエン酸24時間抽出

1 回目の抽出液 79.59 6.91 19.92

0.258

H クエン酸24時間抽出 煮出し 30 分抽出

2 回目の抽出液 73.26 3.75 25.11

0.130

I クエン酸24時間抽出 クエン酸 168 時間抽出

2 回目の抽出液 78.55 7.45 20.04

0.271

煮出し 30 分抽出 3 回目の抽出液 82.00 5.77 18.77

0.235

K クエン酸24時間抽出

1 回目の抽出液 82.11 4.92 20.67

0.192

L クエン酸24時間抽出 煮出し 30 分抽出

2 回目の抽出液 75.35 4.99 19.68

0.202

M クエン酸24時間抽出 クエン酸 168 時間抽出

2 回目の抽出液 79.80 6.40 20.83

0.235

煮出し 30 分抽出 3 回目の抽出液 82.89 5.92 15.23

0.280

J クエン酸24時間抽出 煮出し 30 分抽出

黄葉

L*

N クエン酸24時間抽出 煮出し 30 分抽出

― １８４ ―

表 2 より、2 回目の抽出液で染めた染色布が、1 回目の抽出液で染めた染色布よりも、a*/（a*
＋b*）値が高くなったのは、すなわち赤みが増したのは、紅葉で染めた染色布 B だけであった。
この染色布 B は、1 回目の煮出し抽出をした後、2 回目も煮出し抽出し、2 回目の抽出液で染
めた染色布である。
ここで、染色布 B の L*・a*・b*・a*/（a*＋b*）の各数値を表 1 のサクラの花のイメージに相
応しい赤色の指標の数値に照らし合わせてみると、すべて適正範囲内であった。
紅葉で染めた染色布 B は、1 回目の煮出し抽出で、サクラの黄色成分がある程度取り除かれ、
2 回目の煮出し抽出では、抽出液の黄色成分が減少した抽出液で染めることにより、染色布の赤
みが増したのではないかと考えられる。しかし、視覚的に見ると、紅花染めのような、染色布の
黄みを弱め、赤みを強めるきわだった効果はみられなかった。
また、1 回目の抽出方法として煮出し抽出を行った場合、紅葉においては 2 回目の抽出がクエ
ン酸抽出、黄葉においては 2 回目の抽出が煮出し抽出もクエン酸抽出も、2 回目の抽出液で染め
た染色布に対して、黄みを弱め、赤みを強める効果はみられなかった。
これらの結果より、1 回目の煮出し抽出は、サクラの黄色成分を減ずるきわだった効果がない
ということがわかった。
表 3 より、染色布 G、H、I、J、K、L、M、N の L*・a*・b*・a*/
（a*＋b*）の各数値を表 1 の
サクラの花のイメージに相応しい赤色の指標と照らし合わせてみると、すべて指標の適正範囲外
であった。またこれらの染色布の a*/
（a*＋b*）値がかなり低いことから、かなり黄みの強い色に
染色されていることがわかる。すなわち、1 回目の抽出方法としてクエン酸抽出を行った場合、
紅葉、黄葉のどちらにおいても、煮出し抽出であってもクエン酸抽出であっても、2 回目以降の
抽出液で染めた染色布に対して、黄みを弱め、赤みを強める効果はみられなかった。
これらの結果より、今回の実験方法では、1 回目のクエン酸抽出は、サクラの黄色成分を減ず
る効果がなく、紅花染めのようなきわだった黄色素の除去はできなかったが、次のステップに行
くための基礎データにはなるものと考える。
さらに、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がないか、または染色布に
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．ま

と

め

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した。
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、ローズ系の赤い色に染色す
る場合、サクラの色素であるアントシアン色素が大きく関わっていると考えられる。花びらや果
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実、葉の草木染めでよくおこなわれるアントシアン色素の染色方法は、第 1 報の染色方法と大き
く異なり、サクラの色素をクエン酸で抽出する方法である。この抽出方法の違いが、さくら染め
布の染色性にどのような影響を及ぼすのかについて検討を行った。
また、第 1 報の課題となった黄色成分の除去については、1 回目の煮出し抽出や 1 回目のクエ
ン酸抽出でサクラの黄色成分をできるだけ取り除くことができるのではないかと考え、その抽出
方法が、2 回目以降の抽出液で染色された染色布に及ぼす影響について検討した。
その結果、アントシアン色素の染色方法では、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、わずかに赤みよりに染められてはいるが、紅葉、黄葉のどちらの染色布も a*/
（a*
＋b*）値がかなり低いことから、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
ではなく、かなり黄みの強い色に染色されることがわかった。
また、黄色成分の除去については、1 回目の抽出方法が、煮出し抽出であっても、クエン酸抽
出であっても、2 回目以降の抽出液で染めた染色布に対して、紅花染めのような、黄みを弱め、
赤みを強めるきわだった効果はなかった。
従って、サクラの花のイメージに相応しい色に近づけるためには、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、さらに今後の検討課題となった。
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1

はじめに

ギデンズが提唱する「第三の道」すなわち社会投資国家は、ケインズ・ベヴァリッジに象徴さ
れる戦後福祉国家の限界を克服し、ネオリベラリズムによる負の遺産（貧困による社会的格差）

― １８９ ―

の解消を目的とする新たな国家ビジョンであった。それは人的資本への投資を特徴とする「将来
志向アプローチ」（future−oriented approach）であり、子どもへの積極的な投資が行われた。子ど
も投資が行われる社会哲学的根拠及びイギリスでの展開（児童貧困対策）を考察し、子ども社会
投資の意義と限界を明確にする。

2

子ども投資と社会投資国家

①子ども投資の社会哲学的根拠（1）
人的資本への投資を特徴とする「将来志向アプローチ」は、2000 年 3 月、リスボン会議で検
討された「新たなヨーロッパ社会民主主義モデル」に明確にされている。この新たなモデルが目
指すところは、知識集約的経済において、持続可能な「経済成長」（雇用促進）とより強固な
「社会連帯」（社会的包摂）を達成することである。人的資本への投資は、就労機会を高め経済成
長をもたらすだけでなく、社会的排除を予防し社会連帯を達成する手段として認識される。ここ
で興味深いのは、ベルギー社会保障・年金大臣ヴァンデンブロークがロールズの社会哲学（「正
義の二原理」）に言及したことである。ロールズの「格差原理」では、才能や能力など他者より
優越した資質（の分配）は、偶然（自然の恵み）によるものであり、個人の所有物ではなく「共
有資産」であるとされる。ところが格差原理は、事後的な資源の再分配に他ならない。そこでロ
ールズは事前的な資源の再分配を提案する。それが財産所有デモクラシーである。事前的資源分
配とは、生を規定する様々な偶然性、例えば生まれもった才能という自然的偶然性、家庭環境な
どの社会的偶然性などの予期しえぬ偶然性が及ぼす効果をできるかぎり緩和するための資源の分
配である。とりわけ「負の偶然性」は各人にとって運命的・宿命的なものであり、各人の責任を
問うことはできない。個人の責任を問う社会は、その前提条件をすなわち対等の立場でスタート
地点に立てるよう制度的な保障を必要とする。このように事前的資源分配は、個人の不利な条件
を是正するだけでなく、個人の潜在能力を開花させる機会を提供する。したがって、物的資本や
制度設計だけでなく人的資本に対する積極的な資源分配が必要となる。それが「事前的」である
ためには「幼少期」をターゲットにしなくてはならない。こうして子ども（その親も含む）投資
の社会哲学的根拠が明確にされる。

②子ども投資の社会的基盤：社会投資国家における人的資本への投資
子ども投資の社会的基盤となる「社会投資国家の理念」と「人的資本への投資」の意味を明確
にする。社会投資国家という理念（アプローチ）は労働党の社会正義委員会（Commission on Social Justice）で検討を重ねられてきた。1992 年に設置された当委員会は社会正義の視点から福祉
国家の近未来像を明らかにすること、すなわちサッチャー主義（新保守主義）に代わる新たなビ
ジョン（対抗軸）の構築を目的としていた。しかしケインズ／ベヴァリッジ的戦後福祉国家への
回帰は不可能であるという認識は明確であった（2）。当委員会の主張は、1994 年に提出された報
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告書『社会正義：国家再生のための戦略』（Social justice : strategies for national renewal）で明確
にされる。この報告書では、投資によって機会の平等を担保し、その機会を積極的に活用するこ
とが自助自律とされる。したがって、そのための条件整備と人的能力の開発（教育や訓練）が投
資サービスとして重視される（3）。戦後福祉国家では（所得）再分配制度の不備による格差の固定
化が不平等とされた。しかし報告書では（所得）再分配制度に依存して生活することが社会的排
除とされる。個人の自律的精神を育み、ライフチャンスを獲得できるよう支援し（人的資本への
投資）、生活困窮を未然に予防することが国家の役割となる。すなわち国家の役割は「セーフテ
ィーネット」から「スプリングボード」になる（4）。このように再分配的福祉権の後景化と併行し
て、人的資本への投資が積極的に主張されるようになった。

③子ども投資の社会的基盤：人的資本への投資と社会的排除
このような脈絡における人的資本へ投資は、社会的排除との関連で検討されると、留意を必要
とする。社会的排除という概念は、経済的状況から一元的に捉える貧困概念とは異なり、貧困状
態におかれる個人や世帯の社会関係に焦点が当てられる（5）。それは、貧困の原因を個人や世帯の
個別的要因ではなく社会的要因としてとして捉え、貧困対策としての社会政策の正当性を明確に
させる利点をもつ。しかし所得再分配による貧困対策は慎重に避けられる（6）。貧困状態そのもの
ではなく、排除のリスクを管理統制する当事者の能力と社会との関係に焦点が当てられる（7）。す
なわち、社会的排除分析の関心はミクロ・データに焦点が合わされ、排除されている当事者の属
性が集計される。社会的排除は社会集団が経験した過程すなわち階級の問題とは考えられない。
所得再分配へのコミットが慎重に避けられると、社会政策は逸脱した個人を包括的な価値観を代
表するコミュニティに包摂・参加させることを目指すことにもなりかねない（8）。自助自律を奨励
する新自由主義の補完的役割としてのコミュニティである。
このような危惧にはそれなりの根拠がある。前述した社会正義委員会は個人主義を肯定的に捉
えている。生活水準が向上し人々の欲望が解放され価値観が多様化する消費社会では、個人主義
や利己主義が蔓延するのは必然的結果であると認識する（9）。勿論、共同／連帯性を否定するので
はない。個人主義や利己主義を肯定しつつ連帯性や共同性を担保しようとする。個人のリスクを
放置するのではなく共同／連帯で管理すること、その場がコミュニティとなる。共同／連帯性の
前提に自律した個人がおかれる。その個人を支援する手段が教育や訓練（人的資本への投資）で
あり、リスク共同管理の場がコミュニティとなる。それは国家を起点に共同／連帯性を担保する
ケインズ・ベヴァリッジ的福祉国家とは異なり、個人を起点とするという意味でサプライサイド
的と言える（10）。但し、再分配的福祉権が後景化した脈絡では、人的資本への投資は個人の自助
自律を強調する新自由主義ときわめて親和的な関係におかれるだけでなく、「共通善」による共
同体への参画を重視する共同体主義とも同様な関係におかれる（11）ことにも留意が必要である。
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3

子ども投資のシティズンシップの変化：社会的権利モデルから社会投資モデルへ

マーシャルは、シティズンシップを市民的・政治的・社会的要素に分類し、それに関連する権
利を、市民的権利、政治的権利、社会的権利（social right）とした（12）。
社会的権利には、
「経済的福祉と安全の最小限を請求する権利」から「社会的資産を完全に分
かち合う権利」
「社会の標準的な水準に照らして文化的存在としての生活を送る権利」をふくめ
た、広範な経済的かつ福祉的権利が含まれる（13）。社会的権利の充実は、失業の発生を可能な限
り抑制する経済政策と、失業の影響を可能な限り縮小する社会保障を政策支柱とする福祉国家に
おいてのみ可能となる。これは戦後福祉国家の社会的権利に基づくシティズンシップであり、社
会投資に基づくシティズンシップと比較したのが図表である。

①社会的権利に基づくシティズンシップ
1945 年当時の社会的権利の構築は、1930 年代の大恐慌による破壊的状況の繰り返しを避ける
という社会的・政治的要請に国家が対応したものである。したがって「時間的展望」の焦点は常
に「過去」であり、「現在」は歴史的災難や危機が適切なマクロ経済政策によって回避された瞬
間となる。すべての国家は程度の差はあれケインズ政策を採用しており、それは経済的安定と社
会的連帯を達成できるものと信じられていた。またヨーロッパでは、社会は「階級社会」として
現われ、政治問題は階級を基盤としていた。生産をめぐる問題（労使関係）では、労働者の権利
／利益は組合を通じて、すなわち階級を基盤とする社会集団の権利／利益として現わされてい
た（14）。国家の役割は、①完全雇用が可能となる経済政策、②市場の結果を修正し格差を是正す
る所得再分配、③平等を達成し社会連帯を前進させる社会政策（社会保障／社会福祉サービス）
となる。戦後のケインズ／ベヴァリッジ体制と予防的家族福祉サービス（シーボーム改革）の確
立はまさしくそうであった。国家は「閉鎖経済」の下で「需要サイド」の介入を通じて完全雇用
を達成させようとした（15）。このような条件下におけるシティズンシップは、「家族／社会的権
利」（familiar social rights）と言える。性的役割分業に基づく「男性稼主」（male breadwinner）モ
デルを基本とし、女性が家族内無償労働（育児や高齢者介護など）を担い、ニーズとしての顕在
化が抑えられていた。
しかしながら、近年は「開放経済」の下で、社会／経済政策を統合／刷新し「供給サイド」の
介入を通じて国際的な競争力を高めることが目的になった。社会投資国家では、社会政策は、労
働市場の変化に柔軟に対応でき国際競争力に対応できる人的資源の育成（投資）という責任が負
わされる。それは社会政策に「生産性」を持たせるという意味では「刷新」であるが、市場のニ
ーズに適応できる人的資源の育成という意味では経済政策への統合とも言えなくない。
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シティズンシップの理念型：社会的権利モデルから社会投資モデルへ

出典：Jenson. J & Saint-Martin, D.（2003）New Routes to Cohesion? Citizenship and the Social Investment State, in Canadian Journal of Sociology, 28（1）
, p.89.

図表

②社会投資に基づくシティズンシップ
「時間的展望」は「将来」を設計するために「現在」が改革の焦点となる。ブラウン（当時財
務大臣）が児童対策に積極的なのは、子どもの「潜在能力」への投資はイギリスの「将来」を設
計する「現在」の投資（改革）になると考えたからである。このような「時間的展望」の変化は
平等の概念に変更をもたらす。戦後福祉国家は、再分配に焦点を「いま−ここ」に合わせ平等の
達成をめざす。社会投資国家は「ライフチャンス」の平等に重点がおかれる。すなわち「資源」
よりも「機会」と「潜在能力」の分配−再分配に焦点がおかれる（16）。そして社会政策の目的は
「平等」の達成よりも「排除」との闘いに焦点が移される。このことが意味するのは、一時的な
貧困／剥奪や社会的不利は深刻な社会問題として認知されないということである。個人がそのよ
うな環境に足元を掬われ抜け出せなくなったり、反社会的／排他的行為に発展したりするような
場合、あるいは子ども期全体に悪影響を及ぼしライフチャンスの活用に支障がでる場合、深刻な
問題として認知される。すなわち、一時的な貧困／剥奪や社会的不利が固定化し、「将来のライ
フチャンス」「現在の社会的紐帯」に悪影響を与え、「世代に跨る悪循環」に発展する怖れがある
場合、深刻な社会問題として認知される。それを予防するために、社会投資国家では「将来の設
計」のために「機会の平等」と「人的資源（潜在能力）の投資」が行われる（17）。
社会投資モデルにおける社会支出は「出費に対する見返り」（ペイオフ）が期待できるものが
対象となる。それは企業投資がより大きな利益が期待できるものを投資対象に選ぶのと同じであ
る。そうすると様々な社会集団の間で「見返り」を期待できるものとそうでないもとの間で、線
引きあるいは序列がつけられる。このような視点にたてば、子どもとりわけ幼児期の子どもへの
投資に関心が向けられる。そのような投資はペイオフが高い。反対に青少年、大人への投資はペ
イオフが悪いとされる（18）。

③ 2 つのシティズンシップの比較検討
いずれのシティズンシップも国家は市場（労働市場）に信頼を置いている。労働市場へのアク
セスは家族にとって最良の生活保障である。社会的権利モデルでは、国家は市場の結果としての
社会的不平等を是正する責任が明確にされ、その有効な手段が所得再分配的課税制度や社会サー
ビスとなる。しかし社会投資モデルでは、国家は「市場の結果」ではなく「市場への適応」に介
入する。すなわち、国家は労働市場の変化に柔軟に対応できるよう（潜在的な）就労能力の開発
に取り組む（人的資源への投資）。さらに「時間的展望」を引き延ばし、「将来」の労働力として
子ども（子ども期）は重要な投資対象となる（19）。そうすると社会政策は「分配／再分配」より
も「生産」を志向することになる。
このように社会支出に対する「見返り」を期待する戦略は、新たな社会ビジョンを生み出し
た。戦後福祉国家における顕著な社会的分割は、資本と賃労働の矛盾すなわち階級にあった。一
方、社会投資国家における社会的分割は社会的排除、すなわち「中心／周辺」「内側／外側」と
いう対称的カテゴリーの帰属問題となる。したがってシティズンシップは「周辺／外側」に帰属
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するものが「中心／内側」に包含されるよう労働市場へのアクセスを奨励あるいは支援されるこ
とになる。分割／格差の原因として「社会的なもの」は後景化され、「個人的なもの」が前景に
押し出される（20）。
「周辺／外側」の包含は「必要な」社会支出である。しかしそれらが「子どものリスク」との
関連が認められるとき、積極的な「投資」になる。というのは、知識基盤経済では人的資本への
投資、とりわけ「子どもを抱える家族（単親）」への投資は、①（母）親の労働市場への参加の
支援し、②貧困が子に及ぼす悪影響を遮断（世代に跨る貧困悪循環を断ち切ること）することが
できる。それは③将来の社会的資源（子ども）への先行投資という効果をもつことになるからで
ある（21）。

4 社会投資戦略の実際（児童貧困対策を中心に）

社会投資モデルでは、労働市場への積極的な参加が奨励／支援される。雇用へのアクセスの促
進は「貧困／社会的排除から抜け出す手段」としてだけでなく、「貧困／社会的排除を予防する
手段」として認識される（22）。それだけではない。貧困／社会的排除の予防は反社会的／逸脱行
為対策にも効果をもたらす（23）。そのために労働市場からの要請の変化に個人が柔軟に対応でき
る雇用能力の開発／促進を支援する政策（プログラム）が用意されることになる（24）。
イギリスの子育て支援は児童貧困対策であって、少子化対策という視点はない。したがって、
子育て支援関連サービスの支出は、女性の就労機会を向上させるために増額される（25）。ヨーロ
ッパ諸国が共通して「就労家族」や「子ども」を政策の焦点にするのは偶然ではない。社会扶助
を必要とする「脆弱な家族」とりわけ女性単親家族は排除のリスクが高いとされる。児童貧困に
陥り世代悪循環を断ち切るためにも、脆弱な家族とその子どもへの十分な生活（所得）保障、す
なわち子どもの健全な成長と発達を保障しながら女性の就労参加を促進／支援することが重要に
なる（26）。以下では、児童貧困対策に関連する就労支援（ワークフェア、税制改革、子育て支援
総合対策）について検討する。

①ワークフェア（福祉から就労へ）
社会投資国家は就労支援による積極的な労働市場政策をとる。「福祉から労働へ」と称される
ワークフェアでは、失業手当の給付と職業訓練がセットにされ、権利と責任が明確にされる（27）。
すなわち、失業手当を受給するには職業訓練を受け、就労能力（エンプロイアビリティ）の向上
に自ら積極的に取り組む姿勢を示さなくてはならない。政府の意図する就労支援すなわちワーク
フェアには、2 つのパターンがある。一つはアメリカ型で、福祉受給に厳格な就労要件を課しそ
の要件が満たされない場合は給付が打ち切られるというワークフェア（労働拘束モデル）、もう
一つは北欧型で、職業紹介や訓練・教育など人的資本への投資によって就労可能性を高めるとい
うワークフェア（人的資本モデル）がある（28）。後述する給付つき税額控除の効果は、積極的な
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労働市場政策の実施を前提とする。
イギリスでのワークフェアはニューディール政策として実施された。ニューディール政策は、
①18 歳〜24 歳の若年失業者向けプログラム、②25 歳以上の長期失業者向けプログラム、③50 歳
以上の高齢失業者向けプログラム、④単親世帯向けプログラム、⑤障害者向けプログラム、⑥失
業者の配偶者向けプログラムなど様々な内容がある（29）。各プログラムの歳出状況をみると、若
年失業者向けプログラムへの支出割合が大きくなっており、若年者失業問題に優先順位が与えら
れている（30）。若年（18 歳〜24 歳）失業者を対象としたニューディール政策を簡単に紹介してお
こう。失業手当を 6 カ月以上受給し続けると公共職業安定所（ジョブセンタープラス。日本のハ
ローワーク）への訪問が要請され、プログラムが開始される。第 1 階はゲートウェイと称する最
長 4 カ月のプログラムに取り組む。各失業者にパーソナル・アドバイザーが紹介され、パーソナ
ル・アドバイザーの協力を得て、具体的な就職活動の方法や計画を明確にする。それと並行して
精神的なサポート（カウンセリング）も行われる。履歴書の作成など就職活動に必要な基本的知
識のない者には指導も行われる（31）。この期間中に就職ができない場合、第 2 段階に進む。第 2
段階では 4 つの選択肢（民間部門での就労、ボランティア部門での就労、フルタイムの教育・職
業訓練、環境保護団体での就労）のいずれか 1 つを選んで 6 ヵ月間の職業訓練を受ける。拒否す
れば失業手当は支給されなくなる。無条件の給付ではなく、就労促進プログラムへの参加を義務
付け、就労能力の向上が己責任において要請される（32）。

②制改革による再分配（勤労に報いる）
ところで失業手当の受給に「就労能力の開発」（訓練の参加）が条件とされ、労働拘束モデル
に近いワークフェアが実施される一方で、労働インセンティヴを高めるために「勤労に報いる」
（Making Working Pay）こと、すなわち就労による所得の増加が可処分所得の増加となるよう、
税制と社会（所得）保障制度の調整（統合）が実施された（33）。それが給付付き税額控除の導入
である。
給付付き税額控除とは「一定以上の勤労所得のある世帯に対して、勤労を条件に税額控除（減
税）を与え、所得が低く控除しきれない場合には還付（社会保障給付）する。税額控除の額は、
所得の増加とともに増加するが、一定の所得で頭打ちになり、それを超えると逓減し最終的には
喪失する」という制度（34）である。すなわち、（所得税の課税最低限度以下の）低所得者に対し
て、かれらの就労意欲を促すよう労働時間の増加とともに手取り所得（勤労所得＋給付額）が増
加するよう設計された制度であり（35）、生活支援としての役割をもつ。
このような給付つき税額控除という構想を「労働と所得」との関係から整理すると次のように
なる。「労働と所得を切り離す」構想としてベーシックインカムがある。有償労働に就いていな
くても全員が給付の対象となり資産調査は必要としない（36）。「労働と所得を結びつける」構想と
して給付つき税額控除がある（37）。これはフリードマンの負の所得税に根拠をもつ。所得税は担
税力が低下するような場合、所得税の負担が軽減される。その場合、所得から一定額を控除する
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所得控除と、納税者の税額そのものを差し引く税額控除がある。所得控除は、累進税率のもとで
は、高所得者の税負担がより多く軽減されるという逆進的な効果をもつ（38）。すなわち、給付付
き税額控除は、①「労働と所得を結びつける」ことにより「貧困の罠」を回避することがで
き（39）、②一定の所得以下の納税者（世帯）を対象とするが、資産調査によるスティグマを回避
し、税制の中で再分配機能を強化させる点で普遍的といえる（40）。
1999 年に勤労世帯税額控除（Working Family Tax Credit : WFTC）が導入された。WFTC の給
付要件は、①16 時間以上の就労、②有子世帯であること、③資産調査（資産 8000 ポンド以
下）。控除額は、労働時間、世帯類型、子どもの数、年齢、障害の有無などにより決定される。
税額から控除してマイナスの値が算出された時、その差額分は給付されるので課税最低限以下の
世帯にも効果が及ぶことになる（41）。また WFTC には子育て加算（Childcare tax credit）があり、
保育費用（国が認定した保育サービス）の 70％ を週 135 ポンドまで加味される（42）。WFTC で
は、給付の基礎となる所得が、家族控除の算定に用いられてきた「純所得」とは異なり「課税所
得」となるので、所得税との一体運用が必要となる。それを可能とするために、WFTC は家族
控除を管轄していた社会保障省から所得税を管轄する内国歳入庁に移管されることになった。そ
れは税制と社会保障給付の一体運用であり、資産調査は残されたものの給付申請によるスティグ
マは回避されることになる（43）。確かに WFTC では、家族控除（Family Credit : 1988 年に導入。
WFTC の導入により廃止）の下で 70％ であった控除率が 55％ に引き下げられ、就労インセン
ティヴが強化された（44）。しかしながら WFTC は低所得の就労有子世帯の税負担を軽減してお
り、税制による所得再分配として機能している。さらに子育て加算も考慮すれば、就労支援によ
る児童貧困対策と言えるであろう（45）。
2001 年には児童税額控除（Children’s Tax Credit）導入された。低・中所得の有子世帯を対象
とした税負担の軽減を目的としており、児童貧困対策として機能している（46）。2003 年にはさら
なる税制改革が実施された。1999 年の勤労世帯税額控除（WFTC）、2001 年の児童税額控除は、
新たに勤労税額控除（Working Tax Credit : WTC ）と 児童税額控除 （Children’s Tax Credit :
CTC）に衣替えされた。いずれも負の所得税型の税額控除である。WTC は就労を条件とした税
額控除であるが、給付条件に有子世帯であることが含まれておらず、低所得の就労無子世帯まで
受給が可能になった（47）。WFTC と違って、給付要件に資産調査及び子どもの有無は含まれてい
ない。しかし保育費補助としての子育て加算は残されている。すなわち WTC は、低所得の就労
有子世帯（単親）を主要な対象としているが、就労低所得層全体を対象とした税額控除（による
就労支援）であると言える（48）。CTC は就労を給付要件としない税額控除で、非就労有子世帯も
受給が可能になった。すなわち、給付条件に資産調査と就労は含まれていない。WFTC では資
産 8000 ポンドを有する世帯は受給資格を失っていたが、「勤労に報いる」という観点から貯蓄イ
ンセンティヴを認めないのは矛盾するという判断である。また就労を給付条件にしないことは、
すべての家族が児童手当のほかに負の所得税型の税額控除の（給付を受ける）資格を有すること
を意味する（49）。1999 年、2003 年の税制改革で手厚く保護（所得再分配の効果）を受けたのは、
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低所得の就労有子世帯（単親世帯）である（50）。

（51）
③子育て総合支援対策（ワーク・ライフ・バランス）

ⓐ1998 年全国子育て総合戦略
1998 年に全国子育て総合戦略が実施された（緑書（1998 年 5 月：教育雇用大臣、「児童ケアへ
の挑戦−枠組みと諮問文書」で具体案を提示）。この戦略の目的は次の 2 つである。一つは就学
前教育の保証である。すべての 4 歳児への幼児教育（親が望む場合は 3 歳児全員）を保障する。
教育はライフプランの設計（生活保障）に大きな影響を与えるので、子ども間における生まれな
がらの教育不利益をできる限りなくすことを目的とする。もう一つは仕事と家庭生活の調和であ
る。親の就労支援は家庭生活の経済的安定をもたらし、児童貧困から子どもを守ることができ
る。それは生まれながらの不平等・不利益をなくし、最良の人生のスタートを約束する。とりわ
け有子単親（母親）の支援を充実することを目的とする（52）。具体的な戦略の基本柱は、児童ケ
アの質の向上（幼児教育と保育を統合し、統合されたサービスを提供する就学前児童モデルセン
ターの設置）、児童ケアの経済的負担の軽減（児童手当の増額、勤労税額控除の拡大）、児童ケア
の定員増大（すべての 4 歳児が無料の幼児教育を受ける機会の保障）である（53）。
とくに注目すべきは、保育と幼児教育の統合である。就学前児童モデルセンターは全国児童ケ
ア戦略に先立って貧困地域を対象に実施された。幼保統合サービスに加え親支援（早期予防介入
から親の就労支援まで含む）まで、あらゆるニーズに対応するサービスを提供する。また 1999
年にはシュア・スタートの地方プログラム（政府プログラム）が実施された。地方プログラムは
5 歳未満の子のいる家庭を対象とした総合的な家族支援であり、幼保の統合だけでなく子どもへ
の保健医療サービスや親支援なども対象とする。当初は貧困地域を対象としていたが次第に拡大
され全国規模に発展していった（54）。
これらの先行的な 2 つの事業を統合発展させたのがシュア・スタートの児童センターであり、
2003 年 3 月から実施された。5 歳未満児とその家族を対象とした「包括的で」「継ぎ目のない」
「統合された」サービスと情報の提供を目的とする。親の就労および就労準備（訓練）を支援す
るために、1 日 10 時間、週 5 日間、年 48 週間運営される（55）。すなわち、親の就労に合わせた
全日制保育が実施された。これらの事業は、保育と幼児教育を統合させた就学前児童サービスに
親支援や保健医療サービスを含めた総合的な家族支援サービスへと発展し、当初は貧困地域を対
象としていたが事業内容の拡大とともに全国規模に発展して行った（56）。政府はこれらの施策に
1997 年の 3 倍（2004 年時点）の予算を投入し、児童ケアの定員も 52 万 5 千人分も増加した。し
かしながらそれでも達成は不十分であるとし、2004 年 12 月、『全国子育て総合 10 カ年戦略』が
発表される（57）。
（58）
ⓑ2006 年子育て総合支援法（Childcare Law 2006）

2005 年の総選挙では「子育て支援」（childcare）が政治争点となった。勝利したブレア政権
（第 3 期）は、2006 年 7 月子育て総合支援法を成立させる。本法によって、これまでは要保護児
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童（1989 年児童法による育成児：looked after child）を対象とした自治体のサービスが、乳幼児
を含めたすべての子ども対象（一般の就労及び就労準備家庭を含む）とする普遍的サービスへと
歩み出したことは、画期的なことであった（59）。
本法により、自治体はすべての乳幼児のウェル・ビーイングを向上させ、子ども間の不平等を
なくす義務が課せられた（1 条）。乳幼児とは満 5 歳の誕生日以後 9 月 1 日までの子である。ウ
ェル・ビーイングとは『すべての子どもはかけがえのない存在である』（Every Child Matters）で
示された 5 つの目標（健康、安全な生活、享受と達成、積極的貢献、経済的安寧の達成）であ
る。そしてこれらの目標を達成するために、自治体は子、親、近く親になる者がアクセスし易い
ように統合された方法で就学前児童サービス（early childhood services）を提供し、彼（女）らに
最大限の利益をもたらさなくてはならない（3 条）とされた。就学前児童サービスには子育て支
援だけでなく親の就労支援も含まれており、シュア・スタートの成果が制度化されたと考えてよ
い（60）。そして 6 条では、就労しているかあるいは就労準備のために訓練・教育を受ける場合、
子育て支援を必要とするのであれば、その要請に応えられるよう（合理的に判断して実行可能な
範囲で）十分な子育て支援を確保する義務が自治体に課せられた（61）。
次に注目すべき点は「就学前基礎段階」（Early Years Foundation Stage : EYFS）という「学習
・発達基準」および「福祉基準」が導入された（39 条〜48 条）ことである。これは就学前児童
サービスを受けている子どもたちに達成が保障されなければならない学習や発達の目標値（基
準）、さらに子どもの福祉のみならず就学前児童サービスを提供する組織やスタッフの質に及ぶ
ものである。39 条では、就学前児童サービスを受けている乳幼児のウェル・ビーイングの促進
のために、教育技能大臣は「学習・発達基準」及び「福祉基準」を明確にする義務が課せられ
た。これらの義務は就学前児童サービス登録簿に記載されたすべてのサービス提供者に及ぶもの
である（40 条）。「学習・発達基準」とは、（a）人格的、社会的、情緒的発達、（b）会話、言葉、
読み書き、（c）問題解決能力、論理性、数量計算、（d）日常生活に関する知識と理解、（e）身体
的成長、（f）創造性の発達の 6 つの領域である（41 条 3 項）。これらの領域に関して、就学前学
習到達目標、目標達成のための教育プログラム、目標達成度のアセスメント方法を策定すること
ができる（41 条 2 項）。そして就学前児童サービス提供者、校長、自治体はその到達度をアセス
メントしなければならない（42 条 2 項）。また「福祉基準」とは、（a）就学前児童サービスを受
ける子の福祉、（b）子の虐待防止の取り決め、（c）子を養育したり定期的に交流したりする、
（d）就学前児童サービス提供する者の資格と訓練、（e）施設や設備の適性、（f）就学前児童サー
ビスが組織される方法、（g）苦情処理手続き、（h）記録の保持、（i）情報の提供等、とされた
（43 条 1 項）（62）。
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5

考察：社会投資国家における子ども投資戦略の意義と限界

①社会投資戦略の意義
イギリスでの展開を整理しておこう。ブレア政権では最初の 2 年間は厳しい財政支出規制がさ
れた。支出額だけをみればサッチャー以上に厳しい財政措置であった。「増税と歳出増」という
党のイメージを払拭し、労働党（ニューレイバー）の経済運営能力を証明する必要があった。何
よりも経済の安定性が優先された。教育、医療、社会保障に関する財政支出の増大は 2000 年に
入ってからである（63）。
まず雇用政策では、積極的労働市場政策が展開され、失業者に対してはニューディール政策が
実施された。失業手当を受給するには職業訓練に参加し、就労能力の向上に自ら積極的に取り組
む姿勢を示さないと、給付は打ち切りまたは減額される。それは労働拘束モデル型のワークフェ
アと言える。しかし失業者にはパーソナル・アドバイザーが紹介され、就労支援のみならずカウ
ンセリングも行われる。それは若年・長期失業者にとって、技能習得以上に人的ネットワークの
形成をもたらした点で大きな意義があった（64）。また職業訓練では国家認定職業資格の取得とリ
ンクされ、失業者のモティベーションの維持向上にも配慮された（65）。
労働インセンティヴを高める手段として、「勤労に報いる」という視点から就労による所得の
増加が可処分所得の増加となるよう税制改革が実施された。負の所得税型の給付つき税額控除で
ある。給付つき税額控除には、貧困の罠を回避し就労支援によって福祉依存者の自立を促し、社
会保障費の削減を果たしたいという政府の意図があるのは確かである（66）。しかしながら、資産
調査によるスティグマを排除し税制による所得再分配として機能している点は見逃してはならな
い（67）。さらに子育て加算も考慮すれば、就労支援による児童貧困対策と言えるであろう（68）。2003
年の税制改革（WTC, CTC の導入）で手厚く保護（所得再分配の効果）を受けたのは、低所得
の就労有子世帯（単親世帯）であった（69）。
さらに低所得の就労有子世帯（単親世帯）の就労支援および児童貧困対策をより効果的なもの
にするために、子育て総合支援法が制定された。本法により、保育／子育て支援サービスはすべ
ての子どもを対象とすることになった。その目的を要約すれば次の 3 点を確認することができ
る。①親の就労支援により家庭生活の経済的安定をもたらし児童貧困から子どもを守る。②就学
前教育はライフプランの設計（生活保障）に大きな影響を与える。保育と幼児教育を統合した質
の高い就学前保育／教育サービスを提供する。そして③子ども間における生まれながらの教育格
差や不平等をできる限りなくし、最良の人生のスタートを約束する。

②社会投資戦略の限界
ⓐ雇用／貧困対策：社会投資としての人的投資の意味
このような取り組みをみれば、イギリスの社会投資国家におけるワークフェアは「北欧型」と
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は言えないが、アメリカ型の「労働拘束モデル」とは随分異なるものである。しかしこのような
素朴な評価にはいくつかの留意を必要とする。
若年失業者を対象としたニューディール政策は参加者の約 4 割が補助金なしの労働に就く
（1998 年〜2005 年）という成果を挙げている。このような成果の背景にはイギリス経済が好調で
あったことが少なからず影響している（70）。にもかかわらず所得格差が拡大したのは事実である。
社会投資国家では、就労支援には積極的であるが、再分配による市場の結果の修正には消極的で
ある。そうすると給付つき税額控除も就労所得との補完関係でしかなく「必要最低限度」の生活
賃金保障にしかすぎない。スピーナムランド制度の現代版であると評価するものもいる（71）
戦後福祉国家における労働集約型産業では、生産性の向上と利益の増大のために、より多くの
労働力が必要とされた（72）。社会投資国家における資本／知識集約型産業では、成長はダウンサ
イズを意味し、労働者を生産性の向上と利益の増大に対する制約と考えられている（73）。利益だ
けでなく生産量も増やしながら、労働者とそのコストを減らす方法を学びとっている（74）。した
がって存在するのは「失業者」
（労働予備軍）ではなく「余剰者」である。「余剰者」とは「余計
者で必要とされていない」「知識集約型産業では不必要となった」存在である。彼らが存在しな
くても経済は健全に保たれる（75）。好況であっても彼らの労働力に対する需要は生まれてきそう
にない。職業訓練を受けて就労できたとしても保障されるのは「必要最低限度」の生活賃金であ
り、「恒久的」ワーキングプアである。それでも恵まれている方かもしてない。そうでないもの
（76）の
は「階級を超えていて、ヒエラルキーの外側に位置し、再承認の機会も必要性もない人々」

イメージを市民に喚起させる。アンダークラスの存在である。
社会投資国家では、「自己統治」をなしうること、すなわち自己の資本化と同時に倫理的（道
徳的）存在であることが市民の条件となる（77）。自己統治はこのような個人の次元とコミュニテ
ィなどの中間団体による自己統治がある。個人のリスクを放置するのではなく共同／連帯で管理
する場所であり、「人称的で自発的な連帯」すなわち具体的な「顔の見える」連帯のことである。
それは人々により確かな連帯の感覚を与えるが、個人の自助自律を強調する新自由主義と「共通
善」による共同体への参画を重視する共同体主義は、きわめて親和的な関係におかれる（78）。自
己統治の能力の欠いた人々は「余剰者」としてではなく「社会に脅威を与える存在」としてリス
ク管理の対象（アンダークラス）になりかねない（79）。
ⓑ人的資本としての子ども
子ども投資では、乳幼児期への積極的な予防介入が実施される。保育／子育て支援サービスの
対象がすべての子どもに拡大され、親の就労ニーズへ対応されただけでなく、保育と幼児教育が
統合され乳幼児の「学習／発達」（教育）の向上を目的とした「就学前基礎段階」が導入された。
とりわけ「就学前基礎段階」の導入は、国家による乳幼児期の教育支援／保障という側面をも
つ。このような乳幼児期教育介入は「人的資本」という概念からすれば当然である。
人的資本とは 1960 年代に経済学者シュッツ、ベッカーを中心に展開された概念である（80）。シ
ュルツは経済発展の一因として教育と技能の向上が重要であり、賃金格差は教育投資の違いによ
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り説明できることを示した。もっとも人的投資の効果測定には困難を伴うが、学校教育を単なる
消費活動とみなすのではなく、将来への投資と考えること、すなわち人的資本への投資という労
働の質が重要であることを強調した（81）。人間は「労働力」という単なる生産要素ではなく、物
的資本や社会資本と同様に、投資対象としての「資本」そのものであって、投資（教育等）によ
ってその能力が高まるものであると考えたのである（82）。このような考え方は、先進諸国ではグ
ローバル資本主義の中で国際競争力を強化し、経済成長を維持持続する戦略として復権され
た（83）。
OECD は（広義の）人的資本を「個々人の内在化された知識、技能、能力、諸属性で、個人
的・社会的・経済的な幸福を増進するもの」（OECD、2001）と定義した（84）。とりわけ重要なの
が人的資本の基本的な部分であり、それは「個々人の内在化された知識、技能、能力、諸属性」
とされる。これらの始原は、家族（親）からの受容である。この時期は人的資本の主体である子
どもは完全に受動的であるため、リスクを回避しうる責任は親になる（85）。
社会投資国家は子（とりわけ乳幼児期）に対する親の養育（教育）に積極的に介入する。しか
しながら介入の手法は次に様な特徴をもつ。1998 年内務省は『家族を支持する：諮問文書』
（Supporting Families : Consultation Document）を発行した。その中で、当時の国務大臣ジャック・スト
ロー（Jack Straw）は、子どもは「結婚した夫婦で構成される家族形態でもっともよく良く養育
される」と論じ、婚姻関係を基盤とする家族構成（二人親家族）を評価した（86）。ブレア首相も
同様である。ところが 2 年後、労働党は修正する。児童貧困対策の焦点は「家族や婚姻関係それ
自体の強化」から「子のライフチャンスや機会の改善」という方向へ変化した（87）。「家族形態」
への言及はなくなったが、同時に「家族の共同性」も弱められた。それは何を意味するのか。
幼少期における公的な教育・保育サービスの拡大（介入）は、家庭内保育／教育から家族（と
りわけ母親）を解放する。母親は脱家族化され就労参加が期待される。同時に人的資本として子
どもに対する家族の投資能力（養育力）にも関心が向けられ、教育／養育の質に関する統制が行
われる（就学前基礎段階の導入）。このような脱家族化により、親は以前ほど子に対する養育に
関わることができなくなる。親の労働市場への参加は子と共にする時間の減少をもたらす。子の
福祉に関する親の貢献は就労による（物的）生活水準の向上（貧困克服）となる。国は親子のニ
ーズを支援・充足（子の利益と家族の共同性を一致）させるのではなく、人的資本としての子の
潜在的生産性を高めるために、親は国と協力して子の養育に取り組むこと（親責任の強調）が要
請される。
ⓒ子ども投資の特徴（88）
人的資本としての子どもについてさらに考察を深めてみよう。労働党の児童社会サービス改革
は、それがすべてではないにしても、イギリスの長期的経済安定を勘案し、将来の富の源泉とし
て児童に投資が向けられたことは事実である。それは将来的経済自立を目的とした長期的介入戦
略といえる（89）。児童への積極的な投資は、「未来への先行投資」である。しかしながら投資には
ある特徴がみられる。すなわち、①社会投資国家は全体として子どもへの投資を積極的に支援す
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る。その理由は、（a）貧困で育てられた子どもは、成人に達してからもライフチャンスを活用で
きず、世代間に跨る貧困の連鎖を断ち切ることができない、（b）ライフチャンスを活かすための
条件は認知能力であり、それは就労可能性を高める。しかし成人に達してからの認知能力の習得
は、子ども期の介入と比較してコストと時間がかかる、からである（90）。しかし投資内容／対象
は、（a）「未来の投資」と「現在の投資」に区別され、（b）子ども期の「特定時期（幼少期）」と
子どもの「特定集団」に集中する。
すなわち、こういうことである。社会投資国家では、早期（幼少期）予防介入が重視される。
子の将来は幼少期の親業／養育にかかっており、それは雇用適格性を身につけるためにも、また
非行や犯罪から社会を守るためにも必要な投資である。しかし、投資は「未来」と「現在」に区
別される。未来投資は社会投資国家の重要戦略であり優先される。投資対象は、児童の健全育成
すなわち健康の増進、学校不適応者の減少、犯罪予防、雇用適格能力の育成などである。一方、
現在投資は反社会的行為集団（及びその予備軍）の予防対策となる（91）。そうすると、「未来投
資」、「現在投資」、そして「未来投資」と「現在投資」の重なり合うところ、すなわち（a）児童
少年非行／犯罪、（b）貧困（剥奪）地域に居住する子ども、（c）育成児は、最優先投資対象にな
る。それは、「将来の労働力への投資、心身の健全な成長発達の保障、非行／犯罪の予防」とい
う「未来投資」の視点から、また「非行／犯罪対策、社会的排除の克服、社会の安全保障」とい
う「現在投資」の視点から、重要になる（92）。社会投資国家における児童投資戦略は、社会公正
や不平等の是正といった社会理念に基づく普遍的サービスとは異なる。子ども期の「特定時期
（幼少期）」と「特定集団」が選別／優先される。現在のニードに対する投資は、社会公正の視点
からではなく社会への脅威からの予防となる（93）。

註
※本稿の題名が「英国児童虐待防止研究」となっているのは、児童虐待防止政策／ソーシャルワークに関
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（2002）Why we need a New Welfare State, Oxford, Foreword. ②川本隆史（2005）『ロ
ールズ』講談社、pp.289−290. ③仲正昌樹（2008）
『集中講義アメリカ現代思想』NHK ブックス、pp.97
−102. ④斉藤純一（2011）
「社会保障の理念をめぐって−それぞれの生き方の尊重」、斉藤純一・宮本
太郎・近藤康史（2011）『社会保障と福祉国家のゆくえ』ナカニシヤ出版所収、pp.5−23. ⑤小林正弥
（2010）
『サンデルの政治哲学』平凡社、pp.130−140. ⑥Perkins, D. Nelms, L. & Smyth, P（2004）‘Beyond
neo-liberalisim : the social investment state? ’ Social Policy Working Paper No.3, The Centre for Public Policy. pp.9−10. ⑦Jenson, J. & Saint-Martin, D.（2003）‘New Routes to Social Cohesion? Citizenship and the
Social Investment state’ in Canadian Journal of Sociology, vol.28（1）
. p.78.
⑵

近藤康史（2008）
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⑷
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⑸

デイヴィット・バーン著、深井英喜、梶村泰久訳（2010）『社会的排除とは何か』、こぶし書房、
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p.381. 個人や世帯のある時点での経済的状況を静態的にみるのではなく、個人や世帯のライフコース
がどのように推移するかを動態的に見ることに関心の中心がおかれる（同著 p.381）
。
⑹

同上、p.382.

⑺

同上、p.383.

⑻

同上、p.386.

⑼

近藤、前掲書、p.58.

⑽

同上、p.125.
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分」である。ここから市民であるための「資格条件」、および市民に耐えられる「権利」と「義務」
という意味が生じる。しかしそれにとどまらずシティズンシップは市民が備えるべき「資質」「精
神」
、市民が涵養すべき「能力」
「徳」
、市民に期待される「活動」
「生活」など、市民という地位に付
随する様々な要素を包括する幅広い概念である（金田、同著、p.125）
。

⒀
⒁

同上、p.134.
Jenson, J. & Saint-Martin, D.（2003）‘New Routes to Social Cohesion? Citizenship and the Social Investment
state’ in Canadian Journal of Sociology, vol.28（1）
. p.90.
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Ibid., p.91 そもそも戦後福祉国家は国民国家という閉鎖系（閉鎖経済）を前提とする。開放経済（市
場経済のボーレス化）における頻繁な資本と労働力の国際移動は、国民国家の地位を低下させ、社会
民主主義的な諸政策の実施を困難に陥れる。例えば、雇用拡大のために金利を引き下げると資本が流
出してしまう。為替レートが下がり、輸出は拡大しても内需は伸びない可能性が生じる。完全雇用政
策の効果は不透明になる。さらに資本の流出が資産価格を引き下げてしまい、それを避けようと税負
担の軽減要求が高まる。すると所得再分配的課税制度の強化にブレーキがかかることになる（①金子
勝（1999）
『反経済学：市場主義リベラリズムの限界』新書館、p.236 を要約引用、②ジョン・グレイ
著、石塚雅彦訳（1999）
『グローバリズムという妄想』日本経済新聞社、p.125）。社会投資国家とは、
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Jenson & Saint-Martin, op.cit., p.91.

⒄

Ibid., p.92.
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Ibid., p.92. もっともセカンドチャンスを活かすために職業訓練等のプログラムに積極的に参加し潜在
的な就労能力を高めようとするものに対しては投資の対象となる。但し、そのペイオフの効果性に関
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保育士自身を対象とした研究に関する動向
──日本保育学会研究発表における抄録を中心に──

林

富 公 子
1

はじめに

近年、保育士は、保育所内における保育（低年齢児保育・延長保育・一時保育などを含む）だ
けではなく、保護者支援、地域社会とのかかわりなど、様々なサービスに取り組んでいる。
また、保育所保育指針には「保育所全体の保育の質の向上を図るため、職員一人一人が保育実
践や研修などを通じて保育の専門性などを高めるとともに、保育実践や保育の内容に関する職員
の共通理解を図り、共同性を高めていくこと」（厚生労働省 2008）とあり、保育士は専門性を向
上することが求められている。
保育士などについて、CiNi で検索すると 7000 件を超す検索結果が出ており注1）、その多くは
ここ 20 年の間に発表されていることから、研究者の保育士に対する興味関心も大きくなってき
ていると思われる。
このように保育士は専門性の向上が言われ、保育士に関する研究も盛んに行われてきている。
しかし一方で、保育士の給与は全産業と比較しても大きく下回ること（中日新聞 2011）、雇用形
態は正規職員だけではなく嘱託職員やパート職員が増加していること（杉山 2006）、勤続年数は
全産業と比較しても短いこと注2）が言われている。また、子どもを実際に保育する保育現場にお
いては、業務量の拡大や業務内容の多様化などにより、保育士の疲弊感が増しているなどの指摘
（厚生労働省 2010）もある。
この様な中では保育士が多忙感や疲労感などから、「子供の生活に対しての細やかさ」（倉橋
2008）を持って、子どもに対して十分に援助や配慮ができにくい状況になると予想される。この
ことは、子どもにとっても、今後の保育を考えていく上においても、保育士の質や専門性を考え
ていくにおいても大変重要な事柄であると思われる。
以上のことから、長い期間で研究者や現場の保育者らが「保育士自身の問題」をどのように語
っているかということを調査することは、職業としての「保育士」そのものを考えることにつな
がるのではないかと思う。
そこで本研究では、①保育関係の学会では会員数が約 4000 人と教育学・心理学・福祉学の分
野の学会の中では会員数の多い学会である注3）こと、②森上（1997）が記しているように、研究
者だけではなく、現場で働く保育者の発表や研究者と保育者の共同研究も多くあること、③論文
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であると審査があり、研究者や現場の保育者にとって研究の興味関心があるものすべてが取り上
げられるわけではないこと、以上の理由から日本保育学会注4）の日本保育学会大会発表論文集注5）
を用いて保育士自身というものがどのようにとらえられてきているのかということを調査する。

2

調査対象

第 1 回（1948 年）〜第 64 回（2011 年）の日本保育学会大会論文集口頭発表の中で、発表タイ
トルに保育士、保母、保育者が含まれるもの及び、発表区分に保育者が含まれるものの中から
「（学生の）保育者養成」に関するもの、幼稚園教諭や母親、小学校教師、医療保育士など保育所
以外の保育者を対象に研究したもの、大会発表論文集に論文がなかったものなどを除く 772 件を
調査対象とした注6）。

3

保育士に関する研究発表の動向

①保育士に関する発表の割合（Table 1）
Table 1 より、日本保育学会発表論文集においても、年々、保育士に対する発表は増加してい
ることが分かる。
尚、22 回大会（1968 年）までは、全体発表件数が 100 件未満であった為、全体発表に対する
保育士の割合が大きく増減しているが、23 回大会以降微増減はあるものの、増加傾向にあると
思われる。
Table 1

保育士に関する発表の割合

18%
16%
14%
12%
10%
％

保育士
8%
6%
4%
2%
0%

1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64
回
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②調査対象が属する分科会名について（Table 2）
保育学会で発表をする場合、どの分科会で発表するかということは、発表者に委ねられてい
る。そこで、調査対象が「保育者（保育者養成を含む）」、「その他注7）」のいずれの学科会で発表
されているかを見た。
Table 2

調査対象が属する分科会名の割合

30
25
20
件数

15

保育者
その他

10
5
0
1 4 7 10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64
回

Table 3

発表者の変遷

60

50

40
所属なし
その他
現場
研究者・現場
研究者

30

20

10

0

1

4

7

10 13 16 19 22 25 28 31 34 37 40 43 46 49 52 55 58 61 64
回
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日本保育学会における「保育者」が含まれる分科会名の変遷

Table 4

保育者に関するもの
保育者
1970

○

1979

○

1980

○

保育者
の資質

保育者論

現職教育

保育者養成に関するもの

保育者
の専門性

保育者の
資質能力

専門職性

保育者
養成

保育実習

保育者養成
での
音楽リズム

○

○

○
○

1982
1983

○

○

1984

○

○

1985

○

○

1986

○

○

1987

○

○

1988

○

○

1989

○
○

1990

○

○

○

1992

○

1993

○

○
○
○

1994

○
○

1995
1996

○

○

1997

○

○

1998

○

○

1999

○

○

2000

○

○

2001

○

○

2002

○

○

2003

○

2004

○

2005

保育専門
職の養成

○

1981

1991

保育専門
職の育成

○
○

○

○

2006

○

○

2007

○

○

2008

○

○

2009

○

○

2010

○

○

2011

○

○

○

○
○
○

○
○
○

ここで 2009 年以降発表数が減ってきているが、これは、日本保育学会において口頭発表では
なくポスター発表が増えてきたことが理由であると思われる。
1980 年前後より、それまでは保育者の分科会での発表が多かったが、それ以降はその他に関
する発表が増加している。このことから、保育士自身よりも子どもや保護者らとのかかわりに関
する興味が増加していると思われる。

③発表形態の変遷（Table 3）
当初は、研究者のみの発表が多かったが、第 28 回大会（1975 年）以降、現場と研究者、また
は、現場のみの発表者がコンスタントに出てきた。これと、②の調査対象が所属する分科会名の
傾向を合わせてみていくと、現場からの発表が増えるとともに保育者の分科会ではなく、その
他注7）の分科会名での発表が増加した。これらのことから、より子どもとの関わりなどの実践的
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な発表が増えたと思われる。

④分科会名の変遷（Table 4）
保育学会の発表論文集の中で「保育者」が含まれる分科会名の変遷は Table 4 の通りである。
保育者養成に関する分科会名をここで列記したのは、保育者養成の分科会が「保育者」に対応し
ている場合があるからである。保育者だけに関する分科会のものは 3、保育者養成だけは 3、「い
ずれも」は 30 あった。
この表を見ると、「保育者」という分科会名が 1985 年には「保育者の資質」、2003 年以降には
「保育者の専門性」という名に変わっている。この分科会名の変遷をもとに年代を区切って、保
育者自身に関する研究のさらなる詳細を見る。

4

保育士注8）の自身に関する研究の動向

①1969 年以前
この時代は「保母の長時間労働，泊まり込み制，休日保育などが実施され，厳しい勤務状況で
保母が疲労で倒れることもあった」（根岸 1980）ということから分かるように、「保母」は過酷
な勤務を強いられていた。そこで、「保母は幼兒を保育するためには、更に大切な環境であるに
も拘わらず、この保母の問題を幼兒保育の關係者や、又保母自身も餘りにも輕視していなかった
だろうか」（副島 1948）とあるように、保母の労働に関する問題意識があった。
これは 1940 年代に留まらず 1960 年代になっても実態調査がなされており、保育者の疲労感の
大きさや（岡田 1960）、勤務時間の長さ（西本 1954）などが述べられていた。
また疲労感だけでなく、賃金面に関しても「保育科と他学科の卒業生を比較すると、保育科卒
業生は、専攻した学科と完全に一致した保育者の仕事に従事しているにもかかわらず、他学科の
学生と比較して、賃金が低い」（岡田 1961）と言われていた。
このように労働実態に比べて賃金が追いつかなかった理由として、保育者に対する社会的評価
が十分でないこと（西本 1956）が考えられる。つまり、母代（諏訪 1980）として社会的地位が
低く、それに伴い低賃金で労働時間が曖昧であったと考えられる。

②1970〜1984 年
保母に対する待遇の悪さ（低賃金かつ重労働）と、1955 年の「ポストの数より保育所を」運
動の広がりにより保育所の数が増加したこと（柴田 1986）から、民間・公立に関係なく保母は
不足し、深刻な問題となっていた（小西 1970、柴田 1986）。
このような中、保育者養成校の卒業生に対して職場適応に関する質問紙調査がなされるように
なった。そこでは、退職や職場を辞めたいと思っている理由は卒後 1 年目の者が園内における人
間関係、保育の仕事の煩雑さに対する事である事に対し、それ以上勤務している者は結婚・出産
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が保育の職を辞す理由であるとされていた（光岡ら 1974、田中 1975）。
保育学会では、1960 年以前は保育者の労働実態に関する調査があった（副島 1948、西本 1954
など）が、1962 年以降は子どもとのかかわりなどの発表が多く保育者の健康に関するものはな
かった。
しかし、1968 年東大阪市の保母たちが職場の問題として職業病対策を取り上げ、職業病検診
を市の責任で実施させるとともに患者の公務認定を申請するという、保母たちの職業病に関する
運動が、関西から全国に広がりを見せた（細川 1978）。
この運動の広がりからか、1974 年以降日本保育学会でも再び保育者の健康調査に関する発表
が見られるようになった（宮崎ら 1974, 1975、水田 1978、光岡 1978）。ここで、保母たちは一般
的疲労感が高いこと（光岡 1978）、週末に向かって疲労感が蓄積されること（宮崎ら 1974、
1975）、年代にかかわらず疲労感があるが、幼児よりも乳児担当者のほうがより疲労感は高いこ
と（水田 1978）が言われた。
1983 年になると、身体だけではなく、保母の精神健康に関する職務満足度とストレスに関す
る研究が発表された（石川ら 1983、喜友名ら 1983）。ストレスを引き起こす要因として、経験年
数が浅い事、年齢が若い事、乳児の担当である事、若い保母は子どもの問題行動、経験年数の長
い保母は保護者対応である事、就職動機が消極的である事（石川ら 1983、喜友名ら 1983）が述
べられた。
深刻な保母不足と、1970 年代あたりの保母の労働運動の高まりからか、保母が単なる母親代
わりという存在から、労働者の一人として保母自身も周りも認識する中で、健康調査が再び取り
上げられてきたのではないかと考えられる。
ここで「結婚・出産」が保育の職を辞す理由として取り上げられていることは、保母として長
期間働く中でキャリアを積み上げていくのではなく、暗に「保母は（保母は女性の就業率が高い
中で）結婚又は出産する時は退職し、主に若い人材が担っていく職業である」ということを述べ
ているような気がする。そして、そのことが保母の待遇面の悪さにつながっている理由の 1 つよ
うに思われる。

③1985 年〜2002 年
1999 年児童福祉法の改正に伴い「保母」から「保育士」へと名称が変更された注9）。さらに、
ベビーホテルなどで保育士資格が詐称され社会的信用が損なわれている実態や、認可外保育施設
における乳幼児の事故が社会問題化していることに緊急対応するため、保育士資格が児童福祉施
設の任用資格から名称独占資格になり注10）、今まで以上に保育士は専門性を有する職業注11）にな
った。
保母としての勤務実態は、ずっと同じ保育所（園）で勤務している者の割合は 3 年未満の者が
70％ 以上であり、さらに保母経験が 3 年未満の者は 24.5％（流王 1986）と、やはり短期勤務の
者が多かった。
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1970 年代、保母を辞める・辞めたい理由が、勤務 1 年未満の者は「人間関係」と「仕事の煩
雑さ」、それ以上の者は「結婚・出産」であった。しかし、1990 年代になると「人間関係」と
「結婚・出産」、「仕事の煩雑さ」は同じであるものの、「精神的・肉体的負担」、「適性に疑問」、
「やりたいことができない」、「労働条件」（高見ら 1994、1995、原田 1995）とあり、辞めたい理
由に、個人の適性や労働条件、仕事の負担感、などが見られれるようになった。このことから、
勤務 1 年以上の保母においても退職・退職したい理由が「結婚・出産」だけではなく、保母とし
て働くうえでの労働条件や個人特性が理由になってきていると考えられた。
また「結婚・出産」したら退職を望む保母も多くおり（石坂 1989、原田 1995）、退職理由にお
いても「結婚・出産」が最も多かった（原田 1995）。しかし、これは単に全ての保母が「結婚・
出産退職」を望んでいると言うことではなく、保育所における結婚慣例退職がある場合もある
（原田 1995）事を考えると、保母として長期にわたって勤務し、キャリアを積むには、本人そし
て保育所内における「結婚・出産」に対する理解が必要であると考えられた。
一方、1993 年に文部省（当時）が「教員の心の健康などに関する問題について（審議のまと
め）」の中で、生活様式や人間関係が高度化・複雑化した社会状況を背景として、心の健康（メ
ンタルヘルス）の保持が社会的に大きな関心を集めていることを受けて、学校においても教員の
心の健康保持・増進が重要な課題となっていることを示し、1992 年に実態調査を行った。これ
により、教員のメンタルヘルスが注目されだした。
保育士の健康調査においても、身体面に関するもの（丹羽ら 1999、高井ら 1999、渡辺ら
1999）だけではなく 1990 年代半ばに入ると保育者の精神健康やストレス、悩みなど精神面に関
する研究が増えてきた（嶋崎 1995 など）。保育者の精神健康につながることとして、職場内の環
境（嶋崎 1998）、多忙感や子どもに対する否定的感情（田中 1999）が挙げられ、精神健康の悪化
は、仕事へのモチベーションや子どもに対するイメージの悪化につながる（嶋崎 1995）ことが
述べられた。さらに、多忙感は年齢が高く経験年数が長い者ほど高いが、保育者効力感の高まり
により、一般的・精神的疲労には直接つながらないことも示されていた（田中 2000）。また、勤
務経験の長さによってストレス耐性には差がない（西野ら 2000）とされていることからも、保
育士の精神健康につながることとして、職場内の環境、多忙感、子どもに対する感情、個人特性
があると思われた。
保育士が専門性を有する職業になってきたとはいえ、保育士として長期に働くことはまだまだ
困難あることが分かった。その理由として、①保育所における結婚の慣例退職があること、②結
婚・出産したら退職したいという思いを持っている者もそれなりの割合で見受けられること、③
保育の仕事が多忙であること、などが考えられた。
保育士らが個人の意思で「結婚・出産」を通して退職することはよいのだが、勤続の意思があ
るにもかかわらず、結婚の慣例退職により離職しなくてはいけないことや、「結婚・出産」をし
たら退職したいと言う思いの裏に保育の仕事に対する多忙感や疲労感などが、「結婚後・出産後」
の勤務に対して不安を覚えているものが存在するとすれば、女性のライフイベントの中で保育士

― ２１５ ―

は（女性が多い職業ではあるので）、専門性を有して長期的に働くことの難しい職業の 1 つにな
るのではないかと懸念された。

④2003 年〜2011 年
2001 年 4 月、小泉首相は、歴代首相として初めて、所信表明演説で保育施策に言及し、保育
所における、待機児童の解消を重要課題の一つとしてとりあげた。そして現在も政府は、待機児
童の解消を重点に、保育サービスの供給拡大と保育所運営の効率化など各種の保育施策を展開中
である（鈴木 2004）。
ここでは、認可保育所の数は 2005 年から 2009 年にかけて 22,570 から 22,920 か所と 350 か所
ほどしか増加していないが、定員数は 2,052,729 から 2,132,081 人、入所児童数は 1,993,684 から
2,040,974 と大幅に増えた（野辺 2010）。
この増加分は、民営化などにより、私立と比較して恵まれた労働条件だった公立（川俣 2007）
が減少し、保育所への補助金形態を前提とすると職員構成上の平均年齢は低く設定しないと経営
が成り立たない（富山ら 2007）環境にある私立が増加した結果であり、保育士に対するさらな
る待遇の悪化が懸念される。
実際、保育士は有給休暇や休憩時間が取りにくいこと（渡辺ら 2003）、平均労働時間が長いほ
ど疲労感も高いこと（坂本ら 2005）が言われている。さらに、ほとんどの保育士がストレスを
感じて保育をしていること（小泉ら 2008、富田 2009）、保育者は常にオーバーワーク状態である
こと（高橋ら 2005）も述べられている。
このことは、雇用状態の非正規・正規の差が、休憩時間・有給休暇の取得状況、多忙感や身体
の疲れにおいてはほとんど差がないこと（村山ら 2006）とあるように、働き方の問題ではなく
保育士という職業人そのものが疲労してきている結果であると考えられる。
ところで、人間関係、金銭的なこと、身体的疲労も相変わらず保育士のストレッサーとしてあ
げられている（富田 2009）。さらに、経験 3 年未満の保育者の 95％ が何らかの仕事上幅広い保
育の知識や親との対応などで悩んでいること（六本木 2003）、新任保育者は子どもに対する個へ
の援助と集団遊びの援助など、保育の課題を同時に 2 つ以上解決しなくてはいけないことで葛藤
していること（渡辺 2006）が述べられている。
これらを見ていくと、経験豊かな保育士が保育に関する悩みの相談に乗るなどして、若い保育
士を育てていくというような人間関係はより重要であり、保育士間の関係を丁寧に築き上げてい
く必要があることが分かる。しかし、多くの非正規職員を含んだ保育士集団は、ソーシャルサポ
ートの基礎になる共感という面で弱さが含まれていること（重田 2010）や、職員間のコミュニ
ケーションが不足していること（野辺 2010）により、以前にもまして保育士間の人間関係は複
雑になり、よりストレッサーになる要因が含まれていると思われる。
このように、様々な政策により保育士の仕事は複雑かつ多忙を極め、非正規雇用の増加のよう
に勤務形態的にも雇用条件的にも悪化し、人間関係もより煩雑になり今まで以上に保育士として
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長期間勤務することが困難になっていることが分かる。そして、その結果、保育分野から人材が
流出し、保育士不足は、保育所の増設が進まない大きな原因の一つとなっていること（野辺
2010）も指摘されている。
保育士不足の解消と、待機児童問題の解消の為には、若い保育士が長期勤務可能な状況の中で
育っていくことが必要であると考えられる。

5．ま

と

め

まず、保育者に対する研究発表では研究者・現場の保育者に対する関心が多岐に渡り高くなっ
てきていること、現場からの発表が増えそれに伴い、保育者以外での分科会での分科会における
発表が増えたことがあった。この発表の増加は、保育士数、幼稚園教諭数の増加した時期と重な
るので、現場から発表する人数が増えたということと、保育・幼児教育というものに世間の関心
が向いてきたことの表れではないかと思う。
しかしだからといって、日本保育学会の発表当初から言われていたような保育士の問題（低賃
金・労働・健康など）が改善されてはいない。2000 年代になって保育の仕事が「保育サービス」
として認識されるに従って効率化が進み、保育士は専門性を持ちつつも、より代替可能な職業の
一つになり、保育の問題は悪化してきているのではないかと思われる。
その理由として、①長期的な勤務が困難な場合もあること（非正規雇用や少ないとはいえ今も
まだあると思われる職場における結婚の退職慣例、保育所への補助金形態を前提とすると職員構
成上の平均年齢は低く設定しないと経営が成り立たない（富山ら 2007）環境にある私立の増加
など）、②多くのストレスを抱えていること（多忙感、疲労感、長時間勤務、人間関係の煩雑さ
など）、③保育士の就業に対する意識（「結婚・出産」したら退職をしたいと願う者も多いことな
ど）の 3 つが考えられた。
しかし、全ての保育現場で長期勤務が困難かというとそうではなく、公立・私立関係なく、長
期勤務をしている保育士がいることも事実である。また、（多忙で）時間が取れない困難さを感
じているからこそ、工夫が生まれること（朝香ら 2008）、保育者らが職務に対して前向きである
こと（池田 2011）からも、保育士らが日々保育の現場において一生懸命保育に取り組んでいる
姿が分かる。
これらのことから、1 人 1 人の保育士がどのような思いを持って保育に取り組んでいるのか、
結婚・出産をどのように捉えそれと向き合っているのか、職場内で長期勤務を奨励する風土があ
るのか、その為の方策（金銭的にも人間関係的にも）があるのかどうか、保育士になる前の段階
である養成校の学生の「結婚・出産」と保育士として働くことについてどのように考えているの
かということを考える中で、若い保育士の長期勤務を可能にしていくことにつながり、今後の課
題になっていくと考えられた。
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注
注１）CiNi を使用し（2012/2/28 現在）
「保育者」
、「保育士」
、「保母」
、「幼稚園教諭」で論文検索をすると
それぞれ、4656 件、1396 件、1139 件、338 件の検索結果が出た。また、1991 年〜2011 年までの検索
結果は、「保育者」で約 4000 件、「保育士」約 1390 件、「保母」約 600 件、「幼稚園教諭」約 300 件で
あった。
注２）「賃金構造基本統計調査」
（6 月 30 日現在）による。保育士 7.7 年（全産業 8.8 年）、平均年齢 33.8
（全産業 39.6）となっている。総務省

2011

日本の統計 16−28

注３）日本保育学会ホームページ
http : //jsrec.or.jp/guide/profile.html
注４）日本保育学会は、「記錄

日本保育學會記事

幼兒の教育第四十八卷

第二・三合併號

p 65」に記

されているように、1948 年「心身ともに健かに乳幼兒を育成するために、保育に關する種々の問題を
科學的に考察し、乳幼兒保育を正しい姿で展開する基盤を確立することは、多年望まれて果し得なか
つたところである。こゝに我々は基本的な着手として、まず研究發表會を開催し、更に機關としての
「日本保育學會」
（假稱）を創設する事を企てた」とあるように、乳幼児の健やかな成長のために創設
された学会である。
注５）日本保育学会大会発表論文集は年代とともに名前を変えている。
年度

大会

論文集名

1947〜1956 年

第一〜九回

「幼児（兒）の教育」に「日本保育學會記事」として記載

1957〜1959 年

第 10〜12 回

日本保育学会

1960〜1966、
1970、1971、1973 年

第 13〜19、
23、24、26 回

日本保育学会大会発表論文収録

1967、1968 年

第 20、21 回

日本保育学会大会発表論文収録

1969 年

第 22 回

日本保育学会大会研究発表集

1972、1974 年

第 25、27 回

日本保育学会大会研究発表論文集

1975〜2001 年

第 28〜54 回

日本保育学会大会研究論文集

2002 年〜

第 55 回〜

日本保育学会大会発表論文集

発表要項

注６）同一の発表内に保育士と幼稚園教諭が混在する場合や、特に保育士・幼稚園教諭の区別がなく保育
者とされている者に関しては調査対象とした。また、1947 年に「学校教育法」が制定され、幼稚園が
正規の学校体系の一環として独自の地位が認められ、「保母」の名称が「教諭」と改められたが、初
期においては、幼稚園教諭に対して「保母」というタイトルがついているものもある（平井 1951、西
本 1952）が、それらは除外した。
注７）その他は、保育方法、保育内容、保育行政、保育史、保育思想、保育理論、家庭教育、地域教育、
乳児保育、障害児保育、治療保育、問題児、心理治療、保育環境、教育課程、心身の発達、国際理
解、保幼小連携、児童文化、児童福祉、児童の人権、虐待防止などである。
また、1969 年以前、1971〜1978 年の発表は、分科会名が記されていないので筆者が分類した。
注８）1999 年以前は「保母」と言う名称であったので、変更過程をも考え、1999 年以前は「保育士」で
はなく「保母」の名称を用いている。
注９）厚生省

大臣官房障害保健福祉部長、児童家庭局長
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1998

児童福祉法施行令等の一部を改正する

政令並びに児童福祉施設最低基準等の一部を改正する省令及び児童福祉法施行規則等の一部を改正す
る省令の施行について
http : //www.ipss.go.jp/publication/j/shiryou/no.13/data/shiryou/syakaifukushi/675.pdf
注１０）厚生労働省

保育士試験

保育士登録の手続き

http : //www.mhlw.go.jp/kouseiroudoushou/shikaku_shiken/hoikushi/
注１１）2001 年 1 月 31 日に児童福祉法の一部を改正する法律が公布され、2003 年 11 月 29 日から施行され
た。この中の児童福祉法第十八条の四で、「保育士とは、第十八条の十八第一項の登録を受け、保育
士の名称を用いて、専門的知識及び技術をもつて、児童の保育及び児童の保護者に対する保育に関す
る指導を行うことを職業とする者」
（厚生労働省 2012）と記された。
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園田学園女子大学論文集

第 47 号（2013. 1）

平成 24 年度
園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大学部
共同研究一覧
1

研 究 課 題「動脈硬化進展予防のための口腔ケアに関する研究」
研究代表者
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共同研究者
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庸子（人間看護学科

講師）
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教授）

教授）
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教務主任）

＊平成 23 年度からの継続研究

― ２２３ ―

教授）

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。

― ２２４ ―

（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。

― ２２５ ―

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

― ２２６ ―

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、それを収録した記録媒体（FD・CD 等）を添えて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。

― ２２７ ―

「論文集」編集委員会
委 員 長

乾

委

岩

崎

日出男

〃

大

西

香代子

〃

小

西

春

江

〃

菅

原

康

二

〃

丹

〃

樋

上

〃

牧

川

優

〃

三

浦

加代子

員

安

代

進
純

子
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