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巻頭文

プロジェクト研究の目的
松田忠大

（プロジェクト研究担当）

　「プロジェクト研究Ⅰ・Ⅱ」は、地域政策科学
専攻（博士後期課程）が開設されて以来、開講さ
れている必修科目です。開講当初、この科目は、
実務経験を有する学外の専門家からなる「支援
ネットワーク」の助言を受けながら、地域に関連
する課題を複数の受講生が共同で研究して、その
解決策を提言するという方法がとられていたそう
です。現在は、統一のテーマを設定し、そのテー
マの下で、受講者が個人の研究を遂行して、その
成果を学期末の報告会で口頭発表するとともに報
告書としてまとめる形に変化しています。しかし、
このプロセスにおいて、受講者が、研究の方法、
多面的・論理的な思考方法等を学ぶとともに、研
究に必要な能力を高めるという「プロジェクト研
究」の当初の目的に変化はありません。
　今年度は、文学を専攻する２名の学生、観光学
を専攻する１名の学生、行政学を専攻する１名の
学生が、「プロジェクト研究Ⅰ」としてこの授業
を受講しました。個々の研究分野が相当に異なっ
ていたことから、統一テーマの設定は極めて難航
しましたが、度重なるディスカッションを経て、
最終的には、「地への愛―時間と空間を超えた対
話を通してー」に決定しました。受講者の研究対
象は、分野・時代・場所を異にしますが、それぞ
れの研究に共通している要素は「対話」であると
考えました。このことを踏まえて、それぞれの研
究対象となっている時間軸・場所において、人々
が「対話」を通して、どのように「地（国・地域
など）への愛」を育んでいくのかを考察してみて
はどうか、ということになったわけです。
　高春燕さんは、「場の言葉―『老太婆の路地』
における『母』の言語分析―」というタイトルで
研究を行いました。林京子の小説『老太婆の路地』
に描かれている「母」の言葉に着目し、当時の日
中関係の分析、対人関係に関する理論を用いた分
析を通じて物語の隠れた要素を明らかにし、「母」
の上海への愛を考察しました。謝林さんは、「『青
裳』考―『閑吟集』からみる日中両国の対話―」

というタイトルで研究を行いました。『閑吟集』
所収の小歌に用いられた「青裳」という言葉に着
目して、この言葉が中国からわが国に入ってきた
経緯を明らかにしつつ、その意味を分析し、小歌
に込められた日本・中国のそれぞれの人々の「地
への愛」を考察しました。浦元駿さんは、「行政
活動の変容―第一線職員と地域住民の関係性に着
目してー」というタイトルで研究を行いました。
第一線職員としての「ケースワーカー」に着目し、
近年の行政活動の変容に伴い、ケースワーカーの
行政サービス提供意識がどのように変化している
のかを分析して、第一線職員の「地への愛」を考
察しました。本田親啓さんは、「過疎地域におけ
る観光振興とホスト側の意識の変容についてー薩
摩川内市藺牟田地区を事例としてー」というテー
マで研究を行いました。急激な観光開発の拡大と、
その後、その急速な衰退をみせた薩摩川内市藺牟
田地区に着目し、観光政策の変化などによるホス
ト側の意識の変容を分析して「地への愛」の変化
を考察しました。
　受講者は、このプロジェクト研究を遂行するプ
ロセスにおいて、自らの研究をまとめ、一定の成
果を得ることの難しさを痛感したことでしょう。
また、時には、研究方法・内容に関する厳しい助
言もあり、心が折れそうになった時もあるかと思
います。しかし、プロジェクト研究を通じて、今
後の研究を進めていく上での多くの貴重な財産を
得ることができたのではないでしょうか。

｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜｜

松田　忠大（まつだ　ただひろ）
鹿児島大学法文学部法経社会学科教授。大学院人
文社会科学研究科地域政策科学専攻「海運の法シ
ステム」担当。
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場の言葉
―	「老太婆の路地」における「母」の言語分析	―

人文社会科学研究科　地域政策科学専攻　文化政策コース２年

高　春燕

はじめに
　「老太婆の路地」は林京子の上海小説集『ミッシェ

ルの口紅』の劈頭を飾る作品で、作者の少女時代の上

海路地での実体験をもとにした小説である。上海の路

地について、彼女自身が「中国の路地が私の日常生活

の基礎でした。（中略）私の日本語の原風景としてあ

るのは、中国大陸です」	1	と言った。林文学の題材に

多く描かれている路地の生活を書いた「老太婆の路地」

は重要な作品であると考える。ゆえに、この小説に研

究の焦点をあてる。

　「老太婆の路地」は物理的空間の転換に伴い、「母」

という人物の言葉表現が変化し「母」の日本女性特有

な対人距離感が巧みに表現されている。本稿では「ウ

チ」と「ソト」の言語文化学や「言葉と空間」の理論

に基づき、「母」の会話の言語分析を行い、作者が登

場人物の言葉表現の変化によっていかに小説を展開さ

せたかを論じる。

　この小説には全部で五つの版がある。本稿で取り上

げたのは『林京子全集第 2 巻』である	2	。

1	 林京子　島村輝『岩波ブックレット 813　被爆を生きて―作品と
生涯を語る』岩波書店 2011 年、6 － 7 頁 .

2	 初出は『海』（中央公論社 1979 年 1 月）で、単行本『ミッシェル
の口紅』（中央公論社 1980 年 2 月）に収録され、ついで『ミッシェ
ルの口紅』（中央公論社 1983 年 6 月）、『上海・ミッシェルの口紅
　林京子中国小説集』（講談社 2001 年 1 月）として文庫化された。
さらに『林京子全集第 2 巻　ミッシェルの口紅　上海』（日本図書
センター 2005 年 6 月）に収録された。その中、初出と初刊の違い
が一番多くて23箇所の差異が見つかった。1983年中央公論社の版、
2001 年講談社の版、2005 年の『全集』は初刊の内容と同じである
が、ただし、『全集』は中国関連の専用詞に読み方が追加された。

一、 あらすじ
　昭和十二年八月十三日の第二次上海事変	3	をさけて

長崎に逃げて来ていた「私」一家は、翌年の四月、上

海に帰ってきた。家族六人は、ワンポゥツォ（人力車）

に乗って抗日分子が活躍していた危ない地区、匯山碼

頭の近辺から路地の家へ向かう。日本人の街、虹口地

区に入ると、車夫の歩調が速くなった。人力車が虹口

マーケットの三叉路を抜けて黄浦江に沿った通りに出

た。「私」の家はその道の中にある。人力車が路地に

入ると、借家人たちが「私」一家に声をかけた。「母」

もみんなに挨拶をした。数日後、家主「老太婆」が田

舎から帰ってきた。家の裏口に立っていた「母」の側

に寄ってくると戦争について「母」と会話を交わす。

老太婆が路地に帰ってきて、路地と上海の生活は落ち

着きを取り戻した。抗日分子のテロ事件が激しくなっ

てきた。長崎から帰って二年も経った夏のある日、老

太婆の小間使い、明静と「私」が桟橋へ明礬を拾いに

行った。路地に帰ってきた時、明静が老太婆を避ける

ために、わざと「私」の家の廊下を通過した。その日

の夕方、「私」と明静が虹口マーケットにパンを買い

に行った。突発的テロ事件でマーケットの道路は通行

止めになった。「私」が日本人としての特権を使い、

明静より早く家に帰ったが、後で帰ってきた明静に蔑

視された。夜、憲兵と自称する怪しい男が老太婆の家

に侵入して、テロ分子の摘発の名目で晨を逮捕しよう

3	 1937 年盧溝橋事件に続いて起きた日中戦争の導火線となった戦闘
行為。	37 年 7 月盧溝橋事件が勃発すると戦火は上海に拡大し，8
月	13 日、日本海軍陸戦隊が圧倒的に優勢な中国軍の包囲攻撃を受
けたため、日本軍は大軍を増派してこれに対抗し，11 月同市を占
領した。以後、戦線は南京，ウーハン	( 武漢 )	など中国全土に拡
大していった。（出典　ブリタニカ国際大百科事典	小項目事典）

報　告
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とする。この時、「母」が日本人の身分で老太婆一家

を守って、にせ憲兵を退治した。数日後、晨が本当の

憲兵隊に逮捕されてしまった。今回は、「母」は晨を

救うことができなかった。

二、時代背景
１、日本人の街
　現代の上海は中国の商業の中心地であり、国際的な

大都市であるが、林京子の上海はそれと異なり、1931

年から 1945 年にかけてアメリカ、イギリス、フランス、

日本などの国に支配された植民地「シナ」の上海であ

る。彼女の言葉を借りていうと、「私は満一歳のころ

から昭和二〇年まで、少女期に至る一四年間を、上海

で育った。内地から来た人たちが揚子江や黄浦江の岸

辺に立って、濁っている、と指すと、濁っているので

はない、もともと褐色なのだ、と性急な指摘を訂正し

た。清流を川として育った日本人は、おせっかいがや

きたくなるのだろう。しかしこれが本来の、戦前の『シ

ナ』と『シナの人』なのである。（中略）中国を『シナ』

としたのは、私の内部では新生国家中国と、はっきり

区切りがついているからである」	4	。「老太婆の路地」

4	 林京子　「特集　華やかなうたげ（新発見！一九四五年中国・乱世
の記録　特集　堀田善衛　上海日記）」　『昴』第 30 巻　2008 年、
322 頁 .

のストーリーが展開された舞台はまさにそのオールド

上海である。1840 年アヘン戦争後の南京条約により、

上海は華南五港の一つとして開港された。1845 年イ

ギリスがはじめての「租界」を設置し、その後、英租

界と米租界が合併して共同租界となった。南のフラン

ス租界とともに二大租界となった。明治維新以降、日

本人は上海に進出して、段々蘇州河北側の共同租界の

吴淞路という道を中心に日本人の街（＝日本租界）と

なった。

　2、テロ事件について
　小説のテロ事件に関していくつかの実在の歴史事件

がある。昭和一四年（一九三九年）の日本の新聞に次

の二つの記事が掲載された。二月二十三日の大阪朝日

新聞に掲載された記事では上海租界で頻発したテロ事

件に日本側が厳重抗議を提出し、陸軍と海軍の代表が二

月二十二日に租界当局を訪問したことを報じている。

　さらに、三月四日の国民新聞に載せた「日本人首脳

に特別課新設」という記事によると、一九三九年三月

四日以降、共通租界のテロ事件への対策は黄浦江及び

蘇州河より上陸し租界に潜入するテロ分子を禁じ、上

陸の中国人と搬入物資への検査、通行証などの検査、

工部局にテロ事件向けの特別課を新設、なお同課に日

本人を課員にし日本人を首脳に任ずる、容疑者の処置

は日本側に置く、との細目が決まっていた。

　小説の内容と関連してみると、にせ軍人はおそらく

（出典『集成新聞　昭和史の証言　昭和十四年　第十三　
第二次大戦・暗い青春』　本邦書籍株式会社　昭和 60年）

（出典小堀倫太郎『写真集　懐かしの上海』国書刊行会
1984 年）
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特別課の課員であると考えられる。さらに、三角市場

に網を置き通行止めをするシーンも晨が碼頭で逮捕さ

れるシーンも実際の歴史事件を背景にした可能性が高

いと考えられる。

三、研究方法
　「老太婆の路地」に関する先行研究は主に二つの方

面に分かれる。一つは作中に出現した歴史的な要素を

実在した事件と場所と対照する、歴史的な視点からの

研究である。もう一つは、戦争時代に「母」と老太婆

が作りあげた路地という温かい空間はただ女性たちの

幻想郷だと指摘する、日中両国の国民のナショナリズ

ムの方面からの研究である。ゆえに、本研究では林京

子文学における言葉の役割を研究して、言葉の多様性

と柔軟性に注目したい。

四、分析
　この作品では、小説の区切りごとにかならず「母」

が誰かとの対話が出てくることに気づく。また、重要

な空間が転換するときも、「母」の言葉の変化と重なる。

「母」の言葉や振る舞いは小説の中でどのように機能

しているのだろうか。「母」の言葉は如何に場面の転

換を提示するか、いかにウチとソトとの日本人の特有

な対人距離感を表現するか、また如何に小説の展開を

進めるかについて、小説の六つの重要な場面における

「母」の言葉を例として、「母」の言葉と「母」がいる

その場との関係性を分析してみよう。

　分析に入る前に、日本人の特有な対人距離、つまり、

ウチ・ソト・ヨソの文化を紹介しておく。三宅和子の

説によって、日本人の対人関係がウチ・ソト・ヨソと

の三つの層に分かれる。

　

　ウチとは、自己を間近に取り巻く家族やごく親し

い人々をさす。その周りにはソトが広がるが、これ

はごく親しくはないが自己やウチと関連のある人々

の層である。その外側に、ヨソの人間層である。ヨ

ソは自己とウチとは普段は関係がないが、何かの

きっかけで関係が生まれる人々を指す。（中略）自

己はこのソトの部類の人に対して最も緊張感を持

ち、言語行動に最も細かい配慮を示す。自分にごく

近い家族のようなウチの人たちにはリラックスで

き、言葉遣いに細かい注意を払う必要がない。いっ

ぽうヨソの人たちに対しては、ソトの人に対する

ほどの緊張や配慮を必要としない。（中略）ヨソの

層に対しての言葉づかいには個人差や場面差が大き

く、いつも丁寧な人もいればかなり不躾な人もい

る	5	。

　

　さて、六つの場面の「母」の言語表現が如何に空間

の転換に伴い、話し相手への言葉遣いを表現している

のか、如何に日本人特有な対人距離感を表しているの

か、さらに、小説の隠れた要素を示しているのかを分

析してみよう。

　場面①
　匯山碼頭は、黄浦江の河口に近い波留場である。

（中略）匯山碼頭の近辺は、歩いていても危険な街

である。（中略）一番上の姉と次女が乗ったワンポゥ

ツォを中にはさんで、母と私が乗ったワンポゥツォ

が最後についた。母が、ショウロンたちから離れな

いで、と中国人の車夫に言った。ショウロンとは上

海語で、子供のことを言う。車夫は、オオ、と頷い

てワンポゥツォをかかえ上げ、三メートルとは間隔

をあげずに、頭上の洗濯物がはためく細い道を、走っ

5	 三宅和子　『日本語の対人関係把握と配慮言語行動』　ひつじ書房、
2011 年、11 － 13 頁 .

（出典『集成新聞　昭和史の証言　昭和十四年　第十三　
第二次大戦・暗い青春』　本邦書籍株式会社　昭和 60年）
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て行く。（中略）母は、クァティ、急いで、とワンポゥ

ツォの床を草履の踵でけった。不意に力をくわえら

れた車は、梶棒が上下に揺れてバランスを崩す。車

夫は両肩に力をこめて、母の力に耐えている。（全

集第 2 巻　5 － 6 頁）

　

　二重線の文は場面①が発生した物理的空間、匯山碼

頭の近辺を提示する。一重線の文は車夫に対する「母」

が使った言葉である。「ショウロン」「クァティ」「離

れないで」との三つの語に注目したい。前の二つの語

は上海語である。「母」は人力車夫に分かるようにわ

ざと上海語を使う。「離れないで」が命令文である。

「クァティ」は上海語の命令文である。匯山碼頭の近

辺が「歩いていても危険な街である」から、家族を守っ

て一刻も早くこの場を通過しようとする「母」が、語

気を強めて人力車夫に命令をかけるのである。この場

にいる車夫は「母」にとって家族の生命を脅かす可能

性があるヨソの層に属し下位の人であるから、場の緊

張も手伝って「母」は荒っぽい口調で命令したのであ

る。文章の構成からしてみれば、「私」にとって「記

憶に残っている最初の戦いが第二次上海事変」(5) で

あるから、事変の翌年、上海へ戻るのは無論、非常に

危険な行動である。緊張感を呼び出す「母」の言葉を

描くことによって、小説の冒頭、夫に代わって家族を

守る「母」の姿を印象的に描き出し、読者の心をつかむ。

　場面②
　ワンポゥツォは、虹口マーケットの三叉路を抜け

て黄浦江に沿った通りに出た。通りはプラタナスの

並木道である。並木道の片側には赤煉瓦の家が並ん

でいる。私たちの家は、その中にあった。（中略）

路地には私たちの家の裏口があった。後について、

私たちのワンポゥツォも路地に入っていった。（中

略）彼ら〔借家人〕は玄関から顔を出して、ニャン

ニャン、と笑顔で挨拶する。母も、ただいまと日本

語で答え、みんな元気でよかった、と頭をさげる。（全

集第 2 巻　10 頁）

　

　二重線の文が場面②の空間、路地を示す。一重線の

文は路地の借家人に対する「母」の挨拶である。「た

だいま」はわが家に帰りましたという意味の挨拶で、

「みんな元気でよかった」は友達同士が使う日常的な

挨拶である。路地の借家人は「母」にとって自分の生

活に関わるソトの層なので、「母」の言葉が簡潔な挨

拶になった。が、日本人ではない借家人に日本語を話

すことから、ソトの層に対して日本人特有な細かい言

葉遣いが見られる。すなわち、あなたたちと仲良いが

私が植民者である地位なので、日本語を話すことに

よって、「母」が自分の地位を示している。構成上の

機能から分析すれば、「生き残りの便衣隊が撃つ銃声

なのか、陸戦隊の兵隊が空に向って撃つ威嚇射撃なの

か、夜になると、街の遠くで銃声が聞こえた」（13）

と書いたように、戦争があるが既に遠くなったようで

ある。中国と日本の間の紛争がともかく「私」の生活

から遠ざかるように見えた。「母」の簡潔な言葉を描

写することを通して、文章のテンポを緩やかにした。

　

　場面③
　大家の老太婆が、息子夫婦と一緒にお抱え車に

乗って帰って来た。（中略）裏口に立っていた母の

側に寄ってくると、老太婆はニャンニャン、今度は

戦争はいつ起きるのか、と聞いた。そんなことはわ

からないと母が答えると、起こると思うか、と聞き

なおした。老太婆は、シンクレシと言って胸を押さ

える。わたしもだと母も胸を押さえて、シンクレシ、

心が苦しい、と言った。（全集第 2 巻　14 頁）

　

　二重線の文が提示したように、場面③の空間は「私」

の家の裏口になった。一重線の部分に「シンクレシ」

は上海方言で心が苦しいとの意味である。菅聡子が

「老太婆と母の親和的、親しみを持った関係というの

は、区別なくつきあってくれるから好きだというよう

な感情だけではなく、『心が苦しい』ということの共

有による言語場面が示されていて」	6	いると指摘した

ように、老太婆と「母」は信頼関係があるから、「母」

が相手に共感させる上海語を話したのであろう。「母」

の対人距離からして、ソトに属す老太婆がむしろウチ

6	 菅聡子「林京子の上海・女たちの路地－アジールの幻想」『立命館
言語文化研究』19 巻 3 号、64 頁 .
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の層に近い人間であろう。構成上の機能からしてみれ

ば、一見、日本国民と中国国民が親和関係であるよう

に見えたが、「中国側は抗日戦争の総動員令を発令し

て、抗日運動の徹底を呼びかけていた」（14）。「母」

のやさしく丁寧な言葉を書いた後、両国国民の感情の

ズレがそっと起こりはじめたことを提示した。この場

面から、小説の語りが「私」が見える「母」―老太婆

の親和関係と「私」が見えない日中関係の悪化の始ま

りとの二つの方向へと導かれ始めた。

　

　場面④
　明静がニャンニャン、と母に言った。通ってもい

いか、と廊下を指して言った。いいよ、母が頷くと、

玄関から裏口に通じる廊下を、明静が走っていった。

大家の家に帰るには、路地に廻るよりもこの方が早

い。駈けていく明静に、遊んでばかりいると老太婆

に叱られるよ、と母が言った。老太婆の一言で、明

静が立ち止まった。そして、恨めしそうな目をして、

母を見た。母が笑って、心配しなくてもいい、謝っ

てあげる、と言った。（全集第 2 巻　20 － 22 頁）

　

　二重線の文が場面④の空間、「私」の家の玄関と廊

下を提示した。一重線の文に「いいよ」「叱られるよ」

「謝ってあげる」との語がある。「いいよ」は遊んでば

かりいる明静にたいしては、「母」は嫌な気持が一切

なくて、むしろ明静を可愛がっている気持をはっきり

伝える。「叱られるよ」は一見して、目上の人が子供

を注意するような気がするが、「心配しなくてもいい、

謝ってあげる」を読むと、すぐこれが親しさをベース

にした冗談だと理解される。対人距離が本格のウチの

領域にだけいれば、「母」がこんなに余裕をもって話

すことができるのであろう。構成の機能からしてみれ

ば、「母」のごくやさしい言葉を書いた後、「日本帝国

大学に留学する、と日本に傾倒しているように見える

晨さえも、私たち姉妹との口争いになると、東条ワレ

シ、東条わるい、とすぐ言う。私たちが、蒋介石ワレ

シ、と言い返すと、晨はこぶしを振り上げて怒り出し

た」（22）と書いてある。親和感情のズレが国のレベ

ルから庶民レベルに広がっていることが示されてい

る。「母」の言葉を親切であればであるほど描写すれば、

老太婆一家との齟齬にインパクトをあたえる。

　

　場面⑤
　日本兵は、応接間の真ん中に腰高の紫檀の椅子を

持ち出して座っていた。（中略）母が応接間に入っ

ていった。（中略）母がどうしたのか、と日本兵に

もわかるように、日本語で晨に聞いた。（中略）母

が、晨への質問を止め、何気ない表情で、初めまし

て、と兵隊に挨拶をした。兵隊は、はじめて気がつ

いたふりをして、誰だお前は、と言った。日本人で

す、と母が答えた。（中略）兵隊は、椅子から両足

を投げ出した格好で、なにしにきた、と言った。そ

して、お前はこのシナ人たちと、どんな関係にある

のか、と聞いた。店子です、と母が内地流に説明す

る。日本兵は、ふうん、と言った。失礼ですが兵隊

さんでしょうか、と母が奇妙な尋ね方をした。（中

略）男性は母の問いに、俺は憲兵だ、と憮然として

言った。男は晨を指して、こいつは抗日運動をして

いる、スパイの嫌疑もかかっている、だから事前に

取り調べにきたのだ、と言った。憲兵さんが、お一

人で、でしょうか、と母が聞いた。（中略）それら

しい証拠があるのでしょうか、帝国大学に留学した

いと考えているくらいの親日家なのですが、と母が

言った。（中略）悲しいです、と母が声を落として言っ

た。なにが悲しい、と男が言った。母が、日本人で

しょう、あなたの気持が恥ずかしいのです、と言っ

た。（全集第 2 巻　25 － 27 頁）

　

　二重線の文は場面⑤の空間、老太婆の家の応接間を

提示する。一重線の文は「母」の言葉を提示する。そ

の中の「日本人でしょう、あなたの気持が恥ずかしい

のです」について、趙夢雲が「母は『日本』を美化し、

常に『日本人』であることに誇りを持ち、日本人の面

子が穢されることを極端に嫌っていた。（中略）憲兵

の目的はただの金銭詐欺だと判断した母が、にせ憲兵

に問い詰めたのも『日本人でしょう、あなたの気持が

恥ずかしいのです』の一言だった」	7	と論じた。ここ

7	 趙夢雲「虹口・一九三八　子供の目線―林京子「老太婆の路地」
を媒介に」『社会・経済・文化』2012 年第 2 号、114 頁 .
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で注目したいのは「です」「でしょう」型の「母」の

丁寧語である。丁寧語は相手に配慮を表す敬語の一種

で、相手を尊敬することは尊敬するのであるが、「敬遠」

という語が示すように、丁寧語が冷たい、硬い、距離

感が遠いとのイメージが非常に大きい。敬語の無礼機

能について、牧野成一が「言うまでもなく、いんぎん

無礼は相手を心理的に、さらには物理的に遠のけるた

めに敬語を逆用するのである」	8	と述べた。にせ軍人

が「母」にとってヨソの危険な人物であるから、「母」

は丁寧語を武器にして、男と戦う姿勢を示している。

文章の構成からしてみれば、虹口マーケットのテロ事

件と関連してみると、「母」の急変な言葉づかいは日

中両国が本格的に対立している雰囲気を読者に実感さ

せる役割を持つ。

　

　場面➅

　にせ軍人事件を忘れかけていた日の午後、老太婆

が裏口からやって来た。白い麻のクゥツゥと、揃い

の上着を着た老太婆は、晨が憲兵隊につれて行かれ

たと裏口に立って言った。（中略）浮桟橋にはどん

な用事で行ったのか、と母が尋ねた。クーリーの仕

事を監督に言ったのだろう、父親の仕事だから、と

老太婆が言った。憲兵が動き出すには、相応の証拠

があるはずだと母が言うと、老太婆が、密告だ、あ

のにせ軍人が作り話で密告したのだと言った。晨は

怪しまれるような行動はしていない、憲兵隊に話を

つけに行ってくれと老太婆が頼む。困ったわね、と

母が言った。（中略）晨を救うには、晨の潔白を証

明しなくてはならない。証明できるのか、と母が聞

いた。わたしが保証する、と老太婆が、胸を押さえ

て言った。老太婆が保証しても意味がない、と母が

言った。それじゃ、どうすればいいのか、と老太婆

が聞いた。わからない、憲兵隊の出かたを待つしか

方法はないだろう、と母が言った。トンヤンニンで

も駄目か、と老太婆が言った。トンヤンニンでも駄

目だ、と母が答えた。（全集第 2 巻　29 頁）

　

　二重線の文は場面⑥の空間、「私」の家の「裏口」

を提示する。一重線の文は「母」の言葉を提示する。
8	 牧野成一　『ことばと空間』　東海大学出版社、1978 年、67 頁 .

晨が桟橋で本当の憲兵に逮捕されたと老太婆が言っ

て、「母」に助けてくださいと願った。「母」が「浮

桟橋にはどんな用事で行ったのか」「憲兵が動き出す

には、相応の証拠があるはずだ」「晨を救うには、晨

の潔白を証明しなくてはならない、証明できるのか」

「困ったわね」との「母」の一連の言葉を通して、怪

しい男は本当の憲兵なのか、晨は本当にテロ活動をし

ているか、どうすればいいのかとの「母」の迷う心情

が表現されている。ここで「母」にとって老太婆は「ウ

チ」なのか「ソト」なのか、「母」自身も確かめるこ

とができなくなった。機能してみれば、「母」の動揺

する言葉の描写を通して、日中両国の庶民の間に存在

する見えない壁及び日中戦争が本番に入ったことを暗

示する。

　　

五、結論
　上述したように「老太婆の路地」では「母」の言葉

の使い分けを小説の場面の転換に応じて変化させるこ

とによって、六つのプロットの切り目を一つ一つ明確

にした。「母」の言葉の多様性と柔軟性を分析して、

家族と友だちを守る勇敢な母親像を描き出した。最後

に、晨の本当の身分とにせ憲兵の本当の身分に対して

「母」の気持の動揺は戦争時代に日中両国の間に存在

する見えない壁を暗示している。

　

おわりに
　「母」の言葉は重要なプロットの切り目を提示する

役割をしているが、さらに、「母」の言葉の形にはい

くつかのパターンが見られる。「母が、ショウロンた

ちから離れないで、と中国人の車夫に言った。ショウ

ロンとは上海語で、子供のことをいう」（6）、「母も、

ただいまと日本語で答え、みんな元気でよかった、と

頭をさげる」（10）、「母が、どうしたのか、と日本兵

にもわかるように、日本語で晨に聞いた」（25）のよ

うに「母」の言葉が何語であるかとの解説が母の台詞

の後についている類型がある。「母は、クァティ、急

いで、とワンポゥツォの床を草履の踵でけった」（6）、

「わたしもだと母も胸を押さえて、シンクレシ、心が

苦しい、と言った」（14）のように、「母」の上海語
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の台詞に日本語訳がついているパターンもある。「ト

ンヤンニンの街だから、もう急がなくてもいいのよ」

（７）、「母が、トンカは帰って来ていない」(24)	のよ

うに、上海方言の専門用語を母の台詞として使うパ

ターンもある。「駈けていく明静に、遊んでばかりい

ると老太婆に叱られるよ、と母が言った」（20）のよ

うに、「母」の上海語の会話の日本語訳を直接に台詞

にしたパターンもある。「晨、と母が呼んだ。あんた

は自分の部屋に行きなさい、と言い、差配にも、部屋

を出て行ってくれと言った」（27）のように、「母」が

何語を話すかを無視し、相手によってニュアンスが異

なる日本語訳を「母」の台詞にしたパターンもある。

こんなふうに「老太婆の路地」における母の言葉の豊

富さがしばしばみられる。

　また、「母」の会話と語りのズレもしばしば現れる。

「母」が「トンヤンニンの街だから、もう急がなくて

もいいのよ」（７）と車夫に言ったのに「トンヤンニ

ンの街、日本人の街だから不安になって、車夫たちは、

一刻も早く走り抜けてしまいたいのである」（7）と書

いてある。明静をおいてテロ事件のため通行止めに

なった三角市場から帰ってきた「私」に「母」が「明

静も一緒？」と聞いたら、「通行止めだもの」と、「私」

が明静の通行止めを当たり前のことにして答えた。に

せ憲兵が晨に毎晩三角市場から黄浦江方面へ信号を送

るかと聞く時、「母」が「本当に信号を送っているのか」

と晨に聞いたら、晨が「馬鹿気ていると、上海語で言っ

て笑った」（27）。このような日中関係への甘い「母」

の心情描写と本番の日中戦争に入る直前に両国庶民の

間のズレが作品に数多く表れる。

　今後、林京子文学における言語表現の特徴と機能を

一層幅広く深く研究していきたいと思う。
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「青裳」考
―	『閑吟集』にみる日中両国の対話	―	

人文社会科学研究科　地域政策科学専攻　文化政策コース１年

謝　　林

はじめに

　『閑吟集』は中世の小歌を集めた歌謡集である。同

集所収の歌謡には中国漢文化から影響を受けたものが

少なくない。本研究は、特に、『閑吟集』二八一番の

小歌「つほひなう、せいしやう、つほひなふつほや、

ねもせひて、ねむかるらふ」	1	に出現した「せいしやう」

という語に注目して、漢文化からの影響を検討する。

　二八一番の歌に関する研究は少なくない。これまで

の研究では、「せいしやう」を「青裳」として理解す

る説が主流である。例えば、浅野健二氏は、「寝もせ

いで睡かるらう」という下句に縁語として用いたもの

であるから、「せいしやう」を合歓木	2	の異称である「青

裳」として理解すべきだと主張している	3	。

　次に、真鍋昌弘氏は、後半の歌との関連性を重視し、

「全体からしてやはり「ねむの葉」と関わる小歌とす

るのが本来であろう」と述べ、「青裳」説を支持して

いる。「ただし「ねむの木」を「青裳」と置いたとこ

ろに小歌として漢詩風なおもしろさを出しているので

あろうか。文人の手が加わったか」と疑問が残ること

を示唆した	4	。

　更に、植木朝子氏は、和歌や俳諧における合歓の木

の歌を概観し、「さらに比較的新しく知られるように

1	 中哲裕著『閑吟集定本の基礎的研究』（新典社研究叢書 112）新典
社　平成九年　二五三頁。なお、分かりやすくするため、句読点
を補った。

2	 ねむのき。マメ科の落葉高木。
3	 浅野健二著『閑吟集研究大成』明治書院　昭和四三年　六九三頁。
4	 真鍋昌弘著『中世歌謡評釈　閑吟集開花』和泉書院　平成二五年

　四七三～四七四頁。

なった「青裳」の異称を用いることで新鮮味を付加

し、「青」によって女の年若さ初々しさを、「裳」に

よってやわらかくしなう肢体を強調していると言えよ

う」	5	と述べている。

　その一方で、「せいしやう」を「青少」「生小」「清

少」「性床」として解釈した諸説もあるが、歌の全体

から見ると、「せいしやう」は合歓木の異称である「青

裳」を表す説が相応しいと思われる。これらの研究は、

「青裳」という言葉の自体を検討してはおらず、「合歓」

を中心に論ずるものが多かった。その理由は、「青裳」

という語はもともと漢語にあり、漢籍を通じて中国か

ら日本に伝来したと考えられる。日本側の文献には「青

裳」に関する記述が極めて少ないため、中国側の文献

を調査することによって、同語の語義や用法を参照し

て再検証する必要があると思われる。

　本研究は、「せいしやう」という仮名表記の語を合

歓木の異称である「青裳」として理解した上で、関連

する日中両国の古典文献に基づき、同語の変遷及び中

世歌謡の漢学受容を実証的に検証し、日本における漢

学受容の論理の一端を明らかにする。

一、 類書や本草書物における「青裳」

　これまでの研究において、「せいしやう」を合歓木

の異称である「青裳」として理解する根拠は、何れも

類書や本草書の記載に拠ったものである。

5	 植木朝子著「合歓の木の歌	:『閑吟集』小歌から」同志社国文学	(78)
平成二五年三月　五三～六六頁。

報　告
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　正徳二年（一七一二）に成立した『和漢三才図会』は、

寺島良安によって編纂された類書である。植物の部分

には合歓の項目があり、以下のような異名を明記して

いる。

　合昏　夜合

　青裳　萌葛

　烏頼樹　

　屍利灑樹　佛經

　和名　禰布里

　乃木又云加宇加乃木

（『和漢三才図会』・巻第八三・喬木	6	）

合歓は「合昏」「夜合」「青裳」「萌葛」「烏頼樹」といっ

た異称を持つと記述されているほか、同項目の本文に

「本綱合歓木ハ似二梧桐ニ一枝甚タ柔弱ナリ葉似二皂

莢及槐ニ一」とあり、引用源は『本草綱目』（一五九六）

であることも分かっている。『本草綱目』は明の李時

珍によって編纂された本草書の集大成である。世に知

られる版本は複数あるが、ここで明万暦の刊本と寛永

期の和刻本を調べてみた	7	。二版本の内容を示してお

こう。　

　合歓　本経中品

　釋名　合昏唐本　夜合日華　青裳圖經　萌葛綱目　烏頼樹

　（頌曰）崔豹古今注云　欲蠲人之　忿則贈以青裳青

裳合歓也　植之庭除使人不忿…（後略）　

（『本草綱目』明万暦刊本）

　合歓　本経中品

　ネムノキ

　釋名　合昏唐本　夜合日華　青裳圖經　萌葛綱目　烏頼樹

　頌曰崔豹　古今注ニ云ク欲蠲フ
二人之忿ヲ

一則チ贈ルニ

以テス
二青棠ヲ

一青裳合歓也　植二之ヲ庭除ニ使人ヲ不忿

…（後略）　

6	 国立国会図書館デジタルコレクションの資料を利用した。
7	 同上。

（『本草綱目』寛永十四年刊本）

二つの内容はほとんど変わらないことが分かる。注目

すべきは、和刻本の「青裳」が一度「青棠」と書かれ

た部分である。理由を求めれば、これはおそらく「裳」

「棠」という二文字の字形が似ているので和刻本のほ

うが間違えた可能性はあるが、そもそも和刻本が参照

した原本が既に間違えていた可能性もあろう。

　この相違をひとまず措いて、本草綱目で明記した「青

裳」の出典となる「圖經」を見てみよう。「圖經」は

蘇頌	8	が著した『図経本草』（一〇六一）のことを指す。

同書は『本草図経』とも称されており、合歓の項目は

下記のように記載している。

　合歓　夜合也

　　…（中略）…

　木似梧桐　枝甚柔弱　葉似皂莢槐等

　　…（中略）…

　崔豹『古今注』曰　欲蠲人之憂　則贈以丹棘　丹棘

一名忘憂　欲蠲人之忿　則贈以青裳　青裳　合歓也

　故嵇康種之舎前是也…（後略）

（『本草図経』	9	）

こちらの記載を見てみると、二箇所の「青裳」が統一

されており、和刻本の『本草綱目』に出現した「青裳」

と「青棠」の異が生じていないことが分かる。

　これまで調査してきた類書及び本草書に紹介した

「青裳」は、すべて『古今注』という書物から引用して

あることから、『古今注』の記載を確認する必要もある。

　『古今注』は、西晋の崔豹によって編纂された書物

である。同書の原本は現存していないが、宋の刊本と

和刻本がある。以下は両版本の当該部分である。

　牛享問曰将離相贈之以芍薬者何也

　答曰芍薬一名可離故将別以贈之亦

　猶相招召贈以文無文無一名當歸也

8	 北宋の科学者、宰相。
9	 尚志鈞編『本草図経』安徽科学技術出版社　平成六年　三七四～

三七五頁。
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　欲忘人之憂則贈之以丹棘丹棘一名

　忘其憂草使人忘其憂也欲蠲人之忿

　則贈之青堂青堂一名合懽合懽則忘

　忿

（『古今注』宋刊本・巻之下・問答釋義第八	10	）

　牛享問曰将離別相贈以芍薬者何答曰芍薬一名

　可離故将別以贈之亦猶相招召贈之以文無文無

　亦名當歸也欲忘人之憂則贈以丹棘丹棘一名忘

　憂草使人忘其憂也欲蠲人之忿則贈之青堂青堂

　一名合懽合懽則忘忿

（『古今注』和刻本・巻之下・問答釋義第八	11	）

宋刊本と比較して、和刻本は多少の相違はあるが、合歓

木の異称として共に「青堂」と書いていることが分かる。

　また、この『古今注』を引用した書物を調べてみた。

唐の『藝文類聚』	12	には、以下の記述がある。

　古今注曰知蠲人忿贈以青嚢三名合歓則忘忿

（『藝文類聚』・合歓	13	）

「知」「三名」など明らかな誤写であるとすれば、「青嚢」

も誤写だと考えられる。さらに、明の『表異録』	14	に

は以下のような内容がある。

　将離贈芍薬芍薬一名可離相招贈文無文無一名當歸忘

憂贈丹棘丹棘一名忘憂欲蠲人忿贈　青棠青棠一名合

歓

（『表異録』	15	）

『古今注』の内容を概略したが、「青裳」「青堂」「青嚢」
10	崔豹著『古今注』（四部叢刊三編子部）台湾商務印書館　昭和四一年。
11	『和刻本漢籍随筆集　第十集』汲古書院　昭和四七年　二二九頁。
12	唐の武徳七年（六二四）、高祖皇帝の命を受けて欧陽詢らが編纂し

た書物。百巻。『北堂書鈔』『初学記』『白氏六帖』と共に、唐の四
大類書と称せられる。

13	欧陽詢著『藝文類聚』（宋刻本）新興書局　昭和四八年　二二七八頁。
14	明の王志堅によって編纂した書物。二〇巻。
15	王志堅著『表異録（及其他二種）』（叢書集成初編）中華書局　昭

和六〇年　六八頁。

ではなく、「青棠」と記載している。これと同じく、

清において編纂された最大の類書『古今図書集成』の

草木部門には、下記のような合歓を紹介する部分があ

る。

　本草綱目

　　　合歓釋名

　蘇頌曰崔豹古今注云欲蠲人之忿則贈以青棠青棠合歓

也

（『古今図書集成』第五五四冊・博物彙編・草木典	16	）

『古今図書集成』は、これまで『本草綱目』或いは『図

経本草』に出現した「青裳」をすべて「青棠」で統一

している。同じ『古今注』であるにもかかわらず、な

ぜ「青裳」「青堂」「青嚢」「青棠」など異なった表現

が使用されているのか。「青裳」は本当に合歓木の異

称なのであろうか。『藝文類聚』の「青嚢」は明らか

な誤写なので、排除できるが、残りの三種類のどれが

本当の合歓木の異称なのか、現段階では不明である。

現存の『古今注』を信用するとすれば、「青堂」は合

歓木の異称になる。しかし、筆者の調べたかぎりで

は、「青堂」という表現は、『古今注』の伝本にしか使

われていない。それに対し、「青裳」「青棠」などの表

現は類書や本草書によく書写されており、文学創作に

も屡々使用されている。次節では、漢詩文の中に使用

された「青裳」または「青棠」を検討し、本物と誤写

を判断できる材料を探る。

二、 漢詩文に使用された「青裳」と「青棠」

　唐の初頭の文壇で活躍していた詩人の一人、王勃は、

楊炯、盧照鄰、駱賓王と共に「初唐の四傑」と呼ばれ

ている。王勃の作品に「青裳」の用例が見られる。

　「九成宮頌」は、九成宮	17	の雄大と壮麗を描写する

ことで皇帝の功績を賛美する文章である。その一節は

16	陳夢雷編『古今図書集成』（博物彙編　六七）文星書店　昭和三九
年　七九〇～七九一頁。

17	唐の時代に、隋の仁寿宮を修理して造営した離宮。
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以下の通りである。　　

　蠶功順令　業著於青裳　蜃磨迎春　恩周於黛耜

（『王子安集』巻十二・九成宮頌	18	）

駢文体で作られた文章なので、前後は対になるという

特徴がある。「蠶功順令」	19	と「蜃磨迎春」	20	はめでた

い年の比喩で、全体としてめでたい年を迎えることが

できたのは、「青裳」と「黛耜」	21	のおかげだという

意味となる。農耕社会の代表的な仕事というと、男は

耕作、女は養蚕である。従って、そもそも「青色の着

物」を意味する「青裳」と「墨色の鋤」を意味する「黛

耜」は、ここで勤労する女性と男性の意に転じている。

　また、王勃の別の作品にも「青裳」が使われている。

　金漿玉饌　食客三千　緑幘青裳　家僮數百

（『王子安集』巻九・為人與蜀城父老書	22	）

題目の「為人與蜀城父老書」を見てわかるように、こ

れは他人に代わって蜀城の父老に送った手紙である。

「金漿」は名酒、「玉饌」は美食を指し、それらを食べ

る「客」は三千人ほどと多い。対句を見ると、緑幘は

「緑色の頭巾」、「青裳」は「青色の着物」、それらを着

る下僕は数百人ほどいる。何れも蜀城の裕福さを誇示

する描写である。ここの「青裳」は前例と同じ、着物

で人間を表す用法である。『王子安集注』	23	によると、

「緑幘、賎人之服也」とあり、「青裳」は「緑幘」と同

様、身分の低い使用人である女性や子供のイメージが

強かった。

　また、宋詩の中にも「青裳」という語がしばしば使

用されている。陳輿義	24	の「用前韻再賦四首」には
18	王勃等著『寒山子詩　附拾得詩　王子安集』上海商務印書館　昭

和一一年。
19	「蠶」は「蚕」の異体字。「蠶功」は蚕を養う仕事。「蠶功順令」は、

養蚕の仕事は時令に順ずる意となる。
20	「蜃磨」は伝説の瑞獣。水中に生きる龍。「蜃磨迎春」は瑞獣が春

を迎えるの意。
21	「青」と「黛」は色を表す語。「裳」は下着。「耜」は鋤。
22	同前。
23	蒋清翊注『王子安集注』上海古籍出版社　平成七年。
24	南宋の詩人。簡齋と号す。

下記の一首がある。

　

　欲識道人門徑深　水仙多處試來尋　青裳素面天應惜

　乞與西園十日陰

（『簡齋集』巻十四・用前韻再賦四首	25	）

この詩は水仙の花を詠う作品である。植物である水仙

を擬人化し、その青い葉と潔白の花をそれぞれ「青裳」

と「素面」に比喩することで人に美女の姿を連想させ

るものである。

　そして、宋の張鎡	26	の「謝人送白山茶花二首」は、

下記のように書かれている。

　

　韵勝初聞不記年　偶逢俄在軟紅邊　山礬不遇南昌老

　争得嘉名亜水仙

　屋角春聲喜報晴　青裳玉面暁粧明　為君自斷天休問

　依倚清香楽此生

（『全宋詩』巻二六八九・謝人送白山茶花二首	27	）

陳輿義の詩と同じ、白色の山茶花は「青裳」「玉面」

に擬人化され、その美しさは水仙の花に及ばないが、

まるで化粧したばかりの少女のように明るい。

　以上の詩文に出現した「青裳」は、青色の衣装から

それを着る身分の低い女性や子供の意味に転用した

り、植物の一部を女性の衣装に喩えてその植物を擬人

化したりする用法である。つまり、これらの詩文に出

現した「青裳」は、『古今注』に紹介した合歓の異称

としての「青裳」とまったく関係のない用法である。

　それに対し、『古今注』の一節から影響を受けた詩

文もある。王之道	28	の「浣溪沙	贈妓」を見てみる。

　玉骨氷肌軟更香　一枝丹棘映青裳　相逢歸去未湏忙

　曲裏春山情不淺　樽前秋水意何長　醺醺顔色粉生光

25	陳輿義著『簡齋集』中華書局　昭和六〇年。
26	南宋の詩人。詠物詩が得意。『南湖集』『玉照堂詞』を著した。
27	『全宋詩』北京大学出版社　平成一〇年　三一六六七頁。
28	北宋から南宋にかけての詩人、官員。『相山集』を著した。
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（『相山集』巻一六・浣溪沙	贈妓	29	）

これは遊女に贈る詩である。最初の「玉骨氷肌軟更

香」	30	は、女性の骨と肌を玉と氷に喩え、体に漂う香

りを描写するものである。その次の「一枝丹棘映青裳」

は、「丹棘」「青裳」など色を帯びる植物の異称で女性

の着物を描いている。宋に生きていた作者は、西晋の

『古今注』を直接見た可能性は低いが、おそらく当時

の本草文献に引用した『古今注』の説明に由来したと

思われる。

　また、南宋の白玉蟾の作品には、次のように『古今

注』から影響を受けた詩句がある。

　

　行路難寄紫元

　贈君以丹棘忘憂之草　青裳合懽之花

　馬脳遊仙之夢枕　龍綜辟寒之寶砂

　天河未翻月未落　夜長如年引春酌

　古人安在空城郭　今夕不飲何時楽

（『全宋詩』巻三一三七・白玉蟾二	31	）

そして、同じ時代に暮らしていた范成大もその詩と酷

似する作品を作っている。

　行路難

　贈君以丹棘忘憂之草　青棠合歓之花

　馬脳遊仙之夢枕　龍綜辟寒之寶紗

　天河未翻月未落　夜長如年引春酌

　昔人安在空城郭　今夕不飲何時楽

（『石湖居士詩集』巻一	32	）

　

周知のように、范成大は南宋の政治家、詩人であり、

陸游、尤袤、楊万里と並び、「南宋四大家」と称される。

一方、白玉蟾は南宋の道士で、宋と元の道教史におい

29	中國哲學書電子化計劃の資料を利用した。
30	玉骨氷肌、軟く更に香りがする。
31	同前　三七五七二頁。
32	范成大著『石湖居士詩集』上海商務印書館　昭和一一年。

て重要な地位を占める人物である。二首を比較すると、

本稿と関わる「青裳」という語は、白玉蟾の詩作に使

用されている。これに対し、范成大は「青棠」を使用

している。これを除き、異なる部分が数箇所見られる。

まず、どちらの詩作が本物なのか検討する。

　「青裳」と「青棠」の区別は暫く措いて、「寶砂」と

「寶紗」に注目する。「龍綜」は、龍の模様が刺繍され

た高級な絹を指す。「寶」は、「宝物」または「貴重」

の意味を持つ。「紗」は織物。これは寒さを避ける貴

重な織物（「辟寒之寶紗」）と喩える范作は自然である。

しかし、白作のそれは「寶砂」となっており、織物を

表す「綜」と「紗」のバランスを崩した。この点から

みると、范成大の作品はオリジナルになる可能性が高

く、白玉蟾は他人の作品を少し改変して自分のものに

したと考えられる	33	。「古人」と「昔人」、「合懽」と

「合歓」はそれぞれ同じ意味である。残る問題は「青裳」

と「青棠」である。

　道教には、錬金術が一つ重要な分野として存在する。

白玉蟾は道教に専念した人物なので、その分野の知識

を熟知していたであろうことは想像に難くない。「紗」

を金石を表す「砂」に変更したことがその左証であろ

う。また、本草書は錬金術の知識の来源になる。白玉

蟾がこの詩作に「青裳」を記した理由は、当時に流行

した本草書から得たとも考えられる。

　一方、范成大は「青棠」を使用した理由は、「棠」と「堂」

の発音が近いからであろうか。古代の音韻を示した『詞

林韻釋』	34	を調べると、以下の内容がある。

　　　　殿屋　　　	國號　　　隄岸　　	螳螂　　　飴也沙糖　		　　桿也　　　山名　	　木名花名

　堂　		唐　		塘　		螳　		糖　　　榶　		碭　		棠
　　　　盛貌　　　	大言　　　池塘　　	蟲　　　　　　　　　　　		遮也　　　　　　				又杜曰棠

（『詞林韻釋』	35	）

資料によると、「堂」と「棠」の発音が同じであるこ

とが確認できる。また、「青棠」をさらに調べると、

33	白玉蟾の『水調歌頭・詠茶』が蘇軾の『水調歌頭・嘗向大冶乞桃花茶』
と酷似していることは、近年、中国の研究者に指摘されている。

34	宋から明にかけての韻書。成立年代は諸説ある。
35	『詞林韻釋』（叢書集成初編　一二三九）中華書局　昭和六〇年。
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明末清初の学者である徐樹丕の作品『識小録』には、

下記の考察がある。

　夜合

　百合非夜合也往時誤認為一種因考青棠二字乃得之青

棠合歡也合歡夜合也合歡生益州山谷樹似梧桐枝弱葉

繁互相交結每一風來輒似相解了不相牽綴樹之階庭使

人不忿古今注欲蠲人之憂贈以丹棘欲蠲人之忿贈以青
棠丹棘一名忘憂青棠合歡也合歡夜合也其花上白下紅

散垂如絲今陽羨山中多百合有紅白二種白者根入藥按

本艸合歡入木部百合入艸部凡詠百合為夜合者皆誤且

晝開夜合花態常有不獨此種也

（『識小録』巻之一	36	）

徐樹丕は、「青棠」という二文字を考察することで、「青

棠」「合歓」「夜合」は同じものということがわかった

と書いている。

　さらに、清に成立した『佩文韻府』の「青」字の語

彙を調べることで、「青裳」「青棠」という二語が共に

存在していることが確認できる。

　青裳

　王勃為人與蜀城父老書　金漿玉饌食客三千緑幘ーー

家僮數百

　青棠

　古今注　欲蠲人之忿則贈之ーー青棠一名合歓合歓則

忘忿

（『佩文韻府』巻二十二下	37	）

「青裳」の項目では前述した王勃の用例を挙げている。

それに対し、「青棠」の項目では『古今注』の内容と

一致している。

　各種の文献調査に基づいて考えれば、「堂」と「棠」

は同じ発音であり、『古今注』の原本が「堂」と「棠」

のどちらかになる可能性が高くなる。つまり、唐宋ま

36	中國哲學書電子化計劃の資料を利用した。
37	王雲五編『佩文韻府』台湾商務印書館　昭和四一年　一〇六〇、

一〇九〇頁。

たはその以降に成立した類書と本草書に書かれた「青

裳」は誤写と考えられる。そして、「青堂」という語

は『古今注』の伝本にしか使われていないので、現存

の古今注の「青堂」は「青棠」の誤写であると考えら

れる。こうして、『閑吟集』の中に合歓の異称として

使用されている「せいしやう（青裳）」は、中国の類

書や本草書で誤記された言葉を誤ったままに日本に伝

わってきたものであると考えられる。

三、 『閑吟集』二八一番の「青裳」

　前述したのように、「青堂」「青棠」という語は中国

で伝承された時点で、既に「青裳」と誤写されていた。

従って、当時の日本人は、中国から伝わってきた類書

や本草書の知識を吸収し、誤ったままの「青裳」を受

け入れたと考えられるのである。二八一番歌の作者ま

たは『閑吟集』の編者にその影響があるとしたら、「せ

いしやう」は合歓木の異称である「青裳」として認識

した可能性も十分あると考えられる。

　『閑吟集』には、植物を詠む歌が数多く収録されて

いる	38	。それは『閑吟集』の序文に書いてある「歌

の一節をなぐさみ草にて」	39	の具体的な反映であると

考えられる。草花を詠むことを通して心を慰めること

ができるが、単純に植物を詠むのではなく、人生に対

する思考や男女の恋心などをも歌の中に託した。『閑

吟集』の一五五番と一五六番を見てみよう。

　身は錆び太刀　さりとも一度　とげぞしようずらふ

（『閑吟集』一五五番）

　奥山の朴木よなう　一度は鞘に成しまらしよ　╱╲

（『閑吟集』一五六番）

38	虎杖（三番）、梅花（十番）、桜花（二五番）、柳（四二番）、夕顔（六六、
六七番）、瓢箪（六八番）、槿（九六番）、葛（一四三番）、白菊（二〇四
番）等。

39	小林芳則他校注『梁塵秘抄　閑吟集　狂言歌謡』（新日本古典文学
大系 56）岩波書店　平成五年　一九一頁。



19

新日本古典文学大系の『閑吟集』の注釈によると、「太

刀と鞘は男根と女陰の隠喩」	40	と説明している。この

解釈に従えれば、一五六番に使用された「朴木」とい

う植物は、女性としての暗喩の意味を与えられた。歌

の創作者は恥ずかしい表現を避けるため、植物を巧み

に利用した。ちなみに、「朴木」という植物も本草文

献に記載されていることが多い	41	。

　その二首の歌と同じ、二八一番の歌に出現した「青

裳」も植物を意味するほか、同歌を創作する人は、意

図的にその一語に女性のイメージを加えた可能性があ

る。再度一首を見てみる。

　つぼひなう青裳　つぼひなふつぼや　寝もせひで眠

かるらふ

（『閑吟集』二八一番）

辞書で「つぼし」を調べてみると、下記のような意味

があることが分かる。

　①細くつぼまっている。くぼんでいる。

　②かわいい。かわいらしい。

（『古語大辞典』	42	）

　これまで『閑吟集』二八一番の歌を解釈する場合、

②の「かわいい」によって理解することが多かった。

しかし、この歌を男女の恋を詠う歌として理解するな

らば、ここの「つぼひ」は、①の意味として解釈できる。

歌には、男女二人が登場している。夜になっても寝な

い男女は体で交合した最中、男性は女性の耳に「つぼ

いなあ」と囁き、女性に挑発しようとする。「つぼし」

は「壺（ツボ）」という語から生まれ、もともと「細

くつぼまっている」という意をもつので、女陰を褒め

る淫らな言葉である。「つぼひなふつぼや」のように

数回ほど反復した上で、「寝もしないで、眠いだろう」

40	前掲　二二七頁。
41	本研究が利用した『和漢三才図会』『本草綱目』『図経本草』等の

本草文献に記載がある。
42	『古語大辞典』小学館　昭和五八年　一一〇二頁。

と女性への挑発を続けた。眠いけど、朝方まで遊びの

続きをしようよという男性からの勧誘になる。そもそ

も合歓木の葉は昼に開き、夜に閉じるという性質をも

つので、閉じた葉っぱと女性器との間に共通点も存在

すると考えられる。

　しかし、前述した「朴木」の用法と同様、露骨な描

写を避けるために、二八一番の歌は「せいしやう（青

裳）」という合歓木の異称を選択したと考えられるの

である。そして、「ねもせひで」「ねむかるらふ」の「ね」

「ねむ」を帯びた語を活かして人に合歓木を連想させ

るのも一首の趣向である。つまり、二八一番の歌は漢

文学の知識を有する人によって技巧的に創作されたも

のであると考えられるのである。

　江戸後期の考証学者狩谷棭斎が経営した本屋の号は

「青裳堂」という。その命名理由は未だに不明だが	43	、

「棭斎」という彼の名前に入った「棭」という字を調

べると、「ねむのき」という訓を持つため	44	、「青裳堂」

の「青裳」も合歓木の異称として解釈できる。とはい

え、「青裳」という言葉の理解は、漢学を好む一部の人々

にとどまっているだけである。現代の主流辞書を引い

ても、「青裳」という語が殆ど収録されていない	45	。「青

裳」は誤写と考えられるので、類書や本草書以外の領

域に流入するのも難しい。逆に『閑吟集』の方は、植

物の意味から女性の意味まで広げ、その語を発展させ

た。誤写されて日本に伝わってきた「青裳」を、もと

もと唐宋の詩文に詠まれた「青裳」と偶然に一致させ

たと考えられる。そこからも『閑吟集』の編者または

歌の創作者が持つ高度の漢学の理解力と応用力を伺い

知ることができる。

おわりに
　

　本論考では、本草文献を精査することで「青裳」は

「青棠（堂）」の誤写ということが分かった。その変遷

過程を関係図で示すと、以下の図のようになる。

　西晋の崔豹は、『古今注』の中で初めて「青棠」は

43	本屋の周りにたくさんのネムノキが植えられているためとの説が
ある。

44	室町時代に成立した『倭玉篇』で確認した。
45	『日本国語大辞典』『広辞苑』を調査した。
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合歓木の異称であるということを紹介した。「棠」と

「堂」の発音が同じなので、『古今注』が伝写される途

中、「青棠」は「青堂」に誤記された。その後、唐宋

から明清にかけて各時代の類書及び本草書が整理され

たとき、「青嚢」「青裳」などの誤写も続出した。その

誤写された「青裳」は、各時代の詩文に流入したほか、

日本にも伝わった。

　一方で、「青裳」という語も存在している。唐宋時

代の詩文に使用された「青裳」は、青色の着物や若い

女性の意味を表し、合歓木とまったく関係のない用例

が多かった。そして、『閑吟集』に使用された「青裳」

は、合歓木の異称の意味をもつほか、女性をも隠喩し

ていたことも分かった。

　大陸で既に誤写された「青裳」は海を渡って日本に

伝わった。中世の『閑吟集』の「青裳」は、本草文献

に記載された合歓木の異称の意味を表すものであった

が、同時に、唐宋時代の「青裳」と同じ意味としても

使用されていることも分かった。それは、『閑吟集』

の編集者や歌の作り手の漢学に対する造詣の深さを表

していると言えよう。誤写の借用にせよ、本来の用法

の使用にせよ、一貫して漢籍における用法に基づいて

使われたことは着目すべきと思われる。

　日本側における「青裳」の用例は極めて少ないが、

今後引き続き資料を収集して例証を増やし、論点を広

げていきたい。「青裳」という語だけでなく、日本に

おける漢学受容の内在的論理の解明という視点から中

世の歌謡を研究していく。

参考文献

浅野健二著『閑吟集研究大成』明治書院　昭和四三年

浅野健二著『新訂閑吟集』岩波書店　平成元年

植木朝子著「合歓の木の歌	:『閑吟集』小歌から」同

志社国文学	（78）五三～六六頁　平成二五年三月

臼田甚五郎他校注『神楽歌　催馬楽　梁塵秘抄　閑吟

集』（新編日本古典文学全集 42）

　小学館　平成一三年

梅谷文夫著『狩谷棭斎』吉川弘文館　平成六年

北川忠彦校注『閑吟集　宗安小歌集』新潮社　昭和

五七年

小林芳則他校注『梁塵秘抄　閑吟集　狂言歌謡』（新

日本古典文学大系 56）岩波書店
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　平成五年

谷戸貞彦著『閑吟集は唄う	:	小唄や民謡の源』大元出

版　平成一四年

土井忠生他編『邦訳　日葡辞書』岩波書店　昭和五五年

中哲裕著『閑吟集定本の基礎的研究』（新典社研究叢

書 112）新典社　平成九年

秦恒平著『閑吟集　孤心と恋愛の歌謡』日本放送出版

協会　昭和五七年

藤田徳太郎著『歌謡文学』河出書房　昭和一三年

藤田徳太郎著『古代歌謡乃研究』有精堂出版　昭和

四四年

真鍋昌弘著『中世近世歌謡の研究』桜楓社　昭和五七

年

真鍋昌弘著『中世の歌謡―『閑吟集』の世界』翰林書

房　平成一一年

真鍋昌弘著『中世歌謡評釈　閑吟集開花』和泉書院　

平成二五年

　各古籍の本文は以下の文献に依った。　　　

『王子安集注』蒋清翊注　上海古籍出版社　平成七年

『簡齋集』陳輿義著　中華書局　昭和六〇年

『寒山子詩　附拾得詩　王子安集』王勃等著　上海商

務印書館　昭和一一年

『藝文類聚』欧陽詢著（宋刻本）新興書局　昭和四八

年

『古今注』崔豹著（四部叢刊三編子部）台湾商務印書

館　昭和四一年

『古今図書集成』陳夢雷編（博物彙編　六七）文星書

店　昭和三九年

『詞林韻釋』（叢書集成初編　一二三九）中華書局　昭

和六〇年

『石湖居士詩集』范成大著　上海商務印書館　昭和

一一年

『全宋詩』北京大学出版社　平成一〇年

『佩文韻府』王雲五編　台湾商務印書館　昭和四一年

『表異録（及其他二種）』王志堅著（叢書集成初編）中

華書局　昭和六〇年

『本草図経』尚志鈞編　安徽科学技術出版社　平成六年

『和刻本漢籍随筆集　第十集』汲古書院　昭和四七年

デジタル資料
『識小錄』中國哲學書電子化計劃

　https://ctext.org/wiki.pl?if=gb&res=588974　（ 巻

之一　465 ～ 466）

『相山集』中國哲學書電子化計劃　　

　https://ctext.org/library.pl?if=gb&res=427&by_titl

e=%E7%9B%B8%E5%B1%B1%E9%9B%86

　（巻十六　10/173）

『本草綱目』国立国会図書館デジタルコレクション

　http://dl .ndl .go. jp/info:ndljp/pid/2557948　

（[25]47/97）

　https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/1287102　（ 第 21

冊　73/106）

『和漢三才図会』国立国会図書館デジタルコレクショ

ン

　http://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/898162　　

（433/921）

『倭玉篇』国立国会図書館デジタルコレクション

　https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/2605441　

（[2]21/86）

辞書類
『広辞苑　第七版』岩波書店　平成三〇年

『古語大辞典』小学館　昭和五八年

『時代別国語大辞典　室町時代編』三省堂　昭和六〇

年～平成一三年

『日本国語大辞典　第二版』小学館　平成一二年～平

成一四年

『邦訳　日葡辞書』土井忠生他編　岩波書店　昭和

五五年
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行政活動の変容
―	第一線職員と地域住民の関係性に着目して	―

鹿児島大学大学院人文社会科学研究科　地域政策コース１年
浦元　駿

1. 研究の背景
　第一線職員とは畠山（1994）によると、日常生活で

人々に接する行政機関を第一線機関とし、クライアン

トとしての市民に直接、相対する職員を第一線職員で

あると述べている。畠山は例として、国公立病院、学

校、職安、福祉事務所、警察などを例として上げてい

る	1	。

　近年、第一線職員の行政活動が変化している。例え

ば福祉行政において、畑本と黒田（2018）はサービス

支給の決定業務から「相談・支援」による対人サービ

スへと比重を置くようになったと述べている。	2	

　サービス支給の決定業務とは定型的な事務処理であ

る。このことから、第一線職員が主導して実施するケー

スが多くある。

　一方で「相談・支援」による対人サービスは相談者

の話を入念に聞くことはもちろん、相談者の意向にな

るべく沿うようにしなければならない。第一線職員だ

けでは対応できない事例も多く、他の関係機関と連携

をしなければならない。相談者によっては、業務時間

以外でも対応しなければならないこともあるだろう。

近年、社会構造の複雑化により、相談者の抱えている

問題も複雑になってきていることも関係している。以

上のことから、「相談・支援」による対人サービスは

相談者が主導して実施することになる。

　この行政活動の変容は、第一線職員の責任や役割を

増大させている。しかし、それに反して第一線職員の
1	 畠山弘文（1994）「善意による支配―日常活動における第一線機関

の統治の一様式」『犯罪社会学研究』日本犯罪社会学会
2	 畑本裕介・黒田有志弥（2018）「市町村における組織体制と職員配

置―変遷と課題」『地域で担う生活支援―自治体の役割と連携』東
京大学出版会

数はどうだろうか。総務省によると 1994 年（平成 6

年）をピークに地方公共団体職員数が減少している（表

1）。

　第一線職員の数が減少している中、最も人的資源が

必要とされる対人サービスの業務に比重を置くように

なったことは、第一線職員の行政活動に負担を強いる

ことになる。こうした状況下において、第一線職員は

地域住民に行政サービスを提供する際に、どのような

意味づけをおこなっているのだろうか。本報告では、

行政活動の変容において第一線職員が地域住民に対す

る意味づけについて着目する。この意味づけを明らか

にすることで、第一線職員が抱える課題を明確にする

ことを目的とする。

 

2. 先行研究
　第一線職員に関係する先行研究を上げておく。マイ

ケル・リプスキーは教師、警官、その他の法の施行に

携わる職員、ソーシャル・ワーカー、判事、弁護士や

裁判所職員、保健所職員、そして、政府や自治体の施

策の窓口であり、サービスの供給を行う公務員をスト

リート・レベルの官僚に位置づけて分析を行った。

　リプスキーによれば、ストリート・レベルの官僚は

仕事を通して市民と直接相互作用し、職務の遂行にお

いて実質上裁量を任されている行政サービスの従事者

である。リプスキーはストリート・レベルの官僚の提

供する行政サービスについて、サービスの資源（財

政）は官僚によって制約されている。しかし、官僚制

に依拠してサービスを実施すると、住民の反発を招い

てしまい、ストリート・レベルの官僚は、官僚と住民

の板挟みに陥ってしまう状況があると述べている。ま

報　告
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た、行政サービスにおける「需要」と「供給」の構造

の不確実性についても着目し、住民によるサービスの

需要に対してサービスの供給は成り立たないと述べて

いる。	3	

　畠山のパブリック・エンカウンターの研究について

も述べておく。畠山は第一線職員の行為を一つの集合

として見た場合、それらが結果として当該行政機関の

政策を構成するとみなした。第一線職員を政策形成者

と位置付けることで、権力論の分析が必要であり、政

治学的意義があることを述べた。	4	

　畠山は第一線職員の権力論として「善意による支配」

について述べている。強権的善意はクライアントのた

めになることもあれば、そうでないこともあり、その

効果は一義的ではない。問題はクライアントの利益に

なるかどうかよりも、むしろ、その主観的な善意に基

づいて一種の支配が自動化され、強化されるというこ

とである。畠山は教員による体罰を例に説明している。

教員が生徒を指導する際に、その生徒を思っての指導

で生徒を殴るという「愛のムチ」はそれを行使する者

に容易に正当化の根拠を与えるとともに、まさにその

反面、行使されるものの抵抗を奪うことができるので

ある。	5	

　森田（1988）は自動車運送事業に対する規制と運輸

省の執行活動＝補助金の交付決定や、免許の決定、あ

るいは許可書の交付決定は法令に基づいて行われる

が、多くの場合は単に法令に示された基準を適用して

機械的に行うことができるほど単純ではないと述べ

る。

　森田は、行政機関自身の主観的な判断「裁量」の余

地があると述べている。このことは、法令がいかに決

定の基準や手続きについて詳細に定めているとして

も、社会事象は人間の予測能力をはるかに超えて複雑

である。法令に示された基準は、適用にあたっては常

3	 Lipsky,	Michael.2010[1980],	Street-Level	Bureaucracy	 :	Dilemmas	
of	 the	Individual	 in	Public	Services,	30th	anniversary	expanded	
edition,	Russel	Sage	Foundation.	（田尾雅夫，北大路信郷訳（1986）

『行政サービスのディレンマ－ストリート・レベルの官僚制』木鐸
社）

4	 畠山弘文（1989）『官僚制支配の日常構造』三一書房
5	 同上書 286 頁

に解釈の余地が伴っていると述べている。	6	森田の研

究は地方分権改革による権限委譲後の第一線職員の執

行活動を分析する上でも参考になる。

　先に紹介した先行研究では、分析資料を業界紙や各

種の報告書等の二次資料から得ている。そのため、内

部の視点が欠けており、実際の現場を描くことが難し

い。こうした課題を明石（2002）は提示した上で、自

身が地方自治体職員であった経験を活かすために、エ

スノグラフィーを取り入れた分析を行った。明石は近

年の行政組織は協同まちづくりなどの影響から開かれ

た組織に変化していると述べている。	7	

　明石は地方自治体の現場が「ルーティンからケース」

へ移行していることについても述べている。地方自治

体の業務は、所与の達成目標に向かって数字を上げる

こと、あるいは達成率や進捗率の数字で表すことので

きるルーティンの問題への対応ではなく、容易に達成

目標と達成方法を示しえない問題への対応であると述

べる。	8	明石のこの指摘からも行政活動は変容してい

るということが理解できる。

　明石はこれからの地方自治体職員に求められる能力

として法律や条例を定型的に運用していく能力ではな

く、変化する環境に柔軟に対応していくことのできる

能力として、①問題把握能力、②問題解決策提示能力、

③組織内外のステークホルダーとのコミュニケーショ

ン能力を上げている。	9	

　明石が述べる３つの要素から想定されている人物像

は、ビジネスマンのような人物を想起させる。しかし、

現実的にこれらの要素は本当に必要なのだろうか。こ

れら３つの要素を持っていたとしても、それに対する

地域住民からの反応がなければ、それは空回り、ある

いは権力の濫用につながる可能性があるのではないの

だろうか。

　つまり、行政活動の変容において要求される能力は

地域住民にアクションを起こさせる能力ではないかと

考える。そのためには、第一線職員の行動の論理を理

解してもらうことが必要である。本報告では、第一線
6	 森田朗（1988）『許認可行政と官僚制』岩波新書
7	 明石照久（2002）『自治体エスノグラフィー―地方自治体における

組織変容と新たな職員像』信山社出版
8	 同上書 216 頁
9	 同上書 247 頁
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職員の行政活動の意味づけを明らかにすることが目的

である。この意味づけを明らかにするというのは、第

一線職員の行政活動の論理を理解することに関連して

いると考える。

　

3. 研究対象
　研究対象とする第一線職員は生活保護のケースワー

カーとする。生活保護のケースワーカーは社会福祉法

で「福祉現業員」と呼ばれ、社会福祉主事の資格のあ

る者が担当する。	10	　　

　生活保護ケースワーカーの業務は、①生活保護申請

の相談②申請者の戸籍謄本の請求③扶養の確認④資産

の確認⑤収入の確認⑥家賃の確認⑦病状の把握⑧訪問

ケースの記録⑨自立への支援（就労支援など）⑩生活

保護利用者の相談の対応⑪生活保護利用者への指導⑫

生活保護費の支給業務⑬他法・他施策の活用による他

の関係機関への連絡などが上げられる。　　　

　定型的な事務処理もあるが、生活保護業務において

最も重要なのは、生活保護利用者との関係性の構築だ

ろう。中川（2001）は生活保護利用者が「語ってもら

うこと」が重要であり、「受容」的態度が必要になる

と述べる。この「受容」はありのままに受け入れると

いう意味であり、ワーカーに相手の背景を理解しよう

という気持ちがあれば、相手にも伝わると述べてい

る。	11	

　第一線職員と地域住民の関係性に着目することに関

して、ケースワーカーを第一線職員として研究対象に

取り上げることは、上記のことから、日常的に地域住

民と接している機会が多いため、今回の目的に適して

いると考えられる。

4. 行政活動の変容－生活保護行政について
　生活保護行政は変容している。1999 年「地方分権

一括法」成立により事務が変化する。生活保護の最低

保障に関わる部分が法定受託事務となり。相談援助部

分が自治事務に分類されるようになる。
10	藤井功（2016）「生活保護における政策実施」『政策実施の理論と

実像』ミネルヴァ書房、178 頁
11	中川健太郎（2001）「何？なぜ？どのようにケースワーク入門」『生

活保護 50 年の軌跡－ソーシャルワーカーと公的扶助の展望』全国
公的扶助研究会

　生活保護法についても、1999 年に第 27 条の 2 に「相

談・助言」が加えられるようになった。以下が生活保

護法第 27 条である。

　

第二十七条の二　保護の実施機関は、第五十五条の七

第一項に規定する被保護者就労支援事業を行うほか、

要保護者から求めがあつたときは、要保護者の自立を

助長するために、要保護者からの相談に応じ、必要な

助言をすることができる。	12	

　2000 年には「介護保険法」施行にともない「介護

扶助」が創設される。これによって生活保護業務を担

う第一線職員は、介護扶助に関する事務や介護施設な

どを含める関係機関と連携を取りながら、生活保護利

用者に介護サービスを提供しなければならない。

　日本の介護システムの変遷について結城（2011）は、

福祉制度の中に位置づけられる形でサービスを提供し

てきたが、2000 年になって社会保険システムへと大

きく変革したと述べる。	13	また、介護と福祉の分化は

ケースワーカーが介護施設等と連携して生活保護利用

者を支援することが必要になった。このことは、関係

機関と連携する機会が増えたと言えよう。

　結城はそれまで、救貧対策としてのみ行われてきて

いた介護サービスが貧富の差にかかわらず、提供され

るべき普遍的なサービスであるとして社会的な期待が

強まっていると述べる。	14	

　生活保護行政における自立の概念も変化した。これ

まで、生活保護行政においての自立とは生活保護の脱

却を意味していた。しかし、近年社会構造の複雑化に

より、生活保護の脱却が難しい状況が増えた。そうし

た影響から、生活保護制度を利用しながらも精神的に

は自立した＝自己決定を持ち主体的に生活ができるよ

うになることが目的とされるようになった。	15	このこ

とは福祉行政に携わる第一線職員の業務が「措置・指

導」から「相談・支援」に移行したことを示している。

　行政活動が支給等の決定業務から「相談・支援」に
12	生活保護法第二十七の二参照
13	結城康博（2011）『日本の介護システム―政策決定過程と現場のニー

ズ分析』岩波書店
14	同上書 97 頁
15	厚生労働省第（2004）「社会福祉事業及び社会福祉法人について」
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移行したことは、他の関係機関との連携が必要になる

状況が増えたことを意味している。このことは、福祉

行政が開かれた行政組織に変化したことを示してい

る。

　

5. 行政活動の変化による影響
　サービス支給の決定業務から「相談・支援」に変化

したことは、生活保護行政においては生活保護利用者

の保護を廃止することに重点を置くのではなく、生活

保護を利用していながらも精神的な自立を支援するこ

とを重視することになる。このことは、第一線職員の

責任と役割が大きくなることも意味している。

　「相談・支援」業務は最も時間とコストがかかる。

そのため、行政サービスの需要者が増えても供給者が

増えない限り行政サービスにおける「需要」と「供給」

の構造の不確実性が発生し、住民によるサービスの需

要に対してサービスの供給の一致は成立しない。	16	

　現実的に、第一線職員の数が増大することは難しい。

人員が増えなければ、現状の第一線職員がどうにかし

て増加した需要分の行政サービスを提供しなければな

らない。その結果、第一線職員の負担が増加してしま

い、適切な行政サービスが地域住民に行き渡らなくな

る可能性がでてくることが考えられる。

　表 2 は平成元年度から平成 28 年度までの被保護実

態世帯数である。この表から年々生活保護利用者が増

えていること理解できよう。

　この理由として考えられるのは、新規の生活保護利

用者が増えただけではなく、受給していた生活保護利

用者が脱却できずに被保護実世帯数内に停滞している

ことも上げられる。

　以上のことから、行政活動の変化は第一線職員に責

任や負担を増大させる状況になっていると言える。

6. 分析資料
　これまで、行政活動の変容から第一線職員の行政活

動がどのように変化したのかを述べた。本稿の目的は、
16	Lipsky,Michael.2010[1980],	Street-Level	Bureaucracy	 :	Dilemmas	

of	 the	Individual	 in	Public	Services,	30th	anniversary	expanded	
edition,	Russel	Sage	Foundation.	（田尾雅夫，北大路信郷訳（1986）

『行政サービスのディレンマ－ストリート・レベルの官僚制』木鐸
社）

行政活動が変化していく中で、第一線職員はどのよう

な意味づけを行ないながら業務に従事しているのかを

明らかにすることである。これから資料を用いて第一

線職員が業務に取り組む上での意味づけについて述べ

ていきたい。

　分析する資料は全国社会福祉協議会から毎月出版さ

れている『生活と福祉』	17	である。本誌は福祉事務所

のケースワーカーを主な対象とした保護行政の専門誌

で毎月一冊のペースで出版されている。分析するのは

本誌で定期掲載されている「ケースワーカー登場」で

ある。ここでは毎月 2 名のケースワーカーが執筆者と

して、自身の地域と担当している生活保護業務につい

て述べている。

　本誌は、所属する自治体と名前が記載されているこ

とにより、信頼性が担保されている。また、自身の地

域と業務について述べるということは、自身の業務を

住む地域に意味づけて述べていることになるため、今

回の目的に適していると考える。

　なお、今回分析した記事の執筆者は 84 名だった。

7. 結果、考察
　記事を分析した結果、地域の紹介と①「受容・信頼」

②「連携・協力」③「体験・経験」④	「やりがい・充

実感」⑤	「公正・公平」の要素が単独（例えば②だけ）

あるいは、複数の組み合わせ（②と④）で構成されて

いることが明らかになった。

　それぞれの要素について説明する。「受容・信頼」

とは被保護者に対して「信頼性」、「傾聴」を重視する

内容になる。例えば、「相手の内なる声に耳を傾け、『聴

く』ことも心がけています	18	」という記事、あるい

は「自立助長を図ることが CW の責任であるという

気持ちと誇りを持って寄り添った支援をしていきたい

と思います	19	」という内容がある。「相手に寄り添う」

ということが受容による信頼関係の構築に関係してい

るとして、「受容・信頼」の要素に含めることにした。

　「連携・協力」とは同じ部署の職員、あるいは、そ
17	2016 年 1 月 号（ 第 718 号 ） か ら 2019 年 12 月 号（ 第 765 号 ）、

2019 年 3 月号（第 756 号）欠号を除く
18	広島西区厚生部生活課森政克也（2016 年 10 月号）
19	愛知県江南市社会福祉事務所福祉課社会福祉グループ主事米嵩浩

之（2017 年 10 月号）
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の他の関係機関と連携する内容である。例えば、「役

場や社会福祉協議会など地域の関係機関との連携が不

可欠だということです	20	」という記事や「必要なサー

ビスに『つなぐ』ことの大切さを実感しました	21	」

という記事が該当する。

　「体験・経験」とはケースワークを「体験・経験」

として意味づけする内容になる。例えば「『大変な仕

事であることは間違いないが、行政職員として有益な

経験になるし、必ず経験してよかったと思う日が来る』

と励ましてもらい、気持ちを切り替えて新しい職場に

臨むことができました	22	」という記事、あるいは「大

変なこともありましたが、笑って話せるエピソードに

も事欠かず、貴重な経験をさせてもらえたと感じてい

ます	23	」という記事が該当する。

　「やりがい・充実感」とは、業務へのやりがいや充

実感についての内容になる。例えば「ケースワークは

悩みの尽きない業務ですが、やりがいと達成感を感じ

ることのできる業務でもある	24	」という記事や「苦

しいことが多い仕事だと感じています。その中で喜び

を感じることができ、福祉の仕事にやりがいを見つけ

ることができました	25	」という記事が該当する。

　「公正・公平」とは生活保護利用者に対して公正・

公平に業務を遂行するという内容になる。例えば「他

の世帯への支援を手薄にしてもよいというわけでは

ありません。『公平、平等に業務をあたる」という姿

勢はすべての公務員に求められます	26	」という記事、

あるいは「『被保護者＝悪』という印象つくる受給者

を放置しないよう、私は公平・公正な対応を心がける

ようになりました	27	」という記事が該当する。

　これら 5 つの要素を分類すると、「受容・信頼」「協

20	沖縄県南部福祉事務所生活保護班主事小禄詩織（2018 年 2 月号）
21	浜松市東区役所社会福祉課地域福祉グループ甚沢拓也（2017 年 9

月号）
22	沖縄県南部福祉事務所生活保護班主事小禄詩織（2018 年 2 月号）
23	岐阜県岐阜地域福祉事務所生活福祉係中村友美（2017 年 6 月号）
24	東京都武蔵野市健康保健福祉部生活福祉課生活支援係益田慎吾
（2016 年 4 月号）

25	静岡県磐田市福祉事務所健康福祉部福祉課生活支援グループ主事
後藤彰太（2017 年 7 月号）

26	群馬県館林保健福祉事務所地域支援第一係主事堀井克洋（2018 年
6 月号）

27	徳島県徳島市保健福祉部福祉事務所生活福祉第二課主事住田雄介
（2019 年 7 月号）

力・連携」「公正・公平」は生活保護行政に必要とさ

れていることについて該当し、「体験・経験」「やりが

い・充実」はケースワーカーの仕事の意義づけに該当

することになる。

　5 つの要素をグラフ化してみると「受容・信頼」と「協

力・連携」について述べているケースワーカーが多かっ

たことが読み取れる。

　「受容・信頼」が多かった理由として、生活保護利

用者との関係において、「受容」や「信頼」を重視す

る支援型業務に移行していることが関係している。支

援型業務移行への理由として、自立の概念の変化や

1999 年に生活保護法第 27 条の 2 に「相談・助言」が

追加されたことが影響したことが考えられる。

　「協力・連携」が多かった理由としては、近年、行

政組織が開放的になったことが理由としてある。この

ことは、第一線職員にとって地域住民は地域社会シス

テムを運営する上での相互的パートナーとして意味づ

けられていることが推察される。

　「体験・経験」の要素からは、ケースワーカー自身

が行政活動を「体験」あるいは、「経験」として意味

づけることにより、業務を遂行している傾向がある。

　「やりがい・充実」の要素については、地方自治体

内の部署間の異動が多いことが影響していると考え

る。部署の異動が多いことは、第一線職員がケースワー

カーという仕事について、やりがいや充実感を見出す

前に次の部署に異動することになり、「やりがい・充

実感」を見出す時間が足りてない可能性があることが

指摘できる。

　「公正・公平」が少ない理由については、行政活動

がサービス支給の決定業務から「相談・支援」に移行

したことが関係している。サービス支給の決定業務は

定型処理であるため、基準があれば、その基準に則っ

て実施しなければならないため、「公正・公平」が重

要になる。しかし、「相談・支援」は、人によって、

対応が異なってくるため、一律な基準を設けることが

難しく、「公正・公平」の判断をすることが難しくなる。

以上のことが「公正・公平」が少ない理由として考え

られる。
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おわりに
　本稿は行政活動が変化していく中で、第一線職員が

地域住民に行政サービスを提供する際に、第一線職員

と地域住民の関係性においてどのような意味づけを行

いながら業務に従事しているかについて着目した。こ

のことについては掲載記事から「受容・信頼」「協力・

連携」「体験・経験」「やりがい・充実感」「公正・公平」

の要素があることを示すことができた。また、第一線

職員は地域住民との関りを貴重な「体験」として意味

づけながら業務を遂行することがあることも示すこと

ができた。

　今後の課題は、これらの要素が他の文献資料や聞き

取り調査によっても現れてくるのかを確認していきた

い。また。5 つの要素の特徴と相互の関係性について

着目することで、より深く掘り下げていきたい。

　最後に今回の研究報告により明らかになった、第一

線職員が抱える課題ついて述べておく。「協力・連携」

が高かったということは、各関係機関が協力した上で、

包括的な取り組みが必要とされている。しかし、関係

機関との連携が増えることによって、責任の所在が不

明確になりやすくなることについても留意しなければ

ならない。責任の所在が不明確になれば、「公正・公平」

な行政サービスの提供という行政機関の本来の役割を

果たすことができなくなると言える。

　「体験・経験」「やりがい・充実感」として意味づけ

ていることについても第一線職員が抱える課題を孕ん

でいる。今後さらに責任や役割が増大し、「体験」や「経

験」として意味づけられなくなれば、適切な行政サー

ビスの提供不能や、権力の乱用につながる可能性があ

る。第一線職員の業務をいかに「報酬」以外で意味づ

けられるかが重要になってくるだろう。

　以上のことは、第一線職員が抱える課題として上げ

られる。今後は、これら課題の解決に向けて取り組ん

でいくこととする。
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表 1 	28	

表 2 	29	

28	総務省「平成 30 年地方公共団体定員管理調査結果」http://www.soumu.go.jp/iken/kazu.html　2019 年 12 月 4 日アクセス
29	国立社会保障・人口問題研究所（2019)「被保護実世帯数・保護率の年次推移」（	http://www.ipss.go.jp/s-info/j/seiho/seiho.asp）を基にグ

ラフを報告者作成。
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過疎地域における観光振興とホスト側の意識の変容について
―	薩摩川内市藺牟田地区を事例として	―

人文社会科学研究科　地域政策科学専攻　島嶼政策コース１年

本田　親啓

１　はじめに
　（１）　問題意識と研究の目的
　（２）　研究対象と枠組み
　（３）　藺牟田地区の概要
２　観光振興の変遷
　（１）　観光開発の表れ（～昭和 40 年代）
　（２）　観光開発の成果と展開（昭和 50 年代～

平成 13 年）	
　（３）　中核施設の閉館（平成 14 年～現在）
３　ホスト側の意識の変容
　（１）　変容の要因
　（２）　地への愛との関わり
　（３）　観光の枠組みから見た変容
４　おわりに

１　はじめに
（１）　問題意識と研究の目的
　本稿は、過疎地域における地域資源を活用した観光

振興策の変容とそれに伴うホスト側の意識の変容を捉

え、「地への愛」との関りについて明らかにするもの

である。

　薩摩川内市藺牟田地区（旧薩摩郡祁答院町藺牟田）

は、藺牟田池や藺牟田温泉といった自然豊かな地域資

源を有し、昭和 50 年代から平成 3 年にかけて多くの

観光客を集めた。しかし、その後は観光客が減少し、

平成 30 年にその中核施設は閉館した。

　図 1 は、平成 24 年に日本総研より示された薩摩川

内市の地域特性を踏まえた課題である。この図による

と、山間部・農村部（ヤマ）に含まれる藺牟田地区は、

観光の課題が含まれていない。すなわち、これは藺牟

田地区をはじめ、山村部・農村部での観光振興を断念

したことを意味するものではないだろうか。

　豊かな地域資源を有する藺牟田地区において、なぜ

観光が地域の課題として注目されなくなったのか。こ

の点を問題意識として、本研究の起点とする。そのう

えで、藺牟田地区における観光開発の経緯から、地域

住民の地域資源に対する認識にどのような変容がみら

れたかを明らかにすることを本稿の目的とする。

　なお、本稿では、地域住民の中にあって観光客を迎

え入れる存在をホストと捉え、ホストの意識を地域資

源に対する認識、捉え方とする。また、地への愛を地

域に対する思い、愛情として論じていくこととする。

（２）　研究対象と枠組み
　本稿における研究対象と分析方法は、昭和 40 年代

から現在までの時間軸の中で、藺牟田池と周辺中核施

設である「勤労者いこいの村いむた池」（以下：いこ

いの村）を対象とする。の動向を議会議事録や地域総

報　告
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合振興計画、行政と地域住民との意見交換会の資料を

用いながら、V.L.Smith の「ホスト・ゲスト論」なら

びに Leiper、N の観光概念をもとに分析していくも

のである。

　Smith（1979）の「ホスト・ゲスト論」とは、それ

までの観光研究が経済的、産業的研究が主体であった

観光研究にあって、観光のもたらす正／負の影響につ

いてホストとゲストとの相互作用として捉えるもので

ある。

　一方、観光研究者の Leiper（1979）は、観光の概

念としてその一般的枠組みを 5 つの要素（観光客、出

発地、観光ルート、目的地、観光産業）から捉えてい

る	1	。この二つの概念をもとに、観光の一般的な枠組

みの中に、ホスト・ゲストの関係性を組み込んだもの

が図 2 である。本稿の事例からこの図の関係性がどの

ように変容したかを明らかにする。

（３）　藺牟田地区の概要
　藺牟田地区は、昭和 30 年に大村、黒木村、藺牟田

村の三村が祁答院町に合併し、平成 16 年には祁答院

町を含む１市４町 4 村の合併で薩摩川内市となり、現

在に至っている。かねてより自然景観豊かな藺牟田池

と藺牟田温泉という地域資源を有している。藺牟田池

は標高 295m、周囲 4km、面積 42ha の火山湖であり、

藺牟田温泉は古くから湯治場として知られていた	2	。

　昭和 40 年代に入ると過疎地域として認識されてお

り、令和元年度現在では、薩摩川内市全体の人口が

94、759 人である一方、藺牟田地区の人口は 984 人と、

甑島旧 4 村を除く東郷、入来、樋脇、祁答院の旧４町

の中でも人口減少が顕著に見られる	3	。

２　観光振興の変遷
（１）　観光開発の表れ（～昭和 40 年代）
　藺牟田地区における観光振興の動きは昭和 20 年代

から見られる。戦前は、わずかに花見時に村人たちが

酒肴を携えて藺牟田池に訪れるほか、秋に近隣の村と

の連合運動会が開かれる程度で世に知られていなかっ

た。昭和 26 年から観光開発を藺牟田村の村是とし、

県内外に広く宣伝につとめた結果、昭和 28 年 3 月、

県立自然公園に指定された。翌 29 年には観光行政の

優良村として表彰を受け、天然記念物の泥炭形成植物

群落（浮島）など学術上の貴重な資料に富む名勝地、

行楽地として県下にクローズアップされていった（祁

答院町	1970:98）。

　藺牟田池と藺牟田温泉という２つの観光資源に対す

る開発の動きは昭和 40 年代から本格的に見られる。

　図 3 は、観光コンサルタント会社が示した昭和 40

年代における北薩地域の観光レクリエーション分布図

と地域の観光開発適地選定図である。この図によると、

阿久根、川内川、藺牟田池、吹上浜といった各県立自

然公園の開発適地区域、観光保全ゾーンを示しており、

これらの地域の観光開発を促していることがうかがえ

る。

　また、表 1 は、藺牟田池県立自然公園ゾーンの観光

レクリエーション資源施設開発パターンを示してい
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る。藺牟田池近隣の観光資源とともに資源や開発のタ

イプ、課題、複合設置可能施設、開発のメリットを見

ると、藺牟田池や藺牟田温泉は既定計画として観光

ルート化をめざした観光開発が進められていた。また、

地域資源を活かすため、休養施設や宿泊施設の整備が

必要であると考えられていた。

（２） 観光開発の成果と展開（昭和 50 年代～平成

13 年）
　観光開発の機運の高まりを受けて、昭和 50 年代か

らは、地域における観光開発が広がりをみせる。図 4

は、昭和 50 年代から平成 13 年までの観光振興の発展

を３つの分類で示したものである。

　①　大規模な観光開発（昭和 50 年～ 59 年）

　昭和 50 年代に藺牟田池周辺に大規模な宿泊施設が

建設される。旧労働省管轄の雇用促進事業団による福

祉施設である「いこいの村」である。

　昭和 49 年から町が提唱する「いこいの村」の誘致

に町議会も賛同し、昭和 51 年に設置認可を受けた。

こののち、昭和 53 年、地下一階・地上四階建、宿泊

客室 24 室（定員 119 名）	・結婚式場・大浴場等の施

設を備えた「いこいの村」がオープンした（祁答院町

誌編さん委員会	1985:792-793）。また、同年町議会で「住

民の福祉向上に寄与し、健全な財政運営ができるよう

町執行部の最善の努力を強く要望する」	4	として「勤

労者いこいの村運営に関する決議」を採択するなど、

観光中核施設として多くの期待が寄せられていたこと

がうかがえる。

　なお、「いこいの村」は、雇用促進事業団が建設し

たが、その管理運営は鹿児島県に委託されている。県

は町との共同出資による公益法人である財団法人鹿児

島勤労者いこいの村を設立し、この施設に再委託し、

管理運営を行っていた	5	。

　

　② 観光開発の成果（昭和 60 年～平成 3 年）

　昭和 60 年から平成 3 年までは、「いこいの村」に関

するもの以外にも、周辺の整備として、観光農園（昭

和 61 年）や温泉ボーリング（昭和 62 年）の他、直径

13 メートルの大型水車（世界一郷水車）が建設され

た。さらに、「100 万人の観光まちづくり」というテー

マのもと、周辺の整備以外でも各種イベントを開催や
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観光地としての景観づくりや特産品開発など、町全体

の継続的な観光振興の取り組みを行っている。これら

の取り組みが評価され、平成 3 年には過疎地域活性化

優良事例国土長官表彰を受賞している	6	。

　このように、昭和 50 年代からこの時期までは地域

を挙げての観光振興への取り組がみられ、ほぼ継続的

に観光開発が進められている。いこいの村の利用者数

や宿泊客数はこの時期がピークであり、国土長官表彰

をはじめ一連の成果があげられていた時期であったと

いえる。

　③ 観光振興策の多様化（平成 4 年～平成 13 年）

　利用者数がピークを過ぎたこの時期は、それまでの

藺牟田池と「いこいの村」を中心とした観光振興策に

変化が見られ、地域のためのイベントや施設の建設と

いった内向きの観光振興策がみられるようになる。「村

おこしカップいむた池女子駅伝大会」（平成 5 年）、「竜

仙館そうめん流し」建設（平成 7 年）をはじめ、藺牟

田池の水辺環境整備や生態系環境学習の場として「生

態系保全資料館（アクアイム）」が建設（平成 11 年）

されている。また、「いこいの村」は昭和 53 年のオー

プンからこの頃には 10 数年経過しており、営業を継

続しながらの大規模な改修工事が 3 回（平成 4、6、8 年）	

行われていた。このようにこの時期は、新たな開発よ

りも施設の維持管理が中心となっていった。

（３）　中核施設の閉館（平成 14 年～現在）
　平成 14 年には雇用促進事業団の廃止と雇用・能力

開発機構の設立にともない、町は「いこいの村」の譲

渡を打診される。町は、「いこいの村」が地域におけ

る観光施設であるとして、平成 15 年に 105 万円で購

入することとなった。

　平成 16 年に祁答院町は周辺の川内市、東郷町、樋

脇町、入来町、里村、上甑村、鹿島村、下甑村を含め

て１市４町 4 村が合併して薩摩川内市となった。これ

にともない、薩摩川内市が旧市町村の施設を引き継ぐ
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形で「いこいの村」は薩摩川内市の所有となった。し

かし、その間にも利用者、売上ともに大幅な減少傾向

は改善されず、厳しい経営状況に置かれていた	7	。

　平成 25 年 2 月、市は「薩摩川内市公有財産利活用

方針に基づく財産仕分け・利活用方針」を策定したが、	

その検討段階（平成 24 年 10 月）で、いこいの村は民

間での事業実施が可能であるとし、処分財産として売

却・譲与・貸与する方針を打ち出した。平成 24 年 12

月に民間譲渡を公募し	8	、平成 25 年 9 月に無償譲渡

が決定した。同年いこいの村は「レイクサイドホテル

いむた清風」として再スタートし、独自性を打ち出す

ものの	9	、赤字経営は改善されることはなく平成 30

年 3 月 31 日をもって閉館に至った	10	。

３　ホスト側の意識の変容
（１）　変容の要因
　以上、昭和 40 年代から現在に至る藺牟田地区の観

光開発と中核施設である「いこいの村」の閉館までの

流れの中で、観光に関する地域の課題がみられなくなっ

たのは、ホスト側の意識に変容がみられると考えられ

る。その変容の要因として、以下の４つがあげられる。

① 中核施設利用者の減少

　平成 2 年には町の観光客は 41 万に達し、100 万人

の観光客を呼び込もうという機運も高まっていった。

図 5 および図 6 は「いこいの村」宿泊者推移ならびに

鹿児島県の県外観光客数推移を示したものである。

　これら 2 つの図の推移を比較すると、ともに平成 2

年～ 3 年がピークであることがわかる。図 5 の宿泊

者推計は、昭和 53 年から堅調に推移しており、平成

3 年になると 111、400 人でピークを迎える。同様に、

図 6 では平成 2 年に 931.5 万人に達している。

　その背景を鹿児島県内の観光動向から探ると、平成

2 年に放送されたＮＨＫ大河ドラマ「翔ぶが如く」の

効果が大きいと推察される。日銀支店によると、県内

への経済効果は 621 億	11	になるとされていた。大河

ドラマ終了の反動で次年度以降の観光客数は減少傾向

にある中、ドラマの舞台となった鹿児島市は若干の影

響が残っていた。一方、図 5 で示すように「いこいの

村」は平成 4 ～ 5 年ならびに平成 8 ～ 9 年に宿泊客数

の大幅な減少が見られる。これは大規模な改修工事が

重なったことが理由として挙げられるが、その後も大

幅な改善は見られず、減少傾向は続いていった。

② 観光振興策の変化

　旧祁答院町では、総合振興計画が昭和 45 年の第一

次から平成 14 年の第四次まで 4 回にわたり作成され

ている。

　昭和 55 年に作成された第二次総合振興計画の観光

に関する基本計画において「観光の開発については、

県立自然公園藺牟田湖の一大装置化と民間資本の投入

によって「いこいの村いむた池」の健全経営とあわせ
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て、広く県民憩いの場としての位置づけを行う。また、

藺牟田温泉の整備を図り、限られた資源の有効利用を

すすめ、観光収入の増大と関連産業の振興を促進する」

と記載されている	12	。このように、藺牟田池を観光

資源とし、「いこいの村」をその中核施設に据えて積

極的な観光開発を進めようとする動きがみられる。

　しかし、平成 3 年策定の第三次振興計画では、周辺

整備や自然保護を中心として、周辺地域を含めた観光

ルートの設定や観光農業の推進を掲げている。それま

での観光開発の動きが少なくなり、観光振興も現状維

持の内容となっている	13	。さらに、平成 14 年作成の

第四次振興計画では、レクリエーション施設の整備、

藺牟田池周辺の景観づくりのための植栽といった計画

が見られる。また、登山やマラソン大会、花火大会な

ど集客効果の高い各種イベントの開催が計画された。

この他にも、体験型観光として農業体験など地域住民

と周辺地域住民を対象とした内向きの観光振興策を計

画していた	14	。

　こうした観光振興策の多様化について、町議会でも

「同じような施設が多くなり、新しいニーズを求める

人々のニーズは様々に変化し、合わせて不況が重なり、

ニーズに合った観光地づくりが問われつつ、方向性を

見いだせないまま現在に至っている。」	15	と指摘され

ている。

③ ラムサール条約登録

　平成 17 年、藺牟田池は広く生態系にとって重要な

湿地を保全する国際条約である「ラムサール条約」に

登録された。この条約の登録は、国内希少野生動植物

であるベッコウトンボをはじめとした池周辺に生息し

ている動植物の保護と自然環境の保全を目的としてい

る。同条約の登録は、環境庁が全国の中から候補地を

選定し、自治体や地域と協議の上登録指定されたとい

う経緯によるものであり、観光振興を目的として、昭

和 50 年代に町を挙げて取り組んだ大規模な観光開発

とは趣の異なるものである	16	。

　また、この条約は周辺施設への整備は極力抑えて、

自然景観を重要視していく方向性をもっている	17	。施

設整備を含めて、ラムサール条約のネームバリューを

活用しての観光振興が難しい状況がみられていた	18	。

こうした現状に、地域の知名度アップや観光入込客増

加が見込める半面、環境保全の観点から手放しで喜べ

るものではない	19	という声も上がっていた。

　そのため、条約登録によって自然環境の保全にも意

識を向けていくことで、大規模な観光開発が抑制され、

周辺施設整備や観光振興策にも影響を与えたと考えら

れる。

④ 中核施設の民間譲渡

　「いこいの村」は平成 25 年に民間への無償譲渡後、

利用者減少に伴う経営難により 4 年半で閉館するに

至った	20	。

　藺牟田池の観光中核施設としての役割を担うという

判断から、地域としても宿泊施設として存続させるべ

きと観光にこだわる意見も存在している一方で、宿泊

施設としての再建は困難であるとして、高齢者福祉施

設など用途を広げることでの施設の利活用の再開を優

先する方向性も検討されていた	21	。

　こうした休館中の施設の再開については、近隣の観

光施設である竜仙館も同様である。平成 28 年から休

館中であった竜仙館も当初は民間による営業継続を期

待し、無償譲渡の公募を行っていた。しかし、応募者

がないまま観光施設としての利活用が難しい状況にあ

る	22	。

　このように、民間譲渡を経て閉館した施設は、観光

目的での利活用が難しいとされ、観光施設として機能

できなくなっていった。

　

（２）　地への愛との関わり
　以上の４つの要因に基づく住民の意識の変容は、市

議会議事録での一般質問からもうかがえる。例えば、

平成 29 年には「過去に多くの観光客がいる時点で 10

年、20 年先を考えていろんな手を打っておけば、も

うちょっと違った形になっていたかもしれない」	23	と

平成初期のピーク時の観光振興策の在り方を問う声が

みられる。現状について同年の議会でも「施設の老朽

化であったり、地域の方々の高齢化が進み、独自では

なかなか手を入れることが難しい状態になったのでは
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ないか」という意見や「旧祁答院町時代にかなり整備

されていたものの、合併を経て、公共施設の統廃合を

含めて、観光振興への取り組みが弱体化していった」

といった市町村合併を転機と捉えた発言から、藺牟田

地区の観光の厳しい状況を指摘する発言が散見され

る	24	。

　これら市議会での発言からも現在の藺牟田池の観光

振興が十分機能していないことがうかがえる。それは、

藺牟田温泉でも同様である。藺牟田温泉と川内高城温

泉や宮之城温泉など地域資源を有する他地域の宿泊施

設数の推移と比較すると、平成 3 年にはともに 12 件

存在していた	25	。しかし、現在は川内高城、宮之城

が 7 件であるのに対して、藺牟田温泉は 1 か所しか存

在していない	26	。他地域が温泉という地域資源を観

光資源ととらえ、現在でも宿泊施設が運営されている

のとは対照的である。

　以上のことから、地域の課題として観光が注目され

なくなったと考えられる。しかし、地域住民が地域資

源を観光資源として活用しなくなったとしても、藺牟

田池を活用した各種イベントは継続して開催され、地

域住民向けの公衆温泉浴場も依然として存在してい

る。さらに、市議会や行政と地域住民との対話の中で

は継続的に藺牟田池や藺牟田温泉が話題として上がっ

ている。地域資源を生活資源として活用していくこと

は、地域住民にとって藺牟田池や藺牟田温泉にとって

身近な存在であり、そこには「地への愛」が存在して

いると考えられる。

（３）　観光の枠組みからみた変容
　以上、変容に至る 4 つの要因と地域住民の地への愛

を踏まえ、Leiper（1979）と Smith	（1979）の主張を

手がかりとして、藺牟田地区における地域住民の意識

の変容を示してものが図 7 である。

　Leiper（1979）によると、観光とは、観光客、出発地、

観光ルート、目的地（観光地）、観光産業の 5 つで構

成されているとしている	27	。Smith（1979）のホスト・

ゲストの関係から、観光客をゲストと捉えることがで

きる。さらに、ゲストを観光地に迎え入れる存在をホ

ストと捉えると	28	、図 7 左図のように観光の要素と

ホストとゲストの関係性が示される。

　しかし、いこいの村宿泊客数のピークを迎えた平成

2 年以降、藺牟田地区における観光振興は、周辺地域

住民を対象としたイベントやレクリエーションを主体

とし、ラムサール条約登録後は自然環境保全を重視す

ることとなった。さらに、民間譲渡を経て「いこいの

村」が閉館することで、ホストとゲストとの関係性は

乏しくなっていった。このような経緯から外部からの

観光客ではなく地域住民のための内向きの観光振興策

により、ゲストの不在を招くこととなった。その結果、

図 7 右図が示すように、地域資源は観光資源ではなく

生活資源と捉えられるようになったのである。

　しかし、このような状況にあっても地域住民は地域

資源に対する地への愛を持ち続け、イベント・レクリ

エーションなどで生活資源として捉え、活用し続けて

いる。すなわち、観光中核施設であった「いこいの村」
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が閉館に至る過程で、ゲストとホストが不在となり、

観光資源から地域住民の拠り所としての生活資源へと

変容したといえる。

　以上のことから、地域資源を観光資源ではなく生活

資源として活用していくことになるという変容が、地

域の課題として観光が注目されなくなっていったこと

につながったと考えられる。結果として地域には、生

活資源としての地域資源とそこで生活する地域住民だ

けが残ることとなった。そのため、過疎地域として交

通や暮らしこそが地域の重要な課題として注目される

一方で、観光が地域の課題ではなくなってしまったと

いえる。

４　おわりに
　本稿では、藺牟田地区がなぜ観光が地域の課題とし

て注目されなくなったのかという問題意識から、この

地区の観光開発の経緯から、地域住民の地域資源に対

する認識にどのような変容がみられたかを明らかにし

てきた。

　今回の事例では、地域の課題の中で観光が重要と見

なされなくなった要因である地域資源の捉え方の変容

が、平成初期の時代からすでに見られはじめていた。

この点は、観光立国を掲げ、観光推進を進める現在の

国内観光政策にあって、地域と観光振興の関係性を明

らかにするためにも、今後さらなる分析を行う意義を

持つものである。

　本稿において、十分に行うことのできなかった理論

モデルへの詳細なアプローチを課題として、今後さら

に研究を深めていきたい。
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日 本 総 研『 平 成 24 年 度 ま ち・ 住 ま い・ 交

通 の 創 蓄 省 エ ネ ル ギ ー 化 モ デ ル 構 築 支 援 事

業 』https://www.jri.co.jp/file/pdf/company/

release/2013/130329/130329-10.pdf.	（最終閲覧 2019 年

11 月 11 日）。

鹿 児 島 県 包 括 外 部 監 査 人（2013）『 平 成 25 年	 包

括外部監査報告書	 及び報告書に沿えて提出する

意 見 』、 鹿 児 島 県 広 報 別 冊。https://www.pref.

kagoshima.jp/da01/kensei/gyokaku/kansa/documen

ts/14919_20140318154409-1.pdf.	（最終閲覧 2019 年 10

月 10 日）。

さつま町観光物産協会（2019）『さつま町温泉ガイ

ド ブ ッ ク 』。https://www.satsuma-　net.jp/skanko/
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プロジェクト研究を振り返って

高　春燕
──────────────────────
　今回のプロジェクト研究の共通テーマは「地へ
の愛―時間と空間を越えた対話」です。最初にど
のようにしてこれを自分の研究テーマと結びつけ
るかを非常に悩んでいました。よく考えてみたら、
林京子は生後八か月の頃から 14 歳まで上海の路
地で育っていて、きっと路地の家主や借家人たち
からいろいろな国籍や民族や階級を超えた愛をも
らっただろうと考えます。そして、林京子は上海
の路地を愛するからこそ、上海の小説を書いたの
ではないかと思います。ゆえに、林京子の上海小
説集『ミッシェルの口紅』冒頭の短編「老太婆の
路地」を自分のプロジェクトの研究対象と決めま
した。そして、小説をよく読んでみたら、場面の
転換ごとに必ず「母」という人物の会話が出てく
ることに気付きました。これがちょうど共通テー
マの二つのキーワード「空間」「対話」と一致し
ているのではないかと考えて、「場の言葉—『老
太婆の路地』における『母』の言語分析」という
テーマを決めました。先行研究をまとめて、歴史
的な視点とナショナリズムの視点から「老太婆の
路地」を研究する論文が既に存在することが分か
りました。ゆえに、本研究では「母」の言葉の多
様性と柔軟性を分析して、さらにこれによって作
品の隠れた要素を研究したいと思います。
　最初の作業は書誌の異同の比較でした。五つの
版の内容を一文字ずつ比べると使用した『全集』
と初出には差がでましたが、「母」の言葉とは関
係ないので原稿を作成するとき、言及していませ
ん。そして、オールド上海の写真を集めて、テロ
事件の新聞記事を調べて、小説の時代背景に関し
て様々な資料を収集しました。また、日本人特
有な対人距離、「ウチ」と「ソト」の言語学及び

言葉と空間の関係性の理論書もたくさん読みまし
た。少し文学分析の分野から離れるように見える
かもしれませんが、文学は言葉の芸術だと言われ
るように、文学を分析する際、言語学の基本知識
が多少不可欠であると信じます。そして、何度も
小説を読んで、基本構造を明確にしました。自分
の論に必要な場面を選択して、何度も整理して分
析して、最終的に六つの場面から空間、話し相手、

「母」の言葉、「母」の対人距離との四つの要素を
それぞれ比較しながら、分析を行いました。
　発表会の直前になっても、原稿を丹羽先生に丁
寧に修正していただき、スライドの修正について
は、貴重なアドバイスを多田先生にいただき、ま
た、萩野先生、松田先生、兼城先生、李さんか
ら、プレゼンテーションの注意事項を教えていた
だき、さらに先輩、同輩、後輩の皆さんからもい
ろいろと助言をもらい、この場を借りて心より感
謝の意を申し上げます。

謝　林
──────────────────────

　振り返って、私は三つの感想があります。三つ
の感想は、自身の素直な気持ちを表すと同時に、
時系列的に並んでいます。
　一つ目は、報告の準備に関することです。一つ
の共通テーマ (「地への愛　～時間と空間を超え
た対話を通して～」) を決めることはとても難し
かったです。四人の報告者は異なる分野で研究を
進めており、一つの共通テーマを決めることは、
各自の研究テーマ以上に難問でした。数回の授業
の中で討議を重ね、担当の教員や先輩たちの意見
を得て、最終的に共通テーマを決定しました。
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　この過程で私は、積極的にアイデアを提起せず、
むしろ他の方々のアイデアを待っていました。と
くに自分の研究分野 ( 古典文学 ) は、他の方々の
領域とかなり離れていると感じていたので、共
通テーマに合わせればいいと考えた時もありまし
た。しかし、暫くしてその考えが間違いだと気付
きました。自分の課題に取り組みながらも共通
テーマに合わせなければならないので、討議を深
めて共通テーマをしっかり定めるべきだったと後
悔しました。
　二つ目は、当日の報告に関することです。非常
に緊張しました。リハーサルでは時間内で発表で
きていましたが、本番ではやや時間をオーバーし
ました。初めての経験でしたが、時間を守れなかっ
たことは反省して改善すべき点でした。そして、
報告・発表の仕方は、人に分かりやすく伝える技
術として学ばなければならないと感じました。
　三つ目の感想は、報告後の質疑応答に関するこ
とです。指摘された諸点、論点を明確にすること
や参考資料の信憑性を担保することは、今後の研
究にとって非常に有益でした。
　しかし、この「プロジェクト研究報告会」の根
本的課題も垣間見えました。私が伺った外来者の
感想は、「報告会が、個々の研究の寄せ集めで、
何ら共通の課題に取り組んではいない」というも
のでした。それは、形式的には一貫性と学際性を
謳ってはいますが、実際にはプロジェクト自体に
一貫性も学際性もないという厳しい感想でした。

「プロジェクト」は、プロジェクトありきではなく、
まず現実社会の「課題」があり、それを解き明か
すために行われる活動・行動のはずです。その意
味で私たち四人は、共通する「課題」に取り組ん
だとは言えません。これは、真摯に反省すべき点
だと思います。
　最後に、この場を借りて、ご意見とご指導を下
さった学内外の先生たちに厚くお礼を申し上げま
す。

浦元　駿
──────────────────────
　今回のプロジェクト研究のテーマは「地への愛
～時間と空間を超えた対話を通して～」でしたが、

「地への愛」だけではなく、自分自身の研究に対
する「愛」も求められるようでした。研究報告を
すれば、先生方や受講している院生のみなさま方
からコメントをいただきます。そのコメントにつ
いて考える、あるいは答えるという一連の行為そ
のものが、自分の研究に対して「愛」を形成する
ことになるということを実感しました。
　本プロジェクトを通して最も学んだことは、研
究は一人ではできないということです。一人で研
究するということは、独りよがりの研究になりや
すく、なかなか自分の過ちに気づくことができま
せん。人に説明をする、あるいは指摘を受けるこ
とで、自分の研究について客観視する機会が増え
ます。また、研究に行き詰っている状況であって
も諦めることなく、どうにか絞り出して報告する
ことによって、結果的に新しい構想が生まれるこ
とにつながります。
　プロジェクト研究では受講生や指導してくださ
る先生方の研究の専門分野が異なります。学際的
であることは、視野が広がるだけではなく、自分
自身が当たり前のように認識していたことが、決
して当たり前ではないということを理解すること
ができました。この経験は刺激になりました。ま
た、学際的な場では、学問的な基礎体力が要求さ
れるということも学びました。
　どんなに大変な状況になっても、モチベーショ
ンを保つことができたのは、受講している他の院
生とお互いに研究の進捗状況を確認することがで
きる環境であったことが理由として上げられると
思います。これも一人で研究に取り組んでいる時
には、気づくことができなかったことだと思いま
す。
　プロジェクト研究では多くの方々にお世話にな
りました。萩野先生、松田先生、兼城先生には、
たくさんのご指導いただきました。博士後期課程
の先輩方や受講している院生のみなさまにもたく
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さんのご指摘やコメントをいただきました。最後
に、地域政策特任助教兼教務補佐員の李先生には、
プロジェクト研究の運営から会場手配等の事前準
備などあらゆる面でお世話になりました。
　プロジェクト研究で学んだことを今後の研究に
活かせるように精進します。みなさま、本当にあ
りがとうございました。

本田　親啓
──────────────────────
　今年度のプロジェクト研究が一つの区切りを迎
えた。この科目をあらためて振り返ると、博士後
期課程の学生として、研究とどう向き合うかにつ
いて深く考えさせられるものであった。
　分野の異なるメンバーとともに、共通テーマを
決めていくこと。自身の研究をメンバーに説明し
ていくこと。定期的に研究の進捗を発表していく
こと。そして、それを一つの成果にまとめること。
先輩方の過去の報告集から大まかな流れは理解し
ていたつもりであったが、実際に自分が取り組む
にあたり、博士後期課程の学生として求められる
これら一つ一つのプロセスをこなしていくには自
分は力不足であることを常に痛感させられた。特
に、今回の共通テーマを自分なりにどう咀嚼し向
かい合うか、という点において、多くの課題が残っ
たと感じている。
　「この研究を面白いと感じられるか」。発表が
迫った時期、指導教官の萩野先生からいただいた
言葉である。それはまさに、自分自身の研究に向
かう姿勢が問われるものであった。
　「問題意識は何か？目的は？意義は？先行研究
はどうだ？研究方法はどうするのか？」。研究の
起点となる問いを丁寧に積み上げて、絶えず自問
していくこと。そして、そのプロセスの先にある

「この研究のどこがおもしろいのか？」を周囲へ
伝えていくこと。こうした研究を志す者としての
心構えを今回のプロジェクト研究を通して学ばせ
てもらうことができた。
　研究とは時として自分自身一人で向かい合う孤

独なものである。しかし、自身の研究をよりよい
ものへと磨きをかけていくためには、時として多
くの方々の関わりなくしてはなしえない。今回、
分野の違うメンバーや多くの先生方との関わりの
中で、自分の研究が少しずつではあったが形作ら
れていくことを実感できたこともまた貴重な経験
であった。
　途中、自己都合での欠席等により周囲の方々に
は多大なご心配ご迷惑をおかけした。最後まで全
うできるか不安な毎日であったが、2 月 1 日の発
表の日を迎えることができたのは、周囲の方々の
粘り強く温かいご指導ご助言の賜である。発表会
当日ご助言をいただいた平井先生や農中先生、担
当いただいた萩野先生、松田先生、兼城先生や李
先生、そしてこの科目にともに参加した先輩方や
メンバーには衷心より感謝申し上げます。
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令和元年度プロジェクト研究概要

李 竺楠
（プロジェクト研究指導補佐）

──────────────────────
●前年度プロジェクト研究の課題
　平成 30 年度のプロジェクト研究では、①発表
者の減少、②個々の進捗状況の遅延、③ 2 年生関
与の希薄化という 3 点が課題として指摘され、こ
れらのほとんどは主に授業のプロセスの中で発生
したものであると前号の報告集に述べられていま
した。
　これらの問題を踏まえて、今年度は、授業を開
始する前に、担当教員とよく打ち合わせしまし
た。特に、昨年度は、2 年生の関与の希薄化がプ
ロジェクト研究授業そのものの成り立ちにマイナ
スな影響を与えたと考えられたため、その対策と
して、出席名簿を作り、担当教員も含めた今年度
のプロジェクト研究のメンバーに毎回記入しても
らうことにより出席率を確保する方法が提案され
ました。

●授業について
　以前の報告集の中でも触れられていましたが、
共同テーマの設定がこの授業の中で最も肝心なタ
スクであり、その出来次第で授業のスケジュール
や発表者の進捗状況が大きく左右されます。過去
のプロジェクト研究では、共同テーマがなかなか
統一できなかったがゆえに、授業のスケジュール
が大幅に遅延し、発表者が苦戦する姿を何度も見
ました。この点について深く反省し、とにかく共
同テーマの決定が早ければ早いほど、プロジェク
ト研究が順調に進められるという認識が今年度の
プロジェクト研究参加者の中で共有され、授業初
日から共同テーマについて検討が始まりました。
　具体的には、1 回目の授業では、オリエンテー

ションのほかにフリーディスカッションのセク
ションを設け、4 人の発表者に自分の研究につい
てそれぞれ 3 つのキーワードを提示してもらい、
そこから共通するものを見つけ出し、共同テーマ
を構築する方法を試みました。2 回目の授業でも、
引き続き、受講者からの提案と全員での検討を行
い、3 回目の授業で「時間」、「空間」そして「対話」
が共通するキーワードとして固まりました。そし
て、4 回目の授業でこれらのキーワードの背後に
は「地への愛」が支えているのではないかという
萩野先生の提案により、今年度のプロジェクト研
究の共同テーマは「地への愛：時間と空間を超え
た対話を通して」に決定しました。
　今年度のプロジェクト研究の授業スケジュール
は表 1 に示されているとおりです。実際には、9
回目の授業は担当教員の都合により休講になりま
した。また、発表者の諸事情により、2 回目の進
捗状況の発表は行うことができず、プロジェクト
研究報告会のポスター内容の検討に変わりまし
た。これらの変更以外、授業はほぼ予定通りで進
みました。

　表 1 令和元年度プロ研授業スケジュール（案）

1 10/04 オリエンテーション及び
フリーディスカッション

2 10/11 共同テーマ検討
3 10/18 共同テーマ検討
4 10/25 共同テーマ検討
5 11/01 研究計画発表（2 名）
6 11/08 研究計画発表（2 名）
7 11/22 進捗状況発表 1 回目（2 名）
8 11/29 進捗状況発表 1 回目（2 名）
9 12/06 進捗状況発表 2 回目（2 名）
10 12/13 進捗状況発表 2 回目（2 名）
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行われ、コメンテーターの多田蔵人先生から、こ
れら 2 名に対しコメントが述べられました。休憩
の後、浦元駿さん及び本田親啓さんによる発表が
行われ、藤村一郎先生と農中至先生がそれぞれに
対しコメントしました。
　最後に、今年度のプロジェクト研究担当教員の
兼城糸絵先生の司会により、担当教員、発表者及
び来場者を交えて、共通テーマをもとにしたディ
スカッションが行われ、人文社会科学研究科長の
高津先生による閉会の辞を持って無事に報告会は
閉会となりました。

●報告会の課題について
　今年度のプロジェクト研究も、学内外より多く
の皆様にご来場いただきました。そして、発表者
への質問、コメントをいただき、発表者にとって
は、研究に関するとても貴重なアドバイスを得る
ことができた有意義な報告会になったと思いま
す。
　しかし、今年度のプロジェクト研究報告会を振
り返ると、今後、検討して改善すべき課題も明ら
かになったように思われます。まず、この報告会
の時間に関する課題です。研究科長の高津孝先生
の閉会の御挨拶でも指摘があったように、研究報
告会一般には 3 時間が限度のように思われます。
今回の報告会は、それを上回る 4 時間にも及びま
した。2 回の休憩時間を挟んだものの、長時間に
わたる報告会になったことにより、来場者にとっ
ては、報告会を楽しむというよりも、苦痛となっ
てしまったのではないかと考えています。また、
長時間の報告会では、遠方からの来場者にとって
は、そもそも参加しにくいことも指摘できるかと
思います。次回の報告会では、個人の発表時間を
短縮するか、或いはグループ発表という形に変更
するか、全体の時間を 3 時間以内に抑えるよう調
整を行う必要があると思います。
　また、スライドへの工夫が足りなかったという
のも課題の一つと言えます。報告会の目的は来場
の皆様に自分の研究を理解していただくところに
あると思います。それぞれ専門性の極めて高い研

11 12/20 研究結果発表（2 名）
12 	 1/10 研究結果発表（2 名）
13 	 1/16 最終発表（1 回目）
14 	 1/24 最終発表（2 回目）
15 	 1/31 リハーサル

	 2/	 1 報告会

　今年度のプロジェクト研究を踏まえ、今後検討
が必要な主な問題としては、以下の点が挙げられ
ます。
①共通テーマとの関わりについて

　報告者の中には、当初共通テーマと自身の研究
内容との関わりについてうまく説明できなかった
りして、そもそも自身の研究の方向性自体が定
まっていないケースもみられました。この点につ
いては研究が進展するにつれて徐々に解消されて
いきましたが、来年度以降はプロジェクト研究が
始まる前までに自身の研究についてある程度方向
性を固めてもらう必要があるかと思います。
②個々の進捗状況について

　今年度もチームワークではなく、個人で研究を
進めました。共通テーマの設定自体は比較的ス
ムーズにできましたが、その後の進捗状況は、発
表者によって差が生じたように思います。これは、
それぞれの研究テーマや研究方法に由来するもの
なので難しいところですが、次年度はよりスムー
ズに研究が進められるように参加者それぞれがき
ちんと研究計画を立てて研究に取り組んでいく必
要があるといえます。

●報告会について
　今年度のプロジェクト研究報告会は表 2 で示し
たプログラムのとおり行われました。
　地域政策科学専攻長の萩野誠先生による開会の
辞で報告会が始まりました。その後、今年度のプ
ロジェクト研究担当教員の松田忠大先生がプレゼ
ンテーション・ツールを使いながら、今回の共同
テーマの趣旨を詳しくかつ分かりやすく説明しま
した。
　その後、高春燕さん及び謝林さんによる発表が
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究に従事してきた 4 名の発表者には、自分の研究
内容に初めて触れた多くの来場者に、たった 30
分の間にいかに理解していただけるかは慎重に考
えるべき課題となります。この問題をクリアする
ために、スライドを作成する際には常に来場者の
立場に立つ必要があると思います。今回の報告会
における発表者のスライドは、色や枚数、字の大
きさ、内容の組み合わせなど、必ずしも、細部に
十分な工夫がされ、見やすい、理解しやすいスラ
イドになっていたとは言えません。この点につい
て今後更なる注意を払うべきでしょう。

●謝辞
　最後になりますが、今年度のプロジェクト研究
を担当した 3 名の先生方、また、ご多忙にもかか
わらず、コメンテーターを引き受けてくださった
多田先生、農中先生、そして藤村先生にこの場を
借りて感謝を申し上げます。

　表 2　令和元年度プロジェクト研究報告会プログラム
地への愛―時間と空間を超えた対話を通して―

司会者：兼城糸絵准教授
13:30	～	13:35 開会の辞 地域政策科学専攻長：萩野誠教授
13:35	～	13:45 趣旨説明 松田忠大教授

13:45	～	14:15 場の言葉―「老太婆の路地」における「母」
の言語分析― 高春燕

14:15	～	14:20 来場者による質疑応答

14:20	～	14:50 「青裳」考―『閑吟集』からみる日中両国の
対話― 謝林

14:50	～	14:55 来場者による質疑応答
14:55	～	15:10 コメンテーター論評 コメンテーター：多田蔵人准教授
15:10	～	15:20 休憩
15:20	～	15:50 第一線職員の行政活動の変化について 浦元駿
15:50	～	15:55 来場者による質疑応答

15:55	～	16:25
過疎地域における観光振興とホスト側の意識
の変容について―薩摩川内市藺牟田地区を事
例として―

本田親啓

16:25	～	16:30 来場者による質疑応答

16:30	～	16:50 コメンテーター論評 コメンテーター：藤村一郎准教授
　　　　　　　　農中　至准教授

16:50	～	17:00 休憩
17:00	～	17:25 ディスカッション
17:25	～	17:30 閉会の辞 人文社会科学研究科長：高津孝教授
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開会の辞：萩野　誠専攻長

司会者：兼城　糸絵准教授

趣旨説明：松田　忠大教授

報告者：高　春燕さん

報告者：謝　林さん

報告者：浦元　駿さん
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報告者：本田　親啓さん

コメンテーター：多田　蔵人准教授

コメンテーター：藤村　一郎准教授

コメンテーター：農中　至准教授

来場者による質疑

来場者による質疑
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ディスカッション

閉会の辞：高津　孝研究科長
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プロジェクト研究とは

「プロジェクト研究」は、地域政策科学専攻の必修科目である。この授業を通して、

学生は自己のテーマや調査研究方法を模索し、中間発表を重ねて教員や他の学生から

の意見や助言を聞き発表内容を固めながら、他分野の発表を聞き意見を陳述すること

で、研究者としての力を総合的に高める。

＊プロジェクト研究報告会は、この授業の一環として学生主体でテーマを決め、開催するものです。

令和元年度「プロジェクト研究報告会」概要

　総合テーマ：地への愛―時間と空間を超えた対話を通して―

開催日時：2020年2月1日（土）13:30 ～ 17:30

会場：郡元キャンパス　総合教育研究棟201教室

◇研究報告

　高　　春燕（文化政策コース2年）

　謝　　林　 （文化政策コース1年）

　浦元　駿　 （地域政策コース1年）

　本田　親啓（島嶼政策コース1年）

◇コメンテーター

　多田　蔵人（法文学部准教授）

　農中　至　 （法文学部准教授）

　藤村　一郎 （共通教育センター准教授）

◇司会

　兼城　糸絵（法文学部准教授）

令和元年度「プロジェクト研究」参加一覧

　履修院生：

　　地域政策コース　　日高　優介（2年）、浦元　駿 　（1年）

　　文化政策コース　　景　　徳 　（2年）、高　　春燕（2年）、謝　　林 　（1年）

　　　　　　　　　　　高　　欣妍（1年）、程　　茗　 （1年）、孟　　卓然（1年）

　　島嶼政策コース　　迫田　耕一（2年）、本田　親啓（1年）

　担当教員：萩野　誠　 （島嶼政策コース・人文社会科学研究科教授）

　　　　　　松田　忠大（地域政策コース・人文社会科学研究科教授）

　　　　　　兼城　糸絵（文化政策コース・人文社会科学研究科准教授）

　指導補助：李　　竺楠（人文社会科学研究科特任助教）
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