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尼崎市

1．は じ め に

庄下川は尼崎市の中心を流れる淀川水系の一級河川で、武庫川、藻川、昆陽池を水源とし、全
長 7.296 km である。尼崎市南塚口町 7 丁目〜8 丁目の間にある東川端橋付近は園田学園女子大
学西側で、遊歩道が整備されたアメニティーゾーンがあり、近隣の住民が散歩やバードウォッチ
ング、釣りなどを楽しんでいる。我々は 2008 年からそのアメニティーゾーンで経年的に水質調
査を行ってきた。また河川環境を利用した運動プログラムの考案1, 2）、幼児・児童対象の自然観
察プログラム3, 4）も実施してきた。学校教育における河川体験学習は、河川で学習した経験その
ものや経験から得られる知識の向上効果があることを伊藤5）らは明らかにしており、限られた内
容でも身近な都市河川を利用した環境教育は子どもが自然環境に目を向けるよいきっかけになる
と考えられる。このアメニティゾーン地区は近隣の学校の生活科、理科学習の場でもある。そこ
で、都市河川の貴重な自然を市民に広く利用してもらえるよう、我々は植物や小動物の調査を
2013 年から経年的に行ってきた6）。この報告では、庄下川アメニティゾーンに生息する生物につ
いて体系的にまとめることを目的とする。

2．研 究 方 法

調査地点
尼崎市南塚口町 8 丁目付近で富松川、東富松川、西富松排水路の 3 支流が合流する。合流地点
に X 状に架かる橋（通称 X 橋）がある。生物調査は、その X 橋付近から尼崎市南塚口町 7 丁
目の生嶋橋までの上流域（図 1）で行った。
河川の底質素材は砂・中礫などで、浮き石などがあり7）、河川で生育する生き物にとって重要
なスペースになっている8）。尼崎市南塚口町 8 丁目付近の富松川、東富松川、西富松排水路の 3
支流が合わさる十字の橋（通称 X 橋）の下に落ちている石は堆積岩のチャート、砂岩、礫岩、
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図1

庄下川上流域地図

火成岩の斑岩、花崗岩などで、これは庄下川と同じ淀川水系の猪名川や桂川で見られるものとお
およそ同じである9, 10）。上生嶋橋と東川端橋の間に地下から噴水状に地下水が流入している。上
生嶋橋付近の川幅は約 6 m、水深 15 cm、流速 0.32 m/s である。2010 年〜2015 年度の庄下川の
上生嶋橋で行った水質調査11〜13）では、年間気温 16.0〜36.0℃、水温は 15.0〜32.0℃、pH は 8.65
〜9.81、DO は 5.71〜10.47 mg/l、BOD は 0.81〜4.56 mg/l であった。COD は 4〜18 mg/l、透視度
は 45〜130 cm であり、秋季、春季、夏季の順で水質が良好であった。

方法
調査期間は 2013 年 9 月から 2016 年 9 月まで、週に 1、2 回 1 時間程度実施した。調査項目は、
①植物、②爬虫類、③両生類、④鳥類、⑤魚類、⑥甲殻類、⑦昆虫、⑧クモ綱、⑨貧毛類であ
る。⑥、⑦については、目視だけでなく、捕獲して調査した。
見つかった動植物についてはできる限り写真を撮り、図鑑14〜20）で和名、学名、科、属を同定
した。写真を撮り、同定した動植物は、図鑑として使用できるようにした。なお、ID 10 タネツ
ケバナ、ID 15 イヌムギ、ID 26 スズメノヒエ、ID 44 オオアレチノギク、ID 113 ウシガエル、ID
149 キアゲハ、ID 150 クロアゲハ、ID 152 アオモンイトトンボ、ID 154 カネタタキ、ID 157 カヤ
キリ、ID 165 チャバネセセリ、ID 170 シオヤアブ、ID 171 ギンヤンマは、適切な画像が得られ
なかったため、写真については欠番となっている。

3．結

果

①植物
表 1 は調査で確認した植物の表である。種子植物では、アオイ科 1 種、アカネ科 2 種、アカバ
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80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
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和名
ゼニアオイ
ヘクソカズラ
ヤエムグラ
ユウゲショウ
エノキ
カナムグラ
オランダガラシ
ショカツサイ
セイヨウカラシナ
タネツケバナ
ナズナ
マメグンバイナズナ
アキノエノコログサ
エノコログサ
イヌムギ
カモガヤ
カモジグサ
カラスムギ
キシュウスズメノヒエ
クサヨシ
ヒエガエリ
ケイヌビエ
ジュズダマ
ススキ
コスズメガヤ
スズメノヒエ
セイバンモロコシ
ネズミムギ
ヒメコバンソウ
メヒシバ
ヨシ
アレチウリ
オオイヌノフグリ
オオカワヂシャ
オオバコ
ヘラオオバコ
ツタバウンラン
マツバウンラン
オシロイバナ
オッタチカタバミ
イモカタバミ
クグカヤツリ
セイタカアワダチソウ
オオアレチノギク
オニタビラコ
ヨメナ
アメリカセンダングサ
コセンダングサ
セイヨウタンポポ
アキノノゲシ
ウラジロチチコグサ
チチコグサモドキ
ノゲシ
オオキンケイギク
ホウキギク
ヒメジョオン
ヨモギ
キツネノボタン
ヒメリュウキンカ
アレチハナガサ
シチヘンゲ
ナガミヒナゲシ
ムラサキケマン
ナガエコミカンソウ
ヒメオドリコソウ
ホトケノザ
トウバナ
マルバハッカ
ノヂシャ
ハゼラン
ヒメスミレ
セリ
ヤブジラミ
イヌタデ
オオイヌタデ
ヒメツルソバ
ボントクタデ
ミゾソバ
アレチギシギシ
ギシギシ
ツユクサ
アカメガシワ
コニシキソウ
イヌホオズキ
オランダミミナグサ
ミドリハコベ
タマスダレ
ノビル
ハタケニラ
ハナニラ
ヒガンバナ
シロザ
ヒナタイノコヅチ
ナガエツルノゲイトウ
ホナガイヌビユ
イモネノホシアサガオ
ノアサガオ
マメアサガオ
ヒルガオ
アメリカフウロ
ヤブガラシ
ヨーロッパタイトゴメ
コメツブツメクサ
ヤハズエンドウ
キュウリグサ
ヨウシュヤマゴボウ
イノモトソウ

科
アオイ科
アカネ科
アカバナ科
アサ科

アブラナ科

イネ科

ウリ科

オオバコ科

オシロイバナ科
カタバミ科
カヤツリグサ科

キク科

キンポウゲ科
クマツヅラ科
ケシ科
コミカンソウ科
シソ科
スイカズラ科
スベリヒユ科
スミレ科
セリ科

庄下川で確認された植物
属
ゼニアオイ属
ヘクソカズラ属
ヤエムグラ属
マツヨイグサ属
エノキ属
カラハナソウ属
オランダガラシ属
ショカツサイ属
アブラナ属
タネツケバナ属
ナズナ属
マメグンバイナズナ属
エノコログサ属
エノコログサ属
スズメノチャヒキ属
カモガヤ属
エゾムギ属
カラスムギ属
スズメノヒエ属
クサヨシ属
ヒエガエリ属
イヌビエ属
ジュズダマ属
ススキ属
スズメガヤ属
スズメノヒエ属
モロコシ属
ドクムギ属
コバンソウ属
メヒシバ属
ヨシ属
アレチウリ属
クワガタソウ属
オオバコ属
ツタバウンラン属
マツバウンラン属
オシロイバナ属
カタバミ属
カヤツリグサ属
アキノキリンソウ属
イズハハコ属
オニタビラコ属
シオン属
センダングサ属
タンポポ属
チシャ属
チチコグサモドキ属
ノゲシ属
ハルシャギク属
ホウキギク属
ムカシヨモギ属
ヨモギ属
キンポウゲ属
クマツヅラ属
ランタナ属
ケシ属
キケマン属
コミカンソウ属
オドリコソウ属
トウバナ属
ハッカ属
ノヂシャ属
ハゼラン属
スミレ属
セリ属
ヤブジラミ属
イヌタデ属

タデ科
スイバ属
ツユクサ科
トウダイグサ科
ナス科
ナデシコ科

ツユクサ属
アカメガシワ属
ニシキソウ属
ナス属
ミミナグサ属
ハコベ属
タマスダレ属
ネギ属

ヒガンバナ科
ヒユ科

ヒルガオ科
フウロソウ科
ブドウ科
ベンケイソウ科
マメ科
ムラサキ科
ヤマゴボウ科
イノモトソウ科

ハナニラ属
ヒガンバナ属
アカザ属
イノコヅチ属
ツルノゲイトウ属
ヒユ属
サツマイモ属
ヒルガオ属
フウロソウ属
ヤブガラシ属
マンネングサ属
シャジクソウ属
ソラマメ属
キュウリグサ属
ヤマゴボウ属
イノモトソウ属

学名
Malva sylvestris var. mauritiana
Paederia scandens
Galium spurium var. echinospermon
Oenothera rosea
Celtis sinensis
Humulus japonicus
Nasturtium officinale
Orychophragmus violaceus
Brassica juncea
Cardamine scutata
Capsella bursa-pastoris
Lepidium virginicum
Setaria faberi
Setaria viridis
Bromus catharticus
Dactylis glomerata
Elymus tsukushiensis var. transiens
Avena fatua
Paspalum distichum
Phalaris arundinacea
Polypogon fugax
Echinochloa crus-galli
Coix lacryma-jobi
Miscanthus sinensis
Eragrostis minor
Paspalum thunbergii
Sorghum halepense
Lolium multiflorum
Briza minor
Digitaria ciliaris
Phragmites australis
Sicyos angulatus
Veronica persica
Veronica anagallis-aquatica
Plantago asiatica
Plantago lanceolata
Cymbalaria muralis
Nuttallanthus canadensis
Mirabilis jalapa
Oxalis dillenii
Oxalis articulata
Cyperus compressus
Solidago altissima
Conyza sumatrensis
Youngia japonica
Aster yomena
Bidens frondosa
Bidens pilosa
Taraxacum officinale
Pterocypesela indica
Gomochaeta coarctata
Gamochaeta pensylvanica
Sonchus oleraceus
Coreopsis lanceolata
Symphyotrichum subulatum
Erigeron annuus
Artemisia indica
Ranunculus silerifolius
Ranunculus ficaria
Verbena brasiliensis
Lantana camara
Papaver dubium
Corydalis incisa
Phyllanthus tenellus
Lamium purpureum
Lamium amplexicaule
Clinopodium gracile
Mentha suaveolens
Valerianella locusta
Talinum crassifolium
Viola minor
Oenanthe javanica
Torilis japonica
Persicaria longiseta
Persicaria lapathifolia
Persicaria capitata
Persicaria pubescens
Persicaria thunbergii
Rumex conglomeratus
Rumex japonicus
Commelina communis
Mollotus japonicus
Euphorbia supina
Solanum nigrum
Cerastium glomeratum
Stellaria neglecta
Zephyranthes candida
Allium macrostemon
Allium tuberosum
Ipheion uniflorum
Lycoris radiata
Chenopodium album
Achyranthes bidentata
Alternanthera philoxeroides
Amaranthus viridis
Ipomoea triloba
Ipomoea indica
Ipomea lacunosa
Calystegia japonica
Geranium carolinianum
Cayratia japonica
Sedum acre
Trifolium dubium
Vicia sativa subsp. nigra
Trigonotis peduncularis
Phytolacca americana
Pteris multifida
合計

※外…外来生物、要…要注意外来生物、特…特定外来生物、世 100…世界の侵略的外来種、日 100…日本の侵略的外来種
*ID 番号 10、15、26、44 については適切な画像が得られていないため写真は欠番となっている。
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9

2

1
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表2

爬虫類

ID
108
109
110
111

和名
科
イシガメ
イシガメ科
クサガメ
シマヘビ
ナミヘビ科
ミシシッピアカミミガメ ヌマガメ科

112 ヌマガエル
両生類 ＊ 113 ウシガエル
114 ニホンアマガエル

鳥類

魚類

甲殻類

115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130

カワウ
ユリカモメ
カルガモ
マガモ
ヒドリガモ
ハシブトガラス
ハシボソガラス
アオサギ
ダイサギ
コサギ
スズメ
ハクセキレイ
セグロセキレイ
ツグミ
カワラバト
ムクドリ

131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144

カダヤシ
グッピー
オイカワ
コイ
ニシキゴイ
イトモロコ
フナ
モツゴ
ブルーギル
ドジョウ
カラドジョウ
ナマズ
カワヨシノボリ
メダカ

145 アメリカザリガニ
146 スジエビ
147 ヌマエビ
148 アオスジアゲハ
＊ 149 キアゲハ
＊ 150 クロアゲハ
151 オオアメンボ
＊ 152 アオモンイトトンボ
153 オンブバッタ
＊ 154 カネタタキ
155 キマダラカメムシ
156 ハグロトンボ
＊ 157 カヤキリ
158 マメコガネ
159 ウラナミシジミ
160 ヤマトシジミ
161 モンシロチョウ
162 セスジスズメ
163 セグロアシナガバチ
164 イチモンジセセリ
165 チャバネセセリ
166 ツマグロヒョウモン
167 テングチョウ
168 シオカラトンボ
169 イボバッタ
＊ 170 シオヤアブ
＊ 171 ギンヤンマ

庄下川で確認された動物
属
イシガメ属
ナメラ属
アカミミガメ属

アカガエル科

アカガエル属

アマガエル科

アマガエル属

ウ科
カモメ科

ウ属
カモメ属

カモ科

マガモ属

カラス科

カラス属

サギ科

アオサギ属

スズメ科

コサギ属
スズメ属

セキレイ科

セキレイ属

ツグミ科
ハト科
ムクドリ科

ツグミ属
カワラバト属
ムクドリ属

カダヤシ科

カダヤシ属
グッピー属
オイカワ属
コイ属

コイ科

サンフィッシュ科
ドジョウ科
ドジョウ科
ナマズ科
ハゼ科
メダカ科

スゴモロコ属
フナ属
モツゴ属
ブルーギル属
ドジョウ属
ドジョウ属
ナマズ属
ヨシノボリ属
メダカ属

アメリカザリガニ科 アメリカザリガニ属
テナガエビ科
スジエビ属
ヌマエビ科
ヌマエビ属

学名
Mauremys japonica
Mauremys reevesii
Elaphe quadrivirgata
Trachemys scripta elegans
Fejervarya limnocharis
Rana catesbeiana
Hyla japonica

○

○

特 世100日100

○

○

○

○

○

○

○

○

Phalacrocorax carbo
Lalus ridibundus
Anas poecilorhyncha
Anas platyrhynchos
Anas penelope
Corvus macrorhynchos
Corvus corone
Ardea cinerea
Ardea alba
Egretta garzetta
Passer montanus
Motacilla alba
Motacilla grandis
Turdus eunomus
Columba livia
Sturnus cineraceus
Gambusia affinis
Poecilia reticulata
Zacco platypus
Cyprinus carpio
Cyprinus carpio carpio
squalidus grasilis
Carassius auratus langsdorfii
Pseudorasbora parva
Lepomis macrochirus
Misgurnus anguillicaudatus
Misgurnus davryanus
Silurus asotus
Rhinogobius flumineus
Oryzias latipes

○
○

○

○
○

○
○

○

○

○

○
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○

Procambarus clarkii
Palaemon paucidens
Paratya compressa

アオスジアゲハ属

トンボ科
バッタ科
ムシヒキアブ科
ヤンマ科

クモ綱 ＊ 172 チャスジハエトリ

ハエトリグモ科

スジハエトリグモ属

Pilexippus paykulli

貧毛類

ツリミミズ科

シマミミズ属

Lumbricus terrestris

173 シマミミズ

要

○

Graphium sarpedon
Papilio machaon
Papilio protenor
オオアメンボ属
Aquarius elongatus
イトトンボ属
Ischnura senegalensis
オンブバッタ属
Atractomorpha lata
カネタタキ属
Ornebius kanetataki
キマダラカメムシ属
Erthesina fullo
アオハダトンボ属
Calopteryx atrata
カヤキリ属
Pseudorhynchus japonicus
マメコガネ属
Popillia japonica
ウラナミシジミ属
Lampides boeticus
ヤマトシジミ属
Pseudozizeeria maha
モンシロチョウ属
Pieris rapae
コスズメ属
Theretra oldenlandiae
アシナガバチ属
Polistes jakahamae
イチモンジセセリ属
Parnara guttata
チャバネセセリ属
Pelopidas mathias
ツマグロヒョウモン属 Argyreus hyperbius
テングチョウ属
Libythea celtis
シオカラトンボ属
Orthetrum albistylum speciosum
カワラバッタ属
Eusphingonotus japonicus
シオヤアブ属
Promachus yesonicus
ギンヤンマ属
Anax parthenope

昆虫

外

アゲハチョウ科
アメンボ科
イトトンボ科
オンブバッタ科
カネタタキ科
カメムシ科
カワトンボ科
キリギリス科
コガネムシ科
シジミチョウ科
シジミチョウ科
シロチョウ科
スズメガ科
スズメバチ科
セセリチョウ科
タテハチョウ科

アゲハチョウ属

合計

3

※外…外来生物、要…要注意外来生物、特…特定外来生物、世 100…世界の侵略的外来種、日 100…日本の侵略的外来種
＊ID 番号 113、149、150、152、154、157、165、170、171 については適切な画像が得られていないため、写真は欠番となっている。

―４―

3

6

ナ科 1 種、アサ科 2 種、アブラナ科 6 種、イネ科 19 種、ウリ科 1 種、オオバコ科 6 種、オシロ
イバナ科 1 種、カタバミ科 2 種、カヤツリグサ科 1 種、キク科 15 種、キンポウゲ科 2 種、ケシ
科 2 種、コミカンソウ科 1 種、シソ科 4 種、スイカズラ科 1 種、スミレ科 1 種、セリ科 2 種、タ
デ科 7 種、ツユクサ科 1 種、トウダイグサ科 2 種、ナス科 1 種、ナデシコ科 1 種、ヒガンバナ科
5 種、ヒユ科 4 種、ヒルガオ科 5 種、フウロソウ科 1 種、ブドウ科 1 種、ベンケイソウ科 1 種、
ムラサキ科 1 種、ヤマゴボウ科 1 種を確認した。シダ植物はイノモトソウ科 1 種を確認し、合計
36 科 107 種を確認した。なお表 1 の ID 10 タネツケバナ、ID 15 イヌムギ、ID 26 スズメノヒエ、
ID 44 オオアレチノギクは写真撮影をしていない。
②爬虫類
表 2 に調査で得られた庄下川の動物を示した。イシガメ科 2 種、ナミヘビ科 1 種、ヌマガメ科
1 種の計 3 科、4 種を確認した。
③両生類
アカガエル科 2 種、アマガエル科 1 種の合計 2 科 3 種を確認した。このうち ID 113 番のウシ
ガエルについては、鳴き声だけ確認したため、撮影はしていない。（表 2）
④鳥類
ウ科 1 種、カモメ科 1 種、カモ科 3 種、カラス科 2 種、サギ科 3 種、スズメ科 1 種、セキレイ
科 2 種、ツグミ科 1 種、ハト科 1 種、ムクドリ科 1 種の合計 10 科 16 種を確認した。（表 2）
⑤魚類
カダヤシ科 2 種、コイ科 6 種、サンフィッシュ科 1 種、ドジョウ科 2 種、ナマズ科 1 種、ハゼ
科 1 種、メダカ科 1 種の 7 科 14 種を確認した。（表 2）
⑥甲殻類
アメリカザリガニ科 1 種、テナガエビ科 1 種、ヌマエビ科 1 種の合計 3 科 3 種を確認した。
（表 2）
⑦昆虫類
アゲハチョウ科 3 種、アメンボ科 1 種、イトトンボ科 1 種、オンブバッタ科 1 種、カネタタキ
科 1 種、カメムシ科 1 種、カワトンボ科 1 種、キリギリス科 1 種、コガネムシ科 1 種、シジミチ
ョウ科 2 種、シロチョウ科 1 種、スズメバチ科 1 種、セセリチョウ科 2 種、タテハチョウ科 2
種、トンボ科 1 種、バッタ科 1 種、ムシヒキアブ科 1 種、ヤンマ科 1 種の計 18 科 22 種を確認し
た。なお、ID 149 キアゲハ、ID 150 クロアゲハ、ID 152 アオモンイトトンボ、ID 165 チャバネ
セセリ、ID 170 シオヤアブ、ID 171 ギンヤンマについては目視だけで写真は撮影できていな
い。ID 154 カネタタキ、ID 157 カヤキリについても、鳴き声だけ確認したため撮影していない。
（表 2）
⑧クモ綱
ハエトリグモ科 1 種を確認したが、写真撮影していない。（表 2）

―５―

⑨貧毛類
フトミミズ科 1 種を確認した。（表 2）

4．考

察

今回の生物調査で確認した 107 種の植物のうち 64 種が外来種であった。植物全体の 59.8％ を
外来種が占め、これは尼崎市内の猪名川で国土交通省猪名川河川事務所が行った生物調査21）で示
された外来生物の割合 32.2％ よりも上回る結果となった。猪名川と庄下川では確認した種の量
的な差はあるものの、この数は特徴的であると考えられる。
庄下川で確認した外来生物のうち、要注意外来生物と指定されている植物はオランダガラシ、
カモガヤ、キシュウスズメノヒエ、オオアレチノギク、オオキンケイギク、セイタカアワダチソ
ウ、セイヨウタンポポ、ヒメジョオン、シチヘンゲの 9 種であった。日本の侵略的外来種ワース
ト 100 に指定されているアレチウリ、オオアレチノギク、オオキンケイギク、カモガヤ、セイタ
カアワダチソウ、セイヨウタンポポ、ヒメジョオンの 7 種、世界の侵略的外来種ワースト 100 に
指定されている植物がシチヘンゲの 1 種、特定外来生物に指定22）されているアレチウリ、ナガエ
ツルノゲイトウの 2 種を確認した。また、両生爬虫類では世界の侵略的外来種ワースト 100、日
本の侵略的外来種ワースト 100 のミシシッピアカミミガメ、ウシガエルを確認した。ミシシッピ
アカミミガメは要注意外来生物、ウシガエルは特定外来生物に指定されている。さらに確認され
た 14 種の魚類のうちカダヤシ、グッピー、コイ、ニシキゴイ、ブルーギル、カラドジョウの 6
種が外来種である。カダヤシは特定外来生物、世界の侵略的外来種ワースト 100、日本の侵略的
外来種ワースト 100、佐賀県の環境の保全と創造に関する条例で移入規制種に指定23）されてい
る。グッピーは要注意外来生物に指定され、コイ、ニシキゴイは日本の侵略的外来種ワースト
100 に指定されている。ブルーギルは特定外来生物、日本の侵略的外来種ワースト 100 に指定さ
れ、カラドジョウは要注意外来生物と指定されているほか、愛知県で自然環境の保全及び緑化の
推進に関する条例24）で放逐禁止とされている。植物のシチヘンゲ、オオキンケイギクに関して
は、川の周辺の花壇に多く見られ、それが逸出したものと見られる。園芸用の土や、花壇に生え
ていた植物などが川に放置され、そこから外来種が繁茂しているのを確認した。魚類のグッピー
は、模様が交ざりあっているものであり、放流された個体が繁殖を続けている可能性が高い。
一方、爬虫類のニホンイシガメ、魚類のドジョウ、メダカ、昆虫のカヤキリについては兵庫県
版レッドデータブックに掲載されている25）。ドジョウについては兵庫県内で絶滅の危機が増大し
ているとされる B ランクに指定され、ニホンイシガメについては、兵庫県内で存続基盤が脆弱
とされる C ランクに指定されている。メダカ、カヤキリについては最近減少の著しい種として
要注目種に指定されている。
今回の調査の結果、植物 107 種のうち 56 種、動物 66 種のうち 8 種の外来生物を確認し、希少
種を 5 種確認した。

―６―
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占領下日本における人口・優生政策

山

本
は

じ

起世子
め

に

太平洋戦争終結後、占領下の日本では、出生率の急激な上昇と死亡率の低下によって、人口増
加率が上昇したため、人口過剰問題が顕在化した。その解決策として、経済復興による人口扶養
力の向上、海外への移民、産児制限による人口抑制が挙げられたが、現状では経済復興や移民は
困難という判断から、産児制限の推進が注目された。日本を占領していた連合国最高司令官総司
令部（GHQ/SCAP、以下 GHQ）は、日本の人口過剰問題への介入はしないという立場を表明し
ていた。しかし、GHQ が記録した資料を検討してみると、彼らが、日本人の人口問題に関する
認識や態度について多大な関心をもち、直接的ではない方法で関与していたことがわかる。した
がって、本稿の目的は、占領下の人口および優生政策はどのように展開されたのか、そして
GHQ がそれらの政策にどのように関与したのかを明らかにすることである。この課題を究明す
ることは、現在の日本が直面する少子高齢化状況の原点を探るために重要である。
終戦後の人口・優生政策の展開に関する日本側の資料にもとづく先行研究は多いが（松原
2000、荻野 2008、山本 2011 など）、占領側の資料の分析によって、GHQ の関与の実態を解明し
た研究は少ないのが現状である（豊田 2013）。したがって、本稿では、国立国会図書館憲政資料
室にマイクロフィルムとして収録・保存されている、GHQ/SCAP Records（以下、GHQ 資料）
を用いる。GHQ 資料は、部局ごとに作成・保存されたもので、部局内および部局間の交換文書、
会議録、日々のメモ、日報・週報・月報、新聞・雑誌記事、手紙、世論調査の報告など、多種多
様な資料が含まれていた。
次に、本稿の構成について述べておこう。第 1 章では、人口問題や産児制限に関する世論の動
向についての情報収集・分析を行った、民間情報教育局（Civil Information and Education Section、以下 CIE）の任務の特徴と世論調査の実施方法を明らかにする。それに先立ち、GHQ の検
閲による情報統制は、日本人の言動に大きな影響を及ぼしたと考えられるため、占領下の検閲の
手法について検討する。第 2 章では、GHQ が関与したと考えられる人口および産児制限に関す
る世論調査の内容や、GHQ によって開催され、産児制限運動の日本人指導者たちの意見が聴取
された非公式会合の記録を通して、GHQ が、人口問題、産児制限に関する日本人の行動・意識
に関して、どのような情報を収集していたのかを明らかにする。第 3 章では、占領下での人口増
加対策をめぐる、日本人間の 2 つの勢力の対立があったことを明らかにし、産児制限の知識・技

― １９ ―

術の普及および優生保護法成立について、GHQ がどのように関与したのかについて検討する。

1

占領下における検閲と世論調査法

GHQ による日本の「改革」の範囲は、政治的再編（公職追放、新憲法制定）、経済科学（財政
金融、租税、商工業、労働、貿易、科学技術等）
、天然資源、保健・医療・福祉、民間情報教育
の広範囲にわたっていた。さらに、民間検閲局（Civil Censorship Detachment、以下 CCD）によ
る検閲は、郵便・電話・電信などパーソナル・メディアから、新聞・出版・放送・映画・演劇な
どマス・メディアにいたるまで行われ、日本人が占領政策を遵守しているかどうかの情報収集と
その分析にもとづき、日本人の言動に関する監視と取締りが行われた（山本 2003、山本 1996）。
検閲による情報統制は、日本人の言動に大きな影響を与えたと考えられる。第 3 章で取り上げ
る、産児制限法（避妊法）に関する図書も検閲を受けた上で出版が奨励された。本章では、ま
ず、GHQ による占領の特徴を最もよく表している、検閲の手法について検討し、人口問題に関
する世論の動向についての情報収集・分析を行った CIE の任務の特徴と、世論調査の実施方法
を明らかにする。

1.1

占領下の検閲

占領下における CCD によるメディア検閲については、メディア関係者以外の日本人には秘密
にされた。戦前における日本政府の検閲が、削除された文字を「×××」「○○○」などの記号
で埋めるなど、明らかに検閲処分を受けたことが誰にでもわかるような方法で行われたのとは対
照的である。電話の盗聴、電信の検閲の証拠資料は、検閲政策の終了（1949 年 10 月末）と同時
にほとんど破棄された。郵便検閲の資料は保存されており、それによると、重要人物の郵便物は
痕跡が残らないように開封され、検閲を受けた。一般人の郵便物はランダムに開封され、占領軍
への批判・中傷や、違法行為についての記載がないか調べられた。占領軍への中傷を行った場合
は逮捕され、軍事裁判にかけられるケースもあった。一般人の郵便物の検閲については、このよ
うな言論の取締りの目的だけでなく、日本人の意識や考え方を探る「秘密の世論調査」としての
価値が高かったという（山本 2003 : 2-6）。
新聞・出版に対しては、各メディアが遵守すべきプレスコードが公開されたが、連合国占領軍
に対する「破壊的批判」や占領軍に対する「不信」もしくは「怨恨」を招く事項の掲載を禁じる
といった、曖昧な基準であった。検閲者に対しては、キーログ（Key Log）という、より具体的
な 25 の重要項目の判断指針を設け、そこにはマッカーサー元帥・占領軍・連合国最高司令官
（SCAP）・連合国に言及したもの、日本政府が取り組む政策への SCAP の影響ないし介入につい
ての言及が含まれていた。たとえば、占領軍兵士による日本女性への暴行や原爆被害の甚大さを
報じたメディアは、活動中止や発行停止といった重い処分を受けた（山本 1996 : 595-601）。ま
た、アメリカ人の日本研究者で、GHQ 労働諮問委員会の一員であったヘレン・ミアーズ（Helen

― ２０ ―

Mears）の著書（1948 年アメリカで発刊）は、アメリカによる日本占領を、日本文化を破壊し、
日本人を「アメリカの下僕」とする行為で、個人の権利・尊厳を尊重するアメリカ人の「法と正
義の哲学に著しく反している」などと批判したため、日本での翻訳出版を禁じられた（Mears＝
2015 : 89-90）。
マス・メディアへの検閲は、1947〜48 年に順次、事前検閲から事後検閲に変更されたが、こ
のことは言論の自由が認められたことを意味するのではなく、遵守すべきプレスコードは依然と
して存在し、それに違反すると処分された（回収、公表禁止、一部削除など）
。プレスコードの
表現は曖昧なままで、検閲当局はメディアからの検閲に関する問い合わせに一切応じなかったた
め、各メディアの間に、自己の責任と判断で報道しなければならないという圧迫感が強まった
（山本 1996 : 298-327）。新聞社の中でも、検閲制度に最も忠実であった『朝日新聞』の出版局長
・嘉冶隆一は、「自由になった検閲制度の下にわれわれが執筆し、編集する場合にも、やはり各
自の心に検閲制度を設けることを忘れるならば、人災は忽ちにして至るであろう。事後検閲は考
えようによれば、自己検閲に他ならぬわけである。
」と述べた（嘉冶 1948 : 1）。もはや、プレス
コードは外部から強制されたものではなく、メディア関係者の間で内面化され、自己規制が強化
された結果、検閲による処分件数は事前検閲時代よりも減少した。
GHQ の指導によって改正された新憲法において言論の自由が保障されたが、GHQ や連合国に
対する批判は、ほとんどの国民に気づかれない方法で監視され、封印された。

1.2

占領下の世論調査

日本人の意識や考え方を把握するための世論調査を指導・監督していた部局は CIE であった。
CIE は「連合国最高司令官総司令部に直属し、情報、教育、宗教、文化、芸術、世論調査および
社会学的調査の分野で占領目的を達することを任務」とし、日本人の「頭の切り替え」および
「再教育」という重大な任務を担っていた。したがって、CIE の活動の対象は、「日本国民の思想
と文化の様式に密接な関係をもった諸問題」であった（連合軍総司令部編 1949 : 273）。CIE 局員
は「日本側の諸機関や諸団体の顧問」として働いており、
「日本人自身の行動の結果」として
「改革」の成果があがるよう、「熱意と理解と同時に忍耐と粘り強さ」によって、
「日本人の頭の
切替え」を完成させるために任務に励んでいるという（同上 1949 : 274）。とくに、情報課によ
って「民主主義の原則を確立」するために行われた広報活動は、情報課自らが行わず、政府機関
・政党・民間団体の活動に「助言」を与え、必要な情報を提供するなどの「援助」に力点が置か
れていることが強調された（同上 1949 : 277）。
CIE には、さらに、War Guilt Information Program（以下 WGIP）という極秘任務があった。
1948 年 3 月 3 日に CIE が作成した極秘文書によると、WGIP の主な目的は、第 1 に、広島と長
崎への原爆投下が残虐行為であり、広島でのアメリカの復興計画が償いの気持ちから行われたと
いう、一部の日本人の考え方に対策を講じること、第 2 に、東条英機が果たした役割および日本
の侵略政策を正当化する感情の背後にある、誤った考え方を正すことであった1）。このような内
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図1

占領下の世論調査の実施方法

総司令部関係各局、第八軍からの調査要求
↓
世論調査課 ( 内閣審議室）
↓
総司令部、世論調査課、日本人による会議の開催
↓
調査プランの作成（CIE、日本政府、私設機関）
↓
予備テスト→本調査の実施
↓
調査結果報告書原案作成、総司令部関係局に提出・説明
↓
総司令部へ最終報告
注）連合軍総司令部編

1949 : 315 より作成。

容の計画であったため、江藤淳は WGIP を、「戦争についての罪悪感を日本人の心に植えつける
ための宣伝計画」と翻訳した（江藤 1989 : 225）。
以上のような任務を担っていた CIE には、日本の世論調査を指導・監督する、世論・社会学
的研究課があった。その任務は、（1）日本人の世論調査および占領軍当局・復興計画などに対す
る社会心理学的反響の研究、（2）日本の世論調査機関に対する訓練および技術的な指導、（3）日
本の研究団体および総司令部各局と連絡して行われる研究計画の立案と実施、であった。そし
て、これらの調査研究の報告は、「一括して総司令部の用に供せられ、一般的興味のあるもので
発表されたものは米国の政府機関へ送られ」た（連合軍総司令部編 1949 : 314）。
ただし、占領期に日本の世論調査機関がなかったわけではない。日本政府の世論調査機関は、
CIE 局長の示唆により、最初は情報局の中に新設され、その後、内務省への移管を経て、1946
年 1 月に内閣審議室に移動、それと同時に CIE がその事務を管掌、監督することになった。し
かし、1946 年 6 月に CIE は、政府の実施する世論調査を当分の間、禁止した。この時、CIE 局
長が交代し、後任の局長は、日本政府に世論調査を実施させると、思想統制や国民の権利の侵害
をするという不信感を強く抱いていたためという。一方で、CIE は、民間機関が世論調査を行う
ことには賛成で、調査技術に対する助言・指導を積極的に行った。CIE が新聞社に対して調査テ
ーマを注文し調査させたこともあったという。1949 年には、ようやく CIE の承認・支援を得
て、世論調査を自主的かつ公正に行う機関として、国立世論調査所が設立された（牧田 2010）。
占領期における世論調査の実施方法は、図 1 に示した通りである。
このように、占領下においては、日本人が独自に世論調査を立案・実施することは許されず、
CIE の指導・監督のもと行われ、調査結果は占領政策の遂行のために活用されたのである。

2

人口問題・産児制限に関する世論調査への GHQ の関与

GHQ は、
「（占領当局が）日本の人口制限問題のいかなる研究、あるいは考慮にもたずさわっ
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ていないということを理解されるよう願っている。このような事柄は占領当局の指令領域に含ま
れるものではなく、そして、決定はすべて日本人自身にかかっている。
」という見解を発表した
（GHQ/SCAP＝1996 : 114）。しかし、実際には、彼らは人口問題に関する日本人の認識や態度に
ついて多大な関心をもち、それらの情報を収集・分析していたことを本章で明らかにしていく。

2.1 「人口についての態度調査」「人口についてのインフォメーションテスト」の実施
GHQ 資料には、1949 年に実施された「人口についての態度調査」および「人口についてのイ
ンフォメーションテスト」の予備調査の調査票、調査項目のねらいについての説明、調査時の注
意事項などが保存されている2）。これらの調査とほぼ同じ内容の調査の結果の一部が、
「人口問
題に関する世論調査」として国立世論調査所によって公刊されていることから、これらの調査は
CIE の指導のもと、国立世論調査所によって実施されたと考えられる。
（国立世論調査所編
1950）。
これらの調査の全体的な目的は、現在の人口状況の様々な側面に対する日本人の態度について
の情報を得ることであり、現在の人口状況の原因や過剰人口の解決策を見出すことではないとい
う。そして、より具体的な調査目的は、以下の 4 点、すなわち（1）人口増加問題に対する日本
人の考えを確認すること、（2）人口規模と人口の変化についての人々の知識の程度を確認するこ
と、（3）人口調節の様々な方法に対する日本人の態度を確認すること、（4）日本人の家族におけ
る子どもの役割についての意見に関する諸要因を確認することであった3）。
調査の主な質問項目は、（1）現在の日本人口、（2）日本の人口についての知識（人口増加の原
因とその解決策など）、（3）日本の人口がさらに増えることについての意見（よいことか、ある
いは困ることか）、（4）希望子供数（男女別）、（5）自分の子供たちに受けさせたい教育程度（男
女別）、（6）自分の子供たちに就いてほしい職業（男女別）、（7）産児調節の経験の有無（産児調
節をした／したことがない理由、産児調節方法、産児調節をしてもよいのはどのような場合
か）、（8）産児調節についての考え（反対／賛成）、（9）人口増加を調節するために、国が産児調
節政策を実施することについての意見、また、そのような政策をとった場合のよい点、悪い点は
何か、というものであった4）。調査は主に面接による自由回答形式で行われた（国立世論調査所
編 1950 : 2）。
とくに、ここでは、上記（9）の質問が注目される。調査員は注意事項として、
（9）の質問へ
の回答を聞いた後、「夫婦が一定の子供数、例えば二人を持った後は産児調節策を用いる事とす
るといった様な法律を通過させるべきだと言っている人があります。これについてどう思ひます
か」という問いを付け加えてもよい、と指示された5）。政府が人口抑制政策を実施する場合、国
民にどのように受けとめられるのかを調査するためであろう。GHQ 資料には、予備調査時のこ
の質問に対する、次のような回答が保存されている。
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渋谷代々木、書籍商（東大卒−43 才）−男

配偶者及子供あり

全体の趣旨には賛成だが最後の二、三行に示される具体策（法律で、産む子供数に制限を設
けるといった政策を指す−筆者注）は少し強すぎる。むしろ国家的に育児及び出産施設を充
実してそれと併行して穏やかに産児制限の指導をなし、個人の自発的な調節制限を助長せし
める政策をとるべきだ。産児制限の必要は茲半ヶ月前位から俄かにやかましく云はれるよう
になった。この様に毎日毎日ラジオや新聞でやかましく云はれているのは占領軍の政策によ
っているという事は明らかである。日本の人口増加を制限しその人口問題を緩和せしめると
いう事は日本の為には誠に幸いであるが、但し、占領軍の政策で強いられているという観が
あるために、良い政策であるに拘らず、占領政策をマイナスするような効果が出てくるので
はあるまいか6）。

この回答者は、日本における人口抑制の必要性を認めてはいるが、占領政策として人口制限が
なされようとしていることを批判した。この調査に対する回答は多数あったであろうが、占領軍
に対する批判的言説は取り締まりの対象となっていたため、回答者の占領軍に対する批判的意見
がとくに注目され、上記の回答のみが CIE に提出・保存されたと推測される。
GHQ 資料には、この調査の集計結果がないため、国立世論調査所が公刊した報告書によって、
調査結果の一部を見てみよう（国立世論調査所編 1950）。まず、
「人口事情に対する知識および
態度」についてであるが、現在の日本の人口をほぼ正確に答えた者は 40％ で、「全くわからな
い」者が 42％、かなり間違った数値を答えた者が 18％ であった。現在の日本の窮状をもたらし
た原因の 1 つとして「人口過剰」に言及した者は 60％、日本に適当な人口を現在の人口よりも
少なく答えた者は 42％、将来の人口を現在の人口よりも多く答えた者は 40％ であった。この結
果について世論調査所は、「現在の人口事情について正確な認識をもち、これを問題としている
ものは、比較的少数に止まる」と分析した。過剰人口の解決策（複数回答）として、最も多く挙
げられたものは「移民」で 7 割に上り、次いで「産児制限」が 56％、「経済復興その他」が 24％
であった。
有配偶者の希望子供数は、3 人が最も高く 45％ で、平均は 3.3 人であった。「産児制限（避妊）
に対する態度」については、避妊に対する肯定的な意見（賛成など）が 65％ と高く、その理由
としては、「人口過剰（子供が多すぎる）」（48％）と「生活困難」（45％）が多数を占めた。避妊
について反対の理由は、
「自然に反する」
（30％）、「人口の減少を来たす」
（23％）が多かった。
さらに、避妊に肯定的な意見をもつ者は教育程度の高い者に多いことが指摘された。また、住宅
が広く生活程度が高い者ほど、避妊を肯定する割合が高いと結論付けているが、数値を見ると、
差異が 1％ 程度と非常に小さく、報告書のこの結論には疑問が残る。
世論調査所による調査報告書は、結論として、人口問題の解決策として産児制限に対する知識
の普及が必要であるとし、特に、「下層階級」に対する積極的な働きかけが行われない限り、「逆
淘汰」の傾向に近づく危険性があると警告した（国立世論調査所編 1950 : 8）。しかし、調査結
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果を見る限り、
「下層階級」が上層の人々に比べて産児制限の知識をもたず、その実行もせず、
子供が多い、という十分な証拠は示されていない。当時、人口の逆淘汰説が勢力を増しており、
この調査には、その勢力の主張を補強しようとする意図があったのかもしれない。
また、先述した、日本政府が産児制限政策（出生数の制限など）を実施することに対する国民
の意見については、公刊された調査報告書では、
「政府で産児制限に関する相談所や施設を設け
ること」について賛否を問うた結果のみが記載されており、回答者の 8 割が「賛成」と答えた
（同上 1950 : 6）。反対の多かった政策への回答については、意図的に記載を避けたのかもしれな
い。
その他にも、1949 年に、CIE の世論・社会学的研究課・課長、ハーバート・パッシン（Herbert Passin）の要請により、「産児制限についての世論調査（秘密調査）」が行なわれた。調査項
目については不明だが、保存されている集計表の一部を見ると、産児制限について「賛成の根
拠」（人口問題、生活困難、その他）および「反対の根拠」（人口が減る、不自然、享楽主義の助
長、その他）が問われた。さらに、産児制限に「反対だが例外を認める」場合の根拠として、
「経済」「母体の健康」
「遺伝病」「その他」といった回答の選択肢が用意されていたことがわか
る7）。

2.2

GHQ、ロックフェラー財団、日本人産児制限推進派による「人口問題についての会合」

GHQ 資料には、CIE によって作成された、「人口問題についての会合」の発言録がある。この
会合の出席者は、ロックフェラー財団の代表者として、マーシャル・バルフォア（Marshall C.
Balfour）、ロジャ ー・エ ヴ ァ ン ス（Roger F. Evans）、フ ラ ン ク・ノ ー ト ス タ イ ン（Frank W.
Notestein）、アイリーン・トイバー（Irene B. Taeuber）。日本人は、国会議員（日本社会党）の赤
松常子、婦人科医師で産児制限法の著書のある天野景康・文子夫妻、産児制限普及会会長で国会
議員の加藤シヅエ、同会常務理事の北岡寿逸、産児調節連盟委員長の馬島僴、労働省婦人少年局
長・山川菊栄、同局婦人課長・新妻イト、看護師の保良せき、婦人民主クラブの山本杉らが参
加。そして、GHQ 職員からは、公衆衛生福祉局（Public Health and Welfare Section、以下 PHW）
のマッコイ（Dr. McCoy）、経済科学局（Economic and Scientific Section、以下 ESS）のゴルダ・
スタンダー（Golda G. Stander）、CIE のパウダーメーカー（Dr. Powdermaker）、ハーバート・パ
ッシン、エセル・ウィード（Ethel Weed）らが出席した8）。この会合には、ロックフェラー財団
研究グループの要望により、CIE 職員が仲介して、産児制限に関心のある日本人たちが集められ
たと推測される。
この会合は、どのような目的で行われたのだろうか。ロックフェラー財団代表者たちは、日本
における人口と資源の分布に関心をもっており、日本の人口問題について研究するため、財団に
よって日本に派遣された。日本人たちがこの会合に参加する前に、財団のノートスタインは、日
本人の産児制限（birth control）への関心はどの程度深いものなのか、日本人が産児制限を心か
ら望んでいるのかどうかを知りたい、と自らの問題関心を明らかにした。
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日本人参加者のうち、とくに加藤、馬島、北岡は産児制限運動において指導的な役割を担って
いた。彼らが結成した産児制限普及会と産児調節連盟は、1948 年に、
「産児制限の自由と人口問
題調査会設置に関する請願」を内閣総理大臣、厚生大臣、衆参両議院議長宛に提出した。この請
願では、満州事変以来の軍事・外交は「人口過剰がその根本原因」であり、戦後の社会不安・生
活不安もまた、人口過剰が根本原因と断じている。それにもかかわらず、日本政府は「往年の帝
国主義時代の遺風を脱せず産児制限を抑圧し国民も無反省に早婚多産の習慣を脱せず」
、出生率
が高くなっていることを批判し、人口増加抑制政策、すなわち産児制限を自由とする諸政策を遂
行し、大衆に人口問題の重要性を啓発し、国民運動を起こすべきだと訴えた9）。
それでは、この会合において、ロックフェラー財団代表者が日本人参加者にどのような質問を
し、日本人たちはそれにどのように答えたかを検討していこう。まず、財団のノートスタイン
は、「日本人の産児制限への関心はどれくらい深いものなのか、都市と地方では関心の程度は異
なるのか、関心をもつ動機は何か」と日本人参加者に質問した。
日本人の回答は人によって異なっていたが、戦後は都市だけでなく地方でも、人々の産児制限
への関心は高まってきているが、まだそれに対する十分な知識は備わっていない、という見解が
多かった。たとえば、加藤は、満州事変以前、産児制限についての教育的宣伝が功を奏し、都市
部の女性たちは子どもに高い教育を授けるため、あるいは身体的負担のため、産児制限を望ん
だ、と述べた。他方、地方では、ある年齢に達すると子どもは都市の工場で働き、賃金は親が受
け取ったため、子どもをつくることは「良き投資」と認識され、産児制限の必要性は理解されな
かった。しかし、戦後の教育制度改革による、子どもの義務教育期間の延長によって、親は雇用
者から子どもの賃金を受け取れなくなり、出産をかつてのように「良き投資」とは認識しなくな
ったという。山本は、農村でも知的水準の高い人々は、産児制限問題に大きな関心をもってお
り、農村の人々に産児制限に関する情報を与える「教育的宣伝」が緊急に必要だと主張した。馬
島は、地方の教育水準の低い人々は産児制限の意義を理解しておらず、
「産児制限運動は日本を
弱体化し、アメリカにたやすく負けさせるためのアメリカのプロパガンダだ」という戦時中の考
え方を依然として信じている、と述べた。
また、加藤は、日本政府が国会において、人口増加の抑制策を遂行すべきだと議員から指摘さ
れた際、それについての考えをもたず、計画もしていないと答弁したことを強く批判した。加藤
の分析によれば、占領下において、日本政府は連合国最高司令官からの命令がなければ何もしよ
うとしないのだという。加藤はこのことを最高司令官のところに行って相談したが、最高司令官
が、人口制限は「日本人の問題」である、という方針をもっていることを知った。しかし、彼女
は、資源と人口の間の不均衡が深刻な日本の現状を放置するならば、日本人を幸福にすることは
できない、と主張した。さらに、北岡は、日本政府と国会議員の多くが依然としてもっている、
人口の多さは日本にとって良いことだという伝統的な考え方を正さなければならない、と述べ
た。
ここで、人口増加抑制策としての産児制限に対する日本政府の方針はどのようなものであった
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のかについて見ておこう。国会議員であった加藤は、1947 年 11 月の第 1 回国会衆議院予算委員
会において、片山哲首相に対し、
（1）政府は人口対策を確立する意思があるのか、
（2）「国際平
和主義の具体的裏づけの一つとして、産児調節の知識普及」を考えているか、（3）将来、日本人
の移民が許される場合があるとしても、
「うさぎのように子を産むアジア人としての日本人では
なく、生活に科学性をもつた日本人として海外に移住すべきであり、この用意を今からしておく
べきだと思わないか」と質問した。つまり、国際平和主義を唱えるならば、他国による日本人移
民の受け入れに頼るのではなく、まず、人口過剰問題は国内で自主的に処理すべきであり、その
ためには、人口抑制策としての産児制限の普及が必要という加藤の持論を展開し、これに対する
政府の考えを質したのであった。これに対して、片山首相は、人口問題に対する研究は怠ってい
ないが、政府が人口対策を推進する段階には至っていない、と答弁した10）。
さらに、1948 年 6 月にも加藤は、国会で芦田均首相に対し、人口問題を解決するための産児
制限について、積極的でかつ具体的な対策を立てることが必要ではないか、と質した。それに対
して芦田首相は、人口問題の専門家によれば、今後 20 年くらいの間に日本の人口増加は停止し、
その後は人口の減少期に入るという予測があるため、法律によって産児制限を推進する意向はも
っていない、と答えた11）。
加藤は、このような日本政府の方針について、
「人口問題についての会合」において言及し、
日本政府の人口問題に関する政策が、厚生省人口問題研究所の人口学者たちによる人口予測によ
って決定されていることを強く批判した。加藤は会合で、
「私たちは民主主義を築きあげようと
しているのだから、政策は官僚によって決められるべきではなく、国民の責任だ。
」と述べ、日
本国民の自覚の高まりによる産児制限の必要性を主張した。
そして、会合の最後には、産児制限の実用的な知識・技術を国民に普及させるために、日本で
どのようなことが行われているのか、という質問が財団側からなされた。日本人参加者から、
1948 年に国会で可決された優生保護法の目的と概要、産児制限を指導する私立クリニックの活
動状況などについて説明がなされた。その中で、馬島は次のように述べている。産児制限を日本
人に普及させるための 1 つの手段として、産児制限の方法を解説する映画が効果的だが、1 本の
映画の制作には 100 万円かかるため、民間団体には映画を作る資金がない。他方、日本企業は産
児制限の知識・技術をもっておらず、良質な映画を作る能力がない。ゆえに、アメリカ人が制作
した優れた映画を日本語に翻訳して使わせてほしい、と。それに対して、ロックフェラー財団の
ノートスタインは、「アメリカの映画を使うことには、どれくらい危険があるだろうか。映画は
いくつかあるが、アメリカ合衆国は、産児制限を他の国で宣伝することに対して批判されるかも
しれない。ある国が、別の国の人口を減らすことを試みたらどうなるか、おわかりでしょう。
」
と答えた12）。
このように、ロックフェラー財団は、日本の人口増加抑制対策としての産児制限運動の現状、
産児制限に対する日本人の意識について強い関心をもっていたが、アメリカが直接、日本での産
児制限の普及に関与することによって、アメリカが日本の人口減少を促そうとしていると批判さ
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れることについて、強い警戒感を示したのである。
ロックフェラー財団の日本での調査の目的は、たんに日本の人口問題を研究することだけであ
ったのだろうか。加藤が会長を務めていた産児制限普及会に対して極秘で資金援助をしていた、
アメリカ人のクラレンス・ギャンブル（Clarence J. Gamble）が、日本の人口問題と産児制限運動
に関心をもったきっかけは、財団のノートスタインから得た、日本での人口調査に関する情報で
あったという（豊田 2010 : 59-60）。
ロックフェラー財団は、「世界中の人類の福祉を増進すること」を目的として 1909 年に設立さ
れ、マーガレット・サンガー（Margaret Sanger）のアメリカ家族計画連盟など、アメリカの優生
学運動および産児制限運動に多額の資金援助をし、1920 年代〜30 年代においてはナチスと関わ
りのあったドイツの優生学者に対しても資金援助を行った。財団は第 2 次世界大戦後も、優生学
と深い関係をもつ国際家族計画連盟と人口評議会（いずれも 1952 年設立）を支援した（Kühl＝
1999 : 48-50、Cascioli/Gaspari＝2008 : 23-31）。人口評議会は設立後数年で産児制限に関する有力
団体に成長し、開発途上国（インド、インドネシア、タイ、イラン、ニカラグアなど）における
避妊計画に対して資金援助を行った（Cascioli/Gaspari＝2008 : 32-3）。
このように、ロックフェラー財団は、戦前・戦後を通して、国内外の優生学・産児制限運動に
資金援助を行っていた。筆者の調査では証拠を見出していないが、財団が日本の産児制限運動に
対しても、ギャンブルのように、秘密裏に資金援助をしていた可能性はあるだろう。もし、そう
ならば、この会合の目的は、日本の産児制限運動への財団の援助を GHQ が仲介することだった
かもしれない。または単に、GHQ や財団が、日本の産児制限運動の現状やそれに対する国民の
意識について、情報を得ることであったのかもしれない。

3

産児制限および優生政策に対する GHQ の関与

日本では終戦後間もなく、戦前から活動してきた産児制限運動家たちによる活動が再開され
た。さらに 1948 年には、「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」ことを目的とした「優生保護法」が、超党派の議員立法により制定された。こ
の法律の特徴は、戦前よりも、優生政策を強化すると同時に、人工妊娠中絶への規制を大幅に緩
和したことである。本章では、占領下の産児制限および優生政策に、GHQ がどのように関与し
たのかについて考察する。まず、占領下での人口増加対策をめぐる、日本人間の 2 つの勢力の対
立について論じ、産児制限の知識・技術の普及および優生保護法成立について、GHQ がどのよ
うに関与したのかについて検討する。

3.1

産児制限推進派 vs. 厚生省人口問題研究所

占領下では、人口過剰問題の解決策をめぐって、日本人の 2 つの勢力の間で激しい対立があっ
た。それは、戦前から優生学と結びついた産児制限運動を推進してきた勢力と、日本政府の政策
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を方向づけた厚生省人口問題研究所に所属する人口学者たちであった。まず、産児制限推進派の
思想と活動状況について、その代表的人物であり、戦前から産児制限運動を展開していた加藤シ
ヅエを中心に検討していく。
加藤は、日本人女性の中で GHQ と最も深い関わりがあった人物ということを自ら認めてい
る。加藤と GHQ との関係の端緒は戦前にあったという。加藤が 1935 年にニューヨークで出版
した自伝 Facing Two Ways は、アメリカで日本女性が本を出版するのは珍しいということでア
メリカのメディアによって紹介され、広く読まれた。それは全米図書館に日本および日本女性を
知ることができる本として所蔵され、占領軍将校が日本について学ぶ際の参考書となった。1945
年 10 月に、加藤は CIE より依頼されて婦人問題の非公式顧問に就任、日本女性に婦人参政権を
与えるべきだと主張した（西 1983 : 6-7）。
さらに加藤は、1946 年 4 月に、衆議院議員選挙に日本社会党から立候補、最高得票数を獲得
して当選した。立候補した経緯について加藤は、次のような注目すべきことを語っている。加藤
は当初、夫の立候補の準備を手伝っており、
「選挙になって自分も出る番がきているということ
に全然気がつかなかった」。そこへ、GHQ 将校から、「（あなたは）今まで参政権、参政権と叫ん
だという話だけど全然準備していないのか」と言われ、
「私も出る番になったのかと、遅まきな
がら気がついて」立候補することにしたという（西 1983 : 8）。また、加藤は、CIE で働く日本人
職員として、高橋展子や椛島敏子など英語の堪能な女性たちを推薦して採用に導き、CIE のウィ
ードの支援によって 1947 年に新設された労働省婦人少年局長として山川菊栄を推薦するなど、
占領下での日本女性に関する人事において主導的な役割を果たした（西 1983 : 9）。
国会議員となった加藤は、日本政府に対して産児制限の推進を迫り、さらに、人口増加を抑制
するために中絶に対する規制を大幅に緩和した優生保護法を他の議員とともに国会に提出、可決
させた。このように、GHQ は日本の人口増加抑制について不介入の立場を表明していたが、加
藤のような産児制限推進論者で GHQ の政策に協力する人物を支援し、国会議員になるよう導く
ことで、間接的に日本の産児制限推進を後押しした。
それでは、加藤の産児制限に対する考え方はどのようなものであったのだろうか。加藤による
と、避妊法が普及するか否かは「文化の一種のバロメーター」であるという。文化が高まれば、
自分の健康と家庭の事情を勘案し、子ども数や産む間隔を計画するという考え方が広まるはずで
ある。したがって、「子供を生んでも子供にいい境遇を与えられないような階層の人にはたくさ
ん生まないように積極的に指導する」必要がある、と述べた（加藤他 1949 : 98-102）。
加藤は、「日本のマーガレット・サンガー（Margaret Sanger）」と呼ばれるほどサンガーを信奉
し、サンガーの思想・行動から強い影響を受けていた。サンガーは、1916 年より貧困者が住む
ブルックリンの移民地区で避妊クリニックを開設、当初は社会的弾圧を受けたが、優生学との関
係を強めることによって、医師や優生学者、富裕層、中間層の支持を獲得し、1920 年代〜30 年
代には国際的なバースコントロール指導者となった。サンガーの活躍の背景には、当時のアメリ
カで、人種間の出生力の不均衡、すなわち白人アングロ・サクソン系プロテスタントの出生率低

― ２９ ―

下と、黒人や移民の高い出生率に対して強い危機感があった（荻野 1994 : 68-107）。サンガーは、
貧困者は常に大家族で、生まれてくる子どもの多くは病身であり知能が低く、その多くは犯罪者
となると断定し、これらの人々を社会が扶養することは、健全な国民の負担を増すものであると
し て、慈 善 活 動 を 強 く 批 判、と く に 貧 困 層 に避妊法を普及させる 必 要 性 を 訴 え た（Sanger
2003）。1922 年に加藤が東京で産児制限相談所を開設するに先立ち、加藤はサンガーのクリニッ
クで 3 ヶ月間の研修を受けたという（加藤 1997 : 63-7）。
このようなサンガーの思想に影響を受けた加藤は、日本において、遺伝性疾患をもつ人々の中
絶や不妊手術を推進し、子どもに良好な養育環境を与えられない貧困家庭に対する避妊の普及を
めざした。加藤に限らず、日本における産児制限運動は全体的に、戦前から優生学と結びついて
おり、とくに戦後においては、逆淘汰現象（遺伝的に劣った人々が増加し、優れた人々が減少す
ること）への強い危機感から、優生学との関係を強化した（山本 2011）。
それでは次に、優生学と結びついた産児制限推進派とは意見を異にする厚生省人口問題研究所
の人口学者たちの言説について検討しよう。研究所長を務めた岡崎文規は 1946 年に、日本にお
ける食糧危機を打開するための産児制限の効果を統計的に検討し、その効果は非常に乏しいと結
論付け、産児制限推進によって中絶が増加することを警告した。また、優生学と結びついた産児
制限推進派が唱える「逆淘汰説」に対して、人々の素質の良し悪しをどのように判別するのか、
富裕層や学歴の高い者が必ずしも良い素質をもつと言えるのか、優れた素質をもっていても社会
的環境に阻まれて下層にいる者も多いのではないか、と疑問を呈した。そして、
「文化の向上」
を望む者の多くは産児制限を支持するが、子どもに煩わされる悩みを避けて幸福を追求しようと
することは、
「大いなるあやまり」であり、富の配分を正し、人口扶養力を増大させるべきだ、
と主張した（岡崎 1946 : 73-100）
。
同じく人口問題研究所の舘稔は、1946 年に、人口政策としての産児制限は、長期の政策とし
て意義をもつもので、短期緊急の政策としては意義がないこと、産児制限が進行する社会では人
口の高齢化、人口減少が生じ、これは決して健全な人口状態とはいえない、と述べた。さらに、
フランスとドイツで顕著に現れたように、第一次世界大戦後の欧州では、産児制限が中絶と結び
ついて普及する「非常に陰惨な事実」があった、と警告した（舘他 1946 : 7-9）。舘は、日本の出
生率は 1920 年を絶頂として明らかな「近代的衰退傾向」に転じ、産児制限普及の第一期をすで
に経過している、と述べている。西欧諸国の経験によれば、日本人口の増加率は今後急速に低
下、1965 年以後 10 年以内に日本人口は静止人口となり、そこから漸次、人口が減少するかもし
れない、と予測した（舘 1949 : 79-80）。
人口問題研究所はまた、1947〜48 年に、産児制限（避妊）の実状調査を実施した（回答数
6751、回収率 46.6％）。この調査では、職業別すなわち、
（1）東京の官公庁に勤務する者（事務
官、技官、教官等）
、（2）東京・川崎など大都市の工場に勤務する者（技術者、事務員、工員）
、
（3）郡部（北多摩郡・西多摩郡）の農業者・商業者・労働者等について、産児制限の実施状況が
比較分析された。産児制限の実行率は、官公庁勤務者が最も高く 32.6％、最も低かったのは大都
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市の工員で 15.7％、全体の実行率は 23.5％ であった。学歴別の実行率を見ると、学歴が高い者
ほど産児制限が普及している傾向はあるが、官公庁事務官については逆の傾向が見られたとい
う。この原因については、戦前にすでに産児制限が相当普及していたため、と分析された。ま
た、「貧乏人は子沢山で逆淘汰をもたらす」という説は、調査結果からは支持されなかった。郡
部では、この説とは逆の傾向が見られたという。産児制限の方法は、禁欲法（荻野式定期禁欲法
を含む）
（都市：21.3％、郡部：34.0％）とコンドームの使用（都市：35.1％、郡部：23.7％）が
多く、避妊成功率はどの方法でも 50％ 程度であった（篠崎 1949 : 259-313）。つまり、避妊実行
者の半数は失敗しており、このことは中絶の激増をもたらした。
このような意見対立がある中で、GHQ は、戦前から活動していた産児制限推進派の人材を活
用し、彼らの活動を支援することによって、間接的に日本の人口問題に関与したと考えられる。

3.2

産児制限および優生保護法をめぐる GHQ の関与

GHQ 公衆衛生福祉局（以下 PHW）局長のクロフォード・サムス（Crawford F. Sams）は、占
領政策決定のために設置された極東委員会から、人口増加と死亡率低下によってもたらされた過
剰人口をどのように処理しようとしているのかと、
「大きな疑問」を投げかけられたという。サ
ムスは、極東委員会の 2 つの政策指令、すなわち（1）「日本を平和的、民主的、安定的国家に
し、国際社会の一員とすること」
、（2）「日本の工業水準を朝鮮、中国、フィリピンなどの農業国
の水準以下に止めるべきである」
、という指令は互いに矛盾することから、極東委員会に日本の
工業化を承認させた（Sams＝2007 : 285-9）。
サムスの関心は日本人口をいかに安定させるかにあり、日本の工業化・都市化を奨励すること
よって、産児制限が促され、人口は安定すると予測した。このサムスの予測は、彼が人口問題の
顧問として招致した人口統計学者、ウォーレン・トンプソン（Waren S. Thompson）らによる日
本の人口動態分析をもとにしていた。彼らは、1920〜39 年の間に日本の出生率が約 3 分の 1 低
下し、それは主に都市部の出生率低下が原因であったことを知っていたからである。したがっ
て、サムスは、「日本人が家族制限を望むならば、避妊に関する近代的医学知識およびその方法
を自由に利用できるようにしてやる」ことに努めたという（Sams＝2007 : 287-90）。
このような方針にもとづいて、GHQ は産児制限法（避妊法）についての雑誌記事、図書の発
行などに許可を与えた。1946 年以降、馬島僴や太田典礼らの産児制限（調節）法を解説した図
書は次々と検閲を通過して発行され、産児制限（調節）の目的を説き、避妊器具・薬剤を網羅的
に紹介し、それらの長所・短所、正しい使用法を解説した（馬島 1946、同 1948、同 1949、太田
1947、江田 1946、吉村編 1946、松山 1949 など）
。ある解説書は、妊娠を調節することは文化人
の教養であり、妊娠から女性を解放するもので、恥ずべきことではなく、その目的は母性保護、
健全な子どもの養育、貧苦と飢餓からの救済である、と説いた（松山 1949 : 22-30）。そして、
1948 年の薬事法改正により、薬事委員会が避妊薬・用具の許可基準を決定し、それに基づいて
それらの製造が認められた。
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このように、GHQ は、産児制限の知識・技術を日本人に普及させることに尽力するとともに、
優生保護法の成立を承認した。前節で取り上げた、優生学と結びついた産児制限推進派は、人口
増加を抑制するためには産児制限が不可欠と主張すると同時に、産児制限推進により逆淘汰が生
じることを懸念し、とくに遺伝性疾患を有する人々や子どもに良好な養育環境を与えることがで
きない人々を対象に産児制限を指導し、それらの人々が不妊手術、中絶を行うことができる体制
を整備しようとした。その具現化が、1948 年に成立した優生保護法である。
占領下で国会へ法案を提出するには、GHQ の承認が必要であったため、優生保護法成立に至
るまでに、GHQ は法案に対する修正意見を出し、修正を経た法案の国会への提出を承認した。
1948 年 5 月 21 日付けで、PHW が民政局（Government Section，以下 GS）宛に書いた優生保護
法案に対する意見書によると、PHW は、法案が規定する強制断種（公益上必要と認められる場
合、本人および配偶者の同意を得ることなく行う不妊手術）について、以下のように述べた。

強制断種を正当化する法律は、遺伝的特性があると科学的に認められた病気について、そ
して公共の福祉に深刻な脅威を及ぼすほどの重大なものについてのみ、それらの拡散を防止
する手段を与える範囲に限定されるべきである。個人の権利という容認された民主的原則に
従い、訴える権利を通して、法の執行に制限がかけられるべきである13）。

この方針にもとづき、PHW は法案に対して、（1）遺伝性悪質（hereditary evils）の定義を明確
にすること、（2）強制断種の決定に対して不服のある者は、中央優生保護審査会に訴える権利を
認めているものの、審査会の決定を変更できないため、審査会の決定に対して裁判所に訴えるこ
とができるようにすること、（3）未成年者および後見人の保護下にある者に対する任意断種の除
外を規定すべきである、などといった具体的な修正項目を挙げた14）。このように、PHW によっ
て、優生保護法案における強制断種の適用を受ける病気・障害について、社会的に望ましくない
特質を遺伝する可能性があることが権威ある医学者たちによって認められており、公共の福祉が
個人の権利に勝る場合にのみ、適用を限定するべきことが強調された。そして、このような
PHW の要求に応えて修正された法案が第 2 回国会に提出され、可決された。
優生保護法に対して PHW がとくに強い懸念を示したのは、強制断種についての規定であっ
た。PHW の意見書は、アメリカ合衆国の多くの州で断種法が制定され、強制断種規定もある
が、「子どもを産む個人の憲法上の権利には大いに配慮されている。」と述べている15）。
しかし、アメリカにおける優生政策の歴史を見てみると、人権に十分な配慮が行われてきたと
は言い難い。世界初の断種法が成立したのは、アメリカのインディアナ州であった（1907 年）。
その後、1920 年代までに 32 州で断種法が成立、とくに 1907 年に制定されたカリフォルニア州
断種法は、精神病者だけでなく、梅毒患者、性犯罪累犯者などに対する「罰則」として断種が用
いられ、実施件数が全米の中でも顕著に多く、1933 年のナチス断種法制定の際の参考にされた
（米本 2000 : 34-6）。
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また、太平洋戦争勃発まで、アメリカの優生学者とナチス・ドイツの優生学者との関係は緊密
であったという。ナチス・ドイツの優生学者たちは、アメリカの移民制限法が優生学と民族選別
を結合させたことを賞賛し、アメリカの優生学者はナチス断種法を賞賛した。この両者の関係を
支えていたのは、1920 年代〜30 年代におけるドイツの優生学者へのロックフェラー財団の資金
援助であった（Kühl＝1999 : 48-9、78）。1930 年代末には、アメリカでナチスの反ユダヤ主義に
対する批判が高まったことにより、アメリカの人種主義的優生学者たちの影響力が低下し、生物
学的特質の優劣を人種や社会階級ではなく、個人の資質に求める優生学者たちの権力が増大した
（Kühl＝1999 : 143-50）。第 2 次世界大戦後もアメリカの優生政策は推進され、州法の有無にかか
わらず、裁判所の命令により、精神障害者に対する強制断種が行われた。また、世界的に見て、
断種を避妊手段として最大限に活用したのはアメリカで、政府の補助金を受けて不妊手術を受け
た女性たちは非白人が多かったため、「巧妙な人種差別」と批判された（米本 2000 : 46-7）。
このように、アメリカの優生政策はナチス・ドイツの優生政策と親和性をもっていたがゆえ
に、PHW は、ナチスの政策を想起させる、優生保護法における強制断種規定に警戒感を示した
のかもしれない。CIE のパッシンは、優生保護法の強制断種規定について、
「本質的にナチの民
族理論と実践の復活に等しい」と批判したという（豊田 2013 : 69）。
優生保護法は、強制断種の規定だけでなく、中絶の規制の大幅な緩和という重要な規定16）を含
んでいたが、これについて PHW は次のように述べた。

法案の社会的側面にかかわる政策、つまり、産児制限（birth control）に関する知識の普
及のためのクリニックの確立によって産児制限のシステムを組み込み、そして中絶に関する
法律を緩和する政策については、当局の側でも異論はないし、アメリカ合衆国で生まれつつ
ある思想とも合致している17）。

このように、PHW が、法案における中絶の規制緩和について異議を出さず、
「社会的側面に
関わる政策」として容認したことは注目される。この「社会的側面」とは、日本の人口過剰問題
の解決を指すと考えられる。優生保護法案を国会に提出した議員たちによると、法案作成の一眼
目は、「母性保護の立場から或程度の人工妊娠中絶を認め、以て人口の自然増加を抑制」するこ
とであった。人口抑制が必要な根拠として、議員らは、GHQ 顧問のエドワード・アッカーマン
（Edward A. Ackerman）の、日本の天然資源を最大限活用しても、人口 8 千万人までしか扶養す
ることができないという説（当時の人口は 8 千万人超）を引用することによって、法案を通じた
人口増加抑制政策が GHQ の支持を得ていることを示唆したのである（谷口・福田 1948 : 34-6）。
以上のように、GHQ は、産児制限に関する情報を日本のメディアによって普及させることに
尽力し、優生保護法による人口増加を抑制するための中絶適応条件の緩和を容認した。このこと
は、厚生省人口問題研究所の人口学者たちが警告したように、中絶の激増を招いた。これについ
て、PHW のサムスは、「日本人は避妊よりも中絶を選んだ。
」と述べた（Sams＝2007 : 292）。し
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かし、アメリカの貧困層が住む地区で避妊指導を行っていたサンガーのクリニックでも、治療目
的での中絶に対する援助（医師の紹介）が行われていた（荻野 1994 : 132-4）。サンガーが避妊具
として推奨していたペッサリーは、使用者に適したサイズを計測し、専門家の指導を受けて装着
法を訓練し、性交中にその位置を保持なければ確実な効果は得られず、簡便で効果的な方法では
なかったためであろう。
中絶の増加は、避妊法の知識・技術が普及していなかったためだけではなく、避妊実践者の中
で避妊の失敗が多かったことも大きな原因であった。たとえば、避妊器具の中で最も多く使用さ
れていたコンドームのピンホールの多さが、当時、社会問題となっていた。避妊に関する専門家
たちによると、1 つの方法のみでは失敗率が高いため、複数の方法を併用すべきだとし、彼らが
推奨する方法はそれぞれ異なっていた。たとえば、医学者・森山豊は、月経周期利用法（荻野学
説）、コンドーム、ペッサリー、各種避妊薬から 2 つ以上の方法を併用することを勧め、各人の
体質、健康状態、家庭状況、経済状態等を検討して各人に適した方法を選択する必要があると述
べた（森山 1950 : 11）。一方、避妊法の比較研究を行った医学者・安藤畫一は、十分な訓練が不
可欠なペッサリーは推奨できないとし、避妊薬のゼリーを正しい部位に所要量、挿入器で注入す
る方法が最も簡便で効果が高く、性感を障碍しないと結論付けたが、避妊法は一律に決めてはな
らず、各人が専門家に相談して決めなければならないと付け加えた（安藤 1950 : 24）。つまり、
1 つの方法で避妊効果が確実に得られ、かつ誰でも簡単に実践できる方法はなかったのである。
1949 年になると、それまで産児制限政策に消極的であった日本政府の取り組みが現れ始めた。
同年の優生保護法第 1 次改正においては、「優生結婚相談所」の役割について、「遺伝その他優生
保護上必要な知識の普及向上」に加え、
「受胎調節に関する適正な方法の普及指導」という役割
が明文化された。同年、厚生省公衆衛生局は『受胎調節便覧』を発行、優生保護法改正により、
「最初の人工妊娠中絶の法律から、受胎調節の法律へと一歩前進した」と述べ、避妊法を解説し
た。この改正により、経済的理由による中絶が認められ、中絶の適応範囲がより拡大されたこと
を受け、便覧では、中絶の適応範囲が拡大すればするほど、受胎調節（避妊）の重要性は強調さ
れねばならない、と説かれた。厚生省公衆衛生局はこの便覧の作成にあたり、PHW のサムスお
よびマッコイから「激励」を受けたことに感謝の意を捧げている（厚生省公衆衛生局編 1949 : 12）。

お

わ

り

に

第 1 次ベビーブーム期の 1947 年に 4.54 であった合計特殊出生率は、1950 年には 3.65 に低下、
1950 年代後半〜70 年代前半まで、ほぼ 2.1 台となった。このような出生率低下の時期は、1950
年代〜60 年代における中絶の実施率、および母体保護を目的とする（大部分は産児調節を目的
としたであろう）不妊手術の実施率が急激に上昇した時期と重なり、産児制限運動および優生保
護法成立が果たした役割は大きかったと考えられる。
「産児制限」という用語は、子ども数の制
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限という否定的イメージがあることや、避妊だけでなく中絶を含めて使用する人もいたことか
ら、1949 年頃から忌避され、
「産児調節」
「受胎調節」
「計画出産」といった用語に置き換わり、
1950 年代には「家族計画」運動が盛んになった。家族計画とは、家族が健康で幸福になるため
に、親が自主的に、避妊によって子ども数や出産間隔を計画的に調節することとされた。
占領下において優生学と結びついた産児制限運動は、日本人が人口過剰問題を解決するために
推進してきたものであった。しかし、本稿で検討してきたように、この動きを後押しした GHQ
の役割も重要である。GHQ は、日本人の人口問題に関する認識や態度について非常に大きな関
心をもち、それらの情報を収集・分析し、戦前から活動していた産児制限運動家たちの活動を支
援した。さらに GHQ は、産児制限に関する情報を日本のメディアを通して普及させることに尽
力し、優生保護法による人口増加を抑制するための中絶適応範囲の拡大を承認した。
占領下における日本の人口・優生政策に関する GHQ 資料は、本稿で扱ったもの以外にもまだ
大量に残されており、それらの分析は今後の課題としたい。
最後に、日本の人口・優生政策は、人種主義的な優生思想をもつアメリカ人産児制限運動家た
ちから多大な影響を受けていたことに注目しておきたい。その 1 人であるサンガーは、彼女が推
進した産児制限が、出生率低下による日本社会の安定に貢献したとして、1955 年に日本の厚生
大臣から感謝状を授与され、1965 年には日本政府から勲三等宝冠章を叙勲された。また、日本
の産児制限運動に資金援助をしていたギャンブルは、分裂していた日本の産児制限運動に関わる
諸団体を統合に導き、家族計画の国際大会を日本で開催するよう促した功績が認められ、1955
年に日本家族計画連盟から銀トロフィーが贈られた（太田 1976 : 394、豊田 2010 : 55）。ギャン
ブルは、1935 年開催の国際人口科学学会において、ナチスの人種政策を支持する講演を行い、
この学会によって「すべての人口政策の中心に人種生物学を置くべきであると確信することがで
きた」と述べていた人物である（Kühl＝1999 : 70-1）。彼らの思想からの影響を受け、終戦後か
ら 1950 年代の日本では、逆淘汰現象への危機感から優生政策が強化され、子どもに良好な養育
環境を与えられない貧困者への避妊指導が推進された。
注
１）
（Confidential） Proposed War Guilt Information Program（Third Phase）, 3 March 1948, GHQ/SCAP Records, Box 5096（21）
, CIE（B）00364. 国立国会図書館憲政資料室所蔵（以下、同様）
２）GHQ/SCAP Records, Box 5916, CIE（B）07795．文書のタイトルなし。
３） Objectives and hypotheses GHQ/SCAP Records, Box 5916（26）
, CIE（B）07795.
４）
「人口についての態度調査」
「人口についてのインフォメーションテスト」GHQ/SCAP Records, Box
5916（24）
, CIE（B）07795.
５）
「予備テスト用細部指示

回答記入上の注意」GHQ/SCAP Records, Box 5916（24）
, CIE（B）07795.

６）注 2）に同じ。
７） Public Opinion Survey on Birth Control−Fundamental Counting of Secret Survey , Nov.1949, GHQ/SCAP
Records, Box 5916（6）
, CIE（B）07780.
８） Meeting on Population Problems −14 September 1948−

GHQ/SCAP Records, Box 5247, CIE（B）

01751. 以下の出席者の発言はすべて、この資料より翻訳引用した。

― ３５ ―

９）産児制限普及会・産児調節連盟「産児制限の自由と人口問題調査会設置に関する請願」GHQ/SCAP
Records, Box 5247, CIE（B）01751.
１０）『第 1 回国会衆議院予算委員会議録

第 19 号』1947 年 11 月 10 日、169-171 頁。

１１）『第 2 回国会衆議院予算委員会議録

第 33 号』1948 年 6 月 15 日、3-4 頁。

１２）注 8）に同じ。
１３） Draft Legislation

GHQ/SCAP Records From PHW To GS, 21 May 1948, GHQ/SCAP Records PHW

04823.
１４） Bill for Eugenics Protection Law From PHW To GS, 25 June 1948, PHW 04823.
１５）注 14）に同じ。
１６）任意の中絶の適応条件は、①遺伝性精神病、遺伝性精神薄弱に罹っているもの、②分娩後 1 年以内に
更に妊娠し、かつ、分娩によって母体の健康を著しく害するおそれのあるもの、③現に数人の子を有
している者が更に妊娠し、かつ、分娩によって母体の健康を著しく害するおそれがあるもの、④暴行
もしくは脅迫によって、または抵抗もしくは拒絶することができない間に姦淫されて、妊娠したも
の、であった。
１７）注 14）に同じ。
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災害後の過疎地高齢者の生活環境と高齢者支援
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Ⅰ

緒

言

1．国内の災害に関する現状と超高齢化社会における生活環境の課題
21 世紀に入り、地球規模的な災害数の増加が指摘され、近年の自然災害の増加は甚大な被害
をもたらしている。国内における 1995 年の阪神・淡路大震災では、建物の崩壊による負傷重症
者が多く、犠牲者の多くは高齢者であった。また、6400 人を超える犠牲者のうち約 500 人は
「防ぎえた災害死」であったことを契機に防災基本計画や災害医療体制の在り方が検討されてい
る。2011 年の東日本大震災はマグニチュード 9.0 を観測し、大津波による被災者がいまだ多くの
支援を必要としている。阪神・淡路大震災での初期医療体制の遅れを教訓に全国各地から災害医
療派遣がなされたが、津波に巻き込まれた人々の殆どは死亡し、津波を免れた被災者の多くは軽
傷であった1）。この災害では、劣悪な環境による体調不良者や避難所でのストレスに対する支
援、原発事故による避難で孤立した状況にある病人や住民の健康管理が必要とされる一方で、入
院患者の継続的な医療サービスや救出・救助の連携、避難所運営のニーズに応じたサービス、障
害者や高齢者への配慮などが不十分であったことが課題とされている。被災状況の把握と災害後
の経過に応じた迅速かつ適切な支援が重要であることは言うまでもないが、災害救助者が生活地
域以外で災害救助を行う場合、被災地域の特性を踏まえた中長期的な支援は困難であり、災害に
強い主体的な地域づくりの推進が課題といえる。しかし、少子・高齢化、都市圏の過密化、地方
の急速な過疎化、あるいは地域コミュニティにおける共助公助の衰退、個人レベルでの過度の電
子機器に依存したライフスタイルなどは災害に弱い社会の形成に関連すると考えられる。

2．わが国の社会状況
日本は超高齢社会を迎え、2025 年には高齢者が 30％ を超えることが予測されている。超高齢
化社会の保健福祉的問題には、①独居または高齢者夫婦の増加

②認知症高齢者の増加

③都市

部における後期高齢者増加の予測があり、各地域の特性に応じた取り組みが求められている。野
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呂らは2）、災害復興に挑む過疎地域の高齢者が住み慣れた地域で生活していくための環境条件と
して、①認知症予防と認知症理解を高める教育
排他的な感情や介護に対する固定観念の理解

②病診連携、看看連携
④支援する専門職の質向上

③過疎地域住民が持つ
⑤コミュニティの関

係性の再構築の必要性を示唆している。一方、後期高齢者が増加する都市部の社会問題として、
和気ら3）の生活保護受給高齢者の実態解明や、湯澤ら4）の生活保護世帯の構造分析は、都市部高
齢者の経済的課題が深刻であることを指摘している。さらに、高齢者の身体的特徴には、加齢に
伴う身体機能や認知機能の低下、高率の慢性疾患罹患などがある。また、経済格差による身体的
な健康状態の個人差も大きい。
今後も高齢化が進む国内の現状において、地域特性を捉えた高齢者の生活環境を把握し、災害
被害という非日常に起こりうる事態の予測によって災害支援の在り方を検討することが可能であ
る。また、健康危機の予測は災害時の被害を最小限にとどめ、住み慣れた地域での災害復興と生
活の取戻しのために重要である。
本調査は、都市部高齢者、過疎地高齢者の地域特性と災害発生後の健康問題を予測し、都市
部、過疎地それぞれの地域の災害に強い生活環境整備の在り方を検討することを目的とした研究
の一部として、被災復興期の過疎地高齢者の生活実態を報告するものである。

Ⅱ

調査方法

1．調査対象地域
過疎地域自立促進特別措置法第 2 条 1 項に規定する市町村の区域で、東日本大震災被災地であ
る宮城県気仙沼市を調査対象地域とした。

2．調査対象者
調査対象者は、対象地域の被災を経験した保健医療福祉関係者、高齢者支援を行う住民リーダ
ー、および行政の住民生活支援部門職員とした。保健医療関係者や高齢者支援を行う地域住民
は、被災後の高齢者の健康問題について多くの経験を持つとともに、高齢者支援を行う住民自身
が被災経験者であり高齢者であることが多い。そのため、自身の経験や現在の自分が被災後の状
況をイメージした内容を抽出することも可能であると考えられた。

3．方法
本調査は、現地においてフィールド調査を行うアクションリサーチと調査対象者のインタビュ
ーを用いた。
1）対象地域の概要把握
コミュニティアズパートナーモデルと先行研究およびプレ調査から得られた内容を基に災害発
生後の高齢者の健康への影響要因を調査の構成概念とし（図 1）、行政発行や地域が発行する情
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図1

本研究における調査の構成概念

報とともに、地区踏査による地域特性や過去に経験した被災状況と現在の復興状況、高齢者の生
活実態を把握した。
2）インタビュー調査
被災した高齢者支援を行う保健医療関係者、住民リーダー、行政職員に半構成面接法を用いた
インタビューを行った。インタビューで得られる語りは音声録音を行い、逐語録を作成した。
インタビューのテーマは、①災害支援者としての自分、②災害被災者としての自分、③地域の
防災力、④被災後の高齢者の健康問題とした。

4．データ分析
インタビューで得られたデータの逐語録は、上述のインタビューテーマ①〜④を分析の視点と
して質的データ分析5）を用いた解釈を基に QDA ソフトを用いて定性的コーディングを行った。
さらに分析結果は、研究者間のディスカッションによるデータ解釈の妥当性、真実性を検証し
た。

5．倫理的配慮
調査の協力者に対して口頭および文書で調査趣旨を説明し、同意が得られた場合は、同意書を
取り交わしたうえで調査への協力を得た。また、インタビュー中に調査協力の撤回は自由である
ことも開始時に説明した。さらにデータは、調査目的以外には使用せず、調査終了後は速やかに
処分すること、データおよび USB メモリ等は鍵のかかる場所に厳重保管すること、成果公表時
には個人が特定されないよう配慮することを説明した。
なお、本調査は園田学園女子大学生命倫理委員会の承認（承認番号：15-02-001）を得て実施
した。
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Ⅲ

調査結果

1．地域概要
宮城県気仙沼市のフィールド調査は、2016 年 3 月 23 日〜3 月 26 日の期間で実施した。
2016 年 4 月 30 日時点の気仙沼市の人口は 66,249 人、世帯数は 26,276 世帯である。東日本大
震災前に実施された 2010 年の国勢調査では、人口 73,489 人、世帯数 25,457 世帯であり、被災後
の人口は減少するとともに世帯分離が進んでいた。
高齢化率は 2010 年の 30.8％ から 2015 年には 33.0％ に上昇6）しており、超高齢化が確実に進
行していた。
①生活基盤
復興住宅の工事が市内各所で行われ、市街地に建設中の復興住宅は 5〜10 階建ての集合住宅が
多かった。郊外型では、平屋や 2 階建ての小規模な復興住宅になっていることが市職員のヒヤリ
ングで明らかになった。復興住宅には高齢者が多く居住し、LSA（Life Support Adviser）が配置
されていた。他の住宅については高台移転も進み、新築の家が所々に見られた。未だに仮設住宅
で生活する人が多い状況であるものの、そこから転居する世帯が多くなったため、仮設住宅の空
き家が多くなり閑散とした印象であった。
買い物や通勤のためのコミュニティバスの運行は残っているが、市街地から離れた仮設住宅で
の生活は、不便さが増しているように感じられた。
②経済と復興工事
津波被害の大きかった海岸地域は生活区域外とされ、商業・工業地帯として盛り土による整備
が進んでいた。わずかではあるが、水産加工工場も再建されていた。しかし、従業員層である生
産年齢人口の減少に伴う人手不足は顕著であり、事業再開は規模縮小を余儀なくされていた。
復興商店街は、老朽化に加え転居する店舗の増加に伴い、閑散とした状況であった。以前は多
く見られたボランティアは激減し、工事関係者の出入りはあるものの活気がなくなっているよう
な印象を受けた。
③安全と交通
被災した JR 大船渡線は、代行バス輸送（BRT）により運行されていた。路線は撤去され BRT
用に舗装された区間があった。市内の道路は、復興工事の影響で未舗装区間が多いが、三陸縦貫
道の工事が進み、仙台までの利便性が高まっていた。
次の災害に備える対策としては、護岸工事および防潮堤の再建工事が進み、備えが確実になさ
れていた。その結果、地域資料として掲示されていた震災前の地域とは全く異なる景色が随所に
見られた。
④教育
年少人口・生産年齢人口の減少に伴う学校の統廃合が進んでおり、市内にあった県立高校 1 校
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が閉校予定であった。
⑤医療
気仙沼市立病院は高台にあり津波被害を受けなかったため、今まで通り基幹医療機関としての
重要な役割を担っていた。市内のクリニックなどは震災後再開できないこころが多く、医療過疎
が進んでいると推察された。

2．支援者の語り
1）インタビュー対象者
福祉関係者 3 名、保健関係者 1 名、復興事業関係行政職 1 名の計 5 名であった。
2）語りの分析
東日本大震災から 5 年が経過し、被災した住民、特に高齢者を支援する支援者の語りについ
て、作成した逐語録から意味解釈を行い、質的データ分析法に基づいて定性的コーディングを行
った後、QDA ソフトを用いてカテゴリー分析を行った。
その結果、【生活環境と変化の課題】【高齢者の健康問題】【復興住宅の生活支援】【経済格差の
顕著化】の 4 つのカテゴリーに分類することができた。以下、サブカテゴリーは《 》で示す。
（1）【生活環境の変化と課題】
高齢者の住み慣れた地域は津波によりすべてを流出し、復興工事に伴う盛り土によって風景が
一変してしまった。その中で、今までの居住地域は危険地域に指定され、高台移転を強いられた
高齢者は、《津波被害を想定した移住による住み慣れた地域の喪失》を経験していた。
街の復興工事が進む状況では、《街の活気とともに元気になってきた住民》について語られた。
市民全体が被災者であるという考え方は、世代を超えて共有できる公園設置計画の参加や、自由
に集まれる場所としてまちの保健室の開催など《地域住民による復興再建に貢献する意識》に変
化し、役割だと捉えられていた。復興住宅の建設が進む中では、
《地域の現状と課題を取り入れ
たコンセプトで進められている復興住宅のコミュニティづくり》と計画的なまちづくりが進行し
ていた。しかし、住民のニーズすべてが満たされるわけではなく、
《住民の生活と防災政策の間
に生じた齟齬》も語られた。
（2）【高齢者の健康問題】
不満が不安になることや未だに癒えない心の傷（PTSD）から、《こころのケアの必要性》が語
られた。避難所での生活は、快適性や充足感が脅かされる状況が生じていた。また、仮設住宅で
の生活が長期化することを予想していなかった住民が多いことや被災地域の支援者自身も被災者
であること、災害前からのコミュニティや住環境の変化は、高齢者の精神的回復の妨げになって
いた。さらに避難所や仮設住宅の生活によって、不眠やうつ、とがった表情などの《ストレス関
連症状》や身体機能の低下とともに《認知症の急速な進行》が観察されていた。また、
《深刻化
するアルコール関連疾患の増加》も顕在化していた。その他、災害復興の工事による埃やドロ、
工事車両増加などの影響で、高齢者の家族をなるべく一人で外出させないようにしていた。この
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状況は《災害復興期に生じる高齢者の健康問題》として健康面への影響が懸念された。すぐに自
宅に戻れると思い、治療中の内服薬や現金を持って避難できなかった高齢者は、薬が手元にない
ためパニックになることもあった。また、胃瘻や寝たきりの状態にある高齢者も他の被災者同様
に避難所でのケアを受け、《被災後の慢性疾患を抱える高齢者の対応》は、多くのサポートが必
要であった。
その反面、5 年という時間の経過とともに《生き方を整理できた強さ》も見られた。被災直後
から暫くは生きることに必死だったが、住む場所が落ち着き始めると、ようやく自分の健康を意
識することができるようになり、現状の生活環境から健康的な生活の取り戻しを見出していた。
（3）【復興住宅の生活支援】
復興住宅では、過去の大規模災害被災地の経験を参考にしながら、
《LSA の役割の明確化と生
活支援》が進められていた。LSA が高齢者の相談にのり、自治会長との間の調整役割も果たし
ていた。また、
《自立を妨げない生活支援》として自主的活動をサポートし、住民と LSA が支
えあう体制を大切にしていた。しかし、集合住宅での生活経験が乏しい高齢者の《復興住宅にお
けるコミュニティ再生の難しさ》も顕在化していた。
（4）【経済格差の顕著化】
仮設住宅から自宅を再建して転居していく住民、復興住宅に入居する住民と 2 通りに別れ、
《生活再建力の格差の表面化》が顕著に表れていた。震災前の保険加入状況は住宅再建に関係し、
公営住宅への転居には家賃が発生する。そのため、経済的な問題を抱える高齢者やその家族にと
っては、容易に希望する住宅へ転居できない現状があった。
支援者が震災後によく聞く言葉に「お金がない」があり、医療機関への定期的な受診や内服薬
の処方、歯科受診や義歯の作成、眼科や皮膚科疾患の治療など生命に直結しない症状の管理は後
回しになり、《衣食住以外の生活費の制限》を強いられる高齢者の存在も明らかになった。

3．過疎地域と都市部の復興住宅に居住する高齢者支援に向けた課題
前述のように東日本大震災から 5 年が経過した過疎地域での調査結果を基に、阪神淡路大震災
を経験した都市部の調査結果の一部と比較しながら研究者間でディスカッションを行い、分析の
精度を高めるとともに課題整理を行った（表 1）
。
未だに仮設住宅居住が続く世帯がある中、新築の復興住宅への転居や自宅再建を果たした世帯
があるなど住民の生活基盤が変化してきていることから、生活復興感の差が顕著になっていると
言える。高齢者にとっては、戸建て住宅から復興住宅にみられる高層集合住宅への居住スタイル
の移行は負担感が大きく、精神的影響も大きいことが推察された。
さらに、高齢者にとっての住み慣れた地域とは、幼少期からの思い出とともに形成されている
と考えられ、街の景観の変化により、幼少期から生活する地域であってもふるさとの喪失感を持
つものであると思われた。また、元の地域やこれまでのコミュニティに帰ることができないこと
は、復興住宅で新たなコミュニティ再生の困難感を高めていると思われた。
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表1

大規模な震災被災地である都市部と過疎地域の復興住宅に居住する高齢者像
都市部

復興住宅の高齢
者の生活・思い
の捉え方

過疎地域

・仮設住宅を短期間で退去していた。
・災害前から集合住宅に居住の人が多かっ
た。
・地方出身者または関西圏内移動者の被災
でもあった。
・工業地帯であり、労働者とその家族、独
居など様々な背景の人が居住している。
・被災後、都市整備計画の中でさらに都市
化が進んだ。
・街がきれいになり住みやすくなったと話
していた。
・はじめから街は変化するものであり、自
分はそこに身を置いている意識があるの
ではないか。
適応性が高い。
・ふるさとは、現在の居住地以外にあると
捉えている人が多いのではないか。

・仮設住宅での生活期間は 4〜5 年を要し
た。
・戸建て住宅から集合住宅への転居で慣れ
ない住環境となった。
・住み慣れた地域での被災であった。
・漁業、農業が主産業の地域である。
・津波で街の景観を失った。
・盛り土により住み慣れた土地の土を失っ
た。
・幼少期から知る土と違うと住民は話して
いた。
・新しい生活に適応することが大変であ
る。

・昔ながらの家族の繋がりや地縁、血縁は
残っている。

海外の津波被災地であるインドネシアの復興住宅を例にすると、理想の復興住宅と報道された
評判のよい住宅であるにも関わらず、空き家が目立つという現状がある。支援する側の論理だけ
ではなく、支援される側の論理を考え、生活者にどのような思いが込められているのかという観
点7）でも考察を深める必要がある。

Ⅳ

ま

と

め

東日本大震災から 5 年が経過した本調査の地域は被災復興期が続いている。住み慣れた地域の
景観が一変するとともに生活が大きく変化した高齢者は、新しい環境への適応に苦悩し心の傷を
抱える、また経済的な問題が生活の再生を妨げている可能性があった。一方で、生き方の整理と
いう生の強さを見せ、地域の住民や支援者に支えられていた。
就労人口の減少や経済格差が及ぼす影響、地域医療の問題、地域特性に応じた計画的なまちづ
くりは、災害復興と高齢者の健康問題に大きく影響する。つまり、災害は日常生活の延長上に突
然起こる異常事態であり、社会や地域が抱える課題が復興に影響するものである。
今後は調査区域や事例数を増やし、都市部高齢者、過疎地高齢者について、災害発生後の健康
問題予測と比較を行い、生活環境特性を捉えた災害に強い生活環境の在り方の検討を重ねてい
く。
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アメリカの倫理コンサルテーションを見学して

大

西

香代子

Ⅰ．は じ め に

倫理コンサルテーションとは、
「患者、家族、代理人、医療従事者、その他の当事者が、ヘル
スケアの実践や展開で生じる価値問題の不確かさや対立に取り組めるように援助する、個人や少
人数のチーム、あるいは委員会によるサービス」と定義されている（Aulisio et al., 2000）。アメ
リカで始まったものであるが、日本でも 1990 年代後半からこういった臨床倫理の問題に対処す
るための臨床倫理委員会が一般病院に設置されるようになってきている（藤田・赤林，2012）。
全国の臨床研修指定病院を対象に行われた調査（長尾ら，2005）では、倫理コンサルテーション
の仕組みがあると回答した病院は 24.7％ に留まっているが、2012 年に日本集中治療医学会評議
員の所属施設 164 病院を対象とした調査（田村，2013）では、臨床倫理に対応する委員会（研究
倫理委員会あるいは治験委員会と兼ねているものを含む）が設置されているのは 85％ と増加し
てきている。
しかし、まだすべての病院がこのようなシステムを備えているわけではなく、臨床倫理委員会
が設置されていない病院の医療者でも利用できるように、浅井らはオンラインを利用した少人数
チームによる「臨床倫理コンサルテーション」を 2006 年から開始した（福山・浅井，2008）。こ
れは、E メールまたは FAX で相談を受け付け、相談内容に基づいて専門・職場・性別・年齢の
異なる 3 名の倫理コンサルタントがメールでのやりとりをしながらケースを検討、全体をとりま
とめて回答する、というシステムである。これは 2013 年まで続けられ、7 年間で 77 件の相談が
あったとのことである1）。
筆者らは科研費の助成を得て、精神科医療に特化したオンライン倫理コンサルテーション・シ
ステムを立ち上げることとなった。そこで、2015 年 8 月に倫理コンサルテーションに関する権
威であるマーク・アウリシオ（Mark Aulisio）教授のもとを訪ね、教授の属するケース・ウエス
タン・リザーブ（Case Western Reserve）大学の研修先である 3 つの病院で精神科医療と倫理コ
ンサルテーションについて学んできた。本稿では、倫理コンサルテーションに焦点をしぼり、そ
の研修結果を報告する。
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Ⅱ．研修先の病院

今回の研修先はアメリカ、オハイオ州クリーブランドで、エリー湖の南岸に位置するところで
ある。かつて鉄鋼の町として栄えたが、現在では医療が一大事業とされるほどで、ケース・ウエ
スタン・リザーブ大学は、全米でもトップクラスの大学である。研修先のメトロ・ヘルス医療セ
ンター（Metro Health Medical Center）は市街地にあるが、大学病院（University Hospitals of
Cleveland）と退役軍人病院（Veterans Affairs Hospital）は、大学のある静かな文教地区に位置し、
近くにはクリーブランド美術館、クリーブランド・オーケストラの本拠地であるセヴェランス・
ホールなどがある。
いずれの病院でも、院内をパトロールしている警官の姿を見かけたが、アメリカでは普通のこ
とらしい。特に、メトロ・ヘルス医療センターでは、研修を受けるためにまずセキュリティ部に
行き、そこでパスポートを渡して訪問者バッジをもらう必要があった。セキュリティ部にいるの
は病院雇用ではあるものの、本物の警官とのことだった。メトロ・ヘルス医療センターは、現在
は郡が運営しており、大学病院と並んで中核の病院である。
大学病院は、玄関周辺にいくつもの広々とした待合室があった。ごく一般的な家庭にあるよう
なカーペット敷きで、ソファ、テーブルが置かれていて、壁には絵があり、台には大きな絵皿が
飾られているのが印象的だった。専門的な医療を行っているが、とりわけ新築されたばかりの癌
センターや、様々な動物のオブジェや絵が飾られた小児病棟は見学者が絶えないとのことだっ
た。
退役軍人病院は、南北戦争後に作られた国（退役軍人省）の運営する病院で、全国に 162 病院
あり、2300 万人をカバーしているアメリカ最大の病院組織である。ここクリーブランドの退役
軍人病院は、玄関を入ったところにも椅子がたくさん置かれていて、案内係のカウンターもあ
り、日本の病院外来と似た雰囲気があった。患者さんたちは、概ね高齢の男性で、杖を使用して
いる人も多かったが、文字通り退役軍人の治療を行うという病院の性格を考えると当然なのだろ
う。申し合わせたように野球帽をかぶり、何をするでもなく椅子に座り、やってきた患者同士で
挨拶し話をしている。顔見知りが多そうで、そんなところも日本の待合室を思い起こさせた。退
役軍人省に属する国立医療倫理センター（National Center for Ethics in Health Care）が出してい
る倫理コンサルテーションのマニュアル2）は、多くの病院で使用されている。

Ⅲ．研修先の 3 病院における倫理コンサルテーション

いずれの病院でも、倫理コンサルテーションを担当しているコンサルタントに話を聞いたが、
概ね同じようなシステムであったので、全体をまとめて述べる。
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1．臨床倫理委員会と倫理コンサルタント
まず、倫理コンサルテーションの仕組みとして、臨床倫理委員会が存在しているが、複雑で十
分な検討が必要な臨床倫理（case ethics）問題の場合のみ委員会が開催され、話し合われている。
また、倫理的問題が生じないようにポリシーを制定したりシステムの改善を図ったり、あるいは
スタッフへの倫理研修などを担当するのも、この委員会の役割である。なお、委員会メンバーに
は病院とは直接の関係をもたないコミュニティの住民も入っている。
臨床倫理委員会は多様な視点からの検討が可能で、望ましい方法ではあるが、委員は院内外で
の通常業務もあって忙しく、相談があるたびに委員会を開催することはできない。そこで、日々
生じる臨床倫理の問題には、複数の倫理コンサルタントが 24 時間 365 日対応で相談に応じてい
る。コンサルタントのバックグラウンドは哲学倫理や医学、看護学、ソーシャルワーク、宗教な
ど様々であるが、皆、倫理に関する専門教育を受けているとのことであった。また、倫理コンサ
ルタントは倫理コンサルテーションの専門的トレーニングを受けており、どの病院でも臨床倫理
委員会の委員または委員長を兼務していた。
倫理コンサルテーションは 1980 年代にスタートしたが、当初は、病院内の警察（Police）のよ
うに受け取る人も多く、相談してもらえなかったという。特に、外科とがんの医師は相談したが
らない傾向が強かったが、次第に「手助けするためにいる（We are here to help you.）」というこ
とが理解されるようになり、30 年経過した現在、臨床倫理委員会、倫理コンサルテーションは、
広く利用されているという。相談件数は月に数件（メトロ・ヘルス医療センター）から、年に約
300 件（大学病院）までと幅があるが、コンスタントに相談が舞い込んでいる。相談のおおむね
1/3 は看護師から、1/3 は医師から、残りの 1/3 はソーシャルワーカーからとのことである。

2．コンサルテーションの実際
倫理コンサルタントは交代でポケットベルを持ち、呼び出しのあった部署にすぐに連絡をと
る。相談内容を聞き、必要な情報を収集し、相手が何を望んでいるか（どのやり方が倫理的かと
いう答がほしい、自分の判断したことが倫理的だとお墨付きがほしい、どうしたらいいかわから
ないので答がほしい、など）を尋ねて、解決法を示していく。一人で答を出すのが難しい時に
は、チームの他メンバーと意見交換することもあるが、原則として、その場ですぐに回答を返す
ようにしているという。どのケースも今どうするかと困って相談してくるので、待っていること
などできないからである。その回答は、できるだけ相談者を助けて、彼ら自身で解決できるよう
に持っていくようにしているとのこと。相談の過程はカルテに記録され、コンサルタントの意見
は推奨案（recommendation）として記載される。
私たちの訪問中にもポケットベルが鳴り、産科外来より相談が入った。妊娠中の 16 歳女性で、
前回の診察時に聞こえた胎児の心音が聞こえなくなっていたため、超音波検査をしようとした
が、拒否している、との内容であった。背景に父親からの性的虐待があるが、今回の妊娠がその
結果なのか、直接の関係はないのかは不明という。赤ちゃんの命とその患者の命がかかっている
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ので、まずは精神科リエゾンナースにその患者と話をするよう依頼したということだった。
ほかにも、これまでの具体的な相談例を聞くことができた。やはり 16 歳でまもなく出産を迎
えようとしている女性のケースでは、胎児の脳に重大な欠陥が見られ、生後どれくらい生きられ
るかは不明で、分娩にあたっても可能性は低いが大量出血を起こしかねない状態だったという。
しかしその患者は熱心なエホバの証人の信者で、何があっても輸血はしないでほしいと主張し
た。自分の状態や出血して輸血しない場合の結果もきちんと理解しているし、自分の意見もしっ
かり述べられるので、成熟（mature）していると思われた。しかし、自分の生死に係る判断であ
り、16 歳の未成年者にその判断が本当にできるのかということが問題となった。すなわち、ア
セントはできても、決定力をもつコンセント（同意）ができるのかという問題である。なお、彼
女の親も同じく信者で、輸血しないという彼女と同意見だった。アメリカでは 16 歳までは、兵
役につく（即ち、自分の命を犠牲にする）ことや臓器提供など生死に関わる決断は法的にできな
いことになっている。そこで、他のコンサルタントとも検討、本人や家族とも長時間話し合った
結果、やはり 16 歳の脳の発達を考えると未成熟であり、16 歳のときの意見は大人になってから
変わることも多いとして、命に係る場合には輸血を行うと説明して分娩に臨んだ。本人も母親も
その決定には満足していなかったが、幸い、輸血は必要なかった。
また、統合失調症の患者で、凍傷により指が黒く壊死してしまい、切断が必要な状態だが、本
人は頑として認めず、自分はペンキ屋でペンキがついただけ、洗えば治る、と言い張ったケース
もあった。こういうケースでは、家族の同意を得て、手術を行うことになるが、手術後も本人の
納得が得られず、難しい問題だとコンサルタントは悩ましげな表情で語った。精神科疾患の有無
に関わらず、このような場合は家族や後見人（guardian）の同意を得て、治療が行われる。家族
がいないと言われても、できれば家族に決定してもらうのがよいので徹底的に探すが、そうする
と 50％ くらいの割合で、従兄弟や叔父・叔母などやや遠い親戚が見つかるという。
このように手術が必要など深刻な身体的病状で、本人に判断能力がなく、家族も見つからない
場合、治療方針は 2 名の医師が診断した結果を元に臨床倫理委員会が本人の最善の利益を考えて
決定する。積極的（aggressive）過ぎず、控えすぎ（under-treatment）にもならないような方法を
求めて、1-3 時間話し合うという。
患者に判断能力があるかどうかの判断は医師が行っている。たとえば、51 歳男性、糖尿病と
腎不全、指に血行障害があり、切断の必要がある場合を例に、1）自分はどんな状態にあるのか、
2）指切断のメリットはなにか、3）指切断によるリスクはなにか、4）代替治療として何がある
か、5）治療による短期的結果と長期的結果、これらを理解していれば、判断能力あり、とされ
る。医学的な判断にもすべて裁判所の指示をもらうとなると、膨大な手続きが必要になるため、
そのようなことはしていない、とのことであった。後見人が必要な場合は、裁判所の指示が必要
で、この後見人がすべての決定を行う。ただし、後見人がつくと、患者本人は全ての決定権を失
ってしまうため、判断能力が恒久的に失われてしまった場合にのみ後見人を設定することになる
とのことだった。ほかにも、終末期医療に関する相談、家族間での意見の不一致、患者と家族と
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の意見の不一致といった例も多い、ということであった。

Ⅳ．お わ り に

先に述べたように、日本でも倫理的問題のある臨床ケースを検討するために臨床倫理委員会を
設置する病院は増加してきている。しかし、委員会での検討は、時間がかかり、現場の要求に応
えきれない場合も多い。このような場合に、専門的な倫理コンサルタントがその場でどうすれば
いいかを教えてくれるなら、大変便利だろう。コンサルタントによる相談であれば、緊急性の高
い状況にも対応が可能となるわけだが、一人もしくは少数で検討するがゆえに、コンサルテーシ
ョンの質は、コンサルタントの個人的資質に大きく左右され、個人的なバイアス（偏見）が入り
込む危険性も高くなると言われている（永野，2008）。優秀な倫理コンサルタントの養成が欠か
せない。
アメリカでは入院期間が短く、医療者が一人一人の患者と関われる時間は少ないとの事情もあ
り、倫理的問題を倫理コンサルタントに任せることができるのは、診療の効率化という点でもメ
リットがあるのだと思われる。しかし、どうすることが患者にとってよいことなのかという問い
を抜きにして、看護の場は成り立つものではないと言われている（高田，2003）ように、倫理的
判断や倫理的思考をすべて倫理コンサルテーションに委ねてしまうことは不可能であるばかりで
なく、ケアの質の低下にもつながりかねない。現場の医療者も常に倫理を意識し、解決の困難な
問題や外部の意見を聞くべき問題に直面したときには、相談できる体制がある、というのが理想
だろう。

注
１）この相談件数は、2014 年に筆者が浅井篤氏より直接聞き取ったものである。
２）現在は第 2 版が出されており、以下のサ イ ト で 入 手 で き る。http : //www.ethics.va.gov/docs/integratedethics/ec_primer_2nd_ed_080515.pdf#search＝’VA＋Ethics＋consultation’
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看護学先行研究からみた臨地実習指導者の現状と課題

二十軒

温美

Ⅰ．は じ め に

看護基礎教育は、専門化し複雑化する高度な医療に対応できる能力・観察力・判断力を学ぶと
ともに、地域・在宅における看護サービスの領域にも対応できる、能力の基礎づくりが求められ
る（藤岡ら、2002）。看護基礎教育における臨地実習（以下、実習）の目的は、健康問題を持つ
人や危機的状況にある人の尊厳や自由・苦痛の意味を考え、看護とは何かを問うプロセスを学
び、看護を展開し看護観を形成することである（文部科学省、2002）。実習を効果的に行うため
に、厚生労働省（2011）は既習の学習や看護技術を組み合わせ、より良い看護を提供できる指導
方法の提案を示している。また、海外の実習に関する先行研究からは、良い学びになる実習環境
として、臨地実習指導者（以下、実習指導者）がロールモデルになる効果や、実習場の雰囲気の
大切さ（Jonsén et al, 2013）、教員と実習指導者の意思決定や問題解決の手法の共有（Atack et al,
2000）、教員と実習指導者の協働の重要性（McSharry et al, 2010）をあげている。
実習指導者は、実習の中で学生の学びを充実させるという大きな役割を担っている。実習指導
者の具体的な役割内容は、学校側との打ち合わせや、実習環境の調整・受け持ち患者の看護につ
いての直接指導・学生との面談やカンファレンス・記録の点検・実習評価などである（藤岡ら、
2004）。実習指導者には多岐にわたり業務があるが、これらの役割は職種として固定された役割
ではなく、組織から要請されたキャリア形成上の一時的な役割である。看護職の定数配置につい
ては実習指導者が考慮されておらず、配置規定についての明記も少ないため、実習指導者の多忙
を増幅させる状況となっている。現行において実習指導者が 2 人以上配置されていることが望ま
しいとされているが（厚生労働省医政局看護課、2013）、看護師不足からくる多忙や 7 対 1 看護
体制から、実習指導者が病棟業務と兼務していることが多く、実習指導のみに専念することは難
しい。夜勤明けや休みのため実習指導に関われない場面もある。実習指導者を専任配置すること
の絶対義務がなく、同じ病院のなかでも病棟それぞれの管理者の考え方等によって、実習指導体
制が異なる現状である。
また実習の現場となる病院では患者の在院日数の短期化・患者の安全確保・患者の権利の尊重
など社会状勢の変化から、実習の範囲や機会が限定され、実習が十分に展開されにくい状況が起
きている。この状況の中、指導を行うことに多くの問題・課題が実習指導者にはあるとともに、
役割を行うことによる良い経験や学び・自己の成長を実感できることもあるのではないかと推察
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する。実習指導者が役割を遂行する中で、実際にどのような問題・困難・成長・達成感・ジレン
マ等があるのか明らかにし先行文献を概観することで、今後の実習指導体制の更なる充実や指導
者育成に役立つと考える。本研究は、実習指導者に関しての研究がこれまで何に着目し行われて
きたのか文献検討から明らかにし、実習指導者が役割を遂行する中で、どのような現状・課題が
あるのか先行研究から把握する。

Ⅱ．目

的

実習指導者に関する既存の先行研究から、研究が何に着目され行われているのか明らかにし検
討する。

Ⅲ．方

法

1．用語の定義
臨地実習指導者（実習指導者）：病院または病棟管理者から実習指導者の任命を受け役割付与
されている看護師のこと。

2．対象文献の選定方法
研究対象は、まず医学中央雑誌（以下、医中誌）Web 版を用い、2001 年から 2013 年に投稿さ
れた国内の文献とした。「臨床実習」「看護学教員」「意識調査」「質問紙法」「指導者」「専門職の
役割」
「看護師」「教員−学生関係」を検索式にかけ原著論文、会議録、解説も含め抽出した
（2013/10/16 検索）
。さらに MEDLINE と CINAHL のデータベースを用いて「nurs＊」「student」
「clinical placement」
「qualitative study」のキーワードを使用し、2001 年から 2013 年に投稿された
英語論文のものを抽出した（2013/09/10 検索）
。2 つのデータベースから抽出した論文を精読し、
実習指導者の現状に焦点を当て、研究目的と結果に信頼性・妥当性のある論文を選定した。

3．分析方法
対象文献の内容を精読し、
「研究目的」の項目を要約し、タイトル・筆頭著者・発行年・研究
目的を表にまとめた（表 1）。文献各々のタイトル・研究目的・内容からキーワードを抽出し、
相違点・共通点で比較を行い分類した後にテーマをつけた。テーマごとにどのような研究結果が
明らかになっているのかを示し、実習指導者に焦点をあてている文献の結果から考察した。
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表1
タイトル
Effective Clinical Teaching Behaviots（ECTB）
評価スケールを用いた看護実習指導の分析
−第 1 報−
実習指導者の看護学実習における指導上の困
難とその関連要因
看護学臨地実習における教材化の臨床実習指
導者と教員の比較
臨地実習指導者と教員間の連携に向けた実習
説明会

分析対象論文の概要

筆頭著者名 発行年
中西啓子

研究目的

2002 ECTB が実習指導の指針になるのかを調査する。 指導の視点

2004 実習指導者の教育的アプローチに影響を及ぼす背
景要因を明らかにする。
島田悦子 2005 臨床実習指導者および教員の教材化の視点とその
影響因子を明らかにする。
原江里子 2006 実習説明会の後に指導者が病棟看護師に説明会で
の内容をどのように伝えているか、また臨地実習
指導場面における困難、指導者が知りたいと考え
ている内容は何かを明らかにする。
臨地実習指導者と看護教員の実習指導の実態 渡邊正人 2006 臨地実習において実習指導者と看護教員がどのよ
うなことを重視して指導しているかを明らかにす
る。
基礎看護学実習における教員と臨床指導者の 野崎真奈美 2007 基礎看護学実習における教員と臨床指導者の役割
分担および連携のあり方について明らかにする。
連携のあり方−お互いに期待する役割の分析
−
看護学実習における実習指導者と教員の協働 椎葉美千代 2010 看護師養成所での看護学実習を基に、実習指導者
に影響する要因
と教員の協働に影響する要因を明らかにする。
臨地実習指導者の実習指導上の困難とサポー 志田久美子 2010 実習指導者が実習指導者講習会でどのようなこと
トのあり方の検討−臨地実習指導者講習会で
を学びその後どのように学生指導を行いその指導
の学びとの関わり−
の課程でどのような困難を抱えているかを明らか
にする。
実習指導者が指導者としての役割を遂行して 志田久美子 2010 実習指導者講習会を終了した実習指導者は、講習
いく課程とその影響要因
会でどのような経験をし、それをどのように役立
てて指導者としての役割を遂行しているのか、ま
たその影響要因を明らかにする。
実習指導者専任化体制に関する実習指導者及 三木恵里香 2010 基礎看護学実習Ⅱにおける実習指導者専任化体制
への取り組みに関する実習指導者及びスタッフの
びスタッフの意識−基礎看護学実習Ⅱにおけ
意識を明らかにする。
る取り組み−
看護教員が期待する臨地実習指導者の役割− 山田聡子 2010 看護教員が期待する実習指導者としての役割項目
の収集・整理を行う。
フォーカスグループインタビューに基づく検
討−
学生の看護実践能力を育成するための看護基 滝島紀子 2010 学生の看護実践能力を育成するための看護基礎教
育における課題を明らかにする。
礎教育における課題−臨地実習指導者からみ
た臨地実習における学生の学習上の困難点か
ら−
臨地実習指導者の看護教員との連携に関する 詰坂悦子 2011 実習指導者が看護教員と連携をとっているタイミ
意識調査
ング・看護教員と連携をとっている内容の実態を
把握する。
看護系大学生の臨地実習に初めて関わった実 原田恵子 2012 臨地実習に初めて関わった実習指導者のとまどい
習指導者のとまどい
を明らかにする。
実習指導に対する病棟看護師の問題意識と役 安永奈穂子 2012 指導に関わるものが学生に対しどのような意識や
割認識
態度をもって関わっているのか、臨地実習指導の
役割を持つ者と日々の実習指導の者で問題意識の
検討をする。
実習指導者の実習指導に前向きに取り組むた 井上留美 2012 実習指導者が抱いている実習指導上、大事にして
いる事、やりがいや課題意識を明らかにする。
めの課題−実習指導の原動力となる思いを通
して
学生にとって学びの多い臨地実習を可能にす 滝沢紀子 2012 教員・実習指導者それぞれが整える実習指導体制
にはどのようなものがあるのか明らかにする。
る教員と実習指導者の連携のあり方−実習前
・中・後における連携を図るさいのポイント
に焦点をあてて
臨床看護学実習に対する病棟スタッフの意識
市川睦
2012 実習指導者として学生にたいして一貫した指導を
調査
していくため病棟スタッフに対してどのように働
きかけることが必要かを検討する。
大学病院実習モデル病棟での慢性疾患看護実 田所良之 2012 大学側・臨床側双方にとって互恵的な実習となる
ことを目指して協働的取り組みの報告。
習における教員と病棟実習指導者との協働的
取り組み
臨地実習指導における j 実習指導者と教員の 滝沢紀子 2013 臨地実習における実習指導者と教員の協働のあり
方を考える手がかりを得て、実習指導者と教員の
協働のための要件−実習指導者の教員に対す
協働のための要件を明らかにする。
る要望から−
臨地実習における看護師の役割とその実態
治田裕子 2013 臨地実習における看護師の役割を明らかにする。

学生の学習する権利に影響する要因と権利を
保障するための実習指導−教員と実習指導者
のグループディスカッションから−

細田泰子

武用百子

表題・目的・
結果からの
キーワード

実習指導者
の困難
指導の視点
実習指導者
の困難

指導の視点

実習指導者
の役割 連
携
協働
指導の視点
実習指導者
の役割
実習指導者
の役割

実習指導者
の困難
実習指導者
の役割
実習指導者
の困難

連携

実習指導者
の困難連携
実習指導者
の困難

やりがい

実習指導者
の困難協働

指導体制

協働

協働

実習指導者
の困難実習
指導者の役割
2013 大学教員と臨地実習指導者によるディスカッショ 指導の視点
ンの内容から学生の学習する権利に影響する要因
を検討する。
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Ⅳ．結果・考察

1．検索結果
医中誌 Web 版の検索により 331 件の論文を抽出し、タイトル・アブストラクトから 59 文献
に絞った。MEDLINE では 92 文献、CINAHL では 112 文献が検索され、タイトル、アブストラ
クトスクリーニングを行ったが実習指導者についての論文がなく、実習の在り方について述べら
れた論文の中に、実習指導者の役割が記述されている 3 文献であった。以上より医中誌 Web 版
59 文献から信頼性・妥当性を考慮し、22 文献を対象論文として抽出した（図 1）。
研究発表年を概観すると、2010 年・2012 年に発表された論文数が多い。一つの要因として
「厚生労働省の看護基礎教員の充実に関する検討会の報告書」（2007）が打ち出され、臨地実習に
関して教員・実習指導者の現状やあり方の報告が行われたことが関係するのではないかと考えら
れる。

図1

文献検索過程

2．分析結果
研究目的の内容を要約し、タイトルやキーワードから先行研究にテーマをつけた結果、実習指
導者に焦点を当てた先行研究は「指導の視点」「実習指導者の役割」「実習指導者の困難（とまど
い）」「協働」「連携」「やりがい」に分類された。

3．先行研究の結果と考察
1）「指導の視点」について
実習指導者は、学生が受け持ち患者への理解が進み、根拠に基づいた看護過程が展開できるよ
うに指導を行う。また学生が受け持ち患者との関係性をつくることができることや実習態度を正
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しく身につけることに関しても指導の視点としていた（島田、2005）。一方で学生の実習態度は
実習指導者の指導の視点として重要視せず、それよりも実習環境の調整を重点としている研究結
果もあった（渡部、2006）。実習指導者が指導の視点をどこにおいて役割に取り組むかは、それ
ぞれの病院と実習を行う学校側との考え方や関係性もあり、病院の組織風土も関係すると考えら
れる。
また近年の学生の特徴として少子化・ゆとり教育・生活体験の乏しさからくる主体性の低下や
読み書き・理解力の低下などの問題がある。学生にとって実習環境は普段の学習の場ではなく、
決められた期間内で実習目標を達成していくことは難しく、実習指導者や教員は指導力を求めら
れる。指導の視点を教員と共に協働・連携していくことが求められると考える。指導の視点は、
実習指導者が自己の役割をどう捉えているかということも影響すると考える。実習指導者講習会
に参加することで指導の視点や役割を理解することができたという報告があり（志田ら、2010）、
教育観の方向性を同じにし、教育効果をあげるためにも、実習指導者に勉強会や講習会受講の機
会が必要であると考えられる。
2）「実習指導者の役割」について
実習指導者の役割は学校側との打ち合わせ・実習環境の調整・学生との面談・カンファレンス
参加・記録の点検・実習評価など、実習目標が達成できるように実習指導がスムーズに行えるよ
うに役割を行う（藤岡ら、2006）。病院によっては実習指導者の役割と内容が整理されマニュア
ル化している病院も増え、実習指導者研修を院内で行っている施設もある。
先行研究では実習指導者の役割は教育的関わりであり、具体的には協力的なかかわり・アドバ
イスの提供・ケアへの参加・ロールモデル・全体像把握としており、教員とは違う役割のあり方
を述べている（野崎ら、2007）。実習指導者講習会に参加することで指導のあり方や役割に関し
て理解出来る結果も明らかにされていることから（志田ら、2010）、実習指導者研修会や実習指
導者講習会を継続する必要があると考えられる。学校側とのコニュニケーションを積極的に図る
ことで、実習指導者が役割を効果的に行うことができる。役割を遂行するためには、実習指導体
制が整い学生を受け入れる組織風土もなければならないと考える。
また、教員側と実習指導者側でお互いの役割の認識にもずれが生じることがあると考えられ
る。山田ら（2010）は看護教員が期待する実習指導者の役割を明らかにしている。期待する内容
は実習指導準備・実習環境の整備・学生の看護実践への支援・学生の学習意欲への支援・病棟ス
タッフ、教員との連携を述べている。お互いの役割にずれが生じないためにも、関係性を築きコ
ミュニケーションを図る必要があると考える。
3）「実習指導者の困難（とまどい）」について
実習指導者の指導上の困難として、指導者が自身の力量を過小評価していることからくる困難
感や、学生・教員・スタッフとの人間関係についての困難が述べられている（細田ら、2004）。
学生の看護基礎教育での学習修得レベルの低さが、臨地実習での指導の困難さを招いているとい
う報告もある（滝島、2012）。実習指導者が役割を行うことにとまどいや困難感を感じる内容は、
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学生の気質も含めた学習能力に対して、どのように指導していけばよいのかということと、さま
ざまな調整に関わる人間関係の難しさがあると考えられる。また実習指導者は業務との兼務をし
ながら学生の指導を行うことが多く、学生に関わる時間がないことも指導上の困難である（安
永、2012）。実習指導者だけでは学生の対応が出来ない場合、病棟のスタッフが学生指導を行う
が、病棟スタッフは、学生の実習状況の理解不足や指導方法に困惑するという報告もある（治
田、2013）。実習指導者を専任化体制にした試みからの報告があり、スタッフの負担が増えたこ
とのとまどいも述べられている（三木ら、2012）。
このように実習指導者の困難の要因の 1 つには、実習指導体制があげられる。実習指導体制と
は、勤務状況・看護師人員配置等の体制の内容から、実習環境と捉えられる患者の状況、病棟の
ケア物品の充実、カンファレンスルームの確保等の内容まで幅広いものを示す。文部科学省
（2002）は、実習指導体制の問題点について高度な治療処置を要する患者が集中し、身体侵襲を
伴うための教材化が難しいことをあげている。在院日数が短くなり、変化の多い急性期の患者を
受け持つことが多いことから、実習指導体制をさらに整え実習指導の困難への対処を行うことが
今後の課題であると考えられる。
4）「協働」について
実習指導者と教員の協働に与える大きな要因は、1 か所の病棟において異なる教育機関・教育
課程の実習グループが年間に複数回、実習を行うことや、両者（病院側と学校側）が会議を適宜
持てない状況・カンファレンスに参加・教員の指導体制であるとしている（椎葉ら、2010）。そ
して協働には両者の関係性・共通理解・情報の共有化・役割の明確化・役割遂行が必要であると
述べられている（滝沢、2012）。実習指導者は教員・スタッフと協働しなければ実習目標の到達
や学生の実習環境を向上していくことはできないため、それぞれが同じ認識に立ち協力していく
必要性が明らかになっている。教員の交代・実習指導者の移動などにより、実習施設・病棟と学
校側の関係性を深めることに困難があると考えられる。協働していくためには、相互理解・関係
性の構築が課題であると考えられる。田所ら（2012）は、協働していくために全ての病棟に教育
担当副師長を配置し、相互理解が図れるように窓口になることや、学生の学びの到達度にも関心
を寄せ調整を行うことを実践している病棟の報告を行い、固定した実習担当者を配置することで
協働への効果が得られることを明らかにしている。
5）「連携」について
実習指導者と教員との連携について、調整を綿密に行いお互いが歩み寄る姿勢が必要である
（野崎、2007）。最も連携している内容項目は、
「学生の個人状況」についてであるという結果も
ある（詰坂、2011）。看護師経験が長い者や実習指導者講習会を受講した者は、連携の役割がよ
り行えていることも述べられている（原田ら、2012）。先に述べた協働と連携については、役割
を行っていくためにお互いの理解と関係性を良くすることや連絡・報告を密に取ることがあげら
れている。
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6）「やりがい」について
実習指導者のやりがいや喜びに感じている内容は、「学生の成長を目の当たりにすること」「指
導が学生に届いていると実感すること」
「患者に良い変化が生じること」などが明らかになって
いる。指導を行い良い結果が見えた時に、実習指導者は達成感がわき、役割にやりがいを感じて
いることが述べられている（井上ら、2012）。実習指導者を取り巻く困難はあるが、やりがいを
感じなければ困難なことを解決していく原動力にはならないと考える。

Ⅴ．結

論

実習指導者に関する先行研究（2001〜2013）の内容は、指導の視点・実習指導者の役割・実習
指導者の困難（とまどい）
・協働・連携・やりがいに関してのものであった。実習指導者は指導
者としての役割や指導の視点を研修会・講習会等に参加することで構築していた。実習指導者に
は、実習指導体制からくる指導の困難や自己の指導者としての力量を自己評価する中でのとまど
いがある中で、役割を遂行している実習指導者が多い報告もあった。その中でやりがいを見出し
ている研究結果もあり、今後マンパワーの問題や実習のあり方の検討も必要である。実習指導者
の経験が看護者としてのキャリアアップとなり、看護基礎教育の実習指導を質的に向上できるよ
うに、施設側と学校側で実習の目標・到達度等を共有し、お互いの教育観をすりあわせる必要が
あると考えられる。

研究の限界
本研究は、医学中央雑誌のベータベースを用いて得た情報を利用しており、データベースの特
徴や範囲に限界があると考えられる。
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【調査報告】

沖縄県久高島の年中行事 ハティグヮティ
──2014 年から 2016 年の現状──
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久高島は沖縄本島の南東部に位置し、南城市の安座間港から 1 日 5 往復の船便で本島との往来
が可能である。現在の人口は約 270 名であり、実際に島で生活をしている人は約 170 名程度であ
る。島には琉球七御嶽のひとつであるフボーウタキがあり、神の島と呼ばれている。古くから神
行事が住民の生活の中に息づいており、現在でもその多くが継承されている。1979 年には年間
28 の神行事が執り行われていた。
しかし、特に 12 年に 1 回執り行われる、島の女性が神女（ハミンチュ）として就任する儀式
であるイザイホーは、久高島において大切な神行事のひとつであるが、1978 年に行われて以来、
1990 年、2002 年、2014 年には行われていない。久高島に生まれ育ち、久高島の男性と結婚し、
他の男性と関係をもったことがない女性にイザイホーを受ける資格が与えられ、イザイホーを受
けた女性は神に祈ることができ、神行事を支えていた。
2016 年現在、久高ノロ、外間ノロ、根神（ニーガン）は不在であり、年中行事を行うことが
できる神女は現在 3 名と言われている。しかし、そのうち 1 名は高齢であり、主として若い 2 名
の神女に支えられている。神行事においては神女が久高ノロや外間ノロの役割を代行している
が、できることとできないことがあり、古来のままの行事を執り行うことが不可能である。
久高島の男性は年齢によって神行事における役割が分けられていることが多い。男性は 15 才
になるとンナグゥナーと呼ばれ、正人（ショウニン）になるための準備期を迎える。そして、16
才になった正月に、外間殿において根神とノロに盃を捧げ、正人として承認される。正人は 16
才から 70 才までの男性を指し、年齢によって 16 才〜20 才をシマリータ、21 才から 50 才をウプ
グロータ、51 才から 70 才を大主（ウプシュ）と呼んでいる。また、多くの神行事で司祭などの
役割を担う男神としてのソールイガナシーは 2 名であるが、イザイホーを受けた女性を妻に持つ
大主のうちで、おおむね年長者から順に毎年 1 名ずつ就任する。任期は 2 年であり、2 年目は兄
ソールイガナシーと言われ、1 年目とともに行事を行いながら、様々なことを伝承していた。し
かし、現在はソールイガナシーも不在のため、神行事での役割は区長が代行している。
現在、年中行事の中でも、旧暦の 8 月に行われるハティグヮティと、シャクトゥイを含めた旧
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正月の行事は、村行事としてほとんどの島民が参加しており、観光客の見学や参加も可能とされ
ている。本稿では、年中行事の中でも村行事として全員が参加して行われているハティグヮティ
に筆者が参加し、島民の方々から教えていただいた事や参考文献をもとに解釈を交えながら記録
した。

1．現在のハティグヮティについて

ハティグヮティは旧暦の 8 月 10 日、11 日、12 日に行われており、八月マッティとも言われ
る。2014 年、2015 年、2016 年に行われた内容をもとに、概要を表 1 にまとめた。

8 月 10 日（旧暦）
朝がみ
朝がみとは朝に行われる御願を意味し、朝マ
ッティとも言われる。午前 10 時ごろから神女
と区長が久高ノロ家、久高殿、シラタルー（久
高殿横）
、外間ノロ家、外間殿、ファガナシー
（外間殿横）、大里家をまわり、御願がおこなわ
れる。
スバサシ（写真 1）
午後一番に各家でスバサシを準備して家屋の
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写真 1

スバサシ

表1
日時（旧暦）
8 月 10 日
ハティグヮティ
午前 10 時ごろ
午後一番
午後 5 時から

現在のハティグヮティの概要

行事

朝がみ
スバサシ
夕がみ
グゥルイ

場所

概要

久高殿・外間殿
など
各家
久高殿庭
久高殿庭

午後 7 時ごろ終了
8 月 11 日
ヨーカビー
午前 10 時ごろ

タキマーイ

外間殿
フボーウタキ
午前 11 時ごろ
ボンウキャーの ボンウキャー
迎え
午前 11 時半から 神酒集め
外間殿出発
午後 3 時ごろ終了
久高殿に戻る
午後 5 時から
夕がみ
久高殿庭
グゥルイ
久高殿庭
午後 7 時ごろ終了
8 月 12 日
テーラーガーミ
午前 7 時集合
8 時出港
11 時半ごろ帰港
午後 4 時ごろ

神女による御願
家屋の四隅にスバを差して悪いものから守る
神女によって健康祈願のティルルが歌われる
神女、島の女性による円舞、悪いものを追い払う意
味がある

神女と島の女の子が外間殿を出発し、フボーウタキ
で健康祈願
区長と男性が、タキマーイから戻る神女たちを出迎
える。神女たちのカチャーシー
島人が各家を回って神酒を集める
神女によって健康祈願のティルルが歌われる
神女、島の女性による円舞、悪いものを追い払う意
味がある

アンティキャー 漁港

正人たちによる追い込み漁
帰港後、捕れた魚を港で刺身にして
夕方の行事にて振る舞われる
テーラーガーミ ハンチャアタイ 大主（51 から 70 才の男性）による
ユーウラヌ浜
太陽神が島を守るという意味のティルルが歌われる。
久高殿
最後にユーラス浜にて男性に刺身が振る舞われる。
すもう大会
ユーウラヌ浜
その後、女性にも振る舞われる。

四角に差す。スバサシは島に自生する桑の葉とススキを束ねて作られており、家に入ろうとする
邪気のような悪いものを追い払うためのものである。島の全ての家の軒先に見られ、その後の 3
日間はそのまま家を守っていた。また、この日は午後一番にスバサシを差した後は、仕事をして
はいけないと言われている。仕事をすると怪我
や事故などの悪いことが起こると考えられてい
る。8 月は 1 年の間で悪い月であるが、その中
でもこの 3 日間は特に邪気が舞い込む悪い日と
言われている。
夕がみ（写真 2）
夕がみとは夕方に行う御願を意味し、夕マッ
ティとも言われる。久高殿庭に島人が集まり、
午後 5 時、久高殿の前に 2014 年は 3 名、2015
年、2016 年は 2 名の神女が、座って鳳凰に捧
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写真 2

夕がみ〜神女のティルル〜

げる健康祈願のティルルが歌われた。ティルルとは神に捧げる祈りの歌である。村人は久高殿に
向かって右側に男性、左側には女性や子ども、中央には神役を退任した女性たちと観光客が座っ
た。
グゥルイ（写真 3）
神女のティルルで祀りが始まると、神女と島
の女性たちによる「ナオトミ主」をはじめとし
た 5 曲程度の円舞が行われた。神女は白衣、女
性は紺地のウチンシーをまとっている。円舞が
終わると、村人による踊りや三線などが三々
五々奉納され、中締めのカチャーシーのころに
はリラックスした場となり、誰でも参加でき
る。見物人にはお茶やビールや泡盛が、
「あえ
写真 3

もの」または「さしみ」と呼ばれる大根のしり

グゥルイ

しり（しりしりと言われる調理器具を用いて細切りにしたもの）と刺身の酢あえものと共に振る
舞われた。グゥルイという言葉は狂うという意味があり、狂ったように踊ることで、悪しきもの
をはね除けるという意味を持っている。

8 月 11 日（旧暦）
この日はヨーカビーと言われ、1 年の中で最も悪い日と考えられている。
タキマーイ（写真 4）
午前 10 時、外間殿にて神女による朝ガミの
後、島で生まれ育った女の子が外間殿に集ま
り、神女に連れられてフボーウタキに向かっ
た。フボーウタキでは神女が健康で島を守るこ
とができるように、子どもが元気に成長できる
ように健康祈願がされる。これがタキマーイで
ある。女の子は赤い着物を身につけるとされて
おり、戦前までは赤い胴衣と袴を着用していた
といわれているが、現在は、赤い柄の浴衣や T

写真 4

向こうはフーボーウタキに通じる道

シャツなど赤い色を意識した服装で参加している。
2014 年は 1 名、2015 年は 2 名、2016 年は 5 名の女の子が参加した。現在の参加者は修学未満
の子どもであるため、母親が同伴しているが、その他の人は一切立ち入ることはできない。
タキマーイのときにフボーウタキのなかでは神女たちに神の光が降りてくるが、子どもは純粋
であり、神様の光を受けて溜めやすいので、女の子たちに強い神の光を溜めて村へ持ち帰らせる
という意味もある。
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この日はフボーウタキに通じる道は封鎖され、タキマーイに向かう人以外の立ち入りは禁止さ
れる。
ボンウキャー（写真 5）
午前 11 時ごろ、日章旗と百足を模した旗を
掲げた区長を先頭に、三線や太鼓を持った男性
たちが一列に並んで久高ノロ家を出発し、ボン
ウキャーで神女の戻りを待つ。
新生児が生まれた家は小さな百足旗を作っ
て、子どもを抱いて参加している。
ボンウキャーは地名で、集落の北部にあるフ
ボーウタキへと向かう道の入り口であり、西は
葬所、東はイシキ浜、南は集落である。そこへ

写真 5

ボンウキャー 〜タキマーイから戻って
来た神女を出迎える〜

神女たちが一列に並んで歩いて戻って来る。帰
ってきた神女たちと島の人がカチャーシーを踊り、神女が持ち帰った神の光が出迎えた人々に分
け与えられる。カチャーシーにはかき混ぜるという意味がある。神女が外間殿に戻り、タキマー
イ（前出）を終えたことを神様に報告したあと、島人の三線演奏が奉納され、神女のカチャーシ
ーに続いて島人がカチャーシーを踊った。
神酒集め（写真 6）
午 前 11 時 半 頃、外 間 殿 か ら、太 鼓、酒 瓶、
三線の順に行列をつくって、島の全ての家を回
って神酒を集める。酒瓶はネットに入れられた
大きな硝子瓶で、棒にぶら下げて 2 名で担ぐ。
2014 年 は 主 と し て 20 代 か ら 40 代 の 男 性、
2015 年、2016 年は中学生が担いだ。各家は泡
盛を用意して待っている。各家に着くと、
「酒
三合

やーむされぇの歌」、「お酒を 3 合出して

ください、そうすれば家を守りますよ」という

写真 6

神酒集め

〜外間殿から出発する〜

内容の歌が歌われ、泡盛を瓶にいただく。その後、三線の曲に合わせて家人がカチャーシーを踊
った。再び、「お酒を 3 合いただきました」という内容の歌を歌って次の家に向う。
留守の場合は、家の上がり口に泡盛が置かれている場合もあるが、ない場合は「お酒を 3 合い
ただけませんでした」という内容の歌を歌って、次の家に向かう。担ぎ手も、三線も交代で行わ
れ、3 時頃までかけて全戸を回り、久高殿にもどった。
12 時前から 3 時頃までの行事であるが、冷たい飲み物や食べ物（カタハランブー、芋葛アン
ダギー、天ぷらなど）が準備されている家もあり、それをいただきながら神酒を集めて回った。
カタハランブーは小麦粉とふくらし粉、塩、水を加えて油で揚げたもので、形が妊婦の腹部と
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似ていることからカタハランブーという名前がついており、縁起の良いもので、家庭で作られる
祝菓子である。芋葛アンダギーは芋から作られた葛に砂糖や水を加えて丸めて油で揚げたのもで
ある。
夕がみ
午後 5 時から久高殿庭に全島人が集まり、久高殿庭にて神女の健康祈願のティルルが歌われ
る。この日も前日と同じく島の女性によるグゥルイが行われ、その後、島人の奉納芸、カチャー
シーが繰り広げられた。

8 月 12 日（旧暦）
アンティキャー（写真 7）
アンは網、ティキャーは使うという意味があ
り、沖縄に古くから伝わる伝統漁、追い込み漁
である。これは正人（16 才から 70 才の男性）
によって行われる。この日捕獲された魚は、夕
方の行事の時に振る舞われる。漁は原則的には
3 回行われることになっているが、行事に必要
な分だけ捕獲できるまで、漁は繰り返し行われ
る。早く大漁できれば、早く帰港することにな
写真 7

る。

アンティキャー
刺身にする〜

〜追い込み漁の収穫を

朝 7 時頃三々五々、漁港に集まり準備を始
め、4 隻の船に分乗して 8 時ごろ出港、11 時ごろ帰港であった。
船が港に戻る頃、漁港には漁に出なかった年輩の男性たちも集まり、魚をさばく準備をしてい
る。水揚げされた魚は種類別に分けて山積され、ブダイやゴマモンガラなどの大きな魚は刺身に
された。小さなものは、漁に出た人が分けて持ち帰る。それでも余った分は売られる。ここで、
大きな魚をさばくことができるのは年輩者であり、若い漁師は小さな魚をさばく。年長者を敬う
厳格な観念が生きている。魚のアラはさばいた
人が持ち帰ることができるので、それが人々の
楽しみでもある。
テーラーガーミ（写真 8）
午後 4 時半頃から「大主（ウプシュ）」と呼
ばれる 50 才以上 70 才までの男性たちが、ハン
チャアタイ（集落の中心にあり、天と地を結ぶ
とされる場所）に集まり始められる。2014 年
は根人と 8 名の大主であったが、2015 年は大
主 4 名、2016 年は大主 5 名であった。喪中 の

写真 8
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テーラーガーミ

〜ハンチャアタイにて〜

場合、神行事には出席できない習わしがあり、そのために 2015 年と 2016 年は参加できる者が少
なかった。
ハンチャアタイで神女の祈りが捧げられ、神女が見守るなか、大主たちにより、日の丸の扇を
かざしながらテーラーガーミのティルルが歌われた。ここでのティルルは、この後行われる神事
で歌うための練習であると言われている。終了後、テーラーガーミを歌いながら行列でユーウラ
ヌ浜に向かい、神事が行われた。ユーウラヌ浜での神事は女性禁制であり、男性だけで行われ
る。神事が終わると再び、三角モー（ユーウラヌ浜から上がってきた所にある三角形の広場）か
ら一列に並んで、テーラーガーミのティルルを歌いながら久高殿に戻った。久高殿の前に神女が
座して祈りを捧げるなか、大主たちのティルルが歌われた。そこで神事は終わり、島の女性たち
も加わり、円舞が行われた。その後、男性は平服に着替えてユーウラヌ浜に集まり、神酒と刺身
をいただく。刺身は甘口醤油と酢で和えて、ビニール袋に入れて配られた。このユーウラヌ浜で
の行事は女性禁制であるが、ひとしきり行われた後は、女性も浜に入ることができ、神酒と刺身
をいただいて、日没まで子どもたちの相撲大会が催された。

2．1975 年から 1978 年ごろのハティグヮティについて

1975 年から最後のイザイホーの年となった 1978 年ごろのハティグヮティについて多くの文献
があり、次のように記録されている。

8 月 10 日（旧暦）
ソールイガナシーの各戸まわり
10 日から 12 日の早朝まで、3 日間かけて各戸回りがおこなわれた。ソールイガナシー（男神）
がンナグゥナー（15 才の男）2 名を伴って各戸をまわり、タルマミキを徴収した。タルマミキは
米と麦を炊いたものを発酵させて作る飲料で、行事のために各家で作られていた。
朝ガミ・夕ガミ
朝ガミは 10 時頃から、夕ガミは 5 時頃から、久高殿と外間殿で行われ、村人の健康祈願が行
われた。
ビンヌスーヌー
ビンヌスーヌーとは鳳凰のことである。久高殿庭で夕ガミ終了後、チャティオージ（神扇）
をかざした神女による円舞が行われた。
グゥルイ
ビンヌスーヌー終了後、タムトゥ以下の神女たちで踊られた円舞。終わると大主たちも加わり
カチャーシーが舞われた。
スバサシ
各家で夕ガミが始まるまでに行われた。
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8 月 11 日（旧暦）
タキマーイ
全神女と 5、6 才から 14、15 才の娘が赤い胴衣、下袴を着て参加。外間殿からフボーウタキへ
行き、健康祈願が行われた。
ボンウキャーの迎え
根人、男神職者が根神旗を掲げてタキマーイから帰る神女たちを迎えた。昔は正人全員と新生
男児が祖母に抱かれて参列した。
夕ガミ
村頭のウタイで夕ガミが開始された。

8 月 12 日（旧暦）
アンティキャー
正人たちにより追い込み漁が行われ、行事に使用する刺身が作られた。
テーラーガーミ
大主が午後 4 時頃ハンチャアタイに参集し、ハニマンガナシー（男神）
、アカツミー（男神）
のリードによってテーラーガーミのティルルが歌われた。根神が司祭でソールイガナシーも立ち
会った。

3．かつて（1975 年から 1978 年）からの変遷

ハティグヮティにおいてかつて行われていたことを振り返り大きく変わった点は、夕ガミにお
けるビンヌスーヌーがなくなったこと、ソールイガナシーによるタルマミキ集めがなくなったこ
と、タキマーイでの女の子の参加者が減ったことが挙げられる。
かつて夕がみのときに行われていたビンヌスーヌーという鳳凰の踊りは現在ない。この踊りは
イザイホーを受けた女性が、イザイホーのときに受けたチャティオージ（神扇）をかざして踊
る、神女による円舞である。イザイホーを受けた女性には神行事を行う役職が与えられるが、70
才で役職を退く。その儀式をテーヤクという。イザイホーを受けた女性が全てテーヤクをしてし
まった現在は、ビンヌスーヌーを踊ることが出来る人はいない。
かつてはハティグヮティにおいてソールイガナシーが 3 日間かけて、ンナグゥナーと呼ばれる
15 才の男子を 2 名連れて、各家からタルマミキを集めていた。現在、ソールイガナシーは不在
であり、タルマミキ集めもされてない。かわりに「酒三合」と言われる、神酒として泡盛を各家
から集めて回る行事が行われている。かつてはンナグゥナーが神酒を担いで回ったが、2015 年
と 2016 年は中学生が神酒の瓶を担いで回った。
ハティグヮティは旧暦の 8 月 10 日から 12 日と決まっていて、神酒を集めるヨーカビーと言わ
れる日は旧暦の 8 月 11 日と決まっており、2014 年は 9 月 4 日（木）、2015 年は 9 月 23 日（秋分
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の日）、2016 年は 9 月 11 日（日）であったが、2014 年は平日だったので、中学生は学校に行く
ために祀りに参加できなかった。
タキマーイについても、かつては 5 才から 15 才までの女子があたりまえのように参加してい
たと言われているが、2014 年は 1 名、2015 年は 2 名、2016 年は 5 名と増加しているものの、い
ずれも就学前の数名である。このような現状になっていることについては、現代の母親世代もイ
ザイホーを受けておらず、島の神行事に興味を持っていない母親も多く、タキマーイに参加する
ことが当たり前であった世代からの伝承が途切れてしまったのがひとつの原因ではないかと考え
られる。また、タキマーイも旧暦の 8 月 11 日と決まっており、年によっては平日のこともあり、
小学生、中学生の参加が難しいというのが実状である。
久高島ではイザイホーを受けた女性が神女（ハミンチュ）となり、神に祈る資格が与えられ
る。それぞれが神行事で決められた役割を果たし、行事を支えてきたが、1978 年以来イザイホ
ーが執り行われていないため、神女が高齢化し減少した。そして 70 才で神行事などの役割を退
任するテーヤクを迎えるため、現在は神行事の役割を担うことが出来ない。
また、ソールイガナシーもかつてはイザイホーを受けた女性を妻に持つ大主が就任していたの
だが、現在、ソールイガナシーは不在である。テーラーガーミにおいても、司祭である根神、祭
りをリードするハニマンガナシーやアカツミーが不在であるため、大主だけで行われている。
このように、神役に就任できる人がいなくなったことが、神行事を執り行う上での障害となっ
ている。イザイホーができず、祀りを執り行う神女が減少したことで、かつて行われてきたとお
りの神行事を維持することが難しくなってきている。また、神行事は旧暦で行われるため、平日
にあたる場合には子どもたちが参加できないことなども、これからの課題ではないかと考える。
かつて、イザイホーを受けた女性や、ソールイガナシーを勤めた男性は、すでに高齢であるが、
そのことを誇りに思っており、島民からも敬われている。そして島民は生活の中に神が存在する
島の暮らしを大切に思い、神行事を守ろうとしている。
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フィジカルコンピューティングの教育教材作成の研究

難

波
は

じ

本研究は、東大阪大学情報教育センター長

宏
め

司
に

太田和志先生の、
「情報教育で、フィジカルコン

ピューティングの本来の意味を普及していこう。
」の一言から始まった。それから、大学教員 5
名、高校教員 2 名で研究会を立ち上げ、フィジカルコンピューティングの活用事例、教育展開の
方法などの学習会を実施し、本格的な研究に取りかかろうとした平成 27 年 9 月、太田先生は突
然ご逝去された。太田先生の遺志を受け継ぎ、
「フィジカルコンピューティング」の教育的意義
を考察し、それに基づく教材の研究を行ってきた。

「フィジカルコンピューティング」とは、アメリカ、ニューヨーク大学で始まった、デザイナ
ーやアーティストを対象とした、人間とコンピュータを融合する作品制作の教育プログラムのこ
とである。
その教材の一つとして開発された「Arduino」では、コンピュータの仕組みや電子回路・セン
サ技術を身につけることを目的に、インタフェースや開発環境が整えられている。そのため、技
術者の立場からもエンベデッド（組み込み技術）技術教育の教材としても活用されている。
一方、最近、初等中等教育において、コンピュータ・サイエンス的情報教育が叫ばれるように
なってきており、日本を含むいくつかの国で、小学校からの「プログラミング教育」が実施・計
画されようとしている。それに関連した、「Computational Thinking（コンピュータ的思考）」、「ビ
ジュアルプログラミング」、「アンプラグドコンピューティング」などの教育的取り組みが行われ
ているが、「フィジカルコンピューティング」もその一環として注目を浴びてきている。
こうしたことから、「フィジカルコンピューティング」は、1）人間とコンピュータを融合する
デザイン教育、2）エンベデッド技術教育、3）初等中等教育のおける情報教育

の 3 側面の意義

がある。
本研究の目的は、本来の意味に基づく、
「フィジカルコンピューティング」を普通教育の情報
教育の中で展開する教材の開発である。そのために、最近変貌しつつあるコンピュータ・サイエ
ンスを取り入れた普通教育の実態を調査し、その目的に合う教材を提案、実践することを目的と
している。残念ながら、実践協力予定校の都合で教材開発の実践までには到達しなかったが、平
成 28 年度以降、新たな方向で推進する見通しがついた。本論では、初等中等教育の情報教育と
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しての意義を考察し、それに基づいたフィジカルコンピューティングの教育的意義、発展性の提
案を行う。

1

中等教育における情報教育の推移（アメリカを中心として）

アメリカの高校における情報教育は、一部の学校では 1970 年代に始まっている。その時代の
内容は、大型計算機での Fortran 言語によるプログラミングであった（日本もほぼ同じ）。
アメリカの情報教育のカリキュラムに影響を与えるものとして、ACM（アメリカコンピュー
タ学会）のカリキュラム、図書館協議会勧告、ACM 傘下の CSTA（コンピュータサイエンス教
員協会）が策定した K-12 や K-8 カリキュラムがある。以下それぞれを見ていく。

1.1

ACM カリキュラム

大学を中心としたコンピュータ関連のカリキュラムで、国際的に評価の高いのは、アメリカの
ACM（Association for Computing Machinery）及び電子・電気技術学会 IEEE（The Instituteof Electrical and Electronics Engineers, Inc.）が共同で作成しているカリキュラムである。このカリキュ
ラムはほぼ 10 年ごとに更新され、教育に大きな影響を与えている。高等学校への教育は 1993 年
に発表されたが、それ以前のカリキュラムも影響しているので、最初から見ていく。
カリキュラムの流れを図 1-1 に示す。

図 1-1

1.1.1

コンピュータ・サイエンスのカリキュラムの流れ

ACM カリキュラム 68

1940 年代に開発されたコンピュータは、1960 年代に制御処理システムや OS、プログラミン
グ言語などの基本的な機能が確立し、大学での教育の方法が議論されつつあった。そうした議論

― ７２ ―

をまとめて作り上げられたのが、ACM のカリキュラム（Curriculum 68）である。これは、当時
のコンピュータ教育にとってはバイブルのような存在で、アメリカのスタンフォード大学、カー
ネギメロン大学、マサチューセッツ工科大学のカリキュラムの基本となり、日本でも 1970 年に
京都大学、大阪大学、東京工業大学、電気通信大学、山梨大学に情報系の学科ができたが、その
カリキュラムの基本がカリキュラム 68 であった。また、日本の情報処理技術者試験もこのカリ
キュラムに刺激されて作られたといわれている。なお、このカリキュラムが制定されたときに、
この体系をコンピュータ・サイエンスという名前にすることが決まった。このカリキュラムの科
目名を図 1-2 に示す。

図 1-2

ACM カリキュラム 68

科目名から、内容を再構築してみると、情報教育（コンピュータ・サイエンス）とは、コンピ
ュータシステムを作るためのしくみの学問であり、次の三つの内容に整理することができる。
（1）ハードウェア
・集合論・論理回路・スイッチング回路の基本原理と構成
・メモリ・カウンタ・ゲート・デコーダ・ALU などの基本原理と構成
・ノイマン型その他のコンピュータの基本原理と構成
・通信ネットワークの基本原理と構成
（2）基本ソフトウエア
・タスク管理・ジョブ管理・メモリ管理の基本原理と構成
・OS の基本原理と構成
・データ表現の基本原理と構成
（3）応用ソフトウエア
・アルゴリズムとプログラミング
・課題解決の手法
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・システム開発の基礎（システム開発については別分野）
・情報と社会との関わり、情報モラル
である。そして、この教育において中心になるのはプログラミングである。この教育体系を本
論では以後、コンピュータ・サイエンスと呼ぶこととする。情報教育の初期の段階では情報教育
＝プログラミング教育であった。しかし、プログラミングの指導の拙さにより、コンピュータ嫌
いを作るということで、日本では一時、脱プログラミング（コンピュータ・サイエンス）の傾向
があったように思う。アメリカでも同様の傾向があった。そうして、コンピュータの操作や利活
用に中心を置く教育がすすんできたが、アメリカではその結果、次代の情報開発を担う人材が枯
渇する恐れがでてきて、コンピュータ・サイエンスの復活が言われるようになってきた。
1.1.2

カリキュラムの変遷

制定されて後、70 年頃には UNIX システムが完成したり、ミニコン、オフコンが使われるよ
うになり、コンピュータ技術は飛躍的に進歩した。そのため、10 年ほど経過した時に IEEE が
これを発展させたカリキュラム（A Model Curriculum 77）を策定し、ACM も技術の発展に対応
してカリキュラムを改訂（Curriculum78）した。さらに 80 年代に入りパソコンも本格的に使わ
れるようになり、91 年には ACM と IEEE が共同でカリキュラム策定するようになった（CC
91）。CC91 の策定に先立ち、88 年にプロトタイプが発表された。このプロトタイプを基に、日
本で独自に作成したカリキュラムが J90 である。ACM88 で提唱されたものとして、コンピュー
タ・サイエンスの各分野を理論（数学的要素）、抽象化（実験科学的要素：仮説を立て検証）、設
計（工学的要素）の各側面から構成してみるという視点である（表 1-1）

表 1-1

コンピュータ・サイエンス 3 側面の例
理論

抽象化

設計

近い分野

数学・論理学

電気工学・化学

機械工学・建築

思考法

推論・演繹

パターン化

構成・組立

プログラム手法

順序・手続き

構造化

オブジェクト指向

プログラミング言語

言語理論、オートマトン

BNF

プログラミング言語
コンパイラ

アルゴリズムとデータ構造 グラフ理論
計算量理論

フローチャート

アプリケーション
プログラム

数値計算

数値解析

線形計算

数値計算パッケージ

人工知能

述語論理・知識表現

知識モデル

エキスパートシステム

ACM88 の中では、理論、抽象、設計の中で、実戦に即に役立つのは「設計」であるが、10 年
後まで役立つ内容が多いのは「理論」である。従って、学校では「理論」を中心に教育するのが
良いと薦めている。しかし、この 3 視点すべての考え方は、コンピュータ的思考の上で意味があ
るものと考える。
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例えば、プログラミングを指導する際、3 視点により指導法が変わってくる。理論的視点を重
視した場合、文法を中心に教え、プログラムがどのように実行されるか、頭の中でトレースでき
るようにすることが中心となる。抽象化視点を重視した場合は、多くのプログラムパターンを示
し、どのようにすれば上手くいくか、実験して確かめることが主になる。設計的視点を重視した
場合は、個々の単位プログラムを部品として扱い、その部品をどのように組み合わせると効率的
システムが構築できるかを考えさせることが重視される。
従来、とりわけ日本では、電気工学的要素の強い情報教育が行われてきたため、抽象化的シス
テム開発は強かったが、オブジェクト指向的プログラミングは弱いという特徴が出ている。3 視
点をバランスよく混ぜた教育が求められる。
また、ACM88 では、コンピュータ・サイエンスの指導法として、再帰（スパイラル）的教育
が必要であると、かなり強調している。つまり、最初の段階では広く浅く学習し、慣れてくると
それを深く追求し、一通り学習した後、実際に使われている技術を学習するというように、繰り
返し、少しずつ深く教育することが重要であると強調されている。コンピュータ教育では、出来
るだけ早く全体像を示し、現在学習していることの位置づけを確かめて学習するのが重要であ
る。
その後 CC91 では、ACM、IEEE において別個に行われてきたカリキュラムに関する視点が統
合され、サイエンス（ACM）、及びエンジニアリング（IEEE）の両視点からカリキュラム編成の
ための中核知識が定義され、これを情報処理関連分野の各種カリキュラムへ展開できるようにす
る方法が示された。
次の 2001 年の CC2001 では、技術の進展に伴って、コンピュータに関する技術体系が複雑と
なり、従来のコンピュータサイエンスのカリキュラムの範疇を超えたカリキュラム体系が必要に
なってきた。そこで、CC2001 の後、いくつかの分野に分け、分野ごとにカリキュラムを作成し
ていくこととし、従来は 10 年ごとにカリキュラムの改訂を行ってきたが、そのサイクルを早め
ることにし、定常的にカリキュラムの見直しが行えるようにした。

1.2

アメリカ学校図書館協議会

1980 年代になって、図書館教育の立場から情報教育の重要さが言われるようになり、
「情報リ
テラシー」という概念ができた。アメリカ学校図書館協議会報告書では、「情報リテラシーとは、
人間が、ある情報を必要としたときに、その情報の存在場所やその真偽等を正確に評価し、かつ
その情報を有効に活用できる能力である」と定義している。なお、アメリカ学校図書館協議会
は、ほぼ 10 年ごとに情報教育に関する勧告等を出しており、情報教育に大きな影響を与えてい
る。
また、同じ時期の 1983 年に「危機に立つ国家（A Nation At Risk：教育審議会答審）」が出さ
れ、教育の標準化と説明責任による教育改革が始まり、
「標準テストの実施」や「高校の卒業要
件の強化」がいわれるようになった。特にこの中で学力向上に ICT の活用がいわれた。
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1990 年代に入り、クリントン政権時代のゴア副大統領は、
「情報スーパー・ハイウェイ構想」
を打ち出し、全米の学校をコンピュータネットワークで繫ぎ、最新の情報教育の実現を試みた。
また、「危機に立つ国家」を発展させたものとして、
『アメリカ 2000 年の目標』が出され、この
中でも ICT の活用が言われた。
その結果、1990 年代後半に入り、アメリカの学校には多くのコンピュータが導入され、様々
な情報教育が試みられた。
21 世紀に入り、ブッシュ政権の 2003 年に NCLB（No Child Left Behind 誰一人として置いて
きぼりにしない教育）という教育政策が立てられた。この政策は、上記の政策を更に発展させ、
生徒の学力を向上させるために、標準テスト（アセスメント）を実施し、その結果、学力が向上
したり、学力格差が減少した学校には多くの予算を配分するというものであった。そして、この
政策でも、学力を向上させるために ICT を活用する計画（NE-TP（National Educational Technology Plan））が立てられ、学校のコンピュータ環境は整備されていった。しかし、この政策に関
しては多くの反対があり、財政難の中で十分な成果が得られず、現在はこれを廃止する方向で検
討が進められている。
こうした中で、これら情報教育の導入は、アメリカの子どもたちの基礎学力向上に、必ずしも
結びついていないということが指摘されるようになった。企業等においてはコンピュータを導入
することによって業績が向上しており、教育現場との差異を研究されるようになってきた。現
在、概ね次のように分析されている。企業でも、コンピュータを鉛筆や文具として使っている間
は業績の向上にあまり役立たなかったが、コンピュータの特質を知り、それに応じて業務方法そ
のものも変えることによって、業績の上がるコンピュータの導入となった。こうしたことから、
教育でもコンピュータの特質を知った上での教育利用が必要であると言われており、教員研修で
の強化や、専門企業による教材の作成が行われるようになってきた。

1.3

ACM/CSTA

アメリカでは、コンピュータ・サイエンスに関する授業が公立・私立学校を問わず減ってお
り、その授業を選択する生徒の数も減少してきている。一方、理科系授業（数学、微分積分、化
学、生物など）の授業を選択する生徒が増加している。その原因は、コンピュータ・サイエンス
が必修科目になっておらず、大学入試に関連した科目になっていないこと。学校での教育で狭い
意味の「コンピュータ・リテラシー」が主になっており、コンピュータを使うだけの授業になっ
ている。そのため、新しい知識を得て、新たな技術的創造を生み出す指導がなされていない。そ
のため、生徒に真の喜びを感じる科目になっていないとしている。コンピュータ関連団体は、こ
うしたことに大きな危機感を抱いており、ACM は「K-12 カリキュラム特別委員会」を設置し、
2003 年に最終報告書として「K-12 段階のコンピュータ科学（CS）のモデルカリキュラム」
（ A
Model Curriculum for K-12 Computer Science ）を刊行した。また、2005 年には ACM が支援して
初等中等教育段階での情報科教育を実践している教員や管理職・研究者の団体 CSTA（Computer
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Science Teachers Association ; CS 教員連盟）を設立した。CSTA は初等中等での情報教育の標準
カリキュラムを提案している。現時点で最新のものは 2016 CSTA K-12 Computer Science Standards で、すべての学生に小学校からのコンピュータ・サイエンスの授業を提案している。

2

コンピュータ・サイエンス関連の最近の動向と教材

前章で、説明したように、最近多くの国でコンピュータ・サイエンスが見直され、初等・中等
教育に適用されようとしている。ここでは、概要を紹介し、その意義を考察する。

2.1

コンピュータ・サイエンス教育の意義

コンピュータ・サイエンスが叫ばれる要因として、次の 3 つが考えられる。
1）IT 人材の確保
日本や、慢性的に IT 関連の人材が不足している（表 2-1、参照）アメリカでも、コンピュー
タ関連の学位を取得する学生は 2.4％ で、現在 50 万人が不足し、2020 年には 100 万人の不足が
予想されている（NPO Code.Org 調査）。また、IT 関連に就職を希望する人数も増加していない。
表 2-1
単位

万人

IT 人材の最新動向と将来推計に関する調査（平成 28 年、経済産業省）
IT 全人材

IT 企業

ユーザ企業

セキュリティ

IT 先端

年度

2016

2020

2016

2020

2016

2020

2016

2020

2016

2020

就業数

91.9

92.3

66.7

66.9

25.2

25.4

28.1

37.1

9.7

12.9

不足数

17.1

36.9

13.2

29.6

3.9

7.5

13.2

19.3

1.5

4.8

以上の数は、現状を元に今後の業務予想から算出した数字であるが、IT 社会を更に進展させ
るには、イノベーション（ここでは本義の社会の幅広い変革のこと）が必要であり、そのために
は更に多くの人材が必要になると思われる。今後の発展が見込める分野は、ドイツなどが進める
第四次産業革命とその技術主体である IoT（物のインターネット）、人工知能（AI）、ロボット、
ビッグデータなどが考えられる。こうした人材育成のためには、初等中等教育の段階で技術の体
験を行い、IT に興味・関心を引き寄せる必要がある。そのための内容としては、
①

コンピュータ等の仕組みの体験的理解

②

プログラミングやシステム構築の体験

③

ロボットやコンピュータ制御の体験

④

ネットワークでの情報発信・情報収集制御の体験

が考えられる。
2）情報社会で生きるための一般教養としてのコンピュータ・サイエンス
情報社会では、各個人が IT を自己や社会の問題解決に適切に活用する力が求められる。それ
の育成には、一般教養としてのコンピュータ・サイエンスが必要となるであろう。一般教養とし

― ７７ ―

てのコンピュータ・サイエンスの内容は、IT の特徴を知った上で、それに応じて適切に活用す
ることであり、具体的には、
①

コンピュータやネットワーク、OS の基本動作原理（しくみ）の理解

②

コンピュータに業務をさせる手順（プログラミングの手順）の理解

③

コンピュータによる問題解決の体験（典型的な問題解決法）

④

コンピュータシステムが社会に及ぼす影響の理解

⑤

各種資源をツールや部品として扱い、それらを適切に活用してシステムを構築する体験

が、考えられる。次項で述べる現状では、そうした点からいくつかの試みがあるが、上記の④、
⑤に関しての教材は少ない。
3）発想・思考法の育成
プログラミングは論理思考を高めるという論があるが、初等中等段階では、
「論理的思考」で
プログラミングをすることは少ない。ほとんどが、模倣とパターンの変形、実験的アプローチで
ある。論理的思考を使う場面は、おそらく実行トレースやデバッグの場面である。コンピュータ
の動作原理は、元々チューリング機械から出発する形式論理学上のもので、論理性が強い。論理
性や論理的思考からは解釈・実行の厳密性は出てくるが、創造性が出てこず発展性に乏しいもの
となる。情報化が進んだのは、データの意味に自由度・曖昧さを持たせ、人間の都合の良いよう
に解釈できるようにしたからである。また、処理をパターン化し、パターンの組み合わせや、パ
ターンの一部修正等から、より高度なものを構築できるようにしたからである。創造的なものは
無から生まれない。現実にあるものを改良することで生じてくる。こうしたことを踏まえ、デー
タを水平思考的に自由に解釈して課題解決を行う訓練や、パターン化しそれを改良したり組み合
わせたりすることにより、発想法や思考法を高めると同時に、データの意味を他人に説明する訓
練を行うことにより、デザイン力を高めることが期待される。

2.2
2.2.1

コンピュータ・サイエンス教育の最近の動向
アンプラグドコンピューティング

アンプラグドコンピューティングは、NZ カンタベリー大学（本学姉妹校）の TimBell 博士が
考案した、コンピュータを使わずにコンピュータ・サイエンスを体験的に学ぶ教材集のことであ
る。タイトルと内容の一部を表 2-2 に示す。

表 2-2

Tim Bell UnPlugged の教材内容

タイトル

内容

Count the Dots

2 進数と 10 進数の変換。2 進数に基づく点を打ったカードで計算する

Image Representation

図をドットで表し、2 進数数で表現する

Text Compression

文字の圧縮。繰り返し出てくる文字を圧縮する

Error Detection

エラー検出とエラー訂正
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Information Theory

2 進数を利用した数あてゲーム

Searching Algorithms

線型探索と二分探索のアルゴリズム

Sorting Algorithms

並び替えのアルゴリズム（重さの比較）

Sorting Networks

並び替えネットワーク

などの教材が専用のホームページ上に記載されている。題材はどれもアルゴリズムやデータ表
現を中心とした古典的なものであるが、それを体験する教材が工夫（物語風にアレンジ）されて
おり、カードなどが適切に利用されている。またやり方をビデオで説明したり、テキストの各国
語版（日本語版はない）を提供している。日本でもいくつかの学校が実験的にこの教材を実施し
ている。
2.2.2

Computational Thinking（コンピュータ的思考）

カーネギメロン大学の Wing 教授が 2006 年提唱した教育の考え方で、コンピュータ・サイエ
ンスを発展させたもので、読み書きそろばんの次に来る、すべての人が身につけなければならな
い能力としている。そして、Computational Thinking は、
（1）様々な抽象化レベルで考えるもの、
（2）ルーティンワークではなく、考えるという基本スキル、
（3）人間の創造性や知性やスマートさをコンピュータで拡張するもの、
（4）数学や工学的な考え方を補完するもの、
（5）アイデアやコンセプトであって、ソフトやハードではない、
（6）万人のもの、
であるという。この考えに基づき、前述の CSTA（コンピュータサイエンス教員協会）は K-12
（小学校から高等学校卒業まで）カリキュラムを作成し、標準的な教科書も作成している。また、
Google などのコンピュータ企業も、この考えに基づいた教材等を提供している。CSTA は、K12 カリキュラムの構成を図 2-1 のようにしている。

図 2-1

CSTA K-12 カリキュラム体系

レベルⅠは、情報機器の操作に加えて、日常的な課題を図示したり、解決の流れを図に表した
り、解決するための考え（idea）と考え方（Logic）を区別して理解させる内容である
レベルⅡは、コンピュータやネットワーク機器、OS の構成・しくみ、アルゴリズム的課題解

― ７９ ―

決とプログラミング、ヒューマンインターフェース、情報倫理などの内容である。
レベルⅢは、設計を主に置いた内容で、ソフトウエア設計の基本的考え方、データ構造、離散
数学、ユーザビリティ、OS、知的財産権、コンピュータ関連の職業、コンピューティングの限
界、ソフトウエア工学の基礎（チーム構成、テスト、メンテナンス、文書）
、オブジェクト指向
などである。
レベルⅣは、各種アルゴリズム（再帰）とデータ構造、プレゼンテーション、マルチメディ
ア、グラフィックス、ウェブデザイン、アニメーション、シミュレーション技術、未来技術など
となっている。従来（CC2005 まで）は、K-12 では、ここでいうレベルⅠの教育で、レベルⅡ以
降は大学での教育であったが、それが高校段階に降りてきている。現在、CSTA が力を入れてい
るのが K-8（中学程度まで）のレベルⅠの教育で、アルゴリズムやプログラミング教育の体系化
を行おうとしている。
2.2.3

ビジュアルプログラミング

ここでいうビジュアルプログラミング言語とは、プログラムを作るためにキーボードから直接
文字を入力する作業を極力少なくし、部品として用意されたブロックを組み合わせることで、プ
ログラムを組むことのできるソフトウエアのことをいう。従来からあるプログラム言語は一般的
に、テキストベースで言語に応じた書式でプログラムソースを入力し、言語に応じた諸手続きを
してプログラムを実行させる。そのため、プログラミングするにはプログラム言語の文法だけで
なく、言語に応じた書式・手続きを身に着けなければならない。これが初学者にとって使いにく
く、理解もしづらいものである。
ビジュアルプログラミング言語の出現により、手続きの煩わしさから解放され、純粋にアルゴ
リズムを考えていくことに集中できる。ただし、分かりやすさのために自由度の点で弱く、現時
点では、まだ実用（システム開発用）には利用しづらいところがある。あくまで学習用としての
言語である。
以下に主なビジュアルプログラミング言語を紹介する。
1）LOGO（ロゴ）
1967 年に児童の思考能力の訓練を目的として、シーモア・パ
パート博士らによって開発された。画面上の亀に命令を与えて動
かし、絵を描いていくことによって、思考・創造力を高めようと
している。開発言語が LISP であるので、リスト処理も可能で、
リスト処理の学習用としても利用される。本学の教育でも利用し
ている。
図 2-2

LOGO
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2）Squeak Etoys（スクイーク

イートイズ）
アラン・ケイ博士らが中心となって開発した教育向けビジュア

ルプログラミング言語である。今、世界で最も使われているとい
う Scratch の元となったとされ、ビジュアルプログラミング言語
の先駆けである。画面上に配置したキャラクターに対し、属性や
振る舞いを設定していく事で組み上げる仕組みとしている。オブ
ジェクト指向プログラミングに近い形であり、Java や C＋言語
図 2-3

Squeak Etoys

への入門として適している。また、インタフェースも充実してお
り、各種センサと接続した教材も多数開発されている。

3）Scratch（スクラッチ）
2006 年に MIT メディアラボのミッチェル・レズニック
の研究グループが開発したビジュアルプログラミング言語
で、子どもたちがプログラミングを学習するための教材と
して作成されたものである。世界中の多くの地域で利用さ
れており評価も高い。プログラムの作成は、
①画面で動作させるキャラクターを選択する。
図 2-4

Scratch

②選択したスプライトを動作させるためのスクリプト

（プログラム）を予め用意されたブロックを組み合わせて作成する。
以上で完成である。直観的で分かりやすいので、他の言語にも影響を与えている。本研究で実
施している Arduino とも連携し、Scratch から Arduino を制御するシステムもある。ただ、これ
は学習の意義が乏しいと思われる。
4）Code.ORG
ビジュアルプログラミング言語ではなく、コンピュ
ータ・サイエンスの学習を支援する NPO である。こ
の NPO の Web サイトでは、教材とともに Scratch 風
のビジュアルプログラミング言語が体験できるように
なっている。教材は、子供に人気のある「マインクラ
フト」や「アナと雪の女王」を模したものや、自分で
動きのあるゲームを作成できる Flappy Code というも
図 2-5

Code.ORG

のなど、多様である。

― ８１ ―

5）レゴ・マインド

図 2-6

レゴ・マインド

図 2-7

レゴ・マインド

プログラミング 1

レゴは元々、デンマークの玩具メーカーで、プラスチックのブロックを販売していた。このブ
ロックにセンサやアクチュエータ（モータ等）を取り付け、制御用ブロックと制御用プログラム
とをセットにしたものがマインドストリームである。制御用プログラムの内、小学生を対象とし
たものがビジュアルプログラミング言語になっており、これもスクラッチに似た形式となってい
る。

2.3

教材構成の考察

以上、主にアメリカでのコンピュータ・サイエンス教育の状況を見てきた。コンピュータ・サ
イエンスでの教育の目的は、Computational Thinking にあるように、
（1）日常的な課題を解決するための考え方を身につけさせる。
（2）人間が主体となって、人間の知性を補完するものとしてコンピュータを活用するスキルを
身に着けさせる。
ということになる。
こういうことから、アンプラグドコンピューティングや、CSTA のレベルⅠの教材では、先ず
課題が提示され、それを解決する過程で、考えや考え方がヒントとして提示される構成となって
いる。また、Code.ORG でも、指定された作業を行うということでプログラミングしていく構成
となっている。
これは、最近できた手法ではなく、ACM 68 カリキュラムに基づき作られた邦訳「コンピュー
タ・サイエンス入門」（培風館）においても先ず課題が提示され、その後解決法が示されるとい
う手法をとっている。また、その本に出てくる例題も、数値計算、表を使った四色問題解法、木
探索、ポーランド記法、ビット誤り検出、8 クイーンなど、現在の教材でも出てくる題材がすで
に提示されている。一方、日本でのコンピュータ・サイエンスの内容は、森口茂一氏の入門著書
が教育的にも優れていたので、それを踏襲している。
1969 年の森口茂一の NHK コンピュータ講座テキストの内容を示すと、
1

四則演算のプログラム（2 数の差の計算、売上金の計算、入出力装置）

2

判定と飛び越しを含むプログラム（収支の計算、郵便料金、1 年生の身長、犬をえらぶ）

3

配列と繰り返しを含むプログラム（年間所得の計算、税額表の読み込み、年末調整、ボー
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ナスの税金、電子計算機の仕組み）
4

ファイル処理のプログラム（内部の分類、まぜ合わせ、大量データの分類、報告書の作成）

5

実数計算のプログラム（数の表し方と数の計算、ボーナスの支給額、計算時間、2 次方程

式の根、平方根の計算）
6

シミュレーションのプログラム（現象のモデル化、流れ図、プログラムと計算例）

となっている。演算・入出力・構造（分岐・ループ）
・配列・ファイル処理・各種アルゴリズム
といった体系化された構成の中で、適切な題材がちりばめられている。
体系を表に出さないアメリカのカリキュラムとは対照的である。これは教育文化の違いにある
のではないかと考える。日本をはじめ東アジアでは伝統的に、再帰的な教育（同じ内容を徐々に
程度をあげ何度も繰り返し教育する）が一般的である。それに対してアメリカの教育では繰り返
しが少ない。再帰的な教育では、学習者にとって今どのあたりを学習しているかが分かる体系を
表に出すカリキュラムが好まれるのではないだろうか。本研究で検討した Arduino のオリジナル
のテキストも、体系を考慮しないカリキュラム構成となっており、前段のほうに技術的には難し
い内容が入ったりしている。どちらが適切かは検討が必要であるが、今回は従来の日本式の体系
化したカリキュラムで研究をすすめている。

3

フィジカルコンピューティング

フィジカルコンピューティングは、ニューヨーク大学のダン・オゥサリバン教授が提案した、
「コンピュータと、人間の物理的活動を融合させることに、身の回りの世界に新しい広がりが生
まれるのではないか」という考えに基づいた、制作活動及び教育活動である。具体的には、
1）人間とコンピュータを融合させ、人間とって有意義なものを創造する
2）上で想像したものを実際に作成する
という手順が必要である。1）については、人間の行動や感情等の観察・分析に基づく要望が根
底になるが、コンピュータは何ができるのかという、コンピュータの動作原理とセンサやアクチ
ュエータの特徴の理解が必要であり、2）については、課題を解決する力が根底になるが、セン
サやアクチュエータの活用法、電子回路構成、プログラミングの素養が必要となる。これは、前
章で述べた、コンピュータ・サイエンスで身に着けようする力とオーバーラップするところが大
きい。よって、本来の意味のフィジカルコンピューティングはコンピュータ・サイエンスであ
る。作品の制作には、コンピュータの技術に加えて電子技術も必要とされる。ITP Physical Computing のサイト（フィジカルコンピューティングを技術的に支援するサイト）では、電子回路に
ついても分かりやすく説明している。デザインの立場からの電子回路の説明は、電気の専門家に
とっても斬新な視点で面白い。原理が分かったところで実装となる。専門家であれば、H 8 等の
制御に特化したマイコンを活用するか、PIC や PLD 等のプログラマブル部品を使い、センサや
アクチュエータを接続するが、専門家以外では敷居が高い。そこで実装を簡単にできるツールキ
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ットが 2005 年頃より出現した。ツールキットは、CPU やコントローラが実装されたボードで、
USB ケーブルやカードインターフェースで、PC やスマートフォンに接続できるようになってお
り、また、ボードを介して他のセンサ等と接続できるようになっている。またプログラミングは
独自の IDE や OS で PC やスマートフォンから行い、ボードに転送するようになっているもの
が多い。主なツールキットを次節で説明する。

3.1

ツールキットの比較

1）GAINER
2006 年に岐阜県立国際情報科学芸術アカデミーの小林
茂らによって開発されたツールキット。ハードウェアも自
由に変更できるように、ブレッドボードを組み込み、オー
図 3-1

GAINER

プンソースハードウェアとして展開した。

2）Arduino
2003 年よりイタリアで開発が始まった、マイコンボー
ドと IDE（統合開発環境）からなるオープンソースのツー
ルキット。オープンなソフトウエア、ハードウェアである
が、完全なオープンソースにはなっていない。
図 3-2

Arduino 1

3）Konashi
2013 年にユカイ工業が開発したツールキット。Apple
社の iPhone と BLE（Bluetooth Low Energy）で連携する。
小型でボタン電池だけでも駆動するので、IOT とくにウ
ェアラブルやスマートホーム用デバイスの試作に適したデ
バイスである。
図 3-3

Konashi
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4）Raspberry Pi
2012 年にイギリスのラズベリーパイ財団によって開発
された、教育に特化したツールキット。廉価で名刺サイ
ズ。Linux で動作する。

図 3-4

Raspberry Pi

5）BeagleBone
2008 年にアメリカテキサス・インスツルメンツにより DigiKey の協力を得て開発された、オープンソースのハードウェア・
ソフトウェアのツールキット。小型・省電力で、最近は機能的に
よく似た Raspberry Pi を意識して製品を出している。

図 3-5

BeagleBone

各ツールキットの特徴をまとめると、
Raspberry Pi と BeagleBone は、教育用として単体で動くコンピュータを意識しており、フィ
ジカルコンピューティングの思想とは少しずれている。
Arduino は周辺機として動作することを主に置いており、ややハードウェア寄りの構成で、プ
ログラミングは主にポート制御を主として、部品の組み合わせや配線によって様々の物を作って
いこうとするものである。
GAINER や Konashi も周辺機として動作することを主に置いているが、どちらかといえばや
やソフトウエア重視で、Web アプリの言語が開発言語として採用されている。
今回は、フィジカルコンピューティングの意義を尊重して Arduino を採用する。
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3.2

Arduino の構成
Arduino にも様々の 種 類 が あ る が、今 回 は
Arduino Uno のスタートキットを利用する。

Arduino の特徴はつぎのとおり
CPU ATmega 328 P
メモリ

Flash メモリ 32 K
SRAM : 2 K

デジタル I/O ピン：14 本
アナログ入力ピン：6 本
図 3-6

Arduino 実装

ボード以外に以下のものが含まれている。
USB ケーブル、ブレッドボード、抵抗各種、LED、スイッチ、コンデンサ、液晶ディスプレ
ー
センサ：光センサ［VT90N2 LDR］、温度センサ［TMP36］、傾きセンサ
アクチュエータ：小型 DC モーター 6/9 V、小型サーボモータ、圧電スピーカ
電子部品：フォトカプラ［4N35］、トランジスタ［BC547］、MOSFET［IRF520］

プログラミングは、C 言語に類似した、プロ
セッシングという IDE で、PC 上で作成する。
PC 上でコンパイルしたコードを arduino ボー
ドに転送し、ボードは自動実行する。
Scratch か ら Arduino を 制 御 で き る、Scratio
という機能を拡張するモジュールがある。これ
を導入すると、Scratch のブロックが拡張され、
Arduino を制御するブロックが出現する。

図 3-7

3.3

Arduino IDE

プロセッシング

Arduino の教材構成

Arduino プロジェクトブックには、次のような教材が提示されている。それぞれの動作と技術
的特徴を下の表 3-1 に示す。
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表 3-1
No

テーマ名

Arudino プロジェクトブック

教材内容

動作

技術の特徴

1

宇宙船の操縦桿 ボタンを押さない時
押した時

緑 LED 点灯
赤 LED が点滅

2

ラブメータ

触った温度により LED を点灯させる

3

フルカラー
ランタン

周 り の 明 る さ に よ り 色 が 変 化 す る ループ、データを実際と置き換えて考
LED ランタンを作る
える。CdS の使い方

4

気分をお知らせ 半固定抵抗を回転させ、それに応じて 半固定抵抗の使い方
サーボモータを回転させる。
サーボモータの制御の方法

5

明るさテルミン CdS センサの上で手を動かして明る 関数の作り方、音程の変化のさせ方、
さを変え、それに応じた音程を出す
パルスの発生

6

キーボード楽器 押しボタンスイッチに音程を割り当 分圧による電圧の変化、周波数を発生
て、ボタンにより異なった音程を出 させる関数の引数を電圧にする。分岐
す。
でエラー時の処理

7

デジタル砂時計 10 分ごとに LED の点灯が一つずつ増 ループ処理
える。ブレッドボードをひっくり返す
とすべて消灯し、最初から開始する。

8

電動風車

ボタンによってモータを回転させる

9

ゾートロープ

モータを使った回転のぞき絵、ボタン H ブリッジ IC の使い方、PWM 信号
でモータの回転方向を変えたり、スト （電 圧）に よ る DC モ ー タ の 速 度 制
ップ・スタートさせ、半固定抵抗で回 御。スイッチによる複数分岐（論理演
転側速度を変える
算）

ループ、ポート入出力
LED、ボタンの接続
条件分岐、実数計算
温度センサの使い方

無接点リレー、誘導起電力防止ダイオ
ード、電力系回路

10 水晶玉占い

ブレッドボードの傾け方によって異な 多重分岐（Swich 文）
、LCD 文字表示
る表示をさせる
の方法

11 ノックロック

箱をロックし、指定した回数に合うノ 圧電ブザーによる振動センサ
ックの時に蓋が解除される
サーボモータの制御

12 触って点けるラ 人間がア ル ミ に 手 を 触 れ る だ け で、 静電容量、アースの意味
ンプ
LED を点灯させる。
13 ロゴで遊ぼう

Arduino から PC 上のプログラムを操 シリア ル 通 信、A/D コ ン バ ー タ、画
像オブジェクト、CPU ごとのコード
作する。
の違い

14 ボタンをハック 身の回りの家電装置を Arduino から操 アイソレート、フォトカプラ、家電製
作する
品のボタンの仕組み。タイマー

全般的に教材はハードウェアの多様性に重点を置いた内容となっている。題材は多様化して見
えるが、解答のほとんどが、ハードウェアの工夫によって解決し、ソフトウエアについては出来
るだけ変更しないような構成となっている。例えば、複数のスイッチでどのスイッチが押された
かを判定するのは、通常なら、割り込み制御でソフトウエア的に判定するか、割り込みがない場
合は、ポーリング的手法で定期的に各スイッチが押されたかどうかチェックするということをす
るが、ここではスイッチに接続する抵抗を変え加わる電圧の差によって判定するというハードウ
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ェアに依存した方法が使われている。
題材はアメリカの他の教育システムと同様、表立っては課題中心の構成となっている。そのた
め、順番に難易度が増すというわけではない。しかし、裏（教育者の立場）からは、その前にや
った内容を道具として使わそうという意図が感じられ、知識の定着・応用力の育成からは、番号
順に学習することがスムーズな構成となっている。順番通りにして難易度の差が出る原因は、デ
ザイン系の特質として、作品に一捻りしたものにする傾向があることと、創造性を喚起するため
か、題材的に毎回新規性を出そうとして、あえて継続性、発展性が見えないようにしているから
である。プロジェクトブックの説明では、急に難しくなるところは、やはり原理を説明しづら
く、ブラックボックス的な説明となっている。
題材を技術の点から見ると、ハードウェアでは、センサとして、光・温度・音・傾き、アクチ
ュエータとして LED、LCD、圧電ブザー（スピーカ）
、DC モータ、サーボモータがバランスよ
く使われている。また、回路としては、保護抵抗、分圧、アイソレート、A/D 変換の基礎、通
信の基礎など、基礎的な部分をほぼ網羅している。ソフトウエアでは、ポート制御、計算、入出
力、変数・記憶、ループ、分岐、関数といった内容を、学習に適した順に構成されている。その
中で、コンパイルやソースプログラムの再利用なども体験できるようになっている。このよう
に、技術教材として見てもバランスの良い教材である。基礎的内容として敢えて課題を指摘する
と、論理演算（OR、AND、NOT など）がやや弱いところと、フィードバックの考えの基礎を少
し入れてみたいこと、コンデンサがあるのでアナログ系の発振回路の要素を取り入れてみたい、
というところである。

3.4

教材の検証

Arduino 教材の有効性を検証するため、本学シニア専修コースの受講生で検証した。検証点
は、アドバイスなしにプロジェクトブックの課題ができるかという点と、終わった後、創造意欲
が喚起され新たな作品が創作できるかという点である。今回は、受講生の経歴や資質が技術的に
弱いので、一般的な学習者として実証的なデータは取ることはできなかった。具体的には 5 人で
検証しようとしたが、4 人は視力（老眼）の点で部品を操作できずリタイアし、残る 1 名のみが
実施した。
当初の予想では、ハードウェアで混乱し、説明が丁寧なソフトウェアではスムーズに運ぶと思
ったが、逆にプログラミングの意味が分かると様々の疑問が生じ、混乱してくるようであった。
ハードウェアについては、よく分からないので、疑問を挟まず説明通り実施し、結果から考え理
解できた。ソフトウエアで躓いたのは、IDE のダウンロード・インストール、変数型の宣言、関
数の使い方、コンパイラとプログラムの転送であった。躓きはあってもハードウェアで動きを確
認できるので、それが意欲維持につながったのではないかと考える。受講生は、3.3 で指摘した、
アナログ系の内容も加味して実施した後、創作意欲が衰えず、図 3-8 のような、メロディ本の 6
種類のメロディを選択演奏するシステムの制作や、図 3-9 のようなリモコンカを制御する作品を
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制作した。現在は、リモコンカ制御を無線で実施したいと質問に来ている。今回の受講生には、
創造性を喚起する点で有効であったと思う。高校生や大学生など、様々の学習経験のない年代で
の、この教材の有効性については今後検討したい。

4

ま

と

め

本研究では、最近のコンピュータ・サイエンス教育の意義は、IT 機器を人間にとって有効に
使うために、IT のしくみ・特質を理解することと、創造性を高めるものであることから、
「フィ
ジカルコンピューティング」はコンピュータ・サイエンス教育であると結論付けた。その点か
ら、ツールキットである Arduino を検証し、教材として有用であると結論し、シニア専修コース
の受講者で実施し、有効性を見ることができた。
今後の課題としては以下の点がある。
1）Arduino 教材の追加
総合的な要素を含み、比較的簡単に作れるものとしてバーサライト（回転して文字を表示する
装置）がある。これを追加したい。
2）教材順の検討
日本風の体系を明確に示し、易から難へ段階的に進む教材と、体系を明示せず課題を表出した
教材の、どちらが若年層の教育に有効化かの検討
3）教材の拡張
今回の検証について、研究指定を受けた関係で、協力校の方からフィードバック制御や PID
制御などのアナログ制御での活用で検証したいという申し入れがあった。昨年度は検証実験を実
施することができなかったが、Arduino の教材の中にサーボモータが入っており、これを利用し
ての教材作成が可能であり、現在研究中である。
また、部品が小さすぎて扱いにくいという指摘があったので、レゴ・ブロックと組み合わせた

図 3-8

受講者作品 1（メロディ IC 操作）

図 3-9
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受講作品 2（リモコンカ制御）

教材を開発していきたい。
最後に、本研究のきっかけを与えていただき、精力的に活動しておられた、故太田和志先生に
謹んで哀悼の意を表します。
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心身の状況を表す擬態語の習得についての考察
──中国語話者の作文データをもとに──

吉

永

尚

0．は じ め に

日本語学習者にとって、オノマトペ（擬態語・擬音語などの総称）の学習は一般的に難度が高
いとされてきたが（有賀（2007）、中石（2014））、その文法的性質や習得状況などについて、実
証的な研究はあまり行われてこなかった（中石（2014））。本稿では「ずきずきする」や「ぺこぺ
こだ」のような心身の状況を表す擬態語1）を取り上げ、語彙的特徴を詳しく調べる。そして、中
国語話者を対象としたアンケートをもとに習得状況を観察し、語彙的特徴と習得がどのように関
わるのかについて考察する。考察の結果、多様な品詞派生や部位限定性による複雑さが習得を困
難にしていることが推測されたが、この知見は日本語教授法の改善に応用できるものと思われ
る。

1．心身の状況を表す擬態語の分類と特性

1.1

擬態語の統語的分類

吉永（2015）の統語的性質による擬態語の 4 分類を再度提示する。
〈TypeA〉・・・「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2）。
〈「する」を付加した形〉
いらいらする、はらはらする、くよくよする、わくわくする、かっとする、はっとする、ひやっ
とする、ほっとする、ボーッとする、ぼんやりする、むっとする、すっとする、ぞっとする、ど
きっとする、びくっとする、むかっとする、すっきりする、さっぱりする、うっかりする、がっ
かりする、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、ちくちくする、ひりひりする、ぴりぴりする、むかむかする、むずむずする
〈TypeB〉・・・「だ」が付加されナ形容詞として用いられる3）。「する」は付加できない点で A と
異なる。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。
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〈「だ」を付加した形〉
くたくただ、からからだ、ぺこぺこだ、へとへとだ、ぐちょぐちょだ、びちょびちょだ、がりが
りだ、ぼろぼろだ、ずたずただ、がびがびだ、しわくちゃだ、しわしわだ
〈TypeC〉・・・「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」に変化したり助詞の「の」が付加される。）
〈「する」と「だ」を付加した形〉
ふらふら（だ／する）、ぐらぐら（だ／する）、くらくら（だ／する）、ざらざら（だ／する）、さらさ
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）、じくじく（だ／する）、じゅくじゅく（だ／する）、ぐじゅぐじゅ
（だ／する）、かさかさ（だ／する）、がさがさ（だ／する）、すべすべ（だ／する）、ふわふわ（だ／す
る）、ふにゃふにゃ（だ／する）、ぐにゃぐにゃ（だ／する）、くしゃくしゃ（だ／する）、がくがく
（だ／する）、がたがた（だ／する）、しょぼしょぼ（だ／する）、よろよろ（だ／する）、ひょろひょ
ろ（だ／する）
〈TypeD〉・・・特定の動詞と結びつき、原型で副詞的に用いられるもの。通常、
「する」や「だ」
が付加されない。
ぐっすり（眠る）、すやすや（眠る）
、とろとろ（眠る）、ぶるぶる（震える）
、ぷるぷる（震え
4）
る）、わなわな（震える）、ぐっしょり（濡れる）

擬態語には用法が分化しているものが多く、
「目がごろごろする」では目に異物があり不快な
様子を意味し、副詞的に「ごろごろ転がる」
「雷がごろごろ鳴る」の様に用いられる場合もある
が、本稿では心身の状況を表す用法のみ扱う。

1.2

擬態語の名詞性

吉永（2015）では、A は動詞性、B は形容詞性を、C は動詞的・形容詞的性質を両方持つと
し、D は副詞的用法に特化した名詞成分と考えたが、いずれも原型は名詞性が強いと判断す
る5）。
影山（2005）は擬態語動詞では「する」が持つ意味構造に擬態語の意味が組み込まれ、
「擬態
語＋する」全体の意味は通常の動詞と実質的に同じになると述べているが、A は元々時間性を
持つため擬態語動詞に派生し、一部にはアスペクト性が見られる6）。田守（1993）は人間の心理
・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、物事の性質を表すものとの
相違を示唆しているが、前者は A、後者は B に相当すると思われる。つまり、擬態語の元々の
意味性質によって述語が選択され、
「する」が付加されると動詞、「だ」が付加されるとナ形容詞
として機能し、各語本来の意味と述語機能が統合され新たな擬態語述語を形成すると考える。
加藤（2015）は名詞、副詞、ナ形容詞、連体詞を「体詞」として一つのグループにくくる事を
提唱しており、名詞修飾の際の形態「〜の」
、「〜な」は名詞・ナ形容詞分別の決定的証拠ではな
いと述べている。また、一時的状況を表す語彙群と時間性を意味に含まず永続的状況を表す語彙
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群に名詞を区分する必要があるとしている。この区分に従うと、A は動作名詞、B は状態名詞、
C は両用名詞、D は副詞に特化した普通名詞にそれぞれ該当すると考えられる。加藤（2015）
の名詞区分（表 2）に 4 種の擬態語を当てはめたものを表 1 で示す。擬態語は「体詞」のグルー
「−」は許容されないことを
プに属すと考えられる7）。表 1 の「＋」は許容されることを示し、
示している。
表1

名詞の区分（＝加藤（2015 : 58）
「表 2：名詞の区分」
）
「X スル」で動詞に用いる

「X な」で形容
動詞に用いる

1.3

＋

−

＋

両用名詞（C）

状態名詞（B）

−

動作名詞（A）

普通名詞（D）

擬態語の部位限定性

生理的感覚を表す擬態語は身体の特定部位に使用が限定される場合が多く、「〜が〜だ」「〜が
〜する」のように感覚を体感する部位は「が格」で表示されることが多い。部位と主な擬態語を
以下に表示する。
表2

感覚を体感する部位と擬態語

部位

擬態語

頭
のど
心臓
胃

ずきずき、がんがん、ふらっ、くらくら
からから、いがいが、がらがら
どきどき、どくどく、どっきん
ずきずき、きりきり、ちくちく、むかむか、
がんがん、しくしく
ぺこぺこ、しくしく
ぞくぞく、むずむず、ぞっ
ずきずき、ちくちく、じんじん、ひりひり、
むずむず、ぱんぱん、ぴりぴり、ぴくぴく、
ぶるぶる、しわしわ、がさがさ、かさかさ、
だらん

腹
背中
手足

部位
脚
傷口

目
鼻
耳
歯

擬態語
ふらふら、ぐにゃぐにゃ、ふらっ、ぐらぐ
ら、がくがく、よろよろ、かくん
ずきずき、きりきり、じんじん、ひりひり、
ぴりぴり、むずむず、ちくちく、がんがん、
じゅくじゅく、じくじく
ちかちか、じんじん、ごろごろ、ぼんやり、
ちらちら、くしゃくしゃ
むずむず、
ぐじゅぐじゅ、
すーすー、
ぐすぐす
つーん、きーん、がんがん
ずきずき、ちくちく、きりきり、ぐらぐら、
がたがた

（1.1 節のリスト以外のものも挙げている。個人差、方言により表現が異なる）

2．中国語話者の擬態語習得についての調査結果

2.1

品詞分類の知識の関与

擬態語の語彙的性質と習得状況の関与を調査するため、中国の複数の教育機関で 4 種類のアン
ケートを実施（末尾に調査表を添付）し、集計結果を分析した8）。
擬態語文の文末「だ／する」を選択させる部分作文アンケート①（比較的難度が高いため中国
語訳を付した）を実施し、誤用数集計を表 3 にまとめた結果、
「＊ぞっとだ」
「＊ずきずきだ」
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「＊からからする」「＊ぺこぺこする（空腹の意で）」「＊くたくたする」の誤用が全レベルで多い
ことがわかった。これらは、動詞、形容詞、副詞の用法や品詞分類の知識がないための誤用と判
断される。
表3

アンケート①文末選択の誤用数9）（総数の多い順・（

擬態語

上級（23 名）

）内は誤用率（％）
）

中級（22 名）

初級（29 名）

ぞっと

8（35）

13（59）

19（66）

からから

7（30）

12（55）

20（69）

ぺこぺこ

7（30）

10（45）

18（62）

くたくた

5（22）

9（41）

18（62）

ずきずき

6（26）

9（41）

17（59）

がんがん

5（22）

8（36）

15（52）

きりきり

4（17）

7（32）

12（41）

いらいら

4（17）

6（27）

14（48）

どきどき

3（13）

5（23）

12（41）

次に、擬態語の習得状況を全文作文アンケート②で調査し集計結果を表 4 に示す。
表4

アンケート②全文作文の誤用数（無回答も誤用に算入・
（
擬態語

上級（23 名）

中級（22 名）

）内は誤用率（％）
）
初級（29 名）

10（43）

15（68）

23（79）

からから

9（39）

14（64）

21（72）

くたくた

8（35）

12（55）

18（62）

ずきずき

10（43）

13（59）

22（76）

がんがん

7（30）

10（45）

20（69）

きりきり

5（22）

8（36）

16（55）

いらいら

6（26）

9（41）

18（62）

どきどき

5（22）

8（36）

17（59）

ぞっと

〈多く見られた作文誤用例（文末に関するもの）
〉（（

）内は上・中・初級レベルの略）

（1）＊からだがぞっとだ。（上）

（2）＊暑い時のどはからからする。（上）

（3）＊はしった、くたくたします。（中）

（4）＊歯がずきずきだった。（中）

（5）＊あたまががんがんです。（中）

（6）＊待つときいらいらになります。（中）

（7）＊いらいらなバスまちます。（初）

（8）＊いつもどきどきになります。（初）

文末選択で誤用率の高いものは全文作文でも誤用率が高いことがわかった。
誤用例を観察すると、擬態語の習得と品詞分類の知識の関連が推測され、誤用を減らすためには
語彙導入時の品詞の理解も必要であると言える。
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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
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、統語的に全く異なる「擬態語動
詞」と「擬態語副詞」の明確な区分がないので非効率的であるとし、品詞分類の指導の必要性を
提唱している。

2.2

部位限定性の知識の関与

擬態語と部位との関係も理解定着のためには必要であると思われる。特定部位に対応する擬態
語を選択する部分作文アンケート③を実施した。正答率が低いものは、前出表 4 で見られた全文
作文の正答率が低いものとおおよそ一致し、関連が見られた。全文作文アンケート②との関連を
見るため、擬態語が一致する設問 1、4、5、6、8 の集計結果を表 5 に示す。
表5

アンケート③擬態語選択の誤用数（無回答も誤用に算入・
（
擬態語

上級（23 名）

中級（22 名）

）内は誤用率（％）
）
初級（29 名）

ずきずき

9（39）

11（50）

18（62）

がんがん

7（30）

9（41）

16（55）

きりきり

5（22）

8（36）

17（59）

いらいら

4（17）

6（27）

12（41）

どきどき

5（22）

6（27）

13（45）

〈多く見られる作文誤用例（部位に関するもの）
〉（（

）内は上・中・初級レベルの略）

（9）＊ずきずき駅に行きます。（上） （10）＊友達がずきずき来ます。（中）
（11）＊心ががんがんがします。（中）

（12）＊王さんの足はきりきりします。（中）

（13）＊傷口がいらいらと流れている。（中）

（14）＊足がどきどきします。（初）

吉永・宮田・鈴木（2012）では、心身の状態表現の理解度を中級以上（中級前半・後半、上
級）の日本語学習者で調査したが、全般的に理解度が低い傾向が見られた10）。学習レベルが中級
前半、中級後半、上級と上がるにしたがって全体的な正答率は上昇したが、上級でも「ずきず
き」「むかむか」「きりきり」などの語彙は正答率が低かった。特に、痛みの部位と擬態語の結び
つきを選択する問題での正答率が低く、擬態語と身体部位の関係性を理解していないことが原因
の一つであったと考えられるが、今回の調査でも似通った現象が見られた。

3．中国語の擬態語表現との対照

吉永（2011）では、初・中・上級の中国語話者 30 人、英語話者 30 人、韓国語話者 30 人にお
ける心身表現の誤用（擬態語も含む）を調べたが、中国語話者に最も誤用が多く、上級レベルで
も様々な誤用が見られた。これらの誤用原因については、両国語の心身表現の多様さによる「多
対多」の対応の複雑さ、人称制限や格助詞、品詞などの表現差によるものと判断した。心身の擬
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態語表現の誤用に関しても、中国語では擬態語によって様々な状況を表現し分ける言語習慣がな
いなど、様々な表現差が影響していると思われる。
擬態語を含む文を中国語に全文翻訳するアンケート④では「きりきり」
「ずきずき」をどち
らも「很疼」（とても痛い）と回答している例が多く、意味の違いが反映されているものは少な
い。
以下、多く見られた翻訳例を挙げる。
（15）・・・（胃が）きりきりする。（正答例：刺痛，绞痛，剧烈疼痛）
〈翻訳例〉心情很烦躁，胃疼，胃很疼，很难受，胃有点恶心，胃一直疼，胃很不舒服
（16）・・・ずきずきする。（正答例：灼痛，一阵又一阵地胀痛）
〈翻訳例〉很疼，很痛，很烦躁，有点痛，刺痛，火辢辢地疼
角岡（1993）では、日本語が多様なオノマトペを使い分け微細なニュアンスの違いを表現して
いるのに対し、中国語ではオノマトペ表現によらないで、動詞の結果補語など他の品詞によって
表現することが多く、また、日本語ほど細かく表現する習慣がないので、オノマトペ固有のニュ
アンスが表現できない場合も多いとしている。また、中国語起源の擬態語「例：茫々、悠々、
唯々諾々、赤裸々」は、意味や形態が保存され日中同義のものと、借用時から変化し異なってし
まったもの「例：散々」があるとしている。これらの中国語起源の擬態語については、漢字で意
味が推量できるため、中国語話者では習得上の利点が見込まれる。
中石（2014）では、オノマトペの誤用原因について、日中語間の音象徴の相違の他に、中国語
話者がオノマトペを一般語彙が畳語化したものと捉えることを挙げている。中国語には語彙を畳
語化することによって意味の描写性を高める強調用法があり、日本語のオノマトペの意味・形態
と似通っているために誤用が起こるとし、
「もじもじ」を「文字を書く様子」とした誤用を例に
挙げている11）。また、中国語の畳語型オノマトペ表現には日本語と音声が似ているものと全く異
なるものとがあり、音象徴の対照は複雑である。
〈似ているもの（擬音的なもの）〉
（17）肚子咕噜咕噜地响。（お腹がごろごろなる）
（18）面条哧溜哧溜的特别滑。（うどんがつるつるしている）
（19）心脏咚咚。（心臓がどきどきする）
〈似ていないもの〉
（20）他浑身是汗，衣服湿淋淋的。（服がぐっしょりだ）
（21）他整天迷迷糊糊的，就像没睡醒一样。（一日中うとうとして）
（22）石板地上长满了溜滑溜滑的青苔。（ぬるぬるの苔）

4．効率的な指導について

以上の考察より、日本語習得に効率的な指導のための改善点として以下の項目が考えられる。
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ⅰ）導入段階で擬態語動詞、擬態語形容詞、擬態語副詞の品詞区分を指導内容に入れる。
ⅱ）導入段階で部位と擬態語の関連について説明する。
また、オノマトペ教育では、近年、効率的な教材開発の必要も注目されている。
有賀（2007）は、オノマトペの意味説明の場合、辞書などの文字媒体では限界があるとし、視
聴覚的な教材開発の必要性を提唱している。中国語話者の文法的相違、音象徴の相違による誤用
を防ぐためにも視聴覚的な教材は有効と思われる。
更に、音声形態と意味の関連を利用することも効率的な指導に有効であると思われる。
浜野（2014）では促音を含むオノマトペは変化性、瞬間性を内包し、
「ぴかっと」
「ぱたっと」
のような語末の促音「っと」は音や運動が急激に終結することを示すとし、
『日本語オノマトペ
辞典』では、同じ音形が繰り返される畳語型は音や動作・状態の継続・繰り返しを表現するとし
ている。
例えば、第 1 節 A で挙げた促音「っ」を含むものは、促音が表す瞬間的変化を内包するので
時間性を持つ擬態語動詞に派生するが、形容詞には派生しない点で B、C と異なる。これらには
「かっとする、はっとする、ひやっとする、ほっとする、むっとする、すっとする、ぞっとする、
ぞくっとする、どきっとする、びくっとする、むかっとする（以上全て A）」が挙げられる。一
方、B「くたくただ、からからだ、ぺこぺこだ」C「ふらふらだ、ざらざらだ、ふわふわだ」に
は、促音「っ」を含むものは見られない。効率的な指導のために、音声と意味の関与について更
に精査する必要があると思われる。

5．お わ り に

心身の状況を表す擬態語を動詞性、形容詞性から 4 種に分類し、形態による機能の違いを観察
した。そして、擬態語が本来的に持っている語彙的性質により動詞や形容詞など多様な形態に派
生し、特定部位による部位限定性も有することを論じた。
習得状況調査の結果により、これらの文法的な複雑さが習得の問題に影響を及ぼしていること
がわかった。品詞分類や部位限定性の知識と習得状況には関連が見られ、導入時の指導の必要性
が示唆された。
日本語教育では全般的に擬態語に関する研究が遅れているが、医療福祉分野で使用頻度の高い
擬態語について、効率的指導の必要性が最近注目されて来ている。音声と形態の関与、誤用分析
や言語対照で得られた知見を活かし、効率的な指導方法を考えていくことは喫緊の課題である。
（本研究の一部は日本学術振興協会科学研究費（課題番号：15 K 02670（H 27-29））の研究助成
により行われた。）

注
１）本稿で扱う擬態語は、痛覚や触覚などを表すものとし、味覚や食感「ぷりぷり」
「さくさく」などは
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除き、「ごくごく（飲む）
」
「こんこん（咳をする）
」
「がらがら（うがいをする）
」など擬音語も除外す
る。「と」の有無については本質的な意味には関与しないものと考える。また、心理的なものは「擬
情語」とも呼ばれるが本稿では擬態語で統一する。
２）
「ぼんやり、すっきり、さっぱり、うっかり、がっかり、しっかり、うんざり、のんびり」などにお
いては、「ぼんやりした人」を「ぼんやりだ」と表現するなど、象徴的な意味を表す名詞用法に「だ」
を後接することがある。
３）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「？カラカラ
な喉」の様にナはやや不自然であるが全く許容されないわけではないので、便宜的にこのグループを
ナ形容詞と見なす。
４）
「この体勢を取ると腹筋がぷるぷるします」
「背中がぐっしょりしている」など「する」が動詞の代用
として用いられる場合もある。また、他に「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」のような名詞、「どっきり（番組）
」
「ぎっくり（腰）
」などの名詞複合語、「ずきずき痛む（痛
い）
」
、「ふらふら揺れる」
、「つるつる滑る」などの副詞用法もあり、用法は多岐にわたっている。（田
守（1993）浜野（2014）
）
５）動作性を内包する名詞は「研究する」
「到着する」の様に「する動詞」を形成し動詞性を意味内容に
含み、「聡明」
「謙虚」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
し形容詞性を意味内容に含むと考える。
６）工藤（2014）は「痛む」
「いらいらする」のような動詞を「一時的な静的現象を表す状態動詞」と考
え「頭がずきずきする／ずきずきしている」を等価としアスペクトを認めていない。A の擬態語動詞
の一部（継続的なもの「いらいら、はらはら、わくわく、どきどき、ずきずき、うとうと、ごろごろ
等」
、瞬間的なもの「ぞっと、すっきり等」
）にはアスペクトが認められるが、C は「ざらざらする／
している」の様に「する／している」が等価で、アスペクトが認められない。
７）加藤（2015）は、擬態語「ゆっくり」
「しっかり」は体詞（副詞類、連用詞、H 類）と分類している
が、他の擬態語についての記述はない。
８）中国語話者を調査対象として選定したのは、日本語学習者の 7 割を超える学習人口の多さと誤用傾向
の明確さによるものである。杭州師範大学、内蒙古大学、常州工学院、神戸学院大学の日本語学習者
148 名（上級（学習期間 3 年）46 名、中級（同 2 年）44 名、初級（同 1 年）58 名）に心身の状況を
表す擬態語の習得度を測るアンケート①②③を実施した。また、常州工学院、南京農業大学の日本語
学習者 222 名（上級 94 名、中級 87 名、初級 41 名）に全文翻訳作文アンケート④を実施した。
９）アンケート①は中国語訳を付しているので、擬態語の知識を問うアンケート②、③では異なる被験者
を対象にしている。また、「ぺこぺこ」は「お腹がぺこぺこ」か「ぺこぺこお辞儀をする」か紛らわ
しいので②の全文作文では除いている。
１０）痛みの部位と擬態語の結びつき、痛みの種類の理解度を調べた。上級話者でも正答者数は各問とも半
数以下であった。（被験者 82 名の国籍：中国、台湾、韓国、ベトナム、マレーシア、ロシア）
１１）中石（2011）では日本語のオノマトペ語彙率は約 2.5％ だが、中国語では 0.5％ に過ぎず、中国語に
擬音語（象声詞）はあるが擬態語は語類として成立せず、多くは形容詞として用いられ文章的である
と述べている。
参考文献
有賀千佳子（2007）
「オノマトペを通して、語彙の学習・教育について考える」
『日本語学』26（7）
、明治
書院．
影山太郎（2005）
「擬態語動詞の語彙概念構造」第 2 回中日理論言語研究会発表要旨．
加藤重広（2015）
「形容動詞から見る品詞体系」
『日本語文法』15 巻 2 号、くろしお出版．
角岡賢一（1993）
「日本語の「擬似オノマトペ」
−日本語と中国語の接点」筧壽雄・田守育啓編『オノマト
ピア擬音・擬態語の楽園』
、勁草書房．
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角岡賢一（2007）
『日本語オノマトペ語彙における形態的・音韻的体系性について』くろしお出版．
工藤真由美（2014）
『現代日本語ムード・テンス・アスペクト論』ひつじ書房．
田守育啓（1993）
「日本語オノマトペの統語範疇」筧壽雄・田守育啓編『オノマトピア擬音・擬態語の楽
園』
、勁草書房．
張麟声（2014）
「中国語話者による中日同形漢語語彙の習得を考えるための対照研究」
『中国語話者のため
の日本語教育研究』第 5 号、日中言語文化出版社．
中石ゆうこ・佐治伸郎・今井むつみ・酒井弘（2011）
「中国語を母語とする学習者は日本語のオノマトペ
をどの程度使用できるのか」
『中国語話者のための日本語教育研究』第 2 号、日中言語文化出版社．
中石ゆうこ・坂本沙織・酒井弘（2014）
「「はらはら」は「元気な様子」？」
『中国語話者のための日本語
教育研究』第 5 号、日中言語文化出版社．
浜野祥子（2014）
『日本語のオノマトペ』くろしお出版．
吉永尚（2008）
『心理動詞と動作動詞のインターフェイス』和泉書院．
吉永尚（2011）
「中国語話者における心理表現上の母語干渉について」園田学園女子大学論文集第 45 号．
吉永尚・宮田久枝・鈴木庸子（2012）
「心身の状態表現に関する日本語教育の諸問題−医療従事者のグロ
ーバル化に向けて−」園田学園女子大学論文集第 46 号．
吉永尚（2015）
「心身の状況を表す擬態語動詞についての素性分析」園田学園女子大学論文集第 50 号．
参考資料
小野正弘編『擬音語・擬態語 4500 日本語オノマトペ辞典』小学館、浅野鶴子編『擬音語・擬態語辞典
（角川小辞典 12）
』角川書店、飛田良文・浅田秀子『現代擬音語擬態語用法辞典』東京堂出版、五味太
郎『日本語擬態語辞典』講談 社＋α 文 庫、国 際 交 流 基 金『日 本 語 で ケ ア ナ ビ』
、国 立 国 語 研 究 所
BCCWJ、廣部久美子・吉永尚『日中英医療介護 Healthcare』スマートフォン用アプリ（Apple）
───────────────────────────────────────────────
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アンケート調査用紙①〈文末選択〉
日本語学習歴（
✿次の文の｛

）年

学校名（

）

｝のうちふさわしいと思うものを一つ選んで（

1）今日は朝から頭ががんがん｛

だ（

） ｝
。［ 今天从早上起就头疼欲裂。］

）／ する（

2）朝早くから夜遅くまで働いてくたくた｛

だ（

）に○を入れてください。

）／ する（

） ｝
。［ 从清早工作到深夜，累得筋

疲力尽。］
3）走ったので心臓がどきどき｛

4）難しい問題があって胃がきりきり｛
5）やけどをしたところがずきずき｛

） ｝
。［ 跑得心脏扑咚扑咚跳。］

）／ する（

だ（

だ（
だ（

6）暑い時にスポーツをしてのどがからから｛

）／ する（
）／ する（
だ（

） ｝
。［ 遇到了难题，胃刺痛。］
） ｝
。［ 烫伤的地方一阵阵地疼。］

）／ する（

渴得冒烟。］
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） ｝
。［ 天热的时候做运动，嗓子

7）なかなかバスが来なくていらいら｛

だ（

） ｝
。［ 公交车总是不来，急死人了。］

）／ する（

8）朝から何も食べていないのでおなかがぺこぺこ｛

だ（

）／ する（

） ｝
。［ 从早上起什么也没

吃，肚子快饿瘪了。］
9）怖い映画を見てぞっと｛

だ（

）／ する（

） ｝
。［ 看恐怖电影，后背发凉。］

アンケート調査用紙②〈全文作文〉
日本語学習歴（
✿

）年

学校名（

）

次の各語を使って、日本語の短い文を作文してください。

1）くたくた（

）

2）きりきり（

）

3）どきどき（

）

4）ずきずき（

）

5）いらいら（

）

6）がんがん（

）

7）からから（

）

8）ぞっと（

）

アンケート調査用紙③〈擬態語選択〉
日本語学習歴（
✿

）年

学校名（

）

次の文の｛ a / b / c ｝について、最もふさわしいと思うものを一つ選んで（

）の中に○を書いてく

ださい。
1）今日は朝から頭が｛ a むかむか（
2）昨夜は｛ a ぐっすり（

）／ b がんがん（

）／ b はっきり（

3）薬を飲んで胃が｛ a ぐったり（

）／ c どきどき（

）／ c すっかり（

）／ b すっかり（
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）｝する。

）｝眠れました。

）／ c すっきり（

）｝しました。

4）走ったので心臓が｛ a むかむか（

）／ b ずきずき（

5）難しい問題がたくさんあって胃が｛ a きりきり（

）／ c どきどき（

）／ b いらいら（

）｝します。

）／ c どきどき（

）｝

する。
6）やけどをしたところが｛ a むかむか（
7）足が痺れて｛ a そわそわ（

）／ b ふらふら（

）／ b きりきり（

8）なかなかバスが来なくて｛ a ふわふわ（

）／ c ずきずき（

）／ c じんじん（

）／ b いらいら（

9）このクリームを塗ると肌が滑らかに｛ a ちくちく（

）｝します。

）｝する。

）／ c ずきずき（

）／ b すべすべ（

） ｝する。

）／ c ごわごわ（

）

｝になります。
10）やっと熱が下がって、気分が｛ a どっきり（

）／ b すっきり（

ました。

アンケート調査用紙④〈全文中国語翻訳〉
日本語学習歴（
✿

）年

学校名（

）

次の各文を中国語に翻訳してください。

1）今日は朝から頭ががんがんする。
2）昨夜はぐっすり眠れました。
3）薬を飲んで胃がすっきりしました。
4）走ったので心臓がどきどきします。
5）難しい問題がたくさんあって胃がきりきりする。
6）やけどをしたところがずきずきします。
7）足が痺れてじんじんする。
8）なかなかバスが来なくていらいらする。
9）このクリームを塗ると肌が滑らかにすべすべになります。
10）怖い映画を見てぞっとしました。
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）／ c すっかり（

）｝し

園田学園女子大学論文集

第 51 号（2017. 1）

【研究ノート】

保育における身体表現活動の変遷に関する研究（1）
──保育要領、幼稚園教育要領を踏まえて──

門

脇

早聴子

要旨：昭和 23 年制定の保育要領の項目「リズム」では、倉橋惣三1）（1882〜1955）に
よる「遊びの中であらわれる幼児の自発的な表現を重視する」という主張のもと、幼児
が身体でいきいきと表現して楽しむ活動が重視された。一方、昭和 31 年の幼稚園教育
要領「音楽リズム」は、音楽とリズムの一体化の方針のなかで、小学校との一貫性、ま
たより具体的な目標設定が示された。そこでは、リズミカルな動きをさせるといった保
育者の指導目標に重点が置かれ、領域を教科として扱い技術偏重の傾向がみられた。そ
の反省を踏まえ、平成元年「表現」では、幼児の創造性や表現の意欲を伸ばすことが重
視された。しかし、具体的な内容や方法は明確に示されておらず、保育者が表現に対す
る援助方法を理解しにくいことが伺える。
そこで、身体表現活動について、昭和 23 年の保育要領「リズム」を元に、保育者の
援助における観点を①幼児の特性をとらえる、②身体表現活動の目的を明確にする、③
幼児の発達に即した環境を設定する、④使用する音楽の留意点、の 4 点にまとめる。
は

じ

め

に

本稿では、保育における身体表現活動がどのように捉えられてきたのか、戦後から現在に至る
考え方や方針を整理することにより、現在の保育内容「表現」の課題を明らかにする。幼稚園教
育要領は、最初に施行された昭和 23 年保育要領（試案）2）から現在まで、5 回の改訂が行われて
いる。現行の平成 20 年施行の幼稚園教育要領では、身体表現に関する内容は、要領「表現」に
含まれており、内容は、3 回目の改訂である平成元年の幼稚園教育要領「表現」とほとんど違い
はない。「表現」の目標は、「感じたことや考えたことを自分なりに表現することを通して、豊か
な感性や表現する力を養い、創造性を豊かにする」
（文部科学省

2007）とあり、身体表現の内

容は、「自分のイメージを動きや言葉などで表現し、演じて遊ぶ楽しさを味わう」（文部科学省
2007）と示されている。これは、幼児の自分なりの表現を保育者が認めるという、幼児の主体性
を重んじた文言である。ところが、「保育現場からは保育における身体表現活動をどのように展
開すればよいのか、といった疑問の声が聞こえている」
（田辺 2006 : 25-33）という指摘もある。
平成元年の施行から約 30 年が経過するものの、未だに身体表現の捉え方が曖昧なのである。そ
の背景に、身体表現活動を行うにあたり保育者の視点が定まりにくいことと、身体表現の内容や
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展開の方法に難しさを感じる保育者の存在があるといえるだろう。さらに、
「表現」に示されて
いる内容および内容の取扱いの各項目は、幼児を主体とした遊びや生活の中での援助の在り方を
示すものであるが、具体的な保育内容が示されていない。そのため、経験の浅い保育者は子ども
の身体表現をどのように捉えて発展させるのか、イメージしにくいのではないだろうか。保育の
場では、身体表現活動は「リズム遊び」
「律動」などの名称で呼ばれるが、一部の新任の保育者
からは、幼児が自発的に行う自然観察や遊びから発展する表現を、保育者がどのような手法で行
うのかイメージできないという声もあがっている。
そこで、身体表現を意義ある活動として示された、昭和 23 年保育要領（試案）「リズム」をも
とに、大幅に内容の改訂が行われた昭和 31 年施行の幼稚園教育要領「音楽リズム」、平成元年施
行の幼稚園教育要領「表現」に注目し、
「リズム、音楽リズム、表現」における身体表現活動の
位置づけを明確にする。また、身体表現の歴史的変遷を見ることで、今後の身体表現活動への示
唆とする。

1．明治期の「遊戯」

幼稚園における身体表現は、明治時代にフレーベル（1782-1852）3）の運動遊戯の影響を受けて
導入された。明治期の遊戯について小山は、次のように述べている。

行進遊戯、唱歌遊戯、競争遊戯などであり、それは行進や個々の歌詞に即した模倣遊戯を主
とするものであった。それに対して、1918（大正 7）年頃から律動遊戯、童謡遊戯、演劇と
いった新しい遊戯法が紹介され、音楽と動作の関係性や身体表現活動の教育的価値が捉え直
されるようになった。

（小山 2012 : 117）

明治期の、保母が主導となって歌詞に沿った遊戯を行うのに対して、大正期からは、律動遊
戯、童謡遊戯といった新しい遊戯法が、雑誌『婦人と子ども』
（フレーベル会；日本幼稚園協会
4）や講習会を通して紹介された。なかでも、土川五郎（1871〜1947）
5）が考案した律
1901〜1918）

動遊戯は、歌詞の無いリズムカルな音楽に合わせた躍動的な動作を特徴とした遊戯であり、保育
の場におおいに受け入れられた。しかし、明治期から戦前にかけては、大人が考えた振付を幼児
に教える「遊戯」が、保育内容の一つであった。

2．昭和 22 年

保育要領（試案）に見る音楽による身体表現領域の位置づけ

2.1．保育要領（試案）における「リズム」の位置づけ
1947（昭和 22）年に学校教育法が制定され、第 79 条に幼稚園の保育内容に関する事項が定め
られた。文部省は、幼稚園の保育内容の基準となる保育要領を編集する目的で、幼児教育内容調
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査委員会を同年に設置した。当時の委員は 18 名からなり、委員会全員で検討したとある（日本
保育学会編 1985 : 250）。その委員長的な役割として、東京女子高等師範学校教授であった倉橋
惣三（1882〜1955）6）が任命されている。倉橋の「保育は幼児の生活から出発するべき」という
8）の理解を得ることが
考えが、当時、米国の CIE7）顧問ヘレン・ヘファーナン（Helen Heffernan）

できたとあり、本委員会は、幼児の興味を重んじる自由保育を主張する倉橋の影響がきわめて強
かったと記されている（日本保育学会編 1985 : 242）。
保育要領（試案）の内容（望ましい経験）は、次の 12 項目から成り立っている。①見学、②
リズム、③休息、④自由遊び、⑤音楽、⑥お話、⑦絵画、⑧製作、⑨自然観察、⑩ごっこ遊び・
人形芝居、⑪健康保育、⑫年中行事である。保育項目の 1 つである「リズム」の内容は、
「音楽
にあはせた踊りや競技。音楽のままに走り、歩き、スキップし、足を高く上げて飛ぶ等の動作」
（村山 1978 : 240）と示されている。これは、ヘファーナンが示した「Rhythms」を元に作成され
たものであった。「リズム」という言葉は、文部省にいた坂元彦太郎（1904〜1995）が戦前の
「遊戯」を近代化し、教育的なものに刷新をはかりたいという考えのもとでつけられた動きのこ
とである。ヘファーナンは、身体による表現を Rhithms と複数形で記していたが、保育要領
（試案）では、「リズム」と単数形に書き変えられている。「リズム」の目的を、「幼児ひとりひと
り、及び共同の音楽的な感情やリズム感を満足させ、子供の考えていることを身体の運動に表わ
させ、いきいきと生活を楽しませることにある」
（文部省 1947）としている。
「リズム」につい
ては、これらの保育内容作成に携わった幼児教育内容調査委員会による懸案事項として、興味深
い内容が次のように記載されている。

保育内容の原案の中で問題視されたものの一つに「リズム」がある。倉橋先生から「リズ
ムとは、2 拍子、3 拍子、の拍子のことなのに、とくにリズムだけを離すのはおかしくない
か」という質問に対し、委員会の一人であった副島ハマ（厚生省公衆保険局栄養課）は、
「子どもの音楽は唱ったり聞いたりだけでは不十分で、リズムとは音楽を身体で表現するこ
とだから、リズム感が一番発達するこの時期に、型の指導ではなく自発的な表現遊びとして
・・」と説明している。その頃はカタカナを使わない主義であったが、文部省初等教育課長
であった坂元彦太郎が「もうリズムという言葉を日本語にしてもよい時代になったのではあ
りませんか」という話になった。

（日本保育学会編 1985 : 258）

このように「リズム」は、音楽における要素の一つではなく、一般的に身体表現を指すことが
明らかである。そもそも、西洋音楽で使用されているリズムの意味は、グローヴナー・クーパー
（Cooper, Grosvenor W.）とレナード・マイヤー（Meyer, Leonard B.）によると、音色や音量が類
似しているものや時間や音高が近接しているもの同士が、人間の諸感覚によってリズムにパター
ン化されまとまったものを意味するとしている（笠原；徳丸 2007 : 135）。一方で、倉橋が述べ
たリズムは、四分音符が 1 小節の中に 2 個分という意味の 2 拍子、3 個分の場合 3 拍子といっ
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た、拍子をさしており、本来の西洋音楽におけるリズムの意味ではない。つまり、倉橋が考える
リズムの表現とは、1 小節に入るそれぞれの長さに注意し、正確に音として表すことであったこ
とがわかる。このようなことから、倉橋は、音の長さを音楽から取り出すことが、非音楽的でな
いのではないかと述べた。それに対し調査委員の一人である副島は、ヘファーナンの示した
Rhithms を、音楽に合わせた自由な身体表現といった意味として捉えた。副島は保育におい
て、これまでの型の決まった踊りではなく、幼児の自発的な表現としてリズム活動が必要である
と考えた。また、後にお茶の水女子大学教授に就任した坂元は、
「遊戯」というこれまでの保育
者主導による身体の動きを払拭し、幼児の心からわき出る動きをあらわす「リズム」という新し
い言葉を用いることで、保育への改革を目指した。
文部省は幼稚園教育に対して、戦前の軍国主義の中で行っていた教師主導型の指導から脱却
し、自由主義の教育思想を基調とする方針を示したことは、戦後の保育における大きな改革であ
ったといえる。しかし、「学校教育法」の施行に伴い新しい幼稚園制度が開始されたものの、保
育現場での制度の実現には至っていなかった。その原因の一つに、戦後の混乱した経済状況の
中、幼稚園の復旧や新設が容易に許されず、保育の場が混乱していたことが挙げられている（宍
戸 1989 : 128-129）。
保育要領（試案）の「リズム」は、幼児の歌に合わせて遊びたいという、自然の欲求に基づい
た身体表現活動であり、冒頭には、
「特別の内容なしにリズム的に走ったリ、はねたり、手を振
ったり、スキップしたりする簡単な活動・動作も、幼児の成長に大切なことである」
（文部省
1948 : 54-55）と記されている。さらに、幼稚園におけるリズムの目的を次のように示している。

幼稚園のリズムの目的は、幼児一人ひとりおよび共同の音楽的な感情やリズム感を満足さ
せ、子どもの考えていることを身体の運動に表させ、生き生きと生活を楽しませることにあ
る。

（戦後教育改革資料研究会編 1980 : 21）

昭和前期の幼児の身体表現活動としては、戸倉ハル（1896〜1968）9）の創作による遊戯が行わ
れていた。この遊戯は、子どもの好む童謡に自発的な表現を重んじるという考えのもとに始めら
れた（名須川 2002 : 61）。この戸倉によって行われていた身体表現が、戦後の「リズム」に取り
入れられた。「リズム」は、言葉で思いをうまく伝えられない幼児にとって、感情や考えを表出
させる大切な手段とされた。また幼児の発達の観点から、身体を使うことは、幼児の身体的な成
長に加え、表現することの楽しさを共有する上で必要なことであると考えられた。このように、
「リズム」の目的を幼児の自発的な表現とすることで、これまでの保育者から指導される遊戯と
の違いを示したのである。

2.2．保育要領（試案）「リズム」の内容
保育要領（試案）「リズム」の内容は、音楽や童謡に合わせて自由に思いをあらわす「唱歌遊
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び」と、幼児が経験した事柄からや心の描写を身体であらわす「リズム遊び」の 2 種類である。
ここでは、保育者がどのような事柄を経験させ、そこでは何を大切に育てるのか、保育者の視点
が明確に示されていた。
「リズム」では、とくにリズム遊びを通して「感情が強く新鮮に豊かに
なる」（表 1）という感性を養うことにつながることを示しており、現在の領域「表現」に共通
する観点といえる。また、
「楽しい幼児の経験」として具体的な保育者の視点を明記している。
さらに、保育者が教えこむようなリズム劇ではなく、幼児が遊びの中で楽しく自発的に行える内
容であることを強調している点も、現在の保育に共通する観点である。
「唱歌遊び」と「リズム遊び」の内容をまとめると、表 1 のようになる。
表1

昭和 22 年度

保育要領（試案）
「リズム」の内容「唱歌遊び」
「リズム遊び」
唱歌遊び

リズム遊び

子どもの特性

歌に合わせて遊びたいという、子ど
子どもは、生活の中から強い印象を受けた
もの自然の要求がある
ものを、音楽に合わせて表現して遊びたがる

遊びの過程

子どもは、遠足や見学等の直接経験、農夫
歌いながらのスキップや踊り、拍子
に合わせた拍手をして遊びながら、組 や動物、乗物のリズム的活動、鳥、昆虫の生
活や落葉・雨等の自然現象のリズム運動の影
織ある遊びをする
響で、リズム運動をして遊ぶ

発展的展開

おとなの考えた遊戯を教えこむよ
幼児が種々の経験後に適当な音楽を伴奏す
り、子供の自由な表現を重んじる。
ると、リズム遊びは面白く、楽しくなる。
子どもが歌を理解し、自分たちの考
子どもの心にある映像がリズム的に表現さ
えで振り付けの創作を行うと、もっと れると、感情が強く新鮮に豊かになる。
おもしろいものをつくり出す。
自発的なリズム遊びは、幼児の保健上から
も大切である。

（文部省 1947）

「唱歌遊び」は、前述した戸倉の考えが反映されていることがわかる。ここではまず幼児は歌
や音楽にあわせて遊ぶことを好むという特性を保育者が認識して、幼児の自発的な表現を重んじ
ることを示している。つまり、以前の「唱歌遊戯」と異なり、戦後の「唱歌遊び」では、幼児の
創造力を育成することを目的とする中で、従来の保育者が考えた振付を幼児に覚えさせる遊戯の
在り方を、改める方針が読み取れる。その背景として、大正期から始まった進歩主義教育の影響
を受け、児童中心主義が本格的に浸透してきたことが考えられる。このように、幼児の創造力を
育成することを強調している点は、現在の幼稚園教育要領における「表現」とも共通する。
一方、「リズム遊び」は、幼児が生活の中で感動を受けたものや、発見したものからなると、
農夫の仕事の様子、汽車・電車などの乗り物、昆虫や雨などの自然現象などを具体的に示してい
る。幼児が何かになりきる遊びを好むという特性を生かし、日々の生活で触れる事柄や生き物
を、音楽に合わせて身体で表現して遊びに展開させるのである。
「リズム遊び」では、幼児が表
現しようとする内容を示し、幼児の自発的な表現を重視している。その幼児の身体表現に合わせ
て、保育者が簡単な音楽をつけることで、リズム遊びがさらに楽しくなり、感情も豊かになって
いくと示唆している。このように、音楽に合わせた唱歌遊びと、幼児の心の内面をあらわすリズ
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ム遊びの 2 つに分類しているところが、昭和 22 年度保育要領（試案）「リズム」の特徴である。
これらを実践する上で保育者は、自身の考えを幼児に押しつけるのではなく、幼児の考えを引き
出すことができるような音楽や、言葉掛けが必要となる。
昭和 22 年の保育要領（試案）「リズム」にみられる幼児の自発的な活動は、児童中心主義を唱
えた倉橋の影響が強いことがわかった。倉橋は「誘導保育」を提唱し、幼児は自由に遊ぶ中で自
身の生活やルールを元に自己実現を目指した保育が重要としている。
「誘導保育」とは幼児が自
由に遊ぶ中で、自発性を大事にしながらも豊かな発想が生まれる環境を保育者が整える必要があ
る、という考え方である。保育要領の項目「リズム」は、幼児の自発性を促す保育という倉橋の
考えが、反映されていたのである。

3．昭和 31 年

幼稚園教育要領に見る音楽による身体表現領域の位置づけ

3.1．「リズム」から「音楽リズム」へ
文部省は、試験的に作られた保育要領（試案）の不十分な点を改善することを目的として、昭
和 23 年 9 月には、「保育要領改訂委員会」を発足させている。保育要領（試案）を改訂する原因
として園山らは、
「このような新しい保育の方針を実際の保育現場で具体化することは難しく、
保育要領は一つの理想的なものにとどまることとなった」
（園山；山口 1997 : 908）と述べてい
るように、戦後の混乱した保育の場では、受け入れられにくかったことがうかがえる。
保育要領（試案）の改訂にあたり委員会では、
「リズム」の問題として、これまでの遊戯の伝
統的な在り方を反省し、さらに新風を打ち出そうとした。そこで、保育要領（試案）から 5 年後
の昭和 28 年に、文部省は『幼稚園のための指導書−音楽リズム編−』（文部省

1953）を出版し

た。これは、幼児の自由で自発的な活動を重んじることに賛意を表しながらも、系統性や計画性
が欲しいという、保育の場からの意見に答えるよう出された指導書である。そこには、歌唱や器
楽合奏に用いられる 39 曲の楽譜と、動きのリズムや器楽合奏に用いられる歌詞の無い楽譜が 28
曲掲載されている。
『幼稚園のための指導書』では、リズム感を養うことを重視し、幼児の心身の発達に即しなが
ら、「リズム」が楽しめる内容であると強調している。幼児の音楽経験を「聞くこと」
「歌うこ
と」「ひくこと」「動きのリズム」の 4 種類に分類し、具体的な指導目標を示している。とくに、
「動きのリズム」では、速度感や拍子感を養う基礎指導と、幼児が思いのまま自由に表現する自
由表現に分け、多面的なリズム指導を推奨している。このような幼稚園のための指導書が出され
たことで、保育者は、音楽に関する豊かな教養と専門的な知識をもって指導することが求められ
ることになった。また、項目「動きのリズム」の最後には、評価の観点が示されるなど、教科的
な考え方として捉えられた、という問題点が浮かび上がった。
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3.2．「音楽リズム」の内容
昭和 31 年に刊行された幼稚園教育要領では、幼稚園の教育課程の基準を示す教育内容が、「健
康、社会、自然、言語、音楽リズム、絵画製作」の 6 領域に分類された。改訂においては、
「①
保育内容について小学校との一貫性を持たせるようにすること、②幼稚園教育の目標を具体化し
て、指導計画の作成に役立つようにすること、③幼稚園教育における指導上の留意点を明らかに
示すこと」（文部省 1956）が挙げられた。音楽とリズムの一体化の方針が打ち出され、領域「音
楽リズム」になったことが、大きなポイントである。
幼稚園教育要領のまえがきには、幼稚園教育は小学校教育とは異なる独自なものとしながら
も、保育内容を小学校との一貫性を持たせる旨が記されている。そのことが、保育者が音楽活動
を教科のように指導することに専念するきっかけとなったのではないだろうか。
「音楽リズム」における「幼児の発達上の特質」「望ましい経験」は、以下の通りである。
表2

昭和 31 年度

幼稚園教育要領の領域「音楽リズム」から「幼児の発達上の特質」
「望ましい経験」

［1］幼児の発達上の特質

［2］望ましい経験

・節のくり返しを喜ぶ。
・簡単な歌や曲を覚える。
・みんなといっしょに歌えるようになる。
・短い節を即興的に作って，歌うようになる。
・みんなといっしょに，音楽を静かに聞けるようになる。
・親しみのある楽器の音を聞き分ける。
・音の高低・強弱・曲の早さや拍子などがわかるようになる。
・日常生活において，耳に触れる音楽的な音やリズムに気づく
ようになる。
・曲を聞いて，楽しさ，活発さ，静かさ，優美さなどの感じが
わかるようになる。
・簡単な楽器を使うことができるようになる。
・身体的なリズムを通して，周囲の音やリズムを模倣的に表現
したり，自分の感じたこと，考えたことなどを創造的に表現
したりする。

4．動きのリズムで表現する。
（ア）曲に合わせて歩いたり、かけたり
する。
（イ）動物や乗り物などの動きをまねて、
身体の動きをする。
（ウ）楽器の音に反応して、リズム的な
動きをする。
（エ）曲や歌に合わせて、自由にリズム
的な動きをする。
（オ）自分の感じたこと、考えたことを、
そのまま動きのリズムで表現する。

（文部省 1956）

［1］「幼児の発達上の特質」として 11 項目が設けられているが、身体表現に関する内容は最後
の 1 項目「身体的なリズムを通して、周囲の音やリズムを模倣的に表現したり、自分の感じたこ
と、考えたことなどを創造的に表現したりする」（文部省

1956）のみである。

身体表現活動の必要性は、明治期の「遊戯」に始まり、昭和 23 年の保育要領の「リズム」に
示されてきたが、昭和 31 年の幼稚園教育要領においては、あまり重要視されていないことがわ
かる。「幼児の発達上の特質」にみられる、「音の高低・強弱・曲の早さや拍子などがわかるよう
になる」、
「模倣的に表現する」という内容は、平成 20 年の「表現」には見当たらない。表現の
ねらいは、「創造的に表現する」を保育の基本としているものの、「音の高低・強弱・曲の早さや
拍子などがわかるようになる」
（文部省 1956）といった音楽教育としての目標を立てているこ
とが、現在の「表現」と異なるところである。
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［2］「望ましい経験」では、1．歌を歌う、2．歌曲を聞く、3．楽器をひく、4．動きのリズム
で表現するの 4 つに分類されている。これは、昭和 26 年改訂版小学校学習指導要領音楽科編
（試案）の領域である、「歌唱、器楽、鑑賞、創造的表現、リズム反応」の 5 領域を意識した項目
である。それぞれの項目には詳細な内容が記され、「4．動きのリズムで表現する」の内容は、表
2 の（ア）〜（オ）の 5 項目である。保育要領の「リズム」全てが身体表現に関する内容であった
ことに比べると、「音楽リズム」では、身体表現が音楽活動の一部となり、その内容も曲に合わ
せて動くといった音楽中心の活動であり、動き（身体表現）の内容自体が減少している。また、
従来の「リズム」の内容が、身体表現の意義、幼児の特性に即した援助方法や環境設定など、保
育者の援助の視点が明確に記載されているのに比べると、
「音楽リズム」では、リズミカルな動
きをさせるといった、保育者の指導目標に重点を置いた内容となっている。
「音楽リズム」は、それまでの保育要領（試案）「音楽」と「リズム」の項目が統合された、造
語である。基本的には、幼児の生活経験を大切にするという、幼児教育としての根本的な方針に
基づいている。しかし、「望ましい経験」という目標が示され、「楽器の音に反応して、リズム的
な動きをする」
（文部省

1956）など、身体表現活動の在り方については、以前の「遊戯」に立

ち返るかのように保育者が指導すると捉えかねない項目が、並んでいる。前述の昭和 28 年出版
の『幼稚園のための指導書−音楽リズム編−』
（文部省）には、「4 動きのリズム」として、
（1）
一般目標、（2）具体的指導目標、（3）動きのリズムの指導（イ）基礎的指導（速度感を養う、強
弱感を養うことを主とする、拍子感を養うことを主とする）
、（ロ）自由表現の取扱、（ハ）多面
的な取扱、（4）評価と、小学校学習指導要領のような詳細な指導項目が羅列されている。評価の
9 項目では、
「動きができるようになったか」という文言で示されている。また本書では、保育
者が音楽の要素（速度、強弱、拍子）を理解した上で、保育者にピアノを弾けることを求めた内
容であったことから、保育者にとっては負担を感じる内容といえる。つまり、昭和 23 年の「遊
びの中であらわれる幼児の自発的な表現を重視する」という倉橋の主張する自由主義の傾向が、
昭和 31 年の「音楽リズム」では、領域を教材として扱う教科主義へと変化したのである。具体
的な指導内容が文部省から示され、指導計画の作成と評価が求められた保育の場では、真面目な
保育者がねらいの達成に懸命になったと考えられる。
以下の文面からは、6 領域が示されたことによる混乱した状態が、読み取れる。

各領域にねらいがまず存在し、そのねらいを達成するために個々に望ましい活動を探し求
め、それらを指導計画作成に位置づけ、それに即して活動を円滑に展開しなければならない
かのような、すなわち総合的な遊びや活動を通して、楽しく生活するなかで領域のねらいが
それぞれ達成されるとする『領域』の本来の意義からかけ離れるきらいがあった。
（民秋言編 2006 : 77）

上記のように 6 領域について誤解が生じた原因は、6 領域ごとに楽しい経験を示したことや、
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領域ごとに指導計画を立てて指導しなければならないといった誤解が生じたことにあった。当時
の保育では、ねらいと同時に示されている指導内容が小学校の教科教育のように、綿密に指導法
が記載されていたことから、保育者は指導計画に合わせた活動を行うことに傾倒し、幼児教育本
来の幼児の積極性を主体とする独自性が失われたのである。それは、
「音楽リズム」になった時
期から盛んになり始めた幼児の鼓笛隊など、保育者による指導を必要とする音楽活動が目立つこ
とからもわかる。また、保育現場の実践者や指導者に、学校教育経験者が数多くおりてきたこと
相まって、領域が教科的に扱われる傾向へと変化したのである（森上 1997 : 354）。このように、
指導計画の作成、および評価を保育者に求めたことから、保育の現場では教科的な考え方に移行
してきたといえる。

4．平成元年

幼稚園教育要領に見る音楽による身体表現領域の位置づけ

平成元年刊行の幼稚園教育要領「表現」は、「音楽リズム」から大きく内容が変更された。こ
れまでの 6 項目から、平成元年の幼稚園教育要領では「健康・人間関係・環境・言葉・表現」の
5 項目に変更された。以前の「音楽リズム」
「絵画製作」がなくなり、平成元年には「表現」が
新しく登場し、一見、従来の「音楽リズム」と「絵画製作」が融合したように見える。しかし、
それだけでなく、総合的な表現活動を行うものとして設定された。これまでは、小学校教育の前
段階として、歌の発声方法や、楽器の演奏といったスキルを伸ばすことに偏りがちであった。そ
こで「表現」では、まず幼児があらわしたくなるような

心のうずき

のようなもの（＝感性）

に目を向け、一人ひとりの幼児が感じている独自の世界を、いかに表現できるようになっていく
かが重視された（柴崎 1997 : 361）。
平成元年に改訂された、感性と表現における領域「表現」の内容は、それまでの「音楽リズ
ム」から一転して、抽象的な表現であらわされている。大坂の、
「豊かな感性とはどういうもの
を指すのか、表現する意欲をどのように育てるのか、創造性を豊かにするとはどういうことなの
か」（大坂 1997 : 22）という言葉に代表されるように、感性、表現、創造性という言葉の定義
や、保育者による具体的な援助の方法は明記されていない。つまり、表現活動においても、保育
の場では幼児が楽しむことを目標とし、全ての活動における援助は個々の保育者に任されている
のである。この結果、保育者の感性、資質、経験の差により、実際の保育に影響が出てくること
となったという点で課題である。
次に、現行の幼稚園教育要領「表現」の内容の取扱いにおける留意点から、身体表現に関する
部分について検討する。

（1）豊かな感性は、自然などの身近な環境と十分にかかわる中で美しいもの、優れたもの、
心を動かす出来事などに出会い、そこから得た感動を他の幼児や教師と共有し、様々に表現
することなどを通して養われるようにすること。
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（文部省 1991）

この文言からは、保育者のどのような援助によって、幼児の表現が養われるかという点につい
て、読み取りにくい。身体表現活動は、保育における他の領域「環境（どのような場所や場面で
行うのか）」「人間関係（誰と表現するのか）
」「健康（動きは運動の側面を併せ持つ）
」との関連
性も強い。幼児の感動することはどのような場面なのかなど、他領域と関連させながら表現する
ことが可能なのかも課題になる。そこで保育者には、幼児の発達に合わせて様々な視点から表現
を捉え、共感と援助を行うことが求められる。

5．保育要領・幼稚園教育要領における身体表現の変遷

これまで、昭和 23 年の保育要領（試案）
、昭和 31 年と平成元年の幼稚園教育要領の全体像を
見てきたが、内容を比較すると図 1 の通りである。

図1

身体表現領域に見る保育要領・幼稚園教育要領の変遷

以上の考察より、昭和 31 年幼稚園教育要領「音楽リズム」では、保育者の役割が指導するこ
とに傾き、幼児の創造性や表現の意欲を伸ばす時間が十分に取れないことなどが反省点となっ
た。そこで平成元年の幼稚園教育要領「表現」では、詳細な内容でなく、幼児の豊かな感性を育
むための表現形態の軸となる内容が示されたが、「表現」について次のような指摘もある。

現行の教育要領では、身体表現教育は形としての表現よりも、表現する意欲とその過程を重
視し、幼児の気持ちを受容する保育者の姿勢を肝要なものとしている。その意義は十分認め
られるが、そこには具体的内容、方法は明確に示されていない。

（名須川 2002 : 245）

名須川は、平成元年からの幼稚園教育要領「表現」に示されているねらい、内容、留意事項だ
けでは、保育者は幼児の気持ちを受容することに留まり、表現に対する具体的な援助方法が示さ
れていないことを危惧している。それに対して、昭和 23 年に文部省に施行された最初の手引書
の保育要領「リズム」では、身体表現の意義、保育者の視点、保育者がかかわる際の留意点など
が明確に示されている。これは、戦後間も無い時期に作成されたもので、当時の混乱期には保育
の場での理解を得ることが難しかったが、現在のように落ち着いている状況においては、幼児の
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自発的な活動が尊重されている点で共通することから、参考になる。
「表現」は、約 70 年前にアメリカの CIE のもとに制定された保育要領「リズム」を今一度、
見直すことで、身体表現教育の意義を見直す機会になるのではないだろうか。

6．今後の幼児の身体表現活動への示唆

現在の幼稚園教育要領「表現」では、感性を育み、表現しようとする意欲や態度を育成すると
いう、幼児の生活における成長・発達を、見守り育てるということに重点が置かれている。内容
については、生活の中で様々な音に気付き音楽に親しむという、音楽教育導入前の幼児の原初的
な音楽活動の重要性が示されている。これは、遊びを通して行われる幼児教育の基本姿勢に基づ
いたもので、保育者がもつ視点としては大切なことであるだろう。
これまで保育要領（試案）および幼稚園教育要領の変遷を見てきたが、達成目標が明確すぎる
昭和 31 年の「音楽リズム」より、昭和 23 年の保育要領（試案）における「リズム」の内容の方
が、幼児の発達や特性を踏まえた活動を記載しており、保育者が身体表現活動を考えるうえで参
考になると考える。その理由として、保育要領（試案）の項目「リズム」の内容からは、リズム
における保育者の視点を明確にしていることが読み取れることがあげられる。まず、遊びの中で
あらわれる幼児の自発的な表現を重視し、幼児がリズム遊びで表現するという具体的な内容を示
している。また、それらの身体表現に合わせて保育者が美しく簡単な音楽をつけることで、リズ
ム遊びがさらに楽しくなるとともに感情も豊かになっていくことを明記している。これは、リズ
ム遊びを通して感性を養うことにつながることを示しているのであり、現在の領域「表現」にも
共通する部分である。また、
「リズム」を身体の動きと捉え、保育者が教えこむような活動では
なく、幼児が遊びの中で楽しく自発的に行える内容であることを強調している点も、現在の保育
に活かせられるといえる。
次に、現在の幼稚園養育要領「表現」の身体表現活動においての示唆として、昭和 23 年の保
育要領（試案）「リズム」を元に、保育者の援助の観点を 4 点にまとめる。
①

幼児の特性をとらえる。
まず保育者は、保育の自由な遊びの中で、幼児が自発的に行う身体表現を観察する。そこで、

幼児の走る、跳ねる、スキップ等のステップ、手の動き等に注目し、保育のなかでそれらの決ま
った動作を身体表現活動に取り入れ、幼児同士で共有することで、個々の満足感へ繋げる。
②

身体表現活動の目的を明確にする。
リズム遊びによって個々の幼児がリズムなどの音楽的な刺激を受け、内なる感情を満足させ

て、身体をつかってあらわすことで、楽しく感じられることが重要である。幼児は、自分の思い
を全て言葉で表現することは難しいが、音楽を使った身体表現は、言葉よりも先に身体が動きや
すい幼児にとって、身近な表現である。感性を育むためには、幼児の心を動かしている事物に保
育者が気づき、幼児の気持ちに沿うことが有効である。
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③

幼児の発達に即した環境を設定する。
表現活動は、幼児の自発的なリズム遊びを推奨するものであり、そのためには、事物に関心を

持って観察するという、知的な好奇心を促進することが大切である。環境設定として、幼児が動
きやすい場所、強制された雰囲気ではない環境、自由な時間を確保することが必要である。
④

使用する音楽の留意点
身体表現活動を行う際の音楽は、保育者が幼児の動きに合わせて即興的に適当な音楽をつけら

れることが、最も相応しいことであるが、それが難しい場合は、できるだけ美しい音色で、わか
りやすい曲が好ましいと考える。近年はマスメディアの発達により様々な音楽が生活の中であふ
れ、美しい音楽とはどのようなものかが、保育者としても分かりにくくなっている。幼児教育の
場では音楽的、かつ幼児に理解されやすい音楽を選択する姿勢が望まれる。幼児期に音楽の美し
さに対する敏感な耳を育て、表現する力の芽生えを養うことは、長い人生の出発点として大切な
ことである。

お

わ

り

に

本研究の目的は、保育における身体表現活動の考え方や方針の変遷を明確にすることにより、
現在の保育内容「表現」の課題を明らかにすることであった。
明治期から大正期にかけて「遊戯」とした保育内容は、昭和 23 年には、保育要領（試案）「リ
ズム」（文部省

1948）と改められ、その目的は、「幼児のひとりひとり、及び共同の音楽的な感

情やリズム感を満足させ、子供の考えていることを身体の運動に表わさせ、いきいきと生活を楽
しませることにある」と示されている。当時の身体表現の考え方は、坂元による名称の刷新とと
もに、幼児の考えていることを身体で自由に表現して楽しむ活動とし、心身の発達に大切な活動
と位置づけたのである。このような、幼児を主体とする活動の在り方は、現在にも通じる幼児教
育の基本と考える。
一方、昭和 31 年刊行の幼稚園教育要領「音楽リズム」では、保育方針が動きよりも音楽を指
導することに偏ったという問題点が明らかになった。
戦後すぐの保育要領（試案）
「リズム」は、ヘファーナンが示した原案に従ったもので、倉橋
の「保育は幼児の生活から出発するべき」という考えも反映され、現在にも示唆することが多
い。ただ、実際の保育では、スキップや歩行など、一斉に運動的な身体表現を行う幼稚園・保育
所はあるものの、幼児の思いや考えを主体的に身体で表現し、知的好奇心を養うためにも大切な
創造的表現活動を行う園は少ない。その理由として、幼児の自然観察や経験から生まれる創造的
表現活動を行うためには、ゆったりとした時間、空間が必要であるとともに、保育者がどのよう
な声掛けをし、環境を設定することが有効かを緻密に考えることが求められるからである。
今回、保育要領（試案）
「リズム」における「リズム遊び」をもとに、保育者の身体表現活動
に対する援助の観点を 4 点示した。約 70 年前に考案された保育要領（試案）「リズム」ではある
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が、幼児のイメージしたものを表現につなげる自発的なリズム遊びは、今後の表現活動への手掛
かりとなると考える。

注
１）教育学者、児童心理学者。「保育」
「幼稚園保育」とは異なる「就学前の教育」ということばを用いた
人物。
２）保育要領（試案）は、幼稚園教育要領の原型となるもので、法的拘束力はない。
３）世界で初めて幼稚園を開園したドイツ人教育者。
４）雑誌『婦人と子ども』は、1901 年から 1918 年までフレーベル会と日本幼稚園協会によって出版され
た。
５）小学校訓導、校長兼幼稚園長を経て大正 12 年に瑞穂幼稚園、昭和 2 年に東京昭和保姆養成所を設立
（大沼 2007 : 2）
。明治期の遊戯を批判し、「感じ」の表現やその経験を重視した「律動遊戯（行進遊
戯）
」と「律動的表情遊戯（唱歌遊戯）
」を考案、その普及に努めた（大沼 2007 : 1）
。
６）教育学者、児童心理学者。東京女子高等師範学校教授、附属幼稚園主事。日本保育学会創設、初代会
長。「保育」
「幼稚園保育」とは異なる「就学前の教育」ということばを用いた人物と言われている
（松本 2012 : 7）
。
７）CIE とは、Civil Information & Education Section の略である。日本占領管理の実施期間である連合国再
考指令官総司令部に設置された教育担当部局であった。
８）児童心理学、及び教育学の深い学識と、カリフォルニア州における教育局長としての教育実績のも
と、総司令部の日本教育指導に参加した人物である（宍戸；阿部 1997 : 127-129）
。
９）香川県生まれ。師範学校の教員、女学校の教授を行い、講習会にて遊戯作品を発表。昭和 24 年に学
制改革によりお茶の水女子大学助教授、昭和 29 年に日本女子体育連盟結成し会長となる。昭和 30 年
にお茶の水女子大学教授となり、昭和 37（1968）年に退職、日本女子体育短期大学教授となる。（名
須川 1999 : 204）
。
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アイスランド捕鯨
──歴史、現況および課題──
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アイスランドは、日本、ノルウェーと並ぶ捕鯨国である。また今日の日本では、アイスランド
産ナガスクジラ肉が、スーパーマーケット等の店頭で販売されていることも珍しくない。
『国際
捕鯨取締条約』（International Convention for the Regulation of Whaling）の規定により、商業捕鯨
は一時停止されているが、アイスランドには適用されていない。なぜ、アイスランドには適用さ
れていないのか。アイスランド産鯨産物が身近になった割には、同国捕鯨の実態については、知
られていないことも多い。捕鯨文化、捕鯨問題の比較研究に従事する筆者にとって、アイスラン
ド捕鯨は取り組むべきテーマの一つとなっている。以下、本稿においては、次の手順でアイスラ
ンド捕鯨について考察を進めていく。
まず、第 1 章においては、文献資料に基づいてアイスランド捕鯨の歴史について整理する。次
に、第 2 章では、アイスランド捕鯨の歴史的事実を踏まえたうえで、現地調査に基づいて、アイ
スランド捕鯨の現況を報告する。最後に、第 3 章においては、アイスランド捕鯨の歴史的事実と
現況を把握したうえで、アイスランド捕鯨の問題点、課題について検討する。アイスランド捕鯨
の歴史、現況および課題を総合的に考察することにより、同国捕鯨の実態の理解に近づくはずで
ある。

1．アイスランド捕鯨の歴史

1.1．大型鯨類捕鯨
アイスランドにおいては、1865 年以降、アメリカ人、デンマーク人、オランダ人、ノルウェ
ー人によって鯨体処理施設が設置され、鯨油搾油目的の捕鯨が間断的に実施されてきた（Tøn
nessen and Johnsen 1982: 19, 20−21, 75−76）。多くの研究者は、1883 年、ノルウェー人によってア
イスランド西岸に鯨体処理施設が設置されることによって、アイスランドにおける近代型商業捕
鯨は確立されたとしている（Jónsson 1965: 245; Tønnessen and Johnsen 1982: 75; Sigurjónsson
1988: 327）。同鯨体処理施設では、開設初年の 1883 年は、僅かに 8 頭陸揚げされただけであっ
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たが、翌年は 25 頭陸揚げ、1888 年には 28 頭陸揚げ、鯨油生産 4000 バレルとなっている（Tøn
nessen and Johnsen 1982: 76）。1889 年までは、この鯨体処理施設が、アイスランドにおいて唯一
操業していた施設であった（Jónsson 1965: 245）。しかしながら、翌年以降、ノルウェー近海に
おける鯨類資源減少のため、ノルウェー北岸から多くの鯨体処理施設がアイスランドに移設され
た（Jónsson 1965: 245）。
1889 年から 1915 年にかけて、アイスランドでは、推計でナガスクジラ 8100 頭、シロナガス
クジラ 5800 頭、ザトウクジラ 2800 頭、この 3 種だけで計 1 万 6700 頭が捕殺され、これに加え
て若干のマッコウクジラとイワシクジラも捕殺されている（Sigurjónsson 1988: 327）。平均すれ
ば、年間 620 頭弱の捕殺数となる。その結果、1910 年頃までに過剰捕殺の兆候が明らかになり、
アイスランド国会は、1915 年漁期終了と共に捕鯨活動の禁止を宣言した（Sigurjónsson 1988:
327; 1997: 22）。
20 年間の捕鯨休止の後、1935 年にアイスランド人がアイスランド西岸に鯨体処理施設を設置
し、2 隻の捕鯨船を用いて捕鯨を再開したが、第 2 次世界大戦のため、1939 年に操業を中止した
（Brydon 1991: 300）。この 5 年間の操業期間中に、ナガスクジラ 375 頭、シロナガスクジラ 30 頭
ほか計 469 頭の鯨類が捕殺されている（Sigurjónsson 1988: 327）。
第 2 次世界大戦後の 1947 年に Hvalur 社1）が設立され、同社は首都レイキャヴィクの北東部
（自動車で 1 時間強の距離）
、Hvalfjörður2）最奥部にあったアメリカ海軍基地跡を購入、鯨体処理
施設に転換し（写真 1）、翌 1948 年より操業を開始した。この Hvalur 社の捕鯨事業への新規参
入により、アイスランドの大型鯨類捕鯨は再開された。本社と冷凍施設が、レイキャヴィクの西
部（自動車で 30 分程度の距離）に位置する漁港 Hafnafjörður に置かれ、同漁港から鯨産物が輸
出されている。操業当初は 4 隻の捕鯨船を用いて、ナガスクジラ、シロナガスクジラ、ザトウク
ジラ、マッコウクジラ、イワシクジラを捕殺していた（Brydon 1991: 300−301）。
アイスランドの大型鯨類捕鯨に関しては、国際捕鯨委員会での議論の結果、ザトウクジラにつ
いては 1955 年から捕殺が禁止され（IWC 1955: 5）、シロナガスクジラについても 1960 年から捕
殺が禁止され（IWC 1960: 18）、マッコウクジラについては 1977 年から捕殺枠 685 頭が設定され
（IWC 1977b: 25）、1983 年に
捕殺枠がゼロ と な っ て い る
（IWC 1982b: 25）。また、ナ
ガスクジラについて は 1976
年から捕殺枠 275 頭が設定さ
れ（IWC 1977a: 14）、イワシ
クジラについても 1977 年か
ら捕殺枠 132 頭が設定された
が（IWC 1977b: 25）、商業捕
鯨一時停止の施行に伴い、両

写真 1

Hvalur 社の鯨体処理施設（2016 年）
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クジラ共、1986 年に捕殺枠がゼロとなっている（IWC 1986b: 28）。
マッコウクジラの捕殺枠がゼロとなる以前、Hvalur 社は捕鯨船、鯨体処理施設、冷凍施設に
おいて約 250 人を雇用していたが、マッコウクジラが保護された 1983 年に捕鯨船 1 隻を減船、
商業捕鯨一時停止が施行された 1986 年に、もう 1 隻減船している（Brydon 1991: 302−303）。商
業捕鯨一時停止後、引き続き 4 年間実施された特別許可による科学研究目的の鯨類捕獲調査の最
終年にあたる 1989 年、Hvalur 社は捕鯨船 2 隻を稼動させ、各捕鯨船には 15 人ずつが乗り組み、
約 150 人を雇用していた（Brydon 1991: 303）。
1948 年以降、アイスランドにおいて大型鯨類を捕殺してきたのは Hvalur 社だけであり、1985
年までに、商業捕鯨としてナガスクジラ 8887 頭、イワシクジラ 2574 頭、マッコウクジラ 2886
頭、シロナガスクジラ 163 頭、ザトウクジラ 6 頭、計 1 万 4516 頭の大型鯨類を捕殺している
（Sigurjónsson 1988: 327 Table 1）（表 1）。

表1

アイスランド捕鯨統計─1948−2015 年3）─

年 ナガスクジラ イワシクジラ マッコウクジラシロナガスクジラ ザトウクジラ ミンククジラ
1948
195
5
15
24
0
1949
249
12
28
33
2
1950
226
0
11
28
0
1951
312
2
13
11
1
1952
224
25
2
14
0
1953
207
70
48
5
2
1954
177
93
54
9
1
1955
236
134
20
10
（*a）
1956
265
72
95
8
1957
348
78
81
10
1958
289
91
123
5
1959
178
67
120
6
1960
160
42
177
（*b）
1961
142
58
150
1962
303
44
136
1963
283
20
136
1964
217
89
138
1965
288
74
70
1966
310
41
86
1967
239
48
119
1968
202
3
75
1969
251
69
103
1970
272
44
61
1971
208
240
106
1972
238
132
76
1973
267
138
47
（*c）
1974
285
9
71
91
1975
245
138
37
181
1976
275
3
111
197
1977
144
131
110
194
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捕鯨形態
商業捕鯨
商業捕鯨
商業捕鯨
商業捕鯨
商業捕鯨
商業捕鯨
商業捕鯨
商業捕鯨
商業捕鯨
商業捕鯨
商業捕鯨
商業捕鯨
商業捕鯨
商業捕鯨
商業捕鯨
商業捕鯨
商業捕鯨
商業捕鯨
商業捕鯨
商業捕鯨
商業捕鯨
商業捕鯨
商業捕鯨
商業捕鯨
商業捕鯨
商業捕鯨
商業捕鯨
商業捕鯨
商業捕鯨
商業捕鯨

1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
（計）

236
260
236
254
194
144
167
161
76
80
68
68

7
0
0
125
148
0
0
134
137
155
9,885

14
84
100
100
71
100
95
38
40
20
10
0

2,644

140
96
101
43
87
（*d）

2,886

163

6

198
199
201
201
212
204
178
145
0
0
0
0

商業捕鯨
商業捕鯨
商業捕鯨
商業捕鯨
商業捕鯨
商業捕鯨
商業捕鯨
商業捕鯨
特別許可
特別許可
特別許可
特別許可

37
25
39
61
45
38
81
60
58
52
35
24
29
2,785

特別許可
特別許可
特別許可
商業捕鯨／特別許可
商業捕鯨／特別許可
商業捕鯨
商業捕鯨
商業捕鯨
商業捕鯨
商業捕鯨
商業捕鯨
商業捕鯨
商業捕鯨
（総計）18,369

（*a）ザトウクジラについては、1955 年以降、捕殺禁止。
（*b）シロナガスクジラについては、1960 年以降、捕殺禁止。
（*c）ミンククジラについては、1973 年以前の公式統計記録なし。
（*d）マッコウクジラについては、1983 年以降、捕殺枠ゼロ。

1.2．ミンククジラ捕鯨
アイスランドにおけるミンククジラ捕鯨は、アイスランド人漁師が、アイスランド北岸にたび
たびやってきていたノルウェー人アザラシ漁師から捕鯨砲を購入することにより、1914 年に始
められたとされている（Sigurjónsson 1982: 287）。1973 年まで、ミンククジラの捕殺数にかかる
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公式統計記録はないが、1914 年から 1980 年までの間に、少なくとも 3362 頭のミンククジラが
捕殺されている（Sigurjónsson 1982: 291）。平均すれば、年間 50 頭程度である。これらのミンク
クジラからの産物が北部沿岸地域を中心に食利用されてきた。赤肉のみならず、胸ビレ、尾ビ
レ、舌、脂皮、畝須が生あるいは塩漬けにされ、食されてきた（Sigurjónsson 1982: 288）。
1975 年以降、漁業省がミンククジラ捕鯨に従事する漁船に許可証を発給するようにな り
（Sigurjónsson 1982: 289）、また 1977 年漁期からは、国際捕鯨委員員会が東グリーンランド資源
ミンククジラに捕殺枠 320 頭を設定している（IWC 1977b: 25）。この 320 頭のうち、ノルウェー
との 2 国間協議により、アイスランドには 200 頭が割り当てられている（Sigurjónsson 1982:
289）。 さらに、漁業省は 1979 年と 1980 年には、漁期開始を 5 月 20 日以降に制限し、1981 年に
は漁船別の個別捕殺割当を導入している（Sigurjónsson 1982: 289）。
1986 年に商業捕鯨一時停止が施行されるまで、ミンククジラ捕鯨は、普通の漁船に捕鯨砲を
装備して実施するタラ漁業と結びついた家内事業の一部であった（Brydon 1991: 301, 306）。総
重量 19−30 t の 9 隻程度の漁船が捕鯨に従事し、収入のうち一部は漁業から得ていたが、60−70
％は捕鯨からであった（Einarsson 1993: 80）。アイスランドでは、1984 年にタラほか 5 魚種に
「譲渡可能個別漁獲割当」（Individual Transferable Quota: ITQ）制度が導入され、10 t 超の漁船に
将来の固定した漁獲割合が付与された（Pálsson and Helgason 1995: 119）。各漁船の漁獲割合は、
鯨類を除く以前の漁獲量に基づいて決定されたので（Einarsson 1993: 80）、商業捕鯨一時停止以
降、ミンククジラ捕鯨を兼業していた漁業者（漁船）には、厳しい結果となったと考えられる。

1.3．商業捕鯨一時停止と鯨類捕獲調査
1982 年 7 月に開催された第 34 回国際捕鯨委員会年次会議において、商業捕鯨一時停止を求め
る『国際捕鯨取締条約』附表第 10 項の修正案が可決され、同項 に（e）が追加された（IWC
1983b: 21, 40）。新たに追加された附表第 10 項（e）を以下に掲げておく。

『国際捕鯨取締条約』附表第 10 項（e）
附表第 10 項の他の規定にもかかわらず、沿岸捕鯨にかかる 1986 年漁期およびそれ以降の漁
期、母船式捕鯨にかかる 1985/86 年漁期およびそれ以降の漁期については、全ての鯨類資源
の商業目的の捕殺枠はゼロとする。本規定は、最良の科学的助言に基づいて再検討されるも
のとする。国際捕鯨委員会は、遅くとも 1990 年までに、本決定の鯨類資源に与える影響に
ついて包括的評価を実施し、本規定の修正および捕殺枠の設定について検討するものとする
（IWC 1983b: 40）。

本附表修正の結果、アイスランドにおいても、異議申し立てをしない限り4）、1986 年漁期以
降、商業捕鯨は不可能となった。1983 年 2 月、アイスランド国会は、商業捕鯨一時停止の受け
入れを、賛成 29 票、反対 28 票の 1 票差で可決、同時に鯨類捕獲調査も進めるべきであるとする
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決議案も採択した（Ívarsson 1994: 18−19）。この商業捕鯨一時停止の受け入れの背景には、当時
アイスランドの最大の水産物輸出先であったアメリカによる経済制裁への恐れがあったとされて
いる（Ívarsson 1994: 17）。
海洋調査研究所（Marine Research Institute: MRI）は、1985 年春に、1986 年から 1989 年までの
4 年間、毎年ナガスクジラ 80 頭、イワシクジラ 40 頭、ミンククジラ 80 頭を捕殺する鯨類捕獲
調査計画を策定したが（Ívarsson 1994: 19−20）、アメリカによる経済制裁を回避するために、実
施に際しては、同国と協議を繰り返した。
アメリカとの協議は、1986 年は、ミンククジラを捕殺しないことと鯨産物の輸出量を半分以
下（49％）とすることで決着し（Ívarsson 1994: 32−33）、1987 年は、イワシクジラの捕殺数を半
減すること（40 頭を 20 頭に半減）とミンククジラを引き続き捕殺しないことで決着（Ívarsson
1994: 53）、1988 年は、ナガスクジラ 68 頭と イワシクジラ 10 頭の捕殺で決着した（Ívarsson
1994: 78−79）。鯨類捕獲調査最終年の 1989 年は、ナガスクジラ 68 頭だけの捕殺に終わっ た
（Ívarsson 1994: 125）。結局、科学研究目的の鯨類捕獲調査は、アメリカによる経済制裁を回避す
るために、捕殺数の漸減を繰り返すことで終えたのであった。所期の科学研究目的を達成しえた
のか否かは不明である。
なお、本件鯨類捕獲調査の実施に際して、アイスランド政府は、商業捕鯨一時停止以前に大型
鯨類の商業捕鯨に従事していた唯一の会社、Hvalur 社と次のような合意に達していた。①捕獲
調査による全ての収益は、捕獲調査に資金を提供する基金に納入する、②捕獲物にかかる収益の
有無にかかわらず、Hvalur 社は、全期間を通して捕獲調査に 80 万米ドル相当額を寄付する
（Ívarsson 1994: 21）。Hvalur 社にとって、捕鯨船や鯨体処理施設を稼動し続けられる利点はある
が、財務上は大きな持ち出しである。アイスランド政府と Hvalur 社の特別な関係を物語る合意
であったことは確かである。

1.4．商業捕鯨再開への長い道程
前節（1.3.）で取り上げた『国際捕鯨取締条約』附表第 10 項（e）についてのアイスランドの
見解は、次のとおりであった。①商業捕鯨一時停止は、1986−1990 年に適用されるものであり、
同期間終了時に個別資源の資源評価が利用できるようになれば、一時停止は見直される。②当該
期間終了時に何もなされなかったならば、一時停止は中止されなければならない（Ívarsson 1994:
140−141）。
このようなアイスランドの見解にもかかわらず、国際捕鯨委員会は 1990 年までに鯨類資源の
包括的評価を実施しなかったため、アイスランドは、1991 年 5 月に同国の首都レイキャヴィク
で開催された第 43 回国際捕鯨委員会年次会議において、ミンククジラ 158 頭の捕殺枠要求案の
提出をめざした（IWC 1992: 24）。しかしながら、議長は、附表第 10 項（e）が効力を有してい
る限り、アイスランドのミンククジラ捕殺枠要求案は取り扱うことができないと裁定した（IWC
1992: 26）。本議長裁定に対して、アイスランドはノルウェーの支持を得て、異議を申し立てた
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が、投票の結果、議長裁定支持国 15 か国、不支持国 7 か国、棄権 6 か国となり、アイスランド
のミンククジラ捕殺枠要求案は取り扱われないこととなった（IWC 1992: 26）。
本件附表第 10 項（e）の取り扱いをめぐる一連の議論を踏まえたうえで、アイスランドは
1991 年 12 月 27 日、『国際捕鯨取締条約』からの脱退を決定し、同国の脱退は翌 1992 年 6 月 30
日に発効することとなった（Ívarsson 1994: 159−160）。その一方、アイスランドは、ノルウェー、
デンマーク領グリーンランド、デンマーク領フェロー諸島と共に海産哺乳動物の地域管理をめざ
して、北大西洋海産哺乳動物委員会（North Atlantic Marine Mammal Commission: NAMMCO）の
結成に動き、1992 年 4 月 7 日、2 か国と 2 自治領は NAMMCO の設立に合意、同年 7 月に正式
に発足することとなった（Ívarsson 1994: 161, 171）。
『国際捕鯨取締条約』から脱退したからといって自由に商業捕鯨を再開できるわけではない。
『海洋法に関する国際連合条約』（United Nations Convention on the Law of Sea）第 65 条に「…い
ずれの国も、海産哺乳動物の保存のためには協力するものとし、特に、鯨類については、その保
存、管理および研究のために適切な国際機関を通して活動する」5）との規定があり、
『国際捕鯨取
締条約』の施行管理機関である国際捕鯨委員会に代わる国際機関の管理の下で商業捕鯨を実施す
る必要があるからである。
『海洋法に関する国際連合条約』の締約国であるアイスランドは、NAMMCO に参加すること
により、『海洋法に関する国際連合条約』第 65 条の規定に則ることをめざしたが（Ívarsson 1994:
162, 211）、『国際捕鯨取締条約』附表第 10 項（e）に異議を申し立てて商業捕鯨を実施している
ノルウェー、同条約附表第 13 項（b）（3）の規定により先住民生存捕鯨6）を実施しているグリー
ンランド、同条約の対象外であるヒレナガゴンドウの追い込み漁を実施しているフェロー諸島と
アイスランドでは、NAMMCO への関わり方に温度差があり、アイスランドの思惑どおりにこと
は進まなかった。
そのため、1989 年に特別許可（科学研究目的の鯨類捕獲調査）によりナガスクジラ 68 頭を捕
殺して以降（IWC 1991: 1 Table 1）（表 1）、10 年以上捕鯨から遠ざかっていたアイスランドは、
再度、『国際捕鯨取締条約』の下での捕鯨再開を考えるようになる。
アイスランドは、2001 年 6 月 8 日付けで『国際捕鯨取締条約』附表第 10 項（e）に留保を付
して、同条約への再加入文書を提出した（IWC 2002: 5）。2001 年 7 月に開催された第 53 回国際
捕鯨委員会年次会議において、アイスランドは、1992 年に『国際捕鯨取締条約』から脱退した
理由および今回、再加入を決断した理由を次のように説明した。国際捕鯨委員会は、もはや条約
に基づいて活動しておらず、捕鯨委員会ではなく、非捕鯨委員会になってしまったからである
（IWC 2002: 5）。しかしながら、国際捕鯨委員会内において、鯨類の持続的利用への支持が増加
している兆候があるので、行なわれている議論に影響力を行使するために再加入を決断した
（IWC 2002: 5）。また同国は、留保を伴う条約への加入は国際法で認められている権利の行使で
あり、このことを拒否する法的根拠はないと考えているとした（IWC 2002: 5）。
これに対して、オーストラリアはアメリカと共にアイスランドの留保に関して、次のような動
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議を提出した。「国際捕鯨委員会は、2001 年 6 月 8 日付けのアイスランドの条約加入文書におい
て述べられている附表第 10 項（e）にかかるアイスランドの留保（すなわち、アイスランドは附
表第 10 項（e）に拘束されない）を受諾しない」（IWC 2002: 6）。オーストラリアは、もしある
国が国際捕鯨委員会の職務の重要項目を受け入れずに、国際捕鯨委員会に加盟できるならば、国
際捕鯨委員会は効果的に職務を履行できないであろうと信じているとした（IWC 2002: 6）。
一方、日本は『条約法に関するウィーン条約』（Vienna Convention on the Law and Treaties）第
19 条、第 23 条7）に言及し、アイスランドの留保は『国際捕鯨取締条約』の目的と趣旨に完全に
両立すると信じているとし、またオーストラリアとアメリカが提出した動議には根拠がなく、国
際捕鯨委員会はアイスランドの留保の資格について決定する権限はないと信じているとした
（IWC 2002: 6）。
本件について、オランダほか 11 か国がオーストラリアとアメリカの動議を支持し、アンティ
グア・バーブーダほか 7 か国が動議に反対した（IWC 2002: 6−7）。
このような議論を踏まえたうえで、国際捕鯨委員会議長は、国際捕鯨委員会の権限について明
確な見解はないと判断し、本件について「国際捕鯨委員会は、アイスランドの留保について法的
資格を決定する権限を有する」と裁定、本裁定は投票に付され、賛成 19 か国、反対 18 か国、棄
権 1 か国で採択された（IWC 2002: 7）。この採択の後、オーストラリアとアメリカの動議が投票
に付され、賛成 19 か国、棄権 3 か国、投票不参加 16 か国で採択された（IWC 2002: 8）。この結
果、アイスランドが求めた附表第 10 項（e）に留保を付しての『国際捕鯨取締条約』への再加入
は、認められないこととなったのである。僅か 1 票の差が、明暗を分けたのであった。
翌年もアイスランドは、2002 年 5 月 14 日付けで『国際捕鯨取締条約』附表第 10 項（e）に留
保を付して、同条約への再加入文書を提出した（IWC 2003: 5）。2002 年 5 月に開催された第 54
回国際捕鯨委員会年次会議において、議長は、アイスランドの新加入文書は昨年と同じ留保を含
んでいるので、アイスランドの立場は昨年の決定が適用されると信じているとし、国際捕鯨委員
会によって別の決定がなされるまでは、議長は昨年の決定に従う義務を負っているとした（IWC
2003: 5）。
本件議長裁定に対して、アンティグア・バーブーダが異議を申し立て、同異議申し立てが投票
に付され、賛成 20 か国、反対 25 か国で議長裁定が支持されることとなった（IWC 2003: 7）。こ
の結果、今回もアイスランドが求めた附表第 10 項（e）に留保を付しての『国際捕鯨取締条約』
への再加入は、認められないこととなったのである。
第 54 回国際捕鯨委員会年次会議から 5 か月後の 10 月 14 日に、第 5 回国際捕鯨委員会特別会
合が開催された。この特別会合の主たる目的は、年次会議において否決されたアメリカ、アラス
カ州に居住する先住民イヌピアットによる先住民生存捕鯨としてのホッキョククジラ捕鯨の捕殺
枠について再議論することであった8）。
この特別会合を活かすべく、アイスランドは 10 月 10 日付けで附表第 10 項（e）に留保を付し
た 3 度目の『国際捕鯨取締条約』への再加入文書を提出した（IWC 2004: 139）。但し、今回は前
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2 回の経緯を踏まえて、詳細な注釈も付記した。少し長くなるが、それを引用しておく。

アイスランドは、
『国際捕鯨取締条約』附表第 10 項（e）に留保を付して、同条約と議定書
に加入する。…この事実にもかかわらず、アイスランド政府は 2006 年より前のアイスラン
ド船による商業目的の捕鯨を許可しないであろう。またその後も、国際捕鯨委員会内におい
て改定管理制度についての交渉が進展している限り、そのような捕鯨を許可しないであろ
う。しかしながら、改訂管理制度が完成した後、適当な期間内に附表第 10 項（e）に含まれ
ている商業目的の捕鯨のいわゆる一時停止が解除されない場合には、このことは適用されな
い。商業目的の捕鯨は、いかなる場合にも健全な科学的根拠と効果的な管理執行制度なしに
は許可されないであろう（IWC 2004: 139）。

国際捕鯨委員会議長は、アイスランドの新条約加入文書を受諾するか否かを決定する必要があ
ると考え、本件について議論がなされた。諸々の議論を踏まえたうえで、議長は、第 53 回およ
び第 54 回国際捕鯨委員会年次会議の決定事項が支持されるべきであると裁定した（IWC 2004:
141）。
本件議長裁定に対して、アンティグア・バーブーダが異議を申し立て、同異議申し立てが投票
に付され、賛成 19 か国、反対 18 か国で議長裁定が無効となった（IWC 2004: 142）。この結果、
国際捕鯨委員会は、アイスランドによる附表第 10 項（e）に留保を付した『国際捕鯨取締条約』
への再加入を受諾したことになったのである（IWC 2004: 142）。まさに 3 度目の正直であった。
今回は 1 票差で、アイスランドの商業捕鯨再開への執念が実を結んだのであった。
2002 年 10 月に附表第 10 項（e）に留保を付して『国際捕鯨取締条約』への再加入を果したア
イスランドは、翌 2003 年に特別許可（科学研究目的の鯨類捕獲調査）によりミンククジラ 37 頭
を捕殺し（IWC 2005: 111）、2006 年には商業捕鯨を再開、同年に商業捕鯨としてナガスクジラ 7
頭、ミンククジラ 1 頭、特別許可によりミンククジラ 60 頭を捕殺している（IWC 2008: 111）
（表 1）。

2．アイスランド捕鯨の現況―2015 年、2016 年の事例を中心に9）―

本章においては、アイスランド捕鯨の現況を取り上げる。アイスランドにおいては、2015 年
にナガスクジラとミンククジラの商業捕鯨が、2016 年にはミンククジラの商業捕鯨が実施され
ている。一方、2016 年のナガスクジラ捕鯨については、後述する理由により一時停止されてい
る。

2.1．鯨類資源量と資源管理
アイスランドにおける鯨類資源管理の手順は以下のとおりである。国際捕鯨委員会科学委員会
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と NAMMCO 科学委員会の資源評価に基づき、MRI が最大捕殺数を勧告し、アイスランド政府
（漁業大臣）が総捕殺許可数（TAC）を決定する（MRI 2012; 2013; 2014）。
北大西洋ナガスクジラの資源管理は、7 海域資源ごとに実施され、このうちの一つである東グ
リーンランド＝アイスランド資源が（MRI 2012: 92）、アイスランドの捕殺対象となっている。
同資源の推計生息数は、1987−89 年調査によれば 1 万 6000 頭、2001 年調査では 2 万 3700 頭、
2007 年調査においては 2 万 600 頭となっている（MRI 2012: 92−93）。
2010 年、NAMMCO 科学委員会は、これらの調査結果に基づき資源評価を実施し、アイスラ
ンドから東グリーンランドまでの伝統的な捕鯨海域におけるナガスクジラの持続的な捕殺数を
154 頭とし、この結果に基づいて、MRI は 2013 年と 2014 年の年間最大捕殺数（捕殺枠）を 154
頭として勧告している（MRI 2012: 93）。MRI の勧告を受けたアイスランド政府は、2013 年 12
月、年間捕殺数 154 頭、前年未使用分捕殺枠の 20％ を次年に繰り越し可能とする 2014 年から
2018 年までの 5 年間の TAC を規定した管理計画を採択している（MRI 2014: 92, 94; AWI, EIA
and WDC 2014: 4）。
次にミンククジラを取り上げる。北大西洋の夏季には、少なくとも 3 ミンククジラ集団があ
り、このうちの一つである東グリーンランド＝アイスランド＝ヤンマイエン島集団（中央北大西
洋集団）が（MRI 2012: 91）、アイスランドの捕殺対象となっている。同集団のアイスランド大
陸棚海域における推計生息数は、2001 年調査によれば 4 万 3600 頭、2007 年調査では 2 万 800
頭、2009 年調査においては 9600 頭となっている（MRI 2012: 91）。この数値の変化について、
MAMMCO 科学委員会は 2008−2010 年の年次会議において議論し、ミンククジラの生息数の劇
的な減少というよりは、餌となる食料の利用可能性に基づく一時的な分布状況の変化を反映して
10）。
いるということが、もっともありうるであろうと結論づけている（MRI 2012: 91）

2011 年、NAMMCO 科学委員会は、2007 年、2009 年の調査に基づいて資源再評価を実施し、
アイスランド大陸棚海域におけるミンククジラの持続的な捕殺数を 229 頭、ヤンマイエン島周辺
海域での持続的な捕殺数を 121 頭とし、この結果に基づいて、MRI は 2013 年と 2014 年の年間
最大捕殺数（捕殺枠）について、アイスランド大陸棚海域では 229 頭、ヤンマイエン島周辺海域
においては 121 頭として勧告している（MRI 2012: 92）。MRI の勧告を受けたアイスランド政府
は、2013 年 12 月、アイスランド大陸棚海域では年間捕殺数 229 頭、前年未使用分捕殺枠の 20％
を次年に繰り越し可能とし、ヤンマイエン島周辺海域では年間捕殺数 121 頭とする 2014 年から
2018 年までの 5 年間の TAC を規定した管理計画を採択している（MRI 2014: 92, 94; AWI, EIA
and WDC 2014: 4）。

2.2．ナガスクジラ捕鯨
アイスランドにおいては、2015 年に Hvalur 社がナガスクジラ 155 頭を捕殺している11）。2016
年現在、Hvalur 社は稼動可能な 2 隻の捕鯨船 Hvalur 8 と Hvalur 9 を所有している（写真 2）。数
字どおりに同社の 8 番目と 9 番目の捕鯨船である。Hvalur 8 は、全長 48.16 m、総トン数 460.95 t、
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1948 年建造で、1962 年以降、同社が使用して
いる12）。Hvalur 9 は、全長 51.15 m、総トン数
573.4 t、1952 年 建 造 で、1966 年 以 降、同 社 が
使用している13）。両船ともノルウェーから購入
されたものであり（Brydon 1991: 303）、同国
Kongsberg 社製の口径 90 mm の捕 鯨 砲 を 装 備
し、ペンスリット爆発銛を使用している。
各捕鯨船には、13 人が乗り組む。船長兼砲
手 1 人、航 海 士 2 人、甲 板 員 4 人、機 関 員 3
人、ボイラー技師 2 人、司厨員 1 人、である。

写真 2

ナガスクジラ捕鯨船 Hvalur 8 と Hvalur 9
（2016 年）

操業時には、船長 1 人、航海士 1 人、甲板員 1
人の 3 人が探鯨する。船長と航海士は船橋内から、甲板員はマスト上の見張り所（crow’s nest）
から探鯨する。寒風に晒される甲板員は 1 時間交替である。乗組員は全員が操業期間中の季節雇
用であり、基本給に加えて出来高（捕殺数）に応じてボーナスが支給される。
操業期間は、6 月第 1 週あるいは中旬から 9 月末までである。操業海域は、Hvalfjörður の鯨体
処理施設から大体 160〜220 カイリ（292.32〜407.44 km）内で、2 日から 2 日半の操業である。1
回の出漁で、最大限 2 頭まで捕殺する。早い機会に 2 頭捕殺すれば、その時点で帰港する。洋上
では解体を行わず、捕殺時に血管内と内臓内に冷却した海水を注入し、鯨体を冷却、鯨体処理施
設に搬入し、そこで解体を行う。
Hvalfjörður の鯨体処理施設は、
「日新丸スタイル」
（社長談）を採用している。上部施設で大
まかに解体し、下部施設に落とし、そこで小さく裁断、最終的に 15 kg 入りのアルミケースに入
れ、整形する。その後、ダンボール箱に入れ、冷凍保存し、輸出する。
鯨体処理施設は 24 時間操業、作業員は 2 グループに分かれ、8 時間交替で解体作業ほかに従
事する。鯨体処理施設に隣接する作業員宿舎もアメリカ軍の蒲鉾型兵舎を改装したものであり、
地熱発電電気を使用し、年中、給湯および暖房が可能となっている。解体作業員も操業期間中の
季節雇用であり、学生アルバイトも多い。
2015 年漁期（6 月〜9 月）に、約 150 人（捕鯨船 2 隻の乗組員と鯨体処理施設の従業員）が雇
用されていたが、その大部分は季節雇用であり、通年雇用は施設の維持管理業務にあたる 10 人
程度である。
2016 年漁期は、輸出用鯨産物に残留している PCB や水銀の本邦輸入時の検査実施をめぐって
Hvalur 社と日本政府との間で見解の相違があり、同社は操業を一時停止した。本件について、
Hvalur 社の見解は次のとおりである。

日本におけるアイスランド産鯨産物への終わりなき輸入障壁が、Hvalur 社の事業を不可能
にした。日本は世界のどの国でも用いられていない 40 年前の分析手法に固執している。も
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し日本がアイスランドで用いられているような現代的な検査方法を用いないのであるなら
ば、Hvalur 社はもはや日本向けの捕鯨を実施できないであろう14）。

一方、一連の事象について、水産庁関係者に照会したところ、次のような回答があった15）。

鯨産物の輸出入に際しては、輸出入国双方で、CITES16）輸出入手続き、DNA 分析、PCB 検
査、水銀検査、農薬検査が必要である。アイスランドは、DNA 分析、PCB 検査、水銀検査
は輸出国側で実施済みであり、輸入国での実施は二度手間となり、不要と考えている。日本
政府（厚生労働省）としては、食品安全性の確保の観点から輸入される鯨産物の PCB 検査
および水銀検査は必須との立場をとっている。但し、これらについては、日本の分析方法と
同等性が確認済みのアイスランド国内の指定検査機関において分析が行われた場合、当該機
関が発行する証明書をもって検査済みとし、輸入時の検査を免除している。

規制緩和と安全性の確保をめぐって双方に見解の相違があり、2016 年はナガスクジラに安息
がもたらされた。食品としての安全性を確保しながら、どこで折り合いをつけるのか（あるい
は、つけられないのか）、なかなか難しい問題である。

2.3．ミンククジラ捕鯨
アイスランドでは 2015 年、1 社が 1 隻の捕鯨船を用いて、ミンククジラ 29 頭を捕殺してい
る。2016 年には、もう 1 社がミンククジラ捕鯨に新規参入し、2 社 2 隻体制となり、8 月 4 日時
点で 41 頭を捕殺している17）。
2 社のうちの 1 社、IP Útgerð 社（およびその前身）18）が 2009 年から捕鯨船 Hrafnreyður 19）を保
有し操業、2016 年からは Runo 社が捕鯨船 Rokkarinn を用いて操業している20）。なお、IP Útgerð
社の社長が鯨肉加工販売会社の IP Dreifing 社21）の社長を兼務し、同社が Runo 社の鯨肉を含め
てアイスランド国内の全てのミンククジラ肉の加工および流通にかかわっている22）。
Hrafnreyður は、1973 年 建 造 で、全 長 26.72 m、総 ト ン 数 159.56 t で あ り23）、ノ ル ウ ェ ー の
Kongsberg 社製 50 mm 捕鯨砲を装備してい る（写 真 3）。一方、Rokkarinn は、1988 年建造で、
全長 14.42 m、総トン数 21.44 t であり24）、写真
を見る限り、Hrafnreyður と比べてかなり小型
である。
Hrafnreyður には 4 人が乗り組む。船長兼砲
手 1 人、機関士 2 人、その他 1 人である。全員
が漁期中の季節雇用で、基本給に加えて出来高
（捕殺数）に応じてボーナスが支給される。1
回の出漁で 2 頭程度の捕殺をめざす。条件がよ

写真 3 ミンククジラ捕鯨船 Hrafnreyður（2016 年）
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ければ、洋上で 2〜3 日滞在することもある。
2016 年漁期の最高は、1 回の出漁で 5 頭の捕殺
であった。洋上で解体を実施し、プラスチック
製容器に鯨肉を入れ、氷蔵し、持ち帰る。
2016 年漁期は、4 月 21 日 に 解 禁、漁 期 は 6
か月間である。同漁期中、2 隻で大体 50 頭程
度の捕殺をめざしている。50 頭程度捕殺すれ
ば、国内需要を賄えるため、2014 年（24 頭捕
殺）、2015 年（29 頭捕殺）のようにノルウェー

写真 4

ミンククジラ肉のステーキ（2016 年）

から鯨肉を輸入する必要はない。また、TAC が 229 頭であるため、2 隻間で個別割当を実施し
ていないが、過当競争にはならないとのことであった。
会社別水産物水揚げ資料によれば、Hrafnreyður は 6 月 9 日から 7 月 26 日までの間に、計 9
回、3 万 4182 kg のミンククジラ肉を25）、Rokkarinn は 5 月 31 日から 7 月 20 日までの間に、計 8
回、2 万 3876 kg のミンククジラ肉を水揚げしている26）。両船間の水揚げ比率は大体 6 対 4、個
別割当なしでも、船の規模に応じた形で、それなりに捕殺調整が取れているのであろう。計 41
27）と記
頭で肉量 5 万 8058 kg、一頭当りにすれば、おおよそ 1416 kg となる。資料には「hrefna」

されているだけなので、本数値が赤肉類だけなのか、それとも脂皮ほか白手物類を含んでいるの
かは不明である28）。
ミンククジラ肉の国内流通を取り扱う IP Dreifing 社の社長によれば、「近年、ミンククジラ肉
を取り扱うレストランは増えている。観光客のよく集まるレイキャヴィクの中心街においても、
5〜6 軒のレストランがミンククジラ肉料理を提供している」とのことであった。実際、筆者も 2
週間のレイキャヴィク滞在中に 3 軒のレストランにおいて、ミンククジラ肉の刺身、酢漬け、燻
製、ステーキを食べることができた（写真 4）。観光客を中心にではあるが、ミンククジラ肉料
理に一定の需要があるのは、確かであろう。筆者が試食した範囲では、提供されていたのは全て
赤肉類であった。
2007 年に鯨肉製品を取り扱うレストラン、スーパーマーケット、商店は僅か 50 軒程度であっ
たが、2010 年には 100 軒以上になっている29）。このような状況を危惧した反捕鯨団体の IFAW
（International Fund for Animal Welfare）は、2010 年春より、アイスランド・ホエール・ウォッチ
ング協会（The Icelandic Whale Watching Association）と共に観光客に鯨肉料理を食べないことを
求める「Meet Us, Don’t Eat Us」キャンペーンを開始し、ウェッブ・ページによれば、キャンペ
ーン開始以降、観光客による鯨肉料理の消費は半分に減ったとその成果を謳っている30）。
実際のところはどうなのであろうか。観光客 1500 人を対象としたアンケートによれば、ホエ
ール・ウォッチング客の 19％ は、ホエール・ウォッチングに行く前に、すでに鯨肉料理を味わ
っているとの結果が出ている31）。鯨類に思い入れや関心があり、お金を払って鯨見物に出かける
人でも、その一定割合は、鯨肉料理を食べるのである。鯨類に特に思い入れのない一般観光客

― １３１ ―

は、多分もっと鯨肉料理を食べるであろう。観光客が増えれば、必然的に鯨肉料理を食べる観光
客も増えると考えるのが普通である。2005 年に 37 万 4127 人であったアイスランドへの観光客
は、2010 年は 48 万 8622 人、2015 年には 128 万 9140 人と大幅に増加している32）。商業捕鯨と
は、利潤を追求する捕鯨である。需要が少なく、利潤が出ないと考えるのであるならば、2016
年に捕鯨会社 1 社が新規参入してくるはずはない。近年、ミンククジラ肉への需要が高まってい
ると考えて差し支えないであろう。

3．アイスランド捕鯨の課題

本章においては、アイスランド捕鯨の問題点および課題を取り上げる。ナガスクジラ捕鯨につ
いては国際的な課題が、ミンククジラ捕鯨については国内的な課題がある。

3.1．ナガスクジラ捕鯨
アイスランドにおいては、塩漬けにされたナガスクジラの脂皮は冬季の休暇期間中に伝統的に
消費されてきたが33）、ナガスクジラ肉は「きめが粗すぎる」と考えられているので、一般的には
消費されない34）。むしろ、アイスランド人は肉色がより黒味がかったミンククジラ肉を好むとさ
れている（Brydon 1991: 304）。アイスランドが商業捕鯨を再開した後、Hvalur 社は 2006 年にナ
ガスクジラを 7 頭捕殺し、2009 年に 125 頭を捕殺することにより（表 1）、ナガスクジラの商業
捕鯨に復帰したが、捕殺したナガスクジラのほとんどが日本向けの輸出に当てられている。
アイスランド産ナガスクジラ産物の日本への輸出は、2008 年の試験的輸出の後、2010 年に本
格開始され、2014 年 6 月までの間に 5547 万 t 以上が輸出されている（AWI, EIA and WDC 2014:
9）。日本による南極海における鯨類捕獲調査について、国際司法裁判所が 2014 年 3 月に科学的
研究のための捕鯨に該当しないとする判決を下したため（児矢野 2014: 43）、2014 年度の南極
海での捕獲調査が中止に至ったことが、アイスランド産ナガスクジラ産物の日本への輸出の追い
風となった。2013 年度の南極海における鯨類捕獲調査では、クロミンククジラ 251 頭が捕殺さ
れたが35）、2014 年度はゼロとなった。もっとも、南極海における日本の鯨類捕獲調査は、国際
司法裁判所判決の主旨を受け入れたうえで、2015 年度には再開され、同年度はクロミンククジ
ラ 333 頭が捕殺されている36）。2016 年度以降も、最大限 333 頭捕殺される計画となっている。
その一方、2011 年 3 月の東日本大地震およびそれが引き起こした大津波災害による日本経済
の悪化のため、Hvalur 社は 2011 年、2012 年のナガスクジラ捕鯨を中止しており37）、また 2016
年は、上述ように鯨産物に含まれる PCB、水銀などの残留物に対する検査実施をめぐる日本側
との対立から、同様に捕鯨を中止するなど（2.2. 参照）
、Hvalur 社のナガスクジラ捕鯨は、日本
の社会経済情勢に左右される外需依存型の構造となっている（もっとも、捕鯨を数年間中止した
としても、Hvalur 社は持ちこたえられる経営基盤があるとも考えられる）
。同様に、日本で活動
する反捕鯨団体の圧力に屈して、日本の主要スーパーマーケット・チェーンおよび大手インター
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ネット物販サイトが鯨産物の取り扱いを中止したことも（AWI, EIA and WDC 2014: 11）、Hvalur
社に与えた影響は大きい38）。
また、アイスランドから日本への鯨産物の船舶による輸送も海外の反捕鯨団体の攻撃目標とな
っている。2013 年 7 月、反捕鯨団体の圧力を受け、ロッテルダムとハンブルクの港湾当局が、
Hvalur 社の日本向けの鯨産物船荷の取り扱いを拒否、同船荷はアイスランドに引き返すことと
なった（AWI, EIA and WDC 2014: 11）。その影響を受け、アイスランド国内および国際船荷会
社は、今後の鯨産物の引き受けを拒否することとなった（AWI, EIA and WDC 2014: 11）。その
結果、Hvalur 社は、鯨産物輸送のために別途船舶をチャーターし、同船は 2014 年 3 月にアイス
ランドを出港、ヨーロッパの港に立ち寄らず、インド洋でモーリシャスに寄港しただけで
（AWI, EIA and WDC 2014: 11）、同年 5 月に大阪に到着している39）。
2015 年は、このような混乱を避けるため、Hvalur 社は、船舶をチャーターしたうえで、初め
て北極海航路を使用した。2015 年 6 月、鯨産物 1700 t 超を搭載し、アイスランドを出港した
Hvalur 社のチャーター船は、ノルウェーのトロムゾで北極海航路が融解するのを 5 週間待ち、
同航路を経由して、同年 9 月に大阪に到着した40）。アイスランド、ノルウェー、ロシア、日本と
捕鯨国沿いに進めば、まず反捕鯨団体に妨害される恐れはない。しかしながら、この北極海航路
は地球温暖化を前提にしている。北極海が寒冷化し、夏場に氷が融解しなくなれば、本航路は使
用できなくなる。別のリスクを伴った航路である。
Hvalur 社がナガスクジラ捕鯨を継続実施するためには、日本側当局との鯨産物の検査実施を
めぐる交渉、日本国内での安定した販路の確保、安全確実な日本への輸送手段の確立などの課題
を抱えているのである。

3.2

ミンククジラ捕鯨

アイスランドの Faxaflói 湾は、ミンククジラを対象とする捕鯨とホエール・ウォッチングが、
海図上の一本線を隔てて並存している世界唯一の海域である。首都レイキャヴィクの外側に広が
る Faxaflói 湾の陸域に隣接する一定海域がホエール・ウォッチング専用海域とされ、その外側で
捕鯨が実施されている。ホエール・ウォッチング海域と捕鯨海域との間には、緩衝海域はない。
従って、「ある瞬間にホエール・ウォッチング客に目撃されたミンククジラが、次の瞬間に捕鯨
船に捕殺されるということも十分起こりうる」41）のである。
2013 年 5 月、政権交代のため退任する漁業大臣は、最後の置き土産として、ホエール・ウォ
ッチング専用海域を拡大した42）。同年 7 月、後任の漁業大臣は前任者の決定を取り消し、ホエー
ル・ウォッチング専用海域を元に戻した43）。政治家を巻き込んだホエール・ウォッチング業界と
捕鯨業界の綱引きの一つの結果であった。
2016 年 8 月に面談したアイスランド・ホエール・ウォッチング協会事務局長から、現在の活
動の主要目標の一つが、ホエール・ウォッチング専用海域を、一度拡大されてその後取り消され
た海域まで再拡大することであり、そのためにロビー活動を行っているとの話を聞いた。ホエー
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ル・ウォッチング専用海域が再拡大されれば、現在捕殺されているミンククジラの 85％ は救済
されるということであった。
アイスランドでは、2016 年 8 月現在、Independence Party と Progressive Party の 2 党が連立政
権を組んでいる。両政党共、基本的には捕鯨推進の立場である。2016 年 4 月、「パナマ文書」に
名前が出たため、Progressive Party 所属の首相が退任し、同党所属議員（上述のホエール・ウォ
ッチング専用海域の拡大を取り消した漁業大臣）が後継首相となっている44）。その「パナマ文
書」の影響により、総選挙日程が繰り上げられ（本来は 2017 年実施）、2016 年 10 月 29 日実施
となった。総選挙結果により、政権交代（あるいは、政権の組み換え）が起こったならば、ホエ
ール・ウォッチング専用海域の再拡大もありうるかもしれないのである45）。
また、ホエール・ウォッチング専用海域が再拡大し、ホエール・ウォッチング推進派が力を得
たならば、前章で取り上げた反捕鯨団体の IFAW とアイスランド・ホエール・ウォッチング協
会が 2010 年より展開している観光客に鯨肉料理を食べないことを求める「Meet Us, Don’t Eat
Us」キャンペーンも（2.3. 参照）、勢いを増すかもしれないのである。
国際的な不安定要因を抱えているナガスクジラ捕鯨会社の Hvalur 社同様、現政権与党 2 党と
つながりのあるミンククジラ捕鯨会社 2 社46）も国内政治による不透明な将来を抱えているのであ
る。

お

わ

り

に

本稿においては、アイスランド捕鯨の歴史的事実と現況を把握したうえで、アイスランド捕鯨
の実態の解明を試みてきた。その結果、ナガスクジラ捕鯨は日本への輸出志向であること、ミン
ククジラ肉の国内需要については、観光客の消費が重要な要素を占めていることなどが、明らか
になった。しかしながら、今回の現地調査は、首都レイキャヴィク周辺だけで実施したので、ミ
ンククジラ捕鯨の伝統がある北部沿岸地域におけるミンククジラ産物の消費については、未解明
のままである。今後は、アイスランド北部沿岸地域においても現地調査を実施し、アイスランド
捕鯨のさらなる理解に向けて取り組んでいきたい。
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注
１）
「hvalur」とは、アイスランド語で「鯨」を意味する。以下、出典が明示されていない Hvalur 社にか
かる叙述については、2016 年 7 月に面談した Hvalur 社、Kristján Loftsson 社長からの聞き取りによ
る。
２）
「Hvalfjörður」とは、アイスランド語で「鯨フィヨルド」を意味する。かつては同フィヨルドに鯨が多
くいたのかもしれない。
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３）表 1 の作成に用いた資料は次のとおり。IWC（1978: 10 Table 6; 1979: 11 Table 6; 1980: 14 Table 6;
1981: 7 Table 5; 1982a: 6 Table 5; 1983a: 10 Table 5; 1984: 2 Table 2; 1985: 1 Table 2; 1986a: 1 Table 2;
1987: 1 Table 2; 1988: 1 Table 1; 1989: 1 Table 1; 1990: 1 Table 1; 1991: 1 Table 1; 2005: 111; 2006: 115;
2007: 124; 2008: 111; 2009: 120; 2010: 125; 2011 106; 2012: 102; 2013: 121; 2016a: 96）
、Sigurjónsson
（1982: 292 Table 2; 1988: Table 1）および Petra Hucke, Fin whaling season concludes Iceland Review,
September 25, 2014. ‹http://icelandreview.com/news/2014/09/25/finwhalingseasonconcludes› Accessed De
cember 5, 2014. Eygló Svala Arnarsdóttir, Whaling season concludes in Iceland

Iceland Review, October

1, 2015. ‹http://icelandreview.com/news/2015/10/01/whalingseasonconcludesiceland› Accessed October 5,
2015.
４）
『国際捕鯨取締条約』第 5 条第 3 項に、国際捕鯨委員会が条約締約国に附表修正を通知してから 90 日
以内に、締約国が異議申し立てを行えば、当該国には修正の効力は生じないとの規定がある（IWC
2016b: 335）
。
５）‹http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf› Accessed August 16, 2016.
６）先住民生存捕鯨については、浜口（2016）を参照のこと。
７）
『条約法に関するウィーン条約』第 19 条では「留保の表明」について、第 23 条では「留保に関連す
る手続き」についての説明がなされている（‹http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/treaty/pdfs/BS560581_
1.pdf› Accessed August 17, 2016）
。
８）アメリカ、アラスカ州に居住する先住民イヌピアットによる先住民生存捕鯨としてのホッキョククジ
ラ捕鯨の捕殺枠が否決されるに至った経緯については、別のところで論じている（浜口 2016: 123−
125 参照）
。
９）筆者は 2016 年 7 月下旬から 8 月上旬にかけて約 2 週間、アイスランドにおいて現地調査を実施した。
現地調査の実施に際しては、小松正之先生（東京財団・上席研究員）
、Kristján Loftsson さん（Hvalur
社・社長）から、ご助言・ご協力を受けました。記して謝意を表します。
１０）アイスランド大陸棚海域に生息するミンククジラの最も好む餌はイカナゴ、ニシン、シシャモであっ
たが、1990 年代半ば以降の同海域における海水温の上昇と大西洋暖流の同海域への流入により、シシ
ャモは北方に移動し、イカナゴは崩壊した（Víkingsson et al. 2015: 1−2, 15）
。この餌類の変化に対応
するため、多くのミンククジラもアイスランド大陸棚海域から去ったと考えられている（Víkingsson
et al. 2015: 11, 16）
。
１１）2015 年の年間捕殺枠 154 頭に加えて、前年の未消化捕殺枠の 20％ が次年への繰越が認められている
（AWI, EIA and WDC 2014: 4）
。2014 年の捕殺数は 137 頭であった（Petra Hucke, Fin whaling season
concludes

Iceland Review, September 25, 2014. ‹http://icelandreview.com/news/2014/09/25/finwhaling

seasonconcludes› Accessed December 5, 2014.
１２）Hvalur 8 RE388 ‹http://sax.is/?gluggi＝skip&id＝117› Accessed August 19, 2016. Singurjónsson（1988: 329
Table 2）
．
１３）Hvalur 9 RE399 ‹http://sax.is/?gluggi＝skip&id＝997› Accessed August 19, 2016. Singurjónsson（1988: 329
Table 2）
．
１４） Japan market forces halt to Iceland whaling

Iceland Monitor, February 25, 2016. ‹http://icelandmonitor.

mbl.is/news/nature_and_travel/2016/02/25/japan_market_forces_halt_to_iceland_whaling/› Accessed February
26, 2016.
１５）水産庁関係者からの 2016 年 5 月 15 日付け私信。
１６）CITES とは、Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora（『絶滅の
おそれのある野生動物の種の国際取引に関する条約』
）
、通称『ワシントン条約』のことである。ナガ
スクジラは CITES「附属書Ⅰ」に登載されており、商業取引は原則的に禁止されている（外務省「ワ
シ ン ト ン 条 約」 ‹http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/jyoyaku/wasntn.html› Accessed August 23,
2016）
。しかしながら、日本とアイスランドは、ナガスクジラの「附属書Ⅰ」登載には留保を付して
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おり、両国間の商業取引は可能である（CITES, Reservations Entered by Parties ‹http://cites.org/sites/de
fault/files/eng/app/2015/EReserv20150605.pdf› Accessed August 23, 2016）
。但し、日本への輸入に際し
ては、経済産業大臣の輸入承認が必要となる（経済産業省「ワシントン条約について」 ‹http://www.
meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/02_exandim/06_washington/cites_about.html› Accessed Au
gust 23, 2016）
。
１７）本節（2.3.）における出典が明示されていない 2015 年、2016 年のミンククジラ捕鯨にかかる叙述につ
いては、2016 年 8 月に面談した IP Útgerð 社、Gunnar Bergmann Jónsson 社長からの聞き取りによる。
１８）「útgerð」とは、アイスランド語で「漁業会社」を意味する。2009 年以降、その前身会社から何度か会
社形態および社名を変更し、現在の IP Útgerð 社に至っている。但し、その間も社長は同一人物であ
る。
１９）「hrafnreyður」とは、アイスランド語で「ミンククジラ」を意味する。なお、アイスランド語でミンク
クジラを表す一般的な言葉は「hrefna」である。
２０）Rokkarinn KE16 ‹http://www.sax.is/?gluggi＝skip&id＝1850› Accessed August 19, 2016.
２１）「dreifing」とは、アイスランド語で「流通、循環、拡散」を意味する。
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〔付記〕
本稿中、2016 年 8 月 4 日時点におけるミンククジラの捕殺数を 41 頭と表記しているが（130
頁）、再校段階で 2016 年漁期終了時の捕殺数が 46 頭であるとの情報を入手したので、その旨を
付記しておく。
〔はまぐち
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芦屋市立美術博物館と
芦屋市立伊勢幼稚園との年間交流
PART 3《きもちよいえのぐ》
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前回の PART 2 は、園児にとって魅力的な遊び場となった美術博物館で造形活動を行うもので
あった。足の輪郭を縁取りそれを芝生に釘打ちするという作業が自分自身のあそびの痕跡を残す
仕組みとなり、活動の場そのもの、つまり芝生の見え方が変わるというのがその本質である。
今回述べるのは、夏の時期に行われていたプログラムである。芦屋市立美術博物館と芦屋市立
伊勢幼稚園とが交流を始めた当初、一年間全体の流れを検討していた際に、幼稚園スタッフから
「夏の暑い時期にボディペインティングもしくはフィンガーペインティングをやりたい」という
要望があった。幼稚園で本格的にプールが始まる前の時期に体験させたいという意見から、夏休
み直前の 7 月初頭に行うこととし、以来毎年恒例のプログラムのひとつとなっていた。
ところで、このボディペインティング・フィンガーペインティングという言葉は、身体の一部
が直接絵の具に触れるという点の印象の強さからか、幼児教育の分野ではひとまとめにして扱わ
れることもあるようだ。
しかし前者は支持体として、後者は描画道具として、それぞれ身体の一部を使うことを表す言
葉であり、本来別々の意味を持っている。
ボディペインティングとは、身体を画面に見立てて絵を描くことである。例えば、全身を七色
で塗りたくり変身ごっこをするものから、本当に身に纏っているかのような服装を身体に描くも
のまである。
一方、フィンガーペインティングとは、筆の代わりに指で絵を描くことである。指ならではの
描線を楽しむ活動のほか、まるで筆で描いたかのような精密な風景画であっても指を用いていれ
ばフィンガーペインティングと呼ぶことができる。
これらボディペインティング・フィンガーペインティングについて、筆者にはひとつの課題が
あった。それは「絵の具に直接触れて楽しかった」
「大きな画面に絵を描けて良かった」という
ように、子どもが元気いっぱい動き盛り上がりを見せる一方で、
「色が混ざって画面が真っ黒に
なってしまった」など鑑賞に堪える作品として仕上がらなかったことに対する声が聞かれる点に
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ついてである。これは制作プロセスと結果をどう考えるかという問題であり、活動の目的を明確
にし、そのための手順を丁寧に設定しなければならない2）。
さて、この交流においてどのような活動をイメージしているのか幼稚園側に確認してみると、
「指で絵の具を触ってお絵描きしたり、身体に塗りつけてあそんだり、いろいろなあそびが出て
くるような活動にしたい」とのことであった。これは、絵の具に直接触れる素材体験から出発す
るということであり、「手を動かすことで見えてくる世界を捉える」年間交流全体の目的とも一
致する。
これらを踏まえて、今回の活動は作品を仕上げるのではなく、絵の具という素材を体験し、描
く行為そのものをあそびとして見つけることを目的とした。
また、第 1・2 回目の《いせようちえんとびはくをむすぶ。
》《びはくにあしあとをのこす》は
筆者のアイディアによるプログラムであったが、今回は幼児教育では馴染の深い題材でもあるた
め、幼稚園スタッフが中心となって活動するのが良いと筆者は考えた。当時の伊勢幼稚園のスタ
ッフは特別美術を得意としているわけではなく、つくることに対する苦手意識を持つ教員も少な
からずいた。そこでプログラムのキーワードを「作品をつくらない」とし、絵の具と戯れること
に重点を置いた活動になるように心掛けた。

実践プログラム《きもちよいえのぐ》
日時：2006 年 7 月 11 日（火）9 : 00〜10 : 45
場所：芦屋市立伊勢幼稚園
対象：年長・年少各 2 クラス（約 100 名）、幼稚園・美術博物館スタッフ
活動：園庭に配置した机の上で絵の具を混ぜ合わせる

当日の流れ：
9 : 00〜

机などの準備

9 : 15〜

全体挨拶

9 : 20〜

活動開始

10 : 25〜

机運びなど片付け

このプログラムでは活動場所を幼稚園の園庭としている。その理由は、美術博物館の芝生と違
って地面が土であり、絵の具が飛び散っても後片付けがしやすく、また園児が身体を洗うのに都
合良いプールがあるからである。
入園から少し経ち、年少組の園児が幼稚園での生活に慣れてきた頃にという配慮から、年間交
流は例年 5 月末に始まる。そして第 1 回目から短い期間に数回の交流を行いお互いが仲良くなっ
たあと、7 月に今回の活動を迎えることになる。園児にとっては、幼稚園の「おとなりさん」に
なった美術博物館（びはく）が、初めて自分たちの園にあそびに来るという特別な一日にあたる
といえるだろう3）。
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準備する材料は、まずゆびえのぐである。その名の通り素
手で触ることを前提にした画材であり、赤、青、黄、緑、う
す橙、白の 6 色を用意した。次に、絵の具を嵩増しするため
に、予め水に溶かした小麦粉をバケツ数杯分準備してお
く4）。その他に幼稚園の備品である白い天板の机を 2 脚連結
したものを 6 組準備し、園庭に輪を描くように配置する（図
1）。つまり、各テーブルがそれぞれの色のコーナーになるわ
けだ。なお、机の周囲には段ボールで土手をつくり、絵の具
図1

がこぼれないようにしておいた。

園児の服装は、パンツ姿である。汚れを気にせず思いきり活動できるように、足下も裸足であ
る。髪の毛に絵の具がつくと後処理に手間がかかるため、頭には水泳帽をかぶっておく。また、
活動後は水道とプールで身体を洗うため、当日体調の思わしくない園児は T シャツを着たまま
で参加する5）。

序

盤

いつものように簡単な挨拶をすませた後、早速活動に移る。開始の段階では、園児はそれぞれ
好きな色のコーナーにわかれており、各テーブルでは、幼稚園スタッフがゆびえのぐと水に溶か
した小麦粉をスプーンで落とし、
「ふたつを混ぜてみよう！」と言葉をかける。園児は大量の小
麦粉と絵の具を掌でかき混ぜる感触に歓声をあげ、すぐにテーブルごとにあそびが生まれてく
る。
黄色のコーナーでは、おそるおそる指先で触っていた園児が次第に慣れてきて、みんなで協力
しながらゆびえのぐと水溶き小麦粉を混ぜ合わせている。青色のコーナーでは、たっぷりの絵の
具の中に両手を浸したり、すくっては垂らすなどを繰り返している。鮮かな色の泥んこあそびの
中で、自分がつかむと素材がつかみ返してくれるような感覚に満足そうな表情を見せている。
白色のコーナーでは、白い机の上で色の違いこそ目立たないものの、柔らかさや冷たさ、重た
さなど、ゆびえのぐと水溶き小麦粉両者の質感の違いを確かめる園児がいる。緑色のコーナーで
は、勢いのあまり掌ですくっていた絵の具が垂れて、お腹の辺りについてしまったようである。
そこからためしに身体に絵の具を塗ってみると、意外に心地よい。さらに大胆になって、腕や脚
など全身に絵の具を塗り広げていく6）。
うす橙のコーナーでは、ある園児は自分が描いた線を迷路のように何度もたどり、その隣で
は、右手と左手のひとり鬼ごっこに夢中になっている園児がいる。赤色のコーナーでは、お絵描
きが流行っているようだ。指先でゆっくりとりんごを描く園児とそれを「おいしそうだね」と食
べる先生など、ごっこあそびが始まっている。ハートの形がりんごになり、爪を立てて複数の指
で描いた線がメロンになるなど、描いては消しながら何度でもあそべる画面を前に、園児はどん
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図2

図3

どんイメージを膨らませている（図 2〜4）。

中

盤

しばらく時間が経った頃に、先生から「別
の色におでかけしてもいいよ。
」という言葉
がけがなされる。これは、色を混ぜるという
あそびの追加だ。腕が真っ赤になった園児が
白色コーナーに、黄色の園児が青色コーナー
に移動すると自然に色が混色され、前者は桃

図4

色に、後者は緑色になる。
「先生こんな色になったよ！」といった誇らしげな声からは、新たな
色を発見した驚きがうかがえる。
色の変化に夢中になっている園児は、混色による濁りを「汚い色になった」とは捉えていない
ようである。鮮やかな色の絵の具が濁っていくことよりも、色の変化を楽しみ知らない色を発見
することに面白さを感じているのだろう。
この色の混色と同時に、園児の移動によって各色のコーナーごとに流行していたあそびが別の
色のコーナーへと持ち込まれる。前述の絵の具をすくったり垂らしたりしていた青色コーナー
や、お絵描きをしていた赤色コーナーに緑色コーナーからの園児が加わることによって、絵の具
を身体につけるあそびが追加される。
この辺りから次の段階のあそびが生まれてくる。例えば、前者では絵の具を掌ですくうだけで
なく、手首から肘までを使いより大胆に絵の具をすくい上げるパワーショベルあそびが始まった
り、後者では身体へのお絵描きが始まるなど、園児はさまざまな行為を推し進め、次々にあそび
を変化させていく。
友達同士絵の具をつけ合うのはとても楽しい7）。（図 5、6）「先生につけちゃえ」とはしゃいだ
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図5

図6

り、別の色から集まって来た園児同士がお互
い手を取りあって混ぜ合うなど、絵の具とい
う素材を媒介としたスキンシップが自然に行
われる8）。
時には指以外の描画道具が見つかることも
ある。園庭の片隅に転がっているタイヤを持

図7

ってきて机の上で滑らせたり転がしてみる
と、指とは違う模様が新たに生まれてまた面白い（図 7）。

終

盤

時間が経つにつれて身体につけた絵の具が乾き、かさ
ぶたのようになる。痒いような気持ち悪いような感触
だ。これらを部分的に剥がしたり、水でふやかしてみる
のも楽しい。
こうして一時間程度で活動に区切りをつけ、片付けに
移る。周囲の土手を外し机を水場へ運び、水をかけなが
ら絵の具を洗い流すのは園児の仕事だ。これと並行して
水道とプールで身体をきれいにする。事後反省会で幼稚
園スタッフが指摘するように、準備から片付けまでの活
動全体が自然な流れになっているようである（図 8）。
図8
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考

察

《きもちよいえのぐ》の概要は以上である。それでは次に、このプログラムの特徴について見
ていくことにしよう。
第一は、小麦粉を材料にして嵩増しするという点である。
ゆびえのぐは幼児教育の現場では定番ともいえる画材だが、決して安いものではない。このプ
ログラムでは、材料が使い切れないほど大量にあることが活動の場を活性化させる要因のひとつ
になるため、水溶き小麦粉を用意して絵の具の嵩増しを図っている。
活動はゆびえのぐと水溶き小麦粉を混ぜ合わせることから始めている。白く滑らかな天板の机
の上で両者を練り込んでいくこの作業は、絵の具づくりをしている感覚に近い。ここから園児は
素材を使って何ができるか、どのようにあそぶかを自身の手を通して見つけていくことになる。
通常絵を描くための準備段階だと考えられている絵の具づくりが、ここでは活動の導入となって
いる9）。
また、大量の絵の具と関わりながら、園児は、触れる、混ぜる、描く、書く、すくう、落と
す、寄せる、引っ掻く、消すなどさまざまな行為を行い、同時に、指、掌、ひじなど身体のいろ
いろな箇所を道具として使い始める。混ぜるという作業が、道具としての身体の工夫へとつなが
ることによって、「描く」あそびが多角的に生まれてくるのである。
第二は、テーブルを囲むという点である。
最初の段階では 16 名程度の園児が各色のテーブルを囲んで立っている。個々の園児のスペー
スは肩幅程度であり、通常の画用紙に絵を描いている時の感覚に近いようである。自分一人で描
くあそび、或いは隣の友達と一緒になって絵の具を混ぜ合うあそびなど、ひとつの机の中で個と
周囲との関係がうまく保たれるのは、自分の立ち位置が確保されるという隣との距離感によるも
のだといえるだろう。
また、自身と支持体である机との距離も通常の描画に近く、描いたものを見るあそびが生まれ
やすいようである。概要で述べた、園児が指先でりんごを描きそれを食べる先生や、爪を立てて
描いた複数の線からメロンを描く園児などからは、先に描いた形を見てそこから次の形へとあそ
びを展開していく様子が見て取れる。
ここで、筆者が経験したあるイベントの場合と比較してみたい。これは、美術館ワークショッ
プを紹介する TV 番組の中で行われたもので、エンディングのために「大きな画面に絵を描く」
姿を撮影したいというスタッフ側のリクエストから、急遽フィンガーペインティングを行った時
の事例である。美術博物館の屋外の地面に縦横 2×4 m 程度のターポリン10）を設置し、その上で
裸足になった小学生約 10 名が数色の水性塗料を使って自由に描いていくという活動であった。
通常サイズの画用紙に描くのとは異なって、全体像が見えない中で子ども達は掌や足を使って楽
しそうに描いていた。この活動では、絵具を直接触る素材体験というよりも、大きな画面に身体
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ごと飛び込んで行う描画体験に重きが置かれていたといえる。
こうした「大きな画面に絵の具で自由に描く」という方法は、幼児教育の現場その他でも実践
例が数多くあることだろう。その一方で、こうした活動では「たくさんの色が混ざって画面が真
っ黒になってしまった」「活動の最初の 5 分で絵の具が濁ってしまった」「できあがりを飾ろうと
考えていたが、展示に堪え得るような作品に仕上がらなかったため廃棄してしまった」といった
声が聞かれることもある。こうした感想からは、いつもの描画活動とは違う体験によって場が盛
り上っていても、それで終わってしまうことに対する疑問が見て取れる。
筆者の事例の場合もこれに近いものであった。幸い撮影が完了した時点で区切ることを予め子
ども達に伝えてあったため 10 分程度で終わることになったが、続けていれば画面は真っ黒にな
っていたのかも知れない。
一般に造形活動では「つくりながら出来上がってくるものを見て確かめ、それに工夫を重ね
る」というように、つくることと見ることを繰り返していく。これに対して、上記のような画面
に飛び込む活動は、つくりながら全体像を見て確かめることが「できないための方法」のひとつ
であり、それ故アクション性が強く、一気呵成に描いていくことにその醍醐味があるといえるだ
ろう。筆者の事例の場合、
・机ではなく、地面に設置した大画面を支持体とする
・最初から色を自由に使う
という方法で行ったため、
・参加者が画面上を縦横無尽に動くので、個々のスペースが確保されない
・画面に身体ごと飛び込んでいるため、見るあそびが生まれない
という活動になっていたといえる。
これに対して《きもちよいえのぐ》では、机を囲む園児が白く滑らかな天板の机の上で、絵の
具を混ぜることから始めている。お互いに協力して絵の具を混ぜたり、個別に描画を楽しんだり
していることから、友達がすぐ隣にいながらも個々のスペースは確保されていることがわかる。
そして、支持体との適度な距離によって、画面に現れてくるさまざまな形や模様を眼で確かめな
がらイメージを膨らませ、さらに滑らかな天板によって何度も描いたり消したりすることができ
る。つまりここでは、描く・見る・消すという一連のサイクルが生まれ繰り返されているのであ
る。
第三は、机を円形に配置するという点である。概要で述べた通り、各色のコーナーとなる 6 組
のテーブルは、園庭に輪を描くように配置されている。活動の序盤ではテーブルごとにあそびの
流行が生まれ、中盤になり別の色に移動することによって、色を混ぜるあそびが追加される。人
の往来によって色が混ざり合うことでスキンシップが自然に生まれ、お互いの身体に絵の具をつ
け合うあそびに拍車がかかっていく。同時に、別のテーブルからのあそびは既存のあそびとミッ
クスされ、次のあそびへと展開していくのである。
ここで注目したいのは、ふたつの輪についてである（図 9）。
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図9

図 10

各テーブルでは、園児が机を囲んで輪を形成している。活動の序盤はこの第 1 の輪の中での出
来事であり、園児は自分と机という個人的な環境の中で絵の具とあそんでいる。この時点での第
1 の輪は机ごとにそれぞれ自立した、閉じられた空間であり、それ故テーブルごとにあそびの流
行が生まれることになる。
園庭全体で見ると、6 組のテーブルが別の大きな輪を形成している。活動の中盤以降はこの第
2 の輪の中での出来事であり、園児が別のテーブルに移動することによって色やあそびが混ざり
合い、それまでのあそびから次のあそびへと展開するということであった11）。
ここで、改めて各テーブルを見直してみよう。中盤以降どのテーブルも、最初とは異なる園児
が新たな第 1 の輪を形成している。人の出入りは終了まで途絶えることがなく、その都度あそび
が変化し続ける。即ち、序盤において内側だけで完結していた第 1 の輪は中盤以降、外側に対し
ては開かれた輪へとその性質が変化しているのである（図 10）。人の往来によって、第 1 の輪が
自立性を保ちながら第 2 の輪に対して開かれていく点、これこそが中盤以降のダイナミズムの要
因であり、それ故にあそびが変化し続けるのである。
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ま

と

め

これまでの考察から《きもちよいえのぐ》のポイントをもう一度まとめてみると次のようにな
る。
a）嵩増しのために絵の具を混ぜる作業から始めることによって、園児は道具としての身体を
工夫し、「描く」あそびが多角的に生まれている。
b）テーブルを囲むことによって生ずる、隣の園児との距離感は個と周囲との関係をうまく保
ち、支持体との距離感は見るあそびを促す。ここから、描く・見る・消すという一連のサイクル
が生まれ繰り返されている。
c）机の円形配置と中盤以降の人の往来によって、第 1 の輪（各テーブル）は、自立性を保ち
ながら第 2 の輪（園庭全体）に対して開かれ、あそびが変化し続ける。
これら 3 つのポイントによって、園児は素材と対話しながら自身の身体を使って、触れる、混
ぜる、書く、すくう、落とす、寄せる、引っ掻く、消すなどを「描く行為」として捉え、次々と
あそびを変化させていく。換言すれば、絵の具という素材と描く行為の可能性を捉え、何ができ
るか、どうすれば面白いかを考え、実現させていくのである。
また、活動全体の流れを「混ぜる」という視点から考えてみよう。
序盤は、ゆびえのぐと水溶き小麦粉を混ぜることから始めている。ゆびえのぐの赤や青色に較
べて小麦粉の白さは影響力が弱く、水溶き小麦粉を大量に混ぜ合わせた前後でもそれほど色の変
化はない。手の感覚を通して専ら絵の具の材質感を確かめているこの時間は、触覚的に混ぜる段
階である。
次第に園児は身体のいろいろな場所を使い出し、さまざまな行為が生まれてくる。描く・見る
・消すという一連のサイクルが生まれ繰り返されているこの時間は、行為を混ぜる段階だといえ
るだろう。
中盤になり別のテーブルへの移動が始まると、6 色の絵の具による混色が起こる。それと同時
に、人の往来によってあるテーブルで流行していたあそびが別のテーブルへ持ち込まれていく。
中盤以降は、色彩、即ち視覚的に混ぜるとともに、あそびを混ぜる段階となっている。
特筆すべきは、円形に配置されたテーブルによる第 1 と第 2 の輪の関係である。序盤において
円の内側だけで完結し閉じられていた第 1 の輪は、中盤における園児の移動によって自立性を保
ったまま外側に対しては開かれた輪へと性質が変化する。これによって第 2 の輪である園庭全体
が混ぜ合わされ、それ故にあそびが変化し続ける。混色による人の往来とは第 2 の輪、つまり園
庭全体を混ぜるためのしくみである。
最初に述べたように、このプログラムの目的は、描く行為そのものをあそびとして見つけるこ
とにある。そして、造形に対して苦手意識を持つ幼稚園スタッフが中心となることから、キーワ
ードは「作品をつくらない」とし、その手順は、個々のあそびから園庭全体を混ぜ合わせるとい
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うものであった。この「混ぜる」ことに特化した仕組みによって絵の具という素材と描く行為の
可能性を捉え、あそびを実現していくことが《きもちよいえのぐ》の本質であり、園庭は、作品
を定着させる画面としてではなく、園児による多彩なあそびを文字通り混ぜ合わせるパレットと
して機能するのである。

写真提供：芦屋市立美術博物館
協力：芦屋市立伊勢幼稚園
注
１）年間交流の第 1・2 回目については以下の文献を参照のこと。倉科勇三「芦屋市立美術博物館と芦屋
市立伊勢幼稚園との年間交流 PART 1《いせようちえんとびはくをむすぶ》
」
（『美』第 172 号、pp.4-9、
2007、京都市立芸術大学美術教育研究会）
、倉科勇三「芦屋市立美術博物館と芦屋市立伊勢幼稚園と
の年間交流

PART 2《びはくにあしあとをのこす》
」
（『美』第 174 号、pp.21-27、2007、京都市立芸

術大学美術教育研究会）
２）制作プロセスと結果の問題については、拙著『ワークショップのためのワークショップ──《しろい
ろくろいろ》で制作プロセスを考える』
（2005、芦屋市立美術博物館）を参照のこと。
３）交流が始まってからは、隣接する図書館帰りに寄り道したり、お弁当を食べに来るなど、美術博物館
の芝生を活用する機会が多くあった。
４）暑いこの時期の場合、腐敗を防ぐためには前日ではなく、当日の朝に用意する方が良いだろう。
５）肌が敏感な園児がいるため、普段から自宅で使っている石けんを持参するようにしている。ただし、
水のみでほぼ洗い流し実際には使わないことが多い。
６）例年、こうした全身塗りは緑色から始まることが多い。みどり星人、かえる人間などと言いながら男
の子が中心になって絵の具をつけていく。
７）絵の具のつけ合いについては、お互い同意の上で行うという約束事を事前に伝えていた。なお、体調
不良など活動後プールで身体を洗えない園児は T シャツを着用しており、誤って絵の具をつけないた
めの目印となっている。
８）ある幼稚園スタッフによれば、自分の脚が足首周りを残して絵の具だらけになったところ、それを見
つけたある園児がその足首を掴んで絵の具を塗ったという。そのスタッフは「マッサージみたいで面
白かった」という感想を聞かせてくれた。
９）造形活動の多くは、準備段階にダイナミズムのひとつがある。
１０）ターポリンとは、横断幕などに使用される防水布である。急な申し出であったため、その場にあった
もので間に合わせた。
１１）園庭の片隅にあるタイヤがテーブルに持ち込まれたケースなどは、第 2 の輪のさらに外側からあそび
の要素が追加されたと考えることができる。
───────────────────────────────────────────────

〔くらしな
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美術教育学〕

園田学園女子大学論文集
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【論文】

政争そしてスキャンダルとしての
ベビー P 虐待死亡事件
1）

──スケープゴートされたソーシャルワーク──

田

邉

泰

美

〔1〕もう一つのベビー P 虐待死亡事件：「政争そしてスキャンダル」の意味

「スケープゴートされたソーシャルワーク」・・・何とも陰鬱な気分に襲われる副題である。ビ
クトリア・クリンビエ虐待死亡事件が、労働党による児童社会サービス改革の契機になったとす
れば、ベビー P 虐待死亡事件はその終焉を象徴するかのような事件であった。ベビー P 虐待死
亡事件は政治的に利用されスキャンダルに発展していくなかで、メディアと市民社会は執拗にソ
ーシャルワーカーを責任追及していく。2008 年 11 月 11 日、ベビー P 虐待死亡事件（2007 年 8
月 3 日）の加害者である 2 人の男性と母親に有罪の審判が下された。メディア報道に扇動された
市民は、ハーリンゲイ特別区（以下ハーリンゲイと略す）の児童サービス部長とソーシャルワー
カーを徹底的に糾弾した。そのインパクトはマリア・コルウエル事件やビクトリア・クリンビエ
事件よりもはるかに強く、2010 年 5 月の総選挙まで続いた。このような一連の騒動で主要な役
割を果たしたのがサン紙（大衆紙）であることは間違いない。
2008 年 12 月 1 日、児童学校家族大臣のボールズ（Ed Balls, the secretary of state for children,
schools and families）は児童サービス部長シュースミス（Sharon Shoesmith）の解雇を記者会見で
発表する。虐待死亡事件で最高責任者の解雇が大臣より一方的に通告されたのは初めてである。
シュースミスは解雇を不服とし控訴する。そして 2011 年 5 月 27 日、控訴院（High Court’s Court
of Appeal）はシュースミスの控訴を認め「彼女はスケープゴートされた。不正な手続による誤
った解雇である」と審判を下した2）。控訴審理の中で、彼女が解雇される根拠となった「地区合
同見直し調査報告書」
（Joint Area Review：以下 JAR と略す）、その結論を追認した 2 度目（や
り直し）の「深刻な虐待ケースの見直し調査報告書」
（Serious Case Review：以下 SCR と略す）
のいずれもが、独立性が担保された公正な調査ではなく政治的介入の疑いがあったことが明らか
にされた。さらにレベソン報告書（2012 年 11 月末に公表）の調査過程で、その疑いがより強め
られた。ベビー P 虐待死亡事件は政治的に利用され最後はスキャンダルに発展していった。
拙者はベビー P 虐待死亡事件に関しては一度論じている（
『園田学園女子大学論文集第 45 号
2011 年』）。その時は、前述した調査報告書を「独立性が担保された公正な調査」と判断し、政
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府の対応すなわち関係者の責任所在の明確化と迅速な改革案の提示／実行を評価していた。本論
は本事件の政府の対応を再検討し、ソーシャルワーク専門職の評価を見直すことを目的とする。

〔2〕ベビー P 虐待死亡事件をめぐるメディアと政治の対応

（1）警察、CYPS、政府の対応
有罪の審判が下された 2008 年 11 月 11 日、ロンドン・イブニング・スタンダード紙は一面を
大きく割き、過去の虐待死亡事件で何度も指摘された同じ問題の繰り返しであり、しかもハーリ
ンゲイは以前にもビクトリア・クリンビエ虐待死亡事件の渦中にあったことを指摘した。さらに
翌日のガーディアン紙では核心をつく記事が載せられた。ベビー P 虐待死亡事件はポスト・ク
リンビエ改革の成果を、例えば社会福祉部（児童サービス課）と教育部を統合させた児童サービ
ス部の新設、ハイリスクの子どもを支援する協働体制としての児童トラストの構築などを、いま
抜本的に問い直さなければならないと指摘し、労働党の取り組みに対して厳しい評価を下した3）。
表1

2008 年 11 月のベビー P 虐待死亡事件に関する政府とメディアの対応

11 月 11 日：
・スティーヴン・ベイカー、ジェイソン・オウィン、トレイシー・コネリーの有罪が確定
・ロンドン警視庁が本件に関する声明を発表
・初版 SCR の要約の開示を記者会見で発表
・ボールズはラミング卿を任命し、児童虐待防止制度改革の進捗状況に関する全国調査の実施を発表
11 月 12 日：
・ピーターの血で染まったシャツの写真と傷害に関する身体検査図が紙面に掲載
・サン紙は当事件の責任者を追及する姿勢を明確にする。マリア・ワード（ソーシャルワーカー）
、ギ
ル・クリストゥ（チームリーダー）
、シャロン・シュースミス（児童サービス部長）の写真が掲載さ
れる
・ブラウン首相とキャメロン（保守党）が党首討論で衝突
・ボールズがハーリンゲイの児童虐待防止システムに関する緊急の JAR（教育／福祉、保健医療、警
察の査察委員会による合同調査：Ofsted, theHealth Commission, HerMajesty’s Inspectorate Constabulary）
を発表
・ボールズが SRC のやり直しを発表
11 月 13 日：
・ベビー P の対応に責任を有する専門職の解雇を要求したキャメロンのコラムがサン紙（大衆紙）に
掲載
11 月 15 日：
・サン紙はベビー P の写真を掲載。そしてベビー P の対応に責任を有する 6 人の専門職の解雇を要求
11 月 26 日：
・サン紙は首相官邸に 150 万人の署名による「解雇の請願書」を提出。
12 月 1 日：
・ボールズは 18 日前に発表した JAR を受け取る。記者会見でシュースミスの児童サービス部長職の更
迭を発表（12 月 8 日に解雇）
。
出所：Jone, R.（2014）The story of BabyP ベビー P : setting the record straight, Policy Press, p.102, p.151.

ベイカー、オウィン、コネリーの有罪判決がでた直後、SCR の公表に先駆けてロンドン警視庁

― １５２ ―

はベビー P 虐待死亡事件に関する声明を発表した。その内容はこうである。「警察は虐待調査の
取り組みが不十分であったが、それは結果にさほど大きな影響を与えるものではない。母親は虐
待を隠すために巧みに嘘をつき専門家のアセスメントを惑わせ、警察の調査を妨害した。それで
も警察は児童若者サービス部（Child and Young People’s Service : CYPS）にケア手続の開始（親
子分離を求めたケア命令の申請手続き）を強く求めが、何らアクションは起こされなかった」
と。こうして警察は自らの不手際に対する批判の矛先をかわし、アクションを起こさなかった
CYPS と嘘をつき調査を妨害した母親にすべての責任を押し付けた4）。
児童サービス部長（LSCB 委員長も兼務）のシュースミスも声明を発表した。その内容はこう
である。彼女は本件に関するハーリンゲイ（CYPS）の責任を認めつつも、
「ベビー P に関与し
た 2 人のソーシャルワーカーと司法関係者には書面による警告を与えたが、解雇や辞職に該当す
るものはいない。近年 Ofsted（Office for Standard in Education）の査察では児童サービス部は良
い評価を与えられた」と。しかしメディアも世論も、ロンドン警視庁の声明に沿って構築された
ベビー P 虐待死亡事件の物語を受け入れていた。事態の鎮静化を図ろうとしたこの声明は、責
任逃れとも受け止められ、メディアからの批判を煽ることになった。政府（Department for Chil
dren, Schools and Families : DCSF）も事態の鎮静化に乗り出した。ボールズがラミング卿を委員
長とする（児童虐待防止制度改革の進捗状況関する）全国調査の実施を発表した。この調査はマ
リア・コルウエル事件やビクトリア・クリンビエ事件のように、ベビー P 虐待死亡事件に関し
て政府が実施する公式調査ではない。労働党の児童虐待防止制度改革に対する抜本的な見直しや
批判が高まっている中で、全国的な改革の進捗状況とその成果を検証し、ベビー P 虐待死亡事
件は稀なケースであることを明らかにすれば、批判的な世論やメディアからの攻撃を抑えられる
という目論見があった5）。

（2）ブラウンとキャメロンとの衝突
こうして政府もハーリンゲイもベビー P 虐待死亡事件に対する厳しい世論やメディアからの
批判を鎮静化できると考えていた。しかし翌日（11 月 12 日）、ベビー P の対応に責任を有する
専門職の正式な謝罪が得られていない（とくに児童サービス部長シュースミス）ことに立腹した
キャメロン保守党党首は、関係者らの解雇を要請した記事をロンドン・イブニング・スンダード
紙に投稿し掲載される6）。サン紙はベビー P の特集を組み、紙面である約束を宣言する。
「サン
紙はベビー P の一件を決して忘れないだろう。この小さな子どもの生涯に対する代償は支払わ
れなければならない。その代償が責任者によって支払われるまで我々は諦めない」7）と。当事件
の責任者を追及する姿勢を明確にし、マリア・ワード（ソーシャルワーカー）
、ギル・クリスト
ゥ（チームリーダー）、シャロン・シュースミス（児童サービス部長）の写真を掲載した。
そして同日の党首討論でブラウンとキャメロンが衝突し下院は大混乱になった。ブラウンは得
意の経済分野で論争し点数を稼ごうとしていたが、キャメロンは突如ベビー P に関する質問を
ブラウンに突き付けた。ブラウンはその質問には準備をしておらず、キャメロンのやり方は選挙
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目当て（party politics）であると批判した。それに対してキャメロンがやり返すといった感情的
や討論が続いた。それは未曾有の金融・経済危機を前にして有効な打開策を講じることができな
い苛立ちが、ベビー P に憑依したかのようであった8）。その夜、ボールズは緊急に次の取り組み
を発表した。①ハーリンゲイの児童虐待防止システムに関する緊急の JAR（教育／福祉、保健
医療、警察の査察委員会による合同調査：Ofsted, theHealth Commission, Her Majesty’s Inspectorate
Constabulary）の実施。実質的なハーリンゲイにおけるベビー P 虐待死亡事件調査報告書に該当
する。②SCR のやり直し。初版 SCR は LSCB の監視の下で作成された。しかし LSCB 委員長
はシュースミス（児童サービス部長兼務）であるため、公正な調査及び評価が担保されていない
と判断された。③ソーシャルワーク実務検討委員会（Social Work Task Force）の設置。ソーシャ
ルワーカーが効果的に職務を遂行できない理由を検証し 2009 年末までに改善案をまとめる9）。

（3）サン紙のキャンペーンと政府の対応
11 月 13 日、ベビー P の対応に責任を有する専門職の解雇を要求したキャメロンのコラムが、
今度はサン紙に掲載される。ベビー P 虐待死亡事件への関心は、2008 年末から 2009 年にかけて
メディアと政治を支配した。経済が戦後最も急速に衰退し、秋には金融不安や信用不安に直面し
ていたにもかかわらずである10）。11 月 15 日、サン紙はベビー P の対応に責任を有する管理職及
び専門職の解雇と加害者の終身刑を要求した署名嘆願書を首相官邸に提出する。このキャンペー
ンは開始 2 週間で 150 万人の署名を集めており、今までで最も成功を収めた大規模なキャンペー
ンであると言われている。キャメロンとサン紙、それぞれの思惑は違っていたかもしれないが、
ハーリンゲイのソーシャルワーク専門職の解雇を要求し、政府を追い詰める点では一致してい
た。もっともキャメロンとサン紙が解雇を裏付ける証拠をもっていたのかどうかは定かでない。
ここでは手続きの正当性への配慮は微塵もみられない11）。
政府は明らかに守勢に追い込まれた。選挙調査では保守党に後れをとり経済状況も回復の出口
が見えてこない。1992 年の総選挙以来、政党にとってサン紙の支持を取り付けることは重要で
ある。サン紙が支持した政党はどちらであろうと 1992 年以来総選挙で負けていない。メディア
を敵に回すことを恐れた政府は何らかのアクションを起こす必要がでてきた。12 月 1 日、JAR
を受理し内容を精査したボールズは、1996 年教育法における権限を行使し、児童サービス部長
シュースミスの更迭を発表、8 日に解雇される。同日、上級管理職の 2 人が辞任に追い込まれ、
のちに（2009 年 4 月）4 人の専門職も解雇された。とりわけシュースミスの解雇は関係者に衝撃
を与え動揺を広げた。児童虐待死亡事件で専門職が解雇されることは今までなかった12）。政府
は、ECM 改革の実施で再びクリンビエ事件のようなことは起こらないはずであり、メディアや
世論をコントロールしてきた公式調査はもう必要ないと考えていた。公式調査の役割は自治体が
実施する SCR に委ねられた。しかし SCR と政府はメディアや世論をコントロールできなかっ
た。政府の公式調査に代わって世論を誘導したのがサン紙である。ベビー P 虐待死亡事件はサ
ン紙の描くアングルに沿って展開されていった13）。そしてシュースミスが解雇を不当として闘う
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姿勢を示した時、メディアや市民の関心はさらに高まり、ベビー P 虐待死亡事件の余韻は 2010
年総選挙まで続いた。

〔3〕JAR に対する政治的介入

（1）政治的介入の疑惑：JAR の書き直し
Ofsted14）の主導で作成された JAR15）は実質的なハーリンゲイにおけるベビー P 虐待死亡事件報
告書であり、ボールズが取るべきアクションの根拠を明確にしたという意味で重要である。しか
し結論や勧告に至るまでのプロセスには「不正な政治的介入」があったのではないかという疑惑
がもたれ、のちにシュースミスの解雇に関する司法審査（judical review）の中で明らかにされて
ゆくことになる。
その疑惑とはこうである。JAR の原案は短期間ではあるが実際にハーリンゲイの児童虐待防
止システムを査察した査察チームによって準備された。しかしその原案は DCSF 上級官僚と Of
sted 上級職員の間で何回も協議され 17 回書き直された。その書き直しは Ofsted 上級職員の手に
よるもので、彼らは児童社会サービスの専門職経験もなければハーリンゲイの児童虐待防止シス
テムに関する知識も全くない。書き直されるにつれて、児童虐待防止システムの積極的な評価は
削除され否定的な評価が追加されてゆく16）。査察の最中である 11 月 20 日、原案の協議の際に
Ofsted 上級職員はボールズ側近の DCSF 官僚より「ボールズはアクションを起こせる明確な根
拠を求めている・・・JAR ではベビー P に関与した機関の責任とその評価が明確にされる必要
がある」17）という趣旨の注文を受けている。ボールズは関係者の責任を明確にして処分を科すこ
とで、ベビー P 虐待死亡事件に関してはこれで終息させたいという強い思いがあったのだろう。
しかし「機関の責任とその評価」という漠然とした根拠では児童サービス部長シュースミスの解
雇には至らない。そこで査察チームの原案にはなかった「リーダーシップとマネジメントの問
題」が付け加えられる。すなわち児童虐待防止システムの運営管理における重大な問題は、最高
責任者であるシュースミスの「リーダーシップとマネジメント能力の欠如」にあり、彼女の責任
は免れないという厳しい評価を導くためのものである18）。このような厳しい評価はもっぱら
CYPS とその責任者（児童サービス部長）に向けられ、保健医療サービスやロンドン警視庁に対
する評価や勧告は削除されていった19）。

（2）政治的介入の疑惑：JAR の評価変更
では JAR の内容を検討してみよう。JAR の「結論」では、児童虐待防止システムの運営責任
者からフィールドワーカーまでの問題点が指摘されたが、それは CYPS だけでなく保健医療サ
ービスやロンドン警視庁にも及んでいる。ところが「勧告」では、14 の勧告すべてが児童サー
ビスを対象としており、保健医療サービスやロンドン警視庁に関するものはない。これは 3 つの
機関（教育／福祉、保健医療、警察：Ofsted, theHealth Commission, HerMajesty’s Inspectorate Con
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stabulary）から選出された 7 人の査察官で構成された査察チームが作成した原案と大きく異な
る。原案では「勧告」が 33 あり、12 は機関協働の問題、11 が保健医療サービス、8 が児童若者
サービス（CYPS）、3 が警察になっており、CYPS の優れた実践もいくつか記録されている。Ofsted 上級職員の手で書き直された修正原案では、もっぱら CYPS に対する厳しい評価ばかりが
目立つ。しかしその内容を裏付ける根拠を見出すことできないと査察チームは異議を申し立て、
保健医療サービスとロンドン警視庁に対する特別な勧告を含めるよう要請したが、いずれも Ofsted 上級職員に拒否された20）。
このように JAR は児童（虐待防止）サービスに対して厳しい評価を下したが、それは「唐突
な評価の変更」であった。というのは、CYPS に対する 2006 年 JAR の評価は good であり、積
極的な改革により優れた成果を達成したとして児童サービス部長のリーダーシップを高く評価し
ている。また 2007 年の Ofsted による CYPS 全体の評価は good でありサービスの運営管理も
good であった21）。今回、Ofsted は CYPS の評価を劇的に変化させた。そして 12 月 1 日の記者会
見でボールズは JAR に基づき CYPS を厳しく批判する。「もはや good の面影はない」と22）。

（3）ボールズ（政府）の対応
ところで、JAR がボールズに提出された（12 月 1 日）その前夜、彼は Ofsted の手で何度も修
正された最終原稿を受け取り、政府関係者、DCFS 官僚らと一晩中見直し検討している。独立性
が担保されなくてはならない JAR の原案が、政治家や官僚の最終チェックを受けるということ
は、あってはならないはずである。本来なら最終チェックする立場にあるのは児童サービス部長
シュースミスである。彼女は最終原稿に目を通し事実関係や内容そして結論に関して意見を述べ
たり訂正を求めたりすることができる。そのような機会は一切与えられなかった23）。それどころ
か 1996 年改正教育法 497 A（4 B）条項に基づき解雇される。この条項による児童サービス部長
の解雇は稀なケースである。正当な雇用手続（proper employment process）なく解雇されるため、
このような決定に対して彼女が反論を述べる機会が保障されていない24）。
このような事実関係をみると、JAR の目的は「シュースミスを児童サービス部長の役職から
更迭し解雇することにあった」と言っても過言ではないだろう。そしてボールズは児童サービス
の専門職に対しても同様に厳しい態度で臨んだ。11 月 12 日、初版 SCR を受理したボールズは
コグレン（Coughlan, J.. ハンプシャー児童サービス部長）をハーリンゲイに配置転換し、児童虐
待防止ソーシャルワークに関して政府指針に従った適正な手続／取り決めが設定され遵守されて
いるかどうかを監視させた25）。そして 12 月 1 日、シュースミスは児童サービス部長職を解任さ
れ新たにコグレンが任命される。そしてボールズは CYPS をターゲットにした調査や査察を矢
継ぎ早に発表する。一つは新たに就任したコグレンに CYPS のスタッフの能力を検討し毎月報
告書を提出することを要請した。さらに Ofsted に対して CYPS をアウトソーシングすべきかど
うかを判断するための調査を実施しその結果を 6 月末に報告するよう要請した26）。これらはスタ
ッフに心的抑圧を与え組織の動揺をもたらすことになった。
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〔4〕SCR のやり直し（改訂版 SCR）

（1）SCR とは：SCR のやり直し
SCR とは深刻な虐待や虐待死亡事件に関与した自治体（区）が実施する虐待調査報告書であ
り、同時に内部評価報告書としての意味をもつ。虐待死が判明すると直ちに当児と関与した機関
には、ケース記録やファイルが変更もしくは改ざんされないよう管理保管する責任が生じる。こ
れらのケース記録やファイルに基づいて関与機関は当児への対応を見直し内部評価書を作成す
る。この内部評価書はベビー P（とその家族）の対応に関与していないマネジャーあるいは上級
専門家によって準備される。そして各々の機関が用意した内部評価書を総合して、全体的な視点
から SCR が作成される。SCR の主筆者はベビー P（とその家族）の対応には一切関わりのない
独立した専門家が任 命 さ れ る。こ れ ら の SCR の作成過程は政府指針27）に明記されており、
LSCB の専門委員会が監督する。こうして作成された SCR は Ofsted より外部評価を受けること
になる。2008 年 12 月、ベビー P 問題が騒々しい中、Ofsted は 50 の SCR の評価（2007 年 4 月
〜2008 年 3 月）を公表した。そのうち、20 は inadequate、18 は adequate、12 は good、outstanding はなかった。inadequate の場合、一部見直し改訂するか全面的なやり直しとなる28）。
ベビー P 虐待死亡事件に関してハーリンゲイが実施した SCR は、JAR の中で Ofsted より評
価された。全体評価は inadequate、それぞれの専門機関に対して以下のような評価を下した（表
2）。
表2

ハーリンゲイが実施した SCR に対する Ofsted の評価

Whittington Hospital NHS Trust
: good
Metropolitan Police
: good
Haringey Legal Service
: good
FWA
: adequate
Haringey children’s social care service
: inadequate
Haringey schools
: inadequate
North Middlesex University Hospital/Great Ormond Street Hospital NHS Trust : inadequate
出所：Jone, op. cit., p.119.

JAR が、SCR 全体と児童サービス（children’s social care service）を inadequate と評価したこ
とは、徹底された調査による究明がされていないと判断したことになる。それは SCR の進捗を
監督する LSCB 委員長シュースミスが客観的かつ公正な調査報告書に取り組んでおらず、児童
サービス部長としての責任を免れようとしている疑いをメディアや市民に抱かせることになる。
ただちにボールズはやり直し（改訂版 SCR）を命じ、LSBC 委員長シュースミスは解任され新
たにバッドマン（Badman, G. ケント児童サービス部長を最近退職、元学校長）が任命された。
改訂 SCR は、クリスマスや新年休暇も含めてわずか 12 週間で作成し、2 月末に Ofsted へ提出
することが要請された29）。この改訂版 SCR はハーリンゲイが実施したベビー P 虐待死亡事件に

― １５７ ―

関する正式な調査報告書として政府より認可された。尚、初版 SCR、改訂版 SCR いずれも労働
党政権では、個人情報や守秘義務に配慮して要約編纂されたものが公開されたが、保守党は
SCR の完全公開を選挙公約にしており、連立政権の 2010 年 10 月に完全公開された30）。
ところで、ハーリンゲイがベビー P 死亡直後に実施した SCR（初版 SCR と略す）とやり直し
を命じられた SCR（改訂版 SCR と略す）を比較すると、はたして初版 SCR に対する Ofsted の
inadequate という評価は適正なのかどうか。初版 SCR こそ客観的かつ公正な調査報告書であり、
むしろ good と評価された改訂版 SCR こそ問題があるのではないかという疑念すら生じてくる。

（2）初版 SCR と改訂版 SCR の比較検討
⑴初版 SCR31）
2007 年 8 月 6 日（ベビー P 死後 3 日め）、LSCB は初版 SCR の実施を決定し Ofsted に伝え
た。LSCB の SCR 専門委員会が 8 月 8 日に召集され、2007 年 9 月から 2008 年 7 月までに 7 回
会合が開かれた。初版 SCR では、多くの専門家が相当な時間ベビー P と関わり様々なアセスメ
ントを実施したが、①ベビー P の傷害と打撲傷の原因、②ベビー P の家族構成（母親であるト
レイシーと男友達のベイカーとの関係）について、最後まで明確な結論を出せなかったことが厳
しく批判されている32）。これらは虐待ソーシャルワークにおいて極めて基本的かつ最も重要な確
認事項である。なぜそれができなかったのか。トレイシーは専門家の眼を欺き見せかけの信頼関
係を構築することが巧みであった。もちろん専門家は彼女の子育てが未熟であることを承知して
いたが、支援に対して時としてみせる彼女の真面目な姿勢や積極的な取り組みを素朴かつ過大に

表3
SCR
共通

初版 SCR と改訂版 SCR の比較

初版 SCR :

改訂版 SCR

独立した執筆者、LSCB 専門委員会がプロセスを監督

所要時間 2007-08 年：完成まで 9 カ月（実際は 2008 年 12 月〜2009 年 2 月：完 成 ま で 11 週 間（ク
14 カ月）
リスマス・新年休暇含む）
実施主体 2007 年 8 月、LSCB（Sharon シュース 2008 年 12 月、児童学校家族大臣が新たな LSCB 委
ミス）の監督下で実施
員長を任命し LSCB にやり直しを命じる
実施時期 ベビー P 死後直ちに実施

ベビー P 死後 1 年 5 カ月経過して実施

内容

全体 129 頁、「結論・教訓」は 64 パラ 全体 73 頁、「結論」8 はパラグラフ、「勧告」は 15
グラフ、「勧告」は 46 パラグラフ
パラグラフ

公開

2008 年 11 月に編纂要約が出版

2009 年 5 月に編纂要約が出版

評価

Ofsted より inadequate

Ofsted より good

世論

ベビー P に対するメディアや市民の ベビー P に対するメディアや市民の関心は強い
関心は薄い

勧告対象 すべての機関に勧告
LSCB と児童サービスだけをターゲット
精査され包括的な説明、分析、勧告。 ロンドン警視庁、NHS、司法サービスには勧告なし
出所：Jone, op. cit., p.210, p.213.
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評価し彼女を信頼していたところがあった。それが家族構成を最後まで確認できなかったことに
も繋がっている。いずれの専門家も、トレイシーと 4 人の子どもという家族構成は把握できてい
たし、ベイカーは彼女の男友達の一人であることを知っていたが、ベイカーあるいはオウィンが
ベビー P 家に移り住んでいること（同居）は知らなかった。それは、2006 年 12 月から 2007 年
8 月の間にトレイシーを 2 度逮捕し刑事調査を実施したロンドン警視庁でさえそうである。ベビ
ー P 死後の警視庁調査によれば、2007 年 2 月頃すなわち狭い住居から広々とした住居に転居し
た頃からベイカーとの同居が始まったようである。もしこのような事実が分かっておれば、ベビ
ー P のリスクアセスメントも違ったはずである。すでに専門家がトレイシーを信頼し子育て支
援へ焦点を移している段階で、リスクアセスメントの見直しを促すことができるのは、トレイシ
ーとベイカーあるいはオウィンとの関係（家族構成）だけである。このような理由で、2 度の逮
捕による刑事調査を実施しておきながら家族構成を明確にできなかったロンドン警視庁の責任も
非常に大きいことが、初版 SCR では明確にされた33）。初版 SCR では 45 の勧告がされが、その
内訳は、5 は LSCB、4 は家族福祉支援サービス、9 はグレート・オーモンド・ストリート病院、
1 は地方 NHS サービス、1 は NHS 地域保健医療サービス、13 は CYPS、7 は司法サービス、2
は学校、3 はロンドン警視庁となっており、すべての機関に勧告が出された34）。
⑵改訂版 SCR35）
改訂版 SCR は 2008 年 12 月〜2009 年 2 月にかけて、新しく就任した LSCB 委員長バッドマン
の監視もとで慌ただしく実施された。その間 SCR 専門委員会の会合は 7 回開かれたが、クリス
マスや年末年始の休暇を含めると、調査や報告書作成に要した時間は 20〜25 日程度であった36）。
なぜこんなに慌てたのだろうか。ボールズ（政府）がベビー P 問題に毅然とした態度をとり
早期終息（市民やメディアによる批判の鎮静化）を図りたいという思いがあったからであろう。
LSCB 委員長を解任し新たに就任した委員長の下で SCR をやり直す。初版 SCR に対する Ofsted
の評価は inadequate であった。やり直しの SCR では Ofsted より adequate、できれば good の評
価が得たい。そして責任者の出処進退を問う。市民やメディアに対する政府の毅然とした態度と
はこのような内容である。それは JAR と同じくシュースミスと CYPS に狙いを定めたものであ
る。すなわち、シュースミス解雇の正当性を担保しベビー P に関与したソーシャルワーカーの
責任を問うものであった37）。
実際に改訂版 SCR の内容をみると、初版 SCR とは異なり 15 の勧告すべてが LSCB と CPYS
だけを対象にしている。母親を 2 度逮捕し 2 度の刑事調査を実施しながら家族構成すら確認でき
なかったロンドン警視庁、ケア命令の申請に関する専門的知識がないため適切な助言ができず親
子分離ができなかった司法サービス、St Ann’s Clinic での小児医療サービスの責任を負うグレー
ト・オーモンド・ストリート病院については一切勧告されていない38）。
批判の矛先はさらに児童サービスとソーシャルワーカーへ向けられてゆく。改訂版 SCR で
は、実務の検証に際して「・・・専門家の実践をよく理解し適正な判断をするには社会的、経済
39）ときわめて的確かつ重要な指摘がされている。
的、知識的脈絡を踏まえて検討する必要がある」
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すなわち、専門性（研修の質と量）
、職務担当量、資源、組織、協働、政策、手続きなど専門的
実践を支える脈絡をよく理解した上で個別対応を検討する必要がある、と40）。これが改訂版
SCR の基本姿勢である。ところが結論の部分で財源と資源に言及されている箇所をみると、思
わず眼を疑いたくなるような記述が飛び込んでくる。「2005 年以降の児童社会サービスの予算を
みると全体的な資源の減少はみられない。さらなる積極的な資源投入があれば異なる結果をもた
らしたかどうかを判断することは難しい。しかし、
（フィールド）ソーシャルワーカーの職務担
当量とその対応（専門性）を詳細に検討すれば、さらなる資源投入があったとしても結果に影響
41）と。換言すれば「財源も含め一定水準の物的資源は担保されている。
を与えたとは思われない」

問題は虐待防止システムの運営管理とソーシャルワークの専門性である」という判断であり、児
童サービス最高責任者（部長）とベビー P に関与したソーシャルワーカーに対して厳しい評価
を下した42）。
⑶ 2 つの SCR 共通の問題点：サイバート＆ホウディス報告書43）
2 つの SCR に共通する問題点は St Ann’s Clinic で提供された小児医療サービスに関して徹底
した調査検証がされていないことである。すなわち、児童虐待防止プランで要請されたベビー P
の小児科アセスメントは、4 ケ月先に延ばされたばかりか（虐待死直前の 8 月の）受診の際には
アセスメントが実施されなかった理由の解明である。小児医療サービスは 2008 年 4 月から独立
法人 NHS 地域保健医療サービス（Primary Care Trust）との委託契約によりグレート・オーモン
ド・ストリート病院（Great Ormond Street Hospital : GOSH と略す）が提供することになった。
すなわち 2008 年 4 月から GOSH が St Ann’s Clinic 運営の全責任を負うことになったが、それ以
前も St Ann’s Clinic の医師の派遣（雇用）に対する責任を負っている。したがって、2007 年夏、
ベビー P が St Ann’s Clinic で受診した際の医療行為については GOSH にも相当の責任があるは
ずである44）。
この検証は卓越した 2 人の医師、サイバート教授（Sibert 教授：元カーディフ大学児童保健衛
生学教授、顧問小児科医）とホウディス医師（Hodes 医師：カムデン NHS 地域保健医療サービ
ス顧問小児科医）によって実施された45）。その検証報告がサイバート＆ホウディス報告書であ
る。当初、GOSH の最高責任者コリンズ（Collins, J. : Chief Executive of GOSH）は、ベビー P
の死の直前の 2007 年 8 月、St Ann’s Clinic で診察した顧問小児科医アル‐ザヤット（Dr ALZayyat）の医療行為を検証の対象として要請していた。しかし 2 人の医師は、アル‐ザヤット顧
問小児科医の医療行為はその脈絡を、すなわち St Ann’s Clinic の職場環境や管理運営システム
を踏まえて検証する必要があること46）を理解し検証対象を拡げた。
検証の結果は次のとおりである。①アル‐ザヤット顧問小児科医は児童虐待防止の実務経験は
なく研修も受けておらず、顧問小児科医の役職に相応しい専門性を有していない。本来なら任命
されるべきではなかった。彼女の専門は児童発達（child development）と重度の障害のある子ど
もである。②にもかかわらず児童虐待防止を専門とする国選指定医（named doctor）がおらず、
彼女をスーパーヴァイズできるものがいない。③本来 4 人の顧問小児科医が必要なところを 2 人
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で対応しており、児童虐待防止ケースのほとんどは経験の少ない医師あるいは専門外の医師が対
応している。④St Ann’s Clinic では看護師を含めた病院スタッフが適切に配置されていないた
め、その業務は医師が代行しており医師の職務負担が非常に大きい。⑤北ミドルセックス病院と
緊密な連携がとれていないため、St Ann’s Clinic の医師が専門的な検査を必要と判断し依頼して
も迅速に対応してもらうことが難しい。また北ミドルサセックス病院で診察された内容が St
Ann’s Clinic の医師にも伝わっていない47）。これらの理由から、ベビー P に対する彼女の医療行
為について、その責任をすべて彼女に負わせることはできない。むしろそうならざるを得なかっ
たと結論づけた。このように Ann’s Clinic の小児医療サービスの責任を負う GOSH に対して深
刻かつ重大な懸念を明らかにしたのである48）。
ではサイバート＆ホウディス報告書が JAR や SCR でどのように扱われたのか検討してみよ
う。
JAR ではサイバート＆ホウディス報告書の完全版は受理されたが検討されなかった。査察官
によれば「この報告書は、現在の子どもの安全保障（safeguarding）に関わるシステムではなく、
過去の特別な事件に関する一個人の医療行為を対象としたものである。したがって報告書の内容
は JAR の検討対象にはならない」という。サイバート＆ホウディス報告書では、St Ann’s Clinic
の職場環境や管理運営すなわち地域小児医療サービスという広範な脈絡まで検討されたことが十
分に理解されていない49）。
初版 SCR では GOSH に対して 5 つの特別な勧告がされている。しかしながら St Ann’s Clinic
の脈絡的な問題すなわち職場環境や管理運営システムといった最も重要な問題は明らかにされて
いない。というのは初版 SCR で利用できたのはサイバート＆ホウディス報告書の要約編纂版で
あり、これらの脈絡的な問題は削除されていたからである。サイバート＆ホウディス報告書の完
全版は GOSH より LSCB へ送付されなかった。GOSH によれば「現在進行中の刑事訴追（の審
理）に影響を与えないよう報告書の完全公開は差し控えるべきである」とロンドン警視庁から助
言された（そのように理解した）からであるという。もっともロンドン警視庁はこのような事実
を否定しているのだが50）。
改訂版 SCR では、GOSH はサイバート＆ホウディス報告書（完全版）を LSCB 委員長バッド
マンに送付したと言うが、バドマンは受理していないと述べ、双方の見解が異なる。真相は定か
ではないが、確かなことは改訂版 SCR ではサイバート＆ホウディス報告書の完全版どころか要
約編纂版すら手元になかったことである。GOSH への勧告がなかったのはこのような理由から
である。2 人の顧問小児科医が St Ann’s Clinic で提供される小児医療サービスの深刻かつ重大な
懸念を明らかにし GOSH の責任を問うた報告書は、いずれの検証報告書でも取り上げられなか
った51）。世界最高峰の小児病院と称される GOSH の責任は追及されることはなかった。
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〔5〕ベビー P 虐待死亡事件の責任問題

（1）責任追及されたソーシャルワーク
⑴ソーシャルワーク責任者の解雇
2008 年 12 月 1 日、ボールズの記者会見の前に事態は慌ただしく動いた。議会の首長メーハン
（Leader of the Council : Mehan. G.）と主任児童サービス議員サントリー（Lead Councillor for
Chilren’s Services : Santry, L.）が辞職追い込まれた52）。そしてシュースミスは直ちに職務停止が
告げられ、8 日の懲戒審査に出席するよう指示される。そこで解雇が通告された。解雇の根拠は
Ofsted の主導で実施された JAR の結果によるもので、ハーリンゲイが独自に調査した情報に基
づいて審査された結果ではない。彼女は不服申し立てを行ったが解雇は覆らなかった53）。
表4
辞職
解雇

辞職・解雇に追い込まれた管理職、議員、専門職

メーハン議会首長（Mehan, G. : Leader of the Council）
サントリー主任児童サービス議員（Santry, L. : Lead Councillor for Chilren’s Services）
シュースミス児童サービス部長（シュースミス，S. : Director of Children Services）
ハイシェン児童家族サービス副部長（Hitchen,C. : Deputy Director, Children and Families）
プリース児童安全保障委員会委員長（Preece, C. : Head of Safeguarding）
クリストゥ・チームマネジャー（Chistou, G. : Team manager）
ワード・ソーシャルワーカー （Ward, M. : Social worker）
。

出所：Jone, op. cit., p.155.

解雇されたシュースミスだけではない。クリストゥ（Christo, G.：チームマネジャー）とワー
ド（Ward, M.：ソーシャルワーカー）は 2008 年 4 月と 5 月に懲戒審査を受けた。ソーシャルワ
ークにおけるいくつかの問題が明らかになり文書による警告は与えられたが、懲戒解雇に相当す
る重大な過失は認められなかった。これは懲戒審査の結論であり首長（Council’s Leader）、事務
総長（Chief Executive）、司法サービス局長（Head Legal Services）、人権保護局長（Head of Human Relations）も同意した54）。2 人の雇用は保証され職務を継続した。ところがサン紙を始めと
するメディアの解雇要求が日々に高まり世論もそれに同調してゆく。事務総長は懲戒審査のやり
直しを宣言する。2 人は再度懲戒審査を受け解雇される。同時にハイシェン児童家族サービス副
部長（Hitchen, C. : Council’s Deputy Director for Children and Families）、プリース児童安全保障委
員会委員長（Preece, C. : Head for Children’s Safeguarding）も解雇された。ベビー P に関与した
ソーシャルワーク専門職及び上級責任者はすべて解雇されたことになる55）。
⑵ソーシャルワーク責任者による控訴
一方、シュースミスは解雇にあたって公正な手続きが踏まれていないとして、高等法院司法審
査（High Court judicial review）に、ハーリンゲイ、Ofsted、ボールズ（児童学校家族大臣）を訴
えた。司法審査に際してシュースミスは Ofsted にレポートの提出を要求する。Ofsted 主導で実
施された JAR では、CYPS（とりわけ虐待防止ソーシャルワーク）の評価に関して政治的な介入
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があり不当な評価がされたこと、すなわち JAR では、当初 7 人の査察官による査察では good
と評価されたにもかかわらず、政治的な介入により inadequate へ評価を変更された疑いがあり、
司法の場でそれを明らかにしようとした。司法審査は 2009 年 10 月に行われた。Ofsted は関係資
料の提出を求められるが、証拠隠滅を思わせるような行動があり対応の不手際が際立った56）。
Ofsted より提出された資料によれば、実際に査察した査察官による最初の評価と 17 回書き直
された最後の評価を比較すると大きく異なる。書き直しが重ねられるにつれて、批判の対象は児
童サービスに集中していく。それと並行してサービスの運営管理責任者（シュースミス）に対す
る厳しい評価が付け加えられ、NHS や警視庁に対する批判的な評価は削除されていく57）。この
ような不可解な評価の変更は、ボールズ側近上級官僚と Ofsted 上級マネジャーの政治的な介入
によるものではないかという疑いを強め、Ofsted と政府は窮地に追い込まれたかにみえた。
しかし 2010 年 4 月、司法審査の結果、シュースミスの訴えは退けられ「不当解雇ではない」
と判断された。もっともボールズや Ofsted の主張がすべて受け入れたわけではない。またハー
リンゲイの解雇手続きも公正なものであるとは思えないと指摘もされている。しかし児童サービ
スの評価に関して、不正な政治的介入（評価の変更）があったことを示す具体体な根拠はなかっ
たと判断された58）。シュースミスは直ちに控訴した。2011 年 5 月、控訴院（Court of Appeal）
は、シュースミスの解雇にあたって公正な手続きが踏まれていないことを確認し、ボールズとハ
ーリンゲイの不正を認めた。控訴院判事はシュースミスに関して「彼女には（彼女自身に）いか
なる問題があったとしても法手続きに従って公正に対応される資格があるはずでありスケープゴ
ートされてはならない」というコメントを特別に出した。
「シュースミスはスケープゴートされ
た」。控訴院の公式見解である。但し、Ofsted に関しては「公正な義務を遂行した」とする司法
審査が再認された59）。
ワード、クリストゥ、ハイシェンは「不当な解雇」であるとして雇用審判所に訴えた。訴えは
認められず（2010 年 10 月）、ワードとクリストゥは直ちに不服申し立てをする。しかし「不当
解雇ではない」（2012 年 5 月）との審判が下され控訴院に控訴したが却下された。ハーリンゲイ
の懲戒審査は公正さを欠くところがあったかもしれないが、未熟な専門職判断に対して 2 人は責
任を負うべきであり解雇は妥当であるという判断である60）。総合ソーシャルケア協議会（General Social Care Council : GSCC と略す）は 2 人のソーシャルワーカーとしての登録を検討した。
GSCC に登録されないと再びソーシャルワーカーとして現場復帰できない。2010 年 5 月、GSCC
倫理委員会審査（Conduct Committee hearing）の結果、登録抹消に該当するほどの重大な過失が
あったとは思われないとの判断から、ソーシャルワーク専門職としての資格は担保された61）。但
し、2 人は解雇に続き 16 カ月の職務停止を受けていたが、ワードはさらに 2 ケ月、クリストゥ
はさらに 4 ケ月の延長が言い渡された62）。

（2）責任追及された小児医療サービス
2008 年 11 月に始まったサン紙の解雇要求キャンペーン。まさしくこの時期にソーシャルワー

― １６３ ―

ク上級責任者は解雇された。クリストゥとワードに関しては、最初の懲戒審査では文書による警
告は受けたが、懲戒解雇に相当する重大な過失は認められないという結論であった。ところが懲
戒審査のやり直しが決定し解雇される。同様のことが小児医療サービス上級責任者に対しても起
こった。サン紙の解雇要求キャンペーンの真只中、医療監察委員会（General Medical Council :
GNC と略す）により 2 人の医師登録が停止された。
ベビー P の死亡直前に診察したアル‐ザヤット顧問小児科医と一般家庭医は GNC の倫理審査
を受けた。アル‐ザヤットの倫理審査はベビー P の死後 1 年たった 2008 年 8 月 11 日に実施さ
れた。GCM は、彼女の医療行為に関する最終的な判断がでるまで、
「スーパーヴィジョンのも
とで」という条件で彼女の勤務を認めた。9 月、虐待死亡事件関係者の裁判が始まったとき、彼
女は条件の見直しのため再度倫理審査を受けることになったが変更はなかった。2008 年 11 月 21
日、三度目の倫理審査が実施された。彼女の医療行為に関する最終的な判断がでるまで医師登録
は停止される63）ことになり、職務の継続は不可能になった。彼女は健康状態がすぐれず倫理審査
を受けられる状態ではなかった。彼女は 2010 年にイギリスを去りサウジアラビアに戻った。そ
して GMC 登録からの抹消を自ら申し出て 2011 年に認められた。彼女の医療行為に関する判断
は下されなかったが、イギリスでの医師登録は認められていない。一般家庭医に関しては、2009
年 2 月、GMC は 18 ケ月間の医師登録を停止した。2011 年 7 月に職場復帰している64）。

（3）責任追及を逃れたロンドン警視庁と司法サービス
ロンドン警視庁は、2 度母親を逮捕しその都度刑事調査を実施したが、最初の刑事調査を実施
してからベビー P が死亡するまでの 8 ケ月間、訴追するための根拠（虐待の有無）どころか家
族構成すら確認できず、結論を先送りしたままの状態が（調査中）続いた65）。このようなロンド
ン警視庁の失態は、2009 年 4 月、スクープされる。BBC ロンドンの政治担当編集長ドノファン
（Donovan, T.）が初版 SCR（完全版）のコピーを入手し、ロンドン警視庁の失態を明らかにし
た。その内容はこうである。①ベビー P の傷害に関する写真撮影に一週間かかった。室内（虐
待現場）写真が撮られていない。②ソーシャルワーカーと同伴して家庭訪問していない。母親と
の会話の詳細な記録がない。③検察サービス局がロンドン警視庁にベビー P の傷害に関する独
立した医学的所見を求め、専門医によって実施されることが確認された。しかし担当の警視がロ
ンドン警視庁の他部署に異動し実施されなかった。異動に際して引継ぎがされていない。④2 か
月間もケース担当官が不在でベビー P に関する継続的な関与がされていない。⑤2007 年 6 月、
ベビー P が入院した際、母親は逮捕されたが傷害の写真撮影に一週間もかかっている。またベ
ビー P の（年上）のきょうだいと面接をしていない。⑥誰と同居しているのか、家族構成を明
らかにできていない（母親に質問していない）
。もし積極的に調査しておれば男友達の存在（同
居）が明らかにされたはずである66）。
とりわけ検察サービス局が要請した医学的所見が得られなかったことは、訴追するための根拠
を失い虐待の有無を曖昧にさせてしまう。このようにドノファンはロンドン警視庁の失態を明ら
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かにして責任を追及した。もっともこれらの問題は 2008 年 11 月（12 月にボールズが記者会見
をする前）の時点で政府関係者は知っていたはずである。にもかかわらず、キャメロンやボール
ズは責任を追及しないし、警視庁を管轄する内務省は沈黙のままである。何よりもサン紙は警視
庁関係者の解雇を要請しない。JAR や SCR でも触れられていない67）。責任追及がない以上、ロ
ンドン警視庁内で懲戒審査や倫理審査が行われるわけがない。
事務弁護士は文書による警告を受けたが職務は継続している。ベビー P の傷害の件で 2 度、
CYPS はケア命令（裁判所命令による親子分離）の申請が可能かどうかについて助言を求めてい
る。2007 年夏、事務弁護士（司法サービス）の判断は、ケア命令に相当する重大な虐待（の司
法根拠）は確認されないというものであった。しかしそれは専門的な司法判断であったのかどう
か検討の余地がある。ハーリンゲイでは、ケア命令の申請に精通する児童虐待専門の事務弁護士
が不足しており、ベビー P のケースでも、最近補填された契約事務弁護士が対応している。専
門的な知識や経験が少ないにもかかわらず、上級職員からのスーパーヴィズや外部の司法事務所
から専門的な助言を受けるシステムが確立していない。初版 SCR では司法サービスに関して、
ケア手続きに精通した司法専門家の補填が勧告されている。改訂版 SCR でも、司法サービスは
全く効果的に機能しておらず専門性も担保されていないという厳しい指摘がされている68）。

〔6〕スケープゴートされたソーシャルワーク

（1）レベソン委員会の設置：メディアの不正と政界との癒着69）
それにしてもなぜメディアは CYPS の関係者だけをターゲットにして執拗に批判を繰り返す
のか。またそれに政治家（労働党）や政府（児童家庭学校省）も追随してゆくのか。そして不徹
底な刑事調査によりベビー P の家族構成を最後まで明確できなかったという失態を犯した警察
はなぜ批判されなかったのか。その理由を追及するのが本項の目的である。そこにはメディア、
政治家、警察との間に親しすぎる関係があった。それを明らかにしたのがレベソン報告書（とそ
の調査過程）である。
2011 年 7 月、キャメロン首相は、英国の新聞界の文化、慣習、倫理を検証（盗聴など報道関
係者の不正行為の調査）するために、控訴院判事のレベソン氏をリーダーとする独立調査委員会
を設置した。その調査報告書がレベソン報告書（2012 年 11 月）であり、過去 300 年にわたって
新聞界が享受してきた「報道の自由」（自主規制）に対して、「報道の倫理」を高めるために法律
に基づく規制、監督機関の設置を勧告した。報道内容に外部規制が加えられることになり、新聞
界にとって大きな脅威である。
レベソン委員会が設置されるきっかけになったのが、日曜大衆紙「ニーズ・オブ・ザ・ワール
ド」（News of the World : NoW と略す）の電話盗聴事件である。電話盗聴事件とは NOW 記者と
私立探偵が王室関係者の携帯電話の留守番メッセージを違法に聞いていたことが発覚し、2007
年に実刑判決が下された事件のことである。このような盗聴は大規模かつ組織ぐるみでされてい
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たのではないかという疑いがくすぶり続けた。ガーディアン紙（2009 年 7 月）、米ニューヨーク
・タイムズ紙（2010 年 9 月）は、盗聴は大規模かつ組織ぐるみであったと報道した。しかし
NoW のみならず英メディア委員会もそのような疑惑を否定した。警察も記者個人の犯罪事件と
して捜査を広げず、ガーディアン紙報道の際にも再捜査に応じなかった。
事態が急変したのは、2011 年 7 月 4 日

ガーディアン紙が 2002 年少女誘拐殺人事件における

NoW の盗聴疑惑を報道したことからである。ロンドン南部で失踪したミリー・ダウラーちゃん
（当時 14 歳）の携帯電話に不正にアクセスし伝言メッセージを聞き出した。そして古い伝言メッ
セージが消去されていたため両親は娘がまだ生きていると思い、望みをつないでいた。しかし半
年後、遺体で発見される。スクープのためなら犯罪被害者まで盗聴し、しかも両親に残酷な希望
を抱かせた同紙の過剰取材に対する国民の怒りは凄まじかった。警察もようやく重い腰を上げる
ことになった。
この盗聴事件で NoW の元編集長クールソン（Coulson, A.）ら 10 人が逮捕された。そして
4000 人に及ぶ盗聴を組織的に行っていた疑いがあることも判明した。この事態を受けて NOW
の発行元ニューズ・インターナショナル社は、イギリスで最多の発行部数を誇った日曜大衆紙
NoW の廃刊を決定した。7 月 10 日、168 年の歴史に幕を閉じることになった。
事件は政界に飛び火した。キャメロン首相は元 NOW の編集長だったクールソンを 2011 年 1
月まで官邸の主席報道官として雇用しており、任命責任が問われた。そして NOW および大衆

表5
2000 年 5 月
02 年 3 月
03 年 1 月
06 年 8 月
07 年 1 月
5月
6月
09 年
7月
10 年 5 月
9月
11 年 7 月 4 日
8日
10 日
13 日
19 日

NoW の電話盗聴疑惑：メディアと政府の癒着

ブルックス、NoW 編集長就任
少女誘拐殺人事件
クールソン、NoW 編集長に就任 ブルックス、サン紙編集長に就任
盗聴容疑で記者ら 2 人が逮捕
逮捕された 2 人の記者に禁固刑が下る。クールソン、NoW 編集長を辞任
英メディア委員会が NoW の組織的な盗聴行為疑惑を否定
キャメロン保守党党首がクールソンを広報責任者に任命
ブルックス、英ニューズ・インターナショナル社の CEO に就任
ガーディアン紙が、NoW が組織的な盗聴を行っていたと報道。
キャメロン連立政権発足。キャメロン首相がクールソンを官邸報道局長に任命
米ニューヨーク・タイムズ紙が、クールソン氏が NoW 編集長として在職中に不正
な盗聴行為に積極的に関与していたと報道
ガーディアン紙が、2002 年少女誘拐殺人事件について NoW の盗聴疑惑を報道
クールソン逮捕
NoW 廃刊
ブルックス逮捕、警視総監辞任
マードック議会へ召喚

出所：①吉田千賀子（2010）
「再捜査の可能性と政界への影響 ニューズ・オブ・ザ・ワールド盗聴事
件」
（http : www.news-digest. co.uk/news/in-depth/6939-notw,html,30/09/2010,Vol.1269）
，p.1 ②田中孝
宣（2011）
「盗聴取材でマードック帝国に激震−広がる波紋・メディア規制強化論も」メディアフ
．p.1
ォ ー カ ス、『放 送 研 究 と 調 査』
（https : www.nhk.or.jp/bunken/summary/research/focus/421.html.）
より作成
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紙サン（2 紙は同じ発行会社）の元編集長で、発行元ニューズ・インターナショナル社の CEO
にまで昇進したブルックスとキャメロン首相は個人的な深い繋がりがあった。そのブルックスも
逮捕されてしまう。さらに警察との親しすぎる関係も表面化した。情報入手のため警察関係者に
違法な謝礼を払っていたとされるほか、盗聴事件に関与したと疑われる NoW の関係者が高額の
給与をもらって警察の広報担当として雇われていたことが発覚した。盗聴事件に関する捜査が緩
かったこと、とりわけ 2009 年にガーディアン紙が NoW の組織的な盗聴の疑いを報道した際に
再捜査を簡単に却下したのには、このような警察と新聞界（マードック系列）の癒着があったの
ではないかと疑惑がもたれ、当時の警視総監と、2009 年の再捜査を却下した幹部が辞任に追い
込まれた。窮地に追い込まれたのは首相も同じである。そこで首相が立ち上げたのがレベソン委
員会であった。

（2）レベッカ・ブルックスとメディア報道：報道倫理の崩壊
これらの NoW 盗聴疑惑事件で明らかになったことは、新聞界（マードック系列）
、警察、政
治家との癒着であり、パワーエリートたちの公私とも親しすぎる関係である。ベビー P 虐待死
亡事件報道の背景にはこのような関係があったことを心得ておく必要があるだろう。そして
NoW 盗聴疑惑事件で逮捕されたレベッカ・ブルックス（Rebekah Brooks）こそが、ベビー P 虐
待 死 亡 事 件 報 道 の キ イ パ ー ソ ン で あ っ た。彼 女は NoW 編集長（2000〜03）、サン 紙 編 集 長
（2003〜09）を務め、2009 年には米メディア王ルパート・マードック（Rupert Murdoch）が率い
る米メディア・エンターテイメントの大手ニューズ・コーポレーション（NewsCorp）の英子会
社ニューズ・インターナショナル（NewsInternational）の最高経営者（CEO）にまで昇りつめて
いる70）。彼女自身がレベソン調査委員会で証言したようにキャメロン首相とは極めて親しい関係
にあった。そして彼女がサン紙の編集長を務めていた 2008 年 11 月こそ、サン紙の描くアングル
に沿ってベビー P 虐待死亡事件の物語が構築されたときであった。
2000 年、サン紙の副編集長から若くして NoW の編集長へ昇格したブルックスが最初に取り
組んだのがサラ・ペイン誘拐殺害事件であり、犯罪犠牲者を支援するためのキャンペーンであっ
た。2000 年 7 月 1 日、8 歳の少女サラ・ペインが誘拐され懸命の捜査もむなしく 17 日遺体で発
見される。犯人は被害者の近隣に住む性犯罪の前科のある男性であり、以前からサラに対して性
犯行を企んでいたことが逮捕後明らかになった。23 日、NoW はペドファイル（児童性愛者）問
題を全面的に取り上げ、サラ法の制定を訴えた。サラ法とは、児童性愛者（有罪判決を受けたも
の）が近隣に居住している場合、地元住民は警察よりその情報提供を可能とする法令であり、英
国版ミーガン法と言える。それと並行してペドファイルに対する「名指しして辱めよ」
（Name
and Shame）キャンペーンを実施し、前科のあるペドファイル 49 人の顔写真、居住地、有罪判決
や犯行を詳細に公表した。さらにコミュニティで生活している 10 万人のペドファイルの詳細も
公表することを約束した。NoW の報道後、各地で児童性犯罪者追放のデモが起こり、一部は自
警団的暴力（Vigilantism）に発展した。情報が掲載された男性のみならず、児童性犯罪とは関係
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のない無実の市民が誤って襲撃されたりする事件が相次いだため、報道への批判が高まり、
NoW は同様の記事の連載を中止している71）。
犯罪犠牲者への強い思いに駆られた過剰な報道キャンペーン。ところが驚くべき事実が明らか
にされる。サラ法制定のためのキャンペーンに参加していたサラ・ペイン（娘の名前もサラとい
う）さんは活動のためにブルックスより携帯電話を与えられた。その通話が NoW に雇われてい
た私立探偵に盗聴されていたことが、NoW の電話盗聴事件を調査していたロンドン警視庁
（2010 年）より明らかにされた72）。また 2002 年、英南部ケンブリッジ州ソーハムで 10 歳の小学
生女児 2 人が殺害されたソーハム事件73）においても、犯罪被害者家族に対する電話盗聴が行われ
ていた。スクープのためには不正手段も厭わない NoW（ブルックス）の姿勢が明らかにされた
といえるであろう。

（3）スケープゴートされたソーシャルワーカー74）
ところで、NoW の報道キャンペーンをサラ事件とベビー P 虐待死亡事件とで比較してみる
と、前者では加害者として児童性犯罪者をターゲットにしていたが、後者では加害者である家族
同居人（トレイシーの男友達）よりもソーシャルワーカーが過剰にターゲットにされた。キャメ
ロン保守党党首と共同戦線を張り、責任者（ソーシャルワーカー）の処分を巡って政府（労働
党）を追及してゆく姿勢には、ブルックスの政治的判断が少なからず働いたように思われる。こ
こで留意しておかなくてはいけないのが英国新聞界と政治との関係である。
英国新聞界はその論調によって総選挙の結果を左右できると言われるほど政治に対して強い影
響力をもつ。しかも英国で販売される新聞の 4 割はマードック系であり、1992 年以来、サン紙
が支持した政党はどちらであろうと総選挙では負けていない。労働党政権にとってサン紙（2003
〜09 年ブルックス編集長）の支持を取り付けることは、次の総選挙を考えると最重要となる。
このような理由からサン紙の要請を政府は丸呑みしシュースミスら関係者に対して厳しい処分を
科した（科すようハーリンゲイに圧力をかけた）のであろう。一方、2 度の刑事調査を実施して
おきながら家族構成を確認できないという失態を犯した警察は、メディアとの親密すぎる関係か
ら批判のターゲットを免れてゆく。
旧労働党の「大きな政府」
「官僚制」「非効率的」「税の浪費」といった負のイメージを象徴す
るソーシャルワーカーの存在は、保守党にとって労働党政権を攻撃する格好のターゲットであっ
た。これらの負のイメージは市民の中にも燻っており、労働党政権は旧労働党と何ら変わりない
ことを訴えるのは、保守党が世論の支持を得るもっとも容易い方法である。一方、労働党政権は
そうならないようソーシャルワーカーを切り捨て（解雇）早く決着をつけようとする。もちろん
中央省庁における政治力も影響しているであろう。治安・安全保障（警察）や医療サービスと比
較してソーシャルワークは遥かに弱い。ソーシャルワーカーはスケープゴートされた。そしてサ
ン紙の要請を丸呑みした労働党政権。しかしブルックスは、サン紙は 2010 年の総選挙では労働
党から保守党へ支持を変えることをマードックに説得する。NoW もサン紙も 2010 年総選挙前に
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労働党支持を取り下げブラウン政権は下野することになった。
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７３）ソーハム事件：「ソーハム事件：2002 年、英南部ケンブリッジ州ソーハムで 10 歳の小学生女児 2 人が
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殺害された。逮捕されたのは、少女たちが通っていた学校の管理人だった。強盗容疑の他、十代の少
女たちと強制的に性行為を行ったとして数度告訴されていたが（有罪には至らず）
、担当した複数の
地元警察や関連団体の間の連絡が不備で、必要な情報が破棄されるなどの人的エラーもあり、こうし
た情報が雇用した学校側に伝わっていなかった。大衆紙を中心とするメディアは、管理人とその交際
相手で同じ小学校で教員補助をしていた女性（管理人のアリバイの偽証で有罪）に関してのゴシッ
プ、中傷、事実の裏付けのない記事を連日報道した。この女性は殺害行為には全く関与してなかった
が、過熱報道が人々の憎悪心を誘発しハラスメントに発展した。報道が陪審員の判断を曇らせ、裁判
の行方及ぼすことを懸念した法務長官は報道自粛を要請する声明を発表した。男性は 2003 年 3 月、
殺人罪で終身刑になった。教員補助の女性は 2 年近くの服役後、今年の 2 月に釈放された。高等法院
はこの女性に新しい名前、身元を与え、一生涯、個人情報の報道を禁止する命令を出した。姿格好が
似ている女性たちが市民に襲われる事件が数件起き、教員補助の女性の身の安全を守るための措置で
あった」
。小林恭子（2005）
「英・性犯罪者の情報公開−1

目立つ大衆紙の住民扇動」
（http : //ukme-

dia.exblog.jp/1454686/）p.3. より引用。
７４）本節の論述では次の論文及び論文の指定箇所を参照したり要約引用したりした。①田中孝宣（2011）
「盗聴取材でマードック帝国に激震−広がる波紋・メディア規制強化論も」メディアフォーカス、『放
送研究と調査』
（https : www.nhk.or.jp/bunken/summary/research/focus/421.html.）
．②小林恭子（2012）
、
p.1. ③Parton, op. cit., p.73. ④Jone, R. op. cit., p.252.
───────────────────────────────────────────────
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創造のプロセスを捉えるための
美術的あるいは運動的アプローチ

中村

泰介・倉科
は

じ

め

勇三

に

現代の子どもたちが日々生きている生活環境は、さまざまな意味において決して安心できる環
境とはいえない。今や運動機会の減少からくる肥満の問題は痩身傾向の問題1）に、子どもの睡眠
問題に影響している社会の夜型化は 24 時間化に、フィジカルな感覚を奪うとされるサイバー社
2）、あるいは「身体の異変」
3）はさら
会やデジタルな思考がもたらす子どもたちの「身体の錯覚」

に深刻化している等、子どもたちを取り巻く社会の事情が子どもたちの「からだ」にダイレクト
4）へ加速し
に影響している。このような危機的な状況を知りながらも社会は、
「超スマート社会」

ていく方針をとった。大人たちは、未来を担う子どもたちに「何ができるか」を通り越し、
「何
をするべきか」、「何を残せるか」ということを真剣に考えなくてはならない、重大な岐路に立た
されている。今も昔も「子どもは基本的に変わらない」
（杉本、2013）のであれば、どのような
状況や時代であっても確実に保証していかなければならない、
「こと」や「もの」があるのでは
ないだろうか。
以上のような筆者（中村）の問題意識より、本稿は、平成 27 年度学内共同研究の助成を受け
実施した「創造のプロセスを捉えるための美術的あるいは運動的アプローチ」研究（代表者：倉
科（保育内容 5 領域の「表現」担当）、共同研究者：中村（保育内容 5 領域「健康」担当）、にお
いて、運動的アプローチの観点より考察したものであり、以下の 3 つの内容で構成されている。
Ⅰ

運動的アプローチから「創造」のプロセスを捉えるための文献及びフィールド調査、Ⅱ

ィスカッションによる美術分野との「分野的差異」によって得られた視点、Ⅲ

デ

これからの時代

における身体の在り方や身体の必要性についての展望、である。

Ⅰ

運動的視点からの「創造」のプロセス

運動やスポーツ活動あるいは体育の学習の場においても、
「創造」は自己の身体及び身体動作
をつくるというという意味において考えることができるであろう。一般的な運動（Exercise や
Athletics 等）は、自己の「からだ」を、理想とされる、①「健康」、②筋肉隆々のボディ、痩身
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のボディ、③機能回復（リハビリテーション）等をイメージして実践される。スポーツ活動でい
えば、①記録（競争）
、②技術、③体格の基準（痩せる、太る等）が日々の実践のなかでつくら
れていく。体育では、①学習成果、②技術、③日常を支える身体動作の獲得等である。しかしこ
れらは、各時代あるいは各文化の身体理解のなかで変容していく。以上を前提として、運動的視
点から「創造」のプロセスについて考える。

ⅰ

フィールド調査から考える「創造」について
運動的視点から「創造」のプロセスを捉えるために、本研究では「武道（相撲）
」の実践現場

でのフィールド調査を実施した。

日程

平成 28 年 2 月末〜3 月上旬（朝稽古）、平成 28 年 3 月 16 日（大阪場所）

場所

大阪府・大阪市・堺市にある巡業中相撲部屋
エディオンアリーナ大阪（大阪場所）

目的

①「創造する（何かをつくる）」行為を明らかにする
②そのプロセスについて明らかにする

調査は「エスノグラフィ」の手法で行い、実践現場で起こっている現象をモデル化することを
目指した。分析の手順は次の通りである。倉科と吟味した調査の目的（上の①、②にあたる）を
もとにフィールドで反復する現象を蓄積しそのパターンを概念レベルで把握するためにカテゴリ
ー化する。各カテゴリーを体系的に関連づけ現象の構造とプロセスを記述していく（モデル
化）。モデル化したあとに各々の動作や本研究の「創造」について倉科と検討する。最終的には、
各々の専門領域より、創造のプロセスを再検討し、資料を得る。以上の作業を行った。
相撲部屋及び本場所の調査では、「力士にとって「創造」のプロセスとは何か」、という点で調
査を実施した。
（本共同研究の助成を受ける前から大阪場所での調査を 2014 年より実施してい
る）。ある力士が幕下から十両へ昇進した際、1 年ぶりにみる体格は大型化し、それは単に大き
くなっているだけでなく、付随的に「技の洗練性（立ち合い、まわしの取り方、相手の軸（重
心）を捉えた駆け引き等）」、取り組みに至るまでの様々な「所作（顔つき、しこふみ、視線の置
き方等）」など、昇進前に比べると「違い」が確認できた（主観的な知見も含まれている）。この
「違い」を検討することにより、①「創造する（何かをつくる）」行為と、②そのプロセス、を捉
える手がかりが得られると考える。量的なデータをベースにするならば、体重や筋肉量の測定等
によって計ることは可能であるが、本研究では質的データ（強調すれば主観的データ）を主にし
て考察をすすめることを調査研究のスタイルとしており、個人の主観的に捉えた写真（著作権の
問題で本稿には未掲載）や、自由に記述を行った調査者のフィールドノーツに基づき検討する。
力士の

からだ

「創造」
の変化（増大）は、NHK のテレビ中継5）で常時語られているように、

の一つであると認めてもよいと考える。それは、からだつきから看取される風体（ふうてい）
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や、本場所（大阪場所）の取り組みのなかから感じられる「気」など、生理学的な根拠のないも
のでもある。その他にも、意識による身体操作（考えてから身体を動かす）ではなく、稽古で錬
磨された経験から「身体が勝手に動く」6）状態への昇華が、力士の「創造」の一つと考えられる。
しかし、日頃の稽古で積み上げてきた技が重要な本番で発揮されないという場面も、多く見受け
られる。それはある意味で、稽古は「日常」
、本番は「非日常」といえ、この乖離を如何にして
擦り合わせていくのか、あるいは埋めていくのかが、
「創造」のプロセスに不可欠な作業である
といえる。そして、身体のパフォーマンスを調整する作業の役割を担うのが「型」に他ならな
い。

ⅱ 「創造」のプロセスをつくりだす「型」の意味
武道あるいは、その前身であった武術において「型（形）」という概念は、「行」を基調とする
東洋的な修行において身を修めていくための一つの道しるべといえる（オリエンテート）。また、
武道や或いは華道、茶道などの芸道的世界においても、
「型（形）」は「何か」を形成していく
（「創造」していく）プロセスの根拠となる身体感覚の極めて重要な拠り所である。まずは、
「型
（形）」という教えによって身のこなしを習得し、次にその習得した「型（形）」によって応用す
る動きを学ぶ。恐らく、この段階が、本研究の捉える「創造」のプロセスの時であり、自らのア
イディアがうまれてくるものと考える。そして、さらに稽古を重ねていくと「型（形）」は自由
に環境世界の中で身体動作を遂行できる、先述した相撲で言う「身体が勝手に動く」状態になっ
ていく。つまり、「型（形）」の習得こそが身体動作を「創造」する本質の一つであると言えるの
ではないだろうか。このようにみると、
「創造」というプロセスは、身体動作を発揮していく、
という方向ではなく、身体動作を抑制していく、というものが「型（形）
」の本質の一つである
と言えるのではないだろうか。
このように考えると、「創造」というプロセスは、自分の身体動作をしっかりと整えていくプ
ロセスと言い換えることもでき、本稿で「型（形）」について考察してきた、特殊な身体操作の
場面に限定することなく、我々の日常のなかの所作についても、「型（形）」のような役割をみつ
けることができるのではないか。
「正座やお辞儀に見られように、日本人の生活には、日常から
心技体の一致を育む大切な習慣が随所に込められていました」7）。さらにこの引用を発展させる
と、自己と他者の関係性のなかで、より的確な自己のポジション（間合いやパーソナルスペース
等）がとれたり、発話のタイミングや内容、そして緊迫する場面におけるこころの持ち方等、日
常のなかで、実は自己ないし自己の身体性を下支えしているものが「型（形）」と言えるのでは
ないだろうか。しかし昨今、人間の行動を支える「型（形）」が喪失してきているという（宇城、
2005）。本研究においても「礼儀作法」に関する議論8）を行い、学生が「礼（法）」を習得できる
ようなプログラムを検討している。
（力士の観点からは）運動的な「創造」のプロセスとは、自己の運動する身体（主体）をつく
りあげることであると言え、またその作業で重要なことは、どのような場面においても自己の行
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動を節度をもってできるか、という点で あ る。その行動の節度を調整しているものが「型
（形）」であり、それが力士の①創造する行為、そして、②そのプロセスを下支えしているもので
ある。体育やスポーツの実技の実践に限らず、場面にふさわしい自己の振る舞いを決定したり、
相手に敬意をもって接する「礼（法）」の習得や、「型（形）」を実際の動きとして行うことによ
り、身体動作を「創造」していく作業は、これからの時代にはますます求められてくるのではな
いかと考える。

Ⅱ 「分野的差異」からみえてきた「美術」と「運動」の接合点は

同じ主体（身体）でありながら、
「美術」或いは「運動」と、特化した活動では、日常では体
感できない自己の身体感覚を覚えることがある。造形的な行為と運動的な行為の両者から、
「創
造」する身体動作をみた際、「全く異なる感覚」と、「共有できる感覚」というように、異なる視
点を見つけることができるかもしれない。ここでは「観る」という視覚、
「触る」という触覚、
「聴く」という聴覚から、研究の中で行った倉科との議論をもとに検討する。

ⅰ

アフォーダンス知覚から考える
アフォーダンス9）とは、環境世界、または物質から主体が能動的に働くときに送られる情報

（価値）である。このアフォーダンスに基づき我々の動作を考えると、素材によって知覚（感じ
方）の仕方は異なっており、その仕方は行為に直接結びついている。例えば、一本の縄は、美術
的知覚では、何かの作品となる実現可能性（effectivity）をもち、運動的知覚では、縄遊び（跳
び）の道具としての実現可能性の情報（動作の方向を誘導する）となる。このように、個々の状
態の違いにより、
「もの」あるいは「こと」から提供され
る情報は異なってくるのである。さらにアフォーダンス知
覚を運動的視点で考えると、自己の行為の結果を予測し
（「もの」からくる情報）
、知覚そして行為する、といった
一連の動作過程をシンプルに描写できる（佐々木、2015・
三嶋、2000）。

実際の体育実技の場面でアフォーダンス知覚を考える
と、学生たちは、環境や用具から得る情報を基に自己の身
体を操作していることがシンプルに理解できる。図 1 は、
線上鬼ごっこの線から線までを跳躍によって鬼から逃げて
いる場面であるが、向側の線までの距離は約 2 メートルあ
る。跳ぶことが動作の実現可能性としてある学生には、跳
んで逃げる動作をアフォード（提供）するが、跳ぶことが
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図1

線 上 鬼 ご っ こ に お け る「線」
の配置からくる行動の実現可
能性

できない学生には逃げる方向性としての情報とはならない。つまり、環境や用具をみた際に得る
情報は、自己の状態によってそれぞれに異なる情報となり、動作を誘導するものである。
このように、アフォーダンス知覚から運動（遊び）を考えると、子どもたちを取り巻く環境や
世界、そして遊具の発する情報は、常に子どもと運動の間にあって、子どもたちの動作を形づく
るものであると言える。そして指導者、あるいは教師、保育士（以後「指導者」とする）には、
子ども（実践者）が運動（遊び）と「同化」するように、状況に応じて環境や情報を「調整」す
ることが求められている。こういった有意義な視点をアフォーダンスは与えてくれるものと言え
るのではないだろうか。

ⅱ

五感を横断し表現する
例えば、運動に関して視覚情報は主要な感覚であり、美術に関しても同様であると考える。そ

して、日常生活においても視覚情報は主要な感覚である。われわれは、その視覚から得た情報は
全く疑うこともなく、「事実である」という認識のもとに、活動や行動を遂行している。しかし
本研究では、視覚情報を根拠に事実と考えられていることを「一度疑ってみる」という視点に立
ち、検討した。倉科は、眼球の見え方は本来、日常的に見えているバランスの取れた画像ではな
い、と指摘する10）。本来、球体に映るビジョンはまるみを帯びており、そのまるみを見やすく、
11）しているのである。さらに倉科との議論の中から、
つまりバランスをとるために「脳が翻訳」

「盲の人の知覚」について検討を行った。先述したように、われわれは普段、視覚情報で判断す
るのが当然であると考えているが、その情報が全く失われたら何を動作の根拠とするのであろう
か。例えば、パラリンピックのブラインド・サッカーでは、ボールを足に「吸いつけておく」と
いう感覚が重要になるという（伊藤、2016）。
そしてさらに上のレベルにいけば（例として、ブラジル人のリカルド・アウべス選手）
、足の
感 覚 も 不 必 要 な 次 元、す な わ ち「視 覚」と「触 覚」の 情 報 が い ら な く な る と い う（同 書、
2016）。その他、普段の知覚や行動を支えている部分を失い、リハビリや過酷なトレーニングを
積んでいくと、全く新しい能力を身につけることができるという（同書、2016）。
以上を本研究で検討したことと重ね合わせると、主要な感覚を頼りにせず、例えば触覚による
知覚を主要な感覚としてトレーニングを積むことで、例えば、手による触覚情報が動作の起点と
なり身体動作を誘導するような、新たな合理性がうまれ、音楽は聴覚だけでなく、触覚（音波に
よる風を感じる）で知覚することで新たな感覚世界が広がっていく。何かを創造する際、アプロ
ーチする五感の出発点を変更することにより、違った身体動作が創造されることになる。

ⅲ

デジタルな思考とアナログな思考
最近、デジタルな思考が支配する世界や環境が増えてきている。子どもの遊びの大きな変更と

して、デジタル機器の普及がまず挙げられるであろう。そして近年、スポーツの判定をめぐる場
面においても、人間の審判が撮影されたデジタルな映像を基に確認作業を行ったり、さらには、
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「イン」か「アウト」かの判定で人間の視
覚能力では到底知覚できない速さや、ボー
ルと地面の接触場面を機械が認識し判定す
るシステムが導入されて（テニス）
、人間
の審判より機械による判定の方が権限を持
つようになってきている。このようなデジ
タルな思考、つまり機械的（科学的）判断
が優位性をもつような社会的な傾向は否め
ない。

図2

行為とパーソナリティのコミュニケーション回路
（亀山、2000）図をもとに筆者作成

亀山は人間の創造性について、上記で述べたデジタルな思考と、その対概念であるアナログの
思考について（「〜思考」とは筆者の表現で、亀山は「知」を使用している）「創造的行為はこれ
12）と述べているが、亀山がいうデジタルな知と
ら二つの知の総合の上にのみ成り立つのである」

は、言語的＝合理的な知の形態であり、印刷術の発明とともに飛躍的に増大した抽象的な知であ
るという。一方で、「アナログの知」とは、図形的な知であり、すなわち情報それ自体がその情
報によって伝えられるものを体現しているという。
倉科との共同研究においても、デジタル、アナログの話題に関連して、デッサンについての議
論を行った。描いた図だけを見るのでなく、描いた「もの」と「もの」との関係性や、空間にお
けるバランス、背後等を「観る」眼を養うこと、すなわち、
「地」を観る力が、デッサンには必
要だという13）。そして、その力は、アナログな思考とリンクしてくるのではないだろうか。
運動的視点からは、空間を認知する際には、視覚にある情報だけに限定するのではなく、
「い
ま・ここ」を起点に、視覚に「これまでにあった」情報、
「これからくる」情報という関係性の
なかで空間を認知していく、これから起こる出来事を「予兆（知）」、「予測」するスキルとして
考えることも可能であると考える。最近の力士は、自己の取り組みが終わった直後にデジタルな
データで、自己の取り組みをすぐ確認できる。しかしそのデジタルな情報も、
「過去」、「現在」
、
「未来」の「経験」をつなぐアナログな「知」が欠けていたら、つまり、「過去」の自己の身体動
作の軌跡を「わかり」、そしてそれを、「現在」、「未来」の自己の身体動作につなげていく作業が
できなければ、「創造」のプロセスは成り立たないのである。

Ⅲ

ⅰ

これからの時代における身体の在り方や身体の必要性についての展望

身体の智恵を考える
我々は、意識より一歩前で働く「身体の智恵（身体知）
」を日常の中で獲得し、そしてあらゆ

る場面で活用している。

智恵は、いま・ここというその現場のただ中において、言うべきこと、為すべきことを見
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極める判断を可能にする。それぞれの状況や場面において、これまで起きたこと、これから
起こるであろうこと、すなわち過去と未来をつないで、いま・ここでの振る舞いを決定して
いく行為能力と言い換えることもできる

14）
（鈴木晶子）

鈴木の言う、「いま・ここでの振る舞いを決定していく行為能力」は、運動的に言えば、まさ
に力士の「身体が勝手に動く」状態を可能にしている「身体知」と言い換えることもでき、置か
れた状況の中で、判断あるいは決断につながっていく「知」である。それは意識化される前、或
いは意識化が繰り返された先にある、得られた情報に応じた行為や行動が身体全身を通じて知覚
されることであると言ってもよいのではないか。また、このような身体の知恵は、
「直感」、
「勘」、「暗黙知」等の概念として研究の対象とされている。しかし、ここでいう身体の知恵とは、
トップアスリートや達人わざにみられる身体のわざ（身体知）だけを指しているのではない。
我々は日常生活の中で、自覚的か無自覚的かということにかかわらず、身体の知恵を自らの身体
を通じて獲得している。慣れない車の車幅も運転を繰り返すうちに自らの身体の延長として感じ
ることができたり、「快」や「不快」に応じて、即座に様々な身体操作を選択することもできる。
このように、身体の知恵は自己の経験において遭遇する状況の多様性や多相性を把握して選びだ
すはたらきをしている（鈴木、2013）。しかし、機械化が進むなかで身体作業が大幅に減少し、
身体の知恵が必要とされない場面が想定される。さらには人手が不必要となる状況、つまりは身
体さえも必要とされない状況が想定されるのではないか。このような中で、身体の知恵や、身体
の必要性をどのように考えていけばよいのであろうか。

ⅱ

超スマート社会における「身体観」
昨今、「創造」すること、すなわち「何かをつくる」作業において、合理性や利便性が最優先

されることが多い傾向にある。
「簡単に」
、「手っ取り早く」
、「誰でも応用可能」など、我々人間
の作業は短縮化或いは簡略化されてきている。そしてまた、人間の仕事を機械が取ってかわるよ
うな社会のシステムが次第に広がりつつある。高速道路料金所の ETC 化、無人での車や電車の
走行等、今の子どもたちが将来働くころには、現在ある仕事の多くがなくなっている可能性もあ
ると指摘されている15）。そしてさらに驚かされることは、AI（人工知能）が、我々の「創造」
の領域にまで踏み込んできたことである。作曲や小説を人工知能が手掛ける。さらには感情をど
のように組み込むかといったレベルにまで、AI は人間に接近しているのである。恐らく、AI の
開発は今後ますます加速し、われわれ人間とのバランスが問題視されることが予想される。介護
や医療、さらには料理を手掛けるロボットが人材不足を解決する、といった展望もすでにある。
これまで、アニメなどで我々が抱いてきたロボットへの「憧れ」や「夢（想像）
」は、まさに現
実になろうとしている。
人との接触を不必要とする高度な情報化社会や、AI によって様々な作業が行われるサイバー
社会が進展するなかで、人間性の問題はどのように考えられるのだろうか。さらには、身体観や
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身体性、そして「生命」の問題をどのように考えていけばよいのであろうか。冒頭でも述べたよ
うに、「子どもは基本的にはかわらない」、ということが時代を問わず変わらないのであれば、子
どもを取り巻く社会や大人がどのように変わるかによって、子どもの未来が決まってくると読み
変えることも許されるであろう。これから突入する「超スマート社会」のなかで、子どもたち
に、サイバーとは異なった、現実に感じる「生の経験」、「生きた経験」をどのように保証できる
かが、これまでの人間本来の「身体観」を理解するうえで重要である。
「生」な「もの」や「こ
と」から受け取るメッセージや、「ひと」が発するアフォーダンス（あたたかさ・ぬくもり）を、
自らの「からだ」をもって受け取ることができるか。これはメールの送受信のようなことではな
い、自己の経験と経験をつないでいく、自己の身体への理解、アクセスである。
地震や自然災害の情報はリアルタイムでやってくる。しかし、その災害の渦中に突然投げ込ま
れた際には、自己の判断（能力）で生きのびる（生存）すべを見出すしかない。リアルタイムの
情報が「生かされる」か否か。それは本人がもっている身体活動、動作の可能性に委ねられてい
る。子どもの運動（遊び）をみるとき、その「創造」のプロセスに、災害の時に「動けるから
だ」か、という問いやイメージが、これからの、とりわけ子どもたちの身体を考えるうえで重要
な視点になるのではないだろうか。

おわりに・今後の課題

本研究プロジェクトの根幹は、「創造」のプロセスに対して、「主観的に知っていく」ことを重
要視して、フィールド調査や、共同研究者の倉科とのディスカッション等を実施したものであ
り、本稿は、共同研究の報告及びその成果の一部の報告である。そのスタンスは、捉えようとす
る事象に対して、距離を置いて分析する科学的手法ではなく、対象とする「ひと」、「もの」、「こ
と」と同じ地平に立ち、その場を共有しながら知ることを通して分析していく作業である。それ
は、「自己を成り立たせている土台自体をも問うていくこと」（鈴木、2013）とも言えるのではな
いだろうか。本稿は、現代の子どもたちがさらされている危機的な状況から、子どもたちの健康
な身体を取り戻す土台となる考えの一部を打ち出せたものだと考える。しかし、その具体的な内
容や方法などには至っておらず、課題を残したところである。
今後は、本研究の成果を具体的な実技のプログラムとして検討していきたい。加えて、
「造
形」、「運動」の分野を横断するような実技の内容も考えていく予定である。

註
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1

研 究 課 題 「女性アスリート食の開発・調査研究」
研究代表者

松葉

共同研究者

餅

研究年度

真
美知子

木田

京子

松本

範子

平成 25 年度〜平成 27 年度

研究目的
スポーツ選手と栄養学とのかかわりは周知されるようになり、着々と国内におけるエビ
デンスが解明されている。しかし、それらデータは概ねオリンピック選手など競技力が優
れているものが対象であり、施設、設備、人材の整備されたところで作成されており、基
礎データとしては非常に優れていると思われるが、一般の適応に対しての活用力において
疑問を感じるところである。
そこで、本研究ではこれらのデータをもとに、食物栄養学科に所属する学生が主体性を
発揮して現場での適応性、簡易性、個人別、競技種目別、ポジション別、時期別など配慮
して選手に密着し、データ作成を目的に調査研究を実施することで、本学独自の「戦手
食」のマニュアルづくりの基礎資料とすると同時に本学選手の競技力向上に努める。
研究計画・方法
1 ．【1 年目】：データ収集

平成 25 年 4 月 1 日〜平成 26 年 3 月 31 日

1 ）基礎データの収集：
①運動部間での身体計測・食事調査の把握は、10 月中に調査票を配布して、1 週間後に
回収予定である。調査票回収日に身体計測（骨密度）を実施する予定である。
その後、アルバイトを活用して食事調査、身体計測等のデータ入力と分析を行う。
② 1 回目の献血の奨励をけやき祭、10 月 19 日に向けて行っている。さらに、当日の献
血状況不適用選手に対して食事強化指導を実施する。
2 ）適応水分データの収集：運動時における選手個々人への適応した水分の探究
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①運動時に摂取する市販飲料（ポカリウォーター）を 8 月 25 日、30 日、31 日に個人に
提供して、飲料の飲みやすさや飲用時の不定愁訴や体温、クラブ、学年などの関連のアン
ケートを取っており、現在解析中で 12 月の日本栄養改善学会近畿地方会で発表を行う。
3 ）「戦手食」マニュアルの編集
①仮）園田学園女子大学アスリート食著書作成を行うためのデータ収集は、現在収集中
である。
2 ．【2 年目】：コンデショニング対策

平成 26 年 4 月 1 日〜平成 27 年 3 月 31 日

1 ）体調不良者への継続的な働きかけ：
①クラブ活動の欠席の原因を把握し、食事が原因と見られる選手への対策を行う。
風邪、腹痛、熱中症、ストレス症、
2 ）1 年目の調査継続
①身体計測、食事調査、②献血の奨励による継続調査の実施。
3 ）「戦手食」マニュアルの編集
①仮）園田学園女子大学アスリート食著書作成を行う。
3 ．【3 年目】：2 年間のデータを基に、大学近辺のアスリートが食べられる飲食店の紹介や
献立の栄養価計算などを掲載した食マップの構築と提供

平成 27 年 4 月 1 日〜平成 28 年

3 月 31 日
1 ）「戦手食」マニュアルの完成

基礎編・応用編・メニュー編・期別編

運動クラブ生に対して、外食、コンビニ食についてのアンケートを取り、大学近辺の外
食、コンビニ食の摂取実態動向を探る。その食事の栄養価に着目して、料理や食品を付加
することでさらに充実出来るよう提案を行い「戦手食」マニュアルの完成を目指した。
倫理的配慮
研究協力者およびその選定方法に関しては、本学運動部員約 300 名を対象とし当該研究
への参加は任意であり、事前にスポーツ振興センターの了解並びに監督の承認を得た上
で、選手には事前に口頭と書面にて研究の説明を行い、参加を呼びかけた。
なお、研究者以外の者に個人情報が特定できないように、氏名等をコード化して処理を
行う。
研究協力者への身体的・心理的な影響は、研究協力者は学生であり、研究協力に伴う時
間的・精神的な負担が考えられる。特にアンケート調査および各血液検査については、採
血時に身体的・精神的な負担がかかるため、衛生面（消毒等）での取り扱い、手順に注意
し厳重に実施する。侵襲性に関する精神的負担に関しては、強制しないように配慮する。
またアンケート並びに検査データの取り扱いについても個人情報の漏洩を防ぐために施錠
できるロッカーにて保管する。
研究協力者への影響や合併症、副作用などが生じた時の対応や措置は、口頭と書面にて
研究参加によるリスク並びに拒否できることの説明を行う。
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アンケートについては、個別に封筒を渡し、厳封にて回収出来るように対応する。ま
た、研究参加の意思表示をした者であっても途中の離脱を認めることや質問の選択の自由
と回答の拒否についても事前に説明および説明文に明記しておく。
研究協力者が協力を拒否することの権利を守るための措置は、当該研究への参加者につ
いては、口頭と書面にて研究計画並びに倫理的配慮の概要の説明を行う。特に、研究への
参加は自己の判断であり同意しないことをもって不利益な対応を受けないことを保障し、
途中の離脱を認めることや質問の選択の自由と回答の拒否についても保障するよう明記し
ておく。
また、同意書は 2 通作成して、1 通は研究協力者、もう 1 通は研究者が保管するものと
する。なお、同意書の有効期限は、研究期間と同一とする。
データ収集方法や処理等における個人情報の保護のための措置は、
①研究協力者の機密保持の厳守と匿名性を確保するために、データ収集場所を確保し、
収集したデータは研究室内施錠可能な書庫で保管する。
②研究協力者のデータは、研究者以外の人に個別情報が特定できないように、基本的に
氏名等コード化して取り扱う。
③収集したデータは、研究分析および論文等のすべての過程が終了後に、廃棄処理を行
う予定である。
研究協力者からの問い合わせと開示要求は、研究協力者からの問い合わせや開示要求が
あれば、本人であるとの確認を実施した後、対応する。
研究予定期間は、2013 年 8 月 1 日、生命倫理審査委員会承認後〜2016 年 3 月 31 日であ
り、2013 年 8 月 1 日に園田学園女子大学生命研究倫理審査委員会の承認済みである。
（承
認番号：13-08-003）
研究結果
【1 年目の研究より】
例年、夏場には熱中症になる運動部員が問題視されており、本学の先行研究1）においても
予防対策のための注意喚起がなされるものの熱中症症状に 18.5％ の部員が経験していた。
そこで熱中症に向けての対応ができることを目指し、体調フェースシートと不定愁訴など
の関連について、本学のバスケットボール部、ソフトボール部、バレーボール部、ラクロ
ス部、チアリーディング部、陸上部 1 年から 4 年生 207 名に対し平成 25 年 8 月第 3〜4 週
目に調査を行った。
1 ．運動部員が訴える不定愁訴（頭痛、口渇感、脱力感、倦怠感、食欲減退、めまい、吐
き気、尿量の減少と濃縮、痛みを伴う脱力感など）の割合は 59％ にも達し最高で 7 項目
も呈した者もおり、最も多く呈した項目は 3 項目で 45.9％ であった。
2 ．体調のフェースシートを用いた結果と不定愁訴自覚数との関連では、体調のフェース
シートの表情が悪くなるものに不定愁訴を訴えるものの割合が高値を示していた。
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運動クラブ別では、
1 ．体温・体調・自覚数の比較では、体温にソフトボール部に比べラクロス部で、バレー
ボール部に比べラクロス部で p＜0.05 の有意に高くなった。
2 ．各運動クラブで 1 番高率だった不定愁訴は、バスケットボール部、ソフトボール部、
バレーボール部、ラクロス部が口渇感であり、陸上部はめまい、チアリーディング部は尿
量の減少と濃縮であった。
【2 年目の研究より】
女子運動部員に対する大学内外での食事環境の充実のための基礎調査として、日常の食
事摂取状況並びに外食状況の把握と共に運動部員の身体組成を分析し栄養の過不足を明ら
かにすることで、大学食堂や大学近隣の食堂に向けてのメニューの充実や食事関係の資料
媒体の配布等による働きかけを行い、大学近辺の食事環境の充実を図ることを目的とし
た。
調査期間は平成 26 年 4 月〜平成 27 年 12 月。対象は、ソフトボール部 15 名、チアリー
ディング部 9 名、テニス部 14 名、バスケットボール部 25 名、バレーボール部 14 名、ラ
クロス部 23 名、陸上部 44 名、計 144 名であった。
運動クラブ別では、
1 ．身体状況の身長と体重・筋肉量でバレーボール部がラクロス部に p＜0.05 と有意に高
い差があり、栄養摂取状況の炭水化物とビタミン C で、テニス部がバスケットボール部、
バレーボール部、ラクロス部に p＜0.05 と有意に高い差があった。
2 ．選手に対するアンケート結果では、スポーツ寮の入寮率はソフトボール部が 80％、
一人暮らし率はバレー部が 35.7％ と高く、朝食・昼食・夕食・間食の摂取率はテニス部
が高い。全クラブで見ると外食の頻度は週 1 回が 57.3％ であり、コンビニの利用は週 2
回が一番多く、次いで週 3 回であり、バレー部は毎日利用する割合が最も高かった。
【3 年目の研究より】
2 年目の女子運動部員に対する大学内外での食事環境の充実のための基礎調査を更に充
実するものとして、調査を行った。
1 ．運動クラブ部員の大学外での食事については、洋食 34.4％、和食 23.3％ の順であり、
食事に費やす金額は、朝食 200 円台 33.3％、昼食が 500 円台 26.7％、夕食は 700 円台 33.3
％であった。
2 ．利用する営業店舗としては、ファストフード店 34.4％、定食屋 23.3％、丼屋 12.2％、
外食の利用頻度は昼食・夕食どちらも週 1 回が最も多かった。店を選ぶ理由として昼食は
安価が 11.1％、夕食が近隣であるが 17.8％ であった。
3 ．メニューを選ぶ理由は、昼食・夕食ともに、美味しさ、量が多い順であった。運動ク
ラブ生がよく利用する、大学近郊の飲食店のメニューについての現状調査を行った。店舗
を選ぶ理由としては、価格や手軽さ、美味しさや提供される量など、様々な理由で利用し
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ていた。
考察・結論
【1 年目の研究より】
熱中症の発症の有無は、その日の環境（天候）に大きく左右されるため、運動クラブ間
での練習計画に添った体調管理術が必要であると考えられる。そのためには、日々行って
いる体重管理や尿量チェック、体温管理の他に、水分摂取に関わる方法を教えることが必
要であり、特に水分は、選手同士が意識しあって摂取するチェック体制を整えることが重
要である。
今回の調査を通して、体調フェースシートと不定愁訴の関連性が見出された。
さらに、運動クラブ共通の熱中症起因の症状として、①口渇感の有無、②練習前の食欲
不振、③脱力感の有無が出現したことから、今年度の熱中症対策の有用な因子として、各
運動クラブ責任者や選手に対して注意喚起を呼びかけていきたい。
【2 年目の研究より】
今回の調査では運動クラブ間での差が顕著に現れ、練習日程や行動パターンを考慮にい
れ、栄養摂取量で有意差が生じた運動クラブに向けては、練習で消費される栄養素の確保
とともに、体力の回復に必要な栄養素の確保を意識してもらい、選手が摂取可能な具体的
な食品や料理を提示して、食べる習慣をつけるよう、個人に向けて講話をしていきたい。
【3 年目の研究より】
大学食堂や近隣の飲食店の利用状況と食費の調査では、スポーツ寮入所者が週 1 回、近
隣の飲食店を利用するケースが目立った。コンビニエンスストアでは、飲料や菓子類、軽
食等の利用であった。この結果を踏まえて、クラブ生がよく利用する近隣の飲食店に働き
かけて、既存メニューに野菜や海藻類をプラスしてもらえたりする量的、揚げ物を焼き物
に調理形態を変えてもらえたり、脂肪の多い部位を脂肪の少ない部位に変更してもらえた
りする質的な、バージョンアップが出来る店舗の開拓を行い、運動クラブ生に向けたマニ
ュアルを作成中である。
公表計画
【1 年目の研究より】
発表：第 12 回日本栄養改善学会近畿地方会

2015/12/8 千里金蘭大学

【2 年目の研究より】
発表：第 3 回日本スポーツ栄養学会

2016/7/2

松山市総合コミュニティセンター

【3 年目の研究より】
発表予定：第 27 回日本健康体力栄養学会
論文掲載：日本スポーツ栄養学会誌
日本健康体力栄養学会誌

2017

掲載予定

松本範子

2016 年 12 月・2017 年 1 月掲載予定
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松葉

真

研 究 課 題 「大学スポーツ選手の心理的競技能力と完全主義との関係」

2

研究代表者

木田

京子

共同研究者

板谷

昭彦

荒木

香織

研究年度

平成 27 年度

研究目的
本学スポーツクラブに所属する学生の心理的傾向を調査することであった。特に、心理
的競技能力、完全主義傾向、及び集団効力感の関係について検証した。
方法
生命倫理審査委員会による研究の承諾を得たのち、それぞれのクラブの監督に調査目的
と方法を説明し、学生の研究への参加の承諾を得た。学生には参加は自由であることや、
回答中いつでも回答を中止することが可能であることを説明した。学生は教室でクラブご
とに質問紙調査に協力した。回答終了後は、各自提供された封筒に質問紙を封入し提出し
た。
合計対象者数は本学女子大学生 170 名で、平均競技年数は 9.53 年（2.05-17.00 年、SD
＝2.74）、参 加 経 験 の あ る 試 合 レ ベ ル は、国際大 会（n＝7, 4.10％）、全 国 大 会（n＝93,
54.70％）、都道府県大会（n＝39, 22.90％）、地方・地区大会（n＝15, 8.8％）、その他（n＝
13, 7.6％）であった。対象者が所属する部は、陸上競技（n＝55, 32.40％）、ソフトボール
（n＝46, 27.10％）、バスケットボール（n＝26, 15.3％）、バレーボール（n＝20, 11.80％）、
剣道（n＝15, 8.80％）であった。
尺度
心理的競技能力診断検査（DIPCA.3）は競技意欲、精神の安定・集中、自信、作戦能
力、及び協調性の下位尺度により、心理的競技能力を測る。スポーツ完全主義尺度（荒木
・小谷、2014）は 25 項目、4 つの下位尺度（高い基準、失敗を恐れる、相違感、周りの
期待）で完全主義傾向を測る。Collective Efficacy Questionnaire for Sport（Short, Sulliva, &
Feltz, 2005）は 20 項目、5 つの下位尺度（能力、努力、粘り強さ、準備、統一性）で集団
効力感を測り、すべての下位尺度で. 70 以上の信頼性を確立することができた。
結果
相関分析の結果、競技意欲、自信、作戦能力は高い基準（r＝.69）と周りの期待（r
＝.41）、精神の安定・集中は、失敗を恐れる（r＝−.28）と有意な関係を示した。さらに、
競技意欲、精神の安定・集中、自信及び作戦能力は、チームの粘り強さ（r＝.36, .23, .46,
.37）と有意な関係を示した。また、協調性はチームの統一性（r＝.52）と有意な関係を示
した。さらに、GLM により、ソフトボール部が他の部に比べ DIPCA のすべての下位尺
度で有意に高い得点を示した（p＜.04）。さらに高い基準に関しては、ソフトボール部が
陸上競技部と剣道部より有意に高い得点を示した（p＜.00）。
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考察
ポジティブな完全主義傾向は、選手の意欲や自信と関係すると同時に、ネガティブな完
全主義傾向が低いほど、精神の安定や集中と関係することが明らかとなった。よって、選
手のポジティブな完全主義傾向を引き出すことができるように、コーチが働きかける必要
がある。また、競技意欲、精神の安定・集中、自信及び作戦能力などの、心理的競技能力
がチームの粘り強さと関係することも明らかとなった。粘り強さは前向きにとらえること
ができるため、その強化法について考えていく必要がある。
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研 究 課 題 「災害看護の視点でみる都市部高齢者、過疎地高齢者の健康危機と生活環
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境特性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

共同研究者

野呂千鶴子
日比野直子

研究年度
Ⅰ

平成 27 年度

緒言
超高齢社会が進行する中、高齢者の健康問題には、加齢に伴う身体機能や認知機能の低
下、高率な慢性疾患罹患などがあり、日常的な問題を抱えている。さらに、経済格差によ
る身体的な健康状態の個人差が大きい。
また、近年は地震・台風による甚大な自然災害が頻発している。超高齢社会における高
齢者の生活支援を考えるとき、災害被害という、非日常に遭遇するという事態の想定は避
けることはできず、現状を捉えた災害支援の在り方を検討することは重要である。健康危
機の予測は災害時の被害を最小限にとどめ、住み慣れた地域での災害復興と生活の取戻し
に必要であり、高齢者が生活するコミュニティの防災や減災活動の実態、高齢者自身の

「自分の命は自分で守る」意識と行動などの把握は、地域特性を生かした災害支援の在り
方を検討するためにも重要である。
そこで本研究では、都市部高齢者、過疎地域高齢者といった地域特性を捉えたうえで、
都市部高齢者、過疎地域高齢者の災害発生後の健康問題を予測し、都市部と過疎地の高齢
者の生活環境特性による災害に強い生活環境整備の在り方を検討することを目的とした。
Ⅱ

研究方法
1 ．対象地域：東日本大震災被災地である宮城県気仙沼市（以下「過疎地域」とする）
、
阪神・淡路大震災被災地である兵庫県尼崎市（以下「都市部」とする）である。
2 ．研究協力者：過疎地域及び都市部被災地域において、被災した高齢者を支援する住民
リーダー、保健医療福祉関係者および行政の住民生活支援部門職員である。
3 ．研究期間：平成 27 年 4 月 1 日〜平成 28 年 3 月 31 日（平成 27 年度）
4 ．調査方法：現地においてフィールド調査を行うアクションリサーチである。

（1）地域概要の把握
地区踏査を行い、地域特性を把握するとともに、過去に経験した地震災害による被災状
況と復興の状況について把握した。
（2）被災した高齢者を支援する支援者へのインタビュー調査の実施
（3）インタビュー内容
半構成面接法を用いて、以下の質問項目でインタビューを実施した。
①災害支援者としての自分

②災害被災者としての自分

者の健康問題
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③地域の防災力

④被災後の高齢

5 ．データ分析法：
作成した逐語録は、上述したインタビューテーマの①〜④を分析の視点とし、質的デー
タ分析法（佐藤郁哉、質的データ分析法、2008）を用いた解釈を基に、QDA ソフトを用
いて定性的コーディングを行った。
6 ．倫理的配慮
研究協力者に対して、口頭および説明文書で研究趣旨を説明し、同意の得られた場合は
同意書を取り交わしたうえで研究への協力を得た。また、インタビュー中に研究協力を撤
回することは自由であることも、開始時に説明した。さらにデータは、研究目的以外には
使用せず、研究終了後は速やかに処分すること、データおよび USB メモリー等は、鍵の
かかる場所に厳重保管すること、研究成果公表時には、個人が特定されないように配慮す
ることを説明した。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得て実施し
た。
Ⅲ

結果・考察

1 ．地域概要
本報告書では、過疎地域を中心に報告する。
（1）宮城県気仙沼市（フィールド調査期間：平成 28 年 3 月 23 日〜26 日）
人口 66,249 人

世帯数 26,276 世帯（平成 28 年 4 月 30 日現在）
。

東日本大震災前に実施された平成 22 年国勢調査では、人口 73,489 人、世帯数 25,457 世
帯であり、被災後人口は減少し、世帯分離が進んでいた。高齢化率は平成 22 年 30.8％ か
ら平成 25 年には 3.0％ に上昇（気仙沼市資料：気仙沼の人口動向、平成 28 年 5 月 20 日
HP 閲覧）しており、超高齢社会が確実に進行していた。
①生活基盤
復興住宅の工事が市内各所で行われていた。市街地に建設中の復興住宅は、5 階〜10 階
建ての集合住宅が多かった。郊外型では、平屋や 2 階建ての小規模な復興住宅になってい
ると、市職員のヒアリングより明らかになった。復興住宅では高齢者が多く、LSA（Life
Support Adviser）が配置されていた。
高台移転も進んでおり、新築の家がみられた。未だに仮設住宅で生活している人も多い
状況であるものの、仮設住宅から転居していく世帯も多くなったため、空き部屋もみら
れ、閑散とした印象だった。買い物や通勤のためのコミュニティバスの運行は残ってはい
るが、市街地から離れた仮設住宅での生活は、不便さが増しているように感じられた。
②経済と復興工事
津波被害の大きかった海に近い地域は、生活区域外とされ、商業・工業地域として盛土
による整備が進んでいた。わずかであるが、水産加工工場も再建されていた。しかし、従
業員層である生産年齢人口の減少に伴う人手不足は顕著であり、事業再開は規模縮小を余
儀なくされている状況だった。
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復興商店街は、老朽化に加え転居していった商店の増えたことに伴い、閑散としてい
た。以前は多くみられたボランティアは激減し、工事関係者が多かったものの、活気がな
くなっているような印象だった。
③安全と交通
被災した JR 大船渡線は、代行バス輸送（BRT）により運行されていた。線路は撤去さ
れ BRT 用に舗装された区間もあった。市内の道路は、復興工事の影響で未舗装区間も多
いが、三陸縦貫道の工事が進み、仙台までの利便性が高まってきていた。
護岸工事および防潮堤の再建工事も進み、次の災害への備えが確実になされていた。
④教育
年少人口・生産年齢人口の減少に伴い、学校の統廃合が進んでいた。市内にあった県立
高校も 1 校が閉校予定になっていた。
⑤医療
気仙沼市立病院は高台にあり、津波被害を受けなかったので、今までどおり基幹医療機
関としての重要な役割を担っていた。市内のクリニックなどは震災後再開できていないと
ころが多く、医療過疎が進んでいると推測された。
2 ．支援者インタビュー調査結果
（1）インタビュー対象者：
福祉関係者 3 人、保健関係者 1 人、復興事業関係行政職 1 人の計 5 人だった。
（2）語りの分析
東日本大震災から 5 年が経過し、被災した住民（特に高齢者）を支援する支援者の語り
について、作成した逐語録から意味解釈を行い、質的データ分析法に基づいて定性コーデ
ィングを行った後、QDA ソフトを用いてカテゴリー分類を行った。
その結果、【生活環境の変化と課題】【高齢者の健康課題】【復興住宅の生活支援】【経済
格差の顕在化】の 4 カテゴリーに分類することができた。以下、サブカテゴリーは《

》

で示す。
【生活環境の変化と課題】
高齢者の住み慣れた地域は、津波によりすべてが流失し、さらに復興工事に伴う盛土に
より、風景が一変してしまった。その中で、今までの居住地域は危険地域に指定され、高
台移転をしいられた高齢者は、
《津波被害を想定した移住による住み慣れた地域の喪失》
を経験していた。
街の復興工事が進む中、《街の活気とともに元気になってきた住民》について語られた。
復興住宅の建設も進み、《しっかりとしたコンセプトで進められている復興住宅のコミュ
ニティづくり》と計画的なまちづくりが進行していた。
しかし、住民のニーズがすべて満たされているわけではなく、
《住民の生活と防災政策
の間に生じた齟齬》も語られた。
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②【高齢者の健康課題】
不満が不安になることや未だに癒えない心の傷（PTSD）から、
《こころケアの必要性》
が語られた。また《深刻化するアルコール関連疾患の増加》も顕在化していた。その反
面、5 年という時間の経過とともに《生き方を整理できた強さ》も見られた。
③【復興住宅の生活支援】
復興住宅では、過去の大規模災害被災地の経験を参考にしながら、
《LSA の役割の明確
化と生活支援》が進められていた。LSA が高齢者の相談にのり、自治会長との間の調整
の役割も果たしていた。しかし、集合住宅での生活経験の乏しい地域であることから、
《復興住宅におけるコミュニティ再生の難しさ》も顕在化していた。
④【経済格差の顕在化】
仮設住宅から自宅を再建して転居していく住民、復興住宅に入る住民と、2 通りに分か
れ、《生活再建力の格差の表面化》が顕著に現れていた。
3 ．過疎地域と都市部の復興住宅に居住する高齢者支援に向けた課題
前述した東日本大震災から 5 年が経過した過疎地域での調査研究の結果を基に、研究者
間でディスカッションを行い、分析の精度を高めるとともに、課題整理を行った（表 1）。
①未だに仮設住宅居住が続く世帯もある中、新築の復興住宅への転居や自宅再建を果た
した世帯がある等、住民の生活基盤が変化してきていることから、生活復興感の差が顕著
になってきていると言える。高齢者にとっては、戸建てから復興住宅に見られる高層集合
住宅への居住スタイルの移行は、負担感が大きく、それに伴う精神的ダメージも大きいの
ではないかと推察する。
②高齢者にとっての住み慣れた地域とは、幼少期からの思い出とともに形成されている
と考えられ、街の景観の変化により、幼少期から生活する地域であってもふるさと喪失感
を持つものであると考えられた。
③過疎地域では、仮設住宅の居住期間が長かったこともあり、人口の減少も進んだ。元
の地域・元のコミュニティに帰ることができないことが、復興住宅での新たなコミュニテ
ィ再生の困難感を高めていると思われた。
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表1

復興住宅
の高齢者
の生活・
思いの捉
え

大地震被災地である都市部と過疎地域の復興住宅に居住する高齢者像
都市部

過疎地域

◆仮設住宅を短期間で退去していた。
◆もともと集合住宅に居住の人が多かった。
◆地方出身者または関西圏内移動者の被災でも
あった。

◆仮設住宅での生活期間は、4〜5 年を要した。
◆戸建てから集合住宅への転居（慣れない住環
境）となった。
◆住み慣れた地域での被災であった。

◆工業地帯であり、労働者とその家族、独居 ◆漁業・農業が主産業の地域である。
等、様々な背景の人が居住している。
◆被災後、都市整備計画の中で、さらに都市化 ◆津波で町の景観を失った。
が進んだ。
◆盛土により、住み慣れた土地の土を失った
◆きれいになった、住みやすくなったと話して （土が違うと住民は話していた）
。
いた。
◆新しい生活に適応するのが大変である。
◆はじめから街は変化するものであり、自分は
そこに身を置いている意識があるのではない ◆昔ながらの家族のつながりや地縁・血縁は残
か。適応性が高い。
っている。
◆ふるさとは現在の居住地以外にある、と捉え
ている人が多いのではないか。

Ⅳ．研究の限界と今後の課題
今回の調査研究では、過疎地域での調査活動にとどまり、都市部の実態をとらえた十分
な検討ができなかった。しかし、高齢者が持つ「住み慣れた地域」という意識や認識がど
のようなものなのか、また、その思いが被災後の精神面の健康に大きな影響を及ぼすこと
については、示唆できたと考える。
今後は、調査区域や事例数を増やし、都市部高齢者、過疎地域高齢者の災害発生後の健
康問題を予測し、都市部と過疎地域の高齢者の生活環境特性を捉えた、災害に強い生活環
境整備の在り方について、さらに検討を重ねていきたいと考える。

Ⅴ．公表計画
国内学会発表および研究者所属学会への論文投稿の予定である。
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4

研 究 課 題 「フィジカルコンピューティングの教育教材作成の研究」
研究代表者

難波

宏司

共同研究者

小田桐良一
鴨谷真知子
森石

研究年度

峰一

平成 27 年度

研究目的、研究計画と経緯、倫理的配慮、研究結果、考察・結論、公表計画
フィジカルコンピューティング（以下 FC）は、コンピュータ制御の専門教育の中で広
く使われるようになってきている。これを普通教育の中で展開することを、本研究の目的
とする。目的に基づいて、研究計画を立てると、目的が FC の普通教育での展開であるの
で、先ず、専門教育とは異なる、普通教育における FC（若しくは、コンピュータ制御教
育）の意義の検討を行う必要がある。これに関して、従来、論理思考の育成や「ものづく
り」の視点からの論議が多いが、今回は、「コンピュータの仕組みの理解」という点から
論を展開した。次に教育内容の展開であるが、先の意義から、従来、FC で重視される、
プログラミングや制御対象に重きを置かず、基本的な動作のしくみを理解させることを重
視した教育内容を展開することとした。内容から方法を考える上で、教育学の構成主義理
論に基づき、理解のポイントが人により異なることを前提に、学習者が自分に応じた教材
が選択できる方法を検討した。それに基づき、教材を開発し、授業実践し、結果を考察す
る予定であったが、本研究チームの実質的指導者で、主担当であった東大阪大学准教授
太田和志先生が昨年 9 月、突然ご逝去された。そのため、教材開発が中断し、授業実践の
予定が本年度内でできなくなった。従って、本研究では、本来は、Web 上の教材を独自
に開発する予定であったが、既存の教材を検討し、それを組み合わせた教材を構成するこ
ととした。既存教材を検討した結果、HTML5 と Javascript を組み合わせた教材の汎用性
に着目し、今後これを、FC の IDE（プログラムのプラットホーム）に発展させる可能性
を見出した。授業実践は平成 27 年度にできなかったが、平成 28 年度は予定しており、
PID 制御に発展させた成果の検証を行う予定である。
本研究の成果として、1

普通教育における FC の意義をコンピュータのしくみ（数学

的に群論の立場から）から考えさせることによって、自然や社会と人間のかかわりを考え
させるという点から展開したこと。2

構成主義に基づく教材として、シミュレーション

教材及び階層化教材を提案し、Wiki システムや HTML5 の活用の意義を指摘したこと。3
FC を活用した PID 制御の教材を検討したこと、があり、これを本学研究紀要に発表す
る。
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5

研 究 課 題 「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」
研究代表者

吉永

尚

共同研究者

近藤

照敏

鈴木

庸子

研究年度

平成 27 年度

研究の目的、研究計画・方法、倫理的配慮、研究成果、考察・結論
看護介護での国際人材交流の促進が急務とされている中、医療福祉従事者として重要で
あるが、日本語としては難度の高い、心身のオノマトペ表現に関する言語能力の養成を目
的に、本研究を遂行した。
研究計画を簡単に述べると、まず語彙リストを作成し、それをもとにアンケート調査を
行い、結果分析により重要性の高いものを選定し、それを公表するという内容である。具
体的方法は、医療福祉オノマトペ語彙リストについて、現場の従事者にアンケート調査
（倫理的配慮：生命倫理委員会審査承認番号 15-06-0015）を行い、約 200 語に抽出選定し
た。
語彙リストの作成については、共同研究者近藤が専門的見地から協力した。また、今後
従事者が増加すると見られる中国語圏の学習者 350 名の作文資料をもとに、共同研究者鈴
木及び吉永がオノマトペの習得度分析を行い、日本語教育上の諸問題について考察した。
以上の研究成果を「中国語話者のための日本語教育研究会第 35 回大会」（於名古屋大
学）で発表した（招待発表 2016/3/5）。また、研究成果を論文「心身の状況を表す擬態語
動詞についての素性分析」
（『園田学園女子大学論文集第 50 号（pp.21-28）』）において発
表した（2016/1/31）。
さらに、選定した医療福祉オノマトペ語彙については、日中英三か国語で対訳集（音声
付）を作成し、これらをスマートフォンアプリに開発した。英語・中国語部分については
ネイティブチェックを受けている。本アプリは、来日した医療機関研修生や大学・専門学
校の医療系留学生及びそれらの機関の日本語教育者、中国語圏の医療教育機関の日本語学
習者及び日本語教育者、また、増加傾向のある医療観光関係者などに対応する語彙表現
集、日本語教育者の誤用研究に資することをめざして、共同研究者と共に編集し、また、
多くの研究協力者（無償）の力を借りて完成した（2016/1/26）。
最後に、外国人医療福祉従事者にとって必要な語彙・表現を効率的に教えるための留意
点として、次のような項目を挙げたいと思う。
1．医療現場でよく使う心身の状態表現の適切な説明、例文提示と反復練習。
2．ロールプレイなど場面に応じたコミュニケーション力の養成を目指した言語教育の徹
底。
3．日本人特有の婉曲表現や省略表現についての理解習得と、異文化ギャップについての
確認。
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ささやかな成果と共に課題はまだ多く残されているので、科研費研究などで引き続きこ
の研究を続けていきたいと思う。

公表計画
①日本語教育学会国際大会（バリ島）発表（確定）
（2016 年 9 月 8 日、表題「心身オノマ
トペの誤用分析」
②共著書『オノマトペの習得研究』
（くろしお出版、2016 年 10 月出版予定）での成果発
表
③スマートフォンアプリ『医療介護日中英』バージョンアップ版（Apple 社、2016 年 6
月予定）
④平成 27-29 年度科研費研究基盤研究 C（課題番号：15 K 02670）「心身の状態を表すオ
ノマトペの習得研究−医療福祉分野への貢献を視野に入れて−」で本研究成果を発表
（2016 年報告予定）
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6

研 究 課 題 「創造のプロセスを捉えるための美術的あるいは運動的アプローチ」
研究代表者

倉科

勇三

共同研究者

中村

泰介

研究年度

平成 27 年度

研究目的
ワークショップとは、実際の作業を通してその体験から学んでいくための方法のひとつ
である。その特徴は、従来のレクチャーのような、講師から受講者への一方向的な知識の
伝達ではなく、参加者が主体となって積極的に活動するという点、また活動の先導役とな
るファシリテータと参加者とが、作業や会話など双方向のコミュニケーションを交えなが
ら活動を展開していくという点にある。
造形やスポーツ（運動）では、材料や道具、行為は重要な要素である。あるひとつの材
料に対してどのような行為を行うか、或いは同じ行為を行うにあたってどのような道具を
使うかによって、生まれてくる作品や動作は大きく変化する。私たちは、自分の身体を通
して材料・道具、行為と対話しながら実際の作業を進めているのであり、幼児教育におい
ては造形あそび・運動あそびとして導入されている。しかし、これらの概念の導入から長
い時間が経過しているにも関わらず、現場での実践はまだ充分ではないのが現状である。
本研究の目的は、実際の作業の中で材料・道具、行為が発する声に気づき、保育者がど
のようなサポートを提供できるか、その仕組みづくりを、ワークショップの手法を基本に
検討することである。
研究計画・方法
・異なる分野の研究者同士によるリソースの確認
毎月数回、美術・運動それぞれの分野の特性、課題などについて議論を中心に行う。毎
回の議論を定点観測的に記録し、一見研究テーマに無関係と思われる要素を含めて、多く
のキーワードを抽出する。
・過去の実践映像資料のデジタルアーカイブ化、およびそれらの検討
・美術館教育などワークショップに関するフィールドワーク
・相撲部屋の朝稽古へのフィールドワーク
倫理的配慮
・倫理的配慮を要するデータ収集などはなし
研究結果
・2015/04〜2016/03：異なる分野の研究者同士によるリソースの確認
4 月から 2 週間に一度を目安に、美術・運動それぞれの分野の特性、課題などについて
議論を行った（2016/03/30 時点で 21 回実施）。それぞれの分野における基本的な考えや技
術が出会うことから、お互いに多くの示唆を得ることができた。
・2015/04〜12：過去の実践活動の映像資料をデジタルアーカイブ化

― ２００ ―

倉科が、過去に実践してきた映像資料をデジタルアーカイブ化し、DVD として納品さ
れた。予定よりも納品が遅れたため、映像資料の検討については、本共同研究終了後進め
て行く予定である。
・2016/03：相撲部屋の朝稽古へのフィールドワーク、本場所観戦
中村が、大阪府高槻市の藤島部屋へのフィールドワークを実施。力士の動作、特に「身
体を大きくする」ことと「強くなる」ための日常の稽古現場を調査した。また、独特の世
界観を有する相撲（力士）の所作に関して議論した。
・2016/03/20〜23：一橋大学「スポーツ社会学会」への参加、マリノスタウン「横浜マリノ
スの練習」へのフィールドワーク
中村が、「スポーツ社会学会」への参加、「横浜マリノスの練習」へのフィールドワーク
を行った。前者では、シンポジウムで Larissa Schindler（ラリーサ・シンドラー）の「Vis
-ability in Martial Arts : How to learn seeing what is being displayed（武術における資格可能
性−提示されたるものを見る学習−）
」から、本共同研究のキーワードである「創造のプ
ロセス」を捉える新たな視点の一つとして、示唆を得た。また後者では、以前本調査で実
施した相撲の稽古調査でみた力士の「創造」と、サッカー選手におけるそれとを、運動的
アプローチのなかでの「分野的差異」を比較検討するための資料を得た。その成果は本学
の紀要に投稿する予定である。
考察・結論
本研究は、異なる分野の研究者同士による議論を積み重ね、それぞれの研究課題を別の
視点から見つめることにその目的があるため、結論が出ることはない。しかし、一年間を
通しての議論──美術の分野では、デッサンの狂いをチェックする方法や目の錯覚の基本
など、運動の分野では、右ねじの法則やピークパフォーマンスなど──から、お互いに知
識と技術の解説を受けることで、自己の分野の特性を再確認し、多くのキーワードを抽出
することができた。
例えば、五感の横断についてである。一般に、人間の五感のうち美術では視覚を、運動
では触覚を主な感覚として考える。これら主要な感覚ではなく、補助的な感覚を中心に美
術や運動について考えていくと、聴覚的な美術や視覚的な運動など、新たな表現が生まれ
る可能性を確認することができた。
或いは、合理性と非合理性についてである。正確に描写する道具や技術、タイムを縮め
るためのフォームなど、過去の研究によって合理的な方法があり、それらを研鑽すること
によって合理性は更に高まっていく。その一方で、「穂先の揃わない筆」で絵を描く、「正
しくない姿勢」で走るといったことを、あえて態々やることによって、これまでとは異な
る視点を持つことができる。この、一見無駄であると考えがちな要素を取り入れること
は、我々の五感を新たな視点で捉えるための方法の一つであり、非合理性から別の合理性
が生まれることを確認することができた。

― ２０１ ―

今後はまず上記二つの点を中心に、保育の五領域を横断して、保育者が「創造のプロセ
ス」を念頭に置きながら実践を行えるためのプログラムやツールを検討していきたい。
公表計画
◎実践したもの
・2015/08/29：美術ワークショップの実践
倉科が、高知県立美術館「没後 20 年

具体の画家──正延正俊」展関連企画レクチャ

ー＆ワークショップを行い、手を動かすことによって起こる現象を見つめ直すプログラム
を実践した。
・2015/12/22：学内授業への還元
中村の学内担当授業（人間看護学科 1 年「体育論」5 限、712 教室）において、倉科が
ゲストとして参加し、本研究に関する話題提供を含めながら授業を行った。講義テーマを
「五感（身体）への新たなパースペクティブ」として、ダブルイメージや盲点の位置の確
認など視覚の面から、また右ねじの法則など身体の面から、話題を提供し、五感を横断し
て共通する感覚を捉える考え方について言及した。
・2016/03/10：美術ワークショップの実践
倉科が、芦屋市立美術博物館「芦屋市教育委員会

職員研修会」のため、レクチャー＆

ワークショップを行い、造形の実技を行い、子どもの絵画をどう捉えるかについて、視点
を切り替えるプログラムを実践した。
◎公表予定のもの
・園田学園女子大学論文集第 51 号への投稿
・2016/08：幼児体育学会での研究発表

― ２０２ ―

園田学園女子大学論文集

第 51 号（2017. 1）

平成 28 年度
園田学園女子大学・園田学園女子大学短期大学部
共同研究一覧
1

研 究 課 題 「幼児リトミックと斉藤公子によるリズム運動（学び）との比較調査
−リズム教育の実際−」

2

研究代表者

門脇早聴子（児童教育学科

助教）

共同研究者

鷲見三千代（幼児教育学科

教授）

研究年度

平成 28 年度〜平成 30 年度

研 究 課 題 「大学と臨地実習病院連携による基礎看護技術教育プログラムの開発と実施」
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）

萩原

助教）

研究年度

桂子（人間看護学科

平成 27 年度〜平成 29 年度（継続研究）

― ２０３ ―

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。

― ２０４ ―

（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。

― ２０５ ―

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

― ２０６ ―

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

― ２０７ ―

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。

― ２０８ ―

「論文集」編集委員会
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