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東北女子大学・東北女子短期大学紀要

投稿規定
１．本紀要への投稿は、東北女子大学・東北女子短期大学の教員およびこれに準ずる者に限る。なお共同執鉦者に、学

外の研究者を含むことはさしつかえないが、学生は除くこと。

２．投稿原稿は和文または欧文とし、正副二部（副は必ずＦＤやＣＤなどの記録メディア）を提出すること。提出に際し

ては、図・表・写真・本文・アブストラクトの内訳を別紙に明記し、別刷りの必要部数も記入すること。なお手書

き原稿は認めないこととする。

３．投稿原稿は、所定の執筆要項に従い、研究倫理規定に反しないものとする。

４．投稿原稿はすべて掲載するが、原則として一人一編とする。本文の長さ、図・表・写真の大きさなど編集上不都合

が生じる際、または印刷体裁が整わない場合には、変更を求めることもある。

５．投稿の締め切りは、毎年紀要編集委員会で決定する。

６．校正は二校までを投稿者が行う。初校段階での大幅な変更は原則的に認めない。また、二校以後における内容にわ

たる修正も認めない。

７．投稿原稿は、各編集委員会あてに提出すること。

執筆要項
１．投稿原稿の長さは､表題を含めて刷り上がり１０ページ以内にとどめること。表題部分は500～700字に相当、１ペー

ジには1,798字（縦書き)、1,760字（横書き）がはいる。ただし、やむをえず所定のページを超える場合は投稿者

の実費負担とすることがある。

２．和文原稿は、Ａ４判の用紙を使って１枚当り、縦書き１行31字29行、横書き１行22字40行で印字する。

３．欧文原稿は、Ａ４判の用紙を使って、用紙の左右2.5～３．０cm、上下3.5～4.0cmの余白をとり、ダプルスペースで、

１行約60打字40行のタイプライト（用紙枚に約300words入ることになる）にする。

４．投稿原穂は、表題・図・表・写真を別葉とし（本文中に入れないこと。また本文中に余白をとって指定しないこと)、

図・表・写真の掲載箇所は、本文原稿の右端欄外に赤字で図・表・写真の番号をもって指定すること。

５．表題は、本文中には記載せず別葉とし、表題・著者名・所属の順とし、本文に表紙として付すること。和文表題に

は、欧文表題・著者名の英文を付すること。掲載例を参照すること。

６．欧文アブストラクトを付する場合は、300語程度以内、本文は別葉とし、論文表題･著者名に欧文のものを併記する。

７．注は本文中にその位盟をアラビア数字で（）内に指示し、注記は各論文の形式に適した位極に極く。なお注の活

字は本文の活字よりもポイントを下げて組むこととする。

８．１）Keywordsは５つ以内とする。

２）引用文献の記載は、それぞれの学会誌等に準ずるものとする。

３）他の出版物から、図・表等の資料を引用転載する場合は、その資料が著者自身のものであっても必ず出典を明

記すること。

９．図・表・写真については、必要最小限にとどめ、図・表は一枚の用紙に一つずつ書き、そのまま製版できる状態で

提出すること。表は、縦けいは原則として省き、横けいもできる限り省くこと。写真は、鮮明なものを用い、はぎ

とりやすい程度に台紙にはりつけて提出すること。図･表･写真の番号は（図１）（表２）（写真３）（Fig.１）（Table

２）（Photo３）のようにする。表の説明は原稿の上部に、図の説明は別紙に図の番号順にまとめて書くこと。図

表原稿の大きさは、Ａ４判を超えないことを原則とする。刷り上がりの大きさは、図表原稿余白に刷り上がりの横

幅を投稿者自身が指定することとし、幅は７cm～14cmの間とする。また、最大幅は印刷ページ（14cm）を超えな

いこと。なお、編集または版組みの都合上、希望の縮尺にそわないこともある。また、やむをえず折り込みとなる

場合は、増加実費を投穂者の負担とすることがある。

10．字体は､各指示を文字で指定しなくても、次のように原稿に赤字で指定すれば､矢印で示した右の字体に印刷される。

abcdef→α6cdピバイタリック）空gggf→ABCDEF(キャピタル）

趣ﾐ旦英→abcdef(ゴチック）０９→02(下つき）

abcdef･ABCDEF(ｽﾓー ﾙｷｬビﾀﾙ）山田v→山田''(上つき）

abcdef→ABCDEF（キャピタル＋スモールキャピタル）

2010年11月10日改正

東北女子大学・東北女子短期大学紀要委員会
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本学学生における利き手に関する調査

松宮ゆり＊

InvestigationontheMajorHandoftheCollegeStudents

YuriMATSUMIYA＊

Keywords：右脳

心臓

利き手

１．はじめに

著者は、これまでに仕事上多数の幼児、高校生

および大学生に接し、健康や心身の発達を促すた

めにはどのような遊びをしたらよいのか、社会的

および情緒的な発達を促すためにはどのような

ことをしたらよいのか、などを試行錯誤してきた。

その中で著者は右利きなので、左利きの幼児、大

学生、著名なスポーツ選手、芸術家などをみると、

より個性的で、独創的な発想をするのではないだ

ろうかと考えたり、また左利きの人は少数派であ

るということも気にかかっていた。

そこで、今回以前から気にかかっていた“利き

手”に着目し、狭い範囲ではあるが実態調査を行

い、科学の発達した現代においても明らかな解答

は出ていないようであるが、得意とする分野・利

点はどのようなことから生じているのか、逆に不

便さはどのようなことで感じており、それにはど

のように対応したらよいのか、保育や学生を指導

する上で必要な点は何であるのかを考察してみた。

アンケート調査について

１．対象

東北女子短期大学各科１．２年生及び教職員

東北栄養専門学校本科１．２年生

※少数ではあるが性差による違いの有無を見るた

＊東北女子短期大学

Rightbrain

Heart

Handedness

(Majorhand）

め同じ構内にある東北栄養専門学校でも調査を

行った。また、両親が左利きの家族にもアンケー

トを行った。

Ⅱ、期間

平成21年10月（１．２年生）

平成22年10月（１年生）

Ⅲ、方法

①質問等による調査

②左利きに対するアンケート調査

Ⅳ、アンケートの調査結果

調査結果は表１－１、表１－２、および表－２

の通りであった。



栄韮専門学校・１年・男女別

２

2．アンケートの結果

表１－１利き手の聞き取り調査①一左利きの割合について

平成21年

男
女

●
●

栄
栄

東北女子短期大学・科・学年 ｲI皇輔数 左利きの人数
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１
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１４

１７

０
０
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平成22年

29％

左利きの人数東北女子短期大学・科・１年 在籍数

１７
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被
生
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５
師
沌
１

９
５
り

平成21年栄ｌ・女

平成22年栄１．女

准鱗数

21％

７％

松宮ゆり

０
２

％
％

０
９

1４

２３

707

1４

１４

平成21年栄１．男

平成22年栄１．男

４％へ
ロ 計 3０

学内調奔では707糸中左利きが30名（４％）であり、また両親が左利きの場合子ども５名中

左利きが２糸（40％）であった（左利きは両親と子どもを合わせて型蒋)。この結果、左利き洲

脊の対象者は合計34名となった。

表１－２利き手の聞き取り調査②一男女差の有無について

３

１

左利きの人数 ％在 鱗数栄韮専門学校・学年・男女別



○不便あり（27）○不便なし（７）
不便の内容

･字を書く時左手の脇が典っ黒になる（６）・習字の時（６）
｡隣の人と肘がぶつかる．食べにくい（４）

．殆どの道具等が右使用なので使いづらい（３）
･先生がやり方を説明する時、全部反対になるのでややこしい（２）

･裁縫（２）・字を書く時（１）・はさみを使う時（１）

･魚等の裁き方の説明を受けた時逆に考えてやらなければいけない（１）
･はさみの使い方・部活動・バイトでの指導を受けたことがなかった（１）
･ギターを授業で習った際ぎこちなかった（１）・毎日が不便（１）

３

表－２左利きの学生等に対する調査結果

本学学生における利き手に関する調査

質問事 項 答回

<４〉運動は得意ですか？

<１〉家族（祖父母含む）の中で
あなた以外に左利きの方は
おりますか？

○なし（21）

･兄弟又は、姉妹（３）
（１）

○いる（13）

･父又は母（４）

･祖母（１）・叔母

･いとこ（２）・妻、夫（２）

<５〉右手を使う時がありますか？

<２〉矯正したことがありますか？ ○ある（16）○なし（17）

鰯正した年齢

・３歳（２）・４～５歳（５）・６歳（３）・８～９歳（２）・７歳（１）
・１５歳（１）・記憶が無い（１）・祖父母に注意された（１）

○はい（26）○回答なし（３）○右手はほとんど使わない（５）

右手を使うのは

･習字･毛筆（11）・はさみ（７）・字を書く時（５）・調理、包丁（３）
・バトミントン、テニスのラケットを右手で持つ（２）・黒板に字を普く

時（２）・カッター（１）・アイロン（１）・裁縫（１）・左手があ
いていないとき（１）・メールを打つとき（１）・物を分ける時（１）
・物を持つ時（１）．常に右を使うようにしている（１）・箸、はさみ
以外は右（１）

<３〉不便だったことは何ですか？

○あり（16）○なし（６）○回答なし（12）

ありの内容
･食事の時隣の人と肘がぶつかる（５）
・いろいろな器具が右手用ばかりで、左手の道具を買うのに苦労する（２）
｡小さいころ「ひらがな」を注意され右手で香いていた時鏡文字で書いて
いた（２）

･幼稚園時代、周囲の子どもたちと自分は違うという引け目があり、左手で物
を書いていることを先生に隠すようなところがあった（１）

･鰯正していた時ストレスがたまって自分で髪の毛を切ってしまった（１）
･縦書き(年賀状）等ではインクがのびずｋきれいに響くことができる（１）
･包丁で切っている時、十分安全にやっているのに過剰に心配される（１）
･峨嵯に左右の判断を要求された場合、混乱する事がある（１）
・フォーク、ナイフなどを両手同時に使う際、どちらも使えるので迷うこ
とがある（１）

･遠、遊とかの字はしんにようから香かないとバランスがとれない（１）
･横書きする時、字のバランスがとれない．はさみが使いづらい（１）
･左から右の字の書き方がむずかしい．いちいち驚かれて大変（１）
･鉄道の駅の自動改札が必ず右側にあって左手で操作ができないこと（１）
・自動販売機のコイン投入口が必ず右側にあって、左手でお金を入れにく
い（１）

･小学校のとき「左利き・左利き」とバカにされた（１）
･小学校低学年のとき「く」をよく反対に書いていた（１）
･小学校の時は周りに左利きがいなく嫌だったが、スポーツをすることで左利
きという武器が持てて良かった。今では嫌だと思わない（１）

く６〉次の場合どちら側の手を使いますか？

・ボールを投げる時

・パッド等でボールを打つ時（打つと仮定した時）

・毛筆で誉く場合

・お箸を持つ場合

・英語等のアルファベットを書く時

○得意である（17）○得意でない（14）○回答なし（３）
得意なスポーツ
･バトミントン（５）・走る事又はマラソン（３）・バレーボール（３）
･ダンス（２）・卓球（２）・空手（２）・球技系（２）・全般に（２）
･ソフトボール（１）・柔道（１）・フットベース（１）・バスケット（１）

･鉄棒（１）・ラケットを使用したもの（１）．登り棒（１）

(右手

･右（８）

･右（７）

･右（22）

･右（４）

，右（５）

<７〉左利きで困った事・悩んだ
事や鏡文字を書いていた等
ありましたらご記入下さい
（複数可）

・両手）

･両手

･両手

･両手

・両手

･両手

１
１
１
１
１

２
３
１
０
０

く
く
く
く
く

･左手

･左（23）

･左（24）

･左（10）

･左（28）

･左（22）



４ 松 宮

３．調査結果の考察

〔１〕利き手の程度

人間の利き手の程度には大きな差があり、手を

使う仕聯はどんなことでも利き手を使いたい人もい

れば、本当の両利きで、：11＃くことも含め何でも両

方の手で同じように上手にできるという人もいた。

なお、手の他にも利きI|や聞き耳、利き足など

もあるが今回は除いた。

左利き、右利き、両利き、一般的に左利きとい

うと、文字を左手で書く人と思いがちである。文

字を書くのは、手を使う作業の中で蚊も複雑で精

密さを要求され、微細運動機能の発達や手の協調

運動が顕著に現れるものだからである。

多くの研究者たちは通常下記の３つ項目に当て

はまる人を左利きに分類している。

①文字を善くのに左手を使う。

②主な作業をするのに、ほとんど左手を使う。

③左手のほうが器用で、使いやすく、有能だと

感じている。

文字を祥くときに使う手を、いつでも使うとは

限らない。左手で文字を群く人が、別の作業の時

には右手のほうが使いやすいということもある。

逆に、右手で文字を書く人が、他の多くの作業を

左手でこなすこともある。これをいわゆる両利き

という。両方の手で同じように上手に文字を神け

るのは、人口のわずか１％であるという８)。

〔２〕利き手の遺伝的な傾向

大抵の人は、何かをするのにどちらかの手の方

が使いやすく感じる(左右優位)。何年にもわたっ

て膨大な考察と研究が行われているにもかかわら

ず、まだ決定的な理由は明らかにされていないが、

左利きは遺伝的なものだと広く考えられている。

確かに左利きは世代から世代へと受け継がれるよ

うである。

最近では､オックスフォード大学のウェルカム・

トラスト・ヒト遺伝学研究センターを''1心とした悶際

的な科学者グループが、脳の対称‘性に影響を与える

遺伝子を特定した。この遺伝子の影響で脳が非対

称になれば、左利きになる可能性が商まるという。

ゆり

図１左利きの学生の中で家族が左利きの人の割合

ところで、遺伝子との関連をみるために、狭い

範囲ではあるが34名の左利きを対象にアンケー

ト調査をした結果（表１－２)、両親が共に左利

きの子どものうち左利きは40％とかなり商い割

合で現れ、右利きの親と左利きの親の子どもで

は左利きは３１％であった（図１）、このことから

も遺伝的な傾向があるように思われた。オックス

フォード大学のクリス・マクナス博士の“Right

Ｈａｎｄ,LeftHand”のI|'で調査分析の結果、右利

きの両親の子どものうち左利きは９％であるの

に対し、左利きの両親の子どものうち左利きは

26％であると述べ、右利きの親と左利きの親の子

どもでは左利きの出現率は19％で、その割合は

1V:親が左利きの場合にやや商かつたという'0)。

また、今'１１１のアンケートでは性差から見たとき、

若干ではあるが男性の方が左利きの方が多かった。

また、両親が左利きの家族でも男の子３人、女の

子２人のうち男の子２人に左利きが現れていた。

これは、多くの研究に共通した結果である'0)。

つぎに、河西の論文（1974）『左利きの原因』

によると、多くの死体について肱嵩周辺の神経を

調べると、９％位の川現頻度で将通の人にはみら

れない、いわゆる異附筋束の存在する例に遭遇す

ることがある。（中略）このような異常筋が存在

すると、その走行から推して、生前はおそらく上

肢の運動障需、ことに上肢の前方挙上や外転の障

審が予想される。（''1略）この異常筋が右側のみ

に出現した場合は、もちろん先天的なものである

から、この異常筋を右側のみに有する子どもは、
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始から左手をおもに使うようになるであろう。(中

略）もし左利きの原因をこのように求めるならば、

左利き腕を右に矯正させようとするのは、甚だ無

理なことであるといわなければならない、と述べ

ている６)。

このことから、左利きは病的なものもあると考

えられる。

なお、ローレン・ミルソムはそれを見抜くポイ

ントとして

①ごく小さなうちから左手ばかりを使いたがる

②片手あるいは片足の成長が遅れている

③右手の技能（スキル）が大きく劣る

以上を目安としている8)。

〔３〕利き手の鍵となる脳

筋肉の動きから目で捉えた画像の解釈、問題の

解決まで、私たちの体で行われることは、すべて

脳が鍵を握っている。左脳と右脳は、まったく別

の特徴を備えている。

脳は、ほぼ分離した二つの半球からできていて、

どちらも膨大な数の神経細胞が接続し合ってネッ

トワークを作っている。右脳と左脳の総合作用は

複雑で、上方は分離しているが、中央で神経線維

の太い束で左右をつないでいる。この束を｢脳梁」

と呼ぶ。左脳と右脳は下の脳幹のところでもつな

がっているが、膨大な量の情報がやり取りされる

場所は脳梁である。

右脳と左脳の役割分担でみると利き手の度合い

の違いは、脳の中の言語野の研究で明らかになっ

ている。ほとんどの人の言語野は左脳にあるのに、

左利きの人の３０％では言語野が右脳と左脳の両

方に広がっている。1861年フランスの神経学者ブ

ローカは、失語症の研究から右脳と左脳の機能が

異なることを発見し、「人は左脳で話す」という

結論に達し、「利き手は脳の優位性に基づく現象

である」とした')。

左利きの子どもは、伝統的な美術工芸の分野だ

けでなく、発想や世界観などの面で、非常にクリ

エイティブに育つ可能性がある。偉大な芸術家で

あり発明家でもあったレオナルド・ダ・ヴィンチ

が左利きであったこと、そして建築家に占める左

利きの割合が人口に占める左利きの割合より高い

ことは、偶然ではない。左利きの人は右脳思考で

ある。心の中にイメージを浮かべ、それを縦横無

尽に操ることに長けている。さらに水平思考がで

きるので、他の人たちが気づかない解決方法を考

え出すことができる、柔軟な思考能力の持ち主だ

といえる８)。

左利きの子どもは、家族に新しい視点をもたら

し、視野を広げてくれるかもしれない。

社会の成功者の中で、左利きの比率が高いとい

うこと、歴史的・世界的に見ても、特に傑出した

才能の持ち主に左利きがいる。

芸術や音楽、情報技術（IT)、建築、スポーツ

などの分野でも高い割合で成功したり、活躍した

り生活や文化に貢献している。

山野慶樹（整形外科学）は、「なぜ右利きが多

いのか、私は解剖学からみて心臓が正中ではなく

左にあるためで、心臓に近い血流の行きやすい左

脳が優位で中枢になり、遅れて発達する想像的思

考や空間的認知、芸術的能力などは右脳というこ

とになるのではないか」と５)、またクリス・マク

マナス（心理学・医学教育学）も著書“非対称の

起源”の中で「心臓が左にあること、心臓がいか

にして脳を動かし、それらがいかにして手を動か

すのか」と、そして宇佐美謙治（高次神経科学）

は「人は、左手に盾を持って体を守り、右手に槍

を持って攻めの姿勢をとる。この攻守一体の姿勢

は心臓を守ることに一番適した構えである。この

構えのままで今でも進軍し、サバンナを走り回っ

ているのだ。心臓は単に左にあるだけのことで、

利き腕とは関係ないのか。利き腕に対する"左脳'，

と“心臓'，の関係を間うている」と記しており４)、

利き手と心臓の位置との因果関係について触れて

いる｡やはり､何かしらの関係があるように思える。

〔４〕鏑正することについて

世界的な歴史の中で、利き手の違いについては

かなり厳しい事情があったようだ。最も極端な例

はアフリカ南部のズールー族で、左手を使えない
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図３矯正した年齢

ようにしたり、アリゾナ州のモハヴェ族は蛎正を

強いたり、最もひどいのはアルバニアで、一時期

左利きは違法行為となったり、単なる迷信や偏見

があったようであるが'0)、アンケート訓在でも

分かるように現代では、蛎正をした経験があるの

は半分以下であるし（図２参照)、その人迷も現

在は殆ど左手を使っている。また、矯正した時期

としては、幼湘刺入園・小学校入学あるいは商校

入学時にみられるが小学校入学時が多いようであ

る（図３参照)。

箱崎総一（粘神医学）は生来の左利きを右利

きに面すということは、もともと右半球のコン

ピュータに組み込まれている運動に関するプログ

ラムを無理やり左半球のコンピュータに移すこと

を意味するのだと言い2)。また、ミネソタ大学の

ブリゲルソンによると、「両親や教師が子どもに

干渉しなければ、左利きは約35％はいるはずであ

り、３％の子どもは両手を同じくらい上手に使う

であろう。また実際の川現率が７～10％という

ゆり

ことは、かなりの人が矯正されているものと考え

られ、嬬正による悪影群は計り知れない｡」と述

べている。左利きの矯正について英国の「左利き

協会」会員であるローレン・ミルソム（夫キース

も左利きで、左利きの息子と右利きの娘がいる）

は絶対に「ノー」と言っている。その理由は、子

どもの利き手を変えても、右脳と左脳の働きは変

わらないため、脳に本来することになっていない

領域の仕:1jfを無理にさせることになるからだとい

う。心理療法士で児童心理学者でもあるヨハナ・

バルバラ・ザトラーは、文字を書くという複雑な

動きには、微細迎動技能や言語技能、創造力を絵

画的に表現する技能、記号で表現する技能、記憶、

学んだことを思い'1｛す技能などさまざまな大脳の

技能が関わってくるため、子どもが文字を書くほ

うの利き手を矯正することは、発達上重大な障害

を引き起こす可能性があると指摘している8)。そ

れは､アンケート調査表－２〈７〉にも現れている。

ところで、アンケートの回答の中で、

「Ⅲ|嵯に左右の判断を要求された場合、混乱す

ることがある」

「フォーク、ナイフなどを両手で'11時に使う際、

どちらも使えるので迷うことがある」

については、空間識失調が、

「小さいころ“ひらがな'’を注意され右手で書

いていた時鏡文字で書いていた」

「小学校低学年のとき“く”をよく反対に:iIドい

ていた」

については、読み替き障祥が、

「幼稚1判時代、剛Hの子どもたちと自分は迷う

という引け目があり、左手で物を沸いているこ

とを先生に隠すようなところがあった」

については、劣等感・不安感が該当するものと考

えられるが、上記の症状は幼少のことであり、ま

たそういうこともあるという程度であるから、決

して病的なものではなく、問題はないものと考え

る。ただし、６歳を過ぎても鏡文字を書いたり、

細かい手作業ができなかったり、文字を書くこと

ができなかったりする場合は、神経系の発達障害、

視覚障審などの可能性があるので、専門家に見て
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図６左利きが毛筆で書く場合に右手あるいは左手
を使う割合

〔５〕日常生活で不便なこと、配慮したいことは

図４でもわかるように1-1常生活で不便を感じて

いる人が79％おり、その内容として（図５参照）

「字を書く時左手が典っ黒になる」ことを挙げ

ている。これは、一稀の理111として字の築順が右

利き用の筆順であることと．11ドいていく方向性によ

るものだと考える。先の表－２〈７〉にもあるよ

うに、「縦書き等ではインクがのびず、きれいに

書くことができる」とある。例えば、ひらがなの

筆順では“ま”と“も”やカタカナの“キ”と“二”

などの筆順である。当然左利き用の筆順があって

いいし、それが自然である。アルファベットも同

じで、“ＥＦＨＴ”では横線の書く向きが違うの

で、例外的に左利き川の縦順や課く時の紙の縦き

方を配慮しても良いのではないだろうか。例えば、

左手で書く場合、川紙を時計回り方向に傾けると、

右手が文字の下になりより審きやすくなる。

つぎに多かったのが「習字」である。図６にも

あるように、左利きの６５％は右手を使用してい

るとあるように、「習字」では左から始まり右で

終わる、いわゆる押さえる字があるので左手では

かなりの器用さが求められるものと考える。

今回の調査（表－２〈７>）で困る（不便）で

一番多かった「食事の時隣の人の肘がぶつかる」

では、大人になり次第、事前に本人が心配りでき

るようになると思われるが、年齢の低い保育園や

幼稚園、小学校の低学年では、

①右利きの子どもを左利きの子どもの左隣に座

らせない

②左利きの児童生徒同士を並ばせる

③長机の場合は、左利きの児童生徒を左端に座

らせる

という、配慮が必要であるように思われる。また

「いろいろな器具が右手川ばかりで、左手の道具

を買うのに苦労する」では、妓近小学校で使用し

ている３０cmの竹物差しには、上下にI|盛が付い

ており、左利きにも対応しやすいようになってい

る。そして、近年インターネットでかなりの物

が、以前ほど高額ではなく災うことができるよう

になってきた。

左利き用のハサミは保脊剛、幼稚園等で教材と

してクラスに１個は準備してほしい物のひとつで

ある。例えば、紙などを円形に切る時、右利きの
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人は円の右側から切り始め、上に向かって反時計

回りに切り進む。ハサミの上になっている刃は右

側にあるので、切りながらでも切り取り線がよく

見えるからである。一方、左利きの人は、その逆

に切り進む。すなわち、左側から切り始め、上に

向かって時計回りに切り進む。しかし、右利き用

のハサミを左手で使うと、上になっている刃が切

り取り線を隠してしまうので、線を見ながら正確

に切り進むことはできない。このことについては、

左利きの人が大人になって専用のハサミ使って始

めて気が付いたという8)。

「鉄道の駅自動改札が必ず右側にあって、操作

ができない」に対しても、これだけバリアフリー

が叫ばれている現代では、大都会で混雑が予想さ

れる場所だけでも左利き用を１ケ所位は設けてい

ただきたい。

幼児の日常では、ズボンや靴、靴下などをはく

時、バランスが取れるのは左脚なので、大抵右脚

を先にあげる。したがって、右脚から先にはかせ

たほうが良い。

スカートやズボンは、ポケットが左右両方につ

いているものを選ぶと良い。ポケットが一つだけ

の場合、大抵右側についている。

片結びや蝶結びをする時、右利きの大人から左

利きの子が教わる時、向かい合わせで教えると分

かりやすく真似しやすい。縫物や棒針編み、かぎ

針編みも同様に向い合せになって習うと分かりや

すいようである。

〔６〕左利きの利点

スポーツには、さまざまな才能が必要である。

ボールをキャッチするのが下手で、走るのが多

少遅くても、スポーツの楽しみや上達を全てあき

らめる必要はなさそうである。

左利きは、右利きと比べて次のようなアドバン

テージがあり、多くのスポーツで有利に働く。

左利きの人は距離の判断が得意なので、スピー

ドや正確さにすぐれている。

右利きの人は左利きの人と対戦するのに慣れて

いないから、左利きの人が相手だと不利である。

ゆり

野球で見ると、左利きの人は、相手が右利きの

場合にはボールを思いがけない方向から打ったり、

返したりする。2009年のセリーグでは投手陣の中

に左利きの人の割合が実に高く読売ジャイアンツ

32人中12名、中日ドラゴン33名中12名、広島東

洋カーブ30名中10名、東京ヤクルトスワローズ

34名中10名､横浜ベイスターズ33名中11名であっ

た（30～40％)7)。また、イチロー選手のように

バッティングの時だけ左という選手もいるが、そ

れは打者であれば、打った勢いのまま、１塁ベー

スに向かって走ることができること、また左利き

の打者は、右利きの投手の投球をよく見ることが

できること、さらに打席がホームプレートの右側

にあるので、右打ちのバッターより１塁ベースま

での距離が近くなることなどのためであろう。な

お、３０～40％を占める左利きの投手陣にも野球

界では有利さがうかがえる7)。

テニス､バトミントンでは､左利きの人はラケッ

トを使うスポーツで、戦略上有利になる。

また、左利きは本能的に速く力強いストローク

が得意で、右利きの相手にとってレシーブしにく

いサービスを打つこともできる。バトミントン

では、通常シャトルの羽は時計回りに埋め込まれ

ているので、やや右回りに回転がかかる。そのた

め、スマッシュをコートの右から打った時と左か

ら打った時では、軌道が異なる。

卓球の場合、右利きの選手は、左利きの相手と

対戦すると大変やりにくいという。左利きの選手

のフォアハンド・ショットには自然にサイドスピ

ンがかかり、打ち返すのが難しいからである。左

利きの長所でもある反応時間の短さと空間認識の

鈍さも卓球では強みになる。

音楽的才能、ハーモニーや音の高低、音の記憶、

音楽を学ぶための運動前野機能、創造性、想像力

など、音楽家に欠かせない要素の多くが右脳の働

きによるので、左利きの人がとても音楽的と思わ

れるのも無理はない。左利きのドラマーの多くは

右利き用の並べ方のままにして、手をクロスさせ

ずに演奏する｡左利きの有名なドラマーにリンゴ・

スターがいる。プロのコンサート・ピアニストで
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あるクリストファー・シードは左利き特有の決意

と粘り強さで、練習を続けロンドンの王立音楽学

院に進み、コンサート・ピアニストとして、そし

て王位音楽院の審査官としてキャリア積み、鍵盤

が逆だったらという心の思いを叶え世界初の左利

き用のピアノを依頼し、本来の力をより発揮して

弾いている8)。

大きな利点として、左利きの人は順応性が高い

ということである。あらゆる生活場面で右利きの

ために作られた道具をより効率よく器用にこなす

力も持っているからである。それは、実態調査図

７．図８でも分かるように、左利きの人たちは右

手も器用に使い分けている。

回答なし

図７左利きの右手使用の有無

図８左利きが右手を使う主な場合

おわりに

左右の違い、左右の違い、脳、心臓などの非対称性、また左

右対称に見える物でも微妙に違っている。顔面の

写真でも鏡を中心に置いて見ると、左側だけのも

と右側だけのものでは、別人のように見えたりす

る。また、同じように見える臓器の中でも、肺や

腎臓にしても造りや位置する場所が微妙に違うこ

とにより身体を機能的に働かせている。

かつては、偏見や迷信などがありつらい歴史も

あったが、左利きの中には、全体の割合が少ない

わりには、世界的に有名な偉人や政治家、スポー

ツ選手、音楽家が実に多いのには驚く。左利きの

人たちは右手社会の中で順応しながら生活してい

るが、不便さを意識するかしないに関わらず強い

られている部分もあり、持っている能力や力を十

分発揮できないでいるとしたら、特に教育の場で

は適切な対応が必要であると考える。
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栄養士養成課程における学生の献立作成について
－家庭の食事づくりを通して－
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栄養士養成課程

献立作成

食事づくり

はじめに

近年、食環境の大きな変化に伴い、家庭の食

生活も多様化し、外食や調理済み食品・加工食

品､持ち帰り用弁当の利用などが多くなっている')。

このような家庭環境の中で、子どもたちが家事を

手伝う機会が減り、調理経験も極めて少なくなっ

てきている。

栄養士養成課程の学生にとって、献立作成は専

門的な技術として身につけるべき能力のひとつで

あるが、学生の食生活の乱れ2)や食事づくり経

験の不足から、献立作成能力の低下が問題視され

ている3.4)。本学においても多くの学生が献立作

成をスムーズに行えない状況であり、今後の献立

作成能力向上のための指導内容を再検討する必要

性を感じている。

そこで、学生が家族のために作成した夕食献立

の実態調査を行った。その献立を利用し、家庭の

食事づくりを経験することで、食事への関わりや

献立作成上の意識の変化に、どのような影響を与

えるかを調査したので報告する。

*東北女子短期大学

調査方法

１．調査対象者および調査時期

調査対象者は本学生活科に在籍する栄養士課程

の２年生94名とした。調査時期は平成22年８月で

ある。その後、９月に自己記入式質問用紙による

アンケートを実施した。

２．調査内容

１）家族のために連続３日間の夕食づくりの実践

を課した。実践した食事の写真を撮影させる

とともに、レポート用紙に献立、分量、作り

方、栄養価、自己・家族の感想を記入させた。

２）家族の夕食づくり実践前後の食事への関わり

方の変化では、①食事づくり②食器の配膳③

食事の後かたづけ④材料の買い物の４項目で、

各々の程度を“ほぼ毎日，，“週１～２回”“月

１～２回”“ほとんどしない”の４段階で記

入させた。また、実践後の献立作成上の意識

変化では、①料理の組み合わせ②料理の色彩

③作業効率④栄養バランス等12項目を調査し

た。
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１

栄雅士韮成課程における学生の献立作成について

２．夕食献立の実態

（１）献立一食当たりの品数

献立一食当たりの1W,数を図１に示した。献立は

献立表と盛り付け時の写爽のlIIi方を照らし合わせ

て、献立名、材料糸を確認した。夕食一食当たり

の平均品数は4.1111.i１，であった。「主食・主菜・副

菜・汁物」を基本とし、それに漬物などの副菜を

加えた５品の献立が41.5％と多く、次いで４品

が28.0％であった。４品以上の献立が71.6％あり、

おおむね、７割が基本の献立形式をふまえていた。

カレーライスや麺類などの一品料理と副菜や汁物、

果物などを組み合わせた３１V,及び２品の献立がそ

れぞれ20.2％、7.8％であった。

学生が好む食事内容は－，Y,料理（カレーライス、

井物、麺類など）が多く５)、ｎ分だけのためなら、

簡蝋で手軽にできる料理を作る傾向が強いが、家

族のために「主食・主菜・副菜・汁物」の揃った

献立作成をしていると推察される。また、調査対

象者の家族数をみると４～５人が64.9％、６～７

人が22.3％と比較的多いことから、複数の人の噌

好に合った食事内容にするために、料理の品数も

多くなったように考えられる。しかし、品数が２

品と少ない学生もおり、適切な指導が必要と思わ

れる。

夕食一食当たりの摂取食品総数の平均が10.6品

目であった（似'２)。妓少の５IIjiI1I=Iから最大の１７

表１調査対 象 者 の 属 性

(63.8）

(36.2）

人数（％）

母親の就業あり

なし

(48.9）

(51.1）

歳
歳

９
０
１
２

年齢 4６

４８

(45.0）

(40.0）

(15.0）

(78.7）

(17.0）

(3.2）

（1.1）

AIMに形態 自宅

察

自炊

下宿

7４

１６

３

フルタイム

パート・アルバイト

自営

（2.1）

(１０．６）

(37.2）

(27.7）

(13.8）

（8.5）

家族柵成 人
人
人
人
人
人

２
３
４
５
６
７

２
０
５
６
３
８

１
３
２
１

、＝9４

(61.7）

(372）

（1.1）

世帯椛成 核家族

三世代

四世代

図 １献 立一 食当たりの品数

2７

Ｃ
Ｃ
０
０
Ｃ
Ｃ
０
０
Ｏ

ｐ
ｑ
●
●
●
■
■
■
国

６
４
２
０
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6０

３４

8２

結果及び考察

１．調査対象者の概要

調査に回答した学生の属性を表１に示した。集

計対･象は年齢19.5±0.5歳の女子学生で自宅生が

78.7％と圧倒的に多く、次に祭17.0％、自炊3.2％、

下宿1.1％であった。家族構成は4.6±2.4人であり、

核家族が61.7％、三世代が37.2％であった。Ｎ:親

の就業率は63.8％であり、そのうちフルタイムの

雁川形態は45.0％であった。

服用形態

0.4
Ｉ圭司
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４
９

２
２

1．８

，
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1品
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図２献立一食当たりの摂取食品総数

4３４－９

一役"
灘,'壬,三稀

6品



鵬 北山育子・下山券香・中島里美・宮地博子

品目まであり、５１W１月以上９品目以下が35.7％、

10品目以上14111,11'1以下が55.2％、１５品'1以上が

9.0％あり、個人差があることが示された。一食

に主食・主菜・副菜・汁物をそろえることで、多

種類の食材が使用され、栄養バランスが良い献立

作成ができるとされている。本調査においては、

個人差はあるものの、１０品目以上が６割を超えて

おり、積極的に多くの食品を使用している様子が

伺えた。

（２）主食として使用されている料理

主食として‘使用されている料理を図３に示した、

白飯が67.4％で一番多かったが、「主食・主菜・

副菜・汁物」の４品以上の献立が多いという結果

井物

２

図３主食として使用されている料理

ｎ＝２８２

図 ４ 主 菜料理の献立様式

と関連性があると考えられる。次に主食兼主菜と

なるカレーライスや井物が13.5％､具入りご飯(炊

き込みご飯、妙飯、混ぜご飯）3.9％と、主食に

米を使用している献立は合わせて84.8％であっ

た。筆者らの青森県の食事における主食の摂取内

容の調査6）においても、夕食には米飯が92.8％

と多く食されており、同様な結果が見られた。麺

類が11.3％であったが、調査時期が夏季というこ

とでスパゲッティのほかに、季節感を取り入れた

冷やし中華、冷やしうどん、そうめんが作られて

いた。

（３）主菜料理の献立様式と料理実態

献立に用いられた主菜料理の献立様式を図４に

示した。様式は和風、洋風、中華風、韓国風、こ

れらのいずれにも属さないと思われるものを混

合に分類した。主食兼主菜となるカレーライスな

どの一品料理もそれぞれの様式に含めて分類した。

和風が48.8％と多く、次に洋風が30.1％、中華風

は14.7％であった。女子大生の好む料理としては

洋風料理が多くあげられているが7)、家族のため

に作る献立については、自分の噌好よりも家族の

好みを優先していると考えられる。

主菜料理の調理法については、図５に示し

た。「焼く」が37.1％と一番多く、次に「煮る」

24.4％、「揚げる」19.2％、「妙める」11.3％の順

であり、この４つの洲理法で主菜の総料理数の

92％を占めていた。「生」「ゆでる」「蒸す」は少

３

一 ｎ ＝ ２ １－－一

図５主菜料理の調理法

３
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表２主菜料理の調理法別出現頻度

（上位４位）

肉じやが

筑前煮・妙り熟

サバのみそ煮

カレイの煮魚

豚肉のトマト煮・鶏肉のトマト煮

ロールキャベツ

煮
る

料理鋼 ㈹
一
ｍ
琢
幽
副
馳
即
一
哩
幽
邸
恥
“
那
一
唖
哩
躯
躯
姻
姻

ハンバーグ

魚の照焼き

魚の塩焼き

ぎょうざ

ピーマンの肉詰め

豚肉の生菱焼き

大豆．
９焼

く

栄韮士養成課羅における学生の献立作成について

図６主菜料理のたんぱく源

n=5２

鶏のから揚げ

ナスのはさみ揚げ

コロッケ

とんかつ・チキンカツ

ピーマンの肉詰めフライ

メンチカツn=4１

揚
げ
る

後片づけにも手間がかかり、家庭において徐々に作

られる回数が少なくなっている調理法である81．鶏

のから揚げについては、学生の噌好性も高く、多

くの学生が作れる料理の一つとしてあげており、

家庭が習得の場になっているために9)献立に加

えられていると推察される。また、コロッケはポ

テトコロッケだけではなく、おから、かぼちゃ、

ビーフ、コーンなど、家族に主菜として喜ばれる

献立を作るための工夫がみられた。ナスのはさみ

揚げは調理技術の必要な料理であるが、１年次の

調理実習で行なっており、その調理経験が献立作

成に影響していると思われる。

主菜料理のたんぱく源の割合を図６に示した。

肉類が54.5％、魚類が27.2％、大豆・大豆製品が

9.4％、卵が2.8％であった。一般には、朝食にお

いて卵や大豆・大豆製品が主菜として使われる傾

向にあるため、夕食では重複しないように肉類や

魚類を主菜のたんぱく源にしているものと考えら

れる。学生の肉類への噌好性が商いことが大きな

理由ではあるが、肉類は様々な調理法に利用され

ているのに比べ、魚類はほとんどが焼き魚、煮魚

であり、料理のレパートリーが狭いことも一閃と

考えられる。しかし、魚類については、３１:I間の

献立のうち、１１－１分に魚料.理を使用している学生

が55人（58.5％）おり、調査時期が夏季という点

からみても、魚類の使用頻度は割合商かつた。学

校における実習では、意識して魚を取り上げてい

なかった。

「焼く」「煮る」「揚げる」の調理法における出

現頻度の高い料理を表２に示した。「焼く」料理

では､ハンバーグが多く、魚の照焼き､魚の塩焼き、

ぎょうざの順であった。ハンバーグは定番のもの

のほかに、豆腐ハンバーグ、和風ハンバーグ、イ

ワシハンバーグなどが作られていた。学生にとっ

て噌好性の高い料理であるとともに、なじみがあ

り、作りやすい料理の一つであるが、家族の好み

に合わせてアレンジしている様子が伺えた。焼き

魚にはサケ、サンマ、タラ、ホッケ、マグロ、サ

バ、ブリ、赤魚、ソイの９種類が使用されていた。

特にサケは年齢を問わずに好まれる魚であり、切

り身を利用して手軽に焼けることからも、焼き魚

の約半分に使用されていた。

「煮る｣料理では､多い順から､肉じゃが､筑前煮・

妙り鶴、サバのみそ煮、カレイの煮魚などが作ら

れていた。季節を問わずに食する料理が多く作ら

れており、定番の料理として親しまれ、調理実習

や給食梼理実習で経験した料理が献立にあげられ

る傾向が見られた。

「揚げる」料理では、鶏のから揚げが多く用い

られており、次にナスのはさみ揚げ、コロッケ、

とんかつ・チキンカツの順であった。揚げものは
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図７たんぱく源別献立様式割合（肉類・魚類） 図８副菜料理の献立様式

るため、２年次の学生は徐々に‘慣れてきており、

その成果が表れた結果と推察される。

主菜料理のたんぱく源別献立様式制合（肉類・

魚類）を図７に示した。肉如の料理においては和

風46.6％、洋風32.8％に対･して、魚料理では和風

75.9％、洋風15.5％だった。この結果より、魚類

を使用した方が和風の献立様式につながることが

わかった。

学生にとって魚料理は肉料理に比べて晴好性が

低く'o)、更には而倒な下ごしらえや、生臭いに

おいからも敬遠される傾向にある。しかし、魚は

栄養士の業務Ｈ的に沿うバランスの良い献立作成

には欠かせない食材である。本調査で|,１１現してい

る魚料理の中には、調理実習や給食梼理実習で取

り入れている料理が多くみられた。日常生活にお

いて、食習慣、調理習慣の多い料理は献立作成に

生かしやすい。魚についても調理実習や給食管理

実習に積極的に取り入れることにより、学生の献

立作成に反映されやすくなることが示唆された。

副菜料理の献立様式を図８に示した。和風が

61.6％と蚊も高く、洋風18.4％、混合14.2％、巾

華風4.3％の順であった。副菜と主菜の和風様式

の割合を比較すると、副菜の方が13％ほど商かつ

た。家庭での食事が洋風化し、様式の組み合わせ

の多様化もすすんでいるが'2)、本調査において

は、一つの献立のＩｌ１で様式をそろえている傾向が

強かった。

副菜料理の調理法を図９に示した。「和える」

20.0％、「サラダ」１９．３％、「波け物」15.5％、「妙

める」14.0％の順であった。主菜の調理法の主な

ものが「焼く」「煮る」「揚げる」に対して、副菜

では「和える」「サラダ」が多かった。

「和える」「サラダ」の副菜の洲理法における出

5-0
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’
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（４）副菜料理の献立様式と料理実態

副菜の総出現数は414皿であり、副菜をつけ

た献立は、総献立数282献立のうちの272献立で

96.5％を占めていた。副菜は野菜や海藻類、芋類

を使用しており、バランスの良い献立作成には必

要な一品であるが、本調査においてはほとんどの

献立につけられていた。
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く出現していた。

「漬け物」は15.5％という割合高い値だった

（図９)。１年次における最初の頃の献立作成に

は、漬け物がほとんど出現しないが、今回の調査

においては出現数が多かった。ここ津軽において

は、漬け物は昔から家庭の食卓に頻繁に上る一品

であるが、最近の傾向として発酵食品特有のにお

いや食感を好まない学生が増えている'１)。自分

の噌好よりも、家族の好みを優先しているという

興味深い結果がみられた。

「妙める」は14.0％であるが、上位からなすと

ピーマンのみそ妙め、きんぴらごぼう、野菜妙め

の順であった（表３)。津軽地域独特の郷土料理

である｢ささげのでんぶ｣(さやいんげんの妙め煮）

や「なすの赤しそ巻き」などもみられた。

「煮る」は10.1％であるが、その中で和風料理

がほとんどを占め、ひじきの煮物、かぼちゃの煮

物､切り干し大根の妙り煮が多く作られていた(表

３)。ひじきや切り干し大根は乾物の代表的な常

備食品であり、また栄養的にみても鉄分を補うた

めには欠かせない食材であるため、日頃から学生

の献立作成にはよく使われている。

「生」の調理法については夏の暑い時期、熱源

を必要としないで、手軽にすぐに食べられるさっ

ぱりした冷やしトマトや豆腐（冷や奴）が副菜と

して利用されていた。夏場は野菜がふんだんにと

れる土地柄であり、自家栽培やいただいた野菜を

利用して、献立作成をしている様子が伺えた。

全体的にみると、主菜と副菜の調理法の重なり

はほとんどなく、バランスよく献立作成がなされ

ていた。学外実習を終え、講義での献立作成につ

いての勉強もほぼ終了したこともあり、知識・技

術の成長が感じられた。

表３副菜料理の調理法別出現頻度

（上位４位）

サ
ラ
ダ

料理名 卿
一
皿
幽
姻
那
那
坐
郷
配
邸
躯
犯
一
狸
知
的
、
｜
郷
幽
卵
、

きゅうりとわかめの酢の物

もやしの梅肉あえ

白和え

きのこと大根のおろし和え

きゅうりの酢の物

もずく酢

和
え
物

栄養士養成課程における学生の献立作成について

グリーンサラダ・野菜サラダ

ポテトサラダ

大根サラダ

マカロニサラダ

ミモザサラダ鋤
一
妙
め
る
極
一
煮
る

なすとピーマンのみそ妙め

きんぴらごぼう

野菜妙め

山菜の妙め物

ひじきの煮物・ひじきの妙め煮

かぼちゃの煮物・かぼちゃの甘煮

切り干し大根の妙り煮

かぼちゃのそぼろあんかけｎ=4２

現頻度の高い料理を表３に示した。「和える」料

理では、５０種類の料理が出現していた。「きゅう

りとわかめの酢のもの｣､「もやしの梅肉和え」「白

和え」があげられ、そのほかもオクラやみょうが

など季節の野菜を使ったものが多くみられた。ま

た、ネーミングも様々で旬の食材であるきゅうり

一つを取ってみても、「きゅうりとわかめの酢の

物｣、「イカときゅうりの酢味噌和え｣、「きゅうり

ともずくの酢の物｣､｢きゅうりのごま和え｣､｢きゅ

うりのナムル｣､｢たたききゅうりのめんつゆ和え」

など食材の組み合わせや味つけにも工夫がみられ

た。学生への献立作成の指導では、献立名から料

理内容がわかることが栄養士業務の上で大切であ

るとしているため、献立名から食材と味付けがわ

かるものが多くみられた。

「サラダ」ではグリーンサラダ・野菜サラダ、

ボテトサラダ､大根サラダが多くみられた（表３)。

その他にもマカロニサラダ、ミモザサラダなど合

わせて40種類程のサラダが出現していた。学生

のサラダの噌好性が高いこともあり、献立作成の

際には、出現頻度が非常に高い料理である。野菜

の盛り合わせにドレッシングをかけたり、身近に

ある食材を使って手軽に作れるという点からも多

３．夕食づくり実践後の家庭における食事への関

わり方の変化

家庭における食事への関わりの変化を図１０に

示した。夕食づくりの課題実践後に増加したの

は、「食事づくり」を“ほぼ毎日”が11.7％か

ら16.0％に、“週１～２回”は25.5％から30.9％
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であった。減少は“月１～２回”が41.5％から

33.0％に、“ほとんどしない”があまり変化がみ

られなかった。夕食づくり実践後の「食亦づく

り」への関わり方が蛸加する割合と減少する制合

に有意差が見られた（Ｐ＜0.005)。夕食づくり実

践が、家庭での食事づくりを積極的に行なう再学

習のきっかけとなり、今後料理技術の上達につな

がるものと思われる。

「食器の配膳」「食索の後かたづけ」においては、

“ほぼ毎日''の割合が増加し、“ほとんどしない'’

の割合が減少している（図10)。しかし、夕食づ

くり実践前の「食器の配膳」「食事の後かたづけ」

については“ほぼ毎日''が52.1％、55.3％と半数

を超えていたことからも、夕食づくり実践後の増

加の割合に有意差は認められなかった。「材料の

買い物」についてはあまり変化がみられなかった。

家庭における食事への関わり方には、学校の講

義終了時間や、各家庭での生活スタイル等の影響

もあると思われる。夕食づくり実践後意識の変化

があったとしても、行動としての変化に結びつき

にくいため、家庭での再学習の機会を与える実践

的な教育を増やしていくことの重要性を強く感じ

た。

食１F実施前
づくり実施後

食器の実施前
記鵬実施後

食耶の実施前
後かたづけ

実施後

蕊I蝿蕊斑《泌燕¥１２鯛

４．夕食づくり実践後の献立作成上の意識変化

献立作成に対する懲識変化（複数回答）につい

ては表４に示した。家族の食事づくり実践後は以

前と比べて「料理の組合せについて考えるように

なった」59.6％､｢作業効率を考えるようになった」

55.3％、「色彩を考えるようになった」51.1％、「栄

養バランスを考えるようになった」50.0％が５割

を超えていた。

学生が献立作成をするにあたっては、料理の組

み合わせについて悩むことが多く、献立指導上む

ずかしい項１１の一つである。机上の献立作成では

なく、実際の調理体験を伴うことで、料理の組み

合わせへの意識が商まるという結果となった。ま

た、夕食づくりに要した時間が１時間半から２時

間の学生が54.2％を占め、調理時間が長かったこ

となどから、作業効率を考えるようになったので

はないかと思われる。

「スーパーに並んでいる食材に興味を持つよう

になった」「食材亜雌を意識するようになった」

はそれぞれ40.4％、33.0％であった。献立作成能

力を商めるためには、料理とともにその食品の重

必について知ることが大切な点となる。一人分重

の把握には、きゅうり１本、なす１個など、まず

食材･について興味を持ち、その重避を意識するこ

撫嬢２１;錨擬
Ｉ

＊＊

＊淵

材料の実施袖
Ⅲい物実施後
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料理の組合せについて考えるようになった

作業効率を考えるようになった

色彩を考えるようになった

栄養バランスを考えるようになった

家族への感謝の気持ちを持った

食べてくれる人の噌好を考えるようになった

スーパーに並んでいる食材に興味を持つようになった

季節感や旬を気をつけるようになった

食材重皿を意識するようになった

味見をするようになった

自信がついた

対象者の噌好や健康を意識した献立を立てるようになった

その他

3３

表４献立作成上の意職変化

６
２
８
７
３
１
８
５
１
７
４
９
３

５
５
４
４
４
４
３
３
３
２
２
１

人数 （％ ）項 目

ｎ＝9４（複数回答）

栄養士養成課程における学生の献立作成について

(59.6）

(55.3）

(51.1）

(50.0）

(45.7）

(43.6）

(40.4）

(37.2）

(33.0）

(28.7）

(25.5）

(20.2）

（3.2）

１．夕食一食当たりの平均品数は4.1品であり、

５品の献立が41.5％、４品が28.0％であった。

「主食・主菜・副菜・汁物」を基本とし、それ

に副菜を加えたバランスよい献立が多かった。

主食については、米料理、特に白飯が67.4％で

多く、次に主食兼主菜となるカレーライスや井

物が13.5％、麺類が11.3％の順であった。

２．主菜料理については、献立様式は和風48.8％、

洋風30.1％、中華風14.7％であった。調理法は

「焼く」「煮る」「揚げる」「妙める」の順であり、

たんぱく源は肉類が54.5％、魚類が27.2％、大

豆・大豆製品、卵の順であった。出現頻度の高

い主菜料理はハンバーグ、魚の照焼き、魚の塩

焼きなどであった。

3．副菜料理については､ほとんどの献立(96.5％）

に出現していた。献立様式は和風61.6％、洋風

18.4％、混合14.2％、中華風4.3％であった。調

理法は「和える」「サラダ」「演け物」「妙める」

の順であり、出現頻度の高い副菜料理は、きゅ

うりとわかめの酢の物、なすとピーマンの妙め

物、野菜サラダ、ひじきの煮物であった。

4．家庭においての食事への関わり方の変化では、

夕食づくりの課題実践後に増加したのは、家庭

事への関わり方や献立作成上の意識の変化につい

て調ぺ、今後の献立指導について検討し、次のよ

うな結果を得た。

とが必要であるが、学校だけでの学習ではなかな

か食品の重量を把握する力はつきにくい'2)。し

かし、夕食づくりを通して食品の重量を意識し、

食材そのものに興味を持つようになった学生も３

～４割みられ、実践教育の成果が認められた。

「家族への感謝の気持ちを持つようになった」

45.7％、「食べてくれる人の噌好を考えるように

なった」43.6％の回答も多かった。学生の自由記

述による感想からも、“母の大変さを知る事が出

来た，,“家族の好みがいろいろあるので合わせて

作りたい，，など夕食づくりを通して、献立作成や

調理技術の向上だけでなく、食べる人への思いや

りの気持ちが生まれていた。これは、前述のよう

に献立作成時に家族のために「主食･主菜･副菜・

汁物」がそろったバランスのよい献立を作成した

学生が、高い値を示していることからも明らかで

ある。

「自信がついた」と回答した学生は25.5％と低

かった。３日間の夕食づくりだけでは、自信とい

う意識の変化まで繋がりにくいという結果になっ

た。食事づくりのみならず、調理材料の買い物に

行くなど、様々な調理体験を積み重ねていくこと

を促す必要性を感じた。

要約

学生が家族の夕食づくりのために作成した献立

の実態調査をした。更に、夕食づくり実践後の食
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での食事づくりを「ほぼ毎日」するであった。

夕食づくり実践が、家庭での食事づくりを積極

的に行なう再学習のきっかけとなっていた。

５．献立作成上の意識変化については、以前と比

べて「料理の組合せについて考えるようになっ

た」「作業効率を考えるようになった」「色彩を

考えるようになった」「栄養バランスを考える

ようになった」という学生が半数を超えていた。

家族の夕食づくりをすることで献立作成時の意

識が高まる結果となった。

献立作成指導においては実践的な教育が、学生

の献立作成能力を意識的に高めていくことがわ

かった。今後は、様々な調理体験の積み重ねを促

す取り組みの必要性を強く感じた。本報では、夕

食を対象とした調査であったが、朝食、昼食を含

めた一日分の食事づくりについての調査もすすめ

ていきたいと考えている。
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紅花に関する一考察

町田秀子＊
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1．目的

Keywolds：紅花
染若性

抽出条件

植物染色の方法は、植物の違いによっていろい

ろあるが、植物の中の色素を抽出してから染色す

るのが一般的である。しかし、色素だけでは親和

性が乏しく、直接染色に結びつかないため、媒染

を用いたり、藍染めのように、酸化と還元を利用

して染色する方法などがある。その中で、紅花に

は、サフラワーイエローとカーザミンという二つ

の色素が含まれているため、媒染や藍染めの方法

を適応することができない。

紅花染めには、含まれている二つの色素のうち、

カーザミンだけを用いるのが一般的であり、サフ

ラワーイエローを除去してから、カーザミンで染

色するという方法が用いられている。サフラワー

イエローをいかにきれいに抽出するかは、その後

の染色に大きく影響してくるため、紅花染めでは、

サフラワーイエローの抽出はとても重要視されて

いる。

そこで、本実験では、サフラワーイエローの抽

出条件が、その後のカーザミンでの染色に及ぼす

色相の影響を検討した。サフラワーイエローを除

去した花冠から、１％炭酸カリウムでカーザミン

をアルカリ抽出し、抽出液を酸で中和した。中和

に用いた酢酸､クエン酸､塩酸､硫酸の違いによっ

て、染色布にどのような染色性の違いがあるの

かを検討した。また、染浴のｐＨの違いによって、

＊東北女子短期大学

Safflower

OfDyeing

Ext”ctionCondition

染色性に与える影響も検討した。さらに、通常の

染料と同じように、染色条件の違いによって染着

量や、色相の変化があるのかを併せて検討した。

２．実験

２－１サフラワーイエローの抽出について

２－１－１供試試料

紅花：山形産の紅花を乾燥させて使用した。

２－１－２実験方法

(1)サフラワーイエローの抽出方法

２５℃で75時間、５０℃で２５分、煮沸で７分の条

件で抽出の予備実験を行い、その中で実際の実験

に用いたのは、室温（約25℃）の暗所に75時間

の条件で、乾燥した花冠209に蒸留水１２を加え、

サフラワーイエローを抽出した。

(2)色彩学的分析方法

Ｙ、入ｄ、Ｐｅを、下記の方法によって算出し

た。まず､三刺激値を測定しＸＹＺを求めた。次に、

色度図から、色相の目安として主波長（入ｄ）を

彩度の目安として刺激純度（Pe）を算出した。

２－１－３結果

表１に、抽出したカーザミン溶液で染色した染

色布の色学的係数を示した。２５℃７５時間という

比較的低温で長時間抽出した場合と、５０℃で２５

分という比較的高温で抽出した場合と、煮沸で７

分という沸騰状態で短時間抽出した場合の３つの

条件でサフラワーイエローが完全に抽出できるこ

とが確認できた。Ｙは、値が大きいものほど明る

い色相を示し、入ｄは、７００に近いほど赤いとい



Ｙで比較すると、煮沸で７分間抽出したものが

最も明るいということを示している。また、入ｄ

とＰｅで比較してみると、２５℃で75時間抽出した

ものが最も赤く、鮮やかな染色布が得られたこと

がわかる。これらのことから、比較的低温で長時

間という２５℃で75時間で抽出すると､高度な赤い、

色鮮やかな染色布が得られることがわかった。ま

た、３つの抽出条件による色相の変化を詳しく検

討するために、図１にａ＊とｂ＊の直交座標で示

した。縦軸に黄色の色相を表すｂ＊、横軸に赤の

色相を表すａ＊を示した。２５℃75時間で抽出した

ものが、最もａ＊が大きく、本来の紅花の赤色に

近い染色布が得られることがわかった。また、抽

出温度が高くなるにつれ、黄色みを帯びた染色布

が得られることがわかった。

以上の結果から、低温で長時間抽出したものの

方が、その後のカーザミンで染色に効果であるこ

とがわかった。

町田 秀子

うことを示している。Ｐｅは､値が大きいものほど、

鮮やかな色相を示している。

２－２カーザミンの抽出・中和について

２－２－１供試賦料

(1)染色布

衣生活研究会の染色用試験布の絹布を５×

５cmに切って使用した。

(2)試薬

①酢酸

特級、和光純薬株式会社の市販品を使用し

た。

②クエン酸

一級、和光純薬株式会社の市販品の粉末を

定法に従って50％クエン酸を作成し、使

用した。

③塩酸

一級、和光純薬株式会社の市販品を使用し

た。

④硫酸

一級、和光純薬株式会社の市販品を使用し

た。

⑤アルカリ

－級、和光純薬株式会社の市販品の粉末を

定法に従って１％炭酸カリウムを作成し、

使用した。

２－２－２実験方法

実験２－１でサフラワーイエローを完全に除去

した紅花の花冠を24時間真空乾燥し、その花冠

309に１％炭酸カリウムを100ml加え、３０℃の

ウオーターバスで15分間加熱し、カーザミンを

3回アルカリ抽出した。この合わせた抽出液をス

トックソリューションとして、本実験に用いた。

ストックソリューションから、５０ｍlメスフラ

スコに、１５ｍl採取した後、１％炭酸カリウムを

加え、５０mlの溶液にし、同じ濃度の染料を作成

した。その後、各種酸を加えｐＨ4～７まで調整

した。

２－２－３結果

図２に各種酸の滴定曲線を示し、縦軸にｍｌ，

横軸にＰＨを示した。この図からわかるように、

クエン酸はもっとも滴定量が多く、硫酸は比較的

少量の滴定量でＰＨを合わせることができた。ク

図１抽出条件の違いによる色相の比較

表１サフラワーイエローの抽出条件とカーザミンによる染色効果
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紅花に関する一考察

２－３－２実験方法

(1)酸の違いによる染色

各種酸のｐＨ４の染料液で、染色時間30分、染

色温度30℃、浴比1:100で染色を行った。ムラ染

めを防ぐために染色前、染色布を蒸留水に30分

間浸けた。染色後すぐに染色布を取り出し、さっ

と蒸留水で洗った。（２）以下の染色前と染色後は

同じ作業を行った。

(2)ｐＨの違いによる染色

酢酸、クエン酸を加え、ｐＨ4～７の染料液を

作成し、染色時間30分、染色温度30℃、浴比1:100

の溶液で染色を行った。

(3)染色条件の違いによる染色

酢酸、クエン酸を加え、それぞれｐＨ４の染料

液を作成し、染色時間20～40分、染色温度20～

60℃、浴比1:100の溶液で染色を行った。

(4)色彩学的分析方法

まず、三刺激値ＸＹＺを測定した。それらの値

から、1976年国際照明委員会（C､I表色）により、

次の式からげざげを算出した。

Ｌ＊＝116(Ｙ／Ｙｏ)へ(1/3)-16

ａ＊＝{(Y/Yo)へ(1/3)-(Z/Zo)へ(1/3)｝

ｂ＊＝200{(Y/Yo)へ(1/3)-(Z/Zo)へ(1/3)｝

次に、色度図から色相の目安として主波長（凡

ｄ）を、彩度の目安として刺激純度（Pe）を算

出した。また、染着量の目安としてｋ／ｓ値をク

ベルクムンクの法則より算出した。

ｋ／ｓ値＝（1-R)へ2/2Ｒ

２－３－３結果

(1)酸の違いによる染着量と色相の変化

始めに図３に各種酸の染着量を比較するために、

ｋ／ｓ曲線を示した。縦軸にｋ／ｓ値、横軸に波

長（nｍ）を示した。この図から、最も染着量の

多い酢酸と、最も染着量が少ない塩酸を比較する

と、その差は約1.2倍である。つまり、酸の違い

による染着量の大きな変化は見られないというこ

とがわかった。さらに、表２に染色布の色彩学的

係数の変化を示した。この表から、硫酸と塩酸よ

りも酢酸とクエン酸の主波長、明度、刺激純度の

値が大きく、高度で本来の紅色に近い、赤く鮮や

エン酸と硫酸を比較してみると、その差が倍以上

の滴定量だった。硫酸は少量でｐＨの値が変化す

ることがわかった。

4９

閉
４５６７

図２各種酸の滴定曲線

２－３カーザミンによる絹布の染色

この実験では、酸の違い、ｐＨの違い、染色条

件の違いによって、染着量や色相にどのように変

化するかを検討した。

２－３－１供試試料

(1)染色布

衣生活研究会の染色用試験布の絹布を５×

５cmに切って使用した。

Ｌ＊：７８．５～７９．３

ａ＊：０．２～０．５

ｂ＊：１．３～１．９

(2)染料液

①酸の違いによる染色

カーザミン溶液に酢酸、クエン酸、塩酸、

硫酸を加え、それぞれｐＨ４の染料液を作

成し、使用した。

②ｐＨの違いによる染色

カーザミン溶液に酢酸、クエン酸を加え、

ｐＨ4～７の染料液を作成し、使用した。

③染色条件の違いによる染色

カーザミン溶液に酢酸、クエン酸を加え、

それぞれｐＨ４の染料液を作成し､使用した。
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かな染色布が得られたことがわかる。

図４各種酸の色相の比較
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表２各種酸の色彩学的係数の変化
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波長(nｍ）

図３各種酸のk/ｓ曲線

また、ａ＊ｂ＊も酢酸、クエン酸の方が大き

な値を示している。色,|:||をI洋細に検討するため

に、図４にａ＊ｂ＊の色度指数を１１[交座標に表し

た。酢酸とクエン酸はａ＊の値が大きく、浪色で

赤い染色布が得られた。また、硫酸と脱酸は、酢

酸、クエン酸に比べてピンク色の傾向を示してい

る。さらに、それぞれの係数の関連性を示すため

に、似１５に主波優と刺激純度について検討した。

左の縦ililllに主波長を棒グラフで、右の縦iliIIIに刺激

純度を折れ線グラフ、検iliIllに各称酸を示した。主

波長の値が大きいほど、刺激純度も大きなｲIlfを示

す傾向が見られた。とくに酢酸の主波長が大きく、

クエン酸の主波長も大きな値を示している。また、

刺激純度も酢酸、クエン酸が大きな値を示してい

るため、赤く色鮮やかな染色布が得られることが

分かった。

以上のことから、各種酸の染鋳』1tの大きな違い

は見られなかったが、硫酸と塩酸に比べると、酢

酸とクエン酸が、主波長、ａ＊、明度、刺激純度

が大きな値を示しているため、赤く色鮮やかで本

来の紅色に近い染色布が得られることが分かった。

酢酸とクエン酸を中和剤に用いたほうが、より

赤く鮮やかな染色布が得られることがわかったの

で、この２つの酸を用いて、染浴のｐＨを変化さ

せて、染着並と色相の変化を検討･した。

始めに、染着量に及ぼす染浴の影響について検

討するために図６－１、図６－２にｐＨの違いに

よるｋ／ｓ曲線を示した。縦軸にｋ／ｓ値を、横

軸に波長を示した。酢酸で比較すると、ｐＨ４が

最も染蒲鐘が多く、ｐＨが大きくなるにつれて染

着馳が減少する傾向を示している。ｐＨ４とｐＨ７

を比較すると、染着量に約２倍の差が見られた。

また、クエン酸よりも酢酸の染着曇がやや大きい

ことがわかった。
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(2)ｐＨの違いによる染着量と色相の変化

酢酸とクエン酸を中和剤に用いたほうが、

61010
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図５各種酸による主波長と刺激純度の比較
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かつた。また、クエン酸の場合も、酢酸と同じよ

うな傾向を示した。

以上のことから、ｐＨの違いによる染色では、

染浴のｐＨが小さいものほど、染着蝕は増加し、

より赤く鮮やかな染色布が得られることがわかっ

た。また、クエン酸よりも酢酸のｐＨ４の方が、

染着量が多く、赤く鮮やかな染色布が得られると

いうことがわかった。
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表３－２ｐＨの違いによる色彩学的係数の変化(クエン酸）
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次に、各種ＰＨにおいて色彩学的検討を行った。

表３－１と表３－２に染色布の色彩学的係数の

変化を示した。この表からＰＨが大きくなるにつ

れ、主波長、明度、刺激純度、Ｌ＊ａ＊ｂ*の値が

減少していくのがわかった。ＰＨが大きくなるほ

ど、色相は黄色みをおび、あまり色鮮やかではな

い染色布が得られるということがわかった。

さらに、色相を詳細に検討するために、染色布

の主波及と、刺激純度の比較を図７－１と図７－

２に示した。左縦iliIIIに主波長を棒グラフで右縦軸

に刺激純度を折れ線グラフに、横軸に各種ＰＨを

示した。酢酸の場合、ＰＨが小さいものほど、主

波長が大きな値を示している。刺激純度もＰＨが

小さいほど、大きなｲ''fを示し、ＰＨが小さいもの

ほど赤く色彩やかな染色布が得られることがわ
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(3)染色条件の違いによる染着量と色相の変化

図８－１から図８－６まで染色条件の違いで染

着量がどのように変化したかをｋ／ｓ曲線に示し

た。この図から、時間をかけるほど、染着型は

増加するということが明らかになった。また、図

９に染着量に及ぼす時間の影響を示した。縦軸に

ｋ／ｓ値、横軸に染色時間を示した。図の中には、
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5３紅花に関する一考察

向を示している。これは、本来熱に弱いカーザミ

ンが、４０℃を超えると分解するために起こる現象

だと考えられる。

次に、染色布の色相の変化につれて検討した。

図１１は、主波長に及ぼす染色温度の影響を検討

したものである。縦軸に主波長、横軸に染色温

度を示した。酢酸、クエン酸ともに、主波長は

30℃まで増加し、３０℃を超えると、主波長が減少

していることがわかる。一般的に、主波長が大き

いほど赤い色相を表し、小さいほど黄色い色相を

示している。従って、３０℃の状態が最も赤い染色

布が得られることがわかった。これは、３０℃を超

えるとカーザミンが分解するためだと思われるが、

先ほどの染着量の結果と若干異なる結果を示して

いる。従って、これらの結果からカーザミンの分

解は、３０℃ないし４０℃で起こっていることがわ

かった。これらの結果は、サフラワーイエローの

抽出条件と同じ傾向を示しており、紅花による染

色では、比較的低温で、長時間染色するのが有効

的であることを裏付ける結果となった。

酢酸とクエン酸の結果を併せて示している。酢酸、

クエン酸ともに、染色時間が長くなるにつれ、染

着堂が増加することがわかった。酢酸とクエン酸

は、同じような挙動を示すことがわかった。一般

的に、草木染めでは、染着量を増加させるために

何度も染液を取り替えていたが、これらの結果か

ら、時間というパロメーターを変えることによっ

て、染着量が増加することが明らかになった。つ

まり、従来の方法を用いなくても、長時間染色す

ることによって、染着量が増加するということが

わかった。
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図１０染蔚量に及ぼす染色温度の影響

次に、染色温度の影響について検討した。始め

に、図１０に染着型に及ぼす影響を示した。縦軸

にｋ／ｓ値、横軸に染色温度を示した。図の中に

は、酢酸とクエン酸の結果を併せて示した。酢酸、

クエン酸ともに、温度が上がるにつれて染着量が

増加するが、４０℃を境にして染着量は減少する傾
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結論

本実験より得られた結果をまとめると、サフラ

ワーイエローの抽出条件は、高温で短時間の抽出

を行うよりも、体温で短時間の抽出を行った方が、

その後のカーザミンでの染色に有効であることが

分かった。使用する酸の影響については、染着量

の違いはあまり見られなかったが、一価の酢酸と

三価のクエン酸が、色相を示すａ*、刺激純度、
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主波長が大きな値を示し、本来の紅色に近い、赤

く色鮮やかな染色布が得られることがわかった。

中和した際の染浴のｐＨの違いについては、ＰＨ

が小さくなるほど主波長、刺激純度が大きくなり、

赤く色鮮やかな染色布が得られることがわかっ

た。染色条件の違いについては、染色時間の経過

に伴って、染着量が増加する傾向を示すことがわ

かった。また、染色温度の影響では、染色温度

の上昇に伴って40℃までは染着量が増加するが、

40℃を境に染着量が減少することが分かった。色

相については、３０℃を境に黄色みを帯び、主波長

の値が小さくなっていることがわかり、これらは

カーザミンが熱によって分解したためだと考えら

れる。従って、カーザミンの分解は30℃ないし

40℃で起こることがわかった。以上の結果を用い

て、紅花染めは、酢酸、クエン酸を用いて、比較

的低温で染色することが、本来の紅色に近い赤く、

色鮮やかな染色布が得られるということがわかっ

た。
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教員養成６年制構想について
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１はじめに

教員養成６年制構想がなぜ生まれたのであろう

か。

2007年に当時の政権与党であった自民党が「教

育改革関連３法案」を提出したが、野党だった民

主党は、その対案として「学校教育力の向上３法

案」を提出した。

民主党は、その中の「教育職員免許制度改革法

案」で、「教員の資質向上のために、大学での養

成課程に主眼を置き、まず教員の一般免許につい

て修士学位（６年制）を前提とし、かつ１年間の

教育実習を終えた者に免許授与する」としていた。

先の総選挙における民主党のマニフェストでは、

「教員の資質向上のため、教員免許制度を抜本的

に見直す。教員の養成課程は６年制（修士）と

し､養成と研修の充実を図る｡」と明記されており、

政権交代を果たした今、ますます現実味を帯びて

きたものである。

２背景のフィンランドの教員養成

民主党の政策提言に影響を与えたとされている

のがフィンランドの教員養成制度の事例である。

フィンランドの教員養成は、実は６年制ではなく、

５年制であるが、学士課程３年十修士課程２年と

いう学位制度のもと、教員の資格要因として、修

＊東北女子短期大学

TeacherTminingSysteminFinLand

GraduateSchoolfbrTeachingProfession

KyodoShuppanSeminar

SchoolBoard

TeacherTrainingCouIse

士号の取得を求めているのである。（注①）

フィンランドの教員養成に注目が集まるのはな

ぜか。背景には、ＯＥＣＤが実施している生徒の

学習到達度調査（PISA）で、フィンランドが好

成績を収めていることがある。

その「成功の秘密」については、制度から教育

内容、教育文化的な面まで様々な指摘がなされて

いるが、その中でも、最も説得力のある指摘の一

つが、優れた教員の存在である。フィンランドの

政府高官が、「フィンランドの教育の成功のカギ

は、一に教師、二に教師、三に教師である」と自

負するほどである。

その教員の優秀性を支える基盤とされているの

が、修士レベルの教員養成である。フィンランド

と他の北欧諸国とは教育制度において共通点が多

いが、教員養成制度において修士号を要件として

課す一点に違いがあり、その点がＰISAの結果で

フィンランドと他の北欧諸国との違いが生ずる説

明として説得力を持つことになる。

修士号取得を課した教員養成制度について、

フィンランドの教員の間からは、「教員の社会的

地位を上げたこと以外に何の意味も持たない」と

するシニカルな声も聞かれるが、それが事実で

あったとしても、「教員の社会的地位を上げた」

ことによって、優秀な人材を教職へ導く推進力に

なっているとするならば、一定の成果があったと

見るべきであろう。初等教育教員養成課程が数多
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くの志願者を集めているという現状、ＰISAの成

功の背景的要因として教員の優秀性が認められて

いるという現状は、そういった見方をサポートし

たものであろう。

もちろん、こうした取組が実現した背景には、

フィンランドならではの要因もある。それは、例

えば、大学の基本学位が修士であること（他の大

卒相当の職業と比較しても、養成期間が長い訳で

はない）もあり､また､学費が無償であること（養

成期間が長くなっても、学生に財政的負担は生じ

ない）や、取得した学位や資格を社会が認め、待

遇等において反映させる文化がある、といったこ

とである。

つまり、フィンランドの教員養成制度は、資格

を引き上げることによって教員の資質向上と地位

向上を図るという目的を果たすべく、自国の社会

的・文化的文脈に配慮しながら構築されたモデル

なのである。

３文部科学大臣の語る６年制

2009年11月12日、文部科学大臣室で福岡教育大

学学長大後忠志教授が川端達夫文部科学大臣にイ

ンタビューした記事がある。（注②）

その中で、「教員免許更新制の見直しや教員養

成の６年制を検討されているとのことですが、具

体的にお聞かせください」という大後教授の質問

に対して、川端大臣は次のように答えている。

「教員免許更新制については、取りかかったば

かりですし、教職課程を６年にするということも

来年から、ということではありません。ただ、先

ほども言いましたように子どもにどう接して教え

ていくかという大変難しい問題に対して、４年の

教職課程で２，３週間の教育実習をして教壇に立

つのは、これも大変なことです。先生として求め

られる資質、技量、知識、そして学問はどんどん

変化していきますから、もっと勉強してもらいた

い、今の４年では不十分だという認識は当然あり

ます。

制度としては、４年からストレートで６年がい

いのか、オン・ザ・ジョブで現場に行って１年間

の実習をするのか、何年かしてから大学院に行く

のか、そして、その際に給与はどうするのか、学

費はどうするのかといった問題が現実にあります。

教員免許更新制についても、教員の質を上げる

ためにどんなやり方があるのか、『欧米のように

もう少し長い年月がいるのではないか』といった

ことを軸にしながら、全体の総ざらいをしたいと

考えています。今はそのための検討調査をしてい

るところです。

一つの案として『教員養成６年制』はあります

が、教員への入り口のところで質を上げる制度に

するのが目的ですから、そのことも視野に入れな

がら検討しています」

４教職大学院との関連

前述の川端大臣の発言にはかなり柔軟性のある

制度設計が感じられるが、実施のカギをにぎって

いるのが「大学院」であろう。

大学院には、研究者養成に比重を置いた既設の

大学院制度による大学院と、2006年７月11日の中

央教育審議会の答申「今後の教員養成・免許制度

の在り方について」を受けて高度専門職業人の養

成に特化して創設された専門職大学院とがある。

いわゆる教職大学院である。

中央教育審議会の答申は、「Ⅱ教員養成・免

許制度の改革の具体的方策」の「２.『教職大学院』

制度の創設一教職課程改善のモデルとしての教員

養成教育一」の中で、教職大学院制度の創設の基

本的な考え方を次のように述べている。

近年の社会の大きな変動の中、様々な専門

的職種や領域において、大学院段階で養成さ

れるより高度な専門的職業能力を備えた人材

が求められている。教員養成の分野について

も、研究者養成と高度専門職業人養成の機能

が不分明だった大学院の諸機能を整理し、専

門職大学院制度を活用した教員養成教育の改

善・充実を図るため、教員養成に特化した

専門職大学院としての枠組み、すなわち「教

職大学院」制度を創設することが必要である。
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このような改善・充実を図り、力量ある教員

の養成のためのモデルを制度的に提示するこ

とにより、学部段階をはじめとする教員養成

に対してより成果的な教員養成のための取組

を促すことが期待される。教職大学院は、当

面、ｉ）学部段階での資質能力を修得した者

の中から、さらにより実践的な指導力・展開

力を備え、新しい学校づくりの有力な一員と

なり得る新人教員の養成ｉｉ）現職教員を対

象に、地域や学校における指導的役割を果た

し得る教員等として不可欠な確かな指導理論

と優れた実践力・応用力を備えたスクール

リーダーの養成の２つの目的・機能とする。

これ以外の幅広く教員の資質能力の向上に関

連する目的・機能については、各個別大学の

主体的な検討により、一般の専門職大学院と

して設置することも含め、先導的・意欲的な

取組の推進が期待される。

つまり、教職大学院は、①実践的な指導力を備

えた新人教員の養成、②現職教員を対象にスクー

ルリーダー（中核的・指導的な役割を担う教員）

の養成の２つの目的・機能を持つ大学院として

創設されるものである。

教職大学院の目的・機能の①は、まさに政権与

党の主張する教員養成６年制の基本理念に近似し

ており、期待される点もあるものの、なにせ絶対

的に数が少ない現状である。朝日新聞によれば、

2009年４月時点で、現職の教員を対象にした教職

大学院が全国の教育大などに24校あるだけであ

り、全教員志望者を対象に６年制を導入するには

難がある。

したがって、既設の大学院の活用も望まれると

ころであり、現在、東京学芸大学が６年一貫の新

教員養成コースの試行を始めたり、三重大学が独

自の方式による教員養成大学院構想を打ち出すな

ど、いくつかの大学では６年制に向けての検討が

進められている。

５協同出版セミナーの開催

2010年２月23日、東京大手町の経団連会館にお

いて、全国の教育関係者を集めて、協同出版株式

会社主催の「どうなる教員養成６年制一教員の資

質向上の決め手になるのか一」と題したセミナー

が開催された。

約650人の参加者のもと、熊本大学大学教育機

能開発総合研究センター渡過あや准教授の事

例報告の後、次のコーディネーターと５名のパネ

リストによるシンポジウムが行われた。

コーディネーター尾木直樹教育評論家

パネリスト

葉養正明国立教育政策研究所教育政策・

評価研究部長

大原正行東京都教育委員会教育長

村松泰子東京学芸大学理事・副学長

長野正玉川大学教職大学院科長

丹保健一三重大学教育学部教授

発言順に各パネリストの意見を集約すると以下

のような概要である。

長野正氏

○６年制・免許更新制には反対。

○学部・大学院の教職課程内容の充実を図り、

現行制度の活用を考える。

○現職教員の専修免許化を推進する。

村松泰子氏

○６年制には基本的に賛成。４年十２年の形

で考える。

○教員志望のすべての学生を大学院で直ち受

け入れるのは無理である。

大原正行氏

○全国教育委員長・教育長連合会は６年制に

反対。

○教師には、授業力・指導力・交渉力・組織

力を求めたい。

○採用の確約のないままにコストを家庭でか

けられるかと考えると教員希望者は減少す

る。

○教育実習を受け入れるリスクがある。免許
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のない学生に教えられる子ども達のフォ

ローの負担を考えると、学校現場に余力は

ない。

○研修のノウハウを６年制でカバーできるか。

丹保健一氏

○採用試験合格者に仮免許を与えて大学院に

受け入れる。

○大学院の入学金、授業料は免除する。

葉養正明氏

○文科省は16名の検討チームで秋口までに

は固めたい。

○教職科目が増えていて教科専門科目を圧迫

している。

○実践的指導力不足の教員が増えていて、産

業界からの評価は厳しい。

○個人的には拙速は元も子もなくなってしま

うと思う。

○短大をどうするかはまったく議論になって

いない。

○短大十現職教育も考えられるが現政権が認

知するかどうか。

○多様なプログラムがあるはずだがモニター

がない。

この後、尾木コーディネーターの「学歴信仰が

あればまずい。教員の資質向上のポイントは何か。

６年制は資質向上の決め手になるか」という発言

を受けて、各パネリストの意見の概要は次のとお

りであった。

○教職大学院は、専任教職員11人配置の問題

で作れない。（葉養氏）

○教員はキャリアを経ながらのレベルアップ

が必要で、養成の段階で資質の向上を図る

のは難しい。（同上）

○挨拶するなどの基本ができていない、自信

がない学生が増えてきている。（丹保氏）

○６年制は難しい。資質向上は現行制度を積

極的に活用すべきである。（大原氏）

○国立教育学部１万人のうち３４人しか採用

されない現実がある。（同上）

○資質向上は養成の部分だけでできるもので

はない。（村松氏）

○４＋２の積み上げ方式や現職十２の方式な

どで日本全体のレベルを上げていくべきだ。

（同上）

○専修免許との差別化の問題がある。（長野

氏）

○資質・能力の中身を考えないといけない。

我々が保証すべき中身を議論すべきだ｡(同

上）

○学級経営が大事なのに初任者は学級経営が

できない。（同上）

○一足飛びの６年制の論議は問題外である。

（同上）

シンポジウムは時間の制約の中で、会場の参加

者の声も発せられないまま終了した。この後、文

部科学省高等教育局の徳永保局長が、「改めて教

職大学院制度創設の趣旨を考える」と題した講演

を40分ほどしたが、６年制について触れること

はなかった。

６教員採用の立場の賛否

教員養成６年制化について、毎日新聞が全国の

都道府県と政令市の計65教育委員会の採用担当者

に聞き取りをした。６年制に①賛成②どちら

かと言えば賛成③どちらかと言えば反対④反

対の４つの選択肢を示して尋ねた結果がある。

その結果は、「賛成」は１つもなく、秋田県や

静岡県などの５教委が「反対｣、宮城県や大分県

など24教委が「どちらかと言えば反対｣、岩手県

や京都府などの６教委が「どちらかと言えば賛

成｣、残る３０教委は「具体的な制度設計が不明」

として回答しなかった。

アンケートでは最多の27教委が、６年制化で

経済負担が増えれば「教員志望者が減少する」と

いう不安を反対理由に挙げている。次いで、多様

な人材確保が難しくなる（20教委)、４年間でも

質の高い教員確保は可能（18教委)、受け皿とな

る大学院が不十分（17教委）の順であった。

一方、賛意６教委のうち４教委が、「質の高い
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教員を養成するには４年間では不十分」を理由に

挙げている。

７教員養成大学の見解

2010年３月26日の「東奥日報」朝刊に、日本教

育大学協会の鷲山恭彦会長（東京学芸大学長）の

見解が掲載された。鷲山会長は、「協会では６年

制というより、学部4年間で一区切りとし、必要

に応じて大学院で学び、全体が修士レベルになる

のがベストという議論になっている。受け入れは

教育学部の大学院や教職大学院が望ましいが、理

学部や文学部の修士課程でも、そこで教職の科目

を多く履修すればいいと考えている」と述べてい

る。

また､中央教育審議会の答申を受けて始まる｢教

育実践演習」は、教員として必要な能力や専門性

の達成度を４年次に確認するもので、「それが動

き出す時になって６年制案が浮上し、教育関係者

は『さて…』という感じだ」と鷲山会長は話す。

鷲山会長は、学校の抱える問題の多様化と複雑

化や、教職科目の強化でカリキュラムは過密にな

り、教科科目を学ぶ時間が不足したり、国際理解

教育など新しい課題も生まれてきて、学部教育だ

けでは対応しきれない現状から、いずれ小中高校

の先生全員を修士課程終了にした方がいい、とい

う考え方である。

「教育現場には多様な学歴や経歴の人がいた方

がよいと思う。開放性は大切である。現職のキャ

リアアップは常に必要」と言い、次のようなプラ

ンを示している。

「教員志望の学生に、すぐには大学院教育を強

制せず、現役の教員をまず修士にする。例えば短

大卒の教員も、１０年くらいでさまざまな研修を受

け単位を積み上げた後、１年間くらい大学院で授

業を受けて修士になる。現職がみんな修士ならば、

学部の学生も大学院へ行った方がいいと思うだろ

う。

学費に関しては、教員養成は国の将来にかかわ

ることであり、大学院生には支援が必要であり、

国で負担できればいいが、免除や奨学金などいろ

いろ考えることが必要である｡」

８おわりに

教員免許を巡る政策転換に教育現場が揺れてい

る。昨年度から導入された'0年ごとの教員免許

更新制はすぐにも廃止される見込みである。２００８

年に創設された教職大学院は、現在全国に24校

しかない。

優秀な人材と多様な人材の確保、養成の在り方、

学生の経済的負担、実習先の確保、大学院の教員

スタッフの確保と経済的負担、教員採用の確実性

等々の様々な課題が横たわっており、様々な知恵

を駆使して一つ一つクリアしていくのにはかなり

の時間が必要である。

鈴木寛文部科学副大臣は「拙速にはしない」と

して導入時期は明言していないが、政権政党のマ

ニフェストであることが進展をややこしくしそう

な要素もある。

また、教員養成６年制櫛想には、現行の２種免

許取得可能の短大の意義の視点がまったく感じら

れないことについて、大きな違和感がある。

いずれにしても、教育は百年の大計であり、人

づくりの基本であり、国づくりの礎であることに

は異論はないものと思うし、教員の高度な専門性

の中心をなすものは人間性、人格といった心の部

分であることにも異論はないものと思う。
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多枝選択式テストの結果から診断的情報を抽出する試み

佐々木典彰＊

AnExtractionofDiagnosticlnfOrmationfromMultiple-ChoiceTestＤａｔａ

NoriakiSASAKI＊

Keywords：学習診断leamingdiagnosis

多枝選択式テストmultiple-choicetest

アトリビュートヒエラルキー法attributehiemrchymethod

多値データpolytomousdata

標準偏差standaIddeviation

１．はじめに

学校教育における評価の目的は、評価の時期と

絡めて、①診断的評価、②形成的評価、③総括的

評価の３つに分類される（橋本,2003)。①診断

的評価とは、学年初め、学期初めなど、指導を始

める前に実施される評価で、効果的な指導計画を

立てるための情報を得る目的の評価である。また、

②形成的評価とは、指導の途中に実施される評価

で、指導の改善に役立つ情報を得るための評価で

ある。そして、③総括的評価とは、指導の終了時

に実施される評価で、指導の効果を検証するため

の情報を入手する目的の評価である。

学校教育場面に限らず一般に評価やテストと言

えば、③総括的評価を指すことが多いと思われる。

しかし、指導の立場に立ち、学生等の習得状況に

合致した最適な指導内容・方法を検討する際に

は、③総括的評価よりも、①診断的評価および②

形成的評価を行うことが重要であるのは明らかで

ある。本稿では、これら診断的・形成的評価に着

目し、指導者が学生等の習得状況を詳細に把握し、

次に彼らにどのような指導をすればより望ましい

かを検討するための評価をとりあげる。

表１学力評価の方法（西岡（2003）を－部改変）

～
鉦記による評価

選択式

･多枝選択式問題

･正誤問題

･順序問題

｡組み合わせ問題

･穴埋め問題

＊東北女子短期大学

自由記述式

･短答問題

パフォーマンスに基づく評価

パフォーマンス課題による評価

完成作品の評価

･小論文

･研究論文

･物語、脚本、詩

･絵、図表

･芸術作品

実演の評価

(実技試験）

･朗読

･口頭発表

･ディベート

･演技

･ダンス、動作

観察や対話による

評価

プロセスに焦点を

当てる評価

･活動の観察

･発問

･討論

･検討会

･面接
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評価の目的が多様であるように、評価の方法

もまた多様である。西岡（2003）は学力評価の方

法を表１（筆者が一部改変）の通り整理している。

表１より、評価方法は大きく２つに分かれ、筆記

による評価とパフオーマンスに基づく評価がある

ことがみてとれる。

このうち、筆記による評価に含まれる選択式テ

ストは一般によく用いられている。その理由とし

て次の２点をあげることができよう。１点目は、

選択式テストの採点結果には高い客観性が担保さ

れることである。誰がいつどこで採点しても、採

点者の不注意等による誤採点がない限り、結果は

同一である。２点目は、採点作業に要する労力や

時間が比較的少なくて済むことである。採点者に

求められることは、正答の選択枝が選択されてい

るか否かの単純な判断であり、現在では人間に代

わってコンピュータもその判断を行うことができ

る。このように、テストを実施する側にとって、

客観的なテスト結果を入手しやすい選択式テスト

は、今後も多くの評価場面で用いられるであろう。

以上をふまえ本稿では、選択式テストを用いた

診断的・形成的評価をとりあげたい。特に、上述

した選択式テストの長所が失われないように、テ

スト結果（テストデータ）をもとにして、診断的

情報を抽出することに焦点を当てる。

２．目的

テストデータから診断的情報を抽出する方法

としては、Leighton,Gierl,＆Hunkａ（2004）が示

したアトリビュートヒエラルキー法（Attribute

HieramhyMethod；以下ＡＨＭと略す）がある。こ

のＡＨＭで扱われるテストデータは、正答・誤答

の２値データ（１‐０）である。しかし私たちが

用いる実際のテストのなかには、正答・誤答の２

値データ以外に、部分点や評定値（例えば5段階

評定や優良可評定）など、３種類以上のカテゴリ

によるデータ（以下、多値データと呼ぶ）を取り

扱う場合もある。このような多値データにＡＨＭ

をそのまま適用することはできない。この問題に

対して、Briggs＆Alonzo（2009）は多値データへ

のＡＨＭの適用方法を提案している。この方法の

特徴は、詳細は後述するが、多枝選択式テストを

用いて、分析者が各選択枝に習得レベルを設定す

る点にある。ところがBriggs＆Alonzo（2009）は、

習得レベルの設定例は示しているものの、実デー

タへの適用例は示していない。すなわち、具体的

にどのような分析結果が出力されるのか、それを

指導に活かせるのか、実際に利用する際に問題点

や課題はないのかといった、実用性・有用性に関

する議論が未発達である。

そこで本稿では、Briggs＆Alonzo（2009）の方

法（以下、Briggsらの方法と略す）の実データへ

の適用を試みる。なお、実データの収集にあたっ

ては、心理学を学ぶ上で必要とされる統計学の知

識である標準偏差を例とし、その多枝選択式テス

トを作成・実施することとした。

３．方法

本稿におけるBriggsらの方法の適用手順を

図１に示す。以下では手順ごとに説明していく。

アトリビュートの設定

↓
認知モデルの設定

↓
習得レベルの設定

↓
テストの作成・実施

↓
モデル上の解答パターンの作成

↓

モデル上の解答パターンと

アトリビュートパターンの結合

↓
適合度の評価

図１本稿におけるBriggsらの方法の適用手順
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３．１．アトリビュートの設定

アトリビュートとは問題に正答するために必要

とされる認知的要素である。例えば、平均値を求

める問題に正答するためには、①足し算の理解、

②割り算の理解をはじめ、③問題文の理解、④用

語「平均値」の理解も必要である。この例では４

つのアトリビュートをあげたが、どのような観点

でどのくらいの数のアトリビュートを設定するか

は分析者に委ねられている。

本稿では、標準偏差を求める際に必要とされる

アトリビュートとして５つ作成した（表２)。内訳

は、値の和を求める（Ａ１)、和を値の個数で割る

(Ａ２)、値と平均値の差の２乗和を求める（Ａ３)、

２乗和を値の個数で割る（Ａ４)、分散の正の平方根

を求める（Ａ５）である。これらのアトリビュート

は、正答するために必要な認知的要素というより

も､正答に至るまでの計算過程に対応すると言える。

３．２．認知モデルの設定

次に、アトリビュート間の関係を決める。それ

を図式化したものを認知モデル（以下、モデルと

略す）と呼ぶ。このモデルの形状には図２のよう

に直線型、発散型、収束型などがある。

図２のなかの矢印は、矢印の先端のアトリ

ビュートを習得するには、矢印の元のアトリ

ビュートの習得が前提として必要であることを

表す。例えば、Ａ１からＡ２に向かう矢印は、Ａ

２（和を値の個数で割る）を習得する前に、Ａ１

（値の和を求める）の習得が必要とされることを

意味する。なお、モデルは、テストデータから何

らかのアルゴリズムに基づいて自動的に出力され

るものではなく、分析者自らの経験、知見、仮説

により決められる。したがって複数の候補があり

うる。そのなかからどのモデルを最終的に採用す

るかは、モデルとデータの適合度、モデルの解釈

容易性、指導への還元性など、さまざまな観点か

ら検討・決定される。

本稿では、作成した５つのアトリビュートが、

標準偏差を求めるときの計算過程に対応すること

から、直線型モデルを採用することとした。

表２本稿で設定した標準偏差のアトリビュート

値の和を求める

和を値の個数で割る（平均値を求める）

値と平均値の差の２乗和を求める

２乗和を値の個数で割る（分散を求める）

分散の正の平方根を求める

１
２
３
４
５

Ａ
Ａ
Ａ
Ａ
Ａ

３．３．習得レベルの設定

モデルをもとに標準偏差に関する習得レベル

（以下、レベルと略す）を設定する（表３)。表

↓

↓

8０

直線型

↓

甲

発散型収束型

図２浬知モデル（アトリビュート間の階層関係）の例

Ａ２

Ａ３

Ａ４

Ａ５



３．５．モデル上の解答パターンの杵成

モデル（図２）をもとに考えられる全ての解

答パターン（モデル上の解答パターン；expected

rcsponsepattem）を作成する。言い換えると、解

答者のレベルが一貫している解答パターンを作成

する。例えばレベル５の解答者（正答者）は、全

問題を通してレベル５の選択枝を選択することが

期待される。すなわちレベル５の解答者は、全問

題を通してレベル５の選択枝である選択枝１を選

択することが期待され、その解答パターンがレベ

ル５のモデル上の解答パターンとなる（表５)。

モデル上の解答パターンは基本的に上述の考え

方に基づいて作成される。これに加え、本稿では

同一問題に同じレベルの選択枝が複数ある場合や、

解答者のレベルと合致するレベルの選択枝がない

場合も想定して選択枝を作成するために、次の２

8１

める)の場合で言うと、レベル１(値の和を求める）

の解答者は1５（１＋２＋３＋４＋５）までは計

算でき、その１５を標準偏差の解答として扱うだ

ろうと仮定し、１５をレベル１の解答者が選択す

る選択枝の内容とした。当然、この仮定には議論

の余地が残り、複数の専門家と検討されなければ

ならない。他の選択枝も同様の方法により作成さ

れた。

このテストを、2010年６～７月、心理学関連の

科目を受講している短期大学１．２年生に実施

し、計129名分の解答データが得られた。なお実

施方法については､１コマ（90分）の講義時間内に、

筆者が標準偏差の求め方について数式を用いて説

明し、その後すぐにテストを行った。

３の「０」は未習得、「１」は習得済みであるこ

とを表す。そうすると、レベル１は、Ａ１のみが

習得済みでＡ２～Ａ５は未習得、レベル５は、Ａ

１～Ａ５の全てのアトリビュートが習得済みであ

ることを表す。なお、本稿で用いる直線型のモデ

ル（図２）では、解答者がアトリビュートを１つ

習得するごとに、解答者のレベルが１つ上がるこ

とになる。

表３アトリビュートに基づく習得レベルの設定

３．４．テストの作成・実施

設定したレベルをもとに標準偏差のテスト問題

と選択枝を作成する。本稿では、問題数を５問

とし、全問題とも選択枝数を５、問題内容を５

つの自然数の標準偏差を求めるものとした（表

４)。また、選択枝の内容はさまざまなレベルに

対応づけた。例えば、レベル１に対応づけた選択

枝は、アトリビュートＡ１（値の和を求める）の

みを習得している解答者が選択する選択枝とみな

した。すなわち、解答者は、５つの自然数の和を

求め、その結果を標準偏差の解答として扱うだろ

うという仮定をおき、そのまま選択枝の内容とし

た。問題１（１，２，３，４，５の標準偏差を求

Ａ１Ａ２ Ａ ３ Ａ ４ Ａ ５

表４標準偏差のテスト問題（５枝選択式）

０
１
１
１
１

１
１
１
１
１

０
０
１
１

０
０
０
１
１

０
０
０
０
１

レベル１

レベル２

レベル３

レベル４

レベル５

多枝選択式テストの結果から診断的情報を抽出する試み

１

１
３
４
６
７

①
①
①
①
①

l、２，

１，３，

１，４，

１，５，

１，６、

０
０
０
５
０

１
４
９
２
５
２
２

③
③
③
③
③

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

３，４，５の標準偏差

５，７，９の標準偏差

７，１０，１３の標準偏差

９，１３，１７の標準偏差

１１，１６，２１の標準偏差

５
１
５
５
５

１
３
４
５

⑤
⑤
⑤
⑤
⑤

２
８
０
２
０

５
３
５

４

②
②
②
②
②

３
５
７
９
５７２

④
④
④
④
④



５ノ
０
１
０
０

１
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つの仮定もおくこととした。

仮定１）同一問題に解答者のレベルと同じレベ

ルの選択枝が複数ある場合、解答者はいずれ

かの選択枝を等しい確率で選択（当て推量）

すると仮定し、モデル上の解答パターンには

１を選択枝の数で割った値を用いることとす

る。例えば、解答者のレベルが３で、問題に

レベル３の選択枝が２つある場合、解答者は

どちらかの選択枝を１／２の確率で選択する。

仮定２）解答者のレベルと合致するレベルの

選択枝がない場合、解答者は、解答者のレベ

ルより大きいレベルの選択枝を等しい確率で

選択（当て推量）すると仮定し、モデル上の

解答パターンの値には１を選択枝の数で割っ

た値を用いることとする。例えば、解答者の

レベルが３で、問題にレベル３の選択枝がな

く、レベル３より大きい選択枝が３つある場

合、解答者はいずれかの選択枝を１／３の確

率で選択する。

これらの仮定は、Briggs＆Alonzo（2009）が用い

た仮定を筆者が一部改変したものである。以上の

前提をもとに、モデル上の解答パターンを作成し

た。その一部を表５に示す。

３．６．モデル上の解答パターンとアトリビュー

トパターンの結合

ニューラルネットワークを用い、入力層にモデ

ル上の解答パターン、出力層にアトリビュートパ

ターンを配置し学習させる（両パターンを結合さ

せる)。この作業は、実際の解答パターンを入力

層に入力し、解答者のアトリビュート習得確率を

算出するために行う。

実際の作業には統計ソフトＲ（ver2.11）を用

いた。設定の詳細については、乱数の初期値を

100、中間層のユニット数を10、重み係数の初期

値を０．５とした。入力パターンと出力パターンの

学習後、両パターンが正しく結合されていること

を確かめた上で実際の解答パターンを入力層に入

力し、解答者ごとに各アトリビュートの習得確率

を算出した。

３．７．適合度の評価

これまで述べてきた通り、ＡＨＭでは解答者の

さまざまな解答パターンの背後に潜在するモデル

（図２）を分析者が仮定し、そのモデルに沿って

解答者の学習上の弱点などを把握し、指導内容・

方法を展開する。それゆえ、仮定したモデルが実

際の解答者の解答パターンにどのくらい適合して

いるかの評価は重要である。

２値データにおける適合度の指標としてはＨＣＩ

（HierarchyConsistencylndex）があり（１）式で

示される。〃αの値が大きいほど適合度は高く、

"αが0.7以上であれば、適合度は十分満足でき

ると判断される（Gierl,Wang,＆Zhou,2008)。

表５問題(2)におけるモデル上の解答パターンの設定

５ノ
０
０
０
１

１

選択枝１２ ３４ ５

レベル１

レベル２

レベル３

レベル４

レベル５

レベル５４３２４

狸廻塵",x,(１－xg）

５
２

ノ
０
０
ノ
０

１

１

佐々木

５ノ
－
０
０
０

１５

２

ノ
０
０
ノ
０

１

１

HC4＝1－

もちろん、実際の解答者の解答パターンはさま

ざまであり、モデル上の解答パターン以外の解答

パターンも生じうる。この想定外の解答パターン

は、ＡＨＭでは偶然に正答・誤答したものとして

扱われる。

Ⅳ
(１）

〃αは解答者ｊごとに算出され、Ｓノとは問題

ノが正答（Xノー１）の場合に、モデルに基づけば

正答しているはずの問題番号の集合を表す。すな

わち〃αとは、ある問題が正答であったときに、

他の本来正答しているはずの問題にも実際に正答

しているかを１問ずつチェックして、最終的にモ



未習得部分習得習得
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デルと解答パターンの適合の程度が０～１の間の

値で表されたものである。なおﾉvはチェック数

の合計を表す。

（１）式は２値データを前提としているため、

多値データには対応しない。また、多値データ

用の適合度指標は現在のところ示されていない

（Briggs＆Alonzo,2009)。そこでここでは、〃Cノ

の考え方を応用して独自に適合度を評価すること

とした。

（１）式の集合ｓﾉを、問題ノで選択された選択

枝のレベルと同一レベルの選択枝の集合とする。

そして、問題ノで選択された選択枝のレベルと

（ｘノー１）、他の問題で選択された選択枝のレベ

ルとが一致すれば､ｘｇ＝１と計算することとする。

例えば、問題１でレベル２の選択枝が選択されて

いた場合、他の問題（問題２～４）でもレベル２

の選択枝が選択されているかをチェックしていく。

結果として、レベルが問題を通して一貫している

場合は１に近く、一貫していない場合は０に近い

値となる。

表６に示す。

表６より、Ａ２（和を値の個数で割る）からＡ

３（値と平均値の差の２乗和を求める）にかけて、

未習得の人数が増加し、反対に習得の人数の減少

していることがよみとれる。同様に、Ａ３からＡ

４（２乗和を値の個数で割る）にかけても、未習

得の人数が増加し、習得の人数の減少している傾

向がみられる。部分習得の人数はいずれのアトリ

ビュートにおいても非常に少なかった。

５．考察

Briggsらの方法により、解答者の習得状況を、

「未習得」「部分習得」「習得」の３つのカテゴ

リを用いて確率的に表現・把握することができた。

その結果、Ａ３（値と平均値の差の２乗和を求め

る）およびＡ４（２乗和を値の個数で割る）を習

得する段階でつまずく解答者が多かった。これを

受け、Ａ３とＡ４の内容を指導する際には、まず

十分に時間を確保し、Ａ３を指導する段階と、Ａ

４を指導する段階とに分け、Ａ３の内容を解答者

が習得したことを確認した上でＡ４の内容に移る

ことが重要であると思われる。このことは、多く

の授業を担当している指導者にとっては、指導経

験を通してすでにもっている知見かもしれない。

もしそうだとしても、多枝選択式テストの結果か

ら、同様の情報を客観的に入手できる点は興味深

い。

次に、分析結果とBriggsらの方法の特徴をふ

まえ、今後の課題を２点述べたい。

４．結果

適合度は0.82となり、十分に満足できる値で

あった。次に、解答者の習得状況を簡便に把握

するため、解答者のアトリビュート習得確率を３

段階のカテゴリに分類することとした。アトリ

ビュート習得確率が0.35未満の場合は「未習得｣、

0.35以上0.70未満の場合は｢部分習得｣､そして0.70

以上の場合は「習得」とした。分類結果の一覧を

表６標準偏差のアトリビュートの習得状況（人）

０
８
２
８
０

２
３
４

多枝選択式テストの結果から診断的情報を抽出する試み

Ａ１：値の和を求める

Ａ２：和の値の個数で割る（平均値を求める）

Ａ３：値と平均値の差の２乗和を求める

Ａ４：２乗和を値の個数で割る（分散を求める）

Ａ５：分散の正の平方根を求める

129

120

107

９０

８８

０
１
０
１
１

未習得：習得確率0.35未満

部分習得：習得確率0.35以上0.70未満

習得：習得確率0.70以上
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５．１．アトリビュート作成法の構築

従来の多くの多枝選択式テストでは、問題に正

答した数に基づいて評価が行われるが（例えば、

10間中６問正答)、Briggsらの方法では、問題に

正答するために必要な、問題とは別次元のアトリ

ビュートと呼ばれる認知的要素を分析者が作成し、

それに基づいて評価が行われる。すなわち、アト

リビュートは分析の要であり、分析者がどのよう

なアトリビュートが作成するかによって、分析結

果は全く異なってくる。となると、分析者がどの

ようなアトリビュートを作成すればよいのか戸惑

いや不安を抱くのは容易に想像される。

本稿では標準偏差を求める際のアトリビュー

トとして、計算過程に対応するものを５つ設定

し、分析を行った。その結果、アトリビュートを

単位とした解答者の習得状況を把握することがで

きた。したがって、本稿で用いた標準偏差の計算

過程に対応するアトリビュートは、Briggsらの方

法を適用する際に、利用可能であることが示唆さ

れた。しかし、例えば標準偏差以外の指導内容で、

計算過程に対応するアトリビュートが利用可能で

あるかは明らかでない。このように、現在のとこ

ろ、アトリビュートの個別的な事例はいくつかの

先行研究でみられるが、どのようにアトリビュー

トを作成すれば望ましいかを示した研究や、アト

リビュートの体系的な一覧表を示した研究はみあ

たらない。また、本稿で設定したアトリビュート

が、はたして実際の指導場面において有用である

かについても、あらためて検証されなければなら

ない。

以上のことから、Briggsらの方法の実用性・有

用性を向上させるためには、アトリビュートの観

点、数、粒度（１つのアトリビュートで扱われる

学習内容の範囲）などについて、分析者が気軽に

参考にできるアトリビュート作成マニュアルのよ

うな資料の作成が求められると言える。その作成

のためには、認知心理学や教科教育学など関連分

野の専門家との連桃や、学校現場における実践的

研究を行い、領域・単元別に具体的事例を種み重

ねていくことが必要とされる。

典彰

５．２．「部分習得」カテゴリ設筒弦の構築

従来の多くの多枝選択式テストでは、各問題は

正答または誤答の２択により評価が行われるが、

AHMでは、部分習得といった正答と誤答の間に

中間的な習得段階も設定して評価が行われる。し

たがって、例えば通常の５問の多枝選択式テスト

で１問正答するごとに１点加えることにすると、

評価結果は０点から５点までの６段階となる。こ

れに対してＡＨＭでは、部分習得を部分点と同じ

扱い（具体的な得点､あるいはＡサンカク､Ｂダッ

シュ、Ｃプラスなど従来から日常的に用いられて

いる表現）にし、５つの各問題に部分習得のカテ

ゴリを１つずつ設定すれば、計11段階の評価が可

能となる。このように、同一の多枝選択式テスト

の結果でも、Briggsらの方法を適用することによ

り、より細分化されたカテゴリにより解答者の習

得状況を把握することができる。さらにBriggsら

の方法は、既存の多枝選択式テストに対しても、

そのテストの内容や形式を修正することなく、適

用することができる。すなわち、分析者がアトリ

ビュートとモデルを決定し、そのテストの各選択

枝にレベルを付与さえすれば、理論的には適用可

能となる。既存のテストをそのまま利用し、より

詳細に習得状況を把握できる点は、幅広い実用性

を期待させる。

一方、解答者が部分習得の状況であるか未習得

の状況であるかによって、解答者に対するその後

の指導内容・方法が異なることは十分に想定され

る。したがって、部分習得のカテゴリは、まさに

診断的・形成的評価の目的に沿った、価値の高い

機能と言える。また、部分習得の解答者をさらに

細かい群（例えば、部分習得の低群・高群）に分

け、それぞれの群に異なる指導を展開することも

考えられよう。

本稿の分析の結果、部分習得に属する人数は、

他のカテゴリに属する人数に比べて非常に少な

かった。すなわち、解答者をより細かいカテゴリ

に分類できるというBriggsらの方法の利点は十

分に発揮されなかった。このことから、適用時の

条件によっては、解答者が部分習得のカテゴリに
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分類されない場合もあることが示唆された。部分

習得に属する人数を増やすための方策は今後の研

究課題としたい。

以上のように､部分習得のカテゴリは､実用性・

有用性の観点から工夫の余地の大きい重要な機能

と言える。今後は、部分習得のカテゴリに解答者

が十分に分類されるための技術的な研究、および

それぞれの領域の指導者にとって、部分習得をど

う具体的に導入すれば指導に役立つかを検討する

ための実践的研究が求められる。
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解答データの収集にご協力いただいた短期大学
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フレーベル教育学における少年期の学校教育
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媒介学校論

学校教育

１．はじめに

現在の小学校低学年の子どもたちの間で起こっ

ている多数の問題の中で「小一プロブレム」が大

きな問題としてあげられる。この「小一プロブレ

ム」とよばれている子どもたちとは例えば、授業

中自分の席に座って先生の話を聞いたり集会で話

を聞くことが難しい、教室から抜け出す、授業中

奇声を発する、騒ぎ出す、体育・音楽などの移動

教室やグラウンドでの授業の時には、自分の興味

のあるほうに集中してしまい、なかなかみんなと

同じ行動（集団行動）がとれない、思い通りにな

らないとすぐにカツとなって友達に手をあげてし

まうなどという子どもたちである。このような子

どもたちがスムーズに集団生活に慣じめるように

することが今学校教育に求められている事柄の一

つである。

実際に入学したての子どもたちを受け持ち過ごし

てみると、幼稚園から小学校に入学し、子どもたち

が小学校の生活に完全に慣れるまでは、約半年ほど

かかるといっても良い。ちょうど生活リズムも整い、

学校生活が楽しいと感じられてきた頃に、夏休みと

なる。それまで、遊びからの学びを中心とし、自由

さもありながら（集団での行動も身につけていく

が)、わりとゆったりとした時間の区切りの中で過

ごしてきた日々から一変、今度はしっかりと区切ら

＊東北女子短期大学

FrObel

Vermittelungsschule

Schooleducation

れ指定された時間軸のもとで一定の時間集中し、規

律を守り、友達関係も作っていくという学校生活へ

の移行はすぐには適応することが難しいことは想像

できる。子どもたちを見ていると、初めの頃は給食

後昼寝をする習慣が取れず、５時間目には居眠りを

してしまう子どもも少なくない。また、生活リズム

の違いからストレスを感じ体調を崩してしまう子ど

ももいる。このような点からも、幼稚園・保育所か

ら小学校への移行のときに子どもたちが感じる段差

（壁）はまだまだ大きいと感じるのである。

ここ数年、幼稚園と小学校との連携について実

践的な面で多数考え行われてきている。これまで

の多くは小学校低学年の児童が幼稚園の年長児を

招いて学校を案内したり、自分たちの作ったお店

屋さんに招待したり、図工の時間で製作したおも

ちゃを使って一緒に遊んだりするという子どもた

ち同士の交流（実践）に力が注がれてきたように

思える。

今、幼稚園と小学校との連携を考えるとき、子

どもたち同士の実践的な交流はもちろん必要であ

るが、子どもたちの連続された発達を考慮しなが

ら、幼稚園の遊びを中心にした教育と小学校の教

科学習のつながりについても同時に考えていかな

ければならない。遊びを通した学びから、教科学

習による学びへとよりスムーズに移行していくた

めには、教育の根本において連続されたものでな

ければならないと考える。発達を重視し、途切れ
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ることのない子どもたちの連続された発達に即し

た教育でなければならないのである。

そこで本研究では、子どもの発達の連続性を

尊重したフレーベル（F,Ｗ､Ａ､FrObel,1782-1852）

の教育思想にたち還り、特に幼児期以降の教育に

ついてどのように捉えていたかを明らかにする。

その中で幼稚園と小学校の中間的役割を担った媒

介学校での教育を踏まえながらフレーベルの学校

教授論について明らかにする。

２．フレーペルの教育思想及び発達観

（１）幼児期の教育

「さあ、わたしたちの子どもらに生きようで

はないか！」(1)というフレーベルのこの言葉には、

彼の幼児教育思想すべてが反映されている。子ど

もたちと共に生き、子どもたちを自分たちと共に

生きさせる。私達は子どもたちから学び、子ども

たちは私たちから学ぶ。「かれらの生命の密かな

忠告、心情の静かな要求に耳を傾けよう。子ども

たちに生きよう！」(2)ここには、フレーベルの教

育的精神が含まれているのである。

フレーベルによると、乳児期の子どもは、あら

ゆるすべての物事を吸収する段階であり、幼児期

の子どもは、自分の内にある内面的なものを外

に表す段階、そして少年期の子どもは、再び外的

なものを自分の中に内面化する段階と述べている。

すなわち幼児期の子どもに限っていうと、幼児期

の子どもというのは人間の内の中に内在するもの

を身体的にまたは造形的に表現する時期であると

いうことである。そして自分の本質を自発的に表

現する幼児期の最高の表現活動として「遊び」が

あるとし、幼児教育の中心は「遊び」による教育

であるとした。これはフレーベルの子ども観であ

る「子どもたちのうちには、人間の将来の全活動

の萌芽がひそんでいる｣(3)からも分かる。すなわち、

子どもの内には、将来発達するであろう要素が子

どもの内にあらかじめ存在しており、子どもは自

己の内に自発性を持っているということにつなが

る。子どもが自分の持っている自発性を大いに発

揮し、表現できるものが「遊び」なのである。し

たがって、「遊び」によって表現されるものを大

切に、または発展できるように援助をしていくこ

とが幼児教育をする上で重要なことであるとした。

遊びは子どもたちの本来持ち合わせている多数の

可能性を発達させ導いてくれるのである。岩崎に

よると人の持っているすべての能力、素質を目覚

めさせ、発達させ、子どもたちの身体に力を与え

ることが幼児教育としての目的であるとしたので

ある。

幼児教育の内容としては、「食事・衣服・身体

及び四肢の認識・行動の直観･運動・唱歌・言葉・

図画．数等｣(4)が教育の内容としてあげられている。

ここで注目したいのは､教育内容において「母親」

すなわち「家庭」を基本としているということで

ある。フレーベルは幼児期の子どもたちへの教育

は母親が担当すぺきことを述べている。母親が言

葉を添え、母親の真似をし、母親との間に共同感

情が生まれそれがやがて父親、兄弟へと広がりを

持っていくのである。したがって、フレーベルの

いう幼児教育は母親と子どもとの関係を基本にし

て考えられているのである。ゆえに幼児期の教育

は家庭の中で行われ生活教育を基礎としながら教

育されるべきであるということができる。さらに、

幼稚園での教育については、子どもたちが欲求す

るもの、求めるものを周りの大人が教える必要は

なく、子どもたちが見たこと、感じたこと、発見

したことに対して物の名前を教えたり、言葉を添

えるだけでよいという子どもの「直観」を大切に

したものだったのである。

（２）少年期の教育

フレーベルによると少年期は意志を強化する時

期であるという。

幼児期は子どもの内に存在しているものを外に

表す段階であったのに対して、少年期は外的なも

のを内面化する時期であるという｡(5)岩崎も少年

期の子どもについて「主として外的なものを系統

的にきちんと内面化する段階、学習の段階である｣(6)

と述べている。すなわち対象となる事物の本質を

理解していく段階であるということである。また、
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「幼年の時は、活動が喜びであり、少年になれば、

作業が快なのである｣(7)ともいっている。だから

少年時代にはいろいろな冒険（木登りなどもその

一つ）をしてみたくなるという。この気持ちは子

どもたちの内部から発しているのであり、自分の

世界、視野を拡大していこうとするものからきて

いる。少年にはいつも周囲を洞察し、観察し、研

究しようとする力があるのでそれらを会得するこ

とが学習へとつながるのである。

「少年期の活動は仕事のための活動、結果をう

るための活動｣(8)であると述べている。幼年期の

活動はその活動自体に喜びを求めるような、ただ

の活動のための活動すなわち遊びであったのに対

して、少年期の子どもの活動は、その仕事、物の

本質を理解しようとする活動なのである。その中

には、たとえ大変な仕事、骨の折れる活動があっ

たとしても、「あっちへ行ってなさい。仕事の邪

魔だから、忙しいから」などといって、子どもの

仕事をしたい意志を拒絶するのはよくないという。

子どもの最初の活動本能や形成的衝動は、子ども

の内にある精神に従って出てくるものであるから、

それを否定したり、拒絶したりせず、その仕事の

苦労すること、失敗したことからも本質を見出せ

るように教育すべきなのだろう。子どものしたい

という意志、子どもがその時要求するものを尊重

し満足させることで、子どもは自分の力を知って

いくのである。子どもたちがその活動が楽しいと

感じる時は、活動から自分の力を感じ、また力の

成長を感じる時であるという。この力というのは

身体的な力のみではなく精神的な力をともなう力

（勇気、忍耐、友情など）なのである。子どもた

ちは自分の力を知ることで、自分を知っていくの

である。例えば活動の中心をなしている遊戯から

自分自身を鏡のように映し出して自分を見るので

ある。そして少年期の子どもは「外界に、自分の

活動を集中すべき、自分で造った支点または統一

点」をもつことが必要なのだという｡(9)つまり自

分の造った作品と友達の作品・遊びとの関連性、

共通点・相違点を見出してまた新たな、発展的な

遊びを造り出していくことができるのが少年期の

友子

子どもたちなのである。

フレーベルによると、少年期の子どもの仕事は、

｢認知､判断、注意､観察および知識｣⑩などによっ

て行われなければならないという。そしてこれが

できるのが学校なのである。ここでいう学校とは、

現在のような学校、すなわち教師がいて全員が同

じようなクラスに入って行うような学校の形態・

経営を意味するのではなく、行われる中身、すな

わち子どもたちの内面的なものを重視したものを

示している。フレーベルの言葉でいえば「知識の

伝達｣(１０を意味するのである。すべてにおいて特

別な教師が教えるとも限らず、たとえそれが両親

または家族でも良いのである。幼児期の心情が少

年期に入ると「知力や意志活動｣⑫へとつながる。

その意志を強化していくように指導することが教

授であり、学校の目標であるとフレーベルは述べ

ている。意志とは「人間の本質と一致する精神活

動｣⑬であるので、両親、教育者、教師、学校が、

この少年に対してとるぺき態度や少年に指導すべ

き教訓などは、少年の精神活動（健全な意志）に

基づいて行われなければならないとしている。糖

神活動の向かう方向としては、人の本質を発達・

発育させ、活力を生み出すようなものでなければ

ならないのである。そうするには、学校で言葉と

実例による教授がなされなければならないとして

いる。言葉だけでは普遍的なもののみの教授であ

り、応用がきかない。実例があってはじめて具体

的となり子どもたちの意志に訴えるものとなるの

である。また実例のみでは、普遍性を見出すこと

ができない。よって教授する際には言葉と具体的

な実例両方もって行われるべきであるとしている。

これだけでは十分ではなく、最も重要であるのが

子どもたちの「清い善良な心情｣側である。この

心情は幼児期に形成されるべきものであり、この

心情を基に教授が行われなければならないという。

少年期において子どもの活動本能及び形成的衝

動を養成すべきであり、子どもがその時要求する

ものは、できるだけ満足させてやるのがよいとし

ている。そうすることによって、子どもは自分の

力を自覚し、自分にどれだけ力があるか知ってい
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くという｡⑬例として、フレーベルはこういって

いる。「少年たちが遊戯競技の場合に、いろいろ

な困難や競争などを求めるのはこれからやってく

る人生の戦いに力を備えるためである｣畑と。だ

から、子どもたちが困難なことへ向かおうとする、

あるいは競争などを求めたがるのは、自分の力を

知り、これからの人生のために備えるためなので

ある。

また、少年は年長者の話を聞きたがる伽という。

それは「少年は自分の心のなかに感ずること、自

分の心の中に活動するもの、自ら言葉に出そうと

して出すことのできないものを、他の人が自分に

代わっていい現わしてくれることを願うもの｣咽で

あるからだという。少年は自分の心の内に感ずる

もの、感覚や感情などを言葉で表わしたくても表

せないと感じた時に、誰かが代わりにいい現わし

てくれるのを心から喜び、願うのである｡側少年

の心に感じたもの、心情、感覚を代わりにいい現

わしてくれる人が教師であり、学校ということが

いえる。

（３）連続的発達観

「人間の成長発達を連続的なものとみ、飛曜や

断絶を認めない｣四というのがフレーベルの連続

的発達観である。乳児期には周りの物をすべて吸

収する段階であり、幼児期は自分の中に内在して

いる物を外に表現する段階であり、少年期にはま

た再び外界の物を内面化する段階である。このそ

れぞれの段階は発達においてこの順に進んでいく

のであって、途切れることも、飛び越えることも、

逆になることもない。また年齢に達したからと

いってその段階になるとも限らないのである。例

えば、３歳になったら全員が真に幼児期の段階に

入るとは限らないということである。大切なの

は、今の段階の一つ前の段階なのである。前の段

階の時期においてその時期の経験が十分になされ

ていたかが重要なのであって、今の発達の前段階

において、十分な経験がなされていて初めて次の

段階へと進んでいくことができるのである。ゆえ

に発達は途切れることなく、飛躍することもな

い。発達観について岩崎は「乳児期には共同感情

が覚醒し、幼児期には衝動や性向が発達し、「繊

細な、よい心情」の形成に至り、少年期には精神

及び意志の活動が現れ、「純粋な、堅い、かつ粘

り強い意志の形成」が主要目的となる｡｣伽といっ

ている。このような心情の発達から活動の発達を

考えてみても、岩崎も述べているとおり、乳児期

は周りのすぺてのものを吸収する時期であり、幼

児期は内面的なものを外に出す段階、すなわち遊

びの段階であり、少年期は外的なものを理解して

内に入れる段階、すなわち学習の段階ということ

ができる。この考えは、外界から内界へ、内界か

ら外界へ、また再び外界から内界へ戻るというフ

レーベルの思想の根幹にある球体法則に基づいて

いるのである。そして､｢教育する者からみた場合、

乳児期は養護（世話）をする段階であり、幼児期は

教育の段階であり、少年期は教授の段階である｣⑫

と岩崎は述べている。であるから、養護、教育、

教授はそれぞれ連続されつながったものとならな

ければならない。このような連続的発達観からみ

ても早期教育を否定していたことは伺える。

３．媒介学校論

これまで示したように、フレーベルは幼児期を

遊びの段階、少年期を学習の段階として捉えてい

た。幼児期の教育の根底には家庭生活があり、親

子の間で生まれる共同感情から信頼性が育まれる

のであり、生活の中から生活を中心とした教育と

して遊びを展開した。そしてその後の教科教授を

行う学習学校へと進んでいくのであるが、発達の

連続性の保障を第一に考えていたフレーベルは

この両者の間を埋めるような学校すなわち「媒介

学校（Vermittelungs-oderVorschule)｣画が必

要であると提案した。媒介学校は現在の幼稚園と

小学校の間の中間的な教育的役割を担う教育の場

となった。直観を重視する遊びを中心とした幼稚

園での教育と、物事の概念を理解することを中心

とする学校とを結びつける役割を持っているのが

媒介学校（連絡学校）なのである。媒介学校では

幼稚園の時のようなさまざまな遊びを核とする力
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リキユラムを組みながら、遊びや作業の中から読

みや書きを習得していくように構成された。両者

の本質を維持しながら、幼児教育から学習学校へ

スムーズに移行できるような内容になっている。

媒介学校では、家庭生活を根底においた幼稚園で

の教育が引き継がれていて、子どもの生活活動的

なものが多く取り入れられており、生活に関する

教科でカリキュラムが構成されている。

フレーベルによると、幼稚園の本質をなすもの

とは、「子どもの本質およびそれの強化・力づけ・

発達・開発・教育｣“であり、一方、本来の学習

学校の本質をなすものとは、「対象、本質、およ

びその特性や関係の認識・直観および理解｣園で

あり、幼稚園と学習学校では逆の方向性をもって

いるという。すなわち、幼稚園では子どもの本質

を表出し、より良く発達させることに重点がおか

れ、学習学校では対象となる事物の本質を子ども

たちの内に取り入れる、本質を認識・理解するこ

とに重点がおかれているのである。したがって学

習学校では対象や事実、事物の本質を思考を通じ

て理解することが求められるのである｡画そして

両者をつなぐ役としての媒介学校の本質及び性格

は事実や現象、幼稚園における直観をきちんと引

き継ぎ、また特殊的なもの、個人的なものの考察

からそのものの一般性の理解へと移行することな

のである。ゆえに、媒介学校は「幼稚園での事物

の直観から学習学校での抽象的・思考的な理解へ

の移行をなす学校｣”であるといえる。

媒介学校は、次の学習学校へつなげるためのカ

リキュラムで構成されている。例えば、図画は媒

介学校の時期に行うものとされている。それは

幼児期には線画を描くにはまだ指の力が弱いため

図画を描くよりも棒並べで表現したい形を作って

描くほうがよいというフレーベルの考えによるも

のからくる。そして媒介学校では、図画とともに

書き方の練習へと発展していく。同様に言語練習、

唱歌練習も話し方、読み方へと発展していくよう

に構成されている。また、媒介学校では特に算数

つまり計算へと発展させる。そのための立体的な

ものに関する認識や豆細工は学習学校へ移行する

友子

ためにはかかせない手段であるとフレーベルは考

えている。そして、「植物界、とくに樹木界の考

察は、媒介学校の子どもにとってきわめて重要で

ある｣⑳という。なぜなら樹木、植物、自然を観

察しその本質を認識し理解することを通じて、す

なわち外界を観察し、すべての外界の諸現象は人

間の生活の全てであり統一に向かっているという

自分自身の本質の認識を予感するからだという。

子どもたちは幼稚園での運動遊戯、庭の世話な

どの活動を通じて、自分の中に現れる自己感情と

生命感情を予感するのである。そうなると次の媒

介学校の域に達した子どもとなるという。幼稚園

での発達が完成された段階が媒介学校のスタート

になるのである。すなわち事物の直観的理解が思

考の出発点となるという。このように幼稚園での

目覚まされた予感をもって、媒介学校から教授と

思考の学校に入学するという。媒介学校はまさに

幼児教育と学校教育の橋渡し的役割を担っている

といえる。

ところで、このフレーベルの媒介学校の考え方

は彼の「媒介の法則」に基づくものであると豊泉

は述べている。媒介法則もまたフレーベルの根本

的法則である「球体法則」から出発しており、さ

らに発展したものに対立の法則、媒介法則がある。

これは対立するものを媒介するものでつなぐこと

で統一をみるという法則である。つまり幼稚園と

学習学校をつなぐ（媒介する）ことで統一を見出

すのである。また豊泉は子どもの遊びにも媒介の

法則が現れているという。例えば、「球と立方体

は対立するものであるが、それらを媒介するもの

として円筒があり、言語は人間と事物、人間の思

考と行為とを媒介する｣四ということが媒介法則

を表しているといっている。

そして、豊泉は媒介学校論についてもう一つの

観点から考えることができるといっている。それ

は、「母性と父性の関係｣“である。それについ

て豊泉は、家庭生活に根底を置き、「母親や保育

士によって母性に基づく教育が行われる幼稚園か

ら、教師によって父性に基づく教育が行われてい

る本来の学習学校への媒介となるのが、媒介学校
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である｣G､と述べている。確かに、フレーベルは、

『人の教育』での少年期の教育について述べて

いる中で、父親の我が子に対する心や父親の精神、

努力、父親の役割の重要性を述べている。このこ

とから考えると幼稚園は母性的性格が強く、学習

学校は父性的な性格が背景にはあり、媒介学校は、

母性的なものと父性的なものが入り混じった学校

ということができる。母性によって優しく包み込

まれた幼児期の教育から、厳しい社会で生活して

いくための準備段階である学習学校へ移行してい

くための連絡学校として、母性と父性の両方を兼

ね備えた学校が媒介学校といえる。

４．フレーペルの学校教育理輪

幼稚園が子どもの家庭生活に沿って教育が行わ

れているとこれまで述べてきたが、教育的に連続

されている学校の教育もまた子どもの生活の源泉

である「家庭」に基礎をおいているといえる。子

どもたちの家庭生活の質の向上、満足した生活を

送るための手立てとして幼稚園、学校を建てたと

いうフレーベルの考えからも分かる。

「学校で子どもは共同社会の一員となり、また

自分のためにその一般的な精神生活から栄養と

保護とを求める｡｣⑫といっていることから、家

庭では子どもの要求に深い愛情をもって応え、子

どもたちは養護されており、幼稚園でも同様に家

庭での生活に基礎をおきながら家庭との連携を密

にして行われてきている。続く学校もまた同様に

社会の一員となれるよう子どもの要求に応え愛情

をもって保護するところであるということである。

このことからもフレーベルのいう学校とは｢家庭」

を基盤にし、家庭とつながりをもったものであっ

たことが伺える。

フレーベルのいう学校とは「事物の本質と内的

生命とを知り、各事物が互いに関係する内部的事

情をよく知らせようと努めるところの機関であ

る｣“といっている。つまり、対象の事物の本質

を知り、自分と事物との関係性を理解し、生活の

中で自ら行動し活用することができるようにする

ところが学校なのである。また学校について「生

徒が事物の外面的観察から精神的観察へと進む｣、

「ただ外面的なものを覚え込むのではなく、万物

を生かし、万物を活動させる｣“のが学校である

とも述べている。学校は「生命の陶冶の場所｣園で

あることからも、子どもたちの持っている力、内

在する力の方向を把握し、それらに従って発展さ

せることがまずは前提としてあることがいえる。

先の第３章でも述べたとおり、学校教育は幼稚園

での教育とは対立的な教育である。豊泉のいうよ

うに、温かく守り、保護されてきた母性的な教育

から、知識の伝達、意志・精神の強化に重点がお

かれた父性的な教育へと変わるのである。学習学

校では物事の思考的な理解が求められるのである。

次に教師としての使命についても述べている。

学校でどのように教育するかということについて

も、彼の根本的法則である「球体法則」の考えに

沿っている。それは子どもの考え、感じ方創造す

る力に従って発達させられるよう教育すべきであ

り、こらが教師としての使命であると述べている。

子どももまた自分の本質に従って教育されること

を希望しているので、子どもが喜びを感じられる

ことをもって教育と認められるという。そのこと

で、「子どもは心の中で自分の人生の重要な時点

を予感する｣⑯という。

教師の使命として、子どもたちの内部的な生命

（心）に響く教授、すなわち生徒の予想や期待、

信頼があって先生がこれに対応することが求めら

れる。フレーベルは学校の先生だけが教師なので

はないという。たとえ、何の仕事をしていようと

子どもたちにかける言葉や話に精神的意味があれ

ば、真の学校の先生となるという｡師子どもの精

神に訴える言葉がけができる人こそ真の教師なの

である。少年期の初めというのは、精神的自我が

活発になるときである。そして学校生活を始める

頃には自己の精神的本質を知覚するようになると

いう｡⑬生徒の心はいつも生き生きしている。生

き生きしているからこそ学校が楽しいと感じると

いう。子どもたちの内にある、内から湧き出て

くる活動的な力を尊重していかなければならない。

この内部に働く力を軽視してしまうとこの力はや
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がて消滅してしまうという。したがって「学校を

真に学校とし、教室を真に教室とするものは、た

だ精神だけである｣画と述べているのはこのため

なのであろう。

また事物の内部においてのみ教授されるのでは

なく、外部においても教えられるべきであると述

ぺている。内部の本質を知り、外部的性質を知る

ことで、知的の上にも心情の上にも効果を与える

という。これが学校における目的なのである。外

界（自然界）と内界（心情、精神）とをつなぐも

のとして「言語」がある。この３つ（外界、内界、

言語)が少年生活の｢三要素｣なのであるという｡“

ここにも媒介法則の考えが伺える。外界と相反す

る内界を言語によって媒介することで、一つのま

とまったものとなる。それが生活なのであろう。

学校は「少年の欲望から意志へ導き、不定な意志

活動から確固たる意力へと導き、進歩させ、人と

しての使命を果たせ、生活の完成の域にまで達す

るようにしなければならない｣畑と述べているよ

うに、生徒の内から発せられる欲望、関心に沿っ

て事物の外界を観察し、本質を理解しこの二つを

言語でもって表すことで知力となり発展していく

のである。学校は子どもたちの成長発達に合わせ

てその時期の子どもが何を要求し、何を求めてい

るのかを常に考え教育の方向を決めていかなけれ

ばならないのである。そのためには、子どもたち

をよく観察することが重要なのであるとも述べて

いる。

ここから、フレーベルが設定した学習学校での

教育内容について少し触れることとする。

【基礎学校あるいは小学校の最初の部分】

子どもたちはこれまで（幼児期の間）自分の周

りのあらゆる事物を観察し、表現してきている。

学校に入る時には、この表現する段階を形成し終

えているのであるから、この方向性に従って、学

校に入ってからの活動の将来性を考えていかなけ

ればならない。

その最初の活動が「直観的言語訓練」である。

これは、「対象となる事物の性質や関係が、直接

友子

に観察されると同時に言語で表わされるような訓

練｣“である。「今まで家庭において一人で無意

識にやっていたことを、学校では広い範囲の仲間

と一緒に､一定の秩序の中でしかも自律的に行う」

のである｡“

子どもにとっては何気ない周囲のすべてが、思

考の材料や刺激となり、子どもにとって自律的思

考を高めるための基礎となるというのである｡“

第二の活動は、「数」である。子どもたちは自

分の身近なものから数を知るようになる。机や椅

子、机の脚や、椅子の足などを数えることによっ

てである。そしてそれが子どもの活動の歌を歌う

ことにつながるのだという。

第三の活動は、歌をつくったり、歌ったりする

ことである。「歌はもっと深い内面生活や心情生

活の栄養と保育とが同時に存在している｣㈲内的

生活の表現であるという。

この活動が第四の創造的活動、形造る活動につ

ながるのである。この創造的活動は教師によって

発達させられ形成させられねばならないという。

「ものを形造っているとき、またその間、とくに

子どもの心情、精神、実行力、知覚、思考、行為

が同じように均整がとれ、調和することが要求さ

れる｡｣㈱「そこを出発点として、それぞれの子ど

もの本質の要求に従って子どもの活動方向をいろ

いろな方向に保育することができる｣師と述べて

いる。

この第一から第四の活動に関して「教育者が子

どもたちの中に見出し、またそうしながらかれら

をさらに指導しなければならない第一および第

二の活動が主として外界の把握に関係したように、

第三および第四の活動は主として内界の把握に関

係する｣㈱という。

第五の活動は手足、身体を伴った活動すなわち

体操である。体操は、歌を歌ったり、形造ったり

するのと同様、内面的なものを外面的に現わし、

形造っていくものである。子どもは発達していく

と、あらゆる対象、現象における原因と結果とい

う法則を認めるようになる。この法則を予感し認

識することが人生において重要なのだという。こ
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れは小さな生活経験を通じて開かれるようにしな

ければならず、歴史、童話、寓話を子どもたちに

聞かせることによって生じていくのである。

そして子どもが何かのお話をしてもらえる時、

子どもたちは集中する。これが子どもたちと教師

との第六の活動である。この活動は外に向かって

表現する活動（歌う、形造る）とは逆の活動であ

り、自己のあるいは世界認識である。形造りなど

を終え、活動的な一日の終りに子どもたちは喜ん

で何かを話したりするのである。ゆえに子どもの

生活はすべてにおいて連続的であり、またそのよ

うに教師に理解され配慮されなければならないの

である。

そして第七の活動は遊戯である。これまでの活

動すべてを美しい生き生きとした統合の内に見出

すものが遊戯である。フレーベルは幼児期の教育

同様この遊戯に重点をおいているのである。「生

命そのものの偉大な遊戯｣“と現わしているよう

に遊戯は生命そのものなのである。遊戯は内的生

命の表現を、読み、歌い、踊る動作を通じて多様

に現わすことができるのである。したがって遊戯

の注意深い指導が必要とされるのである。

このように最初の段階では、媒介学校から移行

されてきたときなので、主に幼稚園での教育が

ベースとなり徐々に発展的になるように計画され

ている。

【基礎学校あるいは小学校の第二段階】

「この段階になると子どもたちの内面的状態は

すっかり変化してしまっている。生活もいっそう

自由になり、思考も軽快に働いている｡｣Gmoという。

この段階でおこなわれること（教授）は、「外

界の観察・言語訓練・単語の分解、書くこと読む

こと・数と、数を書くこと読むこと・唱歌と音の

学習・形造ること、線画と図画の創作・体操・お

話・散策.一日の始まりと終わりに、自己を深く

反省することによる、子どもの宗教的感情や生活

の養育｣剛である。そして「すべてが子どもの本

性によって要求されていること、またすべてが生

命から直接に出ていること、ゆえに子どもにとつ

ても生き生きとしていることが明瞭である｣画と

いう。対象を受け入れたり感じたりするだけでな

く、また考え観察していくので外界の観察とよば

れるのである。また、言語訓練とは対象の性質は

多様であるが同じ表現で表わす言語について理解

していくのである。

人間は組立てたものを一度分解しようとする。

それはものの中味を理解しようとすることからく

る行動であり、その性質をうけて単語の分解が行

われる。そして考えたことを言語で表現する。書

くことで音声だけではなく、目でも見れるように

する学習が読むことなのである。

この後に数が続く。これまでは自分の周りのもの

の数を数えることだけであったが、ここではそれ

らのものを一緒にするといくつになるかというよ

うなものである。そののち、数の消去についても

おこなう。

その後に唱歌が続く。ここでは歌の一部を作る

作業が入る。

その後が造形である。ここでは図画が入ってくる。

線画によるもので表現する。

体操、お話、散策も範囲が広くなったり、どん

どん発達したものを要求する。

この第二段階では、媒介学校で行われていた活

動から発展されたものが計画されているように見

える。

【基礎学校あるいは小学校の第三段階】

第三段階で行われるのは、「外界の観察･地理・

言語直観・言語表現、習字、読み方・数字、数、

数字・空間の知識と物体の知識、形体と量・内界

の観察、宗教・唱歌・図画・体操・散策・歴史の

始まり､祖国の歴史｣画である。「外界の観察」「地

理｣｢言語直観｣｢言語表現､習字､読み方｣｢数字､数、

数字」「空間の知識と物体の知識、形体と量」の

目的は、外界における内界、内的生命の知覚、把

握及び確立である。「内界の観察､宗教」の目的は、

本来のあらゆる事物の内界の要求の本質を認識し、

要求を配慮することである。「唱歌」「図画」「体

操」「散策」の目的は、言語、音、造形によりま



５．おわりに

フレーベルの提案した小学校の教育は、子ども

の家庭生活を基礎においたものであった。幼稚園

から学習学校への移行において、その間に媒介

学校をおいたのはまさに、子どもの生活に基づき、

子どもの発達を考えてのものであった。学習学校

で知識的に物事を理解するまでには、その前段階

で観察が必要であるし、そのものと自分との関係

の把握、内的理解の段階を経て本質を知り、その

後の発展につながる。すべてにおいては子どもた

ちが幸せに生活するためであり、生活において活

用できるようにするためである。母性的役割を

もっている幼稚園と父性的役割をもっている学習

学校は両者は相反するものであるが、その間に媒

介学校という媒介物が加わることで一つの統一さ

れたものとなり、一連のものと捉えることができ

る。このように考えると、幼稚園と学習学校との

質的な違いから、両者を結ぶ媒介学校の必要が

あったことが分かる。

人間生活一般にとって、また家庭における子ど

友子9４

たそれらにおいて、自己の身体を通じて、また生

命そのものを通じて、内界を表現することである。

「歴史の始まり、祖国の歴史」では新しいお話と

して、歴史、人類の歴史・発展をより広く大きく

与えようとするものである。この第三段階での目

標は、「純粋な人間性を生きることによる、人間

の使命の実現」だという｡“ここの段階ではでは

全体的に子どもの成長発達から認識、洞察、思考

へと導くように教育されるのである。つまり、子

どもの精神や心情に基づくように導かれるのであ

る。

第三段階で生活そのものは完結する。

学校の教育全体を通してみると、幼児期の教育内

容を基礎に置いて、子どもの発達に合わせ、子ど

もの生活に合わせた形で、徐々に媒介学校のカリ

キュラムへと発展し、本来の学習学校のカリキュ

ラムへと発達していったことが伺える。ここでも、

子どもの連続的発達観に基づいて計画されていた

ことが分かる。

もにとっての要石は二つあり、一つは「自然の中

への一般的な散策」であり、二つめは「自己への

一般的な精神の集中｣画であるという。であるか

ら、戸外の散策や、神や万物を平和へと解消し融

合する自然への散策という幼児教育的活動とでき

るだけ融合した生活を送るよう学校に期待し、そ

して自己への集中、自己への還帰へ至るよう保育

の極めて細かい配慮を学校に期待（人間の全生活

にとってその重要性のために)するのである。「愛、

依存、誠実、平和、喜び、また生命の法則を知覚

させる活動などのこのような学校の保育が子ども

に与えるところのもの。それこそまさに子どもの

生活の、正しく理解された表現であり、子どもの

求めるもの、またのちになって子どもが学校に期

待するものなのである｡｣岡というフレーベルの

言葉からも、まさに学校で行われる教育の目的は、

自然と自己の本質の見極めを子ども自身が生活の

中で（生活を媒介にして）できるようにすること

なのではないだろうか。このようにできるように

なるとく子どもたちの生活は、平和と喜びであふ

れるのである。これはまさに子どもたちの幸せな

生活を願っていたフレーベルの教育思想だといえ

るのではないだろうか。
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クラウドサービスを活用した図書情報アグリゲイトサイトの構築

小 山尊 徳率

ConstructionofLibrarylnfOImationaggregatesiteusingCloudService

TakanoriOYAMA＊

LibraIyinfbrmation：図書館情報

Cloudcomputing：クラウドコンピューティング

Smartdevice：携帯情報端末

CommunityEmpowerment：地域活性化

概要

ＩＣＴと融合し、情報拠点として新たな役割を求められている図書館。

この図書館をポータルとして、地域活性化、学習環境の改善を目指し、積極的にICTを利用する動

きがある一方で、予算削減や専門職員の不足などから、対応に遅れが目立つ自治体も存在し、二極化が

進んでいる。

そこでＷＥＢ上にオープンソースモジュールや既存のクラウドサービスをアグリゲイ卜した図書情報

提供サイトを構築することにより、情報提供者側の設備環境、コスト、スキル等の問題解決と、利用者

にとって有益な図書情報サービスの提示を目指した。

１．本研究の背景及び目的

１）国民読書年

「読書は、我々の人生をより豊かなものにする

だけでなく、感性を磨き、表現力を高め、創造力

を豊かなものにし、人生をより深く生きる力を身

に付けていく上で欠くことのできないものです｡」

文部科学宥伺民銃啓年の意鍵・趣旨より抜粋

2008年６月、「国民読書年に関する決議」が採

択されたことに基づき、読書によるまちづくりや

市民活動の活性化など、読書に対する国民の意識

を高めるため、また活字離れ、読書離れを抑制す

るための努力を重ねることを目的として2010年

を国民読書年に定めることが宣言された。

現在図書館を中心に、国民読書年にちなんだ行

＊東北女子短期大学

事や取り組みが行われているが、自治体によって

温度差が感じられる。

教育機関では読書推進活動のきっかけとして国

民読書年をアピールしている学校図書館も多く、

認知度は一般市民に比べ高い印象を受けるが、意

義や趣旨に関してまで浸透しているとはいえない。

日本国内の各図書館の運営サイトを確認すると、

県立図書館、大学図書館では文部科学省の国民読

書年関連サイトや文字・活字文化推進機構のサイ

トへの誘導リンクが多数見られるものの、市立図

書館レベルでさえも告知がなされていない自治体

もあり、実際には、地域によって住民の読書意識

を高める効果を感じるほど認知されていないのが

現状である。

2）国会図書館法改正

また、「国民読書年に関する決議」が採択され
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た2008年６Ｈには図秤館法が改正され、収集す

べき資料に、「電磁的記録（人の知覚によっては

認識することができない方式で作られた記録)」

が含められることとなり、2010年４月から施行さ

れた。

さらに、2009年７月の衆参本会議において、国

立国会図書館法の一部を改正する法律が可決・成

立し、４月１１１から施行された。この法改正によ

り、国、地方公共団体等の提供するインターネッ

ト上の情報を包括的に収集する制度が実現するこ

ととなった。龍子番蒋の納本に関しても2011年

度に制度化を'.I指すとし、情報をアーカイブする

「知の情報拠点施設」としての韮盤が法的に盤え

られ始めた。

３）情報端末の進化と通子書籍

奇しくもこの改正法の施行に合わせるかのよう

に、同年５月、電子響鱗端末の機能を搭載した、

apple社の「iPad」が川本で発売された。

I■

両 国■園

『 ＝、

鱗■■

懲 翻瀞瀞

型

鶏_蕊…緊画
Ｌ

FigO1apple「iＰａｄＪ

瓶子書籍リーダ機能のほか、iiIIi像･音楽･映像・

アプリケーション、ネットワーク接続など、マル

チメディアガジェットとして汎川性を持たせた

iPadは、ノート型ＰＣ、携帯電話の中間に位慨す

る「第３のモバイルデバイス」として急速な普及

を見せ、2010年末には世界市場においては819万

台、日本においても４７万台に達するという調査

結果が公表されている。

また、絶海の孤砧に擬えて「ガラパゴス」と抑

揃されるなど、独IとIの進化を遂げてきた1.1本の携

帯電話市場も、ｉPadに先駆けて11本市場に投入

されたapple社「iPhone」や米google社が開発

したandroidOSを搭救したスマートフォン、い

わゆる「google携帯」の登場により、急激な方

向転換を迫られている。

ＯＳの違いやディスプレイサイズの違いで呼称

は様々であるが、キャリアやベンダーに依存する

ことなく、アプリケーションが動作する汎川性の

商い携帯情報端末「スマートデバイス」は今後日

本社会の情報環境を変える可能性を秘めている。

また、ハードウェアであるスマートデバイスの

進化に伴い、ソフトウェアコンテンツも急激に増

加している。とくに現在最も注||を集めるコンテ

ンツが龍子普籍である。

噛子書輔先進国であるアメリカでは、ＷＥＢ

上で書籍を巾心とした物販流通事業を展開する

amazon社が2007年から製造・販売している電

子響籍専川端末「kindle」により、蒲実に圃内の

噛子書籍市場を形成した。ａｍａｚｏｎ社はその後も

コンスタントなバージョンアップ製品の投入を実

施し市場規模を拡大、現行版の「kindleDX」で

はより紙媒体に近いユーザビリティで、電子書籍

を扱う環境が整備されてきた。

それに加え、前述した「iPad」の登場により、

英語圏の国々を中心に、世界規模での市場が形成

されつつある。

書籍は諜店で購入、あるいは郵送により附読す

るものではなく、ＷＥＢからダウンロードして入

手する流通販売形態がビジネスモデルとして蒋実

に進行しており、2001年にapple社の携帯型デ

ジタル音楽プレーヤー「iPod」が発売され、音



（３）地域におけるクラウドサービスの活用促進

をはじめ、2015年時点で新たに約２兆円のクラウ

ドサービス市場を創出する「スマートクラウド戦

略」

尊徳１０４

楽はＣＤメディアの購入からダウンロードによる

購入へ販売形態が変化し、業界椛造自体も再椛築

されたように、出版業界でも同じような現象が起

こりうる可能性が十分に考えられる。

（２）情報通信機器、デジタル教材（樋子教科書）

等を活用し、児童・生徒が互いに学び合い、教え

合う「協働教育」や児童・生徒一人ひとりに応じ

た個別教育の実現についてガイドライン化（2010

～12年度）し､2020年までに､フューチヤースクー

ルの全国展開完了を目指すＩＣＴによる協働型教

育改革
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（４）2020年時点で5000億円のデジタル出版市場

を創出する「オープン型唯子書籍ビジネス環境」
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（５）生涯学習支援、地域間交流等へのICTの利

活川状況を指標化した「地域のICT利活用率」

を設定し、2013年までにその倍増を実現

今後日本の111版業界において、髄子書籍の流通

販売形態が確立することにより、Ｈ本特有の縦番

文化や異体字の表示、著作権など知的財産権の問

題はあるものの、書籍イコール紙媒体という概念

は希薄化することになる。

また、日本岡内における学生の篭子辞書保有率

の商さや、挑帯電話を使用して執縦し閲覧される

小説、いわゆる”ケータイ小説”の利用率の商さ

は、電子デバイスで情報を取得することが特別な

ことではなくなった情報社会の一端を垣間みるこ

とができ、2010年を境に電子媒体審籍のコンテン

ツニーズが急増することは必然といえる。

小１１１
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ＦｉｇＯ２電子書籍の市場規模の推移と予測

（７）2010年度巾を目途にクラウドサービスに関

する消費者（利用者）権利の保障を推進

(10）すべての国民のICTリテラシーの底上げを

図るため、2011年度中に、子どもから高齢者まで、

それぞれの年齢隅に対応したICTリテラシー青

（８）陸|立国会図書館、国立公文書館、国立博物

館機織や全国の公共図書館、大学等に分散保存さ

れている書籍・文書資産の総デジタル化を推進し、

2020年までに１１t界一のデジタル資源活用社会を椛

築

（６）2020年までに、３５万人の高度ICT人材を帝

成するICT人材戦略の推進

（９）2011年度までに、産学官連携により、商等

教育機関等におけるクラウドコンピューティング

技術を活用した商度ICT人材育成珠境を整備す

るための標準仕様等を策定し、導入を推進

４）ＩＣＴ維新ビジョン

政府の動向においても、原口一博前総務大臣が

５ﾉjに掲げたICT維新ビジョンⅡ（通称：原1-1

ビジョンⅡ）では、今後10年の11本におけるICT

の方向性を示す様々な施策がビジョンとして提示

された。木研究に関連すると思われる施策だけで

も、

（１）2010年度より、「光の道」整備促進を開始し、

2015年頃を'１途に、すべての世帯でブロードバン

ドサービスの利用を実現する「光の道」構想

一
一
一
一
ｈ

Ｊ
謁

一
勇
一峠・含童督｛
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成のための実践的な枠組みを確立

(以上総務省ＩＣＴ維新ビジョン（詳細）より抜粋・要約）

などが挙げられる。今後の社会情勢や技術革新で

変化する可能性はあるが、グローバルな視点に

立った施策ビジョンといえるだろう。

このような社会的背景のバックボーンを担う情

報技術がクラウドコンピューティングである。

５）クラウドサービス

クラウドの定義は実に暖昧であり、文献調査に

おいて共通している概念は、唯一「インターネッ

トを利用すること」である。

本稿においては、インターネット上に存在する

データセンターにデータを蓄積し、ブラウザ等の

ＷＥＢアプリケーションを通して、インターネッ

トに接続していれば、時間や場所、機器の制約を

受けずデータを扱うことができる環境を「クラウ

ド」と定義して進める。

この定義に照らし合わせると、「クラウド」と

いう概念自体は、以前から存在しており、yahoo

メールやgmailなどのＷＥＢメールも、ＷＥＢブ

ラウザが動作し、インターネットに接続できる環

境であれば、どこでもメールの送受信が行えると

いう点ではクラウドサービスといえる。また､“コ

ンピュータであることを意識することなく、いつ

でもどこでも気軽に使える”という「ユビキタス・

コンピューティング」も同義として捉えることが

できるだろう。

近年 登 場 し た マ イクロブログサービス

「Twitter」やＳＮＳサービス「facebook｣、クラ

ウドサービス群「googleapps｣、ドキュメント

管理サービス「evemote｣、ストレージサービス

｢dropbox」など､様々 なクラウドサービスにより、

データやコンテンツはユーザのテリトリー内でク

ローズドに保有するものという考え方から、必要

なときにアクセスして利用し、共有する価値のあ

る情報資源はシェアしてユーザ間で自由に利用で

きる環境を構築し、デジタル情報のシナプスを形

成しようという考え方への価値観の変化が産まれ

ている。

例えるならば、データを現金に置き換えると，

金庫〔PC〕で管理していた現金〔データ〕を銀

行〔クラウド〕に預金し、ＡＴＭ〔プラウザある

いはアプリ〕から必要な時に必要な分だけ引き出

して、財布〔デバイス〕に入れる感覚に似ている

かもしれない。

ングー

霊 ブロバイダー

唾憾『 ツプPＣ

脇｡《、C' ユーザ

Figp3クラウド概念図

また、クラウドコンピューティングの発展を背

景に登場した図書館蔵書検索サービス｢カーリル」

は、公共図書館の横断検索による蔵書状況の確認

や予約をブラウザで実現し、2010年９月からは大

学図書館への対応プロジェクト『カーリルアカデ

ミア』を正式に開始し、全国およそ800館の大学

図書館を対象に、サービスを拡大している。

現在「カーリルアカデミア」は、大学の本や

雑誌をまとめて検索できる「WebcatPlus｣、論文

検索の｢CiNii｣、国立国会図書館の｢NDLOpac」

海外論文検索の「GoogleScholar｣などと連携し、

学術書籍を中心とした巨大なデータベース網が構

築されつつある。

６）本県における図書館ICT化の現状

しかしながら、このような社会的基盤や技術的

バックボーンが急速に整備されている一方、その

変化に対応できず、ＩＣＴ化のスピードや取り組

む姿勢により、図書館によって情報格差が生じる

可能性がある。
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本県を例にとれば、図書館のICT化および利

用者へのサービスの充実度は各都道府県と比較し、

必ずしも良好とはいえない。

2009年度の本県の自治体数に対する図書館設

置率をみると、市区レベルでは47都道府県中最

下位となる８０％であり、東北の他５県が設置率

1o０％を達成している状況の中で、非常に残念な

統計データである。

また、スマートデバイス用のアプリケーション

として提供されている蔵書検索システムでは、４７

都道府県中、本県と四国の１県だけが横断検索可

能図書館として登録がされていない（2010年10月

時点）など、利用者の便益にとって不都合な環境

と言わざるを得ない。

とくに、学都と呼ばれる弘前において、知の中

心拠点となるはずの市立図書館のICT化の状況

においては、インターネット閲覧用端末２台、館

内蔵書検索用端末３台、有料コピー機一台を設置

しているが、情報コンセントの開放や個人所有端

末のネットワーク使用には未対応である。

また、コンテンッについても、映像資料の館内

閲覧はできず、逆に反復利用の多い音響資料は館

外貸出不可である。

さらに常勤職員11名、非常勤職員15名のうち、

専門職である図書館司書の有資格者は３名（常勤

１，非常勤２）であり、レファレンスなど専門的

知識を必要とするサービスを現状の市立図書館に

求めることは厳しいと言わざるを得ない。

町村の図書館では、さらに深刻な状況が見られ

る。町立Ａ図書館において３日間、開館から閉館

（９時～17時）までの利用状況および業務状況

を観察したところ、利用者は平均８人、開館中の

従事者２名の作業は本の貸出返却のみであった。

このような事例の背景には、図書館は普遍的な

知識から専門的な知識まで幅広く扱うという特性

上、司書制度がありながら、実際には司書の養成

課程と情報化が進んだ現状が結びつかず、適切な

人材配置や時代に即した人材教育が行われていな

いことが考えられる。

尊徳

以上の６項目を背景に、図書施設の抱える諸問

題、地域住民に今後必要とされるICTスキルの

向上、学生に対する読書推進及び学習啓発活動に

対し、クラウドサービスと情報端末を活用するこ

とによって、サポート環境を提供することができ

るはずであるという仮説が本研究の出発点である。

そこで本稿では、

１）ＩＣＴを活用した図書情報提供サービスを中

心としたアグリゲイトサイトの構築・公開を通し

て、

２）アンケート調査による有用性の検証を行い、

３）コミュニケーション型の図書情報提供サービ

スの可能性を提示することを目的とし、

ａ）情報提供者側である図書施設に発生している

コスト、スキル等の問題軽減

ｂ）利用者側である地域住民･学生のクラウドサー

ビス利用によるICTスキル向上

ｃ）図書情報提供サービスを起点とした知的探求

活動の活性化を促進

ｄ）蔵書等のコンテンツやレファレンス・サービ

スの蓄積を共有することによる、「知識のシナプ

ス」を構築することを目指した。

２．アグリゲイトサイトの構築

「専門的情報を必要とする学生」を利用対象者

として想定し、ミニマムモデルのデモンストレー

ションアグリゲイトサイト、「仮想図書室」の構

築を行った。

構築内容として、

Ａ､情報提供側が求める環境

１）専門的な知識を必要としなくてもネット上で

情報発信とリファレンスが可能
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ド上に構築するため、ＷＥＢサーバのレンタ

ル、ドメインの取得、ＣＭＳアプリケーショ

ン「wordpress3､0.1」のインストールを行い、

ＣＭＳサイトを構築した。

ＣＭＳアプリケーション「wordpress」は、セ

マンティックWeb、ユーザビリティなどを意識

して開発されている無料ＣＭＳツールであり、数

十カ国の言語にローカライズされ、現在最も利用

されているツールである。

町立図書館規模における独自サーバ構築および

専門業者の図書管理システムの導入では、最低で

も200万円程度の費用が発生するのに対し、本シ

ステムの環境構築では､年間費用は6000円である。

第４段階として、wordpressに対し、各種ク

ラウドサービスの設置を行い、アグリゲイトサイ

ト「仮想図書室」として公開を行った。

wordpressおよび、クラウドサービスプラグ

インの設置は画面の指示に従うだけで完了し、専

門的な知識や技術はほとんど必要とせず、４時間

程度の作業で体裁を整えることができた。

また、本サイトのメインコンテンツである図

書情報提供には、Yahoo1Pipesを利用し、複数

ＲＳＳフイードのアグリゲイトとフィルタリング、

ソートを行うｐｉｐｅを作成し、twiiterに出力後、

記事の自動更新と検索のため、静的ｘｍｌとして

wordpressに投稿するシステムを構築した。

サービスを開始するに当たり、利用者には

googleアカウントを取得してもらい、openlDと

して利用した。

原稿執筆時点（2010年11月）のメインサイト

（http://www,oyama-labo・net/virtuallib/）およ

び設置クラウドサービスは次に示した通りである。

２）オープンソース及びクラウドサービスを活用

しコストを抑えたサービスの運用

クラウドサービスを活用した図書情報アグリゲイトサイトの椛築

ユビキタス環境での円滑な情報収集

問題解決行動の一元管理

最新図書情報および読書啓発情報の提供

電子書籍の閲覧

ｊ
ｊ
１
１

３
４
５
６

の６点を満たすサイト構築を立案した。

第１段階として、個人所有書籍のうち、情報関

連書籍200点、一般書籍200点、情報関連雑誌50点、

一般雑誌30点、電子書籍媒体10点、音響資料50点、

映像資料50点計600点を図書資料として準備した。

このデータ数は、弘前市内の公的図書施設の最小

規模である公民館の平均蔵書数を基にしたもので

ある。

電子書籍の制作では、ドキュメントスキャナ

「SCANSNAPS1500」を使用しＰＣに取り込

み､ＰＤＦ形式で保存し､デジタル化した。200ペー

ジ（B5100枚）のスキヤニングからＰＤＦ化まで

の所要時間は約５分であった。

第２段階として、バーコードリーダと蔵書管理

クラウドサービスを活用し、書籍のデータベース

化を行った。データベース登録には、androidス

マートフォン「HTCHT-03A」にインストー

ルした「ブクログfbrandroid」と、同スマー

トフォンに搭載されたカメラを利用したバーコー

ドリーダ機能を使い登録した。１３桁ISBN・タイ

トル・作者名・出版社名・発行年・分類などの基

礎書籍情報が自動的にクラウド上のデータベー

スに格納され、ＣＳＶ形式によるエクスポートに

より、キーボードからの入力を一切行うことな

く、EXCELやACCESSによるローカルでの蔵

書データ管理も可能である。１冊の登録に必要と

した時間は数秒であり、600点のデータ登録処理

に費やした時間は３時間程度であった。

第３段階として、仮想の図書室をクラウ
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⑧図諜・学術論文検索閲覧サービス提供サイトリ

ンク

⑨【WIKIPEDIA】基礎情報取得

⑩⑪【Gmail】レファレンス業務、受入希望諜

籍のリクエスト

⑫【EVERNOTE】クラウドストレージ・メディ

アコンテンツの一元管理

⑬【カーリル･カーリルアカデミア】公共図書館・

大学図譜館蔵書検索及び状況確認サービス

⑭【ブクログ（個人用)】読祥状況椿理

⑮【ipadzine】池子書籍の閲脆・登録

⑯【RSS配信】サイト更新情報の提供

ＣＯ的Ｅ詞

服▼シズ1＝･位L＝VW6-

oXD｡Ｔｂ｡､垂一千神b4叫焔Ｃ
聴郡もロプモ託転ﾀ画

①【Googleカレンダー】受入予定書籍の入荷日、

イベントの告知

②【wordpress】ＩＣＴ関連ニュース、新刊審籍

発売情報、図書室からのアナウンス、樋子祥輔詳

誌、読諜啓発のためのコラムなど

③ブログ内記事検索

④【ブクログ】図諜室蔵諜管理データベース、

書評登録

⑤⑥【RSS表示】ランキング情報・ピックアッ

プキーワード

⑦【ツイッター】受入番緋登録状況、図神室か

らのアナウンスなど、即時性情報の公開
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設問３：今後も利川したいと思いますか。３．検証

「ICTに関する専門的な情報を必要とする学生」

である東北コンピュータ専門学校２年生１９人を

対象に､Ｗｅｂの投票システムを利川したアンケー

ト調査を実施した。

設問と回答結果は以下の通りである。

いいえ

FigO6設問２結果

1rｔＬ１ ユフ

トいＬ,え

１，。言Ｐ４Ｑ｡

サイト「･仮想図書室」について以下の設問に答

えてください。

設問１：利用してみて、問題解決や情報収集に活

用できるサイトでしたか。

FigO7設問３結果

設問４：要望があれば回答してください。

1０１５ｋＩＯ

｡。４巴９１０１Ｚユ４２Ｓ

＝画邑：

Ｉ
１７はい

|‘

４

クラウドサービスを活用した図書情報アグリゲイトサイトの櫛築

藩１回語

０ 国

６

FigO5設問１結果

問２：有用だと思うサービスをあげてください。

（複数回答可）

TabO1設問４結果

アンケート結果から、本研究で構築したサイアンケート結果から、本研究で構築したサイト

は対象者にとって有川なサービスを提供すること

ができており、とくに書籍のリクエスト、書籍レ

ビューなどに利便性を感じ、今後も継続した利用が

望めることがわかった。調査後のインタビューによ

り、レファレンスの有用性が低い原因は、インター

ネットで問題の、己解決が可能である意見が大半

を占め､ICTリテラシーの高い利用者の場合､レファ

レンスはさほど必要としていないことがわかった。

また、デザインやユーザビリティの部分での改

善要望が寄せられたが、サービス自体は概ね好評

であるといえる。

円滑な情報収集と問題解決行動の一元管理が可能

であり、読響、学習に対して前向きな姿勢が見られ、

電子書籍の利便'性に関して肯定的な意見が多かった

■
。

番癖ノクヱスト

各哩固3FIA党ツーピスリンクiカーリル含む｜
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【意見・感想】

疎みたい本がどうすれば手に入るのか調べられていい

新しい怖報がすぐに手に入っていいと思いました。

ニュースが毎日更新されるのは勉強意欲がわく

知りたい怖報をメールで教えてくれるのは便利なサービスだと思う

跡みたい本を記那のコピーペーストでリクエストできるのはいい

エバーノートにどんどん怖報をためていけるので効率がいい

自分の持ってる本もPDFにすれば本を持ち歩かなくてもよくて便利

本瞳で闘わなくても結桝陵みたい本が近くの図書館にあることがわかって節約になる

鼎＝鼎曇討黙園

解

＄＆

１１１

Ｉ’

【改善点・要望】

操作面に戸感いがある（３）

どのサービスが何をするものなのか鋭明があるといい

文字の量が多いので見出し､内容､リンクなどは色分けされているとみやすい

カレンダーからその日付の術報やニュースに飛べるといい

学校の図番や前の卒研の随文もf､子化してほしい

もっと晒子将筋の秘類を地やしてほしい

賞出ランキングがあると価りるときの参考になっていいと思う
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ことから目的に対して有用であるといえるだろう。

４°まとめ

クラウドを利用して、書籍を中心とした情報提

供サイトを構築することにより、蔵書構成の特色

を活かした情報提供方法の可能性を示し、既存の

サービスを組み合わせることで、安価に、かつ一

般的なICTに関する知識のみで、有益な情報を

提供することができた。

利用者にとっても、蔵書検索をはじめ、図書情

報や専門分野に関する情報の収集を行い、そのま

ま資料作成や書籍・文献に関するライフログの生

成、地域の図書館からの貸出またはオンラインで

の購入操作、さらに専門的な内容に対するリファ

レンスや同じ情報を求めるユーザとの情報共有な

どの行動が一元的にサイト内で完結することで、

アグリゲイトサイトが便益であることが検証でき、

おぼろげながら図書情報にとどまらず、クラウド

サービスによる情報提供の可能性が形として見え

てきたような気がする。

本研究を進める中で、図書業務従事者が情報技

術者的な要素を多分に含んだ業務が求められてい

ることを知ったが、司書は本来の図書専門職とし

て利用者へのサービス提供を第一に考えるべきで

あり、極力エンジニア的知識や技術を必要とする

業務の負担は軽減すべきである。レファレンス業

務系職員とエンジニア業務系職員との分業が理想

形といえるだろうが、小さい施設ほど、実際には

難しいだろう。

その部分を補完するため、アグリゲイトサイトと

いう形で一つのモデルとして提示することができた。

本研究をベースにしてIcrを活用することによっ

て、町内の公民館や病院、介護施設、児童館など、

技術職員のいない、低予算の小規模な図書施設でも、

草の根サービス的に蔵書の情報提供が可能である。

また、利用者が少ないとされる町村の図書館に

おいては、地域性を活かした様々な資料や情報を

掘り起こし、ＩＣＴを利用していつでも誰でも容

易に有効活用できるような環境を整備することに

尊徳

よって、新たなニーズを創出し、情報拠点施設と

して機能できるはずである。

人的資源という点からみると、問題解決型の図

書サービスを目指すためには、普遍的かつ専門的

な知識を有する「司書」の存在が不可欠である。

現在、蔵書の貸出返却業務はすでに自動化によ

り無人での業務が可能な状況が確立されつつあり、

今後司書の業務内容に蔵書の貸出業務は削減され

ていく代わりに司書は知識へのポータルとして膨

大な情報から必要な情報へ導く案内役として利用

者の問題解決を支援するための役割が一層求めら

れるだろう。

予算の潤沢な自治体や教育機関においては、本

研究は無用かもしれない。

しかしながら、なんの将来的なビジョンもなく、

潤沢な予算で無料貸本屋のごとく、大量の本を陳

列して貸し出すだけ、あるいはイベントとして月

に一度行われる絵本の読み聞かせの実施だけに人

件費を投入するといったといった旧態型の図書館

は、利用者のニーズに応える情報拠点としての図

書館像とはいえないだろう。

もし本研究で提示したような地域の「小さな図

書室」運営者と、公共図書館司書がクラウドを通

じて連携しあうようになれば、レファレンスをは

じめとした利用者への情報提供サービスはより充

実し、問題解決のスピードもあがり、地域全体の

情報網として機能することも可能かもしれない。

５．今後の展望

今回構築したサイトにマッシュアップした

Ｗｅｂサービスを追加し、利用者にとってさら

に使いやすいサイトの構築を継続するとともに、

MoodleなどのＬＭＳと連動させ､個人の学習管理、

情報提供システムと融合しさらなる好循環問題解

決型システムとして発展させることも可能ではな

いかと考えている。

早期に実現可能な次のステップとして、本学コ

ンピュータ実習室授業時間外の開放時に寄せられ

る、情報機器の操作指導やトラブルの対処をはじ

めとした多岐にわたる問題解決のためのサポート



クラウドサービスを活用した図替怖報アグリゲイトサイトの柵築 １１１

業務への応用や、東北コンピュータ専門学校で所

有している図書コーナーの蔵書や過去の卒業研究

発表論文との連携が考えられる。

法的な問題がクリアできれば、室内閲覧に限り

という条件をつけて、蔵書を電子化し提供するこ

とも可能となり、さらにＷＥＢサイトの特性を活

かし、視覚・聴覚に問題を抱える地域住民への情

報提供やdaisyフォーマットによるマルチメディ

アコンテンツの供給も可能となる。

将来、病院や介護施設、町内の公民館、児童館

など異業種の図書施設と連携し、「ノードライブ

ラリ」としてクラウドで連結することで、職能知

識や地域性を活かし、世代を超えたコミュニケー

ション型の読書推進活動の展開を期待し、さらな

る研究をすすめたい。
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Ｅ･デュルケム『自殺論』研究

第二編第四章「集団本位的自殺」研究

西敏郎＊

EtudesurEmileDurkheim“Lesuicide'’

ToshiroNISHI＊

KeyWords：集団本位（愛他）的自殺

過度の個人化

未発達な個人化

没個人性

随意的

はじめに

「中庸」という概念がある。これは全てものに

はちょうど良い量があるという考え方で、例えば、

賛をつくした豪華な料理あるとして、その料理を

ほんの一口だけしか食べられないのであれば食欲

は満たされずに不満が残る。逆に必要以上に食べ

てしまえば苦しいだけに留まらず、最終的にはも

どしてしまうであろう。そこにはせっかくの料理

の美味しさを味わう余裕や満腹感などはなく、苦

しさだけが残る。つまりどんな料理にも、美味し

く、そして満足感を得られるにはそれに適した量

がある。

愛情についても同じことが言える。愛する相手

を束縛したい、いつも一緒にいたいと考えるのは

ごく自然なことなのだが、この束縛や感情が度を

過ぎてしまえば、相手にとっては負担になり逆効

果になってしまう。また愛してはいてもまったく

そういった行動や感情を起こさなければ、それは

不安となってしまうであろう。その他では、どん

なにカラオケが好きな人でも２４時間拘束されて、

延々と歌わされ続ければ、そのうち喉は痛くなり、

そこから先は苦痛にしかならない。楽しく歌える

時間はせいぜい最初の数時間ではないだろうか。

このようにどんなものでもその限界容璽を超え

*東北女子短期大学

Lesuicidealtruiste

exc6sd，individuation

individuationtroprudimentaire

impersonnel

歯cultatif

てしまえば、それは負担となりマイナスとなって

しまう。ギリシャの哲学者アリストテレスは、こ

の「ものごとのほどよい量」を「中庸」と呼んだ。

アリストテレスによれば中庸とは数量的中間でも

平均でもない。経験を積み重ねながら理性を正し

くはたらかせることによって得られる過不足のな

い状態であるという。

『自殺論』第二章集団本位的自殺研究

生の世界においても、過度におよぶものは全て

よくない。全てものにはちょうどよい量というも

のがある。生物の能力にしても、一定限界をこえ

ないという条件のもとで、はじめて決められた

目的を果たすことができる。社会現象についても

同じことである。前回検証したように過度に個人

化が進めば自殺がひき起こされるが、個人化が十

分でないと、これまた同じ結果が生まれる。人は

社会から切り離されたとき自殺をしやすくなるが、

あまりに強く社会の中に統合されていても、おな

じく自殺をはかるものなのである。

デュルケムは個人が社会的な規範から離れて

しまうと、それは「過度の個人化（ｅｘｃｅｓ

ｄ'individuation)」となり逸脱行為を導くと「第

二章自己本位的自殺」のところで論じた。しか

し、では逆に社会的な規範が過度に個人を繋ぎと

めてしまうと個人はどうなるのか？逸脱行為は解
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消され、すべてが丸く収まるのであろうか？その

点に関してデュルケムは「集団本位的自殺（Le

suicidealtruiste)」という概念を説明している。

では「集団本位的自殺」とは何なのか？社会的規

範が個人を過度に規制してしまうとどうなるの

か？今回は前回の「自己本位的自殺」に相対する

概念である「集団本位的自殺」について検証して

みたいと思う。

未開社会では自殺は起こらなかったとはよく言

われることである。確かによく言われることであ

るが、まさしくその通り、社会的結合の強い未開

社会は自己本位的自殺の発生は確かに少ない。

しかし、そのかわりそこには風土病のような状

況を呈して別の形式の自殺が認められる。バルト

リン'は、その著『デンマークにおいて死を蔑視

する原因について』のなかで、こう書いている。

デンマークの戦士達は、老衰や病でベッドの中で

死ぬことを恥辱とし、この不名誉を逃れるために

みずから命を断った。

シリウィウス・イタリクスは、イスパニア・ケ

ルト族について次のように書いている。「これは

自分の血を惜しげもなく浪費する、なんとも死を

急ぐことの好きな民族である。ケルト人は壮年期

を過ぎると、もう時が経つのに耐えられなくなり、

老年期を迎えることをいさぎよしとしない。彼ら

は自分の意のままに生涯に終止符をうつ｡｣、こう

して彼らは、自らに死を課した者には美しい終の

住処を、病や老衰で死んだ者には陰惨な地の底を、

それぞれに割り当てた。

他にも王や首長が死ぬと、家来たちは生きのび

ることを許されないようなところもある。ゴール

の場合がそれにあたり、アンリ・マルタン､によ

ればゴールの首長の葬式は、とりもなおさず血な

まぐさい大殺識であって、彼の衣服、武器、馬、

寵愛の奴隷などが荘厳に炎につつまれたが、それ

には最後の戦闘に生きのこった忠臣までもが加え

られた。彼らは首長よりも生きながらえることは

決して許されなかったのである。

こうみてくると、自殺は確かに未開民族にも極

めてひんぴんと起こっていることになる。しかし、

そこにはいかにも独特な性格がある。実際これ

まで述べてきた事実はすべて、次の三つのカテゴ

リーのいずれかに分類されるのである。

一、老年の域に達した者、あるいは病に冒された

者の自殺

二、夫の死の後を追う妻の自殺

三、首長の死にともなう臣下や家来の自殺

さて、以上のすぺての場合を通じて、自殺が行

われるのは、当人が自ら自殺をする権利をもって

いるからではなく、それどころか自殺する義務が

課せられているからである。仮にこの義務を怠る

と、恥辱をもって罰せられるか、あるいはより一

般的なケースとしては宗教的な懲罰をもって罰せ

られる。確かに我々は、自殺をした老人の話を耳

にすると、まず老齢によくありがちな疲労や病苦

のみにあって、個人がひたすら耐えがたい生から

のがれるために自殺をはかるのであれば、義務と

して自殺がなされるなどということは起こるまい。

特権を享受することが義務づけられることはあり

えない。ところが当人が生に執着していると、世

間の尊敬が彼から去ってしまうことはすでにみた

とおりである。すなわちあるところでは、ふつう

葬儀にはらわれる礼が彼には拒絶されたり、また

あるところでは、あの世で恐ろしい生活が待ちか

まえていると脅されたりする。つまり、社会が彼

の上に重くのしかかり、自殺へはしらせてしまう

のだ。自己本位的自殺にも、むろん社会は関係し

ている。しかし、両者へのその介入の仕方は同じ

ではない。一方においては、社会は人を生から離

脱させるような言葉を語りかけるだけであるが、

他方では社会は正面きって人に生を放棄するよう

な命令を下す。前者ではせいぜい暗示したり、忠

告したりするだけであるが、後者ではそれは強制

に変わる。そして、この義務を要求しうる条件や

環境を決定するもの社会なのである。先の例の場

合、家来が首長よりも、臣下が王よりも生きのび

てはならない理由は、当の社会の構造が家来と首

長、臣下と王の間に極めて緊密な従属関係を含ん
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でいて、双方を区別するという観念を排している

からに他ならない。一方の運命は、他方の運命で

なければならない。家来は主人のおもむくところ

ならどこへでも、たとえあの世へでも、主人の衣

服や武器と一緒に供をしなければならないのだ。

以上から、これら自殺の原因がどこにあるのか

が十分明らかになったと思う。社会がこのように

ある成員に圧力を加えて自殺をさせることができ

るためには、個人の人格が無に等しいとされる状

況がなければならない。というのは個人的人格の

形成がされはじめるやいなや、生きる権利という

ものはまつさきに承認されるものである。しかし、

この個人化の微弱さも、もっぱら一つの原因の生

む結果にすぎない。集団生活のなかに個人の占め

る地位がこのように微弱であるということは個人

が集団のなかにほとんど完全に埋没していて、そ

れゆえ、集団が極めて強固に統合されているとい

うことでなければならない。

これらの社会は限られた成員からなっているの

で、そこでは全員が同質的な生活を営み、観念も

感情も生業も、すべて全員に共通するものをもっ

ている。と同時に、つねに社会（集団）の規模が

小さいため、社会（集団）は各個人にとって身近

であり、各個人はすべて社会（集団）の視野のな

かにおかれている。こうして集団的な監視の目は

つねに光り、ひろがって個人間に異質性が生じる

ことを極めて容易に妨げる。したがって自分だけ

の特殊な世界を作り上げ、そのもとで自らの本性

を発達させ、比類ない個性を生みだすという術は

個人には与えられていない。個人はその仲間とい

わば同質的であるので、それ自身では価値のない

全体の割り切れる部分の一つのようなものである。

そこで、前回検証した「自己本位的自殺」とは

きわだった特徴によって区別されるいま一つの

自殺のタイプがここに浮かびあがってくる。前

者は過度の個人化（excesd，individuation）から

生じるものであったが、それにひきかえ後者は

あまりにも 未発達な個人化（individuationtrolg

rudimentaire)1Ｖを原因とする。すなわち前者は

一部分あるいは全体的に解体にひんした社会が、

敏郎

個人をそこから逸脱するにまかせているためにお

こる。他方は社会が個人をあまりに強く、その従

属下においているところから起こる。要するに自

我が自由ではなく、それ以外のものと合一してい

る状態、その行為の基軸が自我の外部、つまり所

属している集団におかれているような状態がそれ

である。したがって、デュルケムはこの強い集団

主義の結果生じる自殺を、集団本位的自殺と呼ん

だ。そして、この集団本位的自殺は、自己本位的

自殺と相対する概念である。

さらにデュルケムはこの集団本位的自殺をさ

らに２つに分類する。集団本位的自殺と義務的

集団本位的自殺である。後者に「義務的」と付

いたのは集団本位的自殺がすべて義務的になされ

ているとは限らないからである。社会からこの

ような表向きの強制は受けないで、むしろ随意

的（facultatif）な性格をもっている自殺もある。

いいかえれば集団本位的自殺とはいくつかの変種

をふくんだ自殺の一種なのである。

結輪として

人は表向きに自殺をしいられていないにもかか

わらず自殺をする。しかしそれらの自殺も、義務

的自殺と本質的に異なるところはない。世論は

たとえ公に自殺を強制しなくとも、自殺に与しな

いわけではないのである。生に執着しないという

ということは、当時にあっては一つの徳であった

から、ほんのささいな事情から生を断つ者には賞

賛が贈られた。自殺には社会的な褒賞がつき、そ

のために自殺が奨励されさえした。その褒賞をこ

ばもうとすれば、いわゆる懲罰とひとしい結果が

人々をみまったのである。

人は一方では不名誉を免れるために行なう行為

を、他方ではいっそう尊敬をかちえるために行う

のだ。子どもの時から生を重んじないことに憤れ、

あまりに生に恋々とする者をさげずむことを習わ

しとしていると、いきおいまったくささいな理由

からも生を放棄してしまう。それらの慣行は義務

的自殺とまったく同じように未開社会の道徳の根

底にあるものに根ざしている。そしてこの道徳は
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個人が独自の利害関係をまったくもたないかぎり

においてはじめて維持されるものであるから、個

人は二心のなき断念や献身をしめすように訓練さ

れなければならない。こうしてある程度の自発性

をおびたそれらの自殺が生まれる。

そしてこの特殊性をもっと浮き彫りにするため

には随意的といいそえるべきである。

IThomasBartholin（1616～８０）

デンマークの解剖学者。

Ⅱ『自殺論』261頁

ⅢHenriMartin（1810～８３）

フランスの歴史家、ソルボンヌ教授、のち政界

に進出。主著『フランス史』（15巻）

Ⅳ没個人性（impe庵onnel）
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ハリエット・パワーズのキルトにみる死と救済
一theBibleQuiltとthePictolialQuiltを中心に一

大瀬恵理子＊

TheDeathandSalvationmHarrietPowers，Quilts
-WithSpecialReferencetotheBibleQuiltandthePictorialQuilt-

ErikoOHSE＊

KeyWords：theBible『聖書』

Spirituals謎歌

Africantextileアフリカのテキスタイル

１．はじめに

アフリカ系アメリカ人であるハリエット・パ

ワーズ（1837-1910）はジョージア州アセンズ近

郊に奴隷として生まれ、数点のキルト(1)を残して

いる。１９世紀合衆国南部に暮らすアフリカ系アメ

リカ人の女性たちは、過酷で貧しい暮らしのなか

寒さや湿気を防ぐための生活必需品として、ささ

やかな楽しみとして家族の古着、作物や肥料の袋

など使い古しの布を使ってキルトを作ってきた。

独立戦争後の合衆国で最初に発達したのは綿産

業であり、1793年に発明されたコットンジン（綿

の種を分離する綿繰り機）は綿の産地としての合

衆国を躍進させ、南部の綿花栽培は重要な産業と

なる。南部奴隷制度はその経済基盤を支える労働

力を確保するためのものであり、１９世紀後半ま

で存在していた。南北戦争直前の南部に住む約

４百万人のアフリカ系アメリカ人奴隷の多数は、

小・中規模の綿花・米・タバコなどを作付する農

園で生活しており、女性の場合日中は農地で耕作

や綿摘みをし、夜は家事労働をしなければならな

かった。さらに労働時間は男性よりも長く、家事

にかけた時間の大部分は衣類や寝具等の縫い物に

費やされていた。当時奴隷たちに与えられた寝具

は軽い木綿の毛布一枚だったためキルトを作るこ

とは重要な仕事であり、女性の作ったキルトの多

＊東北女子短期大学

くは丈夫で実用的なベットカバーに用いられてい

た。そして繰り返し洗って使いこまれ、ぽろぽろ

になると燃やされることが多く、そのほとんどが

後世に残ることがなかったのである。

従って19世紀のアフリカ系アメリカ人女性の

手によるキルトは現存するものが少なく、保存状

態が良好で作者が判明しているものは皆無に等

しい。そのなかでパワーズの制作したtheBible

Quilt（1885-1886年制作)及びthePictorialQuilt

(1895-1998年制作）は大切に保存・管理されて

おり、国宝ともいえるキルトである。現在the

BibleQuiltはワシントン，.Ｃ､のスミソニアン歴

史博物館に､thePictolialQuiltはボストンのファ

インアート美術館に所蔵されているが、これらが

パワーズの作品であることが判明したのは1971

年のことである。前者は11枚、後者は15枚の布

に聖書の記録を中心に民間伝承や天文現象を描く

アップリケを施し､strips(細幅布)で各block(ブ

ロック)(2)を構成したキルトである（写真１，２)。

2010年、没後100年となるパワーズの、キルト制

作の時代背景やアフリカの伝統的テキスタイルの

影響に焦点をあてながら、キルトの特色について

考察したいと思う。

２．手紙の発見と時代背景

2009年２月、アイオワ州リー郡歴史協会でロー

レンス・ダイバー（1846-1922）のファイルが開
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封され、従来文盲とされていたパワーズがダイ

バーにあてた手紙のコピーが発見された。ダイ

バーはアトランタで開かれたtheCottonStates

Exposition（1895）に展示されていたtheBible

Quiltを見てパワーズの熟練した技に感銘を受け

た。そしてこのキルトを撮影した写真の裏側にキ

ルト購入の希望を書いて、パワーズに送ったので

ある。ダイバーの希望は叶わなかったが、この手

紙はパワーズが彼女に書き送った現存する唯一の

手紙である。

Athens,Ga

Jan28thl896

ThelifeofHarrietPowers､BorninMadison

Co､８milesfromAthensontheElbertonroadin

theyearOct､29,1837.HermistresswasNancy

Lester,Ｉｃｏｍｍｅｎｃｅｄｔｏｌｅａｒｎａｔｌｌｙｅａｒｓｏｌｄ

ａndthewhitechildrenleammebysoundona

poplarleafOnSundaysafterthaｔｌｏｎｂｏｏｋｓ

ａｎｄｄｏｎｅｍｙｏｗｎｓｔｕｄｙｉｎｇ、Iwasmarried

toArmstedPowersl855、Ｗｈｅｎｌｗａｓｆｒｅｅｌ

ｍｏｖｅｄｔｏＤｏｎｄｙ,Galnl8721madeaquiltof4

thousandand50diamonds・

Ｉｎｌ８８６ｗｅｍｏｖｅｄｔｏＡｔｈｅｎｓａｎｄｉｎｌ８８７，

ＩｒｅｐｒｅｓｅｎｔｅｄｔｈｅｓｔａｒｑｕｉｌｔｉｎｔｈｅColored

fairassociationofAthens-Mr､Madison

Davis,Pres,Ｅ､Ｗ､Bridy,clerk,Thequiltofmine

takenthepremium・

Ｉｎｌ８８２ＩｂｅｃａｍｅａｍｅｍｂｅｒｏｆＭｔ，Zion

Baptistchurch・ThenlvisitedSundayschool

andreaｄｔｈｅＢｉｂｌｅｍｏｒｅｔｈａｎｅｖｅｒ・Thenl

composedaquiltoftheLord'sSupperfromthe

NewTestament、２thougandand500hundred

diamonds、

Ｉｎｔｈｅｙｅａｒｌ８８８,Icomposedandcompleted

thequiltoｆＡｄａｍａｎｄＥｖｅｉｎｔｈｅＧardenof

Eden-afterwardsoldittoMiss・JennieSmith，

anditwasrepresentedbyherattheExposition

atAtlanta､ＩｗａｓｔｈｅｒｅａｔｔｈｅＥｘ－Ｄｅｃ，26,

1896.

Ｉａｍｔｈｅｍｏｔｈｅｒｏｆ９ｃｈｉｌｄｒｅｎ－６ｄｅａｄａｎｄ３

１ｉｖｉｎｇｌａｍ５８ｙｅａｒｓｏｌｄ・

AfterleavingAtlantaitwassaidlwａｓｄｅａｄ

－ｉｔｗａｓｎｏｔｓｏ，ｆｏｒlwasattheExposition

becauselpresenttheGovemorofthecolored

departmentawatermelonChristmasGift,Iam

enjoyinggoodhealthinAthens,Ga

Thislaccomplish

HarrietA・ＰＯＷers(3)

ジョージア州アセンズ

1896年１月28日

ハリエット・パワーズの生涯。1837年10月29日、

エルバートンロードのアセンズから８マイルのと

ころ、マディソン郡で誕生。雇い主はナンシー・

レスター。私は１１歳で学び始めました。白人の

子供達がポプラの葉に音を書いて、私に教えてく

れました。その後毎週日曜日に本を…して自分で

学びました。1855年、アームステッド・パワーズ

と結婚しました。解放された時、ジョージア州ド

ンディーに移りました。1872年に4050枚のダイ

ヤモンドのキルトを作りました。

1886年にアセンズに移り、1887年アセンズのカ

ラーズ・フェア協会でスターキルトについて、長

老派教会、Ｅ,ＷＢｒｉｄｙの事務官、マデイソン・

デイビス氏に説明しました。そのキルトで賞金を

もらいました。

1882年、私はシオン・バプテスト教会の会員に

なりました。その後日曜学校に通い、以前よりも

聖書を読みました。その後新約聖書の場面から最

後の晩餐のキルトを構成しました。2500枚のダイ

ヤモンドです。

1888年、エデンの園のアダムとイブのキルトを

構成し完成しました。後にジェニー・スミス女史

に売りましたがこれはアトランタの博覧会で彼女

によって展示され、私は1896年12月26日にそこ

へ行きました。

私は９人の子どもの母親です－６人が死に、３

人が生存しています。私は58歳です。

アトランタを出た後、私は死んだと言われてい



122 大潮恵理子

ましたが、そうではありません。私は博覧会にい

たのです－coloreddepartmentの委員長にスイ

カのクリスマスプレゼントを贈るためにね。健康

状態が良好でアセンズでの生活を楽しんでいます。

これをやり遂げました

ハリエット・アンジェリン・パワーズ

この手紙ではキルト制作の経験などが記されて

おり、いくつかの発見があった。例えば、①文盲

だと思われていたパワーズが、女主人ナンシー・

レスターの子ども達に助けられて読み書きを学

んだこと、②theBibleQuilt，thePictorialQuilt

のほかに３つのキルトーaquiltof4thousandand

50diamonds(1872年制作)、aquiltoftheLord，s

Supper(1882年制作)、thestarquilt（1887年制作）

－を作り、特にthestarquiltはアセンズで開催

されたキルトフェアで受賞したこと、③彼女の

キルトは聖書の学びの影響もあり制作されたこ

と、④９人の子どもの母親であったこと、⑤黒人

社会で重職に就く人物と知り合いであったことな

どが述べられている。①～③はパワーズのキルト

を考察するうえで、手掛かりを与えてくれるもの

と思われる。1872年以前のキルトについては触れ

ていないが、1872年から1887年までに４つのキ

ルトを手掛けたことを記しており、1898年のthe

PictorialQuiltを合わせると少なくとも５つのキ

ルトを制作したことになる。

パワーズが生まれ育った当時の職能奴隷（裁縫、

染色などの熟練者）の女性たちは、農園所有者の

家族のために布地作りに打ち込んでいた。年上の

女性が布を織り、衣服や寝具類を縫う様子を見て、

その技を身に付けていったのである。1855年、１８

歳で結婚したパワーズは南北戦争（1861-1865）

の前後を通して９人の子どもを出産した。戦争終

結後、アセンズでは生活必需品が一層不足し伝染

病が蔓延し、解放後も将来の見通しが立たない状

況が続いていた。夫アームステッドが農園労働者

として農作業に従事し、彼女はお針子として一家

の家計を支えていたのである。1874年には念願

だったシンガーミシンを購入し、細かな縫い目が

必要とされる衣服やキルト作りに拍車がかかるよ

うになる。1880年代に入り、一家はアセンズ近郊

に４エーカーの土地を購入し、野菜や綿花を栽培

することで収入も少しずつ増えていくようになっ

た。

パワーズは1882年からシオン・バプテスト教

会の教会員として日曜学校に通い、以前にも増し

て聖書を読んだと記しているが、奴隷に対するキ

リスト教布教活動が広まるのは18世紀後半から

である。しかし奴隷主の多くは、「神の前ではす

べての者は平等である」という思想を奴隷が持つ

ことは、奴隷制の根幹を揺るがすものだと考え、

布教されたのは奴隷全体のごく一部であった。１９

世紀に入るとキャンプ・ミーティング（説教を聴

き、祈り、讃美歌を歌い、宗教的感情の高揚を呼

び覚ます宗教集会）の形で宗教強化が広まってい

く。彼らに伝えられたキリスト教の教義は、奴隷

制度に経済的に依存する南部社会のニーズに合わ

せたものであった。つまり白人牧師の説教の骨子

は「奴隷は主人に忠実に尽し、仕事に励むことに

より来世で幸福になれる｣というものである｡キャ

ンプ・ミーティングで歌われていた讃美歌はやが

て形を変え、アフリカ的なリズムと演奏スタイル

をもつ宗教民謡、霊歌（Spirituals）となる。霊

歌はキリスト教信仰に目覚めた彼らが救済への願

いを込めて宗教集会や肉体労働の現場で歌ったも

のである。西アフリカから奴隷船で合衆国へ連れ

てこられた彼らの解放への願望・故国アフリカへ

の望郷の想いが込められていた。1831年、ヴァー

ジニア州で発生したナット・ターナーを首謀者と

する反乱事件の後、奴隷の宗教集会は禁じられる

ようになるが、厳しい監視体制のなかでもキリス

ト教信仰と霊歌の歌唱は止むことがなく「秘密の

集会」として続いていったのである。

このように奴隷に対するキリスト教の浸透が契

機となり、アフリカ音楽の伝統と西洋音楽の要素

を併せ持つ黒人の音楽・霊歌が合衆国南部で生ま

れたのであるが、若い頃から宗教集会で聖書を学

んできたパワーズは、霊歌に触れる機会もあった

と推測される。従ってはじめに、現存する２つの
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キルトについて、キリスト教（聖書や錐歌）の影

響を検討したいと思う。

３．キリスト教（聖書や霊歌）の影響

(1)theBiblcQuilt

パワーズが５つのキルトを制作した１９世紀後

半、アフリカ系アメリカ人の女性達は、年に一度

開催されるcoloredfairにキルトなどの手工芸品

を出展していた。1886年、綿産業に沸くアセンズ

で開催されたNortheastGeorgiaFairでは、地

元女性の展示ブース・craftsareaにパワーズ制

作のtheBibleQuiltが展示された。これを見た

アセンズの121人両家ジエニー・スミス（1862-

1946）がこのキルトの芸術的価値に気付き、作者

パワーズを見つけて買い取りたいと申し出た。パ

ワーズは一jI.売ることを断るが、その後1891年に

経済的事情から手放すことになる。この允災がな

ければtheBibleQuiltはほかの貧しいアフリカ

系アメリカ人の手掛けた多くのキルト同様に、,使

い古されて後世に残ることはなかったのである。

キルトを脳入したスミスは、パワーズの語るキル

トｂlockについての説明を記録し、キルトと共に

保管することになる。スミス亡き後、彼女の遺産

遂行人ハロルド・ヘックマン（1899-1987）がキ

ルトを受け継ぎ、２０年後スミソニアン歴史博物館

に寄贈したのである。現在thGBibleQuiltを所

蔵する同博物館では各blockについて次のように

説明を加えている｡(4)

TopRow-lelttoright

１.AdamandEvenamingtheanimals,including

acamel,elephant,leviathan,andostrich,ｉｎtｈｅ

写真１ｔｈｅＢｉｂｌｅＯｕｉｌｔ（文献３より引用）
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ＧａｒｄｅｎｏｆＥｄｅｎＡｄａｍａｎｄＥｖｅａｒｅａｌｓｏｂeing

temptedbyacrawlingselpent・

エデンの園でらくだ、象、レビヤタン（海の巨大

な獣)、ダチョウを含む動物達に名前を付けてい

るアダムとイブ。彼らは這いまわる蛇に誘惑され

ている。

2.ＡｄａｍａｎｄＥｖｅｗｉｔｈｔｈｅｉｒｓｏｎ,Cain､Abird

ofparadise,madeofredandgreencalico,is

stitchedinthebottomrightcomer・

息子カインを伴うアダムとイブ。赤と緑のキャリ

コ(5)で作られた楽園の鳥は、ｂlockの右角下に縫

いこまれている。

3.TheDevilwithpinkeyesstandssurrounded

bysevenstars・

ピンク色の目のサタンが７つの星に囲まれて立つ。

MiddleRow-lefttoright

４.CainkillinghisbrotherAbel,ｗｈｏｉｓｌｙｉｎｇｍ

ａｓｔｒｅａｍｏｆｈｉｓｏｗｎｂｌｏｏd・ThesheepCainis

tendingwitnesstheattack・

弟アベルを殺害するカイン。アベルは自身の血の

流れの中に横たわる。アベルの羊達がその様子を

目撃している。

５.ＣａｉｎａｎｄｈｉｓｗｉｆｅｉｎｔｈｅＣｉｔｙｏｆＮｏｄ､An

orangecalicolionstandsamongbears,ａｎｅｌｋ，

leopalds,ａｎｄａ“kangaroohog.”

ノドの土地でのカインとその妻。オレンジ色の

キャリコで作られたライオンが熊、ヘラジカ、豹、

カンガルー豚の間に立つ。

6.Jacobsleepswhileawingedangelseemsto

ascendordescendJacob'sladder・

ヤコブ（イスラエルの12族の祖先となった12人

の子の父）が眠り、一方で羽のある天使が梯子を

上り下りしている。

7.AdovefromheavenflyingoverJesusand

JohntheBaptistafterJohnbaptizedtheSonof

God・

イエスとバプテスマのヨハネの上を飛ぶ天国から

来た鳩が、神の子・イエスに洗礼を施している。

BottomRow-lefttoright

8.AbleedingJesuscrucifiedwithtwothieves．

Ｔｈｅcircularobjectsabovethecrosses
“

representthedarknessovertheea】Fthandthe

moonturnjngintoblood,'’

二人の強盗と共に十字架にかけられた血を流すイ

エス。その上の丸いものは地球を覆う暗闇と血に

変化する月を表す。

9.Judaslscariotsurroundedbythirtypieces

ofsilver,hispaymentfOrbetrayingJesus・The

piecesofsilverwereoriginallymadeofgreen

calicofabric・Thelargestcircularobjectisa

star“thatappearedinl886fOrthefirsttimein
ll

threehundredyears・

イエスを敵に売る際に支払われた30枚の銀貨に

囲まれたイスカリオテのユダ。最も大きな円形の

物体は「この3百年で初めて1886年に現われた」

星である。

10.ChristwithhisdisciplesattheLastSUpper、

AccordingtoJennieSmith，slettersharing
l

Powersowndescription,itisJudaslscariot

whois“clothedindrab,beingalittleoffLcolor

incharacter.'’

最後の晩餐で弟子と共にいるイエス。パワーズ自

身の説明によれば｢くすんだ茶色の服を着ている」

のはイスカリオテのユダである。

11.TheHolyFamily,Mary,Joseph,andJesus，

withtheStarofBethlehemshiningoverthem

ThecrossesrepresenttheburdenChristcarried

inlife・

ベツレヘムの星が頭上に輝いているのは聖家族マ

リア、ヨセフ、イエスである。十字架はイエスが

生涯携える重荷である。

ｂｌｏｃｋｌ、２，４，５，６は旧約聖書、ｂlock３，

７～１１は新約聖書から描かれたものである。旧

約聖書の場面は創世記の順序でblockが構成され

ており、新約聖書はイエス傑刑のblockを中心に

順不同で構成されている。

blocklは創世記2:１９～3:7、エデンの園の場面

であり、この中の動物はサタンを象徴する蛇を除

いて登場しない。ｂlock２，５にも描かれている象、
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豹、ライオン、熊は、1865年にアセンズを訪れた

サーカス団のパレードを通してパワーズが見た動

物ではないかと思われる。またらくだは旧約聖書

のアブラハム、ヤコブ、ヨブの物語にも登場する

砂漠の遊牧民にとりかけがえのないものであった。

レビヤタンは神と対立するものとされていた神話

的怪獣である。ｂｌｏｃｋ２は創世記4:１～２、エデン

の園の東の場面である。ｂｌｏｃｋ３で描かれている

サタンと７つの星の結びつきについては聖書に直

接の記録はないが、黙示録のなかに７つの星に言

及する場面がある。ここでイエスは「７つの星を

持つ」者として登場し、７つの星は７人の御使い

を表わしている。パワーズはこの黙示録の記述を

意識し、サタンの姿形とともに天使の存在を重ね

て配置したと思われる。ｂｌｏｃｋ４は創世記4:２～

12、農耕者カインは羊を飼うアベルに嫉妬し、彼

を殺害する。ｂｌｏｃｋ５は創世記4:16、ノドの場面

であり、ここで描かれている動物も実際には登場

しない。ｂｌｏｃｋｌ，２，５に共通する豹は聖書の時

代のイスラエルではよく知られており、水玉模様

の布が使われ印象深い。中央に立つライオンはひ

と際目を引くオレンジ色で、強さと勇気の象徴と

して描かれている。ｂｌｏｃｋ６は創世記28:１０～18、

ヤコブの梯子の場面である。イサクとリベカの息

子ヤコブには双子の弟エサウがいた。長男として

の権利を巡りエサウから憎まれたヤコブは、北方

のカランに逃げる途中で夢を見る。天から下ろ

された梯子を天使が上り下りするなか、神のこ

とばを頂く場面である。この梯子は霊歌Jbco6b

〃〔jdｾrの中で、イエスを讃え天に昇るらせん階段

として表現されている。天国に一歩ずつ近づくこ

と、つまり奴隷からの解放を願う思いが込められ

ている。

Weareclimbin，Jacob'sladder，

Weareclimbin，Jacob，sladder，

Soldiersofthecross、

われらは登る、ヤコブの階段

われらは登る、ヤコブの階段

われらは十字架の戦士

Ｅｖ'ryroundgoeshigher,higher，

Ｅｖ，ryroundgoeshigher,higher，

Soldiersofthecross、

一回りごと、高く、より高く

一回りごと、高く、より高く

われらは十字架の戦士

Sinners,doyoulovemyJesus？

Sinners,doyoulovemyJesus？

IfyouloveHim,ｗｈｙｎｏｔｓｅｒｖｅＨｉｍ，

IfyouloveHim,ｗｈｙｎｏｔｓｅｒｖｅＨｉｍ，

Soldiersofthecross、

罪びとたちよ、わがイエスを愛するか？

罪びとたちよ、わがイエスを愛するか？

愛しているなら、なぜ仕えない？

愛しているなら、なぜ仕えない？

われらは十字架の戦士

Rise,Shine,giveGodglory；

Rise,Shine,giveGodglory，

Soldiersofthecross・

立ちて、輝け、神をたたえよ

立ちて、輝け、神をたたえよ

われらは十字架の戦士(6)

神を讃えさらに高く天に近づくこと、奴隷か

ら解放されたパワーズの喜びを、このblockの

天使の描写を通して伝えているように思われる。

block7はマタイの福音書3:１３～17、マルコの福

音書1:９～１１、ルカの福音書3:21～22、ヨハネの

福音書1:29～３４（以後、マタイ、マルコ、ルカ、

ヨハネと記す）で記録されている。ヨハネがイエ

スにバプテスマを施した時、天が開けて神の聖霊

が鳩のように天から降りてイエスにとどまる場面。

洪水後ノアのもとへ最初の緑の葉を持ち帰ったの

も鳩である。ｂｌｏｃｋ８はマタイ２７:３６～54,マル

コ１５:22～41,ルカ２３:３３～４７,ヨハネ１９:１８～３０

の傑刑の場面。午前９時、イエスと二人の強盗が

十字架につけられ、正午から３時間にわたり地は

闇に包まれた。地球に広がる闇と血に変化する月、
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落下する星が描かれているが、黙示録6:１２～１３

では「太陽は毛の荒布のように黒くなり、月の全

面が血のようになった。そして天の星が地上に落

ちた｡」と神秘的な情景が記録されており､パワー

ズは闇、月光、流星、血など「死」のイメージを

描写している。またこの場面は霊歌、耐eDqyq/、

､ﾉi‘呼耐e"rのなかで次のようにうたわれている。

Anddemoonwilltumtoblood，

ＩｎｄａｔｄａｙＯｙｏｙ,mysoul1

Anddemoonwilltumtobloodindatday．

そして、月は血に変わるだろう

その日、おお、そうだよ、友よ

その日、月は血に変わるだろう

Ａｎｄyou'llseedestarsa-fallm'，

ＩｎｄａｔｄａｙＯｙｏｙ,ｍｙｓｏｕｌ１

Ａｎｄｙｏｕ'llseedestarsa-fallin’ｉｎｄａｔｄａｙ．

そして、おまえは星々が流れるのを見るだろう

その日、おお、そうだよ、友よ

その日、おまえは星々が流れるのを見るだろう

Ａｎｄｄｅｗｏｒｌｄｗｉｌｌｂｅｏｎｆｉｒｅ，

ＩｎｄａｔｄａｙＯｙｏｙ,ｍｙｓｏｕｌ１

Ａｎｄｄｅｗｏｒｌｄｗｉｌｌｂｅｏｎｆｉｒｅindatday．

そして、世界が燃えるだろう

その日、おお、そうだよ、友よ

その日、世界が燃えるだろう

Ａｎｄyou'llheardesaintsa-singin：

ＩｎｄａｔｄａｙＯｙｏｙ,ｍｙｓｏｕｌ１

Ａｎｄｙｏｕ，llheardesaintsa-singinindatday．

そして、おまえは聖者の歌を聞くだろう

その日、おお、そうだよ、友よ

その日、おまえは聖者の歌を聞くだろう(7)

ここでも世界の終りの情景を通して、死による

安息一奴隷からの解放、自由一を求める憧れが

表現されている。パワーズはtheBibleQuiltの

なかで最も手のこんだこのblockに、黙示録や

霊歌のことばから読み取った「死と救済」のイ

メージを縫い込んだと思われる。ｂｌｏｃｋ９はマタ

イ２６:１４～１６，２７:３～５の記録から。銀貨に囲

まれたユダの足元に描かれた大きな星は1886年

に発見されたフィンレー琴星と推測できる。流星

という「死」のイメージにユダの裏切りと死を重

ねているのではないだろうか。blocklOはマタイ

26:20～２５の最後の晩餐の場面。１２弟子の中のユ

ダを含めた７人の弟子を描いており、中央の赤布

に綴密にアップリケされた星は、その後傑刑を受

けるイエスを象徴するように思われる。blockll

はルカ２:40の記録から。聖家族の頭上に大きく

輝くベツレヘムの星は、イエスの成長を導く神の

恵みとして描いたのではないかと考える。

スミスはパワーズからtheBibleQuiltを購

入後、ジョージア州アトランタで開催された

CottonStatesExposition（1895）のtheColored

Buildingにこのキルトを展示させた。ここには

アフリカ系アメリカ人による手工芸品や農作物が

展示されており、彼女のキルトは前述のダイバー

をはじめ大勢の人々を魅了することになる。

(2)thePictorialQuilt

thePictorialQuiltは、一説にはCottonStates

Exposition（1895）においてtheBibleQuiltに

感銘したアトランタ大学の教職員の妻達が、パ

ワーズに依頼して制作されたものと伝えられてい

る。このキルトは、ユニオン教会の牧師でアフリ

カ系アメリカ人の教育に尽力したチャールズ・

ホール（1852-1908）に、ユニオン神学校の要職

に就いたお祝いとして贈られたものである。彼の

亡き後息子のバジル・ホール（1888-1979）が保

管していたが､後に美術収集家マクシム･カロリッ

ク（1893-1963）に売ることになる。そして１９６４

年、ファインアート美術館がカロリックの遺産

thePictolialQuiltを受け継ぎ今日に至るのであ

る。各blockについて美術館では次のように説明

を添えている｡(8)



1２７

6.Ｊｏｎａｈｔｈｒｏｗｎｏｖｅｒｔｈｅｓｉｄｅｏｆａｂｏａｔand

swallowedbyawhale､Turtlesswimaround、

船の'1.1板から海に放り出され、鯨に呑み込まれる

ヨナ。周りを泳ぐ海亀。

7.Ｔｈｅcreationofmaleandfemaleanimals・

創造物である動物の雌雄。

8.FallingstarsfromtheLeonidmeteorstorm，

Novemberl3,1833.

1833年11月1311のレオニズ（獅子座)流星群。

9.Ｍｏｒｅｐａｉｒｓｏｆａｎｉｍａｌｓ，ｉｎｃｌｕｄｉｎｇｃａｍｅｌ，

elephant,giraffe,lion・

ラクダ、象、キリン、ライオンなどさらに多くの

動物の雌雄。

蕊蕊

1.JobpraysIorhisenemies,Twoangels,Job's

cofnnandcrosses・

敵のために祈るヨブ、天使、ヨブの棺と十字架。

2．“BlackFriday'’一Ｍａｙ19,1780.“Ｔｈｅｃａｔｔｌｅ

ａｌｌｗｅｎｔｔｏｂｅｄ，ｃｈｉｃｋｅｎｓｔｏｒｏｏｓｔａｎｄｔｈｅ

ｔｒｕｍｐｅｔｗａｓｂｌｏｗｎ・Ｔｈｅｓｕｎｗｅｎｔｏｆｆｔｏａｓｍａｌｌ
”

spotandthentodarkness、

1780年５月1911‘B1ackFriday'・牛はすべて堪床

へ、鶏は止まり木へ、トランペットが吹きならさ

れた。太陽は黒点に変わり暗開へ。

3.Moseswithaserpent,womenbringingtheir

childrenforhealing

蛇を連れたモーゼ、救いを求めて子ども迷を連れ

た女性達。

4.AdamandEveandtheSerpentintheGarden

ofEden．“Ａｄａｍ'ｓｒｉｂｂｙｗｉｔｈｗｈｉｃｈＥｖｅｗａｓ

ｍａｄｅ､Ｔｈｅｓｕｎａｎｄｍｏｏｎ､God'ｓａｎｓｅｅｉｎｇｅｙｅ

ａｎｄＧｏｄ，smercifulhand.”

エデンの剛のアダムとイブ、蛇。イブが作られた

写真２ｔｈｅＰｉｃｔｏｒｉａｌ

▼

ト 遥
乾

'鵜，刑;醤尋鵬Ｗ
減饗嫁

＝

TopRow-lcIttoright

Oui1t（文献３より引用）

アダムの肋骨。太陽と月。あらゆるものを見通す

神のＨと慈悲深い手。

５.Chl-istisbaptizedbyJohntheBaptist､Adove

descendsonJesus・

バプテスマのヨハネによりバプテスマを受けるイ

エス。イエスの元に降りる鳩。

MiddleRow-lGfttoright

ハリエット・パワーズのキルトにみる死と救済

沙
,窪､&皇

h

舗謹
配

『
４
４
剛

骨ＷＭ
声き
日一

弓
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１０.ＡｎｇｅｌｓａｒｅｃａｌｌｅｄｂｙＧｏｄｔｏｐｏｕｒｏｕｔｓeven

vialsofwrath・

天使が、神の怒りに満ちた７つの鉢を注ぐように

呼びかけられている。

BottomRow-lefttoright

１１.ＵｎｕｓｕａｌｌｙｈｅａｖｙＧｅｏｒｇｉａｓｎｏｗｆａｌｌｉn

FebruarylO,1895.“Awomanfrozenwhileat

prayer,Ａｗｏｍａｎｆｒｏｚｅｎａｔａｇａｔｅｗａｙ・Ａｍａｎ

ｗｉｔｈａｓａｃｋｏｆｍｅａｌｆｒｏｚｅｎ…Ａｌｌｂｌｕｅｂｉｒｄｓ

”

killed､AmanfiFozenathisjugofliquor，

1895年２月10日、まれにみる激しいジョージア州

の降雪。祈りの最中に凍りついた女性、門のとこ

ろで凍りついた女性、粉袋を持ち凍りついた男性、

命を奪われた青い鳥、リキュールの器を手に凍り

ついた男性。

１２.Meteorshowers，ｐｒｅｓｕｍｅｄｔｏｂｅｆｒｏｍ

ＡｕｇｕｓｔｌＯａｎｄｌｌ，1846．Ａｍａｎｔｏｌｌｓａｂｅｌｌ・

God，shandmercifUllycausesnoharmtothe

people、

1846年８月10日から１１日と推定される流星雨。

男が鐘を鳴らしている。人々に害を及ぼさないよ

うにする慈悲深い神の手。

13．“ＢｏｂａｎｄＫａｔｅＢｅｌｌｏｆＶＡ,”ｗｈｏwere

presumedtonotknowaboutGod,sharethis

quiltblockwithBetts，ahogwhichran500

milesfromGeorgiatoVirginia，

神を知らないヴァージニアのＢｏｂとKateBen･

ジョージアからヴァージニアまでの５００マイルを

走った豚のBettso

14､Morepairsofanimals、

さらなる動物の雌雄。

15.Jesus,withbloodstreamingdownHisright

side，crucifiedalongsidetwothieves・Mary，

MarthaweepatthefeetofJesus・

二人の強盗と共に十字架にかけられ、体の右側に

血を流すイエス。その足元で涙にくれるマリアと

マルタ。

thePictorialQuiltの特徴は、聖書の物語を民

間伝承や天文現象と結び付けて描いていることで

恵理子

ある。１５blockの中からまず、天文現象について

描かれているｂlock2,8,11,12を検討する。こ

の中の２つは、パワーズが生まれる前の出来事で

ある。

①block2-BlackFriday

l780年５月19日の正午、カナダの森林火災が原

因で北部ニューイングランド州の空が暗くなり、

７つの星が観測されたと伝えられた。人々は黙示

録6:12～１７の記録を引用して「世界の終り・最

後の審判」と考え、教会の牧師は「神の警告」と

説いたのである。この出来事が教会を中心に黒人

コミュニティーで伝えられ、パワーズはその記憶

を描写したのであろう。

②block8-Fallingstars

l833年11月13日の夜、ジョージア州の空に獅子

座流星群が観測され、光の鎖が15分間瞬き続け

たと伝えられた。この天文現象もBlackFIiday

同様に「世界の終り」と考えられていたのである。

パワーズはこの４年後に誕生するが、災いをもた

らす流星を制止する「慈悲深い神の手」を縫い込

み、人知では計り知ることのできない「全知全能

なる神」の力を描いたと思われる。

③blockl2-Meteorshowers及び

blockll-Georgiasnowfall

パワーズはこの２つの出来事を体験している。

Meteorshowelsは1846年、ジョージア州北部で

見た流星雨（地球が流星群を通り抜けるとき多数

の流星が発散するように見える現象）を描いたも

のと推測するが、ここにも「神の手」が配置さ

れ、流星に対する人々の恐れと神の救いが描か

れているように思われる。また1895年２月８日

から１０日までアセンズは珍しく雪が降り、気温

が零下になったとされる。冬用の衣服を十分に持

たない南部の人々にとりこの寒さは身に堪えるも

のであったが、この体験を臨場感溢れるGeorgia

snowfallとして描いている。

thePictorialQuiltでは、以上の天文現象を除

く１１のblockが、聖書からの描写である。ｂｌｏｃｋ

ｌ、３，４，６，７，９，１４は旧約聖書の創世記、

ヨブ記、ヨナ書から順不同で採られ、天文現象を
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現わすblockと組み合わせて構成されている。ま

たｂｌｏｃｋ５、１０，１５は新約聖書のマタイ、マルュ

ルカ、ヨハネ、黙示録から採られ、右端のblock

にまとめて構成されている。

ｂｌｏｃｋｌはヨブ記より。ヨブは様々な苦難に耐

え、神の主権的力と知恵の新しい理解を与えられ

た人物である。彼は３人の友人のためにとりなし

の祈りをするが、パワーズの描く敵のために祈る

場面はなく、天使や棺の登場する記録もない。十

字架、棺は死をイメージするものであるが、奴隷

にとって死は奴隷からの解放、休息、自山と同じ

意味をもつものである。ｂｌｏｃｋ３は出エジプト記

より。イスラエル人をエジプトの奴隷状態より解

放し、荒野を通ってカナンの国境まで導いた偉大

な指導渚モーセを中心に描いており､彼の持つ｢神

の杖」が蛇に変わる記録がある。霊歌GoDow"，

Mbs“は、暴君ファラオに虐げられるイスラエル

人に、白人農園主のもとで酷使される奴隷自身の

姿を重ね、モーセに希望を託す内容である。次に

その一部を引用する。

WhenlsraelwasinEgyptland，

Letmypeoplego1

Oppressedsohardtheycouldnotstand，

Ｌｅｔｍｙｐｅｏｐｌｅｇｏ１

Ｇｏｄｏｗｎ,Moses，waydowninEgypfsland．

TelloldPharaoh,ｔｏｌｅｔｍｙｐｅｏｐｌｅｇｏ１

イスラエルがエジプトの地にあった時

我が民を解き放て

ひどい圧政に耐･えられなかった

我が民を解き放て

行けモーセよ、はるかエジプトの大地を

老猫なファラオに告げるのだ、

我が民を解き放てと(9)

このblockではイスラエルの民を解放に導いた

モーセの雄姿がこの霊歌と相侯って、生き生きと

描写されているように思われる。ｂｌｏｃｋ４は創世

記・エデンの|刺の場而であるが、神のＨと手の描

写については西アフリカ・ベニン共和国の旗のな

かに同様のアップリケが見られる（写真３)。こ

こでは現在も史実を描いた物語性のある雄が制作

されており、パワーズのモチーフに影靭を与えて

いるように思われる。また月と黒い太陽（暗闇）

は校淵な蛇による人類の堕落の場面を印象付け

る効果がある。ｂｌｏｃｋ５はマタイ、マルコ、ルカ、

ヨハネにみられるバプテスマを受けるイエスの場

而より。左上の太陽には、神の聖霊と向き合うイ

エスを祝福するパワーズの意図が込められている

ように思われる。ｂｌｏｃｋ６はヨナ書1:１７より。ヨ

ナは神の命令に背いたため大魚に呑み込まれ、そ

の後異教徒・ニネベ人に改心を説いたイスラエル

写真３ベニン共和国の旗にみられるアップリケ（文献２より引用）
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人預言者である。悔い改めるものには神の恵みが

与えられることが読み取れる場面である。ｂlock

７，９，１４はいずれも創世記7:１４～１６に記録され

るノアの箱舟の場面である。ノアは悪と暴力の時

代にも正しい人であった。悪のひどさを見逃すこ

とのできない神は恐ろしい洪水を送り、ノアと彼

の家族・すべての生き物１つがいが、箱舟に乗り

込み救われた。らくだ、象、きりん、ライオンな

どはtheBibleQuilt同様に、アセンズを訪れた

サーカス団の記憶を基に縫い込まれたと推測でき

る。また箱舟の場面はｂlock７，９，１４と３回描

写されている。霊歌のなかでも歌詞の繰返しがみ

られ、thePictorialQuiltには霊歌特有の構成も

取り入れられているように思われる。blocklOは

黙示録16:1～21の記録より。７人の天使が神の

怒りの満ちた７つの鉢を受け取り、それを地に

ぶちまける場面である。霊歌〃dbrg7Eα/g"伽，z4p

耐omj"では人類の滅亡と死者が神によって選別

される様子が描写されており、その一部を次に引

用する。

Telldemalltocometodejudgement，

Indatgreatgittm，ｕｐｍｏｍｍ
。,

ＦａｒｅｙｅｗｅⅡ,falEyewen，

皆に審判に来るように伝えるのだ

あの大いなる昇天の朝には

さようなら、さようなら

Denyouseedemcoffinsbustin，，

ＦａｒｅｙｅｗｅⅡ,fareyewen，

すると棺桶が壊れるのを見るだろう

さようなら、さようなら

DenyouseedefOlksesrisin，，

Ｆａｒｅｙｅｗｅｎ,fareyewen，

そして死者たちが起き上がるのを見るだろう

さようなら、さようなら

Ｄｅｎｙｏｕｓｅｅｄｅｗｏｒｌｄｏｎｆｉｙｅｒ，

Ｆａｒｅｙｅｗｅｌｌ,fareyewell，

恵理子

そして世界が燃え上がるのを見るだろう

さようなら、さようなら

Denyouseedestarsa-fallin，

ＦａｒＥｙｅｗｅｌｌ,fareyewell，

そして星々が天から落ちるのを見るだろう

さようなら、さようなら

Fareyewell,poorsinner，

Indatgreatgittin，ｕｐｍｏｍｍ
ｏＤ

Ｆａｒｅｙｅｗｅｎ,fareyewell，

さようなら、哀れな不信心者たちよ

あの大いなる昇天の朝には

さようなら、さようなら('0）

黙示録では、絶対的な支配権をもつ神がすべて

の悪に勝利し、新しい創造が行われて信徒は救わ

れるという最後の審判の情景が描かれている。こ

れは奴隷たちにとり、彼らを不当に扱ってきた白

人たちに、神が厳しい裁きを下す時だと考えられ

ていた。パワーズは、黙示録と霊歌のことばから

読み取った「信仰の遵守と救済」のイメージを

縫い込んだのではないかと思われる。blockl3の

BobとKateBenは聖書の中には登場しない人物

であり、神を信仰しない彼らを不信心者の象徴と

して描いている。またアフリカ系アメリカ人の

民話のなかで時計は悪運・死を象徴するものと考

えられており、この２人の間に時計を配置して警

告を与えようとする意図がみられる。さらに豚は、

聖書の中では良い意味で登場することはなく、こ

のblock全体にパワーズ独特のユーモアのセン

スが現われているように思われる。blockl5はマ

タイ、マルコ、ルカ、ヨハネから、イエス篠刑の

場面である。ここでは正午から３時間にわたり地

上が闇に包まれたと記録されており、太陽が暗闇

に包まれていくパワーズの描写からも読み取れる。

またこの場面ではマリアとマルタは記されていな

いが、遠方からイエスを見守っていた女性として

描かれているように思われる。

これまでパワーズの２つのキルトの各block



アフリカの織り糸、織物、布地などのテキスタ

イルは、綿花がマリ共和陸}のナイル川沿いで栽培

され、魚捕り網や織り布が作られていた二千年前

に遡るとされている。アフリカとアフリカ系アメ

リカ人のテキスタイルの結びつきは、17.世紀半ば

から約２百年にわたる奴隷貿易によるものであり、

アフリカ系アメリカ人のキルトはアフリカやI|'南

米諸国合衆国南部のテキスタイルが混ざり合つ
い

1３１

に沿って、キリスト教（聖杏や霊歌）の影糾につ

いて検討してきた。まずtheBibleQuiltは|H約聖

番のアダムとイブ、カインとアベル、ヤコブなど

主要人物の記録、新約聖祥のイエスの誕生、バプ

テスマを受けるイエス、妓後の晩餐、ユダの裏切

り、十字架刑などイエス・キリストの生涯の記録

で構成されてあった。またthePictorialQuiltは

聖書の記録と天文現象の２つに大別される。聖書

については旧約:W』胃11ドのアダムとイブ、ノア、モー

セ、ヨブ、ヨナなど試練を与えられ苦難を乗り越

える人物、新約聖菩のイエスと黙示録の記録、天

文現象については流星群や降雪など史実に基づい

た記録で構成されてあった。これらに共通する暗

間や流星を中心とするモチーフは、「世界の崩壊・

最後の審判｣、「死と救済」を象徴するものとして

捉えることができると思われる。

て生まれたユニークなものである。パワーズのキ

ルトがアフリカの伝統的テキスタイルの影響を受

けているかどうか、上記の７項目に沿って検討し

たいと思う。

(1)verticalstrips

西アフリカ及びカリブ海諸国、アフリカ系ア

メリカ人のテキスタイルの中ではstrips（細幅

布）がデザイン椛成のI|'で使われることが多く、

stripsを織る技術は西アフリカのセネガル共和

国、マリ共和国などで発明されたものである。ア

フリカでは男性が布を織る役割を机い、織られた

stripsをさらに縫い合わせて衣服や壁掛け・雄と

して使用していた。合衆国南部のアフリカ系アメ

リカ人女性は自身が布を織り、これを縦や横の方

向で縫い合わせ、実用的なキルトを作ってきたの

である。パワーズのキルトでは各blockを繋ぐ

lattiCe（ラティス）（'2)として、付属的な役割で

stripsが使用されており、stripsを中心にデザイ

ンを構成するアフリカのテキスタイルとは性質の

異なるものと考えられる。

４．アフリカの伝統的テキスタイルの影響

MaudeWahlman（2001）は、アフリカ系アメ

リカ人の制作したキルトは、テクニックと発想の

両而でアフリカのテキスタイルの伝統から影糾を

受けていると述べており、そのデザインの特徴と

して次の７つの項11を挙げている。

１
１

(1)verticalstrips（垂直方向の細幅布）

(2)brightcolor（明るい色彩）

(3)largedesigns（大きなデザイン）

(4)asymmetry（非対称性）

(5)improvisation（即興性）

(6)multiplepatteming（多彩なパターン）

(7)symbolicforms（象徴的な形）（'１）

ハリエット・パワーズのキルトにみる死と救済
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写真４セネガル共和国のwovencoIioI1blanket(文献3より引用）
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(2)brightcolol．及び（３）largedesigns

西アフリカのセネガル共和岡で作られた

wovencottonblanketは、強い日差しのなかで

遠方からデザインを認識できるように、インディ

ゴ染めの青と白のstripsを縫い合わせた作品で

ある（写真４)。アフリカ系アメリカ人女性は、

アフリカの伝統的なテキスタイルの特徴である鮮

やかな色と大柄なデザインでキルトを作ってきた。

パワーズのキルトで描かれている人物、動物、太

陽、星などは、各blockの物語を'1M暗に伝える

色の工夫がある。theBibleQuiltの蒋紫は渋めの

色という印象があるが、このキルトを購入したス

ミスは「作品の豪華な色を説明できないのが悔ま

れる」と語り、また制作された当初は鮮やかなピ

ンク色（watermelon-pink）の綿布であったとい

う説もある(13)。制作後120年以上経過し、全体的

に色のくすみが進んでいるが、人物や一部の動物

にグレーや白の布を、月や星等の天文現象には黒、

白、赤、オレンジ等の布を．使い、統一感をもたせ

ている。一方thGPictorialQuiltの背妓には、ベー

ジュ系と紺・茶系を３対２の割合で膿淡をつけて

配置し、blocklから１５まで順に辿っていくと独

特のリズムが感じられるのである。人物や一部の

動物にはグレーや白の布を中心に、箱舟の動物に

はオレンジや水玉模様の布を、太陽、月、星等の

天文現象には黒、白、オレンジ等の布を使い、全

体的に暖色系の色が引き立つ印象がある。また各

blockを分けるstripsには水玉模様の布が使われ、

躍動感が伝わってくる。いずれのキルトもアフリ

カのテキスタイルに見られる鮮やかで軽快な色使

いの影響がみられると思われる。

キルト全体のサイズについては、IheBible

Quiltは縦187.5×横223.75ｃｍ、thePictorialQuilt

は縦172.5×横262.5ｃｍであり、縦の憂さがベッ

トカバーの標準的な長さ（縦）236ｃｍに比べて

短く、そのサイズから判断してベットカバーとし

てではなく、壁掛け用に制作されたものと思われ

る。thGBibleQuiltは各blockの横幅が約30～

80cm､thePictol･ialQuiltは約50～60cnlと考えられ、

いずれのblockもサイズが大きくそのデザインは

恵理子

ダイナミックなものである。

(4)asymmetry及び（５）improvisation

西アフリカで縞柄を付けて織られたstripsは、

次々に縫い合わされて幅広の織物となり、出来上

がりを予測できない非対称的な一点ものの作品と

なる。布の非対称的な配置は、西アフリカのテ

キスタイルに見られる即興性を特徴とするもので

ある。またアフリカ系アメリカ人女性はヨーロッ

パ系アメリカ人のキルトパターンを借用し、各

blockのなかに一つのパターンを配慨して、連

続するｂlockのなかで色、大きさ、配列を様々

に変えた非対称的なキルトを作ってきた。（写真

５)パワーズのtheBibleQuiltはＴｏｐＲｏｗが３つ、

写真５DRUNKARD，ＳＰＡＴＨＱＵＩＬＴ（文献３より引用）

MiddleRowとBottomRowは各４つ、計１１の

様々 な大きさのblockから成り、縦のstripsが

不規則に配侭された非対称的な構成となっている。

一方thePictorialQuiltはＴｏｐＲｏｗからBottom

Rowまで大きさがほぼ同様の計１５ｂlockで構成

され、ｂｌｏｃｋ４と５及びｂｌｏｃｋ９と１０を繋ぐI幅

広のstripsを一部に配置することで、やや非対・

称的な印象を与えているように思われる。またこ
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れらはパワーズの体験に基づく、聖書の解釈や天

文現象を織りこんだものであり、即興性の現れた

作品と考える。

(6)multiplepatteming

アフリカの国王や司祭の使用する布織物では、

stripsを中心とするデザインパターンの多さや複

雑さが、身につける人物の名声や権力を表すと

されている。Ｒ・Thompsonは西アフリカのstlip

clothesは、社会的ステイタスのほかにお守りと

しての働きを持ち、悪霊を遠ざけるために複雑で

多彩なデザインを施していると述べている('4)｡ア

フリカ伝統のパターンはstripsを中心としたも

のであり、パワーズのアップリケキルトと比較す

るには多少無理があるが、彼女のキルトは多彩な

デザインで描かれたオリジナル性の強い作品であ

る。thePictorialQuiltはキルターとしての力量を

認められたパワーズが、依頼されて制作したもの

とされている。様々なデザインで彩られたこのキ

ルトは、要職に就いたチャールズ・ホールに贈ら

れたお祝いのキルトとしてふさわしいものだった

のである。

(7)symbolicfOrms

ナイジェリアではNsibidi（表１）と呼ばれる

表意文字が伝統的に使われており、女性のbody

paintingや男性のコスチューム、建物、テキス

タイルのなかにこの文字が見られる。例えば交

差する矢‘Ｘ’はloveを、斜め十字‘×’は

speechを､斜め十字3つ受×'はwordを､さ
らに十字‘＋、＋’はmeetingを象徴するもの
である。theBibleQuiltのblockl,２，１１にあるモ

チーフ‘×’は「アダムとイブの堕落｣、「罪を犯

すカイン｣、「イエスとその家族」に対する救いの

道の備えを示す十字架として、またthePictorial

Quiltのｂｌｏｃｋｌにある十字架は数々 の苦難を受

けるヨブに対する神の救いを描いていると思われ

る。いずれの‘×，‘＋’も対話や愛、慈しみの

象徴と捉える事ができるであろう。

また２つのキルトには大小様々な星のモチーフ

‘鯵，が繰返し描かれており､一つ一つが綴密
に作られたものである。theBibleQuiltは７つの

blockで描かれており、そのなかのｂｌｏｃｋ８’１１

は聖書の場面で記録され、ｂｌｏｃｋ９は1886年の

フィンレー琴星を描いていると考えられる。また

block3，４，６，１０はいずれも死の影が及ぶ場面

であり､その星は｢死」を象徴するものと思われる。

一方thePictorialQuiltではblockllを除く１４の

blockで星のモチーフが使われており、ｂlock２，

８，１２については前述の通り天文現象の星である。

blockl,３，４，６，１０，１５は黙示録に記録される流

星をイメージしたものであり､苦役からの「解放・

自由」さらに「救済」を象徴するものと推測でき

るであろう。またｂｌｏｃｋ７，９，１４の星には二重

のアップリケを施し、装飾として縫い込んだもの

と思われる。パワーズは聖書の場面や天文現象を

現わすblockのなかに十字架や星を繰返し描き、

「死と救済」を象徴させて表現したと考える。

以上のように、パワーズのキルトにアフリカの

伝統的テキスタイルの影響がみられるかどうか、

７項目に沿って検討してきた。verticalstrips，

multiplepattemingを除くbrightcolor,large

designs,asymmetry,improvisation,symbolic

Ｎ‘ＳＩＢＩＤＩ舗聯剛長
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表１ナイジェリアの表意文字NSlBIDl（文献３より引用）
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formsの５項I|において、その影響を受けている

ことが理解できたと思われる。

５．未発見のキルト

パワーズ制作のキルトのなかで、未発見のキ

ルトは３枚とされている。まず1872年、３５歳で

制作したaquiltof4thousandand50diamonds

は、4050枚のピースで作られたダイヤモンドパ

ターンのキルトと推測するが、ダイヤモンドはア

フリカのデザインの''1では特別な意味をもつも

のである。例えば西アフリカ、コンゴ共和国の

Cosmograms（図１）によると、ダイヤモンド

の４つの頂点が「誕生、生命、死、榔生１のライ

lulElB

I画酬9W､畠Ｉ 卿９潤鵬１

ＲＥＢＩＲｒＨ

図１コンゴ共和国のCOSMOGRAMS（文献３より引用）

フサイクルを示しており、水平のiliIIIは上部の空気

と下部の水を分け、先祖の魂が子孫の体の中で両

生するまで水而下にいるとされている。これがテ

キスタイルや地而の描画などに見られるのである

（写真６)。また1882年、４５歳で制作したaquilt

ofthGLord，sSupperは2500枚のダイヤモンドと

説明されているが、ダイヤモンドパターンを背最

に施したものか何らかの測定単位を現わしている

かは不明である。パターンとして使川したとすれ

ば、ライフサイクルを考慮して制作された可能性

がある。アフリカのテキスタイルなどで伝統的に

使われてきたダイヤモンドパターンは、「死と救

済」を象徴するtheBibleQuiltやthePictorial

Quiltに繋がる要素をもつと思われる。

さらに1887年、５０歳で制作したthGstarquiltは、

恵理子

写真６コンゴ共和国のWOVENRAFFlACLOTH(文献３より引用）

パワーズが賞金を得たと手紙で記したキルトであ

る。合衆刷独立百周年を迎えた1876年以降、各

地でcountryfairが盛んに開催され、そのなかの

キルトコンテストで受賞することは、社会的地位

の低い女性たちにとり名誉なことだったのである。

パワーズはNortheastGeorgiaFair（1887）で賞

金を獲得したが、このキルトはスターパターンで

制作されたのではないかと思われる。theBible

Quilt及びthePictorialQuiltでは星のモチーフ

‘鐙1が繰返し使われており､現代のｱﾒﾘｶﾝ
キルトで使われるスターは100秘類以上あると言

われるパターンである。彼女がどのようなスター

をデザインしたかについては想像の域を出ないが、

星のモチーフを多数使っていたとすれば、現存す

る２つのキルト同様「死と救済」を象徴する可能

‘性がある。

６．まとめ

2009年に発見されたパワーズの手紙を手掛かり

に、時代背景やアフリカの伝統的テキスタイルに

焦点をあてながら彼女のキルトについて言及して

きた。彼女は、南部奴隷社会へのキリスト教の浸
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透、南北戦争、奴隷解放など、社会が大きく揺れ

動いた19世紀に逢しく生き抜いた女性であった。

前述のように聖書の場面や天文現象を縫いこんだ

キルトには、彼女の生活体験に基づく独自の解釈

が織り込まれており、一貫してみられるのは「世

界の終わりと最後の審判｣、「死と救済」のイメー

ジであった。これは、奴隷女性として苦難の時を

重ね、キリスト教（聖書や霊歌）との出会いを通

してパワーズ自身の「救済」に至る、彼女の人生

を投影したものと考える。アフリカのテキスタイ

ルのなかでは、ナイジェリアの表意文字やベニン

共和国のアップリケ等が象徴的な意味合いを持つ

symbolicfOrmsとして使われているが、パワー

ズのキルトでは、星や十字架のモチーフのなかに

明確に「死と救済」のメッセージを読み取ること

ができると思われる。またキルト全体はアフリカ

の伝統的テキスタイルの影響を受け、色鮮やかで

生命力に溢れた作品である。

1895年には40年近く寄り添った夫が経済的事

情から彼女の元を去り、翌年までに９人のうち６

人の子どもを病気などで失うことになる。パワー

ズは亡くなったわが子に対する哀惜の思いと「救

済」への祈りを込めて、生涯にわたりキルトを制

作したのではないだろうか。晩年まで続く貧困の

なか、命を吹き込むように一針一針縫い繋げるこ

とは、女性としてのパワーズの誇りであり、生き

る力の源だったのではないかと思われる。

注
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地方価

１．戦後日本経済の再認識と構造問題

日本経済は、戦後奇跡の経済成長を遂げた。そ

の要因をあげるとすれば、政府官僚主導の政治経

済政策により構築された護送船団方式から保護を

受けた経済社会システムがあったためである。こ

のシステムは、政府官僚が国民国家の下支えとし

て、国民レベルでは税金と引き換えに公的年金や

手厚い社会保障制度などを約束した。一方、国家

経済の主体である企業に対しては、規制や許認可、

行政指導などを通じで管理コントロールするほか、

財政支出による需要創造などで、産業界の経済安

全保障の役割も果たす構造となっていた。

企業はメインバンク制のもとで、企業グループ

の株式持ち合いによる安定した資金調達と長期的

な研究開発や設備投資、そして人的資源などの経

営戦略を立てることができたため、好調な企業業

績をあげることができた。

一方、従業員は年功序列と終身雇用そして企業

年金に守られたほか、公的年金と社会保障の充実

も相まって、生まれてから一生を終えるまでの経

済的安心を手に入れることができた。それがまた

従業員の勤労意欲の増大と日本独特の企業精神主

義を生み出し、企業業績の増加と日本の経済成長

に大きく貢献したのである。

*東北女子短期大学

Generalhumancapital

Finn-specifichumancapital

Localgovemmentbond

戦後、アメリカに国家安全保障と輸出の受け入

れ先を依存し、日本が自国の経済成長に専念しな

がら、自民党一党支配体制を続け政治的安定を確

保できたのも見逃せない。戦後、日本を東アジ

アにおける対社会主義国の防波堤と戦略的に捉え

ていたアメリカは、なによりも日本の政治的安定

と経済的強化を望んでいたためと見られる。この

方向で政官財の連携を確固たるものにできたこと

に対する、アメリカの役割は大きい。政官財の協

調体制による「日本株式会社」のはじまりである。

この流れは、日本経済が高度経済成長から安定成

長時代に入ってからも、そう大きくは変わらな

かった。

しかし、1990年のバブル経済の崩壊をきっかけ

に、奇跡の経済成長の歯車が逆回転しはじめた。

戦後日本の経済社会システムの膿が一気に噴き出

したのである。バブル崩壊の５年前に起こった出

来事であるプラザ合意が、きっかけだった。当時、

強い通貨ドル高を容認しながらも双子の赤字を抱

えて苦しんでいたアメリカが、大幅に政策転換を

して日本に内需拡大と円高圧力をかけてきたので

ある。戦後、政治経済政策をアメリカへ依存して

きた日本に、為すすべはなかった。内需拡大に

応えるためにオイルショック以降、特に拡大傾向

にあった財政赤字をさらに拡大せざるをえなかっ

た。しかも、内需拡大だけでなく円高圧力により、

日本の金融政策は完全にアメリカに支配されてし
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まったのである。

内需拡大と円高圧力は、なりふりかまわず金融

緩和の継続となった。円高はドル暴落の圧力とな

り、その度に日本の金融当局は大規模な円売りド

ル買いの市場介入を強いられ、膨大な円が市場に

溢れ出てマネーサプライの増大を招いたのである。

こうして日本経済は膨張していった。

1989年12月末、日経平均株価が3万8915円の戦

後最高値から暴落したのをきっかけに、バブルが

崩壊した。それ以来、日本人は戦後これまで経験

しなかったことに直面した。企業倒産や失業、リ

ストラが日常的な出来事になった。まさかと思わ

れるダイエーやマイカルなどの大企業が破綻した。

人生のリスク設計を支えている千代田生命などの

生命保険会社が破綻した。そして地域経済の心臓

部の役割を果たす北海道拓殖銀行などの大銀行や、

直接金融など企業ファイナンスの要となっていた

山一誼券などの大手証券会社が、次々とつぶれて

いった。2003年４月には日経平均株価が7607円

を付け、この時点で日本経済の時価総額の約５分

の４が泡となって消滅したのである。

アメリカ発IＴバブルの崩壊から抜け出した

2002年から2007年にかけて、日本経済は景気回

復に走り出したものの、その中身は以前と全く

違ったものとなっていた。キーワードは「不安」

と「リスク」である。国民のレベルではあらゆる

ところで「不安」と「リスク」が転がっていた。

戦後からバブル期にかけて、右肩上がりの経済成

長を支えてきた国民の国家や企業、そして人間に

対する「安心」と「信頼」は崩壊してしまった。

企業倒産と失業があたりまえとなり、終身雇用

は消滅した。企業は雇用調整の緩衝役要員として

派遣労働者や契約社員、アルバイトの比率を高め

るようになった。成果主義と能力主義により年

功序列もなくなった。下刻上があたりまえになり、

弱肉強食の実力社会が到来している。日本人特有

の企業社会文化は崩壊してしまった。少子高齢化

の進行から年金制度をめぐっては、支給年齢の引

き上げや支給金額の実質的引き下げなどで、国民

の間にこの先、収めただけの年金がもらえないの

ではないかとの年金不安が台頭した。

日本全体では景気は緩やかに回復したが、その

中身を見ると、景気回復を引っ張っていたのは一

部の「勝ち組」といわれる富裕層だった。持てる

ものと持たざるものの格差が発生していたのであ

る。所得格差は教育格差を生み出し、子孫の所得

格差まで生み出す悪循環となっている。「負け組」

といわれる低所得者層の拡大と雇用不安は、個人

消費の回復を妨げ、日本経済の最大の課題である

内需に牽引された経済成長の足を引っ張っている。

企業もバブル崩壊からの企業淘汰と企業合併・

買収などの事業再構築を経て、「勝ち組」と「負

け組」に二極分化された。金融大再編とともに戦

後の右肩上がりの経済システムを支えたメインバ

ンク制と、それに伴う企業グループと株式持ち合

いが崩壊した。グローバル金融市場でのファイナ

ンスや連結国際会計基準、そしてＭ＆Ａと外国人

株主の台頭といった外部および内部の企業統治の

波にさらされている。これまで、戦後、政府官僚

主導でうまくいっていた護送船団方式は、その陰

で一部の保護されてきた企業の効率性と競争力を

著しく後退させていた。いつの間にか、グローバ

ル市場経済で太刀打ちできない日本企業は、市場

から後退を迫られることになった。

1990年代半ば、自民党政権が政権第一党から離

脱した。戦後の経済成長を支えてきた政権の安

定という条件が消えた。米ソ冷戦の崩壊によっ

て、アメリカの日本に対する政治経済上のインセ

ンテイブも限りなく低下している。2001年の小泉

改革政権の登場で、戦後政府官僚主導の非効率な

システムにメスが入れられ、規制緩和と構造改革、

そして地方分権など戦後の護送船団システムの解

体が政治主導で行われた。その陰で官僚主導と中

央主権主導の大きな政府で拡大していた財政赤字

は、バブル崩壊の応急手当でさらに膨張した。国

と地方を合わせた政府債務残高は、2010年度末に

は862兆円でＧＤＰの1.97倍になるほどまでに到

達する見通しである。もはや、政府官僚主導の大

きな政府つまり戦後日本の経済社会システムは、

経済的にも再構築を迫られたと言える。
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２．日本的雇用慣行の限界

長期雇用と年功序列（昇進・賃金）を最大の特

徴とする日本的雇用慣行は、企業内訓練を通じた

熟練した人的資本形成を蓄祇する合理的な雇用シ

ステムであったと言える。雇用安定にともなう高

い勤労意欲や労働生産性の向上を実現するなど、

戦後の日本経済の発展に大きく貢献した。この戦

後の日本的雇用慣行の基礎的条件となったのが、

企業特殊的人的資本と暗黙の契約という概念であ

る。

従業員はさまざまな技能を身に付けている。そ

の技能は、一般的人的資本と企業特殊的人的資本

の２つに分けることができる。一般的人的資本と

は、技能がある一つの企業だけでなく他の企業

でも有効的に活用できる人的資本である。為替の

ディーリングやシステムエンジニアなどの知識や

技能は、世界中のどの企業でも共通の技能である

ため一般的人的資本として考えられる。

一方、企業特殊的人的資本とは、ある一つの企

業では有効性を発揮するものの、他の企業に移る

と有効性を持たない技能である。言ってみれば、

特定の企業でしか使用されていない特殊技能であ

る。典型的なのが製造業に代表されるモノづくり

である。ある特定の企業の機械操作に優れた能力

を発揮しても、他の企業で活用できるとは限らな

い。また、企業の人事関係や取引相手企業の知識

やネットワークも企業特殊的人的資本である。

戦後日本がモノづくり、つまり製造業において

世界トップレベルの企業を多数生み出すことに成

功した背景には、高いレベルの企業特殊的人的資

本を企業内に大量に確保できたという側面が大き

い。

通常、従業員は企業特殊的人的資本よりも一般

的人的資本を身に付けるインセンテイブを持つ。

企業特殊的人的資本は、他の企業に移ると効力を

持たないというリスクがあるからである。もしそ

うだとすれば、世の中はすべての企業でも通用す

る一般的人的資本を持った従業員で溢れかえるは

ずである。しかし、日本では企業特殊的人的資本

拓道

を身に付けた従業員が大勢を占めた。企業が従業

員に企業特殊的人的資本を身に付けてもらうため

の、雇用メカニズムを作り出したからである。そ

こで重要になるのが暗黙の契約という概念である。

暗黙の契約とは、簡単に言うと「企業は従業員

をクビにしない代わりに、従業員も会社を辞めな

い」という契約である。紙に書いた明示的な契約

ではないが、暗黙のうちに約束を行っている契約

のことである。そしてさらに、この暗黙の契約を

具体的なシステムで支えたのが賃金後払いシステ

ムである。

日本企業の従業員は、若年齢期には企業での労

働生産性よりも賃金の方が低く、高年齢期になる

と、企業での労働生産性よりも賃金のほうが大き

くなる。企業が若年齢期に支払うべき賃金を高齢

期に支払うという仕組みで、賃金後払いシステム

と言われている。退職金や企業年金も賃金後払い

の一つである。

賃金後払いシステムの第一のメリットは、従業

員に勤続年数を重ねるインセンティブを持たせる

という点である。若年齢期には会社での労働生産

性よりも低い賃金しか受け取っていないため、高

年齢期まで在職しないと、元を取れないからであ

る。裏を返せば、若年齢期に退職することが損に

なるため、従業員は解雇されるようなリスクを起

こさずに勤勉に働くインセンティブも持つことに

なる。

賃金後払いシステムの第二のメリットは、従業

員に企業特殊的人的資本を身に付けるインセン

ティブを持たせるという点である。賃金後払いシ

ステムでは、従業員と企業との雇用関係が長期継

続であるため、企業特殊的人的資本を身に付けた

ほうが得策であるからだ。また、企業特殊的人的

資本を重視する日本の労働市場では、現在勤務し

ている会社の企業特殊的人的資本を持ったまま転

職しても賃金が下がる。転職するよりも、現在の

会社で企業特殊的人的資本能力を高めて昇進した

ほうが金銭的メリットは大きいという理由もある。

賃金後払いシステムの三つ目のメリットは、従

業員の目標を企業の安定成長へ向けて集約できる



日本経済の榊造問題 139

という点である。賃金後払いシステムとは、別の

言い方をすれば従業員による会社への投資である。

若年齢期に労働生産性以下の賃金しか受け取って

いないということは、不足分の差額は企業側に強

制的に投資させられているようなものである。つ

まり若年齢期に勤務する企業に対して投資を行い、

高年齢期にその投資収益を受け取る仕組みである。

この投資もまた、契約書によるものではないため、

暗黙の投資という名の暗黙の契約である。

別の角度から考えると、賃金後払いシステムは、

現在の若年齢期の従業員から、現在の高年齢期の

従業員への所得移転と見ることもできる。高年齢

者の労働生産性よりも高い賃金の多い分の差額を

若年労働者が負担しているのである。

企業が右肩上がりに成長しているときには、新

規採用者数も右肩上がりに増加する。若年齢期の

従業員数が高年齢期の従業員数よりも多い状況が

成立するため、高年齢期の従業員は大きな投資収

益を得ることができる。多数の若年齢期の従業員

が暗黙の投資で支払っている金額を、少数の高年

齢期の従業員で分け合うからである。しかも戦後

からの物価上昇率を考えると、高年齢期の従業員

が受け取る金額は、高年齢期の従業員が、かつて

若いときに支払った金額よりも大幅に高くなる。

逆に不況で企業が成長しなければ、若年齢期の

従業員数が高年齢期の従業員数よりも少ない状況

が成立するため、高年齢期の従業員は投資収益が

悪化する。高年齢期の従業員が受け取る金額は、

減額されるか損失に転じるかのどちらかになる。

ましてや、リストラや企業倒産になったときには、

高年齢期の従業員がかつての若年齢期に暗黙の投

資をした金額は、限りなくゼロに近いものとなっ

てしまう。

賃金後払いシステムでは、従業員が受け取るリ

ターンは企業の成長率によって大きく変化すると

言える。従業員は自分の暗黙の投資収益をいくら

かでも上げるために、企業の安定成長を目標とし

て勤労意欲を高めるのである。このようにして、

日本企業は戦後、長期的に従業員の高い勤労意欲

や労働生産性の向上を実現することができたと見

られる。

しかし、今、この戦後の日本的雇用慣行の基礎

的条件となった企業特殊的人的資本と暗黙の契約

という概念が、従業員サイドと企業サイドの双方

で崩れている。

バブル崩壊後、企業が雇用調整と賃金の引き下

げに踏み切り、日本的雇用慣行の最大の特徴であ

る長期雇用と年功序列を自ら壊したことは、暗黙

の契約が明示的契約ではないということを従業員

に痛感させた。契約によって保護されていないた

め、企業の業績が悪化したり破綻したときは暗黙

の投資金額も保護されないのだということを、ま

ざまざと見せつけられたのである。日本の企業は、

もはやこれまでのように従業員に対して暗黙の契

約を守ることができなくなり、企業特殊的人的資

本を身に付けさせる根拠を打ち砕いてしまったと

いえる。

従業員は「企業は将来、裏切る可能性がある」

ことを容易に想定できるため、今までのように企

業特殊的人的資本を身に付けていることに、また、

これから新規に身に付けていくことに対してメ

リットを見出せない。そればかりか、むしろ企業

が潰れたら転職しにくいといった危険性も感じて

いると見られる。

企業においても、企業特殊的人的資本の重要性

が薄れてきている。企業特殊的人的資本が企業の

成功に重要であれば、企業も企業特殊的人的資本

を確保するために従業員との暗黙の契約を守るで

あろう。しかし、事情が違ってきている。

企業経営の目標が、会社の規模的成長から株主

価値の最大化に移行していることが日本的雇用慣

行に大きな揺さぶりをかけているのだ。メインバ

ンク株主に代わって、モノを言う株主の外国人投

資家や内外の機関投資家（アクティビスト）が株

主として力を持ってきたことが背景にある。

企業は株主価値を高めるためには、経営の目的

として効率化と株主利益率を高めることを優先さ

せる。企業が成長率よりも株主利益率を重視すれ

ば、株主と従業員の利害対立が起こる。企業業

績が悪化するなかでは、これまでのように企業特
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殊的人的資本を確保するために雇用を維持したり、

高年齢期の従業員の暗黙の投資収益を確保するた

めに、新規従業員を採用するといった意思決定は、

株主価値を損なうものとして却下される。

明示的な契約に基づき株主利益を高めることを

目的とする株主にとって、「企業特殊的人的資本

か、一般的人的資本か」などといったことは、さ

ほど重要ではない。企業特殊的人的資本を従業員

に取得させる根拠である暗黙の契約や暗黙の投資、

それをシステムで支える賃金後払いシステムなど

も、さほど重要ではないのである。

むしろ、企業の効率化と株主利益率の上昇を図

るために業界再編と企業の合併・買収が増加して

いる様子を見れば、雇用システム上で、いまま

で通用してきた企業特殊的人的資本が、Ｍ＆Ａに

よって明日から通用しなくなるといったケースが

増えてくる。そうなれば企業にとっては、企業特

殊的人的資本よりも、グローバルスタンダードに

基づく一般的人的資本を確保したほうが得策であ

ると考えるはずである。

グローバル経済における産業のモジュール化の

動きも、もはや企業にとって企業特殊的人的資本

が成功の条件ではないことを示している。自動車

産業や電機産業を中心に、いわゆる職人技術者が

アナログの舞台で微妙な調整をしながら手作業で

製品を生産するといったモノづくりは、先進国を

中心として世界的に後退している。その代わりに、

半導体やデジタル部品による基準の統一化、規格

化が進んでいるため、グローバル基準に対応でき

る一般的人的資本が要求され、ある特定の企業だ

けに通用する企業特殊的人的資本を確保する必要

性が徐々になくなってきている。さらに一世代前

のモノづくりの拠点が日本からアジア地域などの

海外に移転してしまっており、日本国内における

企業特殊的人的資本の必要が一段と後退している

ため、日本国内における企業特殊的人的資本の需

要はますます少なくなっているのである。

つまり、もはや企業特殊的人的資本が企業の成

功に不可欠であるとはいえない。企業特殊的人的

資本の必要性が後退していくのであれば、企業は

拓道

これまでのように、従業員の利益を考慮して経営

を行う必要性も低下していくと見られる。日本的

雇用慣行が、限界をむかえた原因はここにある。

このことは、従業員の負担するリスクを確実に

大きくする。いま勤めている企業から梯子を外さ

れても、いまある企業特殊的人的資本がその会社

以外では評価されないため、転職が容易ではなく、

仮に転職できても収入が下がる恐れがあるからで

ある。

もし仮に従業員が、これまで通りに企業特殊的

人的資本に特化するのはリスクがあると判断し、

リスク回避行動として一般的人的資本の取得に

走っても、従業員が転職しやすいような一般的人

的資本の労働市場の整備には、まだ手が付けられ

ていない。

マクロ経済面や企業金融面での企業システムが

急激に変化を遂げているなかで、日本的雇用慣行

システムの再櫛築は、まだ遅れをとっており、そ

の急激な変化に対応しきれていないのである。こ

の日本の雇用システムの構造問題を解決するため

には、政策サイド主導による企業特殊的人的資本

の一般的人的資本への移行政策と、一般的人的資

本を中心とする労働市場の流動化対策が、早急に

必要であると考える。

３．地方財政に求められるガバナンス構造

2001年６月、スキー場の経営に行き詰まってい

た青森県大鰐町の第三セクター「大鰐地域総合開

発」が、民事再生法の手続きに入った。リゾート

開発の失敗で、６０億円余りの負債を抱えたから

である。あれから１０年あまり経った2010年３月、

今度はその破綻した第三セクターを抱える大鰐町

という地方自治体が、財政破綻寸前から国の地方

財政健全化法に基づき県内で唯一の「財政健全化

団体」となった。

2006年北海道夕張市の財政破綻が表面化してか

ら、地方財政の悪化が急激にクローズアップされ

はじめた。日本の地方自治体が抱える債務残高の

実態を見てみると、2010年度末の日本の地方自治
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体が抱える債務残高は200兆円に達する見込みで、

国内総生産（GDP）に占める比率は42％に達す

るほどである。とくに、1990年代に入ってから債

務が顕著に増大しているのが見受けられる。

これほどまでに地方財政が悪化した理由は、地

方財政に対する行政（国および地方）の内部統治

としてのガバナンスが失敗し、ファイナンスにお

いて行政がモラルハザードを引き起こしたからで

ある。

1990年代のバブル崩壊後の不況対策としてとら

れた国の公共投資を中心とした景気対策で、地方

財政をチェックする役割であるはずの国そのもの

が、借金の旗振り役をして地方債を財源に地方の

債務を大きく膨らませたのがきっかけだった。

それには、地方交付税制度のシステムの欠陥が

一役買った。「地方債の償還に関する地方交付税

措置」である。地方債の元利償還金を地方交付税

の基準財政需要額に、全額または一部組み入れる

措置である。これにより、地方自治体は地方債の

償還金を地方交付税でファイナンスすることがで

きたのである。

さらに、不況など何らかの理由により地方自治

体の財政収入が不足した場合には、国からの支援

で交付税を利用して財源補填が行われていたので

ある。年度途中で予算が足りなくなっても、実際

には減収補填債を発行でき、減収補填債の償還金

は交付税で面倒をみるといったことが堂々と行わ

れていたのである。これは、国家による損失補填

である。こうした措置が、国の交付税特別会計の

赤字をさらに拡大させてしまった。

地方自治体では、「何か財政的に失敗したり、

困ったことが起これば、最終的には国が面倒を見

てくれる」という暗黙の政府保証が認知されてし

まった。自らに厳しい財政資金の運用を課すこと

なく、困ったらいつでも地方債を乱発して借金が

できるといった財政規律のモラルハザードが、日

本中に蔓延したのである。

地方自治体が抱える借金は、地方債だけではな

い。この資金の借り手のモラルハザードは、土地

開発公社や第三セクターなどの普通会計以外の財

政状況の悪化にも及んでいった。土地開発公社は

100％自治体が出資した特別法人で、自治体が行

う公共投資のための土地を先行取得する目的でつ

くられた。しかし、バブル崩壊による地価の下落

で多額の含み損を抱え込んでいるばかりか、公共

投資に利用もされていない土地もあり、まったく

収益を上げていないケースが多い。金融機関から

の借入金で土地を取得するため、多額の借金の返

済を迫られているのが現状である。

また、民活法、リゾート法により乱立された第

三セクターは、バブル崩壊後の深刻な経営難によ

り破綻が相次ぎ、現在も債務残高の規模が大きく

なかなか整理しきれていないものも多い。青森県

大鰐町で財政破綻が認定されたケースのように、

いまだに、自治体に財政面で厳しい影響を及ぼす

懸念がある。地方自治体には調達資金を効率的

に責任を持って運用し、きっちり収益を上げると

いった、企業としては当然かつあたりまえの感覚

が、まったく欠如してしまっているのである。

企業経済学の分野では、企業のコーポレート・

ガバナンス（企業統治）という視点が重要になっ

てくる。企業組織の内部では多様なステークホル

ダーの思惑が交錯するなかで、無駄な支出などの

非効率な企業行動が行われている可能性が高いか

らである。

地方財政も、その例外ではないと考える。地方

財政の内部統治が失敗したのであれば、企業が株

式市場や社債市場から厳しく外部統治を受けるよ

うに、地方自治体においても地方財政の健全性を

確保するためには、地方債の市場による規律とい

う外部からのガバナンス・メカニズムを本格的に

導入する方策を推し進めるべきではないかと考え

る。地方自治体に対して、ここで健全化努力への

刺激を与えなければ、このまま漫然と借金を続け、

地方財政はなかなか健全化しないと見られるから

である。

地方債に対して国の暗黙の保証が付いているた

め、地方自治体の財政状態の良し悪しにかかわら

ず、地方償市場では低金利のままで金利差がほと

んどない状態である。どのような財政状態でも同
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じ低いコストで地方債を起債できるという状況で

は、市場メカニズムからの財政規律を期待するこ

とはできない。地方債市場では、マーケット・メ

カニズムが機能不全を起こしているのである。

しかし、地方債に格付けを導入すれば、財政を

健全化する努力をした自治体はより低い金利で借

りられるが、財政運営が不健全だった自治体はよ

り高い金利でしか借りられなくなる。とくに財政

状況の悪い自治体は、資金の貸し手に対してリス

ク・プレミアムを上乗せした金利を支払う必要が

生じたり、場合によっては地方債の引受を拒否さ

れる可能性も出てくる。こうしたリスクにさらさ

れることで、地方自治体は借り手意識を高めざる

を得なくなり、より低い資金調達コストを目指し

て財政健全化へ向けた地方自治体どうしの競争が

始まると考える。

市場から財政の健全性を評価してもらうために

積極的に格付けを受け、高い評価を得られない自

治体は地方債の発行コストが高くなるという、企

業では当然のメカニズムを自治体の財政に導入す

る必要があると見られる。

ただし、市場メカニズムは必ずしも万能ではな

い。地方債市場におけるガバナンスは、必ずしも

地方政府の政策的健全性と効率性を示すものでは

ないということである。

税収が多い豊かな地方自治体は、無駄な財政支

出の無駄遣いを行ったとしても、財務状況が健全

であれば、地方債市場からは高い評価を受ける。

一方、税収が少ない貧しい地方自治体は、財政支

出を抑えるために仕事をしなければ財務状況は健

全になる。住民に対する行政サービスをせず、た

だひたすら歳出削減に走る地方政府が発行する債

券のほうが、地方債市場では高い評価を受ける危

険性もある。市場参加者は地方自治体が非効率な

行政を行っていたとしても、デフォルト・リスク

が小さく、投資収益をあげることができれば資金

を供給するはずだからである。

地方債におけるマーケット・メカニズムのガバ

ナンスは、地方政府活動の健全性を全般的に保証

するものではないとすれば、地方債の発行の必要

拓道

性とファイナンス資金の効率的な使い方などを監

視する、政治によるガバナンスの枠組みも必要で

ある。将来にまったく必要のない行政事業や社会

資本が借金でまかなわれたため、次の世代に借金

返済の負担だけが残るという最悪の事態は避けな

ければならない。行政評価システムや住民の声を

吸い上げるシステムなど多様な政治的なガバナン

スの枠組みによって補強したうえで、地方債のガ

バナンス・システムを構築していくことが非常に

重要になってくる。

そこで、政治的ガバナンス・システムの主役で

ある住民のガバナンス意識について考えてみる。

国が地方自治体の借金についてすべて面倒をみて

いくというシステムで、財政運営で失敗したとし

ても、最終的には国がその尻拭いをしてくれると

いうシステムであれば、地域住民が地方自治体の

財政政策に関心を持たなくなるのは当然である。

地方財政が行き詰まりを見せるなかで、限りあ

る少ない財源を何に優先的に使うかを決定する役

割を、行政サイドだけでなく、地域住民にも与え

ていく政策が必要ではないかと考える。行政運営

事項に優先順位をつけていく作業は、税金を払っ

ている住民が最も関心を持っている事項であり、

同時にどのような行政サービスが必要であるかと

いうことに関しても、地域住民が最もよく知って

いると見られるからである。行政サイドと地域住

民の責任のもとで、今後は地域住民の地方自治体

に対する優先順位に沿った形で、地方財政政策を

実行していく方向に変えていくことが求められて

いる。そのうえで地域住民たちの税負担と受け取

る便益の相関関係が不透明感なく、はっきりと示

されたうえで財政運営されるのであれば、地域住

民も地方自治体の行財政政策に関心を持たざるを

得ないと考える。

住民のガバナンス意識を高めるためは、地方債

の元利償還の財源基盤を地方自治体に与え、地方

自治体が自己責任のもとでみずからの財政能力に

応じた適切な規模の地方債を発行できるように、

国を中心とするシステムから税源や行政権限を地

方に移譲していく地方分権が不可欠だと考える。
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しかし、地方分権化だけが自治体の財政規律に

つながることを保証するものではない。財政規律

を確立するためには、地方政府の債務に対する暗

黙の政府保証からの脱却が重要である。

国にとっても暗黙の政府保証をいつまでも従来

通りに続けられる状況ではない。国も財政再建が

避けて通れず、地方自治体を過保護に守っている

財政的余裕はないはずだ。地方自治体は、国への

依存を断つことをまさに国から迫られているので

ある。

いま、地方自治体が地域経済を活性化していく

ために求められていることは、地方財政の構造問

題を解決して、地方財政そのものの健全性を取り

戻すことではないかと考えられる。だからこそ政

府による中央集権的な画一的な地域政策から脱却

して、地方の地域社会の現実にあった財政政策を、

地方行政と地域住民の責任のもとで実施していく

対策が求められているのである。

４．２０１０年直近の構造問題

これまで戦後日本経済を再認識したうえで、日

本的雇用‘慣行システムと地方財政の構造問題につ

いて考察してきた。ここからは、2010年直近の日

本経済が抱える構造問題に焦点をあてて、今後の

日本経済の方向性を探っていく。

小泉改革の構造改革が少しずつ進行してきたも

のの、日本は戦後政府官僚主導でつくりあげた輸

出主導型の外需頼みの経済成長路線からいまだに

脱却できていない。2009年３月に日経平均株価は、

7054円のバブル崩壊後の最安値をつけてから第一

次リバウンド局面に入ったものの、日経平均株価

は、2010年４月の１万1339円を天井に再度１万円

台を割り込んでいる。日本経済のファンダメンタ

ルズの腰折れというよりは、ギリシャ財政危機を

受けたドル安・円高などの外的要因に、大きく足

を引っ張られた格好である。グローバル市場にお

ける外部環境の変化に、経済状況を大きく左右さ

れる日本経済の脆弱な経済構造が、いまだに露呈

されているのだ。これは、日本が経済大国である

にもかかわらず、いまだに内需を起こすだけの力

がない事実を示している。その意味では、２０数年

前、アメリカが日本に突きつけた内需拡大圧力は、

正鵠を射ていたといっても過言ではない。

外需依存体質の経済櫛造は、景気が為替レート

に大きく左右されるという弱点を持つ。何らかの

原因で為替レートが円高に振れれば、経済のけん

引役である輸出が減少する。その結果、企業業績

の悪化とともに個人消費も低迷、株式市場の下落

から企業の資金調達や逆資産効果も発生し、日本

経済が悪化してしまう。事実がマーケットを決め

るのではなく、マーケットが事実をつくる時代だ

けに円高の恐怖は計り知れない。

世界経済や為替環境が悪くなっても、中国やイ

ンドといったアジアの大国は、人口が多いことや

高度経済成長段階にあるため、内需拡大で一国の

経済を浮上させることができる。アメリカもサブ

プライム危機の後遺症や金融規制強化法案で低迷

しているかに見えるが、移民の国であり構造的に

直ちにリストラクチャリングできるリセット・メ

カニズムを持っている。このため経済成長のエン

ジンをただちに載せ替え、すぐにでも回復しやす

い経済構造を持っている。

ところが、日本は構造的にそう簡単にはいかな

い。早急の課題は、経済政策で規制緩和と官僚政

府主導の経済社会システムのリストラクチャリン

グを推し進めて、民間主導のビジネス環境を創造

し内需拡大できる経済体質に脱皮するべきである。

さらに、膨れ上がる一方の日本の財政赤字も深

刻である。まだ、いまは、国内の機関投資家やゆ

うちよ銀行などが大量に日本国債の受け皿となっ

ているため表面化していないが、今後は金利の持

続的上昇圧力となり金融政策に足かせがかけられ

る懸念がある。また、持続的金利上昇圧力はデフ

レ圧力になり、経済成長にブレーキをかける恐れ

も出てくる。再び日本経済が景気の二番底をうか

がう中で、財政支出を減らしていく政策を、いつ、

どのようなタイミングで打ち出していくかが重要

である。財政政策の神経質なまでの微調整が財政

再建のカギを握っている。
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最大の懸念材料が雇用不安である。戦後の経済

社会システムが崩れた以上、雇用システムの変容

はもはや後戻りできないとすれば、実力主義に基

づいた従業員の適材適所な入れ替えが成立する、

流動性の高い労働市場の整備が早急に求められる。

5．おわりに

戦後を振り返ってみれば、戦後の日本経済シス

テムは、資本主義の経済構造というよりも社会主

義市場経済の経済構造に近かったのではないかと

考えられる。敗戦から立ち直り欧米先進国への

キャッチアップを目指していく過程では、正当性

のある経済椛造であったのは間違いない。しかし、

いま見てきたように合理的かつ効率的であったは

ずの経済構造は、日本経済がグローバル市場経済

における低成長時代に突入するなかで、いまや

数々の構造問題を引き起こしている。日本経済の

復活にとって経済構造の再構築は、まさに"待っ

たなし'，と断言できる。
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