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優生および精神衛生政策の展開と
精神障害者の処遇の変遷
──1900 年代〜1950 年代の日本において──

山

本
は

じ

起世子
め

に

本稿は、1900 年代〜1950 年代の日本において、優生政策および精神衛生政策がどのように展
開されたのか、それに対応して、それらの政策の対象となった精神障害者の処遇がどのように変
遷したのかについて、明らかにすることを目的とする。戦前から戦後にかけての優生政策の変化
とその要因についての先行研究はあるが、その対象となった精神障害者がどのような存在として
捉えられ、扱われたのかについての研究はまだ十分になされていない（松原 1998、同 2000、山
本 2002、同 2005）。したがって、日本の優生政策と精神衛生政策の両方を取り上げ、それらの政
策の関係を視野に入れ、精神障害者の処遇の変遷について考察する必要がある。
両政策を推進するための法律が制定・施行されたということは、すなわち、両政策の理論的基
盤となった優生学と精神医学（精神病学）および、それらの専門家たちの社会的地位が上昇し、
専門家たちに精神障害者の生殖をはじめとする人生全般に介入する「権力」が付与されたことを
意味する。ここでの「権力」とは、ミシェル・フーコーが指摘したように、国家などが一元的・
集中的に保持するものでも、どこかに固定的に存在するものでもなく、つねに至る所から生じ
る、無数の可動的な力関係として捉えられるものである（Foucault 1976＝1986 : 119-128）。
フーコーは、フランスにおいて「精神医学の権力」が形成されるまでの 3 つのプロセスを明ら
かにした。第 1 のプロセスでは、19 世紀前半に制定された法律において、精神科医は、罪を犯
したあるいは犯す恐れのある精神病者を公的施設に医学的に監禁するために診断書を書き、継続
的に病者を監視する役割を与えられた。この行政監禁が命じられるのは、病人としての精神病者
に対してではなく、その病が「公の安全にとって危険となる人物」に対してであった。そして第
2 のプロセスでは、家族が精神医学の知と権力に結びつけられた。病人の行政監禁を望む家族
は、病人の「危険性」を医師に証明してもらうため、診断書を書いてもらう必要があった。第 3
のプロセスでは、19 世紀後半に流行した骨相学と精神医学が結びつくことにより、罪を犯すお
それのある「危険人物」を探し出し、彼らを 3 種類──（1）死刑や施設への監禁すべき者、
（2）
治療によって改善が期待できる者、
（3）潜在的な危険性があるため、断種や去勢を施すべき者
──に分類することによって、社会から危険を排除しようとした（Foucault 1999＝2002 : 154-
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179、同 1978＝2000 : 38）。
本稿では、このようなフーコーの視点をふまえ、日本において精神医学の権力を基盤として制
定された法律として「精神病 者 監 護 法」
（1900 年）、「精神病院法」（1919 年）、「精神衛生法」
（1950 年）を、優生学の権力を基盤として制定された「国民優生法」
（1940 年）、「優生保護法」
（1948 年）を対象として、優生政策と精神衛生政策における精神障害者の処遇の変遷について考
察する。なお、本稿では、社会における疾病や障害の捉え方を研究対象としているため、対象時
期に使用されていた用語をそのまま用いる。

1

戦前期における精神衛生政策の展開と精神病者の処遇

戦前期における優生政策の開始を示すのは、1940（昭和 15）年の国民優生法成立であり、同
法で規定された優生学的不妊手術（優生手術）の第 1 の対象となったのは遺伝性精神病者であっ
た。本章では、「精神病者監護法」および「精神病院法」制定の目的、その制定過程における帝
国議会での論点や、精神病者に関する調査を検討することによって、精神病者がどのように捉え
られ、処遇されたのかを明らかにする。

1.1．精神病者監護法の制定と精神病者の処遇
明治初期から 1900（明治 33）年の精神病者監護法の制定まで、精神病者についての全国統一
の法令はなく、各道府県が「瘋癲人」の私的監禁に関する規則を定めていた。たとえば東京府で
は、1878（明治 11）年より、私宅での看護のため監禁する際あるいは監禁を解く際には、親族
が医師の診断書を添えて警察署へ願い出て許可を得ることを義務付けていた（厚生省公衆衛生局
1965 : 8）。このように、精神病者の私的監禁は、明治初期から無法状態に置かれていたわけでは
なかったが、精神病者監護法の制定は、精神病者に対する初の国家制度の登場を意味していた。
以下、第 14 回帝国議会における議論から、精神病者監護法の目的と内容について検討する。
精神病者監護法は、帝国議会議員たちに「人権」に関する重い法案と受け止められ、慎重な審
議が行われた。当時、精神病者の財産上の保護に関する規定は民法にあったが、精神病者が社会
に及ぼす「危害」の防止と病者の身体保護についての規定はなく、彼らを収容する病院は著しく
不足していた。したがって、この法律の目的は、合法的な私宅監置によって、精神病者が社会に
及ぼす危害を防止し、かつ病者の身体を保護することであった1）。精神病者の監護は「一個人ノ
身体権利ニ大ナル関係ヲ持ツ事柄」であり、地方令ではなく国の法律で規定すべきとされた2）。
同法で監置の対象となる「精神病者」とは、公衆に危害を与える、または自殺を図るなど自己
の身体を傷つける恐れのある精神病者であった3）。そして、「監護」とは、精神病者が社会に及
ぼす危害を予防する義務を含んでおり、
「看護」よりも広い意味である4）。また、「監置」という
語については、精神病者を一定の場所に留置する処置は、犯罪者を監獄に「監禁」することとは
意味が異なり、また、同法中に病者の治療・保護に関する条項がないため「保護」と称すること
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もできず、保護と監禁の中間を指す語として用いられた（呉 1918 a : 70-71）。
次に、同法の内容を見てみると、まず、精神病者を監護する義務のある者の範囲と義務が生じ
る順序が定められ、精神病者を私宅監置できるのは監護義務者のみであること、精神病者を監置
するときには行政庁の許可を受けること、また、監置方法や場所を変更したとき、精神病者の治
癒・死亡・行方不明によって監置を廃止したときには行政庁に届け出るべきことが規定された。
さらに、行政庁の責任と権限が明確化され、精神病者の監置が必要と認められるときなどには、
行政庁は監護義務者を指定して監護を命じることができるとされた。
また、行政庁が必要と認めるときには、指定した医師を派遣して精神病者の検診をさせ、また
は官吏もしくは医師によって病者に関し必要な尋問をさせ、病者のいる家宅や病院等の場所に臨
検させることができると定められた。さらに、同法の後半には、不法監置を処罰するため、官吏
や医師が法の執行に関し不正を行った場合の罰則、精神病者を監置する際に虚偽の届出をした場
合や、許可を受けずに監置した場合などの罰則規定が置かれた。
同法の制定後、各道府県では、この法の施行手続として、私宅監置の具体的な手続きや監置室
の構造・設備（床面積、天井の高さ、床下の高さ、出入口とその施錠、畳など敷物、排便設備、
採光、換気など）が詳細に規定された（橋本 2010 : 41）。私人が精神病者を私宅監置するときに
は、監護義務者が医師の診断書を添え警察署を経て地方長官に願い出た後、警察官が病者の性質
・素行・経歴、発病時期・原因、病者の容態・動作・資産、監置の場所とその方法、監置室の構
造・設備、監護義務者の資産・性質・素行・経歴、家族・親族による病者に対する待遇、主治医
と家族・監護義務者との関係などを調査し、その結果の報告を受けて、行政庁長官が監置の許可
を与えるかどうかの判断を下すことになっていた。さらに、監置後の病者に対する看護・待遇、
病症の様子、監置室の衛生状況などについては、警察の臨検において視察することになってお
り、臨検回数は道府県によって異なっていたが、概して、受け持ち巡査が毎月 1・2 回以上、巡
査部長が毎月または 3 ヶ月に 1 回以上、警部または警察署長は毎年 2・3 回であった（呉 1918 a :
62-63）。
以上のように、精神病者監護法が制定された第 1 の意義は、精神病者でない者あるいは監置の
必要がない軽度の病者を強制的に監禁する行為や、精神病者を劣悪な環境の下で監禁し、虐待を
加える行為を国家が禁止し、精神病者を適切に監置し扶養する「義務者」を確定したことであ
る。この監置義務者には、精神病者を定められた一定の環境の下で扶養し看護する義務と同時
に、病者が社会に危害を与えることがないよう予防する義務が課せられた。そして、精神病者に
対する監置義務者の処遇方法が詳細に規定され、それを義務者が遵守しているかどうかが警察に
よって監視された。すなわち、監置義務者が精神病者を監視し、さらにその監置状況を警察が監
視するという、二重の監視装置が確立されたのである。
このような精神病者監護法の施行は、精神病者の待遇の劣悪化を防ぐ効果をもたらしたと考え
られる。1910（明治 43）〜1916（大正 6）年に、364 箇所の監置室を実地視察した呉秀三（東京
帝国大学医科大学精神病学教室主任）は、家人の被監置者に対する待遇は不良なものが少数で、

―３―

「普通」が多数を占めていたのは最も「欣ブベキ現象」だと述べている。しかし、「普通」の待遇
とは、被監置者をせいぜい人間として扱っているに過ぎず、その待遇を見た人が嫌悪の念で顔を
覆うことがない程度のものだという（呉 1918 a : 64）。呉は、当時の監置が被監置者の逃亡や自
殺を防ぐことに重点が置かれていたため、府県によっては被監置者を室外に出す場合はそのつど
警察署の許可を要し、沐浴の際に警察官の立会いを定めるなど、大多数が被監置者に運動や作
業、娯楽の機会を与えることなく、狭隘な室内に閉じ込め桎梏を施していたことを強く批判した
（呉 1918 a : 65）。このような批判から、私宅監置を監視する現場において最も重点的に遂行され
た任務は、精神病者が社会に危害を加えることを防ぐことであったと考えられる。1905（明治
38）年から 10 年間に、被監置者数は 1.6 倍に増加したが、精神病院における病床の増設は進ま
なかった（精神医療史研究会編 1964 : 14）。
このような状況において、呉は、私宅監置の状況を国家の恥辱と捉え、監置室を速やかに廃止
し、病者を収容して治療を行う精神病院を整備すべきだと訴えた（呉 1918 a : 74）。この主張は、
精神病院法の制定に大きな影響を及ぼした。

1.2．精神病院法の制定と精神病者の処遇
前節で述べたように、呉は、私宅監置室の視察調査の結果にもとづき、被監置者が室内に監禁
されている悲惨な状況を明るみに出し、精神病院を整備し、適切な時期に治療を施すべきだと訴
○

○

えた。1901 年以降、精神病院法制定を強く働きかけ続けた呉が提示した精神病者像とは、
「最モ
○

○

○

○

○

○

憐ムベキ病人」であり、「同情心」により病院において保護し治療を施すべき人々であると同時
に、自己または周囲の財産・生命に対して「危険」を及ぼす人々であった（呉 1918 b : 3-5）。そ
して、精神病院は私宅監置よりも、（1）構造・設備、（2）治療・看護、（3）患家の物質的・精神
的利益、（4）社会の安寧・秩序の維持、病者の危険・犯罪行為の防止、の 4 点において多大な利
点があると主張した（呉 1918 a : 75-76）。（2）に関して呉は、精神病は不治の病だと世人に誤解
されているが、適切な時期に適切な方法で治療すれば、全治することも少なくないと強調した。
さらに（4）について、刑法では精神病者の犯罪は罰せず放免としているが、そのような「危険」
○

○

○

○

な精神病者を取り締まる規定はなく、彼らを収容する所はほとんど皆無であること、
「浮浪者乞
○

○

食者」は「犯罪ノ淵藪」であり、その中には多数の精神病者、神経病者がいると警告した（呉
1918 b : 5）。
このように呉は、精神病者を「同情」すべき「病人」と捉え、精神病が治療可能な病気である
ことを根拠として、精神病院における「治療」の有効性を強調すると同時に、社会に放置されて
いる「危険」な精神病者を隔離収容するための病院整備の必要性を訴えたのである。
以上のような批判を受けて、「精神病院法」が 1919（大正 8）年に第 41 回帝国議会に提出され
た。まず、同法に対する衆議院における審議について検討する。法案を提出する背景について、
内務省衛生局長・杉山四五郎は、社会の複雑化に伴う精神病者の急増を挙げた。日本の精神病者
数は、1911（明治 44）年には 25,773 人だったが、1918（大正 7）年の保健衛生調査会による調
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査では 64,934 人に増加した。その中で、病院等の施設に収容されている者は 4000 人余りに過ぎ
ず、私宅での被監置者は約 4500 人に上る。しかも、私宅での被監置者が、家畜に対する扱いよ
りも酷い扱いを受けている現状は、数千年来一つの民族であり、互いに「相倚リ相助ケテ」今日
に至った「美風良俗ノ大和民族」において、
「国家ノ一大不祥事」だという。また、杉山は、精
神病者の中には殺人等の危険な罪を犯した者が 150 人を下らないため、公安上の観点から放置で
きないと述べた5）。
この説明から、同法制定の目的は、急増する精神病者を保護し治療すること、および重罪を犯
した精神病者を隔離収容することであったことがわかる。しかし、あくまで同法の第 1 の目的
は、「精神病者ノ憐ムベキ状態」を脱却させるための精神病院における「保護治療」であること
が強調され、病院収容の結果、公安上の「危険」を防止することができると説明された6）。この
ような政府側の言説は、先述した呉の主張と合致している。
次に同法の内容を見ると、主務大臣が道府県に対して精神病院の設置を命じることができ、病
院の設置経費に対して国庫補助を行うこと、地方長官は次の 4 区分の者、すなわち（1）精神病
者監護法により市区町村長が監護すべき者、（2）犯罪者のうち司法官庁が特に危険の恐れがある
と認める者、（3）療養の途なき者、（4）その他、地方長官が特に入院を必要と認める者を、医師
の診断があれば、精神病院に入院させることができると規定された。精神病院に入院する者の
「権利」を保障するため、同法に基づく行政官庁の処分に不服のある者は訴願することができ、
行政官庁の違法処分により権利を傷害されたとする者は行政裁判所に出訴することができるとい
う規定が置かれた。また、精神病院の不足を補うため、適当と認められる公私立精神病院を、大
臣命令によって設置する病院として「代用」する制度（代用病院）を創設した。
同法案が審議された衆議院の精神病院法案委員会を構成する委員たちは医師や弁護士が多かっ
たが、弁護士出身委員たちの発言には、精神病者の「人権」を守ろうとする言説が目立った。そ
の筆頭は横山勝太郎である。横山は、
（1）同法は、精神病者個人の「人権」を尊ぶ主義なのか、
それとも人権は省みず、社会の安全を図ることを最優先するのかが明確ではないこと、（2）病院
収容の期間が定められていないため、あたかも「無期ノ刑ノ宣告を受ケタト同一」であること、
（3）精神病者に対する病院への入院命令の権限を行政官に与えているが、
「人権尊重」の意味か
ら、司法裁判所での「鄭重」な手続きを経て入院させるべきであること、
（4）「人権擁護」の観
点から、精神病者の入院の必要がなくなったときには、本人または後見人、親族など関係者が入
院解除を裁判所に請求することができる条文を追加すべきことを主張した7）。
また横山は、生活問題に「煩悶」して精神に異常を来たす者が非常な速度で増加している現状
から、精神病者監護法や精神病院法によって、精神病者が発生したのち彼らを監置する措置を講
じるだけでなく、精神病の原因（生活難、遺伝、梅毒、酒精など）を探究し、救貧防貧の制度を
つくるなど、それらの原因を除去するよう国家が努めなければならないと主張した8）。
同じく弁護士の清水市太郎もまた、地方長官が精神病者を精神病院に入院させる権限をもつこ
とに対し、精神病でない者を精神病として扱う事例が多数発生しており、病院に入院させるべき
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か否かを地方長官がどのように判定するのか疑問であるとし、入院の必要性の判定は、本人の
「権利義務」に非常に大きな影響を及ぼす事柄であるため司法官に委ね、検事や弁護士もそこに
介入すべきだと主張した。また、精神病者が病院において「惨酷」な待遇を受けていることをし
ばしば耳にするが、政府はどのように病院を監督しているのかと批判した9）。
このように、弁護士出身議員からは、とくに精神病患者の入退院の許可が地方長官によって適
切に行われるかどうかに対する強い疑問が出されたのだが、それに対して内務省衛生局長は、同
法は国家が「憐ムベキ同胞」を保護治療するために制定するのであるから、患者の入院命令を出
す際には、精神病学を専攻した医師 2 名以上の診断を得て行い、入院命令に対する不服申し立て
の制度を設けることによって人権を擁護していること、退院については、憲法が保障している
「自由」を確保するため、病気が治癒した症状が現れたときには速やかに医師の診断を行い、一
刻も早く地方長官が退院を許可すると答弁した10）。
さらに、横山と高木益太郎（弁護士）は、法案に対する希望条件として、第 1 に、必要に応じ
て、検事ならびに市町村吏員・府県市参事会員等は、精神病院に出張して患者の現状を臨時に視
察し、「人権保護」の実をまっとうすること、第 2 に、面会・差し入れ・通信等、病院による精
神病者の取り扱いに関して不満を訴える者が多いため、当局は常にこのことの監視に努めるべき
ことを提起した。その理由は、精神病院の小使いや給仕等が患者を殴打したり、外部との通信を
妨害したり、差し入れられた飲食物を詐欺するなど、
「刑事ノ問題」となるべき事柄が多数発生
しており、病院を信用することができないため、行政官だけでなく、「公益」を代表する「検事」
が病院への詳細な視察を行い、病院を監視することが不可欠だからである。これらの希望条件
は、衆議院の同法案を審議する委員会の採決で賛成多数を得た11）。
このように、衆議院での審議を見てみると、とくに弁護士出身議員たちによる精神病院への不
信感が強く表現されている。横山は、日本では病院が、医師ではない財産家によって「営利本
位」に経営されていることが多く、そのような病院で患者の人権が守られるのか疑問を呈し
た12）。そのため、横山らは、患者が不当に精神病院に監禁され続けたり、病院において不当な扱
いを受けたりすることを防ぐ措置をとるよう、政府に強く迫ったのである。これに対抗して政府
側は、同法の目的はあくまで「憐ムベキ同胞」の「保護治療」であることを強調することによっ
て、行政が個人に精神病院への入院命令を出す権限をもつことに対し、国民が恐怖心を抱くこと
がないようにしようとしたと考えられる。
同法案の衆議院通過後、貴族院の審議では「人権」に関する質問や意見は出なかったが、政府
側の説明には、衆議院と同様、同法によって「憐ムベキ同胞」を保護治療するというレトリック
が度々使われた。たとえば、精神病院から患者が逃走して病院の隣家に迷惑をかけるという事例
もあるが、病院をどのような場所に建設するつもりなのかという高木兼寛の質問に対して、政府
委員（杉山）は、精神病院の設置目的は、患者を院外に出さないように監置することではなく、
患者を「救護」して治療することであるから、病院は市街地で交通の便がよく比較的閑静な土地
に建設したいと答弁し、患者の隔離監禁という精神病院のイメージを払拭しようとした13）。
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表1

戦前期

精神病者収容施設数・収容者数・私宅監置者数の推移

1926（大正 15）

1931（昭和 6）

1934（昭和 9）

1937（昭和 12）

施設数 収容者数 施設数 収容者数 施設数 収容者数 施設数 収容者数
公立精神病院
大学医学部等附属病院
私立精神病院
公私立精神病者収容所等

6
13
58
46

926
639
5,176
363

9
14
93
88

1,487
708
7,798
515

10
15
118
29

1,877
693
10,595
494

11
15
137
44

2,268
838
13,587
644

計

123

7,104

204

10,508

172

13,659

207

17,337

社寺、瀑布、温泉等保養所

21

228

50

265

22

103

34

147

総計
（収容定員総計）

144

7,332
（9,189）

254

10,773
（14,426）

私宅被監置者数

194

13,762
（17,981）

241

6,504

17,484
（21,222）
7,104

注）内務省衛生局「精神病者収容施設調」各年度（岡田靖雄他編 2011 : 106-184）より作成。

以上のように、1900（明治 33）年の精神病者監護法制定、1916（大正 5）年における内務省に
設置された保健衛生調査会（第 5 部）での精神病に関する調査の開始、1919 年の精神病院法制
定の過程において、まず、国家が精神病者数を統計的に把握し、その中で社会に「危険」を及ぼ
す恐れのある精神病者を国家が定めた施設に隔離収容し、治療の対象とすることが企図された。
その結果、表 1 に示されるように、精神病者収容施設における収容者数は増加したものの、国家
および自治体財政の限界から、収容者数の 7〜8 割を私立精神病院が担い、私宅監置は存続した。
これらの収容施設の中で、歴史的に大きな役割を果たしてきたのが「社寺、瀑布、温泉等保養
所」である。表 1 によると、保養所の施設数・収容者数は 1931（昭和 6）年にピークを迎え、そ
の後は減少しているが、1931 年に「保養所」に分類されていた施設の中には、1934 年には「私
立精神病者収容所」として分類され存続したものも含まれていた。そのような施設の中で、歴史
の長さと収容者数の多さで群を抜くのが、京都府岩倉の保養所および農家であった。
岩倉では、18 世紀半ば頃に、大雲寺での病気治癒を祈願するために参詣した精神病者を茶屋
や農家において受け入れ始め、18 世紀後半にはその受け入れが定着して有名となり、明治以降
も、太平洋戦争中の食糧難によりほぼ消滅するまで存続した。岩倉では他の地域と異なり、家族
・親族の付き添いなしで患者を預かるという特徴があったという（中村 2010 : 183）。
また、岩倉では、1884（明治 17）年に私立精神病院（岩倉癲狂院、1905 年に私立岩倉病院と
改称）が設立され、昭和初期には患者数が急増し全国有数の精神科病院に成長したが、保養所
（茶屋）や農家での精神病者預かりも同時期に最盛期を迎え、両者は共存共栄の関係にあった
（中村 2013 : 47-55）。その第 1 の要因として、予算不足により、患者の増加に比べて病院が不足
していたこと、第 2 には、患者の症状に応じた、精神病院と開放型の保護治療施設との役割分担
が治療上有効とされたことである。内務省衛生局長・大島辰次郎によると、精神病院は治療上入
院が必要な者、および社会保安上「危険」な者を収容すべき場であり、保安上危険のない者や、
回復期の病者で院外での治療が適する者は、精神病院と連携した開放型の保護治療施設で療養す
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ることが理想だという（大島 1934 : 4）。岩倉では患者預かりの歴史が長く、患者は村人たちと
接触しながら、日常生活でのさまざまな作業を行いつつ療養した（中村 2013 : 86）。第 3 の要因
として、19 世紀半ばから第 2 次世界大戦勃発まで、ベルギーのゲール（Geel）という村が、精
神病者を家庭で預かって看護を行うコロニーとして、ヨーロッパ各国を中心に国際的関心を集
め、コロニー建設の理想的モデルとなっており、ゲールの状況に岩倉が似ていたことから、保養
所・農家での患者預かりが国内外の精神科医たちに支持された（橋本 2010 : 6-28、中村 2013 : 55
-57）。
さて、被私宅監置者の待遇はどのようなものであったか。これについては、呉による調査の他
に、愛知県での調査がある。1934（昭和 9）年に愛知県立精神病院が行った愛知県下の精神病者
・精神薄弱者調査によると、その総数 2431 人の内、入院している者は 342 人、私宅監置されて
いる者は 160 人であった。調査ができた私宅被監置者 150 人の待遇については、「中位」のもの
が半数以上を占め、非常に待遇のよいものが 4 分の 1、待遇の悪いものは 18％ と、「意外にも」
良好な結果を得たと調査者によって評価された。これによって、調査を実施した病院長は、
「精
神病者は必ずしも画一的に病院に収容する必要なく、場合に依っては私宅監置を善導発達させる
方が、患者にとっても社会にとっても都合がよいのではないか」と考えるようになったと述べて
いる（児玉 1934 : 8-12）。さらに、私宅被監置者の調査で「意外」だったのは、病院への入院希
望者の少なさで、たとえ軽費または無料であっても入院を希望しない者が 7 割弱に上ったとい
う。その理由としては、精神病院に対する不信に関わる理由、たとえば「脳病院ではどんな扱い
を受けるかわからぬ」、「これまで病院へ入れたが、却って病気を悪くされた」といったものが最
も多く、次いで、「血縁者が自分の手許で看病したい」というものが多かった（児玉 1934 : 12）。
このように、精神病院の設置が急がれたものの、財政上の問題、病者の症状に応じた効果的な
保護・治療法の模索、そして、国民の精神病院に対する不信感あるいは恐怖心から、戦前におい
ては、歴史性をもつ保養所や私宅監置が重要な役割を担ったのである。

2

戦前期における優生政策の展開と精神病者の処遇

前章で考察した精神病者に関する二法の成立後、出生率の低下および精神病者の激増という
「切迫した現象」を「民族変質の徴候」と捉える見方が登場し、1930 年代には「民族優生」
（国
民素質の向上）の必要性が主張されるようになった。厚生省（1938 年設置）の技師、青木延春
によると、民族優生の目的を達するためには、精神病者や精神薄弱者等を対象とした 4 つの社会
（3）人工妊娠中絶、
（4）断種
政策、すなわち（1）隔離（精神病院等の拡充）
、（2）結婚制限、
（不妊手術）
、が必要だという（青木 1938 : 41）。このうち、断種を合法化する法案は、1934（昭
和 9）〜39（昭和 14）年に 5 回にわたって帝国議会に議員より提出され、これらはいずれも成立
しなかったが、後年になるほど議会での議論は盛んになり、1940（昭和 15）年には政府が提出
した国民優生法が成立した。断種の第 1 の対象が精神病者であったため、1930 年代には、精神
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科医の間でも断種法に対する議論が盛んに行われるようになった。本章ではまず、精神科医たち
の断種法に対する議論の争点は何であったのかを検討し、国民優生法の成立過程および優生政策
の効果について明らかにする。

2.1．断種法に対する精神科医たちの論争
1930 年代から国民優生法成立までの、精神科医たちの断種法に関する言説を見てみると、断
種法について全面的に反対する者はいなかったが、断種を実施する目的や条件に関して、反対を
強く主張する精神科医は少なからず存在した。賛成を表明する者も、積極的な反対理由がないか
ら賛成という意見や、断種による優生学的効果は小さいが、全く実施しないよりは僅かの成果で
もあった方がよいという意見など、消極的な意味での賛成が多かった（植松他 1938 : 12-35）。
それでは、反対を表明した精神科医たちの言説を検討していこう。彼らの意見を集約すると、
民族の素質の向上という優生学的な目的で断種を行うことに対する反対であった。その主な理由
として、（1）断種を行う科学的根拠となるべき、精神病に関する遺伝学が充分に発達していない
こと、（2）精神病の原因は単一ではなく複合的であること、（3）精神病の診断自体が極めて難し
く不確実であること、（4）精神病者の断種によって優生学的な目的を達成することは不可能であ
ること、（5）断種の実施によって精神病学の意義が低下し、精神病の治療が妨げられること、が
挙げられた（金子 1938 a : 14-16、金子 1938 b : 158-162、三浦 1938 a : 33-35、三浦 1938 b : 18、小
峰 1938 : 18、植松 1939 : 15、菊池 1938、秋元 1940 : 55-56）。
上記の反対理由（4）に関して、三浦岱栄（慶應義塾大学講師）は、以下のような、断種の優
生学的効果に関する研究者の諸説を紹介し、その効果に疑問を呈した。ある研究者の計算による
と、精神病を根絶させるためには、病者だけでなくその家族も断種しなければならないため、全
人口の 20％ の人々を断種する必要があるという。また、ドイツの精神科医たちに対する調査に
よると、彼らの多くが、優生学的断種の効果によって精神病者が減少するまでに、数十年あるい
は数百年を要するかもしれないと答えた。ドイツは 1934 年に約 20 万人の断種を行ったと発表し
たが、「血の浄化」を実現するための断種者数の目標は 1 年間に 40 万人であった。1933 年のド
イツでの断種法制定以降、三浦がドイツにおける複数の大学精神科教室を訪問した際、2 つの大
学の教室員は断種法を「困った法律」だと嘆息したという（三浦 1938 a : 34-35）。戦後の調査に
よると、ナチズム期に実施された断種件数は 36 万〜40 万件に上ると言われているが、第 2 次世
界大戦が勃発した 1939（昭和 14）年に断種は中止され、それ以降 1945 年の敗戦までに、精神病
。
者を含む障害者 7 万人以上が殺害された（市野川 2000 : 94-100）
日本の精神科医たちが、断種に対して最も強く抗議したのは、上記（5）の理由に関してであ
った。たとえば、金子準二（警視庁衛生技師）は、最近 20 年の精神病学の進歩はめざましく、
さまざまな治療法が開発され効果を挙げていることから、精神病が治れば断種は不要と主張し
た。もし断種が推進されると、精神科医は、断種の審査機関の命令によって刑を執行する「死刑
執行人」のような存在となってしまい、それは決して「医師としての本分」を尽くすものではな
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いという。また、金子は、断種法により、人々が精神科医の診断を受けることを恐れて病気を隠
蔽するようになり、精神病の早期治療が妨げられると警告した（金子 1938 a : 16）。三浦も、断
種の実施は「精神病学者に対する大なる侮辱であり治療医学を無視するもの」と憤った（三浦
1938 b : 18）。
また、秋元波留夫（東京帝国大学医学部精神病学教室）は 1940 年に、精神病者に対する断種
の推進は、精神病学および精神病治療に重大な「危機」をもたらすと警告した。秋元は、ナチス
・ドイツの断種政策を推進した著名な精神病遺伝学者、エルンスト・リュディンが、1940 年の
第 5 回全独逸精神神経学会総会での演説において、ドイツの精神病学が精神病者に対する社会か
らの誤解によって「重大危機」に直面していると述べたことを紹介している。リュディンによる
と、その危機とは、断種法の遂行によって精神病者は早晩絶滅するから、精神病者の治療は必要
なく、精神科医および看護法の訓練を受けた看護者も不用となり、単に精神病者収容所だけがあ
ればよいという、誤った世論を生み出してしまったことだという。そして、彼は、この危機を乗
り越えるためには、断種法は「精神病対策の消極的一面」に過ぎないこと、精神病学には遺伝疾
患以外に広大なる領域があり、遺伝疾患にのみ注目すべきではないことを社会に訴え、精神科医
は断種法の適用において真摯に努力し、精神病学に対する信頼を裏切らないよう努める必要があ
ると述べたという。このようなドイツの現状を踏まえ、秋元は、もし日本で断種法が実施される
ならば、「充分その機能の限界性を認識した上でなければならぬ」と訴えた（秋元 1940 : 55-56）。
先述したように、ナチスは 1939 年には優生学的断種策を放棄し、精神病者を含む障害者の大量
殺害に転換したのであり、リュディンのこの演説は、自らの学問にもとづき推進した政策が終焉
したことに対する危機感を反映したものだったのかもしれない。
精神科医という専門家の立場からの反対論に加え、金子はさらに、断種が日本の国情に適合し
ないことを指摘した。金子は、「日本は皇室を大宗家として尊崇して居る家族を土台として成立
っている家族制度主義の国で欧米の個人を土台として組立てられた個人主義の国家とは全く趣を
異にして居るので、断種の影響は家族は勿論、その血族まで及ぼす、そして家族制度崩壊の禍因
となる」と警告した（金子 1938 a : 16）。このような主張は、帝国議会での議論等においても登
場したのだが、それは次節で詳しく論じることにする。
さて、先述したように、帝国議会における断種法制定の機運の高まりに対応して、厚生省は、
全国の精神病院長によって組織された日本精神病院協会に対して、
「断種法制定の可否」につい
て意見を求めた。協会では委員会を設置してこれを協議し、1939 年に「断種法制定に関する決
議」をまとめた。決議は、現在の非常時において、民族優生に関する施策の充実は急務であるか
ら、断種制度の趣旨に関する限り否定する理由はないが、ただし、
「立法及び実施に際し出来る
限り慎重を期し科学を充分に尊重し社会的影響を顧慮し一切の弊害を排除し有効適切にして而か
も過激に亘らざるを要す。
」と注文を付けた。そして、断種の対象として最も重要となるべき
「精神異常者」が年々激増している現状において、彼らに「保護治療」を受けさせ、速やかに全
治させて「有用なる社会人として再起奉公」させることが最も肝要だが、我国の保護治療施設は
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極めて不充分で、多数の病者に対して科学的な早期治療を施すことは不可能である。したがっ
て、精神病院等の収容保護施設の拡充を図るべきと主張し、16 項目に及ぶ要望を出した。たと
えば、断種は主として自発的な希望により行うこと（強制的断種の抑制）
、断種は遺伝性疾患の
中でも特に遺伝発病する危険が大きいと認められる場合に限ること、遺伝性疾患者のいる家系で
も、優秀な才能を有する者がいる場合は断種の可否を慎重に判断すること、精神病はすべて遺伝
病であるという誤解が生じないよう努力すること、断種法は民族優生政策の一部分であり、他の
優生方策（優生結婚、健常者の多産の奨励等）と併せて実施すること、等を挙げた（日本精神病
院協会 1939 : 39-41）。
このように、日本精神病院協会の決議は、先述した精神科医たちの反対論をふまえた内容とな
っており、科学的根拠にもとづき、断種法の効果と限界を充分に認識した上で、限定的な範囲内
で法を運用することが強く要望されたのであった。この決議をまとめた内村祐之（東京府立松沢
病院長、東京帝国大学教授）は、断種を合法化した国民優生法について、主として精神医学者か
ら、行き過ぎのないようにと様々な注文をつけたため、断種を強制とせずに任意とするなど、細
かい配慮を法に採り入れることになったと証言している（内村 1968 : 199）。
それでは、次節において、国民優生法をめぐる帝国議会での議論について検討しよう。

2.2．国民優生法の制定と精神病者の処遇
国民優生法制定に大きな影響を与えた勢力の中心は、医学者・生物学者・法律家等によって構
成され、1930（昭和 5）年に設立された日本民族衛生学会（1935 年より日本民族衛生協会と改
称）であり、会長は生理学者・永井潜であった。この団体は、遺伝的に優秀な者が減少し、劣等
な者が増加してくるという「逆淘汰現象」に強い危機感をもっていた。永井によると、「文明国」
では、自我の観念が強まると同時に犠牲的精神が薄くなり、個人の欲望が肥大化し、子どもを少
なく産んで高い教育を授けるべきだという思想にもとづく産児制限が知識階級において行われる
結果、逆淘汰現象が促されるという（永井 1929 : 342-386）。日本においても、1920 年代から都
市部で産児制限運動が盛んになり、出生率の低下傾向が現れ始めていたため、産児制限を批判す
る優生学運動が勢力を強めつつあった。日本民族衛生協会は、議員提出の断種法案に大きな影響
を与え、政府が提出した「国民優生法案」の立案に携わった。協会には、三宅鑛一や吉益脩夫と
いった精神病学者も参加していたため、先述した精神科医たちの断種に対する懸念は、同法の立
案に反映されたと考えられる。
優生目的の断種を定めた法案は、1934〜39 年に 5 回にわたり議員提出されたが、成立には至
らなかった。断種が家族制度を破壊するという批判や、人権問題に配慮して、慎重な審議が行わ
れたためである。厚生省は、1938 年に同省予防局優生課に民族衛生研究会を設立、優生政策の
調査研究に着手し、1939 年には精神病者の家系調査を実施するなど、優生法制定に向けて着々
と準備を進めた。ところが、法案提出前の関係各省との交渉において、司法省から、断種が「人
権毀損、家族制度の破壊に陥る危険」のあること、悪疾それ自体が遺伝するのかどうか学説が帰
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一していないこと、精神病者と天才との区別が困難である等の異論が出て、一時、議会提出がで
きなくなる事態が生じた。しかし、司法省側が「重大なる時局」と国民の現状とに鑑みて譲歩し
たので、急遽、1940（昭和 15）年 3 月、政府は第 75 回帝国議会に「国民優生法案」を提出する
に至った（土井 1941 : 92-93）。
国民優生法の目的は、国民素質の向上のため、
「悪質ナル遺伝性疾患ノ素質ヲ有スル国民ノ増
加ヲ防遏」すると同時に、「健全ナル素質ヲ有スル者ノ増加」を図ることであった。したがって、
それらに対応して同法は 2 つの部分、すなわち、第 1 に、悪質な遺伝性疾患の素質をもつ者に対
する優生手術（不妊手術）に関する規定、第 2 に、健全な素質をもつ者が不妊手術や人工妊娠中
絶を行うことを禁止する規定によって構成されていた。第 1 に関する規定では、優生手術を受け
ることができる疾患として 5 種類挙げられたが14）、その筆頭が「遺伝性精神病」であった。ただ
し、それらの疾患に罹る者の子または孫に同じ疾患が遺伝する危険が特に著しく高いときに優生
手術を受けることができるが、その者が特に優秀な素質を併せもっている場合は対象から除外さ
れた（第 3 条）。一方、第 2 の規定に関しては、健全素質者の不妊手術は原則として禁止された
（第 15 条）。ただし、医師が医療の目的で不妊手術や妊娠中絶を行うときには、緊急を要する場
合を除き、予めその要否に関する他の医師の意見を聴取し、かつ行政官庁に届け出なければなら
ないとされた（第 16 条）。従来、医療目的に藉口して、産児制限を目的に不妊手術や中絶を行う
者が少なくなかったため、医師が不妊手術や中絶を行う際の手続きを一層慎重にすることによっ
て、「国民を漸次蝕みつつある産児制限の思想を根本的に打破し」、その結果として、健全素質者
の減少を防止し、その増加を図るため、この規定が置かれた（厚生省予防局 1940 : 42-43）。
帝国議会における国民優生法の審議過程では、断種について強い反対論が出された。これにつ
いては、かつて拙稿で論じたことがあるので、ここでは要点のみを述べることにする（山本
2002）。反対理由の中でとくに強く主張された論点は、断種による家族制度の破壊、および断種
と家族国家観との矛盾、の 2 点であった。前者については、
「子種」を失うことによって、先祖
の祀りをする者がいなくなり、日本固有の家族制度の精神が破壊される、というものであっ
た15）。後者の意見は、以下のようなものである。日本は「一元的ノ家族国家」で、「遡レバ総テ
同一血統カラ出テ居ル」のだから、国民全体は「投網ノ目」のようなもので、全国民は濃かれ薄
かれ、全部つながっている。悪質遺伝をもつ者の子であっても、遡れば神代から伝わった血筋を
持って生まれてくる。その血筋が絶対に「浄化」されないと断言はできない。断種ではなく、病
気を治療する機関を完備し、数代にわたって「其ノ血統ノ浄化ヲ図ル」努力をすべきである16）。
議会でこのような意見が出たのは、家族国家観と優生法との整合性の問題が、当時の日本の国
体に関わる重大問題であったからである。家族国家観とは、日本は君民一体の家族国家で、民族
は同一の血統より生じているという観念である。昭和の戦時体制期になると、天皇の現人神化が
行われたが、このことは、天皇のみの神格化ではなく、日本民族が神聖性を付与されたことを意
味する。したがって、血統を同じくする者に対して、悪質遺伝を持っているという理由で断種を
行うことは、他民族に対する日本民族の神聖性および優越性を否定することになりかねないので
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ある。
このような議論の結果、国民優生法は成立し、翌 1941 年より施行されたが、優生手術の実施
は著しく制限された。その原因の 1 つは、強制的に子孫を絶やす行為が人権蹂躙にならないよ
う、慎重な取り扱いが必要であるという、議会における慎重論を受け、強制的優生手術を規定し
た条文（第 6 条）の施行が保留されたことである。また、優生手術の申請は本人が配偶者の同意
を得て行うが、本人が 30 歳に達しないか心神耗弱である場合、その家にある父母の同意が必要
であるとされた。優生手術は、その家の子孫を絶つ行為であったため、父母の同意が不可欠であ
った。
さらに、厚生省予防局長より道府県長官宛に発せられた「国民優生法施行ニ関スル件依命通
牒」（1941 年 6 月 28 日）を見ると、優生手術の対象はかなり限定されていたことがわかる。同
法で優生手術の対象となる「遺伝性精神病」とは、遺伝が確実と認められた精神病であり、かつ
治癒困難かまたは再発するなど、「経過不良」のものに限るとされた。他の対象疾患についても、
遺伝性でかつ症状が強度であり、
「反社会性」または「社会不適応性」があるものに対象が限定
された。
その結果、1941 年〜47 年に優生手術を受けた人は 538 人、手術該当者 21,580 人の 2.5％ であ
った。そのうち、遺伝性精神病の者は 380 人（男 167、女 213）と、全体の 7 割を占めた（厚生
省医務局編 1955 : 828-829）。
このように、精神科医たちや司法省、帝国議会議員たちの間に存在した、優生手術に対する強
い懸念を払拭するために、国民優生法における手術の対象や申請方法にさまざまな条件が付与さ
れた結果、優生手術の実施は抑制された。

3

戦後における優生および精神衛生政策と精神障害者の処遇

本章では、戦後における優生政策および精神衛生政策が展開される中で、精神病者の捉え方や
処遇がどのように変化したのかを、優生保護法および精神衛生法の制定過程から明らかにする。

3.1．優生保護法の制定と精神病者の処遇
国民優生法の内容が大きく改正された優生保護法案は、1948（昭和 23）年に超党派議員たち
によって国会に提出され、成立した。戦前の国民優生法の下では、遺伝性精神病者等に対する優
生手術の実績が全く上がっておらず、同法が「死法同様の空文にすぎない」と厳しく批判された
ためである（谷口他 1948 : 36-37）。優生保護法の目的は、
「優生上の見地から不良な子孫の出生
を防止する」ことと、「母性の生命健康を保護する」ことであったが、前者の目的を達成するた
めに、国民優生法よりも優生手術の適応範囲が拡大された。すなわち、本人または配偶者が癩疾
患（ハンセン病）という非遺伝性疾病や、
「現に数人の子を有し、且つ、分娩ごとに、母体の健
康度を著しく低下する虞れのあるもの」が対象に含められた。さらに、公益上の必要が認められ
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る場合には、医師の申請にもとづき、
「優生保護審査会」の決定によって、本人の同意を得ずに
遺伝性精神病者等への優生手術ができることが規定された（第 4 条）。諸外国と同様、日本での
強制的優生手術の対象は主に精神病者であった（稲田 1997）。
1949 年の同法改正では、貧困者が妊娠・分娩によってさらに厳しい困窮状態に陥ることを救
済し、急激な人口増加を抑制するため、中絶の適応条件に「経済的理由」が導入された。さら
に、1952 年の改正では中絶の審査が簡略化され、遺伝性のもの以外の精神病または精神薄弱に
罹っている者について本人の同意を得ずに優生手術ができるなど、優生手術の適応範囲が拡大さ
れた。このように、優生保護法では、戦前の国民優生法よりも優生政策がより強化されたことは
明らかである。
このような優生保護法の成立（および改正）の要因は、第 1 に、優生政策を抑止する機能を担
っていた家規範および家族国家観が、戦後において否定されたことである。家族制度および家族
国家観が優生手術の実施を抑制したことは、前章で述べたとおりである。第 2 の要因は、人口収
容力の増大や海外移民など、他の解決策が実施困難という認識から、人工妊娠中絶の容認と不妊
手術の推進によって、急速な人口増加を抑制しようとしたことである。第 3 は、戦前期以上に、
人口の逆淘汰への危機感が強まっていたこと、第 4 に、生活難により、中絶に対する国民の需要
が増大したことである（山本 2005）。
この中でも逆淘汰論は、優生保護法案の提出者の 1 人で、産婦人科医でもあった谷口弥三郎に
よって最も強調された。谷口は国会において、精神病患者や先天性視覚障害者が増加し、浮浪児
収容所の調査では浮浪児の 8 割が「低脳児」であるとして、すでに「逆淘汰」の傾向が現れてい
ると訴えた。したがって、「先天性の遺伝病者の出生を抑制することが、国民の急速なる増加を
防ぐ上からも、亦民族の逆淘汰を防止する点からいっても、極めて必要」である、と17）。谷口が
逆淘汰現象を説明する際、その筆頭に挙げられたのは精神病者であり、その数は 1931（昭和 6）
年までは人口 1 万人に対して 9.98 人程度だったが、1937（昭和 12）年以降は 12.77 人に増加し
たと訴えた（谷口他 1948 : 35）。
ここで注目すべきは、優生保護法に対する国会の議論において、優生手術の推進が「人権蹂
躙」となる可能性があるという問題が、全く提起されなかったことである。前章で述べたよう
に、戦前には、精神病者等に優生手術をさせることが「人権蹂躙」に当たるのではないかという
懸念や、家族の連続性を維持できなくなるという批判が強く主張されたのに対し、戦後の優生保
護法の議論では、それらの問題は全く論じられなかった。戦後においては、戦前よりも逆淘汰論
が強まったことによって、「悪質遺伝の徹底的防止」が重要課題となり、その対象とされた精神
障害者に対して、戦前においては人権侵害と捉えられた政策が、戦後には推進されたのである。
また、筆者の調査では、戦前、優生学的断種に反対していた精神科医たちによる、優生保護法
に関する発言を見出すことができなかった。戦前に反対を主張していた植松七九郎は、1948 年
の著書において、精神病者に対する優生的処置（結婚制限、避妊、隔離、断種）の中では、施設
への隔離収容が最も有効な方法だという。つまり、彼らを施設で保護・治療することによって、
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優生学的な目的も達することができるため「一石二鳥」で、日本が「文化国家と云ふからには何
よりも先ず此の方面に対して最大の努力を致すべき」と述べた（植松 1948 : 358-360）。戦前に断
種政策を強く批判していた金子準二は、次節で述べるように、精神衛生法案の作成に中心的役割
を果たした。
このように、人権問題を顧慮することなく、優生政策が推進された要因としては、先述した逆
淘汰論の隆盛のほかに、アメリカによる占領政策の影響があるかもしれない。アメリカは世界の
中で断種政策を強力に推進した国の 1 つだった。1890 年のアメリカ国勢調査の結果、精神病者
や犯罪者が増加したことから、その解決策として断種が主張されるようになり、1907 年にはイ
ンディアナ州で世界初の断種法が成立、その後、1920 年代にかけて 32 州で断種法が制定され
た。アメリカで最も断種件数が多かったカリフォルニア州での実績は、1933 年のナチス断種法
制定の際に参考とされた。第 2 次世界大戦後もアメリカでは、1970 年頃に優生学への批判が現
れ始めるまで、精神障害者に対する強制断種が推進された（米本 2000 : 34-47）。
占領期の日本において GHQ の影響力は大きかったとはいえ、GHQ は表面上、日本の人口政
策に干渉しない姿勢を保っていた。しかしながら、GHQ が間接的にそれに関わっていたことを
窺わせる事実がある。それは、戦前から活動していた産児制限運動家であり、戦後は国会議員と
して優生法案を提出した加藤シヅエと GHQ との深い関係である。加藤は戦前から、優生学的な
産児制限を推進したアメリカ人運動家、マーガレット・サンガーの信奉者で、サンガーを「生涯
の師」と仰いでいた。加藤は 1945 年 9 月に、連合国軍総司令部民間情報局より依頼されて婦人
問題非公式顧問に就任、1946 年 4 月には、GHQ 将校からの勧めで総選挙に立候補、最高得票数
を獲得して当選した。当選後、加藤は優生政策の強化と産児制限の合法化をめざし、1947 年第 1
回国会に優生保護法案を提出するが、それに先立ち、GHQ 公衆衛生福祉局長クロフォード・サ
ムスに了承を得たと証言している（加藤 1997 : 127-162）。
さらに優生政策が強化された、1952（昭和 27）年の優生保護法の改正内容について詳しく見
ておこう。第 4 条の「公益上必要」な強制的優生手術の審査申請について、医師が「申請するこ
とができる」という表現から「申請しなければならない」とし、申請が義務付けられた。優生学
的理由による中絶の適応が拡大され、本人が「遺伝性精神病」
「遺伝性精神薄弱」に罹っている
者から、「本人又は配偶者が精神病又は精神薄弱であるもの」に変更された（
「遺伝性」の削除、
「配偶者」の付加）
（第 13 条）。任意断種の適応でも、「配偶者」が精神病または精神薄弱である
場合が加えられた（第 3 条）。さらに、
「遺伝性のもの以外の精神病又は精神薄弱に罹っている
者」について、精神衛生法で定められた「保護義務者」の同意と、
「優生保護審査会」の決定に
よって、本人の同意なしに優生手術ができる規定が新設された（第 12 条）。このような、優生手
術の対象拡大という重要な改正にもかかわらず、国会での手術対象者の「人権」に関する質問や
批判は皆無であった。優生保護法と深い関わりをもつ精神衛生法については、次節で検討する。
優生政策が強化された中で、優生手術の実績はどの程度あがったのだろうか。本人の同意によ
る優生手術の実施率は、優生保護法施行以降、1956 年まで急上昇し、1956 年には 44,485 件の優
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生手術が行われた。ただし、そのうち 9 割以上が「母体保護」を理由としたもので、大部分は産
児調節を目的としたものと推測される。1956 年における遺伝性疾患（本人の同意あり）の手術
件数は 454 件だった（それ以降は減少）
。医師の申請による、本人の同意を得ない優生手術（第
4 条、第 12 条によるもの）は、最も多かった 1955 年と 56 年には年間 1200 件を超えたが、それ
以降は急速に減少した（市野川他 1996 : 380-384）。

3.2．精神衛生法の制定と精神障害者の処遇
次に、戦後における精神障害者に対する法律制定と、そこにおける精神障害者の処遇、優生政
策との関わりについて検討する。1950（昭和 25）年に精神衛生法が制定されるまで、第 1 章で
取り上げた精神病者監護法と精神病院法が並存しており、精神科医たちにとって、両法を廃止
し、新たな精神衛生に関する法律をつくることが懸案となっていた。そのため、彼らによって
1947 年頃から法案の準備が始まり、1949 年には私立精神病院が集まって日本精神病院協会を設
立、そのメンバーであった金子準二、植松七九郎を中心に法案が作成された。こうして、同協会
顧問であった参議院議員ら 15 名により、1950 年に精神衛生法案が第 7 回国会に提出され、成立
した（精神医療史研究会編 1964 : 29-31、厚生省公衆衛生局 1965 : 13）。提出者の中には、優生保
護法提出の中心メンバーであった谷口弥三郎も含まれていた。
精神衛生法の目的は、「国民の精神的健康の保持及び向上」を図るため、
「精神障害者の医療及
び保護」を行い、かつ、
「その発生の予防に努める」こととされた。ここでの「精神障害者」と
は、旧二法（精神病者監護法、精神病院法）が対象とした「精神病者」に加え、
「精神薄弱者」
と「精神病質者」を含み、「正常な社会生活を破壊する危険のある精神障害者全般」が対象とさ
れ、334〜400 万人と推定された18）。
精神衛生法が旧二法に比べて異なる重要な点は、第 1 に、精神障害者を発見し、保護治療する
ために国民全員が協力する体制がつくられたことである。精神障害者（およびその疑いのある
者）を発見した場合は、だれでも、都道府県知事にその者の保護・診察を申請することができる
と規定された（第 23 条）。さらに、警察官・検察官・矯正施設の長に対して、精神障害者（およ
びその疑いのある者）に関する職務上の通報を義務付けた（第 24〜26 条）。
第 2 に重要な点は、「精神衛生鑑定医」制度が新設されたことである。精神衛生鑑定医（以下、
鑑定医と略記）は厚生大臣の指定を受け、精神障害者の入院が必要かどうかの判定を行うとされ
た（第 18 条）。また、鑑定医は、国民から保護申請があった者、警察官・検察官・矯正施設の長
から通報があった者を診察する役割が与えられた（第 27 条）。そして、2 人以上の鑑定医が診察
した結果、その精神障害者を入院させなければ「自身を傷つけ又は他人に害を及ぼすおそれがあ
る」と知事が認めた場合、「本人及び関係者の同意がなくても」精神病院に入院させることがで
きるとした（措置入院、第 29 条）。
第 3 に重要な点は、監護義務者による私宅監置が廃止された一方で、精神病院長に対して、
「保護義務者」の同意があるときは、本人の同意がなくても、精神障害者を入院させる権限が与
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えられたことである（第 33 条）。そして、病院長には、医療・保護に不可欠な範囲内で、入院者
の行動の制限を行う権限も与えられた（第 38 条）。
第 4 に重要な点は、精神障害者の人権への配慮が後退したことである。旧二法では何れにおい
ても、法の執行に関して不服のある者が「訴願」する権利を保障していたが、精神衛生法におけ
る訴願の権利は、措置入院の場合のみしか規定されていなかった（第 32 条）。
以上のような精神衛生法案に対して、国会では、ある野党のみから法案への反対が表明され
た。その内容は、精神病院長あるいは知事が入退院させる権限をもつのでは、人権蹂躙が起こる
恐れがあるため、人の自由を拘束することは、行政機関から独立した裁判所によって扱われるべ
きだ、というものであった。それに対しては、訴願や鑑定医による診察、人身保護法による救済
など、「万全の対応策」が備わっているという反論があり、法案は賛成多数で可決された19）。
このように、精神衛生法は、法の対象者を拡大し、正常な社会生活を破壊する「危険」な精神
障害者を国民全体で発見して、精神病院に収容する体制を構築することを企図し、精神科医、と
くに精神病院長および精神衛生鑑定医に法的地位と、入院のための診察と入院を決定する権限を
与えた。そして、家族（保護義務者）には、精神障害者が自らを傷つけ、または他人に害を及ぼ
さないよう監督し、病院長が入院を必要と認めたときには、入院に同意する義務が課せられた。
そして、前節で述べたように、精神衛生法に規定された「保護義務者」の同意によって、
「遺伝
性のもの以外の精神病又は精神薄弱に罹っている者」に対する優生手術の実施が可能となった。
こうして、精神衛生法と優生保護法の連携により、優生政策の強化が目指されたのである。

お

わ

り

に

戦前期に制定された精神病者監護法は、近代以前から存在していた私宅監置を維持しつつ、近
代国家として他国に恥じぬよう、国が監置方法を詳細に規定し、警察が日常的にそれを監視する
ことによって、監置される精神病者への待遇を近代化＝標準化した。そして、精神病院法制定に
より、精神病者の病院収容を促進しようとしたが、財政上の限界や、国民の精神病院・精神科医
への不信感から収容が進まず、太平洋戦争終結まで歴史的保養所は存続し、精神衛生法施行まで
私宅監置は大きな役割を担い続けた。精神医学や遺伝学への国民の不信、精神病者等の人権擁護
および家族国家観・家族制度の維持への社会的要請が強かったことにより、戦前・戦中における
優生政策の成果は挙がらなかった。
精神医学および優生学の権力が確立したことを示すのは、1950 年前後における逆淘汰論の高
まりを背景とした、優生保護法と精神衛生法の制定である。社会に害を及ぼす「危険」な精神障
害者の発見、隔離、治療を行うため、精神衛生法は、精神医学および精神衛生鑑定医に法的地位
を与え、危険な精神障害であるか否かを判定する強大な権力を付与したのである。そして、精神
障害者に対する不妊手術の実施も促進された。
しかし、1950 年代後半になると、精神医学の権力の揺らぎが見え始める。それを表す出来事
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が、ある女子大学の元教授に対する精神病院への不法監禁事件である。元教授が大学免職後も、
大学の研究室を 6 年間占拠し続けたことに対し、大学が、精神衛生鑑定医でもあった精神病院長
と結託し、占拠をやめさせる目的で、元教授を精神病院に措置入院（強制入院）させたとして、
元教授が大学長を不法監禁罪で告訴した。これに関して、1956（昭和 31）年の第 24 回国会衆議
院法務委員会において、元教授とその関係者が参考人として事情聴取された。そこでの論点は、
精神衛生法は、精神病ではない者を強制的に入院させることができる「絶大な権力」を精神衛生
鑑定医に与えているため、人権蹂躙が起こりかねないという欠陥をもっていることであった。調
査の結果、法務委員会は、同法改正のために、強制入院の際には裁判所の許可を必要とするなど
「人権擁護」のための措置を講じること、入院患者の行動を制限する際の条件を明確化すること
などについて、速やかに検討することを政府に要望する決議を可決した20）。この事件は当時、新
聞・雑誌などメディアでも取り上げられ、社会問題となった21）。
しかし、精神衛生法施行以降、精神病院および病床数は急激に増加し22）、同法や精神病院に対
して、人権擁護の観点から本格的な議論がなされるのは、1970 年代のことである。その後の展
開については、今後の課題としたい。
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心身の状況を表す擬態語動詞についての素性分析

吉

永

尚

1．は じ め に

心身の状況を表す擬態語には、
「いらいらする」や「ぺこぺこだ」のように「する」や「だ」
をつけ派生的な動詞や形容動詞（ナ形容詞）のように用いられるものや、
「ぐっすり眠る」のよ
うに原型のまま用いられ後続動詞を副詞的に修飾するものなど、形態的性質が異なるものが混在
しており、機能的な性質に関する研究は未だ少数である。
本稿では、心身の状況を表す擬態語を「擬態語＋する」の形をとるもの、
「擬態語＋だ」の形
をとるもの、擬態語のみで用いられるものに分類し、それぞれの語彙グループの特性について考
察し、「擬態語＋する」の形をとるもの（以降、擬態語動詞と呼ぶ）に焦点を当て、アスペクト
性などの文法的性質について素性分析を試みる。擬態語動詞の形態的特徴と意味の関わりについ
ても観察し、最後に語彙概念構造を用いて意味構造を分析する。

2．心身の状況を表す擬態語の統語的分類

2.1

統語的性質による四分類

心身の状況を表す擬態語を、統語的な相違から四タイプに分類する。
本研究で扱う擬態語は、感情的なもの、痛覚や触覚など体感的なものとし、味覚や食感を表す
「ぷりぷり」
「しこしこ」
「さくさく」なども除外する。また「ぐうぐう（眠る）
」「ごくごく（飲
む）」「こんこん（咳をする）」など、音声的な要素を含むものも擬音語的と見なし、除外する1）。
〈A タイプ〉
・・・主に「する」が付加され擬態語動詞として用いられる。
「だ」は付加できな
い。
いらいらする、はらはらする、わくわくする、かっとする、はっとする、ほっとする、ボーッと
する、むっとする、すっとする、ぞっとする、すっきりする、うっかりする、がっかりする、ぐ
ったりする、うんざりする、どきどきする、ずきずきする、きりきりする、がんがんする、じん
じんする、ちかちかする、ちくちくする、ちくっとする、ひりひりする、むかむかする、むずむ
ずする、ぞくぞくする、くらくらする、うとうとする、ごろごろする、など。
〈B タイプ〉・・・主に「だ」が付加され形容動詞（ナ形容詞）的に用いられる2）。状態の変化を
表す場合は、
「くたくたになる」のように「だ」は「に」（「だ」の連用形）に変化する。
「する」
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は付加できない。
くたくただ、からからだ、ぺこぺこだ、ふにゃふにゃだ、ぐにゃぐにゃだ、など。
〈C タイプ〉・・・「する」と「だ」が両方付加できるもの（
「すべすべした頬」「すべすべの頬」
のように、名詞を修飾する場合は、「する」が「した」の形で用いられ、「の」が付加される事も
ある）
ふらふら（だ／する）、ぐらぐら（だ／する）、ざらざら（だ／する）、つるつる（だ／する）、ぬ
るぬる（だ／する）、ねとねと（だ／する）、べとべと（だ／する）、べたべた（だ／する）、すべ
すべ（だ／する）、ふわふわ（だ／する）、など。
〈D タイプ〉・・・特定の動詞と結びつき、副詞的に用いられるもの。
「する」や「だ」が付加で
きないもの。
ぐっすり（眠る）、すやすや（眠る）、ぶるぶる（震える）、わなわな（震える）、など。
A、C タイプには、「する」が付加されずに原型のまま特定の動詞や形容詞と結びつき、D タ
イプの擬態語の様に副詞的用法として用いられるものがある。
例えば、A タイプの「ずきずき」
「きりきり」
「がんがん」
「ちくちく」「ひりひり」は「痛む」
「痛い」と結びつき「ずきずき痛む（痛い）」「きりきり痛む（痛い）」の様に副詞的用法となる。
同様に C タイプでも、「ふらふら」「ぐらぐら」は「ふらふら揺れる」「ぐらぐら揺れる」の様
に、「つるつる」「べたべた」は「つるつる滑る」
「べたべたくっ付く」の様に特定の動詞と結び
つき副詞的に用いられる。しかし、これらの語は「する」の付加により擬態語動詞としての機能
を持つので、D タイプの様に常に原型のまま副詞的に用いられ、
「する」や「だ」が付加されな
いものとは区別される。
また、擬態語には意味用法が多岐にわたるものがある。A タイプの「ごろごろする」は、怠
ける様子、「目がごろごろする」では、目に異物があり不快な様子を意味するが、D タイプとし
て副詞的に用いられると、
「ごろごろ転がる」
「雷がごろごろ鳴る」の様に用いられる。本稿で
は、A タイプの「ごろごろする」のように行動や感覚を表すもの、つまり人間の心身の状況を
表すものに限定して、取り扱う事とする。

2.2

品詞性についての考察

A、B、C、D 4 タイプの品詞性について考えると、D タイプは原型で用いられ特定の動作の状
況説明に特化しており、動作副詞、状態副詞に近い語であると判断される。
A、B、C タイプについては、「する」や「だ」が付加された形で、それぞれ動詞、ナ形容詞に
なるという性質から、いずれも動詞性や形容詞性を持った名詞に近い語であると考えられる。
「本」「人形」「時計」など動作性を持たない名詞は、
「する」を付加して「本する」の様には言
えないが、
「研究」「質問」などの動作を内包する名詞は、
「研究する」
「質問する」の様に、
「ス
ル動詞」を形成する。したがって、A タイプの擬態語は何らかの動詞性を意味内容に含むと考
えられるが、この点については後で詳しく述べる。
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同様に、
「本」「人形」「時計」など形容詞性を持たない名詞に「だ」を付加し「本だ」の形に
すると、その意味内容には呼び名を示すだけで性質状態を説明する働きはないが、
「聡明」「正
常」などの形容詞性を内包する名詞は、「聡明だ」「正常だ」の様にナ形容詞を形成する。したが
って、B タイプの擬態語は形容詞性を意味内容に含むと考えられ、C タイプは両方の形態をとる
事から動詞性、形容詞性をともに内包すると考えられる。
また、擬態語の中には機能的に多様化しているものもあり、A タイプの「ずきずきする」、C
タイプの「ぐらぐらだ／する」などでは「ずきずき痛む（痛い）
」「ぐらぐら揺れる」のように
「する」や「だ」が付加されず D タイプのように副詞として用いられる3）。
影山（2005）では、擬態語動詞について「する」は意味構造の鋳型を、擬態語は具体的な意味
内容をそれぞれ分担して受け持っており、
「擬態語＋する」全体の意味構造は「する」が持つ意
味構造の鋳型に擬態語が表す特定の意味内容を組み込む事で得られ、その結果「擬態語＋する」
全体の意味構造は通常の動詞の意味構造と実質的に同じになると述べている。
（影山（2005）
pp.1-2）
また、田守（1993）では、動詞組み入れ可能なオノマトペ（本稿では擬態語）の特徴につい
て、人間の心理・感覚を記述する「擬情語」は例外なく動詞組み入れが可能と述べ、物事の性質
状態を表すものとの相違を示唆し、また、形態的特徴について言及している。
（田守（1993）
pp.45-47）
本稿では、擬態語の元々の意味性質によって「する」や「だ」などの統語成分が選択的に付加
され、「する」が付加されると動詞、
「だ」が付加された場合はナ形容詞として機能すると考え、
語彙本来の意味と「する」や「だ」の述語機能が統合されて新たな擬態語述語を形成すると結論
付けたい。
以下、A タイプ、B タイプの擬態語述語と名詞派生述語の類似を示す例文を挙げる。C タイ
プは動詞、形容詞の両方を形成し、A、B タイプ両方の性質を併せ持つので省略する。D タイプ
についても、擬態語単独で副詞として用いられ述語に派生しないので考察外とする。
（1）彼は熱心に［勉強・練習］する。（勉強・練習→「する」の付加で動詞を形成）
（2）朝から頭が［ずきずき・がんがん］する。（A タイプ、動詞を形成）
（3）彼は［有能・温厚］だ。（有能・温厚→「だ」の付加でナ形容詞を形成）
（4）彼は［くたくた］だ。（お腹が［ぺこぺこ］だ。）（B タイプ、ナ形容詞を形成）
（5）彼は［有能・温厚］になった。（有能に・温厚に→ナ形容詞を形成し連用形に活用）
（6）のどが［からから］になった。
（お腹が［ぺこぺこ］になった。）（B タイプ、連用形に
活用）
（1）（2）はどちらも動詞の類似点が見られ、
（3）（4）、（5）（6）もそれぞれナ形容詞という類似
点が見られる。
また、A、B タイプには名詞性という機能的共通点はあるが、動詞を形成する A タイプと形
容詞を形成する B タイプとでは、意味内容の相違が観察される。
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前述の様に、「スル動詞」を形成する名詞は「運動」「到着」などのように、動作や変化の意味
を内包する事が条件である。A タイプの「ずきずき」
「ぞっと」は何らかの動詞性があるので、
「する」が付加され、B タイプの「ふにゃふにゃ」「ぺこぺこ」は動詞性がないので付加されない
と考えられる。
A タイプの擬態語は、可視的な動作・変化は意味しないが、
「昨夜から」や「数時間前から」
のような期間、あるいは「〜の瞬間」の様な、特定の時間を表す時間修飾語と共起する性質があ
る。
一般的に、期間や瞬間を表す時間修飾語との共起は、動詞的性質に見られる特徴であり、この点
で A タイプは動詞性があると言える。これらの時間修飾語は、形容詞的な B タイプとは折り合
いが悪い。
（7）昨夜からずっと奥歯がずきずきする。
（8）寒い屋外に出た瞬間、ぞっとした。
（9）？昨夜からずっとボールがふにゃふにゃだ。（？は文法性判断が中間的な事を示す）
（10）＊寒い屋外に出た瞬間、お腹がぺこぺこだ4）。（＊は許容されない事を示す）
また B タイプの「ふにゃふにゃ」
「ぺこぺこ」は、
「だ」を付加しナ形容詞に類似した語を形
成 す る が、A タ イ プ の「ず き ず き」
「ぞ っ と」に は「＊ず き ず き だ」「＊ぞ っ と だ」の 様 に、
「だ」が付加できない。形容詞の本質は性質・状態を表すことにあり、
「ふにゃふにゃ」
「ぺこぺ
こ」の様な物事の様態を説明する擬態語は「だ」の付加によりナ形容詞に派生するが、継続や瞬
間などの時間的性質を持ち、静止的な状態性の弱い「ずきずき」
「ぞっと」はナ形容詞に派生し
ない。
従って、A タイプの「ずきずき」
「ぞっと」と B タイプの「ふにゃふにゃ」
「ぺこぺこ」は時
間的性質や状態性などの点で、語彙の元々の意味性質が異なっていると考えられる。
C タイプは「する」と「だ」が共に付加され、動詞的、形容詞的な性質をともに持つ語である
と考えられ、D タイプは副詞的な用法に特化し述語派生機能を持たない語であると考えられる。

3．擬態語動詞の素性分析

3.1

擬態語動詞の文法的特徴について

前節で述べたように、A タイプだけには時間的性質が見られ、他の擬態語の状態性を逸脱し
た動詞性が観察されたが、従来、心身の状況を表す動詞は「いる」
「ある」のような状態動詞の
一種としての見方が強い。国立国語研究所（1985）では、感情や感覚を表す動詞は変化や始発の
局面のあとに続く局面が話し手の内部の心的状況であるので、局面の境目が不明確で基準時間と
の関係がわからなくなり、アスペクトから解放されると述べている。
本節では、時間的性質を中心に擬態語動詞についてさらに詳しく考察し、アスペクト性がみら
れるものがあることを提唱する。また、状況説明の擬態語は状態的語彙とされているが、動詞性
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を持つものもあることを提唱したい。
前述のように、擬態語動詞は擬態語本来の意味に時間性（動詞性）を持ち、
「する」が付加さ
れることで文法的に動詞として機能すると考えられるが、動詞が持つ時間的性質として、継続や
瞬間を表すアスペクト性について調べる。状態動詞を除く一般動詞には継続性、瞬間性が見られ
る。アスペクト形式「ている」で継続性、瞬間性を観察し、期間や瞬間を表す時間修飾語との共
起を観察し、それぞれの語が持つアスペクト性について考える。
まず、「している」の形で継続性、瞬間性を見る5）。
［「している形」への変換−進行解釈のもの］
（11）いらいら（はらはら、わくわく、ボーッと、ぐったり、どきどき、ずきずき、きりき
り、がんがん、じんじん、ちかちか、ちくちく、ひりひり、むかむか、むずむず、ぞ
くぞく、くらくら、うとうと、ごろごろ）している。
概ね心理状態の継続や感覚の体感継続を表し、一定の期間その状況が継続している事を示し、状
況が進行中であると解釈される。
［「している形」への変換−結果解釈のもの］
（12）がっかり（ほっと、むっと、がっくり、うんざり）している。
これらの語は心理状態や感覚の一定時間の継続を示さず、瞬間的な心理変化が起こり、その変
化が残存していると解釈される。
［「している形」への変換ができないもの］
（13）＊かっと（はっと、すっと、ぞっと、すっきり、うっかり、ちくっと）している。
これらは「する、している」のアスペクト対立がなく、状態動詞の様に、ル形が現在の状態を表
している。結果解釈のものと「している形」への変換ができないものの多くは、促音「っ」を含
み語末が「と」や「り」である点で形態的に似通っている。
浜野（2014）ではオノマトペの形態的特徴と意味の関連について詳しい記述があるが、促音を
含むオノマトペの持つ変化性、瞬間性については促音の語感との関連が示唆されている。
（浜野
（2014）p.46）
次に、期間や瞬間を表す時間修飾語との共起を見る。
［期間を表す時間修飾語］
文末を「している形」にして観察する。
（14）彼は朝からずっといらいら（ボーッと、ぐったり、うとうと、ごろごろ）している。
（15）発表の間中、はらはら（わくわく、どきどき）して見ていた。
（16）昨夜からずっと、頭がずきずき（がんがん、くらくら）している。
（17）昨夜からずっと、胃がきりきり（がんがん、じんじん、ちくちく、むかむか）してい
る。
（18）昨夜からずっと、背中がぞくぞく（ひりひり、むずむず）している。
（12）（13）で挙げた、瞬間的な意味が強いもの、「ている形」への変換ができないものを除き、
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概ね期間副詞と共起する。次に、瞬間を表す時間修飾語との共起を見る。
［瞬間を表す時間修飾語］
継続の意味を含まないので、文末は「する」「した」の形で観察する。
（19）顔を見た瞬間、ぞっと（ほっと、はっと、むっと、がっかり）した。
（20）針が刺さった瞬間、ちくっとした。
（21）胃薬を飲んだ途端、すっと（すっきり）した。
（12）で挙げた「がっかり」
「ほっと」
「むっと」（13）の「はっと」
「すっと」「ぞっと」「すっき
り」「うっかり」「ちくっと」など、瞬間的な意味が強いものや「している形」への変換ができな
いものが共起し、アスペクト性において、
（11）で挙げた「いらいら」
「はらはら」「わくわく」
「ボーッと」など「している形」で進行解釈になるものとは性質が異なっている。
また、擬態語動詞は心理動詞と同様、「し終わる」の様な完了の表現ができない。
［完了性−「し終わる」との共起］
（22）＊いらいら（はらはら、わくわく、かっと、はっと、ほっと）し終わる。
ほぼすべて、完了の表現と共起しない。感情的、感覚的な状況を意味する語に完了性はそぐわな
いためであると思われる。
次に、動詞主語の意味役割の手がかりとなる意志性を、意向形「しよう」によって観察する。
［意志性−「しよう」との共起］
（23）＊今日はいらいら（はらはら、わくわく、かっと、はっと、ほっと）しよう。
ほぼすべて意志性がないが、次の例のように一部意志性が見られるものも少数ある。
（24）今日は一日ごろごろ（ボーッと）しよう。
怠惰な時間を過ごし何もしないという意味内容にわずかの動作性が含まれているからであろう。
意志性や自主的な動作性がほぼ見られないので擬態語動詞の主語は Agent（動作主主語）ではな
く殆どすべて Experiencer（経験者主語）であると判断する。アスペクト性が見られるものがか
なり存在することが観察された。

3.2

アスペクト性と形態的特徴の関与について

（11）で挙げた「いらいら」「はらはら」「わくわく」、（12）で挙げた「がっかり」
「ほっと」
「むっと」「がっかり」
（13）の「はっと」「すっと」
「ぞっと」
「すっきり」「うっかり」
「ちくっ
と」などを見ると、アスペクト性と形態の関連が推察される。
「いらいら」むかむか」
「うとう
と」など、同じ音形が繰り返される「●○●○」型に、
「する」がついたものは、
「している形」
で進行解釈される場合が多い。畳語で状態の反復継続を含意し、持続性を表現するからと考えら
れるが直感的判断であり、詳細なデータ分析によって検証することが必要である。
反対に、促音を含む「○っと」「○っ○り」型に「する」がついた形態を持つものは、
（12）
（13）の様に結果解釈されるものや「している形」を持たないものが多い。前述のように促音の
語感と瞬間的な変化の関与の可能性が考えられるが、これについても検証が必要である。
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「むかむか」は継続性があるが、「むかっと」は瞬間的な意味が強い。
また「ころころ」「ろごろ」など、清濁音の対比によっても事態の程度・性質を表し分けてい
ると思われ、擬態語動詞には形態的、音声的要素と意味の関与があると推測される。どのような
形態をとる時、継続性や瞬間性の意味性質を持つのかという問題については今後の課題とした
い。

擬態語動詞の語彙概念構造での考察

3.3

以上の観察をもとに、擬態語動詞のアスペクト性や意志性について分析した結果、次のように
語彙概念構造で表す事ができると思われる。
（11）〈継続性を持つもの〉
［x EXPERIENCE］，（＋CONTINUOUS）
（ACT）（「ごろごろする」など）
（12）（13）〈継続性を持たないもの〉
［x EXPERIENCE］，（−CONTINUOUS）
これらの擬態語動詞はいずれも意志性や他動性がなく、感情や感覚を表す自動詞であることが
わかる。しかし、従来の研究では、これらの擬態語動詞は一般の動詞とは区別して扱うことが多
く、統語的に体系化されることが少なかった6）。
非能格性（自動詞性）に焦点をあてて観察すると、継続性や瞬間性など、外的動作動詞や心理
活動動詞との共通点、動詞性を見出すことができ、形容詞性あるいは副詞性が強い B、C、D タ
イプとは異なっている事がわかる。

4．まとめと今後の課題

心身の状況を表す擬態語を動詞性、形容詞性を手掛かりに 4 種に分類し、動詞性の強い A タ
イプを擬態語動詞として取り上げ、素性分析を行った。
擬態語動詞のアスペクト性について調べた結果、形態的・音声的な特徴が、継続性・瞬間性と
関与している事が推察される。従来の研究では、擬態語動詞は形容詞的な状態性の強い語として
位置付けられてきたが、非能格性に焦点をあてて観察すると、継続性や瞬間性など外的動作動詞
や心理活動動詞に見られる動詞性を見出すことができる。形態とアスペクト性など意味の関与に
ついては、詳細な調査研究が必要である。今後の課題としたい。
日本語教育の分野では、擬態語の教育に関する研究は非常に遅れており、使用頻度の高い擬態
語についての効率的な教育の必要性が注目されている。擬態語の形態によって意味や機能を推し
量り品詞的な分析ができるようになる事は、外国人の日本語学習において大きな手掛かりとな
る。
浜野（2014）では、オノマトペから派生する「擬態語動詞」は生産的であるが深く理解されて
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いない領域であるとし、日本語教科書やオノマトペ辞書では「擬態語動詞」と擬態語副詞を明確
に区別していないが、統語的に全く異なる語なのではっきり区別して教える必要がある事を提唱
している。
（浜野（2014）pp.110-112）擬態語の意味・用法、形態との関与について更に詳細に
調べ、得られた知見を効率的な教育に反映する事を目標に研究を続けたいと思う。
本稿は学内共同研究「医療福祉分野への貢献を目的とするオノマトペの習得研究」学術研究助
成基金基盤研究（C）「心身の状態を表すオノマトペの習得研究」の一環として書かれた。

注
１）これらの他に擬音語とみなされるものに、「があがあ（鼾をかく）
、ごしごし（洗う）
、ごほごほ（咳
をする）
、ぜーぜー（いう）
」などがある。
２）ナ形容詞は名詞に前置される際、「きれいな花」の様にナに活用するが、擬態語の場合は「＊カラカ
ラな喉」の様に許容されない点で相違があり、類似点はあるが全同ではない。
３）擬態語には名詞としての用法もある。例えば、A タイプの「いらいら」
、C タイプの「ぬるぬる」な
どは「渋滞でいらいらが募る」
「薬剤でパイプのぬるぬるを落とす」のように文中で「ガ」格や「ヲ」
格となり、名詞として機能している。この働きは擬態語が持つ名詞性の現れであると推測される。
４）
「寒い屋外に出た瞬間、お腹がぺこぺこになった。
」の様に「連用形＋なる」の形にすると文法性が上
がるが、これは変化動詞「なる」の持つ事態変化の意味によって「瞬間」と共起できるようになった
と考えられる。
５）
「ている」形でのアスペクト解釈については、金田一（1950）に倣い、進行解釈は継続動詞（第二
種）
、結果解釈は瞬間動詞（第三種）と見なす。また、「する」と「だ」が両方付加される C タイプは
金田一（1950）による分類の第四種（状態的なもの）に相当すると思われ、「ざらざらする／してい
る、つるつるする／している、べとべとする／している」の様に「する、している」の意味の差が少
ない。このタイプは形容詞的性質が強く、アスペクト対立が弱い。
６）国立国語研究所、金田一では擬態語動詞はほとんどが状態性の強い第四種と見なす記述がある。
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『国際捕鯨取締条約』附表の
修正からみたグリーンランド捕鯨
──特にザトウクジラ捕鯨を中心に──1）
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現在の世界における捕鯨は、1946 年に締約された『国際捕鯨取締条約』（International Convention for the Regulation of Whaling）および同時に制定され、その後修正が加えられてきた同条約
「附表」（Schedule）により規制されている。
近年、国際捕鯨委員会（International Whaling Commission）の年次会議2）における先住民生存捕
鯨をめぐる議論では、二つのザトウクジラ捕鯨（デンマーク領グリーンランドにおけるザトウク
ジラ捕鯨とセント・ヴィンセントおよびグレナディーン諸島国ベクウェイ島におけるザトウクジ
ラ捕鯨3））が議論の中核部分となっている。
本稿においては、国際捕鯨委員会の議論の過程で過去に 3 度捕殺が禁止された経緯のあるデン
マーク領グリーンランドにおけるザトウクジラ捕鯨を取り上げ、その背景を 60 年以上におよぶ
『国際捕鯨取締条約』附表の修正をめぐる議論を綿密に考察することにより探求する。本稿を通
して、デンマーク領グリーンランドにおけるザトウクジラ捕鯨をめぐる捕鯨国と反捕鯨国の複雑
な国際関係の一端と西洋的価値観を持つ人たちのザトウクジラへの一方的な思い入れの不思議さ
を理解していただければ、筆者としては幸甚である。

1．附表修正からみたグリーンランドにおけるザトウクジラ捕鯨（1）
―国際捕鯨委員会第 6 回年次会議（1954 年）から第 37 回年次会議（1985 年）まで―4）

1.1

国際捕鯨委員会第 6 回年次会議（1954 年）における附表の修正―最初のザトウクジラの捕
殺禁止―

第 6 回年次会議（1954 年）において、ザトウクジラの捕殺を規定している附表第 6 項が 3 項
目に再編修正され、従来は南半球だけであったザトウクジラの捕殺規制が北半球（北大西洋）に
も拡大された。この結果、南極海の一部海域においては 4 日間だけザトウクジラ捕鯨が可能であ
るにもかかわらず、北大西洋ではザトウクジラ捕鯨が全面的に禁止されてしまったのである。
再編された附表第 6 項は次のとおりである。
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附表

第6項

（1）北大西洋においてザトウクジラの捕殺、もしくは捕殺を試みることは 5 年間禁止する。
［下線部が修正付加部分、以下同様］
（2）西経 0 度から西経 70 度までの南緯 40 度より南の海域において、ザトウクジラの捕殺、
もしくは捕殺を試みることは 5 年間禁止する。
（3）2 月 1 日、2 日、3 日、4 日を除いて、南緯 40 度より南の海域において、ザトウクジラ
の捕殺、もしくは捕殺を試みる目的のために捕鯨母船に帰属している捕鯨船を使用すること
は禁止する（IWC 1955: 16）。［この附表第 6 項（3）が修正前の附表第 6 項である。］

この附表修正により、
『国際捕鯨取締条約』が締約された 1946 年から 1953 年までの 8 年間に
グリーンランドにおいては 22 頭のザトウクジラが捕殺されていたにもかかわらず（Kapel 1979:
202 Table 2B）、ザトウクジラ捕鯨が 5 年間禁止されることになったのである。これ以降、グリ
ーンランドにおけるザトウクジラ捕鯨は国際捕鯨委員会年次会議において繰り返し取り上げら
れ、紛糾する議題の一つとなっていく。
この附表第 6 項（1）は第 10 回年次会議（1958 年）において修正され、期限が延長された。

附表

第6項

（1）北大西洋においてザトウクジラの捕殺、もしくは捕殺を試みることは 1964 年 11 月 8 日
まで禁止する（IWC 1959: 18）。

1.2 国際捕鯨委員会第 13 回年次会議（1961 年）における附表の修正―ザトウクジラ捕鯨の再承
認―
1954 年以降、グリーンランドにおけるザトウクジラ捕鯨は禁止されたままであったが、1961
年の第 13 回年次会議において、デンマーク政府はグリーンランド海域におけるザトウクジラ捕
鯨に関して附表修正提案を行い、賛成 11 か国、反対 0、棄権 1 か国で承認された（IWC 1962:
21-22）。
修正された附表第 6 項（1）は次のとおりである。

附表

第6項

（1）北大西洋においてザトウクジラの捕殺、もしくは捕殺を試みることは 1964 年 11 月 8 日
まで禁止する。この禁漁期にあるにもかかわらず、グリーンランド海域における年間 10 頭
のザトウクジラの捕殺は、登録総重量 50 トン未満の捕鯨船が使用される限りにおいて、こ
れを許可する（IWC 1962: 21）。

この附表修正の結果、グリーンランド海域におけるザトウクジラ捕鯨は再度可能となった。近
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代的な捕鯨道具である捕鯨船の使用を容認しているということは、本捕鯨が字義的な意味での先
住民捕鯨として取り扱われていないことに注意しておきたい。本附表修正時点では、グリーンラ
ンドの捕鯨においては、捕鯨実施者の先住民性については厳密に問われることはなく、グリーン
ランド島民による特例的な小規模地域捕鯨として容認されていたと考えられるのである。

国 際 捕 鯨 委 員 会 第 25 回 年 次 会 議（1973 年）における附表の再編 集、第 27 回 年 次 会 議

1.3

（1975 年）における附表の修正
既存附表を修正の上、新たなる番号をつけるなど再編集した附表案が「文書 IWC/25/10」とし
て第 25 回年次会議（1973 年）に提案され、承認された（IWC 1975a: 32−33）。この結果、ザト
ウクジラの捕殺禁止規定のグリーンランド海域への適用除外を記した（旧）附表第 6 項（1）は
（新）附表第 6 項として再編集された。

附表

第6項

ザトウクジラの捕殺、もしくは捕殺を試みることは禁止する。この禁止にもかかわらず、グ
リーンランド海域における体長 35 フィート（10.7 m）を下回らない年間 10 頭のザトウクジ
ラの捕殺は、登録総重量 50 トン未満の捕鯨船が使用される限りにおいて、これを許可する
（IWC 1975b）。

本附表第 6 項により、グリーンランド海域を除く全ての海域がザトウクジラの禁漁海域となっ
た。また、グリーンランド海域におけるザトウクジラ捕鯨に関しても、従来からの捕殺頭数制
限、捕鯨船の重量制限に加えて、新たに体長制限も課せられた。規制は確実に厳しくなってきて
いる。過去、グリーンランド海域においてもザトウクジラ捕鯨が全面的に禁止されていた期間
（1954 年〜1961 年）もあった。ザトウクジラ捕鯨は常に捕鯨論争の一つの種になっているのであ
る。
第 27 回年次会議（1975 年）において、
（旧）附表第 6 項、第 7 項が（新）附表第 7 項として
一本化された。（新）附表第 7 項となってもグリーンランド海域におけるザトウクジラ捕鯨に関
しては（旧）附表第 6 項から実質的に何も変わっていない。

附表

第 7 項［旧附表第 6 項、第 7 項を一本化したもの］

附表第 6 項の規定にもかかわらず、グリーンランド海域における体長 35 フィート（10.7 m）
を下回らない年間 10 頭のザトウクジラの捕殺は、登録総重量 50 トン未満の捕鯨船が使用さ
れる限りにおいて、これを許可する。先住民もしくは先住民のために締約国政府がコククジ
ラあるいはセミクジラを捕殺することは、その鯨肉および鯨産物がもっぱら先住民による地
域的消費に用いられる時にのみ、これを許可する（IWC 1977: 14）。
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1.4

国際捕鯨委員会第 29 回年次会議（1977 年）における科学委員会の議論

第 29 回年次会議（1977 年）において、国際捕鯨委員会の下部組織である科学委員会は北大西
洋西部におけるザトウクジラの生息数をおおよそ 1000 頭から 1500 頭と推定、この資源サイズの
小ささに鑑みて、同委員会は国際捕鯨委員会に対して次の年次会議において、グリーンランド海
域での年間 10 頭のザトウクジラの捕殺を認めている現在の適用除外（附表第 7 項）の妥当性に
ついて再検討するように要請した（IWC 1978: 70）。グリーンランド海域におけるザトウクジラ
捕鯨の再度の禁止に向けて、外堀が埋められ始めたのである。

1.5

国際捕鯨委員会第 30 回年次会議（1978 年）における附表の修正

第 30 回年次会議（1978 年）において、科学委員会はグリーンランド海域において年間 10 頭
までのザトウクジラの捕殺を認めている現在の適用除外を取り消すべきであると勧告、その代わ
りにナガスクジラが捕殺されるべきであるとした（IWC 1979: 26）。
一方、国際捕鯨委員会総会はデンマーク政府により説明された生存上の必要性について議論し
た後、西グリーンランド資源ナガスクジラの捕殺枠を 4 頭から 15 頭に増加させることに同意、
但し、グリーンランド海域におけるナガスクジラとザトウクジラの捕殺はあわせて 15 頭を超え
てはならないとする注意書きが付けられた（IWC 1979: 26）。
本年次会議におけるグリーンランド捕鯨関連の附表修正は次のとおりである。

表1

ヒゲクジラ類の資源分類および捕殺枠

北半球 1979 年漁期
北大西洋
西グリーンランド資源

ナガスクジラ

暫定維持管理資源

捕殺枠 15 頭

注）グリーンランド海域におけるナガスクジラとザトウクジラの捕殺はあわせて 15 頭を超
えてはならない（IWC 1979: 35 Table 1）。

科学的にみた場合、ナガスクジラとザトウクジラの合同捕殺枠などはありえない。種ごとに資
源評価を行った上で、それぞれに適切な捕殺枠を算出するのが科学である。ザトウクジラの資源
状態を危惧し、捕殺枠を出したくない科学委員会とグリーンランド島民のために捕殺枠を要求す
るデンマーク政府との間で、政治的な妥協を行ったのが国際捕鯨委員会総会の合同捕殺枠の設定
であった。このような中途半端な妥協は長続きしない。

1.6

国際捕鯨委員会第 31 回年次会議（1979 年）における附表の修正

第 31 回年次会議（1979 年）の先住民捕鯨および保護鯨種小委員会において、1978 年にグリー
ンランドではザトウクジラが 20 頭捕殺された（1955 年以降、年間平均捕殺数 4 頭、1977 年捕殺
数 10 頭）ということに言及がなされた（IWC 1980c: 105）。このような事実を踏まえて、科学委
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員会は昨年に引き続きグリーンランドにザトウクジラ 10 頭の捕殺を認めている適用除外を附表
から取り消すべきであると勧告した（IWC 1980b: 56）。技術委員会も多数決により、グリーンラ
ンドにザトウクジラ 10 頭の捕殺を認めている適用除外を附表から取り消すべきであるとする科
学委員会の勧告を支持した（IWC 1980a: 30）。
これに対して、国際捕鯨委員会総会において、アメリカがグリーンランド沖における 20 頭の
ザトウクジラの捕殺に関して懸念を表明する一方、デンマークはその捕殺は報告の失敗によるも
ので、すでに改善されつつあると述べ、さらにザトウクジラ捕鯨の地域共同体への重要性、およ
びその消費はもっぱらグリーンランド人によってのみなされていることを強調した（IWC 1980a:
30）。同総会はグリーンランドにザトウクジラ 10 頭の捕殺を認めている適用除外を附表から取り
消すべきであるとする提案を賛成 6 か国、反対 7 か国、棄権 9 か国で否決した（IWC 1980a:
30）。結局、本年次会議においても、グリーンランドにおけるザトウクジラ捕鯨については継続
が認められたのである。
しかしながら、さすがに昨年のナガスクジラ＝ザトウクジラ合同捕殺枠は 1 年で取り消され
た。合同捕殺枠という中途半端な規定が現場に混乱をもたらし、20 頭というザトウクジラの大
幅な超過捕殺を引き起こしてしまったと考えられるからである。

1.7

国際捕鯨委員会第 32 回年次会議（1980 年）における附表の修正

第 32 回年次会議（1980 年）における科学委員会の議論は次のとおりである。1979 年、グリー
ンランドにおいては 14 頭のザトウクジラが陸揚げされ、一方、北大西洋西部においては 18 頭の
ザトウクジラが漁網に絡まり絶命、従って西グリーンランド資源から少なくとも 32 頭のザトウ
クジラが除去されたことになる（IWC 1981b: 66）。この数値は考えられる最小生息数の 2.5％ を
占め、純再加入率に近接しているかもしれず、これらの理由から、より信頼できる生息数および
再加入率の推計が入手可能になるまで、科学委員会はグリーンランドにザトウクジラ 10 頭の捕
殺枠を認めている適用除外を取り消すべきであると引き続き勧告した（IWC 1981b: 66）。
これに対して、デンマーク政府は次のように反論した。グリーンランド沖においては、ザトウ
クジラが少なくとも 200 年間捕殺されてきたことは文献資料から明らかであり、実際はもっと長
く、その捕殺はグリーンランド人による複雑な海洋哺乳類利用様式の一部を形成している（IWC
1981a: 18）。またザトウクジラ捕鯨はいくらかの地域では唯一の生計手段であり、さらに地方政
府は過去 2 年間のような捕殺枠の超過を防ぐために管理状況を改善する方策をとっている（IWC
1981a: 18）。
このような議論を受けて、技術委員会は多数決により適用除外の取り消し勧告に同意したが、
国際捕鯨委員会総会はその提案を賛成 8 か国、反対 3 か国、棄権 13 か国で否決した（IWC 1981a:
18）。これで、グリーンランドにザトウクジラ 10 頭の捕殺枠を認めている適用除外を取り消すべ
きであるとした科学委員会の勧告は 3 年連続否決されたことになる。
本年次会議におけるグリーンランド捕鯨関連の附表修正は次のとおりである。
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附表

第 13 項（a）5）

附表第 10 項6）の規定にもかかわらず、
（i）グリーンランド海域における体長 35 フィート（10.7 m）を下回らない年間 10 頭のザト
ウクジラの捕殺は、登録総重量 50 トン未満の捕鯨船が使用される限りにおいて、これを許
可する（IWC 1981a: 36）。

本附表修正により、
（旧）附表第 12 項が（新）附表第 13 項として整理された。グリーンラン
ド捕鯨に関わる箇所は形式が変わっただけで文言は変わっていない。従って、この時点でも、グ
リーンランドにおけるザトウクジラ捕鯨の実施者は先住民に限定されていなかったのである。

1.8

国際捕鯨委員会第 34 回年次会議（1982 年）における附表の修正

第 34 回年次会議（1982 年）においても科学委員会は、西グリーンランド資源ザトウクジラに
ついて、前年同様、初期資源量、現在の資源量推計、現在の再加入率および系群の同一性に関し
て不確実性がいまだに存在していると言及、さらに夏季にグリーンランド近海を訪れているザト
ウクジラが実質的に別個の「索餌群」（feeding stock）を形成しているのであるならば、グリーン
ランドの先住民捕鯨は、当該鯨が全体の繁殖群からやってきている場合よりも明らかにより大き
な影響力を持つであろうとし、これらの不確実性を考慮に入れて、最も安全な方法はグリーンラ
ンドにザトウクジラ 10 頭の捕殺枠を認めている適用除外を取り消すことであると勧告した
（IWC 1983b: 59）。これを受けて、技術委員会はその勧告を国際捕鯨委員会総会に提出、同総会
は勧告の提出があったことを記録に留めた（IWC 1983a: 30）。
なお、今回の科学委員会において、索餌群という考え方が出てきたことに注目しておきたい。
全体的な繁殖群（系群）ではなく索餌群単位で資源管理を行えば、当然捕殺枠は（算出できると
しても）小さくなるからである。
本年次会議において、商業捕鯨の一時停止を求める附表修正案─沿岸捕鯨については 1986 年
漁期から、母船式捕鯨については 1985/86 年漁期から、商業目的の捕殺枠をゼロとする附表修正
案─が可決された。商業捕鯨が停止されたならば、（商業）捕鯨の管理を目的として締約された
『国際捕鯨取締条約』が果たす役割および同条約の施行管理機関である国際捕鯨委員会の主要な
仕事はなくなってしまう。後は先住民生存捕鯨の管理しか残されていない。当然、国際捕鯨委員
会による先住民生存捕鯨に対する管理は強化されていく。
さて、その商業捕鯨の一時停止は捕鯨全般に多大なる影響を与えた。先住民生存捕鯨を規定し
ている附表第 13 項についても、商業捕鯨の一時停止にかかる附表修正にあわせて大幅に修正が
なされた。

附表

第 13 項（b）

先住民生存捕鯨用の捕殺枠は次のとおりとする。
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（1）グリーンランド海域における体長 35 フィート（10.7 m）を下回らない年間 10 頭のザト
ウクジラの捕殺は、登録総重量 50 トン未満の捕鯨船が使用される限りにおいて、これを許
可する。
（2）［ベーリング海資源ホッキョククジラの捕殺に関する規定、省略］
（3）［北太平洋東資源コククジラの捕殺に関する規定、省略］
（4）先住民による西グリーンランド資源ミンククジラおよびナガスクジラの捕殺は、その鯨
肉および鯨産物がもっぱら先住民による地域的消費に用いられる時にのみ、これを許可す
る。本規定に従って捕殺される鯨の数は表 1［省略］に示されている捕殺枠を超えてはなら
ない（IWC 1983a: 40）。

今回の附表修正において、グリーンランド捕鯨に関する規定は大きく変わった（附表第 13 項
（b）
（1），
（4））。従来、グリーンランドにおける捕鯨に関しては、附表上、捕鯨実施者については
明確に規定されておらず、グリーンランド島民であるならば、先住民、非先住民を問われずに捕
鯨に従事できた。ところが、今回の附表修正において、附表第 13 項（b）の冒頭に「先住民生存捕
鯨用の捕殺枠は次のとおりとする」と明確な規定がなされた。その結果、1986 年漁期以降、グ
リーンランドにおいても先住民しか捕鯨に従事できなくなったのである。
また、これまでは特定資源のナガスクジラとミンククジラについては附表上、商業目的の捕鯨
が認められてきたため、グリーンランドにおいてはこれら 2 種の捕殺に関して先住民捕鯨か、あ
るいは商業目的の捕鯨かは議論されなかった。しかしながら、今回の附表修正の結果、1986 年
漁期以降、グリーンランドにおいてもナガスクジラとミンククジラの捕殺に関して先住民生存目
的の捕鯨のみが許可されるものとして規定されたのである。

1.9

国際捕鯨委員会第 35 回年次会議（1983 年）における附表の修正

第 35 回年次会議（1983 年）において、科学委員会のほとんどのメンバーは北大西洋のザトウ
クジラに関して二つの資源、西資源と東資源が存在すると考えるのが適切であろうということで
合意し、また前年の年次会議で「索餌群」（feeding stock）と称した個別の集団が西グリーンラン
ドを含めて四索餌海域で生じているようであり、そのような集団を新たに「索餌集団」
（feeding
aggregation）と呼ぶことでも合意した（IWC 1984b: 53）。
一つの資源を二分割し、さらにそれらの中に四索餌集団の存在を想定する。その結果、グリー
ンランドの先住民が捕殺対象としているザトウクジラの母集団は小さくなる。母集団が小さくな
ればなるほど、捕殺枠は（算出できるとしても）小さくなる。捕殺枠を算出したくない反捕鯨科
学者の一つの戦術である。しかも、捕殺枠を算出する際には科学的不確実性を解消する必要があ
る。科学的厳密性を追求すれば追求するほど、捕殺枠は算出されにくくなる仕組みになっている
のである。
その仕組みどおり、先住民生存捕鯨小委員会は北大西洋西資源ザトウクジラの現在の最良推計
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生息数は 5000 頭を越えているので、同資源を保護資源とすべきとして勧告することは正当化で
きないとする一方、初期資源量および現在の資源量の評価において不確実性が存在するので、同
小委員会は同資源ザトウクジラについては未分類とし、加えて最大持続生産量水準、個体群の年
齢分布、35 フィート（10.7 m）以上の個体群の割合などの情報が欠如していることに鑑み、同
小委員会は捕殺枠ゼロを勧告している（IWC 1984c: 136）。
誰がみても論駁できない事実は認める一方、どこかに存在するであろう科学的不確実性を探し
出し、そのことにより捕殺枠算出の食い止めを図る。反捕鯨に与する科学者にとって科学的不確
実性は実に使い勝手のよい武器なのである。
デンマークは先住民生存捕鯨小委員会において、ザトウクジラの捕殺枠 10 頭を維持すること
がグリーンランド人の必要性を満たすために適切であると信じていると述べたが（IWC 1984a:
21）、同小委員会、科学委員会、技術委員会の議論の流れを受けて、同国は国際捕鯨委員会総会
において現在の捕殺枠の 10％ 削減、すなわち 10 頭を 9 頭とする附表修正案を提出、同案はイギ
リス、アメリカにより支持され、総意により採択された（IWC 1984a: 23）。1 頭減らせば、反捕
鯨国も満足する。9 頭に科学的根拠があるか否かは別にして、捕殺枠が小さければ小さいほど捕
殺されるザトウクジラが少なくなるからである。科学とは別のわかりやすい政治の世界である。
本年次会議におけるグリーンランドの先住民生存捕鯨関連の附表修正は次のとおりである。

附表

第 13 項（b）

先住民生存捕鯨用の捕殺枠は次のとおりとする。
（1）グリーンランド海域における体長 35 フィート（10.7 m）を下回らない年間 9 頭のザト
ウクジラの捕殺は、登録総重量 50 トン未満の捕鯨船が使用される限りにおいて、これを許
可する（IWC 1984a: 33）。

1.10

国際捕鯨委員会第 36 回年次会議（1984 年）における附表の修正

第 36 回年次会議（1984 年）において、科学委員会は北大西洋西資源ザトウクジラに関して、
初期資源量についての新情報がなく、また初期資源量および現在の資源量にかかる不確実性に鑑
みて、本資源は未分類であるとする前年の勧告を繰り返している（IWC 1985b: 50）。あわせて、
同委員会は推計生息数 200〜300 頭の西グリーンランド索餌集団からのどのような先住民の捕殺
も全体としての北大西洋西資源からの捕殺よりは地域的により大きな影響を与えるであろうと
し、このような状況下で引き続き不確実性を考えたならば、本資源からの捕殺は許可されるべき
ではなく、捕殺枠はゼロと勧告している（IWC 1985b: 50）。例年の如く、科学者間における不確
実性はザトウクジラに有利に働くのである。
これに対して、デンマークは先住民生存捕鯨小委員会において、現在のミンククジラの捕殺水
準とザトウクジラ 10 頭およびナガスクジラ 6 頭の捕殺枠はグリーンランド人の栄養的、生存的
必要性を満たすことにおいて十分であるとする前年の見解を立証する文書を提出している（IWC
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1985a: 18）。しかしながら、同国は先住民生存捕鯨小委員会および科学委員会における議論に鑑
み、西グリーンランド索餌集団からのザトウクジラの捕殺には注意が必要であることを認識した
上で、ザトウクジラの捕殺枠を 9 頭から 8 頭に削減し、かわりにナガスクジラの捕殺枠を 6 頭か
ら 8 頭に増加する修正案を提出（オランダとアメリカが支持）
、本附表修正案は技術委員会にお
いて総意により採択され、国際捕鯨委員会総会においても同修正案が承認された（IWC 1985a:
19）。
本年次会議におけるグリーンランドの先住民生存捕鯨関連の附表修正は次のとおりである。

附表

第 13 項（b）

先住民生存捕鯨用の捕殺枠は次のとおりとする。
（1）グリーンランド海域における体長 35 フィート（10.7 m）を下回らない年間 8 頭のザト
ウクジラの捕殺は、登録総重量 50 トン未満の捕鯨船が使用される限りにおいて、これを許
可する。1985 年あるいは 1986 年において捕殺枠が超過され、いずれかの年にザトウクジラ
が 8 頭を超えて捕殺されたならば、超過分は翌年の捕殺枠から差し引くものとする（IWC
1985a: 28）。

表1

ヒゲクジラ類の資源分類および捕殺枠

北半球 1985 年漁期
西グリーンランド資源

ナガスクジラ

未分類

捕殺枠 8 頭

注）1985 年と 1986 年の 2 年間におけるナガスクジラの総捕殺数は 16 頭を超えてはならな
い。
注）附表第 13 項（b）
（4）に基づく先住民による捕殺に適用される（IWC 1985a: 29 Table 1）。

ザトウクジラの捕殺枠の削減をナガスクジラの捕殺枠の増大により埋め合わせを図るというよ
うな附表修正は科学ではない。第 30 回年次会議においてもザトウクジラとナガスクジラの合同
捕殺枠が設けられたことがあった（もっともこの合同捕殺枠は 1 年で廃止された。1.5., 1.6. 参
照）。反捕鯨の感情を持つ者にとって、ザトウクジラは他の鯨以上に彼らの心に訴えるものがあ
るようである。この後も、ザトウクジラをめぐる国際捕鯨委員会における議論は、時を変え、海
域を変えて繰り返されるのである。

1.11．国際捕鯨委員会第 37 回年次会議（1985 年）における附表の修正―2 度目のザトウクジラ
の捕殺禁止―
第 37 回年次会議（1985 年）において、デンマークは先住民生存捕鯨小委員会に対して西グリ
ーンランド資源ザトウクジラの捕殺枠 8 頭の変更を求めないと報告したが、科学委員会は本資源
の初期資源量についての新情報はないので同資源は未分類であり、推計生息数 200〜300 頭の西
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グリーンランド索餌集団からの捕殺は許可されるべきではないと勧告した（IWC 1986b: 18）。こ
れを受けて、技術委員会において、アンティグア・バーブーダ7）は科学委員会勧告どおりの捕殺
枠ゼロを提案（セントルシア支持）、同案は多数決で採択された（IWC 1986b: 18）。
西グリーンランド資源ナガスクジラについては、デンマークは先住民生存捕鯨小委員会に対し
て捕鯨慣行および先住民の生存上の必要性に変化はないと報告、これに対して科学委員会は本資
源を評価、分類する根拠がないとし、一方、技術委員会は現在の複数年捕殺枠を継続すべきであ
ると提案、本案は同意された（IWC 1986b: 18）。
西グリーンランド資源ミンククジラについては、デンマークは先住民生存捕鯨小委員会に対し
て先住民の生存上の必要性を満たすためには年間 240 頭が必要であると報告、これに対して科学
委員会は捕殺枠を現在の推計最小生息数補充出生数である年間 50 頭に設定すべきであると勧告
した（IWC 1986b: 18）。このような状況の中、技術委員会においてデンマークは文書提出した
240 頭の必要性を再確認し、科学委員会により提案された水準への削減は厳しすぎてとても対応
できないと述べ、捕殺枠 240 頭を提案、アメリカとアイスランドが本提案を支持した（IWC
1986b: 19）。投票の結果、同提案は反対多数で否決され、オーストラリアが提案、セイシェルと
セントルシアが支持した捕殺枠 50 頭が賛成多数により技術委員会の勧告として採択された
（IWC 1986b: 19）。
上記のように、グリーンランドの先住民生存捕鯨に関して、技術委員会の段階ではザトウクジ
ラについては捕殺枠の取り消し、ミンククジラについては捕殺枠の大幅削減、ナガスクジラにつ
いては捕殺枠の現状維持という非常に厳しい結果となった。
結局、国際捕鯨委員会総会においては、急激かつ強硬な削減は先住民に多くの問題をもたらす
ことも考慮され、ザトウクジラの捕殺枠取り消しはそのままとするが、ミンククジラの捕殺枠削
減幅を幾分緩やかにし（250 頭削減を 170 頭削減に緩和）、ナガスクジラの捕殺枠を微増さす（2
頭増）妥協案が総意により同意された（IWC 1986b: 19）。具体的な頭数を示せば、ザトウクジラ
の捕殺枠が 8 頭からゼロへの 8 頭減、ミンククジラの捕殺枠が 300 頭から 130 頭への 170 頭減、
ナガスクジラの捕殺枠が 8 頭から 10 頭への 2 頭増である。
本年次会議におけるグリーンランドの先住民生存捕鯨関連の附表修正は次のとおりである。

附表

第 13 項（b）

先住民生存捕鯨用の捕殺枠は次のとおりとする。
（1）グリーンランド海域における体長 35 フィート（10.7 m）を下回らない年間 8 頭のザト
ウクジラの捕殺は、登録総重量 50 トン未満の捕鯨船が使用される限りにおいて、これを許
可する。1985 年あるいは 1986 年において捕殺枠が超過され、いずれかの年にザトウクジラ
が 8 頭を超えて捕殺されたならば、超過分は翌年の捕殺枠から差し引くものとする。
［二重
取消線、削除部分］
（3）先住民による西グリーンランド資源ミンククジラおよびナガスクジラの捕殺は、その鯨
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肉および鯨産物がもっぱら先住民による地域的消費に用いられる時にのみ、これを許可す
る。本規定に従って捕殺される鯨の数は表 1 に示されている捕殺枠を超えてはならない
（IWC 1986b: 26）。

表1

ヒゲクジラ類の資源分類および捕殺枠

北半球 1986 年漁期
北大西洋
西グリーンランド資源

ミンククジラ

捕殺枠 130 頭

保護資源

注）1986 年と 1987 年の 2 年間においてミンククジラの総捕殺数は 220 頭を超えてはならな
い。
注）附表第 13 項（b）
（3）に基づく先住民による捕殺に適用される。
西グリーンランド資源

ナガスクジラ

未分類

捕殺枠 10 頭

注）附表第 13 項（b）
（3）に基づく先住民による捕殺に適用される（IWC 1986b: 28 Table 1）。

科学委員会は 1978 年より 8 年連続してザトウクジラの捕殺枠取り消しを勧告し、1985 年に捕
殺枠取り消しを達成したのである。グリーンランドにおけるザトウクジラ捕鯨の最初の禁止は
1954 年から 1960 年までの 7 年間であった。この 2 度目の禁止は第 62 回年次会議（2010 年）に
おいて銛打ち数 9 頭が認められるまで（2.5. 参照）
、実に 24 年間、ほぼ四半世紀続くのである。
鯨類愛好者たちにとってザトウクジラは特別な存在のようである。

2．附表修正からみたグリーンランドにおけるザトウクジラ捕鯨（2）
―国際捕鯨委員会第 58 回年次会議（2006 年）から第 65 回年次会議（2014 年）まで―

2.1．国際捕鯨委員会第 58 回年次会議（2006 年）における議論
第 58 回年次会議（2006 年）の総会において、デンマークは西グリーンランドにおける現在の
捕殺枠は大型鯨類の肉 670 トンという国際捕鯨委員会により承認されている実証された必要量を
充足しておらず、僅かに 450 トンを供給しているのみであると指摘し、ホッキョククジラとザト
ウクジラのような他の大型鯨類から不足分 220 トンの鯨肉の入手可能性についての助言を求めた
（IWC 2007: 20）。同国は、これら 2 種は過去グリーンランドにおいて捕殺されていたことがあ
り、また西グリーンランド資源は増加しており、それらは少量かつ十分に規制された捕殺を維持
しうると言及した（IWC 2007: 20）。
国際捕鯨委員会においては、全ての要求は議事録に記録することから始まる。昨年、デンマー
クはナガスクジラの捕殺枠を自主的に 9 頭削減した。その削減を踏まえた上で、今年次会議にお
いて、新たにホッキョククジラとザトウクジラの捕殺枠を要求するという手法を取った。鯨種ご
とにおいしさは異なると思うが、グリーンランドにおいては肉量の充足を重視してきた経緯があ
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り、肉量充足の観点からすれば、泳ぎが速くて捕殺しにくいナガスクジラの捕殺枠よりも泳ぎが
遅くて捕殺しやすいホッキョククジラとザトウクジラの捕殺枠のほうが先住民にとって有益であ
る。本年次会議以降、この新たな 2 種の捕殺枠をめぐってデンマーク（グリーンランド）と反捕
鯨国との攻防が始まるのである。

2.2．国際捕鯨委員会第 59 回年次会議（2007 年）における附表の修正
前年の年次会議において、デンマークは西グリーンランドにおける現在の捕殺枠は大型鯨類の
肉 670 トンという国際捕鯨委員会により承認されている実証された必要量を充足しておらず、僅
かに 450 トンを供給しているのみであると言及、ホッキョククジラとザトウクジラのような他の
大型鯨類から不足分 220 トンの鯨肉の入手可能性についての助言を求めた（IWC 2008a: 16−17）。
ザトウクジラについての科学委員会の回答は次のとおりである。科学委員会としては本件ザト
ウクジラの適切な管理単位はより大きな西インド諸島繁殖群の一部を構成している西グリーンラ
ンド索餌集団であることに同意しているが、同委員会に提出された推計生息数と評価方法には懸
念があるので、本年は管理上の助言を提供することができなかった（IWC 2008a: 17）。
一方、ホッキョククジラについての科学委員会の回答は次のとおりである。科学委員会は東カ
ナダ 西グリーンランド資源を単一の資源とする作業仮説を承認、その推計生息数は調査領域だ
けで 1230 頭となるが、この数値は想定上の東カナダ 西グリーンランド資源の全体的な個体数を
反映しておらず、冬期に西グリーンランドに滞在している個体数を表しているにすぎないとした
（IWC 2008a: 17）。
科学委員会は過去において、推計生息数の 95％ 信頼区域の下限値の 1％ に基づいて助言を提
供したことがあるので、同委員会は西グリーンランドに冬期滞在しているホッキョククジラの推
計生息数は特別の暫定的な管理上の助言を形成できると考え、この場合、捕殺枠は 5 頭になると
した（IWC 2008a: 17）。
以上のような科学委員会における議論を考慮に入れた上で、デンマークは西グリーンランドに
関わる次期 5 年間の複数年捕殺枠として次のような要求を先住民生存捕鯨小委員会に提出した。
（1）ミンククジラの銛打ち数、年間 200 頭（科学委員会許容範囲 170〜230 頭）。未使用分銛打
ち数 15 頭の次年度以降への繰越可能。科学委員会により提示されたデータの毎年の再検討。
（2）ナガスクジラの銛打ち数、年間 19 頭（科学委員会許容範囲 14〜26 頭）。
（3）ザトウクジラの銛打ち数、年間 10 頭。但し、混獲分も含む。2008 年の科学委員会の再検
討が済むまで実施を延期。
（4）ホッキョククジラの銛打ち数、年間 2 頭（科学委員会許容 5 頭まで）。但し、混獲分を含
む（IWC 2008a: 19）。
一方、東グリーンランド分として、ミンククジラの銛打ち数、年間 12 頭、未使用分銛打ち数
3 頭の次年度以降への繰越可能とした（IWC 2008a: 19）。
先住民生存捕鯨小委員会の後、デンマークは総会において、北大西洋海産哺乳動物委員会
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（NAMMCO）は最近、ザトウクジラの年間 10 頭の捕殺はその資源に危険をおよぼさないであろ
うと結論づけたことに言及し、またグリーンランド生まれの人は、鯨肉の必要量 670 トンが国際
捕鯨委員会により受け入れられた 1990 年以降約 10％ 増加しており、そのことは西グリーンラン
ドにおける現在の鯨肉必要量が年間約 740 トンであることを示唆しているとした（IWC 2008a:
20）。
これに対して、イタリアは、デンマークの論拠は人口が増加したので必要性も増加したという
ことにある点に懸念を抱き、イタリアにとって最も重要なのは資源の持続性であって、想定され
る必要性ではないとした（IWC 2008a: 20）。さらに、同国は鯨類はカリスマ的な大型動物であ
り、個体としての価値を減じることはできないと信じており、鯨類を進化した存在というよりも
単なる肉の重さとして取り扱うことには不安を感じると述べた（IWC 2008a: 21）。
鯨を肉量により表現することについてのイタリアの懸念に対して、デンマークは次のように説
明した。もし 1 種の鯨のみが捕殺されるのであるならば、必要性は鯨の頭数で表すことが可能で
あるが、グリーンランドのように 1 種以上の鯨が捕殺されるのであるならば、異なる鯨は大きさ
も異なっているので、必要性は重量で表すことになる（IWC 2008a: 21）。
人口が増加したので、その分だけ捕殺枠も増大させる必要があるとする手法は、古くはアメリ
カが第 46 回年次会議（1994 年）において、同国アラスカ州の先住民向けのホッキョククジラの
捕殺枠増大要求に用いた手法であり（IWC 1995: 21）、同じくそのアメリカに倣ってセント・ヴ
ィンセントおよびグレナディーン諸島国が第 54 回年次会議（2002 年）において、同国ベクウェ
イ島民向けのザトウクジラの捕殺枠増大要求に用いた手法でもある（IWC 2003: 18）。
人口が増加すれば、必要とされる食料の量も増加する。それゆえ、食料としての鯨に依存して
いるのであるならば、鯨の捕殺量（数）も増大させる必要がある。誰でも簡単に理解できる単純
な論理であり、簡単に理解できるがゆえに、否定するのが難しい論理でもある。
そのため、イタリアのように現実の鯨に関する議論を観念論的議論にすり替え、鯨を「カリス
マ的な大型動物」
、「進化した存在」として取り扱い、保護すべき存在へと導こうとするのであ
る。カリスマであろうが、進化していようが、捕殺されれば、鯨は所詮、肉の塊にすぎない。量
（あるいは金額）に換算されてしまうものなのである。
総会における議論を受けて、デンマークは附表修正提案を一部再修正した。その主要点は、1）
ザトウクジラの銛打ち数要求を取り下げる、2）西グリーンランド沖でのミンククジラの捕殺に
ついては科学委員会による毎年の再検討を必要とする、3）それぞれの年のホッキョククジラの
銛打ち数要求については国際捕鯨委員会が科学委員会からその捕殺が資源に対して悪影響を及ぼ
さないとする助言を受け取った時にのみ履行可能となる、である（IWC 2008a: 22）。
さらに、附表中に「銛打ち」という表現を用いるべきであるとするイギリスのコメントも反映
された最終附表修正案が投票に付され、賛成 41 か国、反対 11 か国、棄権 16 か国となり、同附
表修正要求は 4 分の 3 以上の多数をもって採択された（IWC 2008a: 21−22）。
本年次会議において採択されたグリーンランドの先住民生存捕鯨関連の附表修正は次のとおり
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である。

第 13 項（b）

附表

先住民生存捕鯨用の捕殺枠は次のとおりとする。
（3）先住民による西グリーンランド資源および中央資源ミンククジラ、西グリーンランド資
源ナガスクジラおよび西グリーンランド索餌集団ホッキョククジラの捕殺は、その鯨肉およ
び鯨産物がもっぱら地域的消費に用いられる時にのみ、これを許可する。
（i）本規定により銛打ちされる西グリーンランド資源ナガスクジラの数は 2008 年、2009
年、2010 年、2011 年、2012 年のいずれの年においても 19 頭を超えてはならない。
（ii）本規定により銛打ちされる中央資源ミンククジラの数は 2008 年、2009 年、2010 年、
2011 年、2012 年のいずれの年においても 12 頭を超えてはならない。但し、いずれの年にお
いても 3 頭を超えない未使用分の銛打ち数は次年度以降のいずれかの年に繰り越すことがで
きる。
（iii）西グリーンランド資源ミンククジラの銛打ち数については、2008 年、2009 年、2010
年、2011 年、2012 年のいずれの年においても 200 頭を超えてはならない。但し、いずれの
年においても 15 頭を超えない未使用分の銛打ち数は次年度以降のいずれかの年に繰り越す
ことができる。本規定は科学委員会による所見と勧告に応じて国際捕鯨委員会により毎年、
再検討される。
（iv）本規定により西グリーンランド沖において銛打ちされるホッキョククジラの数は 2008
年、2009 年、2010 年、2011 年、2012 年のいずれの年においても 2 頭を超えてはならない。
但し、いずれの年においても 2 頭を超えない未使用分の銛打ち数は次年度以降のいずれかの
年に繰り越すことができる。さらに、各年の捕殺枠は国際捕鯨委員会が科学委員会からそれ
らの銛打ち数が本資源に対して悪影響を及ぼさないとする助言を受け取った時にのみ履行可
能となる（IWC 2008b: 156）。

2.3．国際捕鯨委員会第 60 回年次会議（2008 年）における附表修正案の否決
第 60 回年次会議（2008 年）において、科学委員会は西グリーンランド資源ナガスクジラの
2007 年の推計生息数として 4700 頭、同資源ホッキョククジラの今会合において管理上の助言を
与えるために適用される推計生息数として 6300 頭に同意した（IWC 2009: 17）。
同じく科学委員会は西グリーンランド索餌集団ザトウクジラについての生息数と動向に関する
情報を再検討し、2007 年の新完全改訂版推計生息数 3040 頭、1984 年から 2007 年までの推計年
間増加率 9％ に同意し、あわせて同委員会は年間 10 頭までの銛打ちは同集団ザトウクジラを危
険にさらさないであろうということに同意した（IWC 2009: 18）。
このような科学委員会の報告を受けて、デンマークは先住民生存捕鯨小委員会においてグリー
ンランドのために国際捕鯨委員会総会に対してザトウクジラの銛打ち数を要求する附表修正提案
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を提出すると告知した（IWC 2009: 18）。
本件告知に対して、オランダは既存のナガスクジラの銛打ち数が長年にわたって充足されてい
ないのに、なぜ、今、ザトウクジラの銛打ち数要求がなされるのかについて明確な説明を求めた
（IWC 2009: 18）。
デンマークの回答は次のとおりである。ナガスクジラの銛打ち数が完全に充足されていないの
は、同鯨が大きくて泳ぎが非常に速いからであり、またナガスクジラを捕殺するために用いるこ
とができる捕鯨砲を装備した船が非常に少ないからである（IWC 2009: 18）。加えて、グリーン
ランド人にとっての伝統的な食肉源はザトウクジラとミンククジラであったが、1987 年のザト
ウクジラの保護以降8）、鯨肉供給を継続するためにナガスクジラに捕殺枠が設定されたという事
実があるからである（IWC 2009: 18）。
総会において、グリーンランドは先住民生存捕鯨にかかる必要性について次のように説明し
た。1991 年、国際捕鯨委員会は 1965 年から 1985 年までの西グリーンランドにおける大型鯨類
の年間平均捕殺数、ミンククジラ 232 頭、ナガスクジラ 9 頭、ザトウクジラ 14 頭に基づいて推
計した鯨産物の年間必要量 670 トンを承認、1991 年以降、グリーンランドに居住しているグリ
ーンランド人の人口は 7〜9％ 増加したので、西グリーンランドにおける現在の最低必要量は
730 トンと推計される（IWC 2009: 19）。
一方、2007 年のグリーンランドにおける捕殺物は鯨肉 420 トン程度を供給したにすぎず、そ
れは承認された必要量よりも 250 トン少なく、またホッキョククジラとザトウクジラはグリーン
ランドにおいて何千年もの間、重要な鯨肉供給源であり、ザトウクジラは 1986 年まで捕殺され
ていたという事実がある（IWC 2009: 19）。
このような事実を踏まえた上で、グリーンランドはまだ銛打ち数を得ていない西グリーンラン
ド沖のザトウクジラに関して、年間 10 頭までの捕殺はこの資源を危険にさらさないであろうと
する科学委員会の特別暫定助言に言及し、以下の附表修正案を提出した（IWC 2009: 19）。

附表

第 13 項（b）

先住民生存捕鯨用の捕殺枠は次のとおりとする。
（3）先住民による西グリーンランド資源および中央資源ミンククジラ、西グリーンランド資
源ナガスクジラおよび西グリーンランド索餌集団ホッキョククジラ、西グリーンランド索餌
集団ザトウクジラの捕殺は、その鯨肉および鯨産物がもっぱら地域的消費に用いられる時に
のみ、これを許可する。
（i）［変更なし］
（ii）［変更なし］
（iii）［変更なし］
（iv）［変更なし］
（v）本規定により銛打ちされる西グリーンランド索餌集団ザトウクジラの数は 2008 年、
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2009 年、2010 年、2011 年、2012 年のいずれの年においても 10 頭を超えてはならない。但
し、いずれの年においても 2 頭を超えない未使用分の銛打ち数は次年度以降のいずれかの年
に繰り越すことができる。この規定は 5 年以内に新しい科学データが利用できるようになっ
たならば再検討され、必要があれば科学委員会の助言に基づいて修正される（IWC 2009:
19）。

また、グリーンランドは本件附表修正要求に関して、銛打ち数が全て認められたとしても、そ
れらは 694 トンの鯨肉を供給するにすぎず、現在の必要量 730 トンを下回るであろうと述べた
（IWC 2009: 19）。本鯨肉量を計算するに際してグリーンランドが用いた変換係数は、ホッキョク
クジラ 1 頭＝12 トン、ナガスクジラ 1 頭＝10 トン、ザトウクジラ 1 頭＝8 トン、ミンククジラ 1
頭＝2 トンである（IWC 2009: 19）。
本件附表修正要求に対して、スロベニアはヨーロッパ連合および構成各国の代表として発言、
先住民生存捕鯨の管理に関する提案は一般的には次の条件の下で支持されるとした。すなわち、
当該鯨種の保全が危うくされていないこと、予防的原則および科学委員会の助言にしかるべき考
慮がなされていること、捕鯨業が適切に規制されていること、捕殺数が文書化され認識されてい
る生存上の必要性の範囲内にあること、である（IWC 2009: 20）。
そして、スロベニアは上記条件の下、ヨーロッパ連合および構成各国は文書化され認識されて
いる生存上の必要性に関する現存の情報を徹底的に吟味した結果、ザトウクジラの銛打ち数に関
する要求を支持しないことを決定したと述べた（IWC 2009: 20）。
9）を構成する中南米諸国は次の理由から附表
同じく、チリも「ブエノスアイレス・グループ」

修正案には一致して反対すること決定したと述べた。すなわち、必要性の決定に懸念があるこ
と、科学委員会が特別暫定助言を提供したが、より強固な勧告はできなかったこと、である
（IWC 2009: 20）。
これらの反対意見に対して、ロシアは国際捕鯨委員会において対立が再燃されたこと、そして
その対立がヨーロッパ連合により始められたことを非常に残念がった（IWC 2009: 20）。
同様にセントキッツ・ネイヴィスもヨーロッパ連合の立場は先住民集団の人権を否定する正当
化できない企てであり、深刻な世界的食料不足の時代に世界のリーダーと称する少数の国々の集
まりが周縁諸国民の食べる権利を否定していると述べ、同国はヨーロッパ連合が附表修正阻止集
団（blocking minority）を形成しているとした（IWC 2009: 21）。
本件に関連して科学委員会議長は次のように強調した。すなわち、本年次会合において科学委
員会は西グリーンランド沖のナガスクジラ、ホッキョククジラ、ザトウクジラについて安全かつ
暫定的な管理上の助言を提供する方法を開発、その手法は 2 回の複数年捕殺枠、すなわち 10 年
までの助言を与えることができ、この手法に従えば、年間 10 頭までのザトウクジラの捕殺はそ
の資源を危険にさらす恐れはないのである（IWC 2009: 23）。
本附表修正提案は投票の結果、賛成 29 か国、反対 36 か国、棄権 2 か国で否決された（IWC
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2009: 23）。本件否決を受け、デンマークおよびグリーンランドは来年、ザトウクジラの銛打ち
数要求提案とともに帰ってくることを確認したのであった（IWC 2009: 24）。
デンマーク（グリーンランド）によるザトウクジラの先住民生存捕鯨要求は、その必要性が証
明され、科学的にも当該鯨種に絶滅の恐れがないことが確証されているのにもかかわらず、国際
捕鯨委員会総会において、ヨーロッパ連合およびブエノスアイレス・グループを構成する反捕鯨
国の結束により、否決された。その背景には、2008 年 6 月 5 日にヨーロッパ連合が環境相理事
会を開催し、ヨーロッパ連合の共通理念として「反捕鯨」を決定したという事実がある（高橋
2009: 41）。反捕鯨がヨーロッパ連合の共通理念となった以上、もはやそこに先住民の必要性や
科学が入り込む余地はない。銛打ち数要求に先住民の必要性があろうがなかろうが、あるいは科
学的根拠があろうがなかろうが、議論が始まる前に「捕鯨反対」という結論は決まっているので
ある。後はその反対をいかに理由づけするのかだけなのである。

2.4．国際捕鯨委員会第 61 回年次会議（2009 年）における議論
前年の第 60 回年次会議（2008 年）において、科学委員会は西グリーンランド沖のザトウクジ
ラの資源評価に用いる 2007 年の新完全改訂版推計生息数 3040 頭、および銛打ち枠計算法の開発
中において、2 回の 5 年間の複数年捕殺枠に用いることができる暫定的な管理上の助言を提供す
るための手法に同意し、あわせて本手法を用いて年間 10 頭の銛打ちは西グリーンランド沖のザ
トウクジラ資源を危険にさらさないであろうということに同意した（IWC 2010: 22）。
本年第 61 回年次会議（2009 年）において、デンマークはグリーンランド捕鯨は科学に基づく
べきであるということを踏まえて、国際捕鯨委員会総会に対して 2010 年から 2012 年漁期におけ
るザトウクジラの年間銛打ち数 10 頭を要求、本件要求は前年同様紛糾し、議論は 3 日間続いた
（IWC 2010: 22−23）。
本件要求に対して、アルゼンチン、メキシコ、オーストラリアなどは、グリーンランドによる
ザトウクジラの銛打ち数要求の根拠となる重量を鯨数に換算する変換係数は非常に重要であるの
で、変換係数に関するさらなる作業の結果を欲した（IWC 2010: 23）。なぜならば、アルゼンチ
ンはそのような作業の結果によっては用いられる変換係数を改定する必要があるかもしれないと
考え、またメキシコも 1991 年にグリーンランドが準備した変換係数に関する資料は科学委員会
により検証されたものではないことを思い起こさせ、変換係数の問題を解決し、グリーンランド
の必要性のよりよき理解を得るためにはさらなる作業が必要と考えたからである（IWC 2010:
23）。
アルゼンチン、メキシコなどの反捕鯨国の主張に対して、日本は締約国各国は科学を支持して
いるとしているが、いくらかの国は自らが好ましいと考える科学的助言は選択する一方、好まし
くないと考える科学的助言は無視する傾向があることを指摘、科学委員会は年間 10 頭の捕殺は
その資源を危険にさらさないであろうと助言しているのにもかかわらず、いくらかの締約国がグ
リーンランドの要求を支持していないことを疑問視し、当該国に対して手法の一貫性を求めた
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（IWC 2010: 24）。
アイスランド、セント・ヴィンセントおよびグレナディーン諸島国、セントキッツ・ネイヴィ
ス、カンボジア、セネガル、韓国、ノルウェー、カメルーン、ギニア共和国、ベニン、アンティ
グア・バーブーダは科学委員会の助言に言及して、グリーンランドの要求を支持した（IWC
2010: 24）。
これらの議論および非公式協議に基づいて、デンマーク（グリーンランド）は 10 頭のザトウ
クジラの銛打ち数要求を 2010 年単年のみとすることを総会に報告した（IWC 2010: 24）。しかし
ながら、グリーンランドの要求について総意による合意は不可能と判断した議長は、変換係数に
関して解決を必要とするいくらかの科学的問題が残されているので、これらの問題に取り組む少
数の科学者の集団を設立するように提案、議長裁定によりグリーンランドの要求は改めて開催す
る中間会合での審議に先送りとされたのである（IWC 2010: 24）。
アルゼンチン、メキシコなどの反捕鯨国にとって、変換係数についての科学的不確実性はグリ
ーンランドにザトウクジラの銛打ち数を与えない理由となる。一方、10 頭のザトウクジラの捕
殺はその資源を危険にさらさないであろうとする科学委員会の資源管理上の助言は無視する。反
捕鯨国には、日本がいみじくも指摘したように、自分たちにとって都合の良い科学と都合の悪い
科学があるようである。国際捕鯨委員会において科学とは政治的に解釈されるものなのである。

2.5．国際捕鯨委員会第 62 回年次会議（2010 年）における附表の修正―ザトウクジラ捕鯨、3 度
目の承認―
今年次会議において、デンマークは 2010 年から 2012 年の 3 漁期間、西グリーンランド索餌集
団からのザトウクジラの年間銛打ち数 10 頭の設定と西グリーンランド沖、ミンククジラの年間
銛打ち数 200 頭から 178 頭への削減にかかる附表修正案を提出した（IWC 2011a: 17）。
グリーンランドにおけるザトウクジラの捕殺枠は第 37 回年次会議（1985 年）において取り消
されたものであり（IWC 1986b: 18）、デンマークはグリーンランドにおけるザトウクジラの捕殺
枠（銛打ち数）再設定を繰り返し要求してきた。第 59 回年次会議（2007 年）においては自らそ
の要求を取り下げ（IWC 2008a: 22）、第 60 回年次会議（2008 年）では投票により要求が否決さ
れ（IWC 2009: 23）、第 61 回年次会議（2009 年）においても議長裁定により判断は先送りされ
たのであった（IWC 2010: 24）。
これらの経緯を踏まえた上で、グリーンランド自治領政府アン・ハンセン漁業狩猟農業大臣
は、いくらかの締約国はグリーンランド捕鯨における商業性を問題視することを含めて、グリー
ンランドの捕鯨要求を否定する理由を見出そうと試みてきたと述べ、2007 年の「国際連合先住
民権利宣言」に言及しながら、もし本年次会議においてグリーンランドの要求に対して満足のい
く解決ができないのであるならば、国連宣言が侵害されるであろうとした（IWC 2011a: 18）。
また、同大臣は欧州における国内政治が国際捕鯨委員会の権限履行能力を破壊し、それがグリ
ーンランドの漁（猟）師とその家族およびその生活に否定的な影響を与えてきたとし、もし国際
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捕鯨委員会が国内政治と『国際捕鯨取締条約』の目的を区別できないのであるならば、グリーン
ランドは国際捕鯨委員会の成員であることに疑問を抱くであろうと警告した（IWC 2011a: 18）。
このようなグリーンランドの強い意見表明を受けて、ヨーロッパ連合を代表してスペインが次
のような再修正を申し出た。すなわち、2010 年から 2012 年におけるナガスクジラの年間銛打ち
数 19 頭を 10 頭に削減し、ザトウクジラの銛打ち数要求を各年 9 頭を超えないとする、である
（IWC 2011a: 19）。スペインによれば、本案はグリーンランドの要求を満たすと同時に大型鯨類
の捕殺数の増加を望まないヨーロッパ連合の利害とも一致するものであった（IWC 2011a: 19）。
デンマークはこのスペイン案に対して、附表上は 19 頭から 16 頭に削減し、その 16 頭に「自
主的に 10 頭に削減する」とする注釈を付けることでスペインに同意を求め、スペインも同意し
た（IWC 2011a: 19）。
このデンマークとヨーロッパ連合との合意成立に対して、ブエノスアイレス・グループおよび
オーストラリアなどは不賛同の意を表明したが、結局、デンマーク（グリーンランド）とヨーロ
ッパ連合との合意事項に基づいて、グリーンランドの先住民生存捕鯨にかかる附表修正提案は総
意による合意が成立した。
ザトウクジラの年間銛打ち数 9 頭を新規に設定するかわりに、ナガスクジラの既存の年間銛打
ち数を 19 頭から 10 頭に 9 頭削減する。捕殺される大型鯨類を総数でみれば増減なし。非常にわ
かりやすい政治的決着である。そこには鯨種ごとの生物学的特性、資源状況の違いなどを考慮に
入れる科学はなく、大型鯨類の捕殺数の増加を望まない反捕鯨国のイデオロギーが見出されるだ
けである。国際交渉には政治的妥協も必要であり、また先住民の暮らしを考慮に入れた合意が成
立したことも悪くはない。しかしながら、最終的に数合わせにより決着することに、筆者はどう
しても違和感を覚えるのである。
本年次会議において採択されたグリーンランドの先住民生存捕鯨関連の附表修正は次のとおり
である。

附表

第 13 項（b）

先住民生存捕鯨用の捕殺枠は次のとおりとする。
（3）先住民による西グリーンランド資源および中央資源ミンククジラ、西グリーンランド資
源ナガスクジラ、西グリーンランド索餌集団ホッキョククジラ、および西グリーンランド索
餌集団ザトウクジラの捕殺は、その鯨肉および鯨産物がもっぱら地域的消費に用いられる時
にのみ、これを許可する。
（i）本規定により銛打ちされる西グリーンランド資源ナガスクジラの数は 2010 年、2011
年、2012 年のいずれの年においても 16 頭を超えてはならない。
（ii）本規定により銛打ちされる中央資源ミンククジラの数は 2008 年、2009 年、2010 年、
2011 年、2012 年のいずれの年においても 12 頭を超えてはならない。但し、いずれの年にお
いても 3 頭を超えない未使用分の銛打ち数は次年度以降のいずれかの年に繰り越すことがで
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きる。
（iii）西グリーンランド資源ミンククジラの銛打ち数については、2010 年、2011 年、2012
年のいずれの年においても 178 頭を超えてはならない。但し、いずれの年においても 15 頭
を超えない未使用分の銛打ち数は次年度以降のいずれかの年に繰り越すことができる。本規
定は、新しい科学的データが 5 年以内に利用できるようになったならば再検討され、必要が
あれば科学委員会の助言に基づいて修正される。
（iv）本規定により西グリーンランド沖において銛打ちされるホッキョククジラの数は 2008
年、2009 年、2010 年、2011 年、2012 年のいずれの年においても 2 頭を超えてはならない。
但し、いずれの年においても 2 頭を超えない未使用分の銛打ち数は次年度以降のいずれかの
年に繰り越すことができる。本規定は、新しい科学的データが 5 年以内に利用できるように
なったならば再検討され、必要があれば科学委員会の助言に基づいて修正される。
（v）本規定により西グリーンランド沖において銛打ちされるザトウクジラの数は 2010 年、
2011 年、2012 年のいずれの年においても 9 頭を超えてはならない。但し、いずれの年にお
いても 2 頭を超えない未使用分の銛打ち数は次年度以降のいずれかの年に繰り越すことがで
きる。本規定は、新しい科学的データが 5 年以内に利用できるようになったならば再検討さ
れ、必要があれば科学委員会の助言に基づいて修正される（IWC 2011b: 156−157）。

表1

ヒゲクジラ類の資源分類および捕殺枠

北半球 2011 年漁期
北大西洋
西グリーンランド資源

ナガスクジラ

未分類

捕殺枠 16 頭

注）附表第 13 項（b）
（3）に基づく先住民による銛打ちに適用される。2010 年、2011 年、2012
年、各年の捕殺枠。2010 年 6 月、モロッコ、アガディールにおいて開催された国際捕鯨委
員会第 62 回年次会議において、デンマークおよびグリーンランドは西グリーンランド資源
ナガスクジラの銛打ち数を 2010 年、2011 年、2012 年の各年において 16 頭から 10 頭に自主
的に削減することに合意した（IWC 2011b: 154 Table 1）。

2.6．国際捕鯨委員会第 64 回年次会議（2012 年）における附表修正案の否決―3 度目のザトウク
ジラの捕殺禁止―
第 64 回年次会議（2013 年）は全ての先住民生存捕鯨にかかる捕殺枠の更新時期に当たってい
たので、デンマークはグリーンランドの先住民生存捕鯨に関して次のような附表修正提案を行な
った。なお、次回第 65 回会議から隔年次開催となったため、それにあわせて全ての先住民生存
捕鯨にかかる漁期についても、5 年間の漁期から 6 年間の漁期として、要求されることになっ
た。
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附表

第 13 項（b）

先住民生存捕鯨用の捕殺枠は次のとおりとする。
（3）先住民による西グリーンランド資源および中央資源ミンククジラ、西グリーンランド資
源ナガスクジラ、西グリーンランド索餌集団ホッキョククジラ、および西グリーンランド索
餌集団ザトウクジラの捕殺は、その鯨肉および鯨産物がもっぱら地域的消費に用いられる時
にのみ、これを許可する。
（i）本規定により銛打ちされる西グリーンランド資源ナガスクジラの数は 2013 年、2014
年、2015 年、2016 年、2017 年、2018 年のいずれの年においても 19 頭を超えてはならない。
（ii）本規定により銛打ちされる中央資源ミンククジラの数は 2013 年、2014 年、2015 年、
2016 年、2017 年、2018 年のいずれの年においても 12 頭を超えてはならない。但し、いず
れの年においても 3 頭を超えない未使用分の銛打ち数は次年度以降のいずれかの年に繰り越
すことができる。
（iii）西グリーンランド資源ミンククジラの銛打ち数については、2013 年、2014 年、2015
年、2016 年、2017 年、2018 年のいずれの年においても 178 頭を超えてはならない。但し、
いずれの年においても 15 頭を超えない未使用分の銛打ち数は次年度以降のいずれかの年に
繰り越すことができる。本規定は、新しい科学的データが 6 年以内に利用できるようになっ
たならば再検討され、必要があれば科学委員会の助言に基づいて修正される。
（iv）本規定により西グリーンランド沖において銛打ちされるホッキョククジラの数は 2013
年、2014 年、2015 年、2016 年、2017 年、2018 年のいずれの年においても 2 頭を超えては
ならない。但し、いずれの年においても 2 頭を超えない未使用分の銛打ち数は次年度以降の
いずれかの年に繰り越すことができる。本規定は、新しい科学的データが 6 年以内に利用で
きるようになったならば再検討され、必要があれば科学委員会の助言に基づいて修正され
る。
（v）本規定により西グリーンランド沖において銛打ちされるザトウクジラの数は 2013 年、
2014 年、2015 年、2016 年、2017 年、2018 年のいずれの年においても 10 頭を超えてはなら
ない。但し、いずれの年においても 2 頭を超えない未使用分の銛打ち数は次年度以降のいず
れかの年に繰り越すことができる。本規定は、新しい科学的データが銛打ち数割当の残余期
間内に利用できるようになったならば再検討され、必要があれば科学委員会の助言に基づい
て修正される（IWC 2012: 1）。

この附表修正提案で問題となったのが、ナガスクジラとザトウクジラの捕殺枠（
（i），
（v））で
ある。第 58 回年次会議（2006 年）からザトウクジラ捕鯨の再開をめざして活動を始めたデンマ
ーク（グリーンランド）は、第 62 回年次会議（2010 年）においてナガスクジラの捕殺枠を附表
上 16 頭に削減し、さらにその 16 頭を自主的に 10 頭に削減することとザトウクジラの新規捕殺
枠要求を 10 頭から 9 頭に削減することで、反捕鯨を共通理念とするヨーロッパ連合諸国との間
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で妥協が成立し、ザトウクジラの新規捕殺枠 9 頭が総意により承認された経緯がある（2.5. 参
照）。2 年前に成立した総意による合意を簡単に覆すデンマーク（グリーンランド）の附表修正
提案は、たとえ科学委員会による裏づけがあったとしても、反捕鯨国が多数を占める国際捕鯨委
員会総会において、簡単に承認されるわけはないのである（附表修正には 4 分の 3 以上の賛成が
必要である）。
総会における議論の場で、本件附表修正提案について、オーストラリアは 2010 年の年次会議
において苦心の末に総意による合意に至ったことを思い起こさせ、同年次会議の議長報告は、よ
り多くの鯨肉を産するザトウクジラを捕殺することによって、デンマーク（グリーンランド）は
全体としての捕殺数を減じられるであろうと述べていることに言及した上で、以前の約束は守ら
れなければならないので、オーストラリアは附表修正提案を支持できないと述べた。ニュージー
ランドも 2 年前に苦心の末に合意した捕殺枠からの増大を支持する準備はできていないと述べた
（IWC 2013a: 23）。
また、ブラジルとエクアドルはグリーンランド捕鯨には強い商業的要素が含まれているので、
デンマーク（グリーンランド）の提案は先住民生存捕鯨の定義に一致しないとし（IWC 2013a:
22）、同様にチリもレストランにおいて観光客に鯨肉を販売することは商業捕鯨の一時停止に違
反しており、それゆえデンマーク（グリーンランド）の提案を支持できないとした（IWC 2013a:
23）。
結局、デンマーク（グリーンランド）による本件附表修正提案は、投票の結果、賛成 25 か国、
反対 34 か国、棄権 3 か国により否決された。否決後の意見表明の場で、ニュージーランドは
「グリーンランドはたった 2 年前に合意された捕殺枠と同じ水準で更新することが可能であった
だろう。そうすることがグリーンランドにとって分別のあるやり方であったと考えている」
（IWC 2013a: 23）と述べている。強硬な反捕鯨国であるニュージーランドと捕鯨を是とする筆者
の基本的見解が一致することはまずないが、本見解には同意する。否決されるのがわかっていて
も、あえて捕殺枠の増加を求める附表修正提案に突き進んだデンマーク（グリーンランド）側に
何らかの思惑があったと想定しうるが、記録されている文書からはその思惑はみえてこない。

2.7．国際捕鯨委員会第 65 回隔年次会議（2014 年）における附表の修正―ザトウクジラ捕鯨、4
度目の承認―
デンマークにとって、グリーンランドの先住民生存捕鯨にかかる捕殺枠要求の仕切りなおしの
場は、第 65 回隔年次会議（2014 年）であった。前回会議における無謀な要求の失敗に懲りたデ
ンマークは事前にヨーロッパ連合と話をつけていた。双方が合意したのが、グリーンランドの先
住民生存捕鯨にかかるデンマークの附表修正案（IWC 2014a）とデンマークを含むヨーロッパ連
合 25 か国による全ての先住民生存捕鯨に対する国際捕鯨委員会による管理強化をめざす決議案
（IWC 2014b: 8）の一括提案であった。グリーンランドの先住民生存捕鯨の捕殺枠を承認するこ
とにより、デンマークの要求は充足され、一方、全ての先住民生存捕鯨の管理強化をめざすこと

― ５０ ―

で反捕鯨を共通理念とするヨーロッパ連合の面目も立つ。第 62 回年次会議（2010 年）における
「ナガスクジラの銛打ち数を 9 頭削減するかわりにザトウクジラの銛打ち数 9 頭を新規に設定す
る」（2.5. 参照）という政治決着と同様の決着であった。
グリーンランドの先住民生存捕鯨にかかるデンマークの本件附表修正提案は、投票の結果、賛
成 46 か国、反対 11 か国、棄権 3 か国で採択された（IWC 2014c: 10）。今回、反対したのは中南
米諸国からなるブエノスアイレス・グループ 11 か国だけであった（IWC 2014b: 21; 2014c: 9−
10）。
本年次会議において採択されたグリーンランドの先住民生存捕鯨関連の附表修正は次のとおり
である。

附表

第 13 項（b）

先住民生存捕鯨用の捕殺枠は次のとおりとする。
（3）先住民による西グリーンランド資源および中央資源ミンククジラ、西グリーンランド資
源ナガスクジラ、西グリーンランド索餌集団ホッキョククジラ、および西グリーンランド索
餌集団ザトウクジラの捕殺は、その鯨肉および鯨産物がもっぱら地域的消費に用いられる時
にのみ、これを許可する。
（i）本規定により銛打ちされる西グリーンランド資源ナガスクジラの数は 2015 年、2016
年、2017 年、2018 年のいずれの年においても 19 頭を超えてはならない。
（ii）本規定により銛打ちされる中央資源ミンククジラの数は 2015 年、2016 年、2017 年、
2018 年のいずれの年においても 12 頭を超えてはならない。但し、いずれの年においても 3
頭を超えない未使用分の銛打ち数は次年度以降のいずれかの年に繰り越すことができる。
（iii）西グリーンランド資源ミンククジラの銛打ち数については、2015 年、2016 年、2017
年、2018 年のいずれの年においても 164 頭を超えてはならない。但し、いずれの年におい
ても 15 頭を超えない未使用分の銛打ち数は次年度以降のいずれかの年に繰り越すことがで
きる。本規定は、新しい科学的データが 4 年以内に利用できるようになったならば再検討さ
れ、必要があれば科学委員会の助言に基づいて修正される。
（iv）本規定により西グリーンランド沖において銛打ちされるホッキョククジラの数は 2015
年、2016 年、2017 年、2018 年のいずれの年においても 2 頭を超えてはならない。但し、い
ずれの年においても 2 頭を超えない未使用分の銛打ち数は次年度以降のいずれかの年に繰り
越すことができる。本規定は、新しい科学的データが 4 年以内に利用できるようになったな
らば再検討され、必要があれば科学委員会の助言に基づいて修正される。
（v）本規定により西グリーンランド沖において銛打ちされるザトウクジラの数は 2015 年、
2016 年、2017 年、2018 年のいずれの年においても 10 頭を超えてはならない。但し、いず
れの年においても 2 頭を超えない未使用分の銛打ち数は次年度以降のいずれかの年に繰り越
すことができる。本規定は、新しい科学的データが銛打ち数割当の残余期間内に利用できる
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ようになったならば再検討され、必要があれば科学委員会の助言に基づいて修正される
（IWC 2013b: 152; 2014a: 1）。

グリーンランド捕鯨をめぐってヨーロッパ連合を構成するデンマークと他の連合構成国 24 か
国10）との間で話し合いがつけば、グリーンランド捕鯨にかかる国際捕鯨委員会における附表修正
議論も決着する。国際捕鯨委員会とは何とも不思議な国際機関である。附表修正には『国際捕鯨
取締条約』締約国 88 か国（2014 年）の 4 分の 3 以上の賛成が必要なので、デンマーク以外のヨ
ーロッパ連合構成国 24 か国が附表修正阻止に回れば、全ての附表修正は阻止できる。それゆえ、
附表修正にはヨーロッパ連合内での決着が優先されるのである。

3．ザトウクジラ神話を剥ぐ

本稿第 1 章、第 2 章において、グリーンランドの先住民生存捕鯨をめぐる国際捕鯨委員会の議
論では、特にザトウクジラの捕殺に関して、多くの時間が費やされてきたことをみてきた。ナガ
スクジラ捕鯨やミンククジラ捕鯨では問題にならない事象でも、なぜかザトウクジラ捕鯨では問
題とされるのである。
なぜ反捕鯨に与する者は、85 種が存在するクジラ目（鯨およびイルカ）の中でザトウクジラ
を特別視するのであろうか。以下、西洋的価値観を持つ人たちがザトウクジラを特別視する理由
を探ってみる。
まず、1990 年代初頭、日本においてインテリア・アーティスト（画家）兼金髪のサーファー
として一世を風靡したクリスチャン・リース・ラッセンの作品を取り上げる11）。1997 年に出版
された彼の画集『海の日』には 65 枚の絵が所収されており、48 枚はクジラ目を取り扱っている
（ラッセン 1997）。そのうち 20 枚にはザトウクジラが描かれており、ザトウクジラがクジラ目の
中でも特別視されていることがわかる。特に「天啓」
（Revelations）と題された 1 枚には、宇宙
空間を遊泳し、地球を見下ろしている 2 頭のザトウクジラが描かれている（ラッセン 1997:
12）。ぼんやりとその絵を眺めていれば、それらのザトウクジラに手を合わせたくなってく
039）

る。このザトウクジラを森田勝昭は「虚像の鯨＝メディアホエール」として捉え、その背後に隠
されたザトウクジラを神格視するイデオロギーを見事に分析している（森田 1994: 390−391）。
ラッセンの絵を壁に飾っている人たち、あるいはホエール・ウォッチングでザトウクジラを鑑賞
している人たちの頭の中に、無意識のうちに神としてのザトウクジラがすり込まれていくのであ
る。神ゆえに、ザトウクジラは崇められねばならず、捕殺などはとんでもないことになるのであ
る。
次は、同じく日本のテレビで人気を博したカーク船長とミスター・スポックが活躍するスター
トレックである。アメリカでは 1986 年にスタートレック・シリーズの一作として「ザトウクジ
ラが人類以前の時代に遠い異星人から選ばれた知的生命体だった」との設定の下、正体不明の宇
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宙船が地球にザトウクジラを探しに来るという内容の映画、『スタートレックⅣ 故郷への長い
道』が製作されている（石川 2011: 135）。この映画製作に影響を与えたであろう 1977 年13）に打
ち上げられたアメリカの宇宙船ボイジャー 1 号、2 号にはザトウクジラの唄（鳴き声）の録音が
積み込まれている（ペイン 1997: 385, 390）。その鳴き声を録音したロジャー・ペイン14）は「ザ
トウクジラの唄というのは、海や地球上の生命についてクジラが人間にメッセージを伝えている
と仮定」（ペイン 1997: 377）している。ここでも、一段落前に取り上げたラッセンの絵と同様、
ザトウクジラ＝宇宙＝神秘的存在（神）が繋がるのである。
いずれにせよ鯨類愛好者にとって、ザトウクジラは神に類する特別な存在のようである。
以下、個人的な鯨観である。現在、先住民生存捕鯨の対象となっているクジラ目 5 種のうち、
ナガスクジラとミンククジラはスマートかつ平凡で個性に乏しい。コククジラは顔面にフジツボ
類が付着しており、見た目がかわいくない。ザトウクジラとホッキョククジラはずんぐりむっく
りの体形で、泳ぎも遅く、愛嬌がある。ザトウクジラは特にそのジャンプが豪快であり、人々を
魅了する。たまたま暖かい海域にも回遊してくるため、ホエール・ウォッチングの対象となって
いる。ホッキョククジラも暖かい海域まで回遊してくるのであれば、ザトウクジラと並んで人気
者になったかもしれないが、極北地域に行かなければ鑑賞できないので（極北地域は遠いし寒
い）、そうはならなかった。
実は、筆者はカリブ海のベクウェイ島でザトウクジラ料理を 2 度、食べたことがある（浜口
1993; 2012b 参照）15）。日本では食べられないものなので、感動はしたが、それほどのおいしさ
は感じなかった。もちろん調理法によるとは思うが、日本で食べ慣れているミンククジラ料理の
ほうがはるかにおいしい。グリーンランドのザトウクジラ料理はまだ食べたことがないので、ザ
トウクジラ肉がおいしいか否かの最終的な判断はその時まで留保しておきたい。

お

わ

り

に

本稿においては、『国際捕鯨取締条約』附表の修正を通してみたグリーンランドにおけるザト
ウクジラ捕鯨の考察から、西欧的な価値観を持つ人たちにとってのザトウクジラの特殊性を明ら
かにした。最後にザトウクジラの捕殺以外のグリーンランド捕鯨の論争点を少し指摘しておく。
近年、ザトウクジラの捕殺以外にグリーンランドの先住民生存捕鯨において議論の的となった
のが鯨産物の地域外流通の問題と鯨産物の現金販売にかかる商業性の問題であった。
国際捕鯨委員会第 54 回年次会議（2002 年）においては、グリーンランドからデンマーク本土
への鯨産物の流通は先住民生存捕鯨の定義をなす鯨産物の地域的消費に違反しているのではない
のかと反捕鯨国から疑問が投げかけられ（IWC 2003: 17）、同様に第 55 回年次会議（2003 年）
では、捕鯨従事者が国営企業に鯨産物を売り渡すのは商業的行為ではないのかとの指摘もなされ
た（IWC 2004: 79）。
デンマーク本土に居住しているグリーンランド出身の先住民にグリーンランドから鯨産物を移
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送することは先住民による鯨産物の消費であり、捕鯨実施地域からの空間的距離だけが地域的消
費を規定しているわけではない。問題となるのは誰が鯨を捕殺し、誰が鯨を流通させ、誰が鯨を
消費するのかである。その局面の一部に先住民がかかわっていれば、それほど目くじらを立てる
必要はないのである。
鯨産物の現金販売についても同様である。今日、グローバル化した経済の下、先住民といえど
も捕鯨ボートやライフル銃などの捕鯨道具を準備し、捕鯨の維持に必要な燃料や弾薬などを継続
的に入手するためにも現金は不可欠である。一部の地域を除いて、1 年の大半を氷に閉ざされた
グリーンランドの地に暮らす先住民にとって、それほど現金収入源はあるわけではない。鯨産物
を販売し、その収入により捕鯨の必要経費を賄うことは当然のことである。決して利潤を得るた
めに、販売しているわけではないのである。
とにかく反捕鯨国は可能な限り先住民生存捕鯨の解釈を狭めて、捕鯨の実施を事実上、不可能
にしようと目論んでいる。不可能にすることが、不可能であるならば、ザトウクジラのようにた
とえ 1 頭でも銛打ち数を減じようとする。反捕鯨国にとっては、いかなる名目であれ（商業捕鯨
であれ、先住民生存捕鯨であれ）
、鯨を 1 頭たりとも捕らせないこと（もし捕らせるのであるな
らば、1 頭でも少なくすること）が至上命題なのである。そのことがよくわかったグリーンラン
ドのザトウクジラ捕鯨をめぐる議論であった。

注
１）本稿は筆者が総合研究大学院大学に提出した博士学位請求論文（浜口 2013）の第 1 章の一部を、
2015 年 7 月末時点で入手しえた資料に基づいて改編修正したものである。
２）国際捕鯨委員会は 1949 年の第 1 回年次会議から 2012 年の第 64 回年次会議までは毎年、開催されて
きた。その後は隔年開催となり、2014 年に第 65 回隔年次会議が開催された。
３）セント・ヴィンセントおよびグレナディーン諸島国ベクウェイ島のザトウクジラ捕鯨をめぐる議論に
ついては、浜口（2012a）
、Hamaguchi（2013）を参照のこと。
４）本稿においては、国際捕鯨委員会年次会議におけるグリーンランド捕鯨かかる議論を編年的に取り上
げているが、筆者が重要な議論ではないと判断した年次会議の議論は紙幅の制約上、割愛している。
５）この「附表第 13 項」は、国際捕鯨委員会第 29 回年次会議（1977 年）において「附表第 7 項」から
「附表第 11 項」として修正され（IWC 1978: 33）
、第 31 回年次会議（1979 年）において「附表第 12
項」に番号変更され（IWC 1980a: 39）
、さらに第 32 回年次会議において「附表第 13 項」として修正
されたものである。
６）この「第 10 項」という字句は、国際捕鯨委員会第 29 回年次会議（1977 年）において他の附表修正に
あわせて「第 6 項」から「第 8 項」に（IWC 1978: 33）
、第 31 回年次会議（1979 年）において「第 9
項」へ（IWC 1980a: 39）
、さらに第 32 回年次会議において「第 10 項」に番号変更されたものである。
７）1985 年当時、アンティグア・バーブーダ政府代表団の一員であったのが、第 3 章で取り上げるアメリ
カ人の鯨類研究者ロジャー・ペインである（IWC 1986a: 6）
。あわせて、注 14）も参照のこと。
８）国際捕鯨委員会第 37 回年次会議（1985 年）において、グリーンランドにおけるザトウクジラの捕殺
枠は総意により取り消された（1.11. 参照）
。従って、グリーンランド海域においてザトウクジラが保
護されたのは「1987 年」ではなく「1986 年」である。
９）
「ブエノスアイレス・グループ」とは、アルゼンチン、ブラジル、チリ、コロンビア、コスタリカ、
ドミニカ共和国、エクアドル、メキシコ、パナマ、ペルー、ウルグアイの中南米・カリブ海地域諸国
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11 か国で構成されるグループである（IWC 2014c: 9）
。これら諸国が 2006 年 12 月、アルゼンチンの
首都ブエノスアイレスにおいて会合を持ったことが契機となり、同グループが結成された（谷川
2015: 128 注 2）
。近年、国際捕鯨委員会の議論において、ブエノスアイレス・グループの反捕鯨行動
は突出している。
１０）2014 年時点におけるヨーロッパ連合国構成国は 28 か国。そのうち 25 か国が『国際捕鯨取締条約』を
締約している。
１１）ラッセンは、日本以外ではインテリア・アーティストとしてそれほど人気はなかったとする見解もあ
る（大野・暮沢・中ザワ 2013: 34）
。一方、サーファーとしては国際的に超一流でないにしても、一
流であった（石岡 2013: 175）
。
１２）ラッセン（1997）にはページ番号がつけられておらず、かわりに所収 65 枚の絵に「001」から「065」
までの番号がふられている。「039」はページ番号ではなく、最初から 39 枚目の絵を表している。
１３）ボイジャー 1 号、2 号の打ち上げ年「1977 年」については、ウィキペディアの「ボイジャー計画」で
調べた（＜https: //ja.wikipedia.org/wiki/ ボイジャー計画＞Accessed July 10, 2015）
。
１４）水産ジャーナリストの梅崎義人はロジャー・ペインについて次のように語っている。
「ペインは『ザ
トウクジラは最高のソプラノ歌手』と主張する。彼はバミューダ島やハワイの近海で録音した
ウ歌手

ザト

のレコードで大もうけしたことがあった。［…］
『クジラが手を使えたらバイオリンも弾け

る』と、ペインはまじめな顔で話す」
（梅崎 1986: 160−161）
。
１５）筆者が初めてザトウクジラ料理を食べた際に綴ったエッセイは、当初「生まれて初めてザトウクジラ
を食べた話」と表題をつけていたが、編集段階で「少々、刺激的過ぎる」との意見が出て、不承不承
ながら「捕鯨の島・ベクウェイ島を再訪して」
（浜口 1993）という陳腐なものに変更した経緯があ
る。ザトウクジラ料理について 2 度目のエッセイを執筆した際には、筆者自身がザトウクジラ料理を
食べている写真を掲載しておいた（浜口 2012b: 39）
。
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幼稚園制度の現状と課題への一考察
── 3 歳児保育実施から見えてくるもの──

小

野
1

郁

子

はじめに

我が国では幼稚園と保育所の 2 つからなる幼保二元化の保育制度がとられている。
保育所は、日々保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育することを目的
とする施設である（児童福祉法第 39 条）。
一方、幼稚園は、学校教育法第 1 条により学校として位置づけられ、義務教育及びその後の教
育の基礎を培うものとして、幼児を保育し、幼児の健やかな成長のために適当な環境を与えて、
その心身の発達を助長することを目的とし（同法 22 条）、幼稚園に入園することのできる者は、
満 3 歳から、小学校就学の始期に達するまでの幼児とされている（同法 26 条）。
以上、幼稚園と保育所は別の目的のもとに設置されており、所管する省庁も前者は文部科学
省、後者は厚生労働省となっているだけでなく、保育対象、保育時間、保育者の資格、保育者の
配置基準も異なっている。
このように幼稚園と保育所は異なる存在であるが、中央教育審議会より出された「子どもを取
り巻く環境の変化を踏まえた今後の幼児教育の在り方」第 1 節【幼児期における教育の重要性】
には、人の一生において、幼児期は心情、意欲、態度、基本的な生活習慣など、生涯にわたる人
間形成の基礎が培われる極めて重要な時期である。したがって、我々大人が幼児期における教育
が、その後の人間としての生き方を大きく左右する重要なものであることを認識し、子どもの育
ちに常に関心を払うことが必要であるとされ、幼児期における教育・保育の重要性ということで
は幼稚園も保育所も共通の規準を求められることになる。その第一歩として平成 20 年の幼稚園
教育要領の告示とともに保育所保育指針の告示がされたのである。
前述のとおり、幼稚園は学校の 1 つとして位置付けられているが、義務教育機関ではないの
で、表 1 及び図 1 で示すように国公立幼稚園数は 4,973 園、私立幼稚園は 8,197 園であり、後者
は全園数の 62.2％ を占めている。この割合は義務教育でない兵庫県高等学校の公立 75％、私立
25％（平成 27 年度学校基本調査）の割合と比較しても、妥当であるといえる。しかし、園児数
の割合になると国公立幼稚園が 18.1％、私立幼稚園が 82.0％ を占めており、園数の割合と比較
すると、その差が拡大する1）。この要因には次の 2 点が考えられる。第一は、国公立幼稚園と比
べ私立幼稚園は、園の規模が大きく 1 園あたりの収容定員が多いことである。第二に、3 歳児保
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表1

国公私別幼稚園数及び幼稚園児数（文部科学省平成 24 年 5 月 1 日学校基本調査）
区分

幼稚園数

合計
（園）

国立

公立

私立

13,170 100％

49

0.4％

（人） 1,604,225 100％

5,930

0.4％

3 歳児
（人） 442,508 100％
在
園
児 うち前年度間入園者数（人） 48,346 100％
数
4 歳児
（人） 566,985 100％

1,291

0.3％

43,451

9.8％

397,766 89.9％

0

0.0％

497

1.0％

47,849 99.0％

2,317

0.4％

107,057 18.9％

457,611 80.7％

（人） 594,732 100％

2,322

0.4％

132,819 22.3％

459,591 77.3％

（人） 110,836 100％

354

0.3％

23,779 21.5％

86,703 78.2％

計

5 歳児
教員数（本務者）

4,924 37.4％

8,197 62.2％

283,327 17.7％ 1,314,968 82.0％

（注）
・四捨五入の関係上、合計が 100％ にならない場合がある。
・「前年度間入園者数」は、前年度の満 3 歳の誕生日以降に入園した幼児数である。

図1

国公私別幼稚園数及び国公私別在園児数の割合

育の実施状況があげられる。3 歳児在園児数は、全体では 490,854 人である。そのうち国公立幼
稚園では 45,239 人で 3 歳児就園児数の 11.1％ でしかなく、私立幼稚園では 445,615 人で 89.0％
も占めている。すなわち、4・5 歳児と比較すると、3 歳児保育は私立幼稚園が中心になって担っ
ている。これは公立幼稚園数に比べて私立幼稚園数が多いこと以外に、私立幼稚園の場合は入園
児数が園の経営と直結する面があり、3 歳児保育が経営安定の園児確保の一つの方法として 3 歳
児保育が実施されているのに対し、3 歳児保育を実施していない国公立幼稚園が多いことも要因
であろう。
しかし、学校教育法の前提でもある日本国憲法の「教育を受ける権利」が、幼稚園の設立及び
運営を支える法的根拠となっているならば、国及び地方公共団体は、入園を希望するすべての 3
歳児〜5 歳児が幼児教育を受けられる機会の確保を図ること、そして、子どもの発達に責任を持
つ立場から、国公立・私立幼稚園はともに、3 歳児保育実施を試行する必要があろう。
そこで、本稿では 3 歳児以上のすべての子どもの就学前教育を保障する立場から、幼保一元化
の将来と関連づけ、兵庫県の阪神間の中核都市 A 市と岡山県の政令指定都市 B 市を例にとりな
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がら、公立幼稚園での 3 歳児保育の現状を分析・考察し、今後の公立幼稚園における 3 歳児保育
の在り方を提案したい。

2

3 歳児保育の必要性

1 では、3 歳児保育のほとんどが、私立幼稚園に任されていることを述べてきた。ここでは、3
歳児保育自体が、教育という視点で行われる必要性があるか否かを、子どもの発達及び社会的な
ニーズという視点から考えていく。

（1）3 歳児の発達
3 歳児の子どもは、歩く・走る・跳ぶ・押す・引く・投げる・転がる・ぶら下がる・蹴る・ま
たぐ・くぐるなどの基本的な動作が一通りできるようになり、基本的な運動能力が伸びる時期に
ある。そして、様々な動作や運動を経験することにより、自分の体をコントロールできるように
なる。
運動機能の発達に伴い、食事や排泄や衣服の着脱などの基本的な生活習慣も、個人差はあるが
できるようになってくる。例えば、スプーンを使用していたのが箸を使って食べようとしたり、
排泄の際に自分で下着を脱ごうとしたりする。子どもの主体性の育ちであって、ある意図を持っ
て生活や行動をしようとする生活自立の芽生えである。この頃に大人が手助けをしようとする
と、「いや、自分でするもん」と、出来ないのにしようとして失敗することが多々ある。
3 歳児頃になると、今まで寡黙だったのに急に子どもが話を始めたということを、保護者から
よく聞く。それは、この時期の子どもが理解する語彙数が急に増加し、日常生活での言葉のやり
取りが不自由なくでき、「いただきます」
「おはよう」「ありがとう」などの日常生活で用いる基
本的な挨拶をはじめ、獲得していく言葉を使って、他の人と関わる楽しさを体験するからであ
る。自分の力でできることの広がりによる多様で具体的な体験を通して言葉を獲得し、周囲への
知的な興味や関心も高まり、大人に、「どうして」「なぜ」という質問を盛んにして、困らせる時
期でもある。このような体験を伴う言葉の交流を通して、子どもの表現力は急速に豊かになって
いく。
語彙力が増える時期であるが、3 歳児初期の遊びの多くは、他の人とかかわる遊びにはなって
いない。遊ぶ場所は共有しているが、それぞれが独立して遊ぶ、いわゆる平行遊びである。しか
し、友だちと遊具を取り合って喧嘩をしたり、順番に使ったり、分け合ったりと、トラブルを経
験しながら、遊びにはルールが必要なことを体験的に学んでいく。これを繰り返しながら、他の
子どもとの関係が自分の遊びや生活にとって意味があると、実感していく。そして、平行遊びか
ら徐々に、かかわりを深め共通したイメージを持った遊びに変化していく。周囲への興味関心が
表出し、観察力もついて、気付いたことを言葉で表現するようになる2）。
上記のような仲間とのかかわりを通して、
「わたし」という自我が成長する。道徳性の発達段
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階からみると、自己への認識とともに、家族・友達・先生などとの関係性も分かり始める。例え
ば、親の「先生にいいつけるよ」という脅し文句が効果を発揮しはじめる時期である。子ども
は、夢中になりイメージを広げて遊ぶようになり、
「ごっこ遊び」などで、周囲の大人の行動や
日常の経験を取り入れて再現するようになる。また、簡単なお話のストーリーが分かり、絵本に
登場する人物や動物と同化するなどして、それを「ごっこ遊び」に発展させることもある。こう
した遊びを通して、身近な人やものへの理解を深め、これからの予想やともに遊ぶことへの期待
を持って行動するなどの社会性を身に付けていく3）。以上、3 歳児の発達について幼稚園教育要
領の 5 領域に沿いつつ述べてきた。
日本には昔から「3 歳児神話」というものがある。「3 歳児神話」とは、「子どもが 3 歳までは、
常に家庭において母親の手で育てないと子どものその後の成長に悪影響を及ぼす」という考えで
ある。
平成 10 年版厚生白書には、戦後、高度経済成長の過程で、母親が子育てに専念することが一
般化した。「母親は子育てに専念するもの、すべきもの」との社会的規範は、戦後の数十年の間
に形成されたに過ぎない。
「3 歳児神話」には、少なくとも合理的な根拠は認められないとして
いる。専業主婦による孤独感の中で、子ども中心の生活を強いられ、自分の時間が持てないなど
のストレスをためやすいのではないかと考えられる。また、
「よい母親」を演じようと懸命な母
親ほどその重圧から、育児ノイローゼに陥りやすい、という指摘もある。さらに、子どもに構い
過ぎたり、期待をかけ過ぎたりと、母親と子どもが過度に密着することの弊害も色々と指摘され
るようになってきている。大切なのは、子どもに注がれる愛情の質である。乳幼児期に形成され
る基本的信頼感は、母親が常に子どもの側にいなければ形成されないというものではない。愛情
をもって子育てする者が必要なのであって、それは母親以外の者であることもあり得るし、保育
所や地域社会などの支えも受けながら、多くの愛情の中で子どもを育むことができれば、それは
母親が一人で孤立感の中で子育てするよりも子どもの健全発達にとって望ましい。これからは、
昨今の子育てについての過剰な期待や責任から、母親を解放していくことが望まれる。そうする
ことが、結果的には、母親が心にゆとりをもって豊かな愛情で子育てに接することにつながり、
よりよい母子関係が築かれることにつながると考えられる4）。
前述の 3 歳児の発達を鑑みると、自己と他者の関係性を理解するなど、著しく社会性が発達す
る時期であるだけに、信頼できる他者からの適切な応答が成長に不可欠であることは、十分に理
解できる。母親以外の家族や保育者や地域の人々であっても、愛情を持って成長に合わせた適切
な応答行動をとることは可能である。幼児教育のプロとして学んだ保育者こそが、すぐれた応答
者の一人として、3 歳児の成長を支援できると考える。また、3 歳児は同年代との喧嘩や仲直り
を通してルールを学んでいくことから、少子化で友だちと遊ぶ時と場が減少している今日こそ、
幼稚園は同年代が集まる環境としては最適ではないだろうか。
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（2）社会的な要請
日本では、1876 年、東京女子師範学校に附設して幼稚園が設立されたのが、我が国の幼児保
育施設の始まりとされ、3 歳〜6 歳児を保育の対象としていた5）。3 歳児保育は学校教育法第 26
条に認められているが、実質的には保護者も必要性を感じず、国も 3 歳児を補助金の対象として
こなかった。それを積極的に推進するようになったのは、平成 11 年度に文部省が提出した予算
要求が契機である。平成 11 年 8 月 17 日の読売新聞朝刊の記事には、3 歳児保育を推進する理由
として「育児の悩みや職場復帰などを理由に、少しでも早い時期に子どもを入園させたいと希望
する母親らが多いことや、少子化が進む中、園児の確保に悩む幼稚園側に配慮したもの」と解説
されている。平成 11 年は、幼児教育振興計画が出された平成 3 年度と比較すると、幼稚園の経
済環境は悪化し、在園児数は 8 年間で 20 万人減であった。このことから、幼稚園減少を危惧し
た文部省の対策が、3 歳児保育推進の検討であったのではないかと思われる。また、平成 12 年
中央教育審議会の「少子化と教育について」報告でも、3 歳児保育の必要性として、少子化対
策、幼稚園運営の弾力化、子育て不安の解消をあげている。
現在、女性の社会進出や厳しい経済情勢などを背景に、共働き世帯が増加しており、仕事と子
育ての両立のために、乳児期から保育所や幼稚園を利用したいと考える保護者が増えている6）。
平成 26 年 10 月時点の厚生労働省の発表した待機児童は 43,184 人で、4 月の待機児童数 21,371
人から 21,813 人も増加している。同年 6 月 4 日付神戸新聞夕刊には、兵庫県の待機児童は、
（4
月 1 日時点で）前年度比 392 人増の 944 人となっていること、その要因として、本年度から始ま
った「子ども・子育て支援新制度」への期待感から申込者が増えたことや、保育が必要と認めら
れる要件が緩和されたことをあげている記事が掲載されている。このような保育所待機児童の増
加は、幼稚園教育についても、3 歳児保育実施や長時間保育への要望につながっていくものであ
る。

3

海外の就学前教育・保育制度の比較

日本の就学前教育を考えるにあたり、海外のそれと比較検討することとする。表 2 は、就学前
教育・保育制度について諸外国と比較したものであるが、海外では、就学前教育は日本と同様 3
歳児〜5 歳児を対象とすると考えている国が多いことが分かる。フランスは、3 歳〜5 歳を対象
とした幼稚園の内、99％ が公立であり、かつ教育費が無償であるため、就学前幼児は 100％ の
在籍率である。他の国でも、無償化の方向へ向かっている。日本は 3 歳児〜5 歳児の在籍率は高
いが、その 8 割が私立幼稚園に通っており、教育費については、日本のみが公私とも保護者負担
となっており、無償ではない。在籍率の低い韓国でも、2005 年より 5 歳児の幼稚園、保育所の
教育費を無償化している。アメリカでは、5 歳児は公立の幼稚園が一般的で、無償であり、義務
化に向かっている。イギリス、ドイツも無償化の方向にある7）。
在籍率の高い日本が、保護者に大きな負担をかけているのは、就学前教育の重要性を唱えつつ
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表2

就学前教育・保育制度の国際比較（文部科学省「教育指標の国際比較（平成 20 年）
」引用）
日本

イギリス

就 幼稚園
学
前 （3〜5 歳）
教
育
対
象

保育学校
保育学級
（2〜4 歳）
レセプションクラ
ス（4 歳）

5 歳児 97％
4 歳児 94％
在 3 歳児 75％
籍 保育を含む
率 （2006）

3〜4 歳児
101％
保育施設における
提供を含
複数の施設利用を
含（2007）

所
管

アメリカ

幼稚園
（3〜5 歳）

5 歳児 86％
4 歳児 66％
3 歳児 41％
（2005）

3〜5 歳児 100％
（2005）

5 歳児 50％
4 歳児 33％
3 歳児 16％
5 歳児の就園率は
保育を含めると
79％
（2006）

子ども学校家庭省 各州に権限
保育所
保育所
（0〜4 歳）
（0〜4 歳）
プレイグループ
（主に保護者が 運
営）
（2〜4 歳）

無
償
化
の
状
況

備
考

韓国

幼稚園
幼稚園
（3〜5 歳）
（3〜5 歳）
地域事情により 2
歳も可

保育所
保 （0〜5 歳）
育

所
管

ドイツ

幼稚園
（主に 5 歳）
保育学校
（主 3〜4 歳）

文部科学省

対
象

フランス

国民教育省
集団託児所
認定保育ママ
（0〜2 歳）

5 歳児 89％
4 歳児 87％
3 歳児 58％
3 歳児のみ保育施
設含む
（2002）
各州に権限
保育所
（0〜2 歳）

教育科学技術部
保育所
（0〜5 歳）

厚生労働省

子ども学校家庭省 各州に権限

国民教育省

各州に権限

公私とも有償
幼稚園では 8 割の
子どもが私立に通
うため保護者の負
担が重い現状

2004 年 度 ま で に
全 て の 3〜4 歳 児
に対する幼児教育
を 無 償（1 日 2.5
時間×週 5 日×年
38 週分を無償）

主 に 3〜5 歳 児 を
対象とした幼稚園
は 99％ が 公 立 で
あり無償

3〜5 歳 児 を 対 象 5 歳児の幼児教育
とした幼稚園は基 ・保育を無償化
2005 年より実施
本的に有償
近年 4 つの州・市
で無償化を導入

5 歳児は公立の幼
稚園が一般的で無
償
一部の州で 5 歳児
の幼稚園を義務化

幼保統合施設につ 幼保統合施設につ
いて「認定こども いて「チルドレン
園」を推進
センター」を推進

保健福祉家族部

幼保統合施設につ
い て「コ ン ビ 施
設」を推進

も制度としては、保障されていないといえよう。

4

幼稚園の教育内容の現状

現在の日本の幼稚園の公立及び私立の教育の内容に踏み込んで述べる。
まず、幼稚園教育全体の特徴として次の 2 つが挙げられる。第一に、就学前教育は家庭という
私的領域で行われる部分が大きいために、各家庭の階層や価値観、保護者の意識等によって、家
庭教育はもちろん、幼稚園選択に保護者の意向が強く働く。すなわち、義務教育である小学校と
比較すると、幼稚園は、各家庭の価値観により選択される教育機関とされる。
第二は、園の設置基準や保育内容について、幼稚園教育要領等の全国的な基準はあるものの、
小学校と比較すると、使用すべき検定教科書や詳細な各教科等の学習指導要領もなく、園によっ
て独自性、多様性に富んだ、きわめて自由度の高い教育課程を編成できることである。特に私立
幼稚園では、建学の精神を具現化した特色ある保育を実施しているところが多い。その結果、良
くも悪くも、様々な保育内容の園が混在している状況にある。
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次に私立幼稚園と公立幼稚園の教育の違いについて述べる。以下、2007 年 6 月にベネッセ教
育総合研究所が実施した、第 1 回幼児教育・保育についての基本調査結果（幼稚園編 2007 年）
に基づいて論ずる。
「幼稚園の園長に教職経験がありますか」の質問に対して、幼稚園教員の経験がある園長は、
国公立は 53.6％ であり、私立は 41.1％ である。そのうち私立では、23.7％ が教職の経験がない
と回答している。現在の法律では、他の学校種でも教員免許や教員経験がなくても、校長への就
任は可能であるが、特に幼稚園は、小・中・高校と比べて教員定員が少なく、園長も保育を担当
することがあると聞いている。筆者が見た幼稚園の運動会では、園長は座っていることなく、保
育者の気づかない場所に目を配ったり、子ども一人一人の様子をじっと見たり、気になる子ども
には寄り添ったりと忙しく走り回っている姿があった。その姿は、保育者としての手本となる姿
を示していると考えたので、教職経験がない幼稚園長が 23.7％ という数字は多く思われた。
次に、教員の教職経験年数に係る質問「教職経験 5 年未満の割合」では、国公立は 38.0％ で
あり、私立は 50.8％ であった。すなわち、私立は公立と比較して教員の経験年数が短い者が多
い。教職年数が短いということは、20 歳代の若い教員が多いのではと思われる。これは、後述
するように、公立と比べて私立では、継続して働き続けることに困難があるためではないかと考
える。若い教員が多いということは、保育の内容やその質に反映する可能性もある。しかし、こ
れらの数字は全国の平均なので、一つ一つの私立幼稚園の教育の質に言及するものではない。
また、「教職経験 10 年以上の教員数」の質問では、国公立が 42.3％ であるのに対し、私立は
22.9％ である。これは「妊娠・出産後も勤務を継続している教員の数」とも関係がある。国公立
は妊娠・出産後も勤務を継続している教員の数は 83.3％、私立は 62.3％ となっている。そのう
ち、育児休業制度の利用者の数は、国公立は 92.5％ あるが、私立幼稚園は 64.0％ である。私立
の幼稚園は、結婚や出産後も、継続して働き続けることには困難があるようだ。ベネッセの調査
では、私立幼稚園の 3 園に 1 園は、妊娠・出産後の継続勤務者がいないとまとめている8）。義務
教育学校では、教員としてようやく一人前となる時期に 10 年目研修が実施されている。私立の
幼稚園教員が 10 年を迎えずに離職する人が多いということは、教育の質の積み上げや継承が困
難である可能性が高いと言える。さらに、教育・保育の質を高めるために 2002 年「幼稚園設置
基準」において、教育活動やその他の運営情況について自己点検・自己評価を実施してその結果
を公表し改善を図ることや情報提供を行うようにすることとされている。2012 ベネッセの調査
によると、自己評価を行っている国公立幼稚園は 94.4％、私立幼稚園は 38.7％ になる。さらに、
第三者評価を行っている国公立幼稚園は 32.5％、私立幼稚園は 14.8％ になる。第三者評価の公
開を行っている国公立幼稚園は 72.3％、私立幼稚園は 49.3％ になる9）。このような評価を受ける
ことで、自園の保育の現状と課題が明確になり、改善すべきところがはっきりする。つまり、保
育の質の向上に向けての方向性が明らかにされ、改善に向けて取り組むことができる。対外的に
も、質の向上に向けて取り組んでいることを地域に情報提供することができる。利用者に対して
も評価結果がよりよい関係作りにつながると思われる。公私立幼稚園とも評価に取り組む幼稚園
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が増え、結果をどう生かして改善していくかという建設的な方向で幼稚園における幼児期にふさ
わしい生活が展開されるようにすることが重要である。
私立幼稚園の教育課程編成は、きわめて自由度が高い。公立幼稚園は監督庁が市町村教育委員
会であり、私立幼稚園は各都道府県の首長部局である。公立幼稚園では、年度当初に監督庁に教
育課程を届け出なければならないし、その成果を研究会という形で広く公開し、保育内容や技術
について切磋琢磨する機会が比較的多い10）。他方、私立幼稚園は玉石混合で、建学の精神に基づ
いた多様な保育形態がなされている。しかし、公私立幼稚園とも幼児期の保育・教育の基本を踏
まえた保育形態を取る必要がある。
お茶の水女子大学子ども発達センターが日本の幼児教育の枠組みと仕組みの中で、日本の幼児
教育の形態を 3 つに分けている。①集団における人間関係の育ちを基盤とする保育形態、その主
たる目標は、基本的な生活や学習の仕方を学ぶことである。活動の時間は、教師によって組み立
てられているものと、教師の指示を受けない比較的自由に行う時間とから成っている。②役割を
果たす子どもの能力を伸ばす保育形態、基本的なカリキュラムは、学習技能を集団の中で学ぶこ
とにある。漢字を読む・ひらがなを書く・数量形の認知・記憶の訓練・楽器の演奏・絵の描き方
などを学習する。子どもの活動は時間割によって決められており、個人的な選択はほとんどな
い。③子ども中心型の保育、大部分の時間を子どもは自由遊ぶに使う。子どもがいつでも使える
ように遊びの素材や遊具、積み木や造形用の材料などが用意され、環境が整えられている11）。ど
のような保育形態であっても、幼稚園教育要領、認定こども園教育・保育要領、保育所保育指針
にも、幼児期の保育・教育の基本は「子どもの健全な心身の発達を図りつつ生涯にわたる人格形
成の基礎を培う」と謳われている。幼稚園教育要領第 1 節幼稚園教育の基本 1 人格形成の基礎
を培うことには「幼児一人一人の潜在的な可能性は、日々の生活の中で出会う環境によって開か
れ、環境との相互作用を通して具現化されていく。
（中略）そのため、幼稚園では幼児の生活や
遊びといった直接的・具体的な体験を通して、人とかかわる力や思考力、感性や表現する力など
をはぐくみ、人間として、社会とかかわる人として生きていくための基礎を培うことが大切であ
る。」としている。保育者の動きや態度は子どもの安心の源である。子どもが保育者との信頼関
係の中で、興味関心に基づいた体験を主体的にできる環境が、幼稚園であることが重要である。

5

A 市における幼稚園の現状

A 市は兵庫県の阪神間に位置する中核都市であり、北側に六甲山系、南側は大阪湾の美しい
自然に恵まれ、数多くの文化施設や教育機関を擁している。A 市の戦後教育史には、幼稚園教
育について次のように述べられている。戦後の学制改革と人口増により、市行政は義務教育学校
の設置に追われ、幼稚園教育まで手が回りかねていた。その時、幼児教育の重要性を認識した民
間人たちが、物資不足の中で私財を投じて幼稚園作りに取り組んだ。昭和 23 年（1948 年）2 月
に公立 H 幼稚園が再開されて、市内で唯一の幼稚園が誕生した。その後、昭和 31 年までに 9 園
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が開園または再開園された。しかし、第 1 次ベビーブームによる園児の急増には対応できず、私
立幼稚園に依存することとなった。また、昭和 41 年には、保育料等保護者負担の差が問題とな
り、その年より私立幼稚園在籍園児保護者に対し、補助金を支給することになった。これは画期
的な施策であり、公私立幼稚園の共存共栄を図るものとして、全国的にも反響を呼んだ。
（A 市
戦後教育史より）12）
A 市の幼稚園教育は、これまでその多くの部分を私立幼稚園が担ってきた経緯があり、現在
も公立幼稚園 20 園に対し私立幼稚園は 40 園であり、市内全園児数の 8 割が私立幼稚園に通う。
公立幼稚園が、昭和 40 年頃までに「5 歳児全員入園」を目途に幼稚園整備を行ってきた際にも、
その後、保護者の強い要望で公立幼稚園に 4 歳児保育を導入した際にも、私立幼稚園との共存共
栄という点で随分苦労があったようだ。このことから、A 市における公立幼稚園は、私立幼稚
園が存在しない地域において就学前教育の充実を図るという、
「補完的機能」を役割の一つとさ
れてきた。このような歴史的な背景を持つ A 市の公立幼稚園は、A 市立幼稚園のあり方につい
ての報告書において、市立幼稚園では、今後も 3 年保育は実施しないと明記されている。

（1）幼稚園の規模
A 市の推計人口は今後も微増傾向とされているが、就学前児童数は、平成 18 年度以降減少傾
向にあり、今後もその傾向が続くと予測されている。公立幼稚園では、4 歳児は原則として 1 園
につき 1 学級 30 人配置、5 歳児は 1 学級 35 人を超える場合には、複数学級配置としている。こ
のため 5 歳児の学級数は、1 園あたり平均 1.6 学級まで落ち込んでいる。これはベネッセ教育総
合研究所の「幼児教育・保育についての基本調査 2007 年」の国公立幼稚園の平均学級数の 1.6
と近い数字であり、公立幼稚園が規模的にも小さいことが、全国的な調査からも分かる。

（2）教育課程と保育内容について
A 市の公立幼稚園は市教育委員会が監督庁となっている。幼稚園教育要領を基盤にした「A
市立幼稚園教育課程の基底」に則って、各園が重点目標等を定め、教育課程を編成している。教
育課程は市教育委員会に届け出をしている。そのため、保育内容は幼児期の発達の特性に照らし
て、幼児の自発的な活動としての「遊び」を重要な学習として位置づけ、幼稚園教育要領に従っ
て組織的・計画的な指導を「環境を通して」行っている。活動の中心は遊びを通した学びであ
り、子どもが自分で遊びを作り、そこには考える力、言語の力、表現する力等、学びの自立がス
トレートに重視されている。
私立幼稚園は、首長部局が行政の窓口となり、兵庫県私立幼稚園協会に属している。各私立幼
稚園が建学の精神に基づいて独自の特色ある保育・教育を行っているが、その基となる教育課程
は、どこへも提出の義務はない。自由度の高い私立幼稚園は、建学の精神を大切に、多様な保育
内容を提供している。筆者が知る私立幼稚園には、書く・読む・計算の学習、外部の講師から音
楽、体育、英語等を学んでいる幼児の姿があった。建学の精神に基づき、保育者以外の多様な人
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から学ぶことに異論はないが、幼児期の特性を踏まえると、幼児は特定の保育者との信頼関係を
基にし、他者との関係を築き、幼児の興味関心からなる、環境を通した自発的な活動が促される
保育が重要であると考える。平成 27 年 1 月の中央教育審議会の報告には、幼児期の発達の特性
に照らした教育とは、受験などを念頭に置き、専ら知識のみを獲得することを先取りするよう
な、いわゆる早期教育とは本質的に異なる。幼児教育は、目先の結果のみを期待しているのでな
く、生涯にわたる学習の基礎を作ること、
「後伸びする力」を培うことを重視している。幼児教
育は、幼児の内面に働きかけ、一人一人の持つ良さや可能性を見いだし、その芽を伸ばすことが
ねらいであることから、
「見えない教育」と言われることもある13）。したがって、幼稚園では保
育者が、幼児との信頼関係の中で、幼児一人一人の内面に潜む芽生えを理解し、その芽を引き伸
ばすために幼児の主体的な活動を促す適当な環境を計画的に設定することが求められる。

（3）保育料について
A 市での公立幼稚園の保育料は 9,600 円、入園料は 5 歳児 5,000 円、4 歳児 10,000 円である。
他方、ある私立幼稚園のホームページには、保育料は 5・4 歳児 20,000 円、3 歳児 23,000 円、入
園料 70,000 円、施設料 10,000 円となり、その他にも、給食代 3,100 円、バス代 3,200 円、暖房費
600 円となっている。この格差は、私立幼稚園の保護者にとっては、かなりの負担額である。
保護者は、これまで保育内容の質から、公立幼稚園を選択していたというより、前述の保育料
の安さから公立幼稚園を選択する傾向があった。制度として、生活保護世帯や母子・父子世帯は
保育料が全額免除される。また、小学 3 年生までの子どもで最年長の子どもから 2 人目の園児は
平成 29 年以降の保育料は半額、3 人目以降の園児は無償となるなど、これらの制度を利用する
世帯がある。筆者が小学校在任時の学校でも生活保護、就学奨励を受けている世帯が全家庭数の
5 割以上あったこともある。そこで、A 市は以前より、保護者間の公平さや市の財政負担の観点
から、保育料の見直しが必要であるとしていた。平成 27 年度・子育て支援新制度に移行し保育
料が変わることにより、市として幼稚園における保護者負担の公私間格差の是正に努め、より広
い就園の選択を可能とするため、市独自で私立幼稚園の保護者に対しても、私立幼稚園就園奨励
助成金を補助している。
保育料の格差が縮まることで、今まで高いと敬遠していた保護者が、3 歳児保育や預かり保
育、給食、バス通園もある、私立幼稚園への就園を希望するだろうと思われる。A 市は平成 27
年度より、現在の公立幼稚園の午後保育を、週当たり 3 日から 4 日に拡充するとしているが、保
護者の要望からすると、私立幼稚園の手厚さとは比べものにならない。保護者にとっては、公
立、私立の保育料の差が小さくなると、私立幼稚園の手厚さは魅力的なものである。したがっ
て、公立幼稚園は公立幼稚園の特色、例えば、子どもの送り迎えをすることで、保育者と直接顔
を合わせて、一日の子どもの様子を聞いたり、子育ての悩みや不安等を話すことができる子育て
支援ができたり、園での幼児の生活や保育内容についても直接見たり聞いたりすることができる
ことなど、園側からも直接保護者と話す機会が多くあることは、信頼関係を強くすることであ
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り、幼児にとっても良い影響を与えることにつながる。これらの特色を、各幼稚園のホームペー
ジ等を活用して、対外に積極的に情報発信していくことで、公立幼稚園の良さを、利用者、地域
に広く知ってもらうことが必要ではないだろうか。

6

B 市における幼稚園の現状

（1）幼稚園・保育園ができるまでの経緯
B 市は、瀬戸内海の豊かな自然環境にある政令都市である。B 市の幼稚園は、明治 17 年師範
学校の幼稚科が始まりで、全国的にもかなり早い時期に設立されている。翌年 4 月には、地区民
の強い要望から、私立幼稚保育場が設立された。その後も、幼稚園設立のために献身的に活動し
ていった人や学問、教育に熱心な人々が原動力となり、ほとんどの小学校区に公立幼稚園が設け
られていった14）。公立幼稚園は最大で 73 園に達したのち、統廃合により現在は 69 園となってい
る。他方、私立幼稚園は 13 園である。

（2）3 歳児保育実施について
「岡山県幼稚園教育振興計画」が策定された平成 8 年の 3 歳児保育は国立幼稚園が 1 園、私立
幼稚園 35 園、公立幼稚園 8 園で実施されていたが、平成 23 年には、国立幼稚園 1 園、私立幼稚
園 32 園、公立幼稚園 118 園で実施されている。B 市でも現在、公立幼稚園 17 園で 3 歳児保育を
実施しているが、半数近くの園で定員を超える応募があり、抽選を実施している。保護者の公立
幼稚園での 3 歳児教育のニーズが高いことが分かる。平成 23 年 2 月に出された「新岡山県幼稚
園教育振興計画」には、3 歳の時期は、周囲の様々な事柄に対する興味関心が急速に高まり、
徐々に行動範囲を広げ、友だちを求め始める時期でもある。こうした時期に集団生活の中で発達
に必要な様々な体験をすることは重要であることから、3 年保育の推進を図っていくとしてい
る。県が幼児教育の重要性を認識し、市町村に対して、3 年保育が円滑に実施されるよう指導・
助言を行う。市町村は、私立幼稚園や保育所の受け入れ状況や地域の実情等を十分考慮し、3 年
保育の実施・拡大を図る15）。このように、県全体で 3 歳児保育実施を推進して取り組んでおり、
岡山県が全国的にも早い時期から、幼稚園教育を推進してきた文化が、現在も継承されている。

（3）現在の幼稚園の現状
幼稚園は、幼稚園教育要領に基づき、4 時間という標準時間の中で、遊びを通して総合的な指
導を行う教育を実践している。そして、3 歳から 5 歳までの子どもへの指導を繰り返す中で専門
的な指導技術を蓄積している。また、ほとんどの保護者が決められた時間に送迎ができるため、
子育て支援として、教師との話し合いの時間を確保したり、親子での活動に力を注いだりして、
幼稚園と家庭がしっかり連携して子育てできるように取り組んでいる。課題としては、公立幼稚
園では入園児数が減少傾向にあることである。少子化による人口の減少による要因が大きいと考

― ６９ ―

えられるが、私立幼稚園の入園児数はあまり減少していないことから、公立幼稚園の 3 歳児教育
・預かり保育が、市民のニーズをカバーできていないことが大きな要因である12）。そこで、B 市
では、県をあげて市町村における幼児教育の振興に関する政策プログラムの策定として、①3 年
保育の推進②教育活動の充実③教員の資質及び専門性の向上④教育環境の整備・充実⑤家庭や地
域社会との連携の推進の 5 つの柱を設け、県、設置者、市町村、幼稚園がそれぞれ取り組むべき
方策を示している。これらのことは、教育基本法第 11 条の「国、及び地方公共団体は幼児の健
やかな成長に資する良好な環境の整備その他適当な方法によって、その振興を努めなければなら
い」を先進的に推進していると言えるのではないだろうか。また、B 市は、公立幼稚園として果
たすべき役割を明確にした上で、「民にできることは民に任せる」ことを基本姿勢としている。

7

おわりに

A 市と B 市の幼稚園教育を比べることにより、3 歳児保育実施が、公立幼稚園設立の歴史的
経過や公立保育機関が担うべき役割に関しての、行政の考え方に大きく左右されることが明らか
になった。教育基本法の「幼児期の教育は生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであ
る」このことに立ち戻るならば、公立と私立がともに質の高い就学前教育を保障することが重要
であり、そのために行政機関の果たす役割は大きいと考える。
最後に、行政が主導し、就学前教育としての 3〜5 歳の幼稚園教育を完全に保障し、幼保一元
化を 10 年がかりで実現化した事例を紹介する。それは、人口が 1 万 4 千人の新潟県の聖籠町で
ある。ここでは、0〜2 歳を保育園で、3 歳〜5 歳を幼保一体型の公立「子ども園」で保育してい
る。この「こども園」は、新制度の認定こども園には入らず、法律上は公立幼稚園である。3〜5
歳の園児は、ほとんど 1 号認定を受け、預かり保育や延長・土曜保育も実施している。保育者
も、幼稚園免許と保育士の両方を取得している。この「子ども園」が各地域にそれぞれ一園ずつ
あるので、「2 歳までは保育園で、3 歳からは子ども園で」という考えが、町民に浸透している。
「子ども園」の保育料は所得にかかわらず無料であり、長時間保育や延長保育を希望しても、月
2 千円程度の低額な負担増のため、3〜5 歳の就園率は 100％ 近い16）。同町は地方交付税不交付団
体であり、財源が豊かだから可能であると言われているが、他の全国 59（27 年）の不交付団体
の内、幼稚園教育無償化に取り組む自治体はない。豊かな財源をどこに投資するかを決定するの
は、各自治体である。
『聖籠町は安心して子どもを生み育て、将来を担う子どもの施策を優先し
ている。
』17）との言葉が、この町のすべての人々の思いを物語っている。豊かな税収を次世代の教
育に還元している聖籠町が、新たな幼稚園教育のモデルとなることを期待する。
今後、保護者の就労の拡大とともに、3 歳児保育が拡大するならば、従来のように私立幼稚園
に 3 歳児保育を担わすだけでなく、教育基本法第 11 条にあるように国及び地方公共団体が幼児
の健やかな成長のために良好な環境整備を振興していくこと、すなわち、制度として国及び地方
公共団体が幼児教育に優先的に取り組むことが重要である。今後は、現在、公立幼稚園に係る事
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務は都道府県・市町村の教育委員会が所管し、私立幼稚園に係る事務は、都道府県知事が所管し
ていることが多い現状を踏まえつつ、公立・私立の幼稚園等施設を通じた行政の体制作りが求め
られるのではないかと考える。
岡山県や新潟県のように行政の主導により、地域の実態に応じて、公立私立の幼稚園がともに
幼児期の教育の重要性を再認識し、幼児期にふさわしい生活をめざす幼児教育を前進させること
が重要である。具体的には、公立と私立の幼稚園教員が共同で研修することや、公開研究会を義
務付ける、幼稚園だよりの交換など、行政機関が責任を持って私立幼稚園を含む全幼稚園を監督
指導することができるシステム作りが急務であると考える。
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家族アセスメントツール
Family System Test（FAST）について

中
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家族アセスメントとは

臨床現場で家族への治療的アプローチを実施するためには、家族についての情報収集が不可欠
である（馬場、1990）。しかし、その情報収集には非常に多くの時間や労力が費やされる。そこ
で短時間でまとまった情報を得られる家族アセスメントが有用となる。家族アセスメントにはさ
まざまな方法があり、観察法（自然観察法、実験観察法）
、描画法（合同家族描画法、家族診断
画 法）
、質 問 紙 法（親 子 関 係 診 断 テ ス ト、FACESⅢな ど）に 加 え、シ ン ボ ル 配 置 技 法 Figure
placement technique（家族関係単純図式投影法、家族イメージ法、Doll Location Test, Family Map
など）に分類されている（築地、2005）。このうちシンボル配置技法はさまざまな場面を設定し、
その場面の設定に沿って対象者が人形をボード上に配置し、個人が認知している家族構造を評価
する方法である（Ghering & Marti, 1993）。このシンボル配置技法の利点は家族内の二者関係、三
者関係、家族全体を同時に評価できることである（Feldman, Wentzel, & Gehring, 1989）。
シンボル配置技法の 1 つに Gehring（1993）が開発した Family System Test（FAST）があり、
現在日本以外にもフランス、イタリア、ドイツ、中国などでも翻訳され、広く使用されている。
FAST は実施時にマス目の入ったチェスのようなボード上に男性、女性を示す 2 種類の木製の人
形、木製の 3 種類の高さ（1.5 cm、3.0 cm、4.5 cm）のブロックを対象者に配置させる。これに
よって、家族構造において鍵となる概念である「親密さ（cohesion）」と「力関係（hierarchy）」
を表現することになる（Fig. 1 参照）。
「親密さ」は「家族メンバー間の情緒的な結びつきあるいは愛情」と定義され、「力関係」は明
確な一つの定義はないが、
「権威」、「決定力」、「他の家族メンバーへの影響力」と関係している
とされている（Gehring, 1993）。「親密さ」はボード上の人形間の距離で、
「力関係」は人形の下
に積まれたブロックの高さによって測定される。その後、
「親密さ」と「力関係」の両方を考慮
し、家族関係の構造タイプ（「調和型」balanced、「中間型」labile-balanced、「非調和型」unbalanced）を決定するテストである（Fig. 2 参照）。
FAST は評価の基準が確立されており、明確な評価基準のない他のシンボル配置技法よりも評
定しやすい。さらに人形配置後に半構造化面接を行い、家族についてより詳細に尋ねることにな
っている。
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Fig. 1

FAST 人形配置の図（築地、
2001、p.137 より引用）

2

Fig. 2

家族の親密さと力関係による家
族 関 係 構 造 の 分 類（Gehring,
1993/1997, p.34 より引用）

FAST の実用に向けて

Gehring & Wyler（1986）はまず、家族療法の治療効果を測定するアセスメントが必要とし、
FAST が有用であるかどうかを検討している。この研究では、家族療法を行っていた 6 家族の父
親、母親、6 家族を治療したセラピスト 1 名を対象に FAST を実施し、治療前、治療終了後（現
在）、現在の理想、現在の葛藤の計 4 場面の家族を表現させている。その結果、親密さは現在の
葛藤と治療前、治療終了後（現在）、現在の理想の順で高くなっていた。また半構造化面接の回
答から、対象者は人形間の距離について、距離が近いと家族に肯定的、距離が遠いと否定的に捉
えていた。一方、人形の高さ（ブロックの高さ）について、現在の理想、治療終了後（現在）
、
現在の葛藤と治療前の順で高くなっていた。しかし半構造化面接の回答から、対象者は高さの意
味を一様（uniform）には捉えていなかったと報告している。
次に Feldman & Gehring（1988）は、青年期を通して家族関係の認知をみるために 12 歳、15
歳、18 歳（6 年生、9 年生、12 年生）の子ども 150 名を対象に FAST を行い、それぞれ日常の
家族（以下、日常場面）と理想の家族（以下、理想場面）、2 者関係（父母間、父子間、母子間）
を調査している。その結果、子どもが発達するにしたがって、日常場面で全体に親子間の親密さ
が減少し、親子の力関係（power）の差が少なくなるが、親密さと力関係の変化はそれぞれ年齢
によって異なっていた。父子間、母子間に注目すると、親密さにおいて 12 歳では父親よりも母
親を身近に感じているが、15 歳、18 歳では両親を同程度身近に感じ、母親との親密さの減少が
目立った。力関係は母子間の力の差は変わらないが、父子間の力の差が加齢ともに減少してい
た。つまり親子間の発達的変化は、母子間の親密さの減少、父子間の力関係の差の減少で生じる
ことが示唆された。しかし、子どもがどの年齢においても、父母間が家族内でもっとも親密で、
両者の力の差が小さく、親子間の世代間境界は明確であった。一方、理想場面では親子間の親密
さが高く、力関係はほどよい差があり、両親間の力関係はほぼ平等に近く、両親は子どもよりも
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力が大きかったとされている。日常場面は年齢によって変化するが、理想場面は年齢による変化
がないとされている。これらのことから、発達的変化は日常場面の方がより顕著に見られること
が明示された。
理想場面を検討した後、Gehring, Wentzel, Feldman & Monson（1990）は青年期の子どもをもつ
親（134 名）、青年前期（小学 6 年生、平均年齢 11.5 歳・170 名）、青年中期（中高校生、15〜18
歳、平 均 年 齢 16.3 歳・109 名）、青 年 後 期（大 学 1 年 生、平 均 年 齢 18.7 歳・47 名）を 対 象 に
FAST の葛藤中の家族（以下、葛藤場面）を配置させ、検討している。その結果、Gehring et al.
（1990）は青年期の課題である親からの自立をめぐって、親子間の葛藤が増加することを示唆し
ている。親子間葛藤は青年期前期、中期（12〜18 歳）に増加し、高校生の終わり頃にピークを
迎える。その後、青年期後期（19 歳以降）に親子間の葛藤が減少するとしている（Gehring et
al., 1990）。
FAST の信頼性・妥当性についても検討されている。信頼性は 1 週間後の再検査で、青年前期
で親密さが r＝.63、力関係が r＝.63、青年中期で親密さが r＝.87、力関係が r＝.83 と安定して
おり、さらに青年期中期 20 名の 4 ヵ月後の再検査では親密さが r＝.59、力関係が r＝.42 と比較
的安定していた（Gehring & Feldman, 1988）。妥当性は FACESⅢ1）との関連をみることによって
行われている。その結果、FAST の親密さと FACESⅢの「凝集性」において r＝.47 と比較的高
い相関が見られたが、FAST の力関係と FACESⅢの「適応性」において r＝.21 と低い相関にと
どまっている（Gehring, 1993）。
次に Gehring は新たな評価方法を見出している。それは親密さと力関係をそれぞれ 3 群に分類
し、家族関係構造を 3 つの型にあてはめる評価方法である。その評価方法を用いて、Gehring
（1993）は FAST による健常児と精神障害児（行動障害、情緒障害、感情障害などが含まれる）
の家族を比較している。その結果、日常場面において健常児は精神障害児よりも家族全体の親密
さが高く、力関係も世代間境界が明確であることを見出している。理想場面において、健常児群
の方が親密であるが、力関係に両群の相異は顕著ではなかった。そのため、理想場面について親
密さのみに臨床的な弁別妥当性があると示唆している。葛藤場面について両群に差はみられなか
った。このことから、FAST の配置には親密さのみ日常場面と理想場面には臨床的な弁別妥当性
が認められている。しかし、力関係には Gehring 自身もあまり妥当性を見出せないでいる。
Gehring は最終的に家族関係構造（
「調和型」
・
「中間型」・「非調和型」）の 3 つのタイプに分け
る評価基準を設け、日常場面において健常群では「調和型」が多く、臨床群では「非調和型」が
多いことを報告し、欧米において FAST を標準化している。しかし、最終的に力関係の定義が
一様でなく、妥当性に欠けているという問題は残されたままであった。
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3

FAST を用いた日本でのこれまでの研究

日本においても FAST の有用性が考えられ、盛んに研究されつつある。池田（1996）は日本
の大学生に FAST を実施し、大学生による家族構造の特徴を示している。池田によると日本の
大学生のいる家族では、父子間の心的距離が母子間の心的距離より大きく、親世代と子世代の力
関係の差が欧米に比べて小さい。
また、池田（2001）は健常な青年を対象にしている Gehring の研究データと自らの研究データ
を比較し、理想場面と葛藤場面で池田のデータと Gehring のデータに有意な差は認められなかっ
たが、日常場面には有意差が認められたと報告している。日常場面で Gehring のデータでは大多
数が家族関係構造で「調和型」（62％）に分類され、「非調和型」（10％）はほとんどみられない。
一方、日本のデータでは「調和型」が 42％ と半数以下となり、
「非調和型」が 27％ と多い。池
田はこの相異について、父親が母子よりも離れて配置されることを挙げている。力関係では両親
間に差があり、その 7 割以上が母親よりも父親が強いこと、母子間の力関係の差がないか逆転し
ていることを挙げている。つまり、Gehring と自らの研究データの相異は、母子間の曖昧な世代
間境界と父親不在という日本の家族特徴のためと結論付けている。
河野（2005）は日本における FAST の発達的変化を検討するため、小学生、中学生、大学生
のそれぞれ 40 名ずつ計 120 名に FAST を実施している。その結果から、河野は日常場面につい
て、Feldman & Gehring（1988）の研究結果と比較し、3 つの相違点を指摘している。1 つ目は、
Feldman & Gehring では加齢にともない、親子間の親密さが低くなるが、日本では年齢による親
密さの差がないこと、2 つ目は、Gehring らの先行研究では父母間がもっとも親密で、力関係に
明確な世代間境界がある家族が多いが、日本では父母間の親密さは母子間よりも低く、力関係に
明確な世代間境界がみられない家族が多いこと、3 つ目は Gehring らの先行研究では親密さにも
力関係にも性差がみられないが、日本では親密さに性差がみられることである。理想場面につい
ては、親密さで年齢による差が認められ、大学生が小・中学生よりも父母間が親密であることを
理想とし、力関係では年齢・性別に関係なく、日常場面と同様に父子間の力関係の差が父母間、
母子間よりも大きかったとしている。
このように池田（2001）と河野（2005）の日本における FAST の研究から、欧米と比べて日
本の世代間境界が曖昧であるために、Gehring が考案した FAST の評価基準が日本の家族には合
致していないことが明らかになっている。
築地（2001）は日本での FAST の妥当性を検討するため、女子大学生 50 名に FAST（日常場
面のみ）と日本語版 FACESⅢを実施し、その相関をみている。ここで使用した FACESⅢとは、
日 本 語 版 FACESⅢ（草 田、1995）で あ る。FAST と 日 本 語 版 FACESⅢの 相 関 を み た 結 果、
FAST の親密さと日本語版 FACESⅢの「凝集性」（r＝.51）、「適応性」
（r＝.36）と相関がみられ
たと報告している。さらに親密さを示す FAST の 2 者間の距離（父母間、父子間、母子間）と
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日本語版 FACESⅢの「凝集性」との間にも相関がみられ、日本においても FAST の人形間の距
離は、家族メンバーがお互いに持つ情緒的なつながりと関連があり、FAST の親密さの妥当性が
2, 3）。しかし、あまり高
立証されている（父母間；r＝-.36、父子間；r＝-.59、母子間；r＝-.35）

い相関があるとは言えない。力関係は日本語版 FACESⅢとまったく相関が見られず、妥当性は
立証されていない。築地は疎外感を感じている程度によって、女子大学生が FAST で表現する
現在、過去の家族が異なるのではないかと考え、妥当性が高かった親密さ（現在の家族と過去
（5 歳時）の家族）と疎外感の関連について調査し、FAST と日本語版 FACESⅢ以外の尺度、疎
外感尺度による FAST の妥当性を検討している。その結果、強い疎外感を持っている女子大学
生は FAST で過去や現在の家族の親密さを低く表現していたとしている。このように築地
（2001）の FAST の妥当性研究においても、親密さは妥当性が立証されているが、力関係につい
てはほとんど立証されていない。
中見・桂田（2007）は、大学生を対象に、FAST の人形配置後に行う半構造化面接の応答と
FAST の評価基準との整合性、その整合性と精神的健康度（GHQ）の関連から FAST の日本で
の妥当性を検証した。その結果、日本の大学生にとって、
「親密さ」は意識されやすく顕在的で
あり、「力関係」は意識されにくく、潜在的であることが明らかにした。
この結果から、力関係を再検討し、日本人が欧米人と比べて、極端であることを好まず、中庸
を好むことは質問紙の回答方法などでよく知られている（例えば Hui & Triandis, 1989 ; Chen,
Lee, & Stevenson, 1995）ことを踏まえ、力関係を表現するブロック 1 個の高さを 1.5 cm、3.0
cm、4.5 cm から 0.5 cm、1.0 cm、1.5 cm に小さくするという、独自の変更を行い、FAST を実施
した。その結果、Gehring の評価基準を使って分類された家族関係構造の「調和型」が「非調和
型」よりも有意に精神的に健康で、家族を肯定的に捉えているという有意差が見られた。さらに
面接の応答を家族関係構造ごとにみると、
「調和型」が親密さも力関係も肯定的に述べており、
もっともバランスよく家族について語られ、FAST の分類と面接の応答が一致していた。このこ
とからブロック 1 個の高さを小さくしたことで、Gehring の評価基準が日本の家族に適している
可能性が出てきた（中見、2010）。
一方で、築地（2015）は力関係の算出方法について新たな提案を行っている。Gehring（1993）
のマニュアルでは、親世代（父親・母親）のブロックの高さが低い方と、子ども世代のブロック
のもっとも高い者との差を算出することになっている。それに対して、築地（2015）は、親世代
の高さの平均と子ども世代の高さの平均の差を算出することを提案している。中見（2010）、築
地（2015）のいずれの算出方法においても、今後データを積み重ね、検討する必要がある。

4

その他の FAST の研究

FAST とその他の尺度との関連をみる研究も行われている。築地（1999）は小学校高学年の児
童を対象に、学校適応尺度との関連を見ている。学校適応尺度によって、学校適応の高い児童と
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低い児童の 2 群に分け、FAST を用いて、それぞれの児童の家族関係を日常場面、理想場面につ
いて調査している。その結果、日常場面で不適応傾向の児童の家族は、適応している児童の家族
よりも親密さが低いが、理想場面の親密さに両者の相異は見られていない。力関係は日常場面も
理想場面も両者に顕著な違いはなかった（築地、1999）。築地は学校に適応しているか否かの違
いが力関係よりも親密さのほうに現れやすいことを示唆している。
池田（2000）は大学生を対象に FAST を実施し、大学生の独立意識尺度（独立性、親への依
存性など）との関連を見ている。独立意識尺度によって、独立意識の高群、低群の 2 群に分類
し、2 群による親密さの違いをみている。その際にこれまでの個別に人形を配置してもらう面接
法ではなく、質問紙型の FAST を実施している。質問紙型の FAST とは、対象者が教示と 9×9
のマス目が印刷された用紙に、マス目に家族メンバーを示す記号を書き込めるようになっている
（池田、2000）。この記号間の距離によって親密さを表現する。力関係は記号を円で囲み、円の数
が多いほど、その家族メンバーが家族内で力があると表現させる。その結果、親への依存傾向が
高いと、父母子の 3 者間の親密さが非常に高く、親への依存傾向が低いと全体に親密さが低いと
報告している。このように、池田は親への依存性を FAST の親密さによって弁別できることを
明らかにしている。
このように、日本における FAST の研究から、親密さは築地や池田の研究で、他の尺度との
関連が見られることが示唆されているが、力関係はほとんど検討されていなかったが、中見・桂
田（2009）は、1 個のブロックの高さを小さくし、潜在的な力関係を表現しやすくした FAST を
用いて、児童期における父子関係と青年期の家族関係がどのように関係しているのかを検討し
た。
その結果、児童期の父子関係が現在の家族関係に影響していることが示唆された。児童期に父
親の価値観や存在を感じ、父親に子どもである自分の存在を認めてもらい、何かあると助けてく
れると感じていると、現在の家族は「調和型」の家族関係構造であることが示された。親密さ
は、過去の父親とのかかわり全ての下位尺度と有意な関連が見られた。このことから児童期に父
親と十分なかかわりが出来ていたと感じていることが、青年期における家族の親密さの基盤とな
っていると言える。幼いころの父子関係は親密さ優位であり、高橋（1988）などの先行研究と一
致していた。高橋は児童期の父親像を「やさしい」、「陽気な」としている。そのため、幼い頃の
家族関係を想起すると親密さのほうが想起しやすいのかもしれない。大野（2001）は、「家族」
を情緒な結びつきがあって初めて成立する内発的な関係としている。このことからも家族は親密
さが顕在的であることが考えられる。
力関係は過去の父親とのかかわりの「保護承認」のみに関連が見られた。児童期に父親が子ど
もを保護し、頼りになる存在であった場合、青年期において親子の明確な世代間境界を感じると
考えられる。青年期の子どもが、父親を家族内で力があると認識することにつながるのは、幼少
期に父親と仲の良い関係を築くだけでなく、父親に子どもとして認めてもらい、いつでも力にな
ってもらったと感じることだといえる。この結果は、児童期の父子関係は回想による回答である
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ため、実際に父親がどのように子どもに関わっていたかは分からないという限界がある。しか
し、子どもの記憶に基づく過去の父子関係が現在の家族関係につながっていることは確かである
と 言 え る。力 関 係 の 重 要 性 に つ い て は、小 泉・河 村（2014）も 示 唆 し て い る。小 泉・河 村
（2014）は、小学 3 年生から 5 年生を対象に、FAST と学校生活における意欲、充実感、家族か
らのソーシャルサポートとの関連を見出している。児童が家族の中で、児童が自身や父親を家族
の中で力があると感じていると、学習に意欲的であるとしている。
次に、中見・桂田（2010）は女子大学生を対象にし、母親の就労と性役割意識、家族関係の認
知の関連を検討した。その結果、母親の就労による性役割意識に違いは見られなかった。これ
は、女子大学生の性役割意識には母親の就労形態は直接的には関係ないことを示している。しか
し、母親の就労と娘の認知する家族内の力関係に、また、その力関係と性役割意識に弱い関連が
見られたことから、母親の就労は娘の性役割意識に間接的に影響していることが考えらえる。
母親の就労と家族関係の認知では、力関係のみに違いが見られた。父娘間の力関係において、
途中で専業主婦からパートなどキャリアを変更している場合、女子大学生は父親が家族内で力が
あるとしていた。母親が子育てを終えて働き始めた場合、経済的基盤は父親にあり、母親の就労
は副次的であることが多く、そのため娘は父親と母親の力の差を感じるのではないだろうか。
一方、母親がフルタイムで就労を継続していると、途中で就労形態を変化させた場合よりも、
子どもである自分と父親の力の差が少ないと認知していた。さらに有意差は見られなかったが、
父母間で母親が父親よりも力があるとしていた。これは幼い頃から父親と同様に母親が家計を支
えているのを目の当たりにしてきているため家庭内で母親に力があると認知し、また、そのよう
な母親をモデルとしているため、子どもである自分と父親の間にもそれほど力の差を感じていな
いのではないかと考えられる。以上のように、母親の就労によって、子どもである女子大学生の
家族内の力関係の認知が異なり、その力関係の認知が性役割意識の差につながってくると考えら
れる。
こ れ ま で の 研 究（池 田、1999、2000；築 地、1999、2000：河 野、2005、2007；中 見・桂 田、
2007、2009 など）では、大学生である子どもが FAST で表現した家族関係と、大学生自身が回
答した他の尺度との関連を見てきたが、大学生以外の家族メンバーが回答した尺度と大学生の
FAST の関連を見ることがなかった。そこで、中見・桂田（2011）、Nakami & Katsurada（2012）
は大学生である子どもが FAST で表現した家族関係と、夫婦間の愛情3）との関連を見た。その結
果、大学生が両親の方が家族内で力が強く、親子間に世代間境界があり、さらに家族全体が親密
で調和のとれた家族関係構造であると認知していると、調和がとれてない家族関係構造と認知し
ている大学生よりも、父親が母親に感じる愛情が高かった。家族全体の家族関係構造になると、
FAST による子どもの家族認知は父親の母親に対する愛情に違いが見られたが、母親の父親に対
する愛情に違いが見られなかった。
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5

FAST の臨床現場での応用

FAST は、さまざまな臨床の現場でも使用されつつある。

①児童虐待
築地（2007）は、児童養護施設において、被虐待児を対象に、セラピー開始時の情報収集、ま
た心理療法の治療効果の測定を目的として FAST を実施している。その結果、セラピー開始時
の情報収集において、どの事例でも被虐待児が力関係を細かく表現し、被虐待児にとって力関係
が重要であることを示している。心理療法の治療効果については、被虐待児が辛い虐待体験を言
語化することが困難な場面で、FAST を介在させることで言語化しやすくなったこと、より治療
者と被虐待児の間で具体的なイメージを共有できたこと、被虐待児が FAST で表現した家族を
眺め、自身の体験や葛藤を意識化できたこと、それにより自らの辛い体験を再構成できたことが
報告された。これらの結果から、築地（2007）は、FAST は心理療法において言語表現を補う道
具の 1 つにとして有効であり、家族を表現すること自体に浄化作用があるとしている。

②少年非行
相谷（2001）は、非行により警察に逮捕され、少年鑑別所に身柄を拘束された少年を対象に
FAST を実施している。なお、家族の日常場面の代わりに非行時場面、理想場面、葛藤場面を表
現させている。その結果、凶悪非行群と薬物非行群に分類し、各群の特徴を見いだしている。相
谷（2001）によると、凶悪非行群の非行時場面でも理想場面でも、家族全体がバラバラで、力関
係は親と子に差はなく、力関係が存在しない特徴が見られた。薬物非行群の非行時場面、対象で
ある少年だけが家族から離れ孤立し、父親が著しく他の家族よりも力が強く、理想場面では父親
が低く、極端な力関係はなくなり、母親を少年が自分の身近に置き、母子の親密さが顕著という
特徴が見られた。相谷（2001）は、各群の少年たちには、これらの特徴に配慮した有効な更生を
考えられるとしている。

③司法機関
相谷（2003、2010、2015）は、離婚に伴う親権者指定のために FAST を使用した事例を挙げ
ている。事例では離婚後の家族について、夫、妻それぞれに FAST を配置させている。夫の離
婚後の家族では、妻が存在せず、夫の実父が家族内で最も力が強いこと、妻の離婚後の家族で
は、夫の存在が示され、離婚後の家族では妻がもっとも力が強いという特徴が示された（相谷、
2015）。この結果から、相谷（2015）は、夫、妻の離婚後の配偶者の取り扱いの違い、離婚後の
家族の力関係から、親権者を妻と指定に有効であったことを報告している。相谷（2015）による
と、このような FAST の実施は 4 件とまだ少ないが、親権者を巡る裁判手続きには、今後有用
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な手法の 1 つになるのではないかとしている。

④摂食障害
中見（2009）は、摂食障害を抱える 14 歳の女性 3 名に実施し、Gehring（1993）、石田（2006）、
中本ら（2006）の摂食障害患者の事例と比較している。その結果、中見の 3 事例では、中本ら
（2006）の 3 つの事例と同様に、共通点を見出せなかった。その理由として、同じ摂食障害でも
治療開始直後や終了直前など治療中でも幅があるためと考えられる。また、Gehring（1993）、石
田（2006）、中本ら（2006）の事例において、すべての場面で人形が配置されているが、中見の
事例では配置されなかった。特に Gehring の事例では、患者がほとんど時間をかけずに配置した
という報告と、配置できなかった中見の 2 つの事例とは対照的である。これは、治療経過のどの
時期に FAST を実施するかで違いが出てくると考えられる。

6

ま

と

め

本研究では FAST を含めるシンボル配置技法に触れ、FAST がどのように自由に家族を表現で
きるかを明らかにした。さらに FAST が欧米で開発され、評価基準が設定された調査研究、日
本で FAST を実施した調査研究から、FAST の問題点を明確にした。問題点とは、欧米で標準化
された Gehring の評価基準が日本の家族には適さないこと、特に力関係の評価基準は日本の家族
に当てはめると、世代間境界が曖昧となること、親密さは他の尺度との関連が見られるが、力関
係は見られないことであった。力関係について、日本の家族に適した算出方法が検討されている
（中見、2010；築地、2015）。しかし、中見、築地のいずれの算出方法においても、今度のデータ
を積み重ね、検討する必要がある。また、子ども本人のみではなく、他の家族メンバーの家族認
知との関連もあわせて考える必要がある。
さらに、実際の臨床現場での FAST が活用されつつある。しかし、より効果的に活用できる
アセスメントツールとなるよう、研究を進めることが必須である。

本論文は 2009 年度に提出した博士論文の一部に、加筆・修正を行ったものである。

注
１）FACESⅢとは、自己報告式質問紙法 FACES は世界各国で翻訳、検討が重ねられ、日本においても検
討されている（黒川、1990；貞 木・榧 野・岡 田、1992；田 村、1994；草 田、1995 な ど）
。凝 集 性 は
「家族メンバーがお互いに対して持っている情緒的きずな」
、適応性は「状況、家族メンバーの発達に
よる変化に応じて、夫婦および家族システムの勢力構造、役割関係、ルールを柔軟に変化させる能
力」と定義されている。
２）FAST の親密さは距離が短いほど親密である、FACESⅢの「凝集性」は得点が高いほど凝集性が高い
ことを示す。
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３）菅原・詫摩（1997）が作成した Marital Love Scale を使用した。このスケールは 15 項目からなり、夫
（父親）用と妻（母親）用があり、回答は 7 件法で、得点が高くなればなるほど、夫（妻）に愛情が
高いことを示す。
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研究テーマ
和歌山県の伝統的な食文化の地域間比較
研究目的
年中行事や通過儀礼の際のハレの日の食事は、日本各地で様々な形で伝承されてきた。
しかし、現在では行事食を家庭で作る機会が減り、伝統的な行事食が親から子へ伝承され
ない傾向にあることが、日本調理科学会の平成 21・22 年度特別研究の結果からも明らか
になった。また、和歌山県の各地域の行事食において地域間の違いが残っていることが推
察されたので、さらに詳細な質的な研究が必要であると考えた。伝統的な行事を認知し、
経験したことのある人や行事食を作ることができる人が高齢化している。また、商業ベー
スにのらない伝統的な行事食は、急速に知識そのものが失われることが危惧される。長い
時間をかけて伝承されてきた行事食の知識を残し、次世代に食文化を受け継いでいくこと
が重要で、今回の研究がその一助になることを目的とした。
研究計画・方法
【先行研究】
先行研究として、日本調理科学会の平成 21・22 年度特別研究である行事食の認知状況
や摂食状況などについての全国規模の調査の一環として、和歌山県の行事食を対象として
全国統一様式の調査用紙を用いて調査を行ってきた。調査対象は和歌山県に 10 年以上在
住している大学・短期大学の学生およびその親、また和歌山県福祉保健部、教育委員会な
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らびに関係機関に依頼し、食生活改善推進協議会委員を中心に食育関係団体会員の他、地
域の研修会等に参加した市民とした。この調査の分析結果をもとに、調理科学会平成 22
年度大会では「近畿の家庭における年末年始の行事食の現状（和歌山県）」を、平成 23 年
度大会では「近畿における行事と行事食の認知・経験の世代間比較（和歌山県）
」を報告
した。また、日本調理科学会平成 24 年度大会では「近畿における通過儀礼とその食事の
認知・経験の世代間比較（和歌山県）
」を発表してきた。このような経緯をふまえて本共
同研究を開始した。
【平成 24 年度】
平成 24 年度は、行事食実態調査の詳細を検討するため、これまで行ってきた全国調査
の結果を「地域性」という切り口で再検討を行い、日本調理科学会平成 25 年度大会にお
いて、「和歌山の年中行事における地域性」として発表を行った。
さらに、これまでの和歌山県の行事食の調査から、特に地域によって「すし」に多様性
が認められることがわかってきた。ただ、全国的に回転ずしが広まりその地域の特徴ある
「すし」の食文化が消失される危惧がある。このような背景から 24 年度より「すし」を中
心にした行事食の調査を開始し、
「すし」に関しての調査用紙を作成し、198 名の調査協
力者に郵送し、143 名から返答を得た。一方、和歌山市の料理店での聞き取りも行った。
【平成 25〜26 年度】
さらに、詳細な地域の食文化を調べるために、和歌山県の各振興局や漁協に調査の協力
をお願いし、生活研究会など地域で積極的に食と関わってきた方の紹介を受け、直接お話
を伺うことにより、家庭で実際に食べられてきたものや手作りされてきたものの状況を調
べる実地調査を計画した。平成 25 年度は 3 地域（西牟婁郡上富田町、新宮市熊野川町、
橋本市）、平成 26 年度は 9 地域（由良町、御坊市日高漁協、紀の川市、和海地方、有田川
町、東牟婁郡那智勝浦町、大地町、大塔、田辺市湊浦漁協）で実地調査を行った。その際
に同意の得られた方には、家庭での料理の写真撮影をお願いした。1 地域での聞き取りは
2〜3 時間程度、60〜80 代の女性合計 38 名が調査協力者となった。上富田では、味噌の仕
込みや保存食作り、目はりずし等の調理にも参加した。
倫理的配慮
日本調理科学会の平成 21・22 年度の特別研究で行った全国調査の際に、今後も調査協
力できる方を募った結果、198 名の方から同意が得られたので、すしに関する調査票を送
付した。さらに、返信のあった方のうち、詳細な写真撮影などに協力できるかどうかを尋
ねた結果、22 名の方から同意が得られた。実地調査では、調査協力者 38 名の方から同意
を得て聞き取りを行った。写真撮影のお願いについては、本学倫理審査を受けた。
研究結果および考察・結論
日本調理科学会の特別研究の全国統一様式の調査票を用いて調査した結果のうち、40
歳以上の者を抽出し、和歌山県を紀北、紀中、紀南の 3 地区に分け地域間の比較検討を行
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った。正月の行事で特に地域差がみられたのは、正月の雑煮であった。紀北と紀中の雑煮
は丸餅が 80％ 以上を占め、紀南では丸餅と角餅の両方がみられ、地域間に有意な差がみ
られた。また味付けも紀北、紀中は関西風の白みそが 80％ を占め、紀南は関東風のすま
し雑煮が他の地域に比べ高く有意差が認められた。和歌山県の雑煮の場合、紀北と紀中は
関西風、紀南では関西風と関東風の両者が混在していることがわかった。その他、自由記
述では紀北、紀南の正月、春祭り、秋祭りの行事にすしが多く出現した。すしの種類は鯖
ずし、さんまずし、押しずし、柿の葉ずし、鮎ずし、子鯛ずし、昆布ずしなどであった。
ただ、紀北、紀中、紀南という分け方では地域間の比較を行うには限界があった。
そこで、和歌山県に居住される 60 代以上の 9 地域 38 名の方に直接お話を伺った。この
聞き取り調査の中で、各地域ごとに正月の雑煮やお節料理の違い、行事ごとに食べられる
すしの違いなどが詳細にわかってきた。例えば、お雑煮については、和海地域は白みそ、
丸餅であるが、餅は丸餅（もち米）
、白ぼろもち（うるち米入り）や赤ぼろもち（小豆入
り）の 3 種類（または 2 種類）が使われていたが、他の地域ではぼろもちはみられなかっ
た。実際に年末に、その地域のスーパーや JA の店舗等で食材を実地に調査した結果とも
一致する。橋本市では、白味噌雑煮の具材に「うち豆腐」が入るのが特徴的である。
「う
ち豆腐」とは、よく乾燥した大豆を粉にして水またはだし汁を加えて練ったものを団子に
して汁物に入れて煮たもので、家庭で作る豆腐という意味で「うち豆腐」という。大豆を
打ち砕いて使うという説もある。また、和海地方（特に和歌山市）では雑煮に「まな」と
いわれる野菜が入ることが特徴的で他の地域ではみられなかった。紀州 55 万石のお膝元
であることから名（菜）を上げるという意味もあるという。日高、由良町、田辺市湊浦で
も雑煮は味噌仕立てで丸餅を焼かずに用いたが、漁港が近くにあることから具材としてし
らすが入ったり、しらすの出汁を利用した雑煮になっていた。紀南に位置する上富田では
正月の餅は伸し餅で、味噌仕立てかおすましかは家庭によって違っていた。同じく紀南で
ある熊野川町では、すまし仕立てで、丸餅か角餅かは家により異なっていた。この結果は
先のアンケート調査を裏付ける形となった。
お正月の祝い魚についても地域性が現れていた。お正月には祝い魚として鯛をイメージ
していたが、鯛をあげる人は少なかった。和海地方や那賀地方では鰹を、美里町、紀美野
町、清水町、由良町では鰹ではなく鯖を一人一尾ずつ 31 日に焼いて食べる習慣がある。
一方、紀南に属する田辺市湊浦や上富田では、いがみ（赤ぶだい）の煮付けが正月や祭り
には欠かせない料理としてあげられた。スーパーや魚屋でも売られており、魚屋で尋ねる
と、年末のこの時期は一年で最も値が上がるとのことであった。熊野川町では、お正月に
必ずなれずしを食べる習慣がある。昔はなれずしは鮎を使う人もいたが、熊野川にダムが
できてから鮎が獲れなくなり、さんまが主に使われている。生のさんまのワタを取り、た
わしで洗って血抜きをして重しをのせて 20 日以上塩漬けする。すし桶の中にウラジロを
敷き、塩漬けしたさんまと飯を棒状に整えて隙間なく並べて重しをし、その上から塩水を
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張る。1 週間で白かびの膜ができる。徐々に色が変わり、ぶくぶくと発酵し、漬け始めて
から 3 週間ほどでできる。さんまの油の量や塩加減、飯のかたさ、すし桶の大きさなどが
発酵に影響し、いつも同じ味に仕上がらない難しさがあるという。熊野川町では、なれず
し交流会が毎年行われ、各家庭のなれずしが披露され、食べ比べをしたり、作り方を体験
したりする行事があるそうだ。
すしに関するアンケート調査において、
「郷土料理が残っているか」を尋ねたところ、
約半数が「残っている」、「やや残っている」と答え、残っているものとしては、「すし類」
を多くあげていた。「すしの作り方を子どもや孫など次の世代に伝えているか」を尋ねる
と、「よく伝えている」
、「少し伝えている」は約半数であったが、一般的に「伝統的な郷
土料理を次の世代に伝えているか」を尋ねたところ、
「あまり伝えていない」
、「伝えてい
ない」が半数以上を占める結果となった。このことから、すしに関しては他の郷土料理よ
りも伝承されている割合が高かったが、それでも約半数しかなく、以前は作っていたが、
今は作らなくなったという記述もあった。今回聞き取りをした方々は、若い頃から親世代
に教えられて作れるようになり、今も手作りされている。しかし、核家族化の影響もあ
り、自分の子ども世代（中年層）への伝承が難しいと言われていた。地元を離れた子ども
世代は、生まれ育ったときから口にしてきた味に対しては親しみを感じているが実際に作
ろうとせず、孫の世代になるとあまり喜ばれなくなるという声もきかれた。技術の要する
「なれずし」などは家庭の味として伝承していくことは難しいかもしれないが、その特別
な味を好む人がいるかぎり、商業的に残っていく余地があると考える。実際に、県内のス
ーパーなどのすし売り場ではすしの種類が非常に豊富であった。また一方、幼稚園や保育
所、学校での給食を通して郷土の味を子どもたちに伝え、料理講習会なども開催され伝え
る努力はされていた。
今後の予定として、日本調理科学会と農山漁村文化協会との共同で、各都道府県で 100
食の料理を選び、料理の作り方、料理にまつわるエピソードをまとめた「次世代に伝え継
ぐ

日本の家庭料理（仮称）
」という本が 1 冊ずつ出版される。今回の調査を、和歌山県

を代表する 100 食を選定する資料としていきたい。
公表計画
・一般社団法人日本調理科学会特別研究

平成 24〜25 年度『次世代に伝え継ぐ

日本の家

庭料理』聞き書き調査報告書、p 373〜379、2014 年 6 月。
・一般社団法人日本調理科学会特別研究

平成 26 年度『次世代に伝え継ぐ

理』聞き書き調査報告書、2015 年 7 月出版予定。
・園田学園女子大学論文集
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研究課題「終末期における意思決定の実態と看護師の支援モデルの確立」
研究代表者

大西香代子

共同研究者

西本

美和

窪田

好恵

大島

弓子

研究年度

平成 25 年度・平成 26 年度（当初予定：平成 25 年度〜平成 27 年度）

研究テーマ
終末期患者についての家族の意思決定の実態と思い
1．はじめに
医療における治療方針の決定は、主治医が決めていたパターナリズムの時代から患者の
インフォームド・コンセントが求められる時代へと変わってきている。しかし、現在で
も、診察場面において患者−医師間の会話の内容は生物学的な話題に偏っており、心理社
会的なやりとりが占める割合はごくわずかであることが指摘されている（石川他、2007）。
そこで、看護師が、医学的情報だけでなく、患者が自分の生活や性格をふまえた価値観を
認識したうえで意思決定ができるよう、心理社会的な問題も含めて包括的な情報を提供す
ることが必要とされている（西尾他、2011）。また、意思決定支援は、看護師の倫理的役
割としても重要視されている（大西、2009）が、現実に看護師がどの程度関与しているか
についてはほとんど調べられてない。
なかでも、終末期にはどこまで積極的な治療を行うのか、延命治療を行うのか、命に関
わる厳しい判断が求められるが、患者が自ら意思決定することができない状態である場合
が多く、家族が代理で意思決定を求められることになる。しかし、人工呼吸器の装着な
ど、それを行った結果どうなるのかもわからないままに意思決定を求められ、後になって
その判断でよかったのかと悩む事例も見聞する。
そこで、1）終末期における家族の意思決定の実態を把握する、2）終末期において意思
決定する家族の思いを把握する、この 2 点を目的として行った調査の概要を報告する。
2．方法
1 ）研究方法：質的研究で、データ収集は面接による。
2 ）対象者：家族の一員を 0.5-3 年以内に亡くし、その終末期の意思決定に関わった人
で、協力者募集のチラシや広報、研究者からの依頼に自発的に応じた人である。
3 ）調査期間：
4 ）倫理的配慮：研究への呼びかけに自発的に応じた人に対し、研究概要及び研究協力が
任意であること、同意後の撤回もできること、面接は録音することを口頭および文書
で説明し、文書で同意を得た。収集する対象者の属性は、性別・年齢（年代）
・故人
との続柄のみであり、発表にあたっては個人及び治療を受けた病院・施設名が特定さ
れることのないようにした。なお、研究に先立ち、園田学園女子大学生命倫理委員会
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の承認を得た。
3．結果の概要
研究協力者は 13 名であったが、終末期の意思決定に関わらなかったことが判明した 1
名 1 件と心肺停止状態で搬送され、何も意思決定されなかった 1 名を除く 11 名の面接を
データとした。そのうち、男性は 2 名、女性は 9 名であった。年代は 30 歳代前半 1 名、
50 歳代前半 1 名、50 歳代後半 1 名、60 歳代前半 4 名、60 歳代後半 3 名、70 歳代後半 1
名であった。このうち、2 名はそれぞれ 2 名の家族を亡くしており、研究対象は 13 ケー
スであり、これらのケースと研究協力者との続柄は、母親 7 名、父親 4 名、夫 1 名、兄 1
名であった。亡くなった家族の年齢は、壮年期 2 名、他の 11 名はすべて 75 歳の後期高齢
者であった。亡くなった場所は病院 10 名、自宅 3 名であった。
終末期の意思決定について、ほとんどのケースで治療方針についての説明はされ、同意
は得られているが、他の選択肢や治療しないとどうなるかといった説明までされたケース
は、家族が予め希望を述べていた 1 例を除き、なかった。これは壮年期に癌で亡くなった
2 名についても同様で、末期であったにも関わらず積極的治療法が医師より提示される
と、それを本人・家族が希望し、厳しい抗がん剤治療が続けられ、体力を消耗していった
と考えられる。しかし、延命治療については、ほぼ全例で、家族が意思決定を求められて
いた。ただし、なかには「自然死」を希望したにも関わらず、心停止後に心臓マッサージ
が行われたケースもあり、何を「延命治療」とするのかについての理解は統一されていな
かった。数名の家族は、延命治療を機械（人工呼吸器）につながれることと考えていた。
医療者・医療施設に対して極めて満足していたのは、家族が患者本人の意向を尊重しな
がら、自ら必要なサービスを選択し、治療についても自分の希望を主張し、在宅で看取っ
たケースであった。反対に、診断や治療についての説明がほとんどない、治療の説明より
先に延命治療の希望を問われる、医療者の対応が荒っぽいといったケースでは、家族の不
満は当然ながら大きかった。
おわりに
ここでは、結果の概要のみを示した。終末期の意思決定については、看護師があまり役
割を果たしていない現状も見えてきたが、今後、詳細に分析を進めていきたいと考えてい
る。
文献
石 川 ひ ろ の・中 尾 睦 宏（2007）：患 者−医 師 間 コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン に お け る EBM と
NBM : Roter Interaction Analysis System を用いたアプローチ、心身医学、47（3）、210
西尾亜理砂・藤井徹也（2011）：病棟看護師におけるがん患者の治療法の意思決定支援と
影響要因に関する検討、日本看護科学会誌、31（1）、14-24
大西香代子（2009）：看護ケアの倫理的課題、高崎絹子・山本則子（編）看護ケアの倫理
学、放送大学教育振興会、64-75
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研究課題「都市部在住の高齢者が住みなれた地域で健康に暮らし続けるための集合住宅活用
モデルの構築」
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林谷

啓美

共同研究者

中村

陽子

福井

恭子

研究年度

平成 26 年度（当初予定：平成 26 年度〜平成 28 年度）

研究テーマ
都市部在住の高齢者が住みなれた地域で健康に暮らし続けるための集合住宅活用モデル
の構築
【はじめに】
わが国において少子高齢社会はますます加速している。A 市は、日本全体の現状と同
様に高齢者が増加傾向にある。また、比較的要介護の認定率が高くかつ重度の方が多い傾
向にある1）。なおかつ、A 市は、とくに男性高齢者の単身世帯が多い2）ことが特徴である。
また、高齢者世帯も増加しているため、その方々の健康や暮らしについては重要課題とな
っている。
現在、国の方針として、都市部で 1 人暮らしが困難になった高齢者に関しては、地方の
特別養護老人ホームへ移住するという 1 つの提案もある。それは、都市部で特別養護老人
ホームをつくるためには土地の確保や経営面で問題があり、入居待機者が増加している状
況のためである。しかし、何よりも重要なのは本人の意思である。A 市では、8 割の人が
この街で住み続けていきたいと希望している3）。
都市部では、住宅ストックが問題となっているが、A 市では腐朽・破損なしの住宅ス
トックが空家の 2/3 を占めている4）。そして、A 市は 2011 年に「住宅マスタープラン」を
出している5）。その中でも住宅ストックの有効活用が課題としてあげられており、また、
高齢者が地域で住み続けるための福祉と連携した支援の充実を目標としてあげている。こ
れらのことから、集合住宅を有効活用し、その中にあらゆるインフォーマル、フォーマル
なサービスを取り入れることにより、高齢者が住みなれた場所で生活し続けることができ
るのではないかと考える。それらのことにより、地域のコミュニティが促進され、地域の
活性化にもつながると考えられる。
その中において、私たち看護師の役割は、疾患や障がいをもちながらも地域で健康に暮
らし続けるための支援をすることにある。そこで、本研究では、都市部在住の高齢者が住
み慣れた地域で健康に暮らし続けるための集合住宅活用モデルを構築し、提案する。
今まで、建築学では集合住宅の活用についての研究はなされているが、フォーマル、イ
ンフォーマルなサービスを取り入れた集合住宅の有効活用に関する研究は見当たらない。
この研究を行うことで、高齢者が住みなれた地域で生活することができ、集合住宅を有効
活用することで地域のコミュニティが促進され、地域の活性化にもつながる、そして、ど
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の都市部においても活用することができるモデルになると考えている。
【研究目的】
本研究の目的は、都市部在住の高齢者の日常生活と健康についておよび住みなれた地域
で暮らすことについての住民の意識を明らかにし、集合住宅の活用モデルを構築すること
にある。
平成 26 年度は、都市部在住高齢者の日常生活と健康に関する意識を明らかにした。
【研究方法】
1 ．研究協力者：A 市の 65 歳以上の自宅で生活し、福祉施設を利用している高齢者のう
ち同意の得られた 40 名を研究協力者とする（要介護・要支援認定を問わない）。
2 ．調査期間：平成 26 年 12 月〜平成 27 年 1 月まで
3 ．データ収集方法
自記式質問紙調査法にて実施する。
その内容は、基本属性、日常生活に関する調査、主観的健康感である。
4 ．データの分析方法
年齢等の基本属性、日常生活に関する調査、主観的健康感の割合等をみながら都市部
高齢者の特徴を概観する。
5．倫理的配慮
1 ）研究協力者への説明と同意
研究者から研究協力者である高齢者に対して調査内容を説明し、本研究への協力意思を
確認する。承諾の得られた高齢者に対しては調査の詳細と目的を文章で説明し、同意を得
る。説明文には、研究に使用するデータは研究以外で使用することはなく、個人が特定さ
れることもないことを明示する。また、研究協力を拒否しても、不利益をこうむることが
ないことも保証する。
2 ）データ収集時の配慮
プライバシーが守られること、リラックスできる場所であること、安全・安心を感じら
れる空間であること、交通の便利な場所にあることなどが条件の場所が望ましいため、研
究協力者が普段利用している施設で行う。
3 ）データの管理方法
本研究の協力者の個人情報は、個人が特定できないように ID 番号で管理し、第 3 者に
はわからないように配慮する。
データの入力及び分析はインターネットに接続されていないコンピューターを用い、個
人が特定されないようにコード化し統計処理を行う。分析は研究者の研究室のみで行う。
質問紙調査票、分析資料は鍵のかかる研究者の研究室に保管し、持ち出さない。また、研
究以外の目的で使用しない。研究終了後は、質問紙調査票および分析資料は、シュレッダ
ーにて厳重に破棄する。
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なお、本研究は、園田学園女子大学生命倫理委員会の承認を受けて実施した。
【結果】
1 ．研究協力者の概要
回答した 78 名のうち有効回答は 65 名であり、有効回答率は、83％ であった。
男性が 1 名、女性が 64 名で、平均年齢は 74.5 歳（66 歳〜92 歳）であった。
同居家族は、1 人（独居）が 41.5％（27 名）、夫婦 2 人が 28％（18 名）
、子どもが 16.9
％（11 名）、夫婦と子どもが 6.1％（4 人）、夫婦と自分の親が 1.5％（1 名）、夫婦と子ど
もと孫が 1.5％（1 名）、自分の兄弟が 3％（2 名）、子どもの配偶者が 1.5％（1 名）であっ
た。
現在、職業に従事している人は、9.2％（6 名）であった。
2 ．質問紙調査の結果
1 ）主観的健康感について、よいが 14％（9 名）、まあよいが 30％（19 名）、ふつうが 36
％（23 名）、あまりよくないが 20％（13 名）であった。
2 ）病気や障害について、ないが 12％（8 名）、病気・障害はあるが現在は治療の必要が
ないと言われているが 6％（4 名）、何等かの治療を受けているが 82％（53 名）であ
った。
3 ）社会生活について
（1）近所づきあいについて、いつもしているが 62％（40 名）、時々しているが 30％
（20 名）、していないが 8％（5 名）であった。
（2）生活用品や食料品の買い物について、いつもしているが 78％（50 名）、時々してい
るが 20.5％（13 名）していないが 1.5％（1 名）であった。
（4）近くの友人や親せきへの訪問について、いつもしているが 23％（15 名）、時々して
いるが 68％（44 名）、していないが 9％（6 名）であった。
（5）遠方の友人や親戚を訪問することについて、いつもしているが 6％（4 名）、時々し
ているが 63％（41 名）、していないが 31％（20 名）であった。
（6）国 内 旅 行 に つ い て、い つ も し て い る が 11％（7 名）、時 々 し て い る が 66％（43
名）、していないが 23％（15 名）であった。
（7）海外旅行について、いつもしているが 1.5％（1 名）、時々しているが 15.5％（10
名）、していないが 83％（54 名）であった。
（8）運動について、いつもしているが 78.5％（51 名）、時々しているが 20％（13 名）、
していないが 1.5％（1 名）であった。
（9）レクリエーション活動について、いつもしているが 16％（11 名）、時々しているの
が 64％（41 名）、していないのが 20％（13 名）、であった。
（10）現在、趣味を持っている人の割合は、92％（60 名）であった。
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【考察】
同居家族について、夫婦または一人ぐらしの割合が高く、それは全国も A 市の特徴と
同様である。
疾患や障害と主観的な健康感については、よいとまあよいという回答をあわせると、何
らかの疾患や障害があるにもかかわらず、主観的な健康感は高いという結果であった。そ
の理由としては、本研究における質問項目にもある、近所づきあいが多いことや、買い物
に出かける頻度が高いことがあげられる。また、国内旅行、運動やレクリエーション、趣
味等で活動している人の割合が多いことも関連していると考えられる。
主観的健康感と調査項目との関係では、隣近所との付き合い（おすそ分け）
、大病の有
無、15 分継続歩行と強く関連しており、続いて物忘れがない、住居環境（戸建か、集合
住宅か）、趣味や習い事がある、介護サービス未利用、自分で支払いをするの順であった
という報告がある6）。本研究における高齢者は、遠くの親戚や友人との交流においても割
合が比較的高く行動範囲が広いと言える。しかし、今後さらなる高齢者の行動範囲拡大や
コミュニティの活性化のための対策が重要であると言える。
また、団地住民の健康と暮らしに関する調査によると、高齢化と共に健康問題は出現し
ているが、主観的健康感は高い。後期高齢者の社会生活は健康問題や家族規模の縮小、移
動手段の減少等による狭小化傾向にあるという課題があった7）。そのことからもさらに高
齢者が住み慣れた地域でよりよく生きるためにはどうすればよいのか検討が必要である。
今回の調査において、都市部在住の高齢者の日常生活と健康について明らかになった。
今後、この結果をもとに、住みなれた地域で暮らすことについての住民の意識を明らかに
し、集合住宅の活用モデルを構築していきたいと考える。
【引用文献】
１）尼崎統計書平成 24 年度版、社会保障、介護保険、p 110
http : //www.city.amagasaki.hyogo.jp/sogo_annai/toukei/5712/025774.html
２）尼崎市の住まい・まちづくり事情、尼崎市の人口・世帯の状況、p 1
www.city.amagasaki.hyogo.jp/dbps.../1siryou4_1_1.pdf
３）尼崎市企画財政局政務部：尼崎市総合計画書、まちづくりに関する市民調査、p 101、
2013.
４）尼崎市の住まい・まちづくり事情、尼崎市の住宅ストックの状況、p 13
www.city.amagasaki.hyogo.jp/dbps.../1siryou4_1_1.pdf
５）尼崎市住宅マスタープラン 2011、p 4〜p 8
www.city.amagasaki.hyogo.jp
６）香山芳子他：地域在住高齢者の地域で自立して生活を続けられるための関連要因と支
援 対 象 者 の 地 域 生 活 自 立 度 の 評 価、保 健 科 学 研 究 誌（1348-7043）11 号、49-58、
2014.
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７）合田加代子他：高齢化が進展している団地住民の健康と暮らしの特性、香川県立保健
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研 究 課 題「女性アスリート食の開発・調査研究」
研究代表者
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共同研究者

餅
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に応じた災害に強い生活環境整備の在り方の検討」
研究代表者

今村

恭子（人間看護学科

講師）

共同研究者

野呂千鶴子（人間看護学科

教授）
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研究代表者

実藤

基子（人間看護学科

教授）

共同研究者

杉野

美礼（人間看護学科

講師）

熊谷

桂子（人間看護学科

助教）

茅野

友宣（人間看護学科

助教）

山下

公子（人間看護学科

助手）

野田さおり（人間看護学科

助手）

研究年度

平成 27 年度〜平成 29 年度（継続研究）
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研究代表者

難波

共同研究者

小田桐良一（人間健康学部
太田

宏司（人間健康学部

准教授）
教授）
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6
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研究代表者

吉永

尚（人間健康学部

共同研究者

近藤

照敏（総合健康学科

鈴木
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助教）
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研究代表者
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園田学園女子大学・
園田学園女子大学短期大学部
論文集編集規程
（平成 21 年 4 月 1 日制定）

改正

平成 25 年 4 月 1 日

（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：SONODAJOURNAL）」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。
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（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。

（規程の改廃）
第9条

この規程の改廃は、大学運営会議の議を経て、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。
付

則

この規程は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。
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園田学園女子大学・
園田学園女子大学短期大学部
論文集投稿規程
（平成 10 年 4 月 30 日制定）
改正

平成 10 年 6 月 30 日

平成 17 年 5 月 19 日

平成 21 年 4 月 1 日

平成 25 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 7 条の規定により、論文の投稿に関して必要事項を定めるものと

する。
（投稿資格）
第2条

論文を投稿できる者は、次の者とする。

⑴

本学の専任教育職員。ただし、共同執筆者として他の者を含むことができる。

⑵

その他、論文集編集委員会が認めた者

（掲載の採択）
第3条

投稿論文の論文集への掲載の採択は、論文集編集委員会が決定する。

（原稿の用紙、分量等）
第4条

投稿論文の原稿の用紙、分量等については次に定めるとおりとする。

2

用紙は、A 4 縦長とする。

3

分量等は和文・欧文それぞれ次のように定める。
⑴

和文
①

ワープロ使用・横書を原則とする。

②

43 文字×34 行を 1 ページとし、20 枚以内とする。

③

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

する。
⑵

欧文
①

ダブル・スペースで打つ。

②

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

その他

4
⑴

和文の場合は欧文タイトルをつけること。

⑵

要旨
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①

論文が和文の場合は、欧文シノプスを 100 words 以内でつけてよい。

②

論文が欧文の場合は、和文要旨を 200 字以内でつけてよい。

（投稿の申し込み）
第5条

投稿希望者は、所定の用紙によって投稿を申し込む。

2

投稿の申し込み締め切りは、7 月末日とする。

3

申し込みは、所定の申込書を図書館事務室に提出する。

（原稿締め切り）
第6条

投稿原稿の締め切りは、9 月末日とする。

原稿は、それを収録した記録媒体（CD・USB メモリ等）を添えて図書館事務室に提出す

2

る。
（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は、次のとおりとする。

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

2

る。
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

3

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。
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

7

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

― １０１ ―

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。
付

則

この規程は、平成 25 年 4 月 1 日から施行する。

― １０２ ―

「論文集」編集委員会
委 員 長

乾

委

大

西

香代子

〃

小

西

春

〃

丹

〃

藤

澤

正

美

〃

樋

上

純

子

〃

三

浦

加代子

員

安

代
江
進

園田学園女子大学論文集 第５０号
平成２８年１月３１日

印刷

平成２８年１月３１日

発行

編集者

園田学園女子大学論文集編集委員会

発行所

〒６６１―８５２０ 尼 崎 市 南 塚 口 町 ７ 丁 目２９番 １ 号

園 田 学 園 女 子 大 学
ＴＥＬ（０６）６４２９−１２０１
ＦＡＸ（０６）６４２２−８５２３
園 田 学 園 女 子 大 学 図 書 館
ＴＥＬ（０６）６４２９−９９３１
ＦＡＸ（０６）６４２９−２８２２

印刷所

〒６１５―００５２ 京 都 市 右 京 区 西 院 清 水 町 １３
協 和 印 刷 株 式 会 社
ＴＥＬ（０７５）３１２−４０１０

