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 ヨ ー ゼ フ ・ ハ イ ド ン  Joseph Haydn 

(1732-1809)は、18 世紀中葉から約半世紀続いた

ウィーン古典派を、後続する W.A.モーツァルト 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756-91)や L. v.ベ

ー ト ー ヴ ェ ン  Ludwig van Beethoven 

(1770-1827)とともに代表する作曲家と位置づけ

られている。しかし作曲家の没後、フランス革命

とそれに照応するかのようなベートーヴェンの

新しい音楽が人々の音楽趣味を一変した。ベート

ーヴェンは 19 世紀の、とりわけドイツ人作曲家

たちの規範となる一方、ハイドンには、「パパ・

ハイドン」の愛称が付されて「無邪気で古風で気

力に欠ける」といったイメージが形成された。こ

れは主として、19 世紀のハイドン受容が、作曲

者晩年のオラトリオや交響曲等の一部作品に限

定されたためであり(Jones 2002: 336f)、また、

G.A.グリージンガーや A.C.ディースら最初期の

伝記作家たちがハイドンに行ったインタビュー

の内容が、高齢の老人特有の思考を反映していた

ためと考えられる(Webster 2005: 30)。 

後述するように、19 世紀後半に始まる本格的

なハイドン研究は、そうした固定観念を払拭する

役目を果たしてきた。とりわけ 1930 年代から 20

世紀終盤までは精力的な資料研究が行われ、全世

界に存在するハイドン関連の楽譜や文書が国際

的な研究者たちの協力の下で調査、評価、刊行さ

れ、生涯と創作に関する真正な作曲家像を描出す

べく努力が払われた。そうした流れの中で、近年

における研究テーマの多様性は、ハイドン研究史

における新局面を象徴しているように思われる。 

ドイツ、ケルンのヨーゼフ・ハイドン研究所

Joseph Haydn-Institut が発行する研究誌『ハイ

  

2016 年 10 月 4 日受理 

On a recent change in the Haydn research  
*1 Toyomi IIMORI 
開智国際大学リベラルアーツ学部 

J.ハイドン研究における近年の変化について 
 

飯森 豊水＊1 

ウィーン古典派の作曲家 J. ハイドンの研究においては、20 世紀終盤に明確な変化があったこ

とが一部で指摘されている。 

ハイドン研究史を概観すると、19 世紀後半に C.F.ポールによってハイドンに関する学問的研究

が始まり、1930 年代のデンマークの研究者 J.P.ラールセンを先駆として、戦後には活発な資料研

究が展開された。20 世紀の後半は、組織的で体系的な資料研究と、その成果としての学問的校訂

楽譜による「ハイドン全集」をはじめとする諸資料の刊行が中心的課題となった。その課題が一

段落する世紀の終盤になって明確な変化が起こり、新たな研究の地平が拓かれた。しかしその目

指すところはまだ明らかとはいえない。小論では、この変化を分析し、従来のハイドン研究には

なかった新しい研究の可能性を検討する。 

……………………………………………………… キーワード ……………………………………………………… 

J.ハイドン 研究 変化 全集 
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ドン研究 Haydn-Studien』では、1974 年以来、

ほぼすべてのハイドン研究関連の文献目録を作

成してきている(Brown and Berkenstock 1974: 

173–352 ; Walter 1985: 205–293 ; Walter 1992: 

173–238 ; Raab 2002: 79–216 ; Raab 2011: 119–

325)。1998 年から同研究所の学問的責任者を務

め、最新の文献目録を担当している A.ラープ

Armin Raab は「作品全集完成後におけるハイド

ン研究の展望」と題する論文で次のように述べた。

「ヨーゼフ・ハイドンの生涯と作品に関する研究

は、この数年間で多様性を増してきた（Raab 

2010a: 243）」。この指摘は、上記のハイドン目録

で確認できる従来からの多様性を考慮しても、こ

の数年の多様性の拡大が顕著であることを物語

っている。 

また、アメリカの J.ウェブスター James 

Webster は、「最近に至るまで、ハイドンが何か

一貫した美学のようなものを保持していたと提

唱するなら、奇妙なことと思われたかもしれない

(Webster 2005: 30)」と述べる。英語圏を代表す

る研究者向けの音楽事典で「ハイドン」の項目を

担当するなど(Webster 2001)、今日を代表するハ

イドン研究者のひとりとして知られる彼は、とり

わけ近年の研究環境の変化に敏感であるのかも

知れない。1982 年のウェブスターは、「ランドン

以降のハイドン伝の展望」と題する論文で、ハイ

ドンの伝記研究が、他の作曲家に比べて質的に劣

っていることを指摘し、嘆じていたのである。す

なわち、ハイドンの伝記にモーツァルトやベート

ーヴェンのような活力ある人間としての個性が

感じられないのは、従来のハイドン伝記研究自身

に原因があり、今後、新資料の発見があまり期待

できない以上、この問題は容易に解決できないの

ではないかと危惧していたのだ (Webster 1982)。

その後 23 年を経過した 2005 年の論文では、ハ

イドンの創造の根底にあるさまざまな表現上の

特質を分析し、人柄を説明し、最後にはカントの

天才概念を援用しながらハイドンの天才を語る

に至った。これは、ウェブスターがこの間のハイ

ドン研究の変化を認識し、その成果を取り入れた

証左とはいえないだろうか。 

さらに、アメリカの M.ロウ Melanie Lowe は、

ハイドンの没後 200 年にあたる 2009 年の翌年、

近年のハイドン研究の状況に関して次のように

記した。「記念年を終えてみると、この年に過渡

期としての意義を認識することができる」。そし

て、新傾向の研究の特質を挙げたあとで「こうし

たことは一世代前にはほとんど想像できなかっ

た」と述懐した(Lowe 2010: 8)」。記念年の 2009

年には世界規模でハイドンの作品の演奏、関連イ

ベント、関連書籍の刊行、学会での特集や関連シ

ンポジウム、国際的共同研究などが集中したため、

研究者たちもこれを特別の機会と捉えたことは

想像に難くない。しかしそれ以前から、ハイドン

研究の流れが大きく変化していたと彼女は指摘

しているのである 1。 

この 3 人の言説からは、近年のハイドン研究に

は新しい傾向が生まれているとの認識が読み取

れる。しかしその表現は三者三様であり、必ずし

も彼らの指摘に一致した内実が認められるかど

うかは明らかでない。おそらくこの新傾向の解明

には多角的かつ慎重な分析が必要となるだろう

が、小論では、まずハイドン研究史のアウトライ

ンを辿りながら、近年の変化の背景にあるものを

探る。そして改めて上記 3 人の論文の中から今後

の研究に向けた可能性等に言及する部分を抽出

して分析し、その意味を考察することとしたい。 

なお、便宜上、以下ではハイドン研究史を 4 つ

の時期に区分することとする。すなわち、１．同

時代 (19 世紀初頭)、２．研究初期（19 世紀後半

から 1930 年代前半）、３．本格的な資料研究の時

代（1930 年代後半から 1990 年頃）、4．新しい傾

向（1990 年頃以降）である。なおこの区分は、

研究史に対する筆者の視点を反映した便宜的な

ものと捉えていただきたい。 

 

ハイドン研究史の検討 

 

１．同時代 (19 世紀初頭) 

1.1. G.A. グリージンガー  
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ドイツ、シュトゥットガルト生まれのグリージ

ンガーGeorg August Griesinger (1769-1845)は、

チュービンゲンで神学を学び、1791 年に初めて

ウィーンを訪問した。一時ウィーンを離れたが、

1799 年に戻り、ザクセン公国の在ウィーン大使

J.H.A.v.ショーンフェルト J.H.A.von Schonfeld

伯爵の息子の教師となり、まもなくザクセン公国

の外交関連の任務に就いた。彼は音楽に関心があ

ったことから、週 2 日の外交官として仕事の傍ら、

著名な出版社であるブライトコップフ・ウント・

ヘルテル Breitkopf & Härtel 社の在ウィーン代

理人となって、ハイドンやベートーヴェンの音楽

を担当した。同社の依頼を受けてハイドンを初め

て訪問したのは 1799 年、作曲家が 60 代半ばの

ことだった。ヘルテル宛の書簡で、グリージンガ

ーは作曲家のことを「陽気で若々しく、（中略）

慎み深く質素」であると伝えている。ふたりの間

には信頼関係が生まれ、面会の回を重ねるととも

に、ハイドンは同社を最も重要な出版社として関

係を深めた。 

ふたりの間で交わされた相当量にのぼる往復

書簡は第二次大戦で消失したが、主要部分の抜粋

や要約は、後述するポールらが著作に採録してい

る。これらの書簡はハイドンの姿を活写しており、

またブライトコップフ・ウント・ヘルテル社との

取引の内容、ウィーンの音楽状況を伝えている。

ハイドンが彼に信頼を寄せるようになったのに

は、外交官や教師を経験したグリージンガーの知

性や豊かな経験、誠実な人柄が貢献したことだろ

う。 

グリージンガーのハイドン伝は、1809 年の作

曲家の没後まもなく本編7回と補遺の合計 8回に

分 け て ラ イ プ ツ ィ ヒ の 「 一 般 音 楽 新 聞

Allgemeine musikalische Zeitung」に連載され

た。翌 1810 年にはさらに内容を拡充させて、伝

記としてブライトコップフ・ウント・ヘルテル社

から出版された(Griesinger 1809, 1810)。この著

作はエステルハージ侯爵家時代の宮廷での活動、

およびロンドン訪問のことが冷静で客観的な文

体でまとめられており、ハイドンに関する最初期

の最も信頼できる評伝と考えられている(Jones 

2002: 122f; Friesenhagen 2010: 282f)。 

 

1.2. A.C. ディース  

ディース Albert Christoph Dies (1755-1822)

は風景画家であった。ハノーヴァーに生まれ、デ

ュッセルドルフで学んだのち 1775 年にローマに

移り 1796 年まで滞在した。この間、1787 年には

ゲーテの知遇を得て風景スケッチ 1 枚に彩色し

ている。 

ローマを離れてからは、ザルツブルクとウィー

ンに滞在し、1805 年からニコラウス・エステル

ハージ 2 世（ハンガリー名  Esterházy II. 

Miklós1、ドイツ名  Nikolaus II Esterházy、

1714-1790）侯爵の仕事を始めた。内容は、アイ

ゼンシュタットのエステルハージ宮殿の風景お

よび庭の絵画の制作および修復であった。絵画で

は 1806 年から 12 年までの間に 6 枚の大型の油

絵を残している。また 1806 年にはウィーンの帝

室アカデミー教授の職に就いている。 

同 僚 で 彫 刻 家 の A. グ ラ ッ シ Anton 

Grassi(1755-1807)からハイドン伝の執筆を提案

されたのを契機に、資料の収集を開始するととも

に、作曲者との交流が始まった。ディースは、1805

年の 4 月からウィーン郊外（当時）のグンペンド

ルフにあるハイドン宅に通い、著書を 1810 年に

上梓している(Dies 1820)。 

内容は高齢の記憶の衰弱したハイドンの主観

的な回想が多く、愉快な逸話とともに、憂愁を伝

えている(Jones 2002: 65; Walter 2010: 153)。 

 

1.3. G. カルパーニ  

カルパーニ Giuseppe Carpani (1752-1825)は、

イタリア出身の文筆家であった。ロンバルディア

地方に生まれ、ミラノのイエズス会の施設で教育

を受けた。1796 年にウィーンに移住すると間も

なく劇作家、詩人、台本作家、さらにフランス語

およびドイツ語の文学作品やオペラ台本の翻訳

家として活躍した。ハイドン作品のうち、オラト

リオ《天地創造 Die Schöpfung》や皇帝賛歌《神
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よ、皇帝フランツを守りたまえ Gott, erhalte 

Franz den Kaiser》のイタリア語訳を残している。 

カルパーニは 1796 年頃にハイドンと出会い、

1808 年 4 月から 1811 年 3 月までの日付を持つ

17通の書簡形式で伝記を1812年にミラノで出版

した(Carpani 1812)。彼がこの中で述べるには、

写譜家のヨハン・エルスラー Johann Elßler、テ

ノール歌手のフリーベルト Joseph Friberth、グ

リージンガー、ハイドン最初の弟子マルティネス 

Martines、ヴァイオリン奏者で作曲家のピッフル 

Pichl、ハイドンと交友があり外交官で音楽の支

援者でもあったヴァン・スヴィーテン Van 

Swieten 男爵等との会話をもとにしているとい

う。内容は、グリージンガーやディースの著作を

参考にしながらも、音楽美学や音楽理論に及ぶ議

論を展開するなど伝記を逸脱する部分が多く、資

料的価値は劣っている(Jones 2002: 31f.; Jacobs 

2010: 141)。 

 

2．研究初期 (19 世紀後半から 1930 年代前半) 

2.1. C.F. ポール 

ポール Carl Ferdinand Pohl (1819-1887)はド

イツのダルムシュタットに生まれ、最初は楽譜の

彫版を、1841 年にはウィーンで S.ゼクスター 

Simon Sechter から作曲を学ぶ。かつてのハイド

ン宅があったグンペンドルフのプロテスタント

教会でオルガン奏者を勤めたのち、音楽研究に転

向。1863－1866 にかけてロンドンで音楽教師お

よび音楽評論を行う傍ら、資料を収集して、『ロ

ンドンのモーツァルトとハイドン(Pohl 1867）』

としてまとめた。1879 年刊行の『グローブ音楽

事典』ではハイドンの項目を執筆し、1954 年版

（第 5 版）まで改訂を重ねた。 

1866 年にモーツァルト研究家 O.ヤーン Otto 

Jahn の推挙で、ポールはウィーン楽友協会文書

保管所の学芸員に任命される。ヤーンは全 4 巻の

『ヴォルフガング・アマデウス・モーツァルト 

Wolfgang Amadeus Mozart』で、その後のモー

ツァルト研究を基礎づけた研究者だった。ポール

はハイドン伝の最初の 2 巻を、それぞれ 1875 年

と 1882 年にブライトコップフ・ウント・ヘルテ

ル社から出版した。しかし第 3 巻を完成させるこ

となく没したため、文書保管所の後任 E.マンディ

チェフスキーEusebius Mandyczewski が作業を

継承し、その後継者である H.ボートシュティバ

ーHugo Botstiber が 1927 年に完成させた。この

全 3 巻は、ハイドンに関する最初の包括的な研究

となった(Pohl 1875: Pohl 1882: Pohl 1927)。 

ポールはそのほか資料集（ウィーン、楽友協会

蔵）を遺した。そこには、もはや現存しない文書

のスケッチが多く含まれるが、中でも第 2 次大戦

で消失したグリージンガーとブライトコップ

フ・ウント・ヘルテル社との往復書簡の抜き書き

は、ハイドンの伝記研究にとって貴重な資料であ

る。資料にはほかに、ハイドンの作品の主題付き

目録、ハイドンの多数の書簡やエステルハージ古

文書を筆写したもの、ハイドンの作品を写譜した

もの、ハイドンが作曲したオペラの台本の筆写な

どがある。ポールは研究環境に恵まれて資料研究

を推進し、19 世紀のハイドン研究に多大な貢献

をした(Jones 2002: 287f.; Raab 2010b: 594)。 

 

2.2. K.ガイリンガー  

K.ガイリンガーKarl Geiringer (1899-1989)は、

1923 年に楽器学で博士号を取得し、1930 年から

ウィーンの楽友協会文書保管所の学芸員となっ

た。ナチスの権力掌握ののち 1938 年にイギリス

に亡命し、1940 年にロンドンの王立音楽大学教

授となった。1941 年にはアメリカのボストン大

学教授に就任している。当時の受講生に後述する

ランドンがいた。 

著作『ヨーゼフ・ハイドン』は、権威ある学術

叢書の 1 巻として 1932 年に刊行され、1946 年に

は英訳された(Geiringer 1932, 1946)。内容は主

に従来の研究を継承したものではあるが、ポール

のハイドン研究には外国語への翻訳がなかった

こともあり、版を重ねながら長くハイドンの代表

的概説書としての地位を保った (Jones 2002: 

115; Raab 2010c: 594)。 
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3．本格的な資料研究の時代（1930 年代後半から

1990 年頃） 

3.1. J.P.ラールセン 

ラールセン Jens Peter Larsen (1902-1988)は、

コペンハーゲンで数学と音楽学、オルガン演奏を

学び、コペンハーゲン大学で音楽学の教鞭を執っ

た。資料研究に専心し、その成果である博士論文

を 1939 年に『ハイドン伝承 Die Haydn- 

Überlieferung』として上梓した。 

従来、「ハイドンの作品」として伝承された作

品の真贋問題を検討する際、作品の音楽的特徴か

ら研究者が主観的に判断することがしばしば行

われていた。しかしラールセンはこうした様式に

基づく判断を排除して、科学的・実証的な方法に

従う必要性を説き、そのための基礎研究を行った。

上記の著作では、作曲者の自筆楽譜に関してはそ

の所在や真正性の判断方法が、筆写楽譜に関して

はその種類、真正性の判断基準、さらに信頼性の

高い写譜家、およびハイドンの弟子による筆写楽

譜等の所在を詳述している。加えて、作品の成立

年代の判断基準、楽譜用紙やすかし、信頼できる

作品目録についての説明をしている。 

その 2 年後にはハイドン作品の真正性の判断

に重要な手がかりを与える３つの作品目録のフ

ァクシミリ版を刊行した(Larsen 1941)。この 2

冊が、20 世紀のハイドン資料研究を基礎づける

ことになるが、その成果が現れるには、第 2 次大

戦の終結を待たなくてはならなかった。終戦後、

後述するように、ラールセン門下のホーボーケン

とランドンが重要な貢献をすることになる。 

ラールセンはさらに、組織的、継続的にハイド

ンの学問的校訂楽譜を出版するために、ケルンに

ヨーゼフ・ハイドン研究所を設立し、1955 年に

その初代学問的責任者となった。彼の許でハイド

ン全集は 1960 年までに最初の 8 巻を出版してい

る(Jones 2002: 205; Raab 2010d: 451)。 

 

3.2 A.v.ホーボーケン 

ハイドンの創作を一覧できる作品目録は、作曲

者の生前から存在していた。ハイドン自身による

ものをはじめ、エスエルハージ侯爵に仕える写譜

家、出版社などによるものが今日まで伝承されて

いる。しかしこれらはすべてを網羅するわけでは

なく、体系的でもなく、時に誤りもあった。19

世紀の音楽事典等で作品目録を掲載することも

あったが、これらも同様な欠点を免れ得なかった。 

ホ ー ボ ー ケ ン Anthony van Hoboken 

(1887-1983)はハイドンの楽譜等の資料を大規模

かつ体系的に収集した。1927 年から自筆楽譜を

写真で複製し、保存を開始した。1934 年には所

有するハイドン作品の印刷楽譜をもとに目録作

成を開始し、1000 枚前後のカードを数えるまで

になった。その結果はハイドン作品目録として結

実し、最初に 1957 年の第 1 巻（器楽作品編）、

続いて 1971 年の第 2 巻（声楽作品編）、そして

1978 年の第 3 巻（作品集、作品番号一覧、出版

社一覧、被献呈者一覧等のデータ集および追補と

訂正）で完成を迎えた(Hoboken 1957-78)。 

例えばその第 1 巻では、当時ホーボーケンが知

り得たハイドンの作品すべてを、交響曲、ディヴ

ェルティメント、弦楽四重奏曲等とジャンルごと

に分類し、おおよその成立順に沿って固有の番号

を割り振り、成立時期を記し、各楽章の冒頭部分

を楽譜で再現し、小節数、真正性を証明する資料、

当該作品の調査し得たあらゆる楽譜についての

データ、作品についての注釈等を詳述した。また、

真正性の疑われる作品については、混乱が起きな

いように別系統の番号を割り振った。この目録は

ハイドン研究史上画期的なものとなり、今日では、

ハイドン作品はホーボーケンの名とこの目録の

番号で呼ばれるのが一般的である（例を挙げると、

弦楽四重奏曲第 1 番とされる作品は、第 3 系統の

第 1 番と分類され、Hob.III:1 と表記される）。し

かし、その後の資料研究の進展とともに、中には

偽作が含まれることや、作品の番号と成立の順番

に不整合があること、作品ごとにつけられた楽譜

資料一覧の不完全性などが明らかになってきて

いる。 

 

3.3 ヨーゼフ・ハイドン研究所と F.フェーダー  
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ヨーゼフ・ハイドン研究所のホームページには、

次のような説明がある。「1955 年にケルンに設立

された本研究所は学問的なヨーゼフ・ハイドンの

作品全集の刊行を行っている。そのほか『ハイド

ン研究』を出版するが、ここにはハイドン文献一

覧が含まれる」。作品全集は 1958 年以来、これま

でにたびたび完成時期を予告しながら延期を繰

り返し、現時点（2017 年 2 月）では、楽譜 5 冊、

校訂報告 6 冊、補巻および索引を残すのみとなっ

た。また、『ハイドン研究』は、1965 年以来、数

ヶ月ないし 4 年程度の間隔をおいて刊行されて

おり、現時点での最新号は 2014 年 12 月に発行

された第１１巻第 1 号である 2。 

19 世紀中に学問的校訂楽譜による作品全集を

刊行し終えたバッハやモーツァルトの場合とは

異なり、ハイドンの作品全集は過去に 2 回

（1907-33 年にブライトコップフ・ウント・ヘル

テル社、1949-51 年にボストン・ウィーンのハイ

ドン協会）試みられたがいずれも中断している。

ハイドンの場合、作品数が膨大であること、初期

の作品についての正確な情報が少ないこと、自筆

楽譜で伝承される作品が少なく、誤りの多い筆写

楽譜や印刷楽譜を参照せざるを得ないこと、加え

て、生前の人気を反映して「ハイドン作」とする

偽作が多く混乱が大きいことなどが全集の完成

を困難にしていた。さらに、20 世紀中葉になっ

て改めて作品全集の刊行を目指す際には、バッハ

やモーツァルトの場合のように「旧全集」が存在

していたわけではないので、ヨーゼフ・ハイドン

研究所は基礎的な研究のために人的、時間的、資

金的に膨大な資源を費やす必要があった。 

資料収集の作業では、ハイドンのすべての作品

や編曲（さらに必要に応じて一部の周辺作曲家の

作品）、関連文や文献等を、原本またはマイクロ

フィルムで収集し、作品カードおよび資料カード

の 2 系列で整理・保管した。これらは常に最新の

研究状況にあわせて更新された。世界中から収集

したマイクロフィルムは 360,000 枚を数えたと

いう。これら資料の分析を通して初めてハイドン

の創作の全容解明が進むといえるため、その結果

として出版された校訂楽譜は従来出版されたハ

イドン作品の楽譜とは比較にならない信頼性を

得ることができた。 

同研究所の所長や専従研究員には、ハイドン研

究者、とりわけ資料研究を専門とする研究者が名

を連ねてきた。しかし発行する校訂楽譜作成や

『ハイドン研究』には世界中のハイドン研究者が

協力し、寄稿している（日本からは故大宮真琴、

故中野博司が校訂楽譜出版に参画した）。 

同研究所の初代学問的責任者は、前述のように

ラールセン（任期は 1955-1960）であったが、第

2 代の G.フェーダー Georg Feder (1927-2006、

所長としての任期は 1960-90)は、楽譜校訂の作成

方法に関する徹底した検討を行い、厳格な方法論

「音楽文献学」と呼ばれる方法論を確立した 

(Feder 1983)。前述のように、現在では A.ラープ

が学問的責任者を務めている。 

 

3.4 H.C.R.ランドン 

ハイドンの没後 200 年の 2009 年 11 月 20 日に

ランドン H.C. Robbins Landon (1926-2009)が没

したとき、イギリスの新聞「ザ・ガーディアン」

は署名入りの追悼記事を掲載した。「専門分野以

外で真の名声を得る音楽学者はわずかしかいな

い。しかし 83 歳で逝去した HC[原文ママ]ロビン

ズ・ランドンは、学界の外の幾多の人々に知られ

ていた。（中略）彼の声望はヨーゼフ・ハイドン

の先駆的な研究によるものだが、この研究が支え

となって 1950 年代までは大半が未知であったこ

の作曲家の作品が不朽の名作となったのである。

（中略）彼は肉体的にも知的にも巨人であった

(Millington 2009)」。 

ボストンに生まれ、地元の大学でガイリンガー

に学んだ後、兵役のためにオーストリアに駐在し

た彼は、退役後もハイドン研究のためにウィーン

に残った。彼は未知に近かったハイドンの作品の

楽譜出版とレコード録音を進めるために「ハイド

ン協会」を設立したが、交響曲の楽譜を 2 巻刊行

したところで頓挫した。 

29歳の年にあたる1955年には800ページを超
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える『ハイドンの交響曲』を出版した。ここでラ

ンドンは、詳細な資料研究にもとづいてハイドン

の真正の交響曲を特定し、作曲順を推定した。こ

れによりハイドンの交響曲創作の全容がかつて

なく正確に把握できるようになった (Landon 

1955)。4 年後の 1959 年には独自に収集したハイ

ドンの書簡を英語に翻訳し、出版した(Landon 

1959)。ちなみに D.バルタ Dénes Bartha が編集

した原語のドイツ語版の出版はその 6 年後であ

った(Bartha 1965)。その後、新たな書簡の発見

も幾度かあったものの、この書は今日なお基本文

献に数えられる。また、1962 年からは（ヨーゼ

フ・ハイドン研究所の『ハイドン研究』に先んじ

て）『ハイドン年鑑 Haydn Yearbook』の刊行を

開始した。この年鑑には、ランドンは 1988 年ま

で 22 巻の編集に携わっている。 

1976年から 80年にかけて 5巻からなる膨大な

『ハイドン、年代記と作品』を刊行した。ここに

は、その時点までのあらゆるハイドン研究を総括

するような膨大な情報が多くの写真とともに収

められ、さらに未発表の資料も多数掲載された

(Landon 1976-1980)3。 

他方で、ランドンは楽譜の刊行も精力的に行っ

た。交響曲、クラヴィーア三重奏曲、弦楽四重奏

曲の全集を多くは独力で出版した。また、夫人の

クリスタ・ランドン Christa Landon (1921-77)

のピアノ・ソナタ全集など、他の研究者の協力を

得て訂楽譜の編集を急ぎ、しばしばヨーゼフ・ハ

イドン研究所より早く完成させて出版した。ラン

ドン版の楽譜は演奏者の利便性を考慮して実用

のための便宜が図られており、例えばオペラでは、

校訂楽譜を上演用レンタル楽譜として提供して

いる。そのほか、レコード録音の監修、ラジオ番

組への出演、雑誌やレコードなど一般愛好家向け

の解説をも精力的に行った。 

研究と啓蒙の両方に比類ない貢献をしたとい

う点で、冒頭の追悼記事は決して誇張ではない。

しかし校訂楽譜においてはヨーゼフ・ハイドン研

究所の全集が近づくにつれて、正確さに劣るラン

ドン版への信頼性は相対的に低下している。また、

研究書において資料や音楽作品を縦横無尽に操

るランドンの博覧強記ぶりには他の追随を許さ

ないものがあるとはいえ、しばしば議論が行方を

見失いそうになったり、作品分析が表面的に終わ

ったりすることがあるなど、新しい研究者たちが

精密な議論を展開する昨今では影響力が次第に

低下している。 

 

4．新しい傾向の認識（1990 年頃以降） 

4.1 A.ラープ  

ヨーゼフ・ハイドン研究所の現在の学問的責任

者であるラープが、2010 年の論文において、近

年におけるハイドン研究の多様性の拡大につい

て指摘していることは「序」において示したとお

りである。彼は同じ論文の中で、近年の研究に見

られる新しい傾向とこれからの課題をまとめて

いる(Raab 2010a)。以下に、その内容を箇条書き

にまとめる。 

[作品分析に関して] 

・ハイドン作品の分析において、従来の（すな

わち 19 世紀以降に確立した）楽式論ではなく、

音楽理論家 H.C.コッホ  Heinrich Christoph 

Koch (1749-1816)のような同時代の理論に向か

うようになった。 

・ハイドン作品の理解にレトリックの考え方、

手法を取り入れるようになった。 

・これまで研究対象になってこなかった、ハイ

ドンの創作のうち多数を占める分野に対する研

究は相変わらず少ない。例えば、126 曲のバリト

ン三重奏曲、429 曲のスコットランド民謡の編曲

など。 

・オペラに対する関心が、劇場においても研究

においも高まっている。これはハイドン全集の出

版によるところが大きいと思われる。 

・周辺的な作品と思われがちな、小規模な多声

歌曲についての研究発表や講演が相次いでいる。 

・全体としては、従来同様、交響曲、弦楽四重

奏曲、そしてソナタ（ソナタ形式による他ジャン

ルを含めて）といった「古典的なジャンル」に作

品分析の対象が集中している。 
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[歴史研究に関して] 

・ハイドンの音楽の置かれた文脈にはまだ不明

な点が多い。例えば、エステルハージ家の宮廷生

活と初期教会作品の関係、典礼史との関係、宮廷

の中での位置づけ。 

・エステルハージ侯爵家の教会音楽の特徴はア

イゼンシュタットの宮廷生活にも該当するかも

しれないが、エステルハーザでは実質的に教会の

活動は維持されなかったのか。 

・一般に、ハイドンの音楽が演奏された宮廷の

空間内の各々の場所について、私たちが意識して

いる以上に考察を深めなくてはならない。 

・アイゼンシュタットでのハイドン作品が、音

楽祭の開かれる城の大ホールで演奏されていた

という証拠はない。むしろ作品の規模と空間の関

係から判断すれば、ハイドン作品はいつも小ホー

ルで演奏されていたと考えられる。こうした視点

に立って、G.フェーダーが 2004 年のアイゼンシ

ュタットにおける学会で、「ハイドン・トポロジ

ー」の重要性を強調していたのは適切だ。 

・宮廷音楽と宮廷音楽家の関係は、資料が豊富

に残されているために多くの研究家が対象とし

ている。しかし、例えば、ハイドンがウィーンに

赴いたときに誰に会うかなど、作曲者周辺の人々

との関係については、まだほとんど明らかになっ

ていない。 

・受容研究には、多くの研究者が向かうことだ

ろう。 

ラープはこのように残された課題を具体的に

指摘している。また、ハイドン研究所自身が全集

の完成後に向かうべき優先的課題として、新たな

書簡集と作品目録の刊行があると述べている。 

 

4.2. J.ウェブスター 

「序」において、J.ウェブスターが、ハイドン

の作品を美学的に検討できるのは近年の研究成

果によるという認識を持っていたことを述べた。

彼のハイドン研究におけるテーマは多分野に向

かっているので、論文「ハイドンの美学」(Webster, 

2005)だけで、彼の視点や今後の研究に対する展

望を述べることはできない。そのため、他の文献

にある見解については、「5.3 ハイドン研究の新

しい傾向」で改めて述べたい。 

ただ以下については指摘しておきたい。すなわ

ち、ハイドンの人柄と音楽の特質の関係について

の彼の考察は、フェーダーの「ヨーゼフ・ハイド

ンの人間と音楽」(Feder 1972)を基礎においてお

り、ハイドンの晩年に彼を訪れた伝記作家たちの

著述よりむしろハイドン自身の書簡や蔵書の分

析を通して、また（1982 年には未開拓だった）

当時のオーストリア音楽一般に関する研究成果、

あるいは当時の思想や周囲の人たちとの関係等、

現存する資料に基づく実証的な研究を進めた結

果、可能になってきたということである。 

 

4.3. M.ロウ  

「序」に記したように、ロウは 2009 年をハイ

ドン研究における過渡期と見なし、この数年間に

登場した新しい傾向の研究を列挙している。小論

ではそれを詳述する余裕はないが、以下に、近年

の研究における新しい傾向についての彼女の説

明を引用したい。 

「現代的なハイドン研究が 20 世紀中葉に開始

され、作品の真正性、年代記、諸資料に関して目

覚ましい成果を上げたのに対し、20 世紀の最後

の 10 年間は主として、美学、歴史記述、レトリ

ックとしての音楽理解が進展し、過渡期にあたる

この数年間では、ハイドンの生涯や音楽、そして

政治、美学、ジャンル、社会的文脈等々の諸環境

へと意識を向けた。こうしたことは一世代前には

ほとんど想像できなかった（Lowe 2010: 8）」。 

 

5．分析と考察 

5.1 ３人の指摘について 

「新しい傾向の認識」で挙げた 3 人のうち、ラ

ープの指摘は次のようにまとめることができる。

１）歴史的文脈への回帰。作品分析に関しては、

ベートーヴェンに規範を求める A.B.マルクス

Friedrich Heinrich Adolf Bernhard Marx 

(1795-1866)等による 19 世紀に確立したソナタ
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形式概念ではなく、ハイドンの同時代の音楽理論

家 H.C.コッホなどの著作からハイドン作品を分

析したり、同様に当時の音楽観に強く影響力を保

っていたレトリック（修辞学）的な音楽作品理解

を分析に用いたりする傾向が顕著になっている

こと。２）ハイドン作品では研究対象とされる作

品に従来同様の偏りがあり、周辺的な作品にも関

心を高めなくてはならないこと。３）1770 年代

中頃からの約 10 年間における、ハイドンのオペ

ラ作曲家としての重要性は D.バルタと L.ショム

フ ァ イ Laszlo Somfai, の 著 作 (Bartha and 

Somfai 1960)において指摘されていたが、その後、

校訂楽譜の刊行が、現代におけるオペラ上演と研

究に貢献していること。４）ハイドンの伝記研究

では、とりわけエステルハージ侯爵家時代に、未

知の部分が少なからず残されていること｡ 

ウェブスターは、従来から一貫して、ハイドン

の歴史的文脈における位置づけの見直しに向け

た研究を行ってきている。近年では 19 世紀の音

楽との関連やハイドンの生きた時代の音楽史の

見直しといった大局的視点からの主張もあり、こ

の点に関しては「5.3 ハイドン研究の新しい傾

向」で述べたい。 

ロウは、上記のラープ同様、近年におけるハイ

ドン研究に見られる変化を強調し、新しい傾向を

ラープ以上に詳細に列挙しているが、それらが

20 世紀中葉に始まる種々の資料研究のあとに実

現したことを指摘している点は重要である。この

点において、筆者の認識と軌を一にしている可能

性は高い。 

 

5.2 資料研究終結の意義 

 ハイドンの資料研究は、19世紀後半に始まり、

20 世紀中庸からはハイドン研究所とランドン陣

営が覇を競うように体系的な方法で楽譜や書簡

などを調査し、資料批判し、その結果としての刊

行を進めてきた。その結果、現存する資料に限れ

ば、作品の特徴などを検討する様式研究の素地は

ほぼ整えられたといえる状態になっている。 

 ただし、例えばモーツァルトのように自筆楽譜

が多数現存する作曲家と違って、ハイドンの場合、

生前の 2 度にわたる大火事の影響もあり、残存す

る自筆楽譜は少数に限られている。自筆楽譜が失

われた作品において、信頼できる楽譜を作成する

ためには、印刷楽譜や筆写楽譜を参照することに

なるが、その際、現代的な校訂楽譜作成の過程に

従うなら、それぞれの楽譜の成立過程を明らかに

して作曲家の関与の程度を知り、さらに楽譜の内

容（テキスト）の徹底した分析と比較を行わなけ

ればならない。さらに、校訂楽譜の刊行後にも新

たな資料が発掘される場合もあるので、校訂報告

において、あらゆる資料の相互関係を系図

Stammbaum によって説明し、新発見の資料の相

対的な位置づけをする際の準備をしておくこと

も必要となる。 

 そのようにして作成されたハイドンの校訂楽

譜の意義を確認できる象徴的な例として、弦楽四

重奏曲を挙げておこう。ハイドンの弦楽四重奏曲

は、彼の作品にあって例外的なことではあるが、

「全集」が作曲家の生前に出版されていた。かつ

ての作曲の弟子であった I.プレイエル Ignaz 

Josef Pleyel (1757-1831)が出版業に進出し、

1801 年に、ハイドンみずからが認定する「弦楽

四重奏曲全集」を出版したのだった。このときに

出版された楽譜は 19 世紀には、職業的弦楽四重

奏団が使用するなどして、ハイドン作品の普及に

活用された。しかし、20 世紀の資料研究を通し

て、このときの「全集」とされる 83 曲のうちに

は贋作や他のジャンルからの編曲が含まれてい

ることがわかった（Tyson and Landon 1964; 

Somfai 1965）。それ以前の資料、たとえばホーボ

ーケンの作品目録では、プレイエル版の 83 曲が

無批判的に登録されていたのである(Hoboken 

1957)。また、真作のテキストにおいても従来の

楽譜には不正確な点が少なからず含まれている

ことが明らかになった。 

これらの問題を解決した資料研究の結果は、ヨ

ーゼフ・ハイドン研究所発行のハイドン全集の楽

譜および校訂報告書で最も詳細に確認すること
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ができる。また成立史等、個々の作品にまつわる

重要な問題は全集の各巻の序文にまとめている。 

このようにして、作品の真正性、正確なテキス

ト、成立史が明らかになってようやく作品研究が

説得力を持ち得ることになった。 

また、ハイドンの全作品のうちでも生前に印刷

楽譜が出版されていたのは、交響曲や弦楽四重奏

曲など一部に限定されていたので、後世になって

その他の作品を演奏するためには、個々の演奏家

が各地の図書館や古文書保管所、教会や修道院等

で筆写楽譜を閲覧するしかなかった｡しかもこれ

らの楽譜は、上記の説明で明らかなように、校訂

作業を経ておらず、その作品の他の楽譜資料と比

較して相対的にどの程度信頼性が高く、正確であ

るかを判断することは困難だった。 

そうしてみれば、ランドンおよびその陣営の研

究者たちによる楽譜出版が、その不正確さ故に拙

速の批判を浴びることがあったとしてもても、広

くハイドン作品を校訂楽譜として刊行したこと

は演奏家や一般音楽愛好家にとって大いに価値

のあることであった。しかしヨーゼフ・ハイドン

研究所の校訂楽譜がほぼ完成に近づいたことで、

ハイドンの創作の全容が、今日可能な限り正確な

テキストによって知らされることになったこと

になる。 

 

5.3 ハイドン研究の新しい傾向 

ヨーゼフ・ハイドン研究所によるハイドン全集

が簡潔に近づいた今日、ハイドン研究がその成果

を礎にして、多角化、活性化することは当然のこ

とといえるだろう。先に述べたラープ、ウェブス

ター、ロウのうち、ヨーゼフ・ハイドン研究所の

学問的責任者であるラープが資料研究に関する

課題を詳述していたのはその立場から当然と見

なせる一方、より自由な立場の研究者であるウェ

ブスターとロウの場合には、資料に限定されない

研究の可能性をそれぞれに示唆している。 

さらに、今後期待される課題には、以下のよう

にハイドンの創作や評価に関わるより基本的な

認識をも含めることができるだろう。 

たとえば、ハイドンの様式変遷を語る場合、

1760 年代中頃から 1770 年代初頭にかけての時

期を「疾風怒濤 Sturm und Drang」の時代と呼

ぶことがあった。これはヴィゼワ(Wyzewa 1909)

がこの時期の短調作品の激烈な表現に関して、ハ

イドンの「ロマン的危機」を主張したことに端を

発したもので、20 世紀終盤までの文献では一般

的な時代区分であった。その後、この時代のハイ

ドンの創作が多角的に研究されてきたために、近

年ではこの時期の短調作品だけを抽出してひと

つの時代区分とすることを否定する傾向が強ま

っている。しかし、当時の声楽曲との関係等を視

野に入れた近年の研究からは、この時期の短調作

品の際だった表現力を認識しつつも、より適切な

歴史的文脈の中に位置づけようとする努力が続

いているように思える。 

そうした議論の中で、ウェブスターがこの時期

の短調作品である「告別」交響曲(1772)を取り上

げて分析し、この作品の構成がベートーヴェンの

「運命」交響曲の先駆けとなっていることを主張

した(Webster 1991; 179ff)。この研究の成果はま

だ十分に議論されたとはいえないかも知れない

が、この問題意識からは、ハイドンとその後の時

代との関係を見直す可能性が開けてくるかも知

れない。 

今後の研究への可能性を示唆する点で、より高

い一般性を帯びた主張がある。これもウェブスタ

ーによるもので、彼はハイドンの初期作品の見直

しが 18 世紀音楽史の把握の仕方そのものの見直

しに通じるとしている。すなわち、彼によれば、

音楽史における「バロック時代」を従来の 1750

年すなわち J.S.バッハ Johann Sebastian Bach

の死の年で終わらせるのでなく、1670 年頃から

1720 年頃までを「後期バロック」と改めて区分

し直し、1720 年頃から 1780 年頃までを「18 世

紀中期」、そして 1780 年頃から 1830 年頃までを

18 世紀の 3 つめの時期としている (Webster 

2004)。 
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このように、「ハイドン全集」の終結を間近に

控えた今日、これからのハイドン研究の課題を概

観するならば、伝記および様式研究の欠落部分の

多さが再確認できる一方で、作品理解のための文

脈が拡張されて多様な可能性が開かれているこ

とがわかる。また、ハイドンの様式変遷の再検討

を通して、続く時代の作曲家との関係や「古典派」

という音楽史上の区分に関わる根本的な検討の

可能性もが開かれてことを確認することができ

る。 

 

注 

(1) 小論に類似した視点は、ロウの論文(2010)から

も読み取ることができるように思える。 

(2) http://www.haydn-institut.de/index.html 、

http://www.haydn-institut.de/JHW/JHW_Reihen/jh

w_reihen.html.および http://www.haydn-institut.de/ 

Haydn-Studien/haydn-studien.html 2016 年 9 月

28 日閲覧。 

(3) この５巻は、書評を兼ねたある論文において、

単独の著作に限れば、これまでのポールによる３巻の

『ヨーゼフ・ハイドン』に代わって、ハイドンの生涯、

音楽、歴史的・文化的脈絡についての記述に関しては

当面の間、基準となる研究となるという評価がなされ

た(Webster 1982: 476)。年とともに修正の必要は増大

するが、基本的にこの認識は、今日なお一般的なもの

である。 
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On a recent change in the Haydn research 
 

Toyomi IIMORI＊1

Some Haydn scholars have pointed out an obvious change in Haydn research is seen toward the 

end of the 20th century.  

History of Haydn research began in the latter half of 19th century. After J.P. Larsen (1939), 

systematic research of the material - i.e. notes and various documents of Haydn and his 

contemporaries - all over the world was accelerated in the latter half of the 20th century. 

Consequently, most volumes of Gesamtausgabe (complete works), letters, and other documents were 

published by the end of the century. Based on these publications new trends of Haydn research began 

to appear, but end goal of these trends is still unclear. The author analyses these trends and points out 

some tendencies and possibilities in Haydn research. 
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１．はじめに 

 

 現代社会は、過去のあらゆる貴重なモノを価値

のある「文化遺産」として永久保存したいと願う

「博物館学的欲望」がますます深化し、その結果

社会のいたるところに「遺産」としての価値が見

出され、ありとあらゆるものが「文化遺産」とし

て扱われるようになるという、「遺産化の自動機

械」とでも呼びうるような現象が進みつつある時 

 
  

2016 年 9 月 26 日受理 

Memory in the “Socialist City”: From the Analyses of Socialist
Relics in Tychy, Poland 
*1 Sho SUGAWARA 
開智国際大学リベラルアーツ学部 

代であると言われる（荻野 2002a）(1)。それゆえ

現代社会では、つい 近まで「文化遺産」として

扱われるどころか、そもそもあえて保存する価値

すらないようなものとして扱われていたような

モノまでもが、一転して保存の対象となるような

現象も頻繁に見られるようになっている。炭鉱の

閉山以来長い間単なる「廃墟」として扱われてい

たにも関わらず、近年の「産業遺産」ブームに乗

る形で急速に価値のある「遺産」として人々の注

目をあつめるようになった長崎県端島炭鉱（通称

「軍艦島」）の事例などは、その典型的なもので

あろう（木村 2014）。 

 このような社会の「総文化遺産化」(2)とでも呼

びうるような状況の中、本稿が特にここで分析の

「社会主義の計画都市」の現在と過去の記憶 
－ポーランド、ティヒ市の調査から－ 

菅原 祥＊1 

本稿が検討するのは、ポスト社会主義の東欧諸国における社会主義の過去の「文化遺産化」、

すなわち社会主義時代の遺物が保存・展示の対象となる「文化遺産」として扱われるようになる

プロセスである。とりわけ本稿が着目するのは、そうした現象が地域のローカルなコミュニティ

の文脈でどのように起こっているのか、人々が自分たちの住む都市環境の中でこうした社会主義

の遺物をどのように扱っているのかという問題である。こうした問題を考察するため、本稿では

ポーランドの「社会主義都市」ティヒ市を事例として取り上げる。 

ノヴェ・ティヒ（「新しいティヒ」の意）の建設計画は 1950 年に、当時のポーランドにおける

「社会主義建設」の一環としてスタートした。1989 年の社会主義体制崩壊以降、ティヒはしばし

ば社会主義体制下におけるモダニズム的都市計画の失敗例として扱われてきた。しかし、2005 年

のティヒ市博物館のオープン以降、こうした状況は徐々に変わりつつある。人々は、自分たちの

都市の歴史やその建築物を、徐々に保存・記念・展示の対象として扱い始めたのである。 

上記のプロセスの分析を通じて、本稿が指摘するのは、こうした社会主義の遺物の「文化遺産

化」が直接起こるのではなく、むしろさまざまな「迂回路」や「言い訳」を通じて起こっている

ということである。あるときは人々は、伝統的で正統な「文化遺産」のカテゴリーをどんどん拡

大していく中で社会主義の遺物をも「文化遺産」として扱うのであり、また別のときには、社会

主義的な彫像を「脱イデオロギー化」することで、すなわちそれらの彫像に別の意味を与えるこ

とによって保存を可能にするのである。ここでは人々は逆説的にも、社会主義に直接言及しない

ことによって、社会主義の遺物を保存する実践を行っているのである。 

 
……………………………………………………… キーワード ……………………………………………………… 

ティヒ 文化遺産 記憶 ポーランド ポスト社会主義 
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対象としたいのは、東欧の旧社会主義諸国におい

て、過去の社会主義の記憶を伝えるモノが現在

人々によってどのようなものとしてまなざしを

向けられ、どのように取り扱われているのかとい

う問題である。これらの国々において、1989 年

に崩壊したかつての社会主義体制の記憶は、何よ

りもまず外国（ソ連）による自国の苛烈な支配の

記憶に他ならず、その意味で社会主義の記憶とは

すなわち忘れ去るべきものとして一方的にネガ

ティブな扱いを受けるのが通例であった。ところ

が、1989 年の東欧革命から既に四半世紀以上が

経過し、社会主義体制がますます「過去」のもの

となるにしたがって、逆に社会主義時代の記憶を

伝えるモノを何らかの形で「保存」しようという

動きも起きてきている。 

 現在のポスト社会主義の東欧諸国において、社

会主義の記憶を伝えるモノはどのように扱われ、

どのようなまなざしの対象となっているのか。そ

して何よりも、ローカルな地域コミュニティの文

脈において、こうした「社会主義の記憶」の問題

は地域の記憶やアイデンティティの問題とどの

ように交錯するのか。本稿ではこのような問題を

考えるため、ポーランドで社会主義時代に建設さ

れた「社会主義都市」のひとつ、ティヒ（Tychy）

を事例として分析を行ってみたい。 

 

２．問題の所在 

 

 1989 年、ポーランドをはじめとした東欧社会

主義諸国(3)でいわゆる「東欧革命」と呼ばれる一

連の政変が相次ぎ、結果これらの国々は続々と資

本主義陣営へと復帰した。このいわゆる「体制転

換」の激変を経験した国々において、経済・政治

体制の変化と並んで大きな課題となったのは、自

国の近・現代史の再解釈であった。資本主義やフ

ァシズムとの戦いを経た社会主義革命の 終的

勝利、という、それまでの数十年の間これらの

国々の公的言説を一貫して支配してきた「大きな

物語」が一夜にして無効となり、新たな形で自国

の近現代史を再定位する必要に迫られたのであ

る。 

 当時、ポーランドをはじめとしたこれらの国々

を支配していたのは、「ヨーロッパへの回帰」と

いう考え方、すなわち、それまで社会主義体制の

支配によって西ヨーロッパから切り離されてき

た「中央ヨーロッパ」が、再び「正常な」道筋へ

と戻ってきたのだ、という、一種ユートピア的な

空気であったといえる（Ray 2009）。他方で、40

年以上に及ぶ社会主義体制の歴史は、体制による

残虐な抑圧やそれに対する抵抗、あるいは社会主

義体制下での生活の不便さや物資の不足など、も

っぱらネガティブな形でのみ想起されるように

なった(4)。 

 その結果、これらの国々の公的空間からはかつ

ての社会主義体制の価値観を象徴するようなモ

ノが体系的に抹消されていくことになる。社会主

義時代に「マルクス通り」「レーニン通り」など

と呼ばれていた通りは、社会主義以前の自国の偉

人の名前などに置き換えられていった（Hałas 

2004）。多くの都市に建てられていたレーニンな

どの社会主義の指導者の像は、続々と撤去されて

いった。博物館のような公的な歴史・記憶の保

存・展示を担う施設においても、社会主義時代は

殆どの場合、抑圧と抵抗の歴史というネガティブ

な文脈の中で展示されるようになった。他方、社

会主義時代には「社会主義の勝利」を讃えるため

に博物館に保存・展示されていた「貴重なモノ」

は一転して「無価値なモノ」「まがいもの」さら

には「ごみ」として扱われるようにすらなった(5)。 

 もちろん、社会主義時代に由来する全てのモノ

が抹消されてしまったわけではない。共産党本部

など、社会主義時代に象徴的役割を担っていた建

物の多くは、体制転換後は別の形で再利用される

ようになり、やがて資本主義とグローバル化の波

が押し寄せた新たな都市環境の中に溶け込んで

いくことになった（Czepczyński [2008] 2016; 

2010）。また、社会主義時代に建設された建造物

や都市空間が何らかの形で「文化遺産」として取

り扱われるような傾向が、ポーランドでは特に

2000 年代以降急速に強まりつつある。例えばワ
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ルシャワ市の「文化科学宮殿」（2007 年に国の文

化遺産リストに登録）は、ソ連によるポーランド

支配の象徴として扱われ、解体案すら持ち上がっ

たものの、結局は「文化遺産」として保存される

ことが決まった（Omilanowska 2010）。クラク

フ市郊外の「社会主義都市」ノヴァ・フータ（2004

年に国の文化遺産リストに登録）のように、社会

主義時代に建設された都市空間全体が保存の対

象としてまなざされるような事例も存在する

（Salwiński i Sibila (red.) 2008）。 

 また、ある種のコマーシャリズムやツーリズム

と結びついた形で社会主義時代のモノが消費の

対象となることもある。例えば、上に挙げたクラ

クフ市の「社会主義都市」ノヴァ・フータ地区で

は、「クレイジー・ツアー」と銘打った外国人観

光客向けのツアーが存在する。「クレイジー」と

いう名前が銘打たれていることからも分かる通

り、このツアーの目的は、過去の社会主義時代を

面白おかしく、滑稽なものとして笑い飛ばし、ま

たそれを社会主義体制を知らない外国人向けの

エキゾチックな商品として「売る」ことである（菅

原 2013）。ベルリンに存在する「東ドイツ博物館」

では、東ドイツ時代の日常生活に関わるモノがふ

んだんに展示されており、それらは外国人観光客

にとってはエキゾチックでキッチュなものとし

て、また当時を覚えている世代にとってはノスタ

ルジックなものとして、消費されている。 

 以上見てきたとおり、「博物館学的欲望」がま

すます深化する現代においてすらなお、ポスト社

会主義の東欧における社会主義時代の「遺産化」

には、常に特有の複雑さがつきまとう。一方では

そもそも、社会主義時代の記憶はまず何よりもネ

ガティブなものとして表象されるべき、あるいは

完全に抹消されるべき「負の記憶」なのであり、

仮にそれが何らかの「ポジティブ」な形で思い出

されることがあるにしても、それは「自分たちの

青春時代を過度に美化しがちな老人」の退行的な

ノスタルジアとして一笑に付されるだけのもの

であったり、あるいはツーリズムの中で消費され

るエキゾチックでキッチュな「商品」として扱わ

れるだけのものでしかない場合が大半である。他

方では、近年のポーランドにおける事例が示すと

おり、社会主義時代に作られた一部の建造物が

「保存」すべきものとして扱われるような事例が

着実に増えつつある。これは一体何を意味してい

るのだろうか。M.チェプチンスキ（Czepczyński 

[2008] 2016; 2010）はヴィクター・ターナーの有

名な「リミナリティ」（過渡的状況）に関する議

論を援用して、社会主義時代のモノは 初、新し

い時代のイデオロギーに即さないものとして系

統的に排除あるいは「隔離」された後、新しい時

代にうまく適合できるようなものに関しては、新

しい利用法とコンテクストを付与された上で「移

行」のプロセスを経たのちに 終的に新しい都市

景観に「再統合」されていくことになると論じて

いる。この観点からすれば、社会主義時代の建造

物の「文化遺産化」の動きも、こうした「再統合」

の流れの一環、すなわち新たな「観光資源」を作

り出したいという新たな文脈のなかでこれら過

去の建造物が新たな意味合いを与えられた結果

であると言うことができる。だが、本稿がここで

さらに一歩踏み込んで考察してみたいのは、とり

わけ地元のローカルなコミュニティにとって、社

会主義時代のモノの「再統合」とは具体的に何を

意味しているのかという問題である。それは、単

にグローバル化したツーリズムの要求に応えて

新たな観光資源を作り出すという実利的な行為

に過ぎないのだろうか。それとも、ローカルなコ

ミュニティの微視的なコミュニケーションや想

像力のレベルをよりつぶさに見ていくことによ

って、そうした実利的な動機とは全く別の、何ら

かの意味が見いだせるのだろうか。 

 他方、文化人類学や文化研究の領域においては、

社会主義時代の過去の記憶をより現在において

生産的な力を持ったものとして再評価するよう

な流れが存在している（Boym 2001; Berdahl 

2010）。旧東ドイツにおける「オスタルギー」（東

ドイツへのノスタルジア）現象を調査した D.ベ

ルダールの言葉を借りれば、こうした資本主義の

「他者」としての社会主義の記憶は、現在のグロ
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ーバル資本主義の世界秩序に対する一種の「批評」

の可能性を提供していると解釈することもでき

る（Berdahl 2010: 132）。だがここでもさらに一

歩進んで考えるべきなのは、そうした社会主義の

記憶の生産的側面が、実際の都市空間やそこに住

む地域コミュニティの人々の日々の生活の中で

どのように現れ、語られ、利用されているのかと

いう点であろう。例えばポーランドのノヴァ・フ

ータ地区をフィールドとして調査を行ったポズ

ニャク（Pozniak 2014）は、ノヴァ・フータ住民

の「私は社会主義が良かったと言いたいわけでは

ないが、しかし…」という枕詞を伴った慎重な語

り口の中に、現状の政治経済秩序に明白に異議申

し立てをするわけではないものの、それを少しず

つ変えていくような人々の実践の可能性を見出

している。 

 本稿もまた、上記のような試みの延長線上に自

らを位置づけるものであるが、その際、本稿が特

に着目するのは、「はじめに」で述べたとおり、

都市景観や建築物、モニュメント、さらには博物

館の展示など、具体的なモノとのかかわりのなか

で人々に想起され、語られるような記憶のあり方

である。ポスト社会主義の変化の中で新たな都市

空間の中に徐々に「再統合」されていった過去の

モノたちは、それでも現在とは異質な過去の「痕

跡」を確実にとどめており、それは何らかの形で

現在の都市空間を生きる人々に影響を与え続け

ている。こうした観点から社会主義の記憶を考え

る場合、ポーランドのティヒ市はうってつけの調

査対象である。なぜなら、後に詳しく述べるよう

に、ティヒはその都市空間のほぼ全てが社会主義

時代に計画・建設された、代表的な「社会主義都

市」のひとつだからである。また加えて、ティヒ

は比較的小規模な都市であるため、ナショナルな

スケールにおける文化遺産保存の議論の対象と

なりやすい首都ワルシャワなどの事例と比べて、

社会主義時代のモノがコミュニティの微細な実

践にとって有する意味が、よりローカルなスケー

ルにおいて観察できるはずである(6)。 

 このような観点から、以下ではティヒに関する

文献資料、および筆者が 2016 年 2 月〜3 月にテ

ィヒ住民（とりわけティヒ市博物館の関係者）に

対して行ったインタビュー調査に依拠しつつ、ポ

スト社会主義における「社会主義都市」のありよ

うと、そこにおける社会主義時代の「遺物」が人々

にとって持つ意味を考えてみたい。 

  

３．ティヒ小史 

 

 ポーランド南部シロンスク県の都市ティヒは、

クラクフ市のノヴァ・フータ地区などと並んで、

ポーランドの戦後の大規模な復興・工業化および

「社会主義建設」のプロジェクトの一環として計

画・建設された、代表的な「社会主義都市」のひ

とつである(7)。 

 ティヒが位置する上シロンスク地方は、19 世

紀以来炭鉱地帯として発展を遂げた地域であり、

カトヴィツェ市を中心とした国内 大の工業地

帯「上シロンスク工業地帯（Górnośląski Okręg 

Przemysłowy（GOP））を形成している。戦後、

荒廃した経済の復興と都市計画の一環として、過

密した GOP 中心部から住宅と都市機能の一部を

郊外に新たに建設した衛星都市に分散させると

いう「GOP 分散計画」がスタートした。ティヒ

がその衛星都市建設に も適した候補地として

挙げられ、1950 年には正式にティヒの新都市建

設が決定された。 

 上記のような経済的動機に加え、ティヒ建設に

は大きなイデオロギー的要因も絡んでいた。当時

ポーランドは、「スターリニズム」と呼ばれる強

い政治的・イデオロギー的統制の時代であり、「6

ヵ年計画」（1950〜55）などの大規模近代化・工

業化プロジェクトによって「社会主義建設」を成

し遂げることが使命とされていた。クラクフ市郊

外のノヴァ・フータはまさにこうした「社会主義

建設」の一環として計画・建設が始まった「ポー

ランドの 初の社会主義都市」だったのであり、

ティヒはノヴァ・フータに続く第 2 の「社会主義

都市」であった。とりわけ、 初期に建設された

「A 団地」にはスターリニズム期に支配的だった
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「社会主義リアリズム」の影響が強く、「内容は

社会主義的に、形式は民族的に」という当時の社

会主義リアリズム建築のスローガンに則ったモ

ニュメント的・古典主義的な装飾が多く見られる

（Lipok-Wierwiaczonek 2009）(8)。 

 また、ティヒはしばしば「ゼロから作られた町」

であると言われるが、実はこの地およびその周辺

には新都市建設以前から小規模な町および村落

が存在しており、約 1 万人ほどの人々が暮らして

いた。この古くからある市街地（スタレ・ティヒ

Stare Tychy、旧ティヒの意）に対して、新しく

建設された都市部はノヴェ・ティヒ（Nowe Tychy、

新ティヒの意）としばしば呼ばれる。新都市建設

に際して、元から存在した農地および住居の一部

は国によって強制的に接収・破壊された。これは

元からこの地に暮らしてきた住民にとっては大

変な苦痛を伴うものであり、それによる旧住民と

新住民の間の感情的溝は近年に至るまで存在し

ているとされる（Lipok-Bierwiaczonek 1993; 

Szczepański 1996; Ociepa 2011）(9)。 

 ノヴェ・ティヒの初期の建設計画と 初の団地

（A 団地）の設計を担ったのはシロンスク工科大

学教授のタデウシュ・テオドロヴィチ＝トドロフ

スキだったが、その後行われたコンクールの結果、

ノヴェ・ティヒ全体の都市計画の設計を任される

ことになったのは、ワルシャワ工科大学のカジミ

ェシュ・ヴェイヘルトとハンナ・アダムチェフス

カ（後にヴェイヘルトと結婚してハンナ・アダム

チェフスカ＝ヴェイヘルトを名乗る）が主導する

建築家のチームであった。ヴェイヘルト夫妻率い

る建築家チームは、その後のティヒ建設計画を一

手に担うことになっていく。ノヴェ・ティヒの各

地区は A、B、C などのアルファベット順の名前

が付けられた「団地」（osiedle）(10)ごとに設計・

建築が進められ、1980 年代末まで全体計画に沿

った建設が続けられた。1970 年代にティヒ近郊

で「ピアスト」炭鉱やフィアットの自動車工場が

操業を開始したことも、ティヒにおけるさらなる

住宅建設を後押しする要因となった。近年のティ

ヒ市の人口は、約 13 万人程度で推移している

（anon. 2015）。 

 以上見てきたとおり、現在のティヒの都市環境

の圧倒的大部分が社会主義体制下で設計・建設さ

れたものであり、しかもそれは当時のポーランド

において社会主義体制下における都市計画・都市

建設のいわば代表的事例として扱われてきた。で

は、それら社会主義体制を象徴するような建造物

および都市環境は、社会主義体制崩壊後にはどの

ように扱われるようになったのだろうか。次章で

検討してみよう。 

 

４．体制転換後のティヒと「団地」へのまなざし 

 

 ティヒの都市環境に対する批判的言説が登場

するようになるのは、1980 年代末の体制転換直

前から 1990 年代の体制転換直後にかけてである。

この頃以降、それまでの社会主義体制のイデオロ

ギーの元で一方的に賞賛されてきたティヒの都

市環境の不備や欠点に新たな批判的まなざしが

向けられるようになる。またこの批判は、ティヒ

のみならず当時のポーランド全体の都市景観―

―灰色の無個性なアパート群が立ち並ぶ人間味

のない都市景観――に対する批判という文脈に

含まれるものであった（Jałowiecki 1991）。 

 この頃のティヒの都市環境・都市計画に対する

批判として代表的なものは、社会学者 M. S. シチ

ェパンスキによるもの（Szczepański 1991）であ

ろう。シチェパンスキは、ティヒの設計者ヴェイ

ヘルト夫妻と、彼らが都市計画を作成するにあた

って恐らく依拠したであろう当時のモダニズム

建築のイデオロギーを厳しく批判しながら、ティ

ヒの都市環境を「モダニズム運動の失敗の証拠」

（Szczepański 1991: 37）とまで言い切っている。

シチェパンスキがとりわけ批判するのは、モダニ

ズム建築の思想に基づいた職住分離型の集合住

宅における住民の間の社会的絆や自立的なコミ

ュニティの希薄さであった。本書が出版された体

制転換直後の 1990 年代前半は、ポーランド全体

で共産主義運動に由来する通りの名の変更や共

産主義の指導者の像の撤去が進むなど、ポーラン
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ド全体で「脱共産主義化」の動きが推し進められ

た時期であることを考えれば、こうしたかつての

社会主義時代の都市計画に対する厳しい批判が

この時期に巻き起こったのは、ある意味で当然と

言えよう。 

 こうした状況が徐々に変わりはじめたのは、

2005 年に「ティヒ市博物館」がオープンして以

降のことである。ティヒ市博物館は、カトヴィツ

ェ市のシロンスク博物館でのティヒに関する展

示などをきっかけとして 1990 年代なかばから構

想が進められ、ティヒ市への請願書の提出やそれ

を受けたティヒ市の決議などを経て設立された

も の で あ る （ Lipok-Bierwiaczonek i Kucz- 

Pieczka 2010）。だが、当然のことながら、この

博物館の主要な目的は 1950 年以降の、すなわち

社会主義時代のティヒの歴史・文化財の展示・保

存だけではなく、むしろ社会主義到来以前のこの

地の歴史や伝統に強調点が置かれていた。ティヒ

市博物館の立ち上げに関わった X（60 代、女性）

が筆者とのインタビューの中で 初にこの博物

館の意義として強調したのも、やはりこの社会主

義到来以前の伝統のほうである。これには当然、

社会主義以前の歴史が「価値のないもの」として

否定されてきたそれまでの社会主義体制下の言

説や教育に対する反動という要因もあった。 

 

 あの時代〔社会主義時代〕には、（……）

ティヒについて絶え間なく〔地元の新聞に〕

書かれたり話されたりしていたものでした。

つまり、ノヴェ・ティヒ建設がいかに素晴ら

しい事業かとか、社会主義都市だとか。それ

から私の通っていた学校でも自分たちの町

について教わる時は、何よりもまずそれが

「新しい都市」だとか、建設中なんだとか、

新しい建物だとか、素晴らしい〔都市に〕な

るだろうとか、そういうことで、それが一番

大事なことでした。いっぽう、「スタレ・テ

ィヒの歴史」とか、「公爵か何かがいた」〔か

つてティヒ周辺を治めていたプシチナ公爵

のこと〕なんて話は、人民ポーランド時代、

社会主義時代には――だって、その公爵って

いうのは――ドイツ系の公爵ですから！（…

…）あの時代には「ドイツ系のもの」という

のは――不愉快〔なテーマ〕だったんです。

不愉快な歴史の一部分だったんです。他にも

例えば、文献にティヒが 初に登場するのは

いつかとか、どれだけティヒが古いかとか、

どんな歴史があるかとかは〔教わりませんで

した〕。（……） 

 博物館が設立されると、ティヒ出身の家系

の家族の子孫たちが通ってくるようになっ

たんです。彼らは自分たちの母親、祖母、祖

父などが民族衣装を着た姿〔の写真〕を見て、

心を揺さぶられたり、喜んだり、時には目に

涙を浮かべて泣いたりしていました。彼らは

古いティヒの歴史を物語ることを始めた場

所があるということに感激していたんです。 

 

 これらの発言からは、体制転換後のティヒにお

いて、それまで社会主義体制下の公的言説におい

て「記憶する価値のないもの」として抑圧されて

きたような記憶を保存・展示すべきであるとする

まなざし――荻野に倣ってそれを「博物館学的欲

望」と読んでもよかろう――が突如として生まれ

てきたということが読み取れる。しかしここで興

味深いのは、そのようにして一度発動した博物館

学的欲望が、やがて当初それが対象としていた記

憶、すなわち、社会主義以前の「古い」ティヒの

記憶という枠内から超え出て、より新しい記憶を

もその対象としはじめるということである。これ

について X は次のように言っている。 

 

 私達が博物館をオープンした時、この博物

館は言わば古いティヒ人、つまりティヒの地

元の家系出身の人と、ティヒにやって来た

人々との「統合の場」になったんです。そし

ていつも私にとって重要だったのは、この博

物館が古いティヒ人の歴史も、新しい人達の

歴史も両方見せるということ、どちらの人々

にも開かれているということでした。（……） 
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 まだ、博物館が設立される前のことですが、

わたしは何度も人々が、ティヒには何も面白

いものはないだとか、ティヒは新しい町で歴

史がないだとか、文化遺産のない町だとか言

うのを聞きました。そういう時わたしはもの

すごく腹がたちました。（……）それに、テ

ィヒの古い部分にも歴史はありますが、新し

い都市にだって歴史はあるんです！だって、

建設が始まって 60 年なのですから、それだ

って歴史です。 

 

 このように、ティヒで生まれた「博物館学的欲

望」は、当初必ずしも社会主義時代の記憶・遺物

をその第一の保存対象とはしていなかったにも

関わらず、より「古い」、より「真正な」保存対

象をいわば迂回路として利用することで、社会主

義時代の、（当時の多くの人々にとって）「保存す

る価値のない」ものとされたような記憶・遺物を

もその射程に含みこむことになっていく。ティヒ

の社会主義時代の遺物の中でも、とりわけ歴史

的・学術的価値が高い（従って保存の優先度が高

い）とされたのは、ノヴェ・ティヒの中でも 初

に建設された地区である「A 団地」、別名「アン

ナ団地」（現在では市の文化遺産リストに登録さ

れている）であった（写真 1）。 

 A 団地は、ティヒの団地群の中でも唯一 1950

年代初頭の「社会主義リアリズム」の建築様式や

彫刻作品をふんだんに残す特徴的な団地であり、

歴史的に見ても美術史・建築史的に見ても大変興

味深い地区である。ところが、社会主義体制末期

から体制転換直後にかけて、住民の間でのこの団

地のイメージは芳しくなかった。例えば、先に紹

介したシチェパンスキの調査においても、A 団地

は住民の間で「良くない」地区、「危険な」地区、

「醜い」地区などのイメージを持たれているとい

うことが述べられている（Szczepański 1991: 

118; 173）。また、この A 団地に対するネガティ

ブなイメージには、かつての社会主義リアリズム

様式に対するイデオロギー的な嫌悪感も強く寄

与していると考えられる。 

 

 1990 年代には、いや、それよりもっと前、

まだ社会主義時代の 1989 年以前から既に、

ポーランドでは社会主義リアリズムは何か

恥ずべきもの、芸術であっても非−芸術のよ

うなもの、あまりよろしくないものとして扱

われていたんです（……）。ティヒでは、社

会主義リアリズム様式の A 団地があって、

あの時代の面白い建築物や彫刻があるんだ

なんてことを誇りに思う人は、誰もいません

でした。 

 

 さて、ティヒにおける A 団地への注目が高まり、

「文化遺産」としてのまなざしを向けられるよう

になったのは、2009 年ごろからティヒ市博物館

において A 団地を特集した展示や書籍出版、A 団

地の建築を見学する遠足などの企画がオーガナ

イズされたことによることが大きい。このような

展示・企画が行われるようになった経緯を、X は

以下のように説明している。 

 

 社会主義リアリズムは悪い芸術と思われ

ていたので、A 団地もあれらの彫刻もそうい

う悪い芸術として扱われていました。それか

ら少しだけ、（……）自分たちの町にああい

うものがこんなにたくさんあるという恥の

意識もありました。そこでついに私が文句を

言ったんです。というのも、A 団地に断熱化

工事をやるということになって（……）、建

物を新しく改修するということになったん

です。で、何が判明したと思います？あのい

ろいろな彫刻〔A 団地のアパートの住民用の

入り口の扉の上にはめ込まれている、動物を

象ったさまざまなレリーフのこと〕が消えて

しまうというんです！私はものすごく腹が

たちました。それで博物館で A 団地に関す

る展示を行い、本を出版したんです。（……）

私は〔社会主義リアリズムが〕ヨーロッパ芸

術の 高水準だと主張するつもりはありま

せん。でも、それでも、芸術かどうかと聞か



26 開智国際大学紀要 第 16 号（2017）
 

れたら？――やっぱり芸術です。（……）

初のころは私に対して、私がティヒ市の評判

を落としていると、社会主義リアリズムにつ

いて話すなんて市が悪く見られる、と言われ

たんです。だから 初の頃は私のこともあま

り好意的に扱ってはもらえませんでした。で

も私は目的を達しました。だって A 団地は

確かに古い団地だとか、もう 60 年も経って

いるんだとか、文化遺産登録すべきだとか、

改修工事はあの彫刻をそのままの状態で保

つような形で行わないといけないとか、言わ

れるようになったんです。今ではもう、〔A

団地の〕芸術的、あるいは歴史的‐芸術的価

値に関する自覚が〔ティヒ市民の間に〕ちゃ

んとあるんです。あれら全て、A 団地の全て、

その都市計画的な構造と建築と、それからあ

れらの彫刻作品、それら全てを全体として保

全する必要があるという意識がしっかりと

存在しているんです。 

 

 X のこの発言には、それまで「価値のないモノ」

「保存する必要のないモノ」とされてきた過去の

遺物が、いかにして「博物館学的欲望」の対象と

なるかという経路が鮮明に表現されている。そこ

では「悪い芸術」「恥ずかしいもの」とされてき

た「社会主義リアリズム」が一転して「それでも

やはり芸術である」という、より広く普遍的なカ

テゴリーへと訴えかける事によってポジティブ

な価値を獲得するさまが読み取れる。 

 A 団地に関する活動の成功を受けて、現在の X

の関心はさらに次の「保存対象」へと向かってい

る。現在 X が問題視しているのは、既に「文化遺

産」としてのステータスを獲得した A 団地ではな

く、それ以降に建設された、いわゆるモダニズム

様式の団地群である。 

 

 現在問題になっているのは別のこと、つま

りモダニズム様式の建築（……）のことです。

人々は口を開けば「あー、アパートね、アパ

ートね」と、悪い意味で、ネガティブな意味
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合いで、どうでもいいようなものとして話し

ます。そりゃ、確かに も偉大な建築である

とはいえないかもしれません。でも私が確信

しているのは、これらのモダニズム建築もま

たその美点に気づいたり美点を見つけたり

することができるものであるということで

す。 

 

 こうして、一度発動した「博物館学的欲望」は、

その射程範囲をどんどん拡大していく。そこでは、

かつてシチェパンスキにあれほど手厳しく批判

されたモダニズム建築の団地群までもが、ついに

は保存の対象としてのまなざしを向けられるま

でになるのである。 

 

５．「社会主義のモニュメント」をめぐって： 

女性労働英雄像と「キリン」 

 

 ティヒには、社会主義のイデオロギー・理念を

表現するような特徴的な彫像・モニュメントがい

くつか現存する。中でも A 団地には、当時の社会

主義リアリズム様式に則った「レンガ積み女工の

労働英雄像」（A 団地の入口に立っている）およ

び「炭鉱夫像」「製鉄夫像」（かつての「文化会館」

の裏手に立っている）などの特徴的な彫像が複数

存在している。ここでは、その中でも も目立ち、

もよく知られている像、「レンガ積み女工の労

働英雄像」以下、女性労働英雄像と表記）を事例

として、これらの立像が地元コミュニティでどの

ように扱われているのか検討してみよう（写真 2）。 

 われわれ日本人のような「部外者」がこの女性

労働英雄像を目にしてまず疑問に思うのは、他の

都市ではレーニン像などが有無を言わさず撤去

されているのに、なぜこの女性労働英雄像は撤去

されずに「保存」されているのかということであ

る。この疑問を私がインタビューの中でぶつけた

時、多くの人々が異口同音に述べた理由は、あの

像は確かに「働く女性」の像ではあるが、「働く

女性」というだけではイデオロギー的な意味はあ

まり強くないから、別にレーニンやマルクスなど、



28 開智国際大学紀要 第 16 号（2017）
 

ソ連の指導者の像というわけではないから、とい

うものであった。次に引用するのはティヒ市博物

館のキュレーターの一人、Y（30 代、女性）がこ

の質問に答えたときのものだが、彼女は上記の説

明に加え、さらに興味深い論点を提示している。 

 

 結局のところレンガ積み女工というのは

いかなる意味においても（……）そりゃもち

ろん、労働する女性の像ではありますけれど

も、でもプストロフスキ〔スターリニズム期

のポーランドの有名な労働英雄〕の像という

わけではないですし、そういう強く政治と結

びついた人物の像ではないですから。つまり、

それはもちろん 1990 年代にはああいう彫刻

の多くは撤去されたり、破壊されたりしまし

た。でも今は――。だって今は建築学的にも

非常に高く評価されていますから。だからあ

のレンガ積み女工の像を撤去しようなどと

いう議論はこれっぽっちも存在しません。

（……） 

 一部の人々は、あのレンガ積み女工の像を

ハンナ・アダムチェフスカ＝ヴェイヘルトの

像だと間違って理解しているんです。でもそ

れはありえないんです。だってあの像が建っ

たのは、ヴェイヘルト夫妻がティヒにやって

来る前のことですから。でもティヒの多くの

人はあの像をハンナ・アダムチェフスカ＝ヴ

ェイヘルトだと解釈しています。さらには、

注目してほしいんですが、（……）彼女は教

会の方を向いて立っているんです。つまりこ

れはちょっと馬鹿馬鹿しいんですが、という

のも教会が建てられたのはもう〔体制転換後

のことですから〕。だって〔ティヒは〕教会

のない町として計画されたんです。（……）

だから現在、あのレンガ積み女工が教会の方

を見ているという状況になっているのは面

白いですね。 

 

 ここで興味深いのは、この女性労働英雄像が持

つイデオロギー的な負荷が、このように地元の
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人々の集合的想像力の中で和らげられ、別の意味

を持ったものに変換させられているという様子

である。かつて社会主義建設のイデオロギーを象

徴していたはずの女性労働英雄像は、「政治家の

像ではないから」「ソ連の指導者の像ではないか

ら」としてその存在を許容され、さらにはいつの

間にかハンナ・アダムチェフスカ＝ヴェイヘルト

の像、すなわち、ティヒの多くの市民がティヒの

「生みの親」として親しみを持ちやすい存在の像

としてその意味をすり替えられてしまう。それだ

けではなく、ポーランドのカトリシズム（社会主

義体制下のポーランドにおいてカトリック教会

は社会主義体制と敵対する勢力であり、反体制運

動の精神的支柱であった）と結び付けられること

で、そのイデオロギー的意味を 180 度逆転させら

れているのである。 

 同様の「中和化」のプロセスは、ティヒにおけ

るもう一つの社会主義的モニュメント、通称「キ

リン」の場合にも見られる（写真 3）。「D 団地」

に存在するこのモニュメントは 1970 年代に建設

され、当時は「戦いと労働」という名前が付けら

れていた。X によれば、この「戦いと労働」に関

しては体制転換後に撤去の計画が存在したとい

う。ところが、結局モニュメントは破壊されずに

残り、「戦いと労働」というイデオロギー的な名

称が消え、かわりにモニュメントは、その形状が

長い首と短い足を持ったキリンを思わせること

から、ティヒ市民の間で広く「キリン」と呼ばれ

るようになった（Oczko 2015: 108-119）。ここで

もやはり、モニュメントが本来持っていたイデオ

ロギー的な負荷が、住民の集合的想像力による

「名付け」の実践によって中和され、それによっ

て新しい時代の都市環境に受け入れられていっ

たさまが読み取れる。 

 

６．さいごに 

 

 本稿は、ポーランドのティヒという一都市の、

さらにそのごく一部の都市環境を事例として論

じたものにすぎない。しかしながら、本稿の事例

からは「はじめに」で概観したような現在の東欧

における社会主義の遺産化について、いくつか重

要な知見を付け加えることが可能である。 

 第一に、社会主義の過去が保存・展示の対象と

なるとき、それはしばしばより古く「真正な」過

去へと向けられた「博物館学的欲望」がその対象

をどんどん拡大していくプロセスの中で、普遍的

な「文化遺産」カテゴリーにこれら社会主義の遺

物が包摂される形で起こる場合があるというこ

とである。これは、社会主義の遺産化が、社会主

義時代に対する直接的な「ノスタルジア」とは全

く別の経路で起こっているということを示唆し

ている。 

 第二に指摘したいのは、社会主義の遺物が保存

の対象となる時、それが本来有していたイデオロ

ギー的意味は人々の日常的想像力によってしば

しば中和、あるいは変換させられ、全く別の意味

を持ったものとして新たな都市環境、新たなイデ

オロギー的文脈の中に「再統合」されることがあ

るということである。 

 こうして、ティヒの事例からはある逆説的な現

象を見て取ることができる。すなわち、ここでは

人々は社会主義について明白な形で、あるいは真

正面から、「言及しない」ことによって、逆説的

にも社会主義の過去の遺物を「保存」する実践を

行っているのである。ティヒにおいて社会主義の

過去の遺物が保存される時、そこでは必ず何らか

の「迂回路」、あるいは「言い訳」が用意され、

社会主義の遺物は「社会主義の遺物」としてでは

なく、より広い文脈、あるいはより「適切な」文

脈の中に再定位されて保存されることになる。こ

のことは一体何を意味しているのだろうか？ 

 この疑問について今ここで確定的な答えを出

すことは本稿の手に余る課題であり、従って今後

のさらなる調査・研究の課題としたいが、さしあ

たってここではむすびにかえて仮説的な示唆を

しておこう。ここで重要なのは、ティヒの人々が、

これら様々な「言い訳」や「迂回路」にも関わら

ず（というよりそれを「利用」して）、 後には

何らかの形で社会主義の遺物を「保存すべきもの」
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として「保存した」という事実であり、またそれ

によってこれら社会主義の遺物に対して新しい

まなざしを向けるようになった、という事実であ

る。この事実は、過去の社会主義体制に対しても

っぱらネガティブなイメージが支配している現

在のポーランドの公的言説のなかにあって、大き

な意味を持っている。なぜなら、このようにして

生まれた新しいまなざしは、社会主義の過去に対

する新たな視点の萌芽を産み、そしてそのように

して生まれた新たなまなざしは、現在のポスト社

会主義のポーランド社会に対しても新たな批評

的まなざしの萌芽を生み出していくはずだから

である。そうした新たなまなざしの「意味」が具

体的にどのようなもので、具体的に地元の地域コ

ミュニティの想像力の中でどのような働きをし

ているのかという問題については、今後の課題と

したい。 

 

 
注 

 
（1）荻野（2002a）によれば、博物館学的欲望とは「他

者の生産物を所有したいという欲望」のことであ

り、そもそもは西欧ブルジョワジーが王侯貴族や

非西欧地域といった「他者」の所有物に抱いた欲

望である（荻野 2002a: 6-11）。それはすなわち、

西欧の植民地主義を背景として、欲望の主体が自

らとは異質な他者の世界を「文化」として位置づ

け序列化していく欲望に他ならず、その意味で文

化遺産や博物館制度は国民国家のアイデンティ

ティと深く結びついたものである（木村 2014）。
ただし、博物館学的欲望がより深く広く浸透し、

モノの文化遺産化に伴う「世界の二重化」を誰も

が経験するようになった現在、状況はより複雑に

なってきている。というのも、かつては一方的に

欲望を向けられる存在に過ぎなかった「他者」自

身がこの欲望を内面化することで、今や「誰もが

『原住民』であると同時に、文化人類学者もしく

は博物館学芸員」であるという状況、「同一の存

在が、欲望の主体であると同時にその対象＝他者

でもあるような事態」（荻野 2002a: 14）が一般的

になりつつあるからである。さらには、グローバ

ルなレベルでの後期資本主義の進展の中、文化遺

産は近年それ自体がますます「消費」の対象とな

る「商品」として、すなわち「観光資源」として

注目を浴びつつあり、国家や地元住民といった文

化遺産を取り巻くアクターもまたそうした流れ

に否応なしに巻き込まれつつある（木村 2014: 
26-30; 荻野 2002b: 267-277）。本稿の議論もまた

上記のような現状認識を前提としている。 

（2）「文化遺産」という言葉は、第一義的には国際機

関や国・自治体などによって公的に保存の対象と

されたものを指すのが通例だが、本稿でこの語を

使って何らかのモノを指す場合、必ずしもそうし

た公的な制度によって「文化遺産」として認定さ

れたものを指すとは限らないということをお断

りしておく。なぜなら、本稿はあるモノを「文化

遺産」として認定・保存する公的な制度の分析を

主眼とするものではなく、むしろそうした制度的

保存に至るまでの人々による様々な実践のプロ

セスこそを分析対象とするからである。 

（3）以下、かつて社会主義圏だった旧東欧諸国を便宜

上ひとまとめにして論じる記述が続くが、以下の

記述は、主に筆者の専門であるポーランドを念頭

に置いた記述であり、必要な場合には適宜他の国

の事例にも触れるが、筆者がここで論じているよ

うな傾向がこれらの国々のどこででも、同じよう

にあてはまるわけではないということには常に

留意していただきたい。 
（4）Kinga Pozniak は、ポーランドにおいて社会主義

が想起され、語られる時のこうした典型的なパタ

ーンを「抑圧」「抵抗」「非効率性」という「3 つ

のキーワード」としてまとめている（Pozniak 
2014）。 

（5）G. Cristea と S. Radu-Bucurenci の「ルーマニ

ア農民博物館」についての分析を参照（Cristea 
and Radu-Bucurenci 2008）。 

（6）ここでの「スケール」という用語の使い方は、木

村（2014）に倣ったものである。木村は文化遺産

という現象をとりまく社会的な「器」として、ナ

ショナル・スケール、グローバル・スケール、そ

してローカル・スケールという3つの「スケール」

を挙げて分析を行っている（木村 2014: 24-30） 
（7）以下、ティヒの都市建設の歴史についての記述は

特に断りのない限り 1996 年出版のティヒ市史

（Szczepański (red.) 1996）の都市計画・建築に

関する章（Kruszewski i Niemczyk 1996）に従

う。 
（8）ポーランドにおいて「社会主義リアリズム」が支

配的だったのはいわゆる「スターリニズム」の時

期、すなわち 1949 年〜55 年頃のごく短い期間に

限られる。そのため、建築の分野においてもこの

時期以降は社会主義リアリズムは放棄され、かわ

りにモダニズム様式の建築が主流となる。さらに

技術面においても、建築コストや労働力削減のた

め、それまでの伝統的なレンガ積み工法に代わっ

て 1950 年代後半から徐々にプレハブ工法（ポー

ランドでは一般に「大パネル工法」wielka płyta
と呼ばれる）が導入されるようになる。ティヒに

おけるプレハブ工法導入の経緯については

（Adamczewska-Wejchert i Wejchert 1995: roz. 
VII 9-24）を参照。 

（9）加えて、ティヒを含むシロンスク地方は、独自の

言語（シロンスク語。ポーランド語の方言として

扱われることもある）を持つなど文化的にポーラ

ンドの他の地域とはかなり異なる特色を持つ地

方である。このこともまた、地元のティヒ出身者

とポーランドの他の地域からやって来た新規居

住者との間に一定の距離を生む原因になってい

た（Szczepański 1996）。 
（10）この osiedle（オシェドレ）とは主に複数の集合
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住宅から成る、一定の範囲内を占める住区を指す

時に用いられるポーランド語である。本稿では以

下この osiedle という語は便宜上全て「団地」と

訳す。なお、団地を構成する個々の高層住宅のこ

とをポーランドでは blok（ブロク）ないしは

blokowisko（ブロコヴィスコ）と呼ぶが、こちら

は本稿では便宜上「アパート」と訳す。 
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KAICHI INTERNATIONAL UNIVERSITY Bulletin No.16 

Memory in the “Socialist City”: 

From the Analyses of Socialist Relics in Tychy, Poland 

 

Sho SUGAWARA＊1

This paper addresses the complexity of the process of “heritagization” of the socialist past in 
the Eastern European post-socialist societies; i.e., the process in which the relics from former 
socialist periods become “cultural heritages,” the objects of preservation and exhibition. 
Moreover, it examines this problem, especially in the context of local communities, considering 
how people treat the relics of socialist regime in their own urban environment. To do so, this 
paper takes up the case of a former Polish “socialist city,” Tychy. 

   The project of construction of the Nowe Tychy (New Tychy) started in 1950 as one for 
creating a new urban environment and society in the new socialist era. Since the collapse of the 
socialist regime in Poland in 1989, Tychy has sometimes been treated as a model for the 
“failure” of modernist urban planning in the socialist period. However, since the opening of the 
City Museum in Tychy (2005), a new perspective on the city is emerging: people are gradually 
beginning to see the history of their city and its architecture as objects of preservation, 
commemoration, and exhibition. 

   In analyzing this process, this paper argues that “heritagization” of the relics of former 
socialist period does not occur directly, but through “detours” or by offering “excuses.” Here, 
people sometimes begin to treat socialist relics as cultural heritages by expanding the 
traditional, legitimate category of cultural heritage, or sometimes preserving socialist statues by 
de-ideologizing them; i.e., by giving them different meanings. As a result, paradoxically, people 
in Tychy are practicing the preservation of socialist relics by not referring to the socialist period 
directly. 

 

Synopsis  
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Tychy, cultural heritage, memory, Poland, post-socialism 

＊1 Faculty of Liberal Arts, Kaichi International University 
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問 題 

 

学生から社会人になるための移行期にある青

年期の大学生にとって重要な問題は，自己形成

の課題である。自己形成とは，主体的かつ個性

的に自己を形づくる行為（溝上，2004）である。

青年が主体的に自己形成を進めていく過程にお

いて重要であると考えられているのが，ほかの

誰でもない自分を作っていこうという意識や意

欲，すなわち自己形成意識（伊藤・小玉，2006; 

水間，1998）を持つことである。しかしながら，

現代の大学生は自己形成意識を持ちながら学生

生活を行うことに困難を抱えていることが指摘

されており（溝上，2011），自己形成意識を高

める支援を行うことは重要である。 

近年，ポジティブ心理学（Seligman & 

Csikszentmihalyi, 2000）の領域において，人

が活躍したり最善を尽くすことを可能にさせる

 

2016 年 9 月 26 日受理 

Effect of Strength Use and Strength Knowing on Self-formation

Consciousness and Career Explosion in University Students. 

*1 Makoto TAKAHASHI 
開智国際大学リベラルアーツ学部 

*2 Yoshiyuki MORIMOTO 
金沢学院大学文学部 

*3 Naohisa TAHARA 
埼玉大学教育機構 

大学生における自己の強みの活用感と認識度が自己形成意識
およびキャリア探索に及ぼす影響 

高橋 誠＊1  森本 哲介＊2  田原 直久＊3 

強みの活用感（Strength Use: SU）と強みの認識度（Strength Knowledge: SK）は，“強み

（strengths）を中心とした介入プログラム（Strength-Based Program: SBP）“における主要な

構成要素であると考えられる。本研究の目的は，SU と SK が，自己形成意識やキャリア探索に

影響するプロセスについて探索的に検証を行うことであった。大学生 88 名を対象に調査を実施

した。パス解析を行った結果，SU からは自己形成意識の可能性追求因子と努力主義因子に、キ

ャリア探索の自己探索因子と環境探索因子に肯定的な影響がみられたが，SK からは有意な影響

が見られなかった。さらに，自己形成意識からキャリア探索には有意な影響がみられなかった。

本結果より，強みの活用感は自己形成意識やキャリア探索に大きな影響があることが明らかとな

り，強みの活用感を高めることは効果的な自己形成やキャリア探索の支援となりうる可能性につ

いて議論された。 

 

……………………………………………………… キーワード ……………………………………………………… 

強み，強みの活用感，強みの認識，自己形成意識，キャリア探索 
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ような特性（Wood, Linley, Maltby, Kashdan, 

& Hurling, 2011）である“強み（strengths）”

を中心とした介入プログラム（Strength-Based 

Program: SBP）が注目されている。また，SBP

は，自己形成意識に影響を及ぼす可能性が示さ

れている。森本・高橋・渡部（2014）は，大学

生の自己形成意識を促進させる上で，SBP の中

でも先駆的なもののひとつである，“自己の上位

5 つの強みを新たな方法で活用する課題

（Seligman, Steen, Park, & Peterson,2005）”

を実施した。この課題は，まずは自分が保有し

ている強みを測定し，各個人が有している強み

を，1 週間，日常の中の様々な場面の中で意識

的に使ってみるというホームワーク形式の課題

である。調査の結果，強み課題群は，統制課題

群と比べて，介入の前後で自己形成意識の努力

主義因子が有意に高まることが確認された。森

本・高橋・並木（2015）では高校生女子に同様

の課題を実施し，強み課題群のみ，介入の前後

で自己形成意識の可能性追求因子，努力主義因

子の両方が有意に高まるという結果が得られて

いる。 

SBPを実施することにより，自己形成意識を

高めることが明らかとなっているものの，プロ

グラムのどの要因が自己形成意識に影響したか

についてまでは詳細に検討されていない。SBP

が様々な要因に影響するプロセスについての詳

細な検討が望まれている（Wood, & Tarrier, 

2010）。SBPのように強みを用いるプログラム

の内容について分析すると，自分の強みを測定

し，強みがフィードバックされるなど“自らの強

みに対する認識度を高めるような場面”，または，

自分の強みを日常生活の中で用いるように試み

るような“強みを活用できている感覚が高まる

場面”などが含まれている。Govindji & Linley

（2007）は，“自分が保有している強みを日常

の中で活用している感覚（Strength Use : 以下，

SUとする）”，“自らの全体的な強みを認識して

いる感覚（Strength Knowledge: 以下，SKと

する）”という概念を提唱している。SBPにおい

てSUやSKは主要な構成要素であると考えられ

る。SBPの効果について理論的なモデルを設定

して検証を行う際は，SUやSKがどのような影

響をもたらすかについて検討することが有益で

あろう。 

ところで，大学生にとってはより具体的な自

己形成の過程の一つとして，キャリア形成，い

わゆる就職活動の問題も重要かつ喫緊の課題で

ある。日本の就職活動の主流は，現代において

も新卒一括採用という環境にあり（宮川，2015），

大学在学中からの積極的な就職活動，つまり自

分がなりたい職業，キャリアを見出す行動を行

うことが求められる。特に自己分析や環境分析

といった自分に見合ったキャリアついて模索す

る行動，キャリア探索（career exploration）が

大学生期のキャリア形成にとって重要となる。 

キャリア探索とは，自己や職業に関する情報

の収集や理解を深めるための意図的行動である

（Stumph, Colarelli, & Hartman, 1983）。キャ

リ ア 探 索 に お い て 重 視 さ れ る の は ，

Super&Hall（1978）により指摘されている，

自己理解や自己内省などの“自己探索”，職業や

仕事に関する情報収集や理解を深める行為とし

ての“環境探索”の2つである。安達（2010）は

Stumpf et al.（1983）を参考にキャリア探索に関

する日本語版尺度を開発し，“自己探索”と“環

境探索”の二つの下位尺度を得ている。 

キャリア探索を促進させるために教育現場で

行われている各種の支援プログラムにおいては，

自己理解の促進や自己PR対策のために自らの

強みを発掘したり，強みをロールプレイの中で

発揮するような方法論が推奨されており（厚生

労働省，2015），SBPのように強みの認識度や

活用を促す手法が数多く用いられている。 

これまで，キャリア探索に影響を及ぼす要因

として，中核的な自己評価（竹内・竹内, 2010; 

Wanberg, Glomb, Song, & Sorenson, 2005）や

キャリア選択に関する自己効力感（安達, 2008）
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などが指摘されてきているものの，SKやSUが，

キャリア探索にどのような影響を与えるかにつ

いて検討した知見は見られない。 

 

本研究の目的と仮説 本研究は，SUとSKが，

自己形成意識ならびにキャリア探索にどのよう

な影響を与えるかについて探索的に検討するこ

とを目的とし，各概念間での仮説を構築する。 

まず，SUとSKはSBPの主要な構成要素とす

るSBPを用いた先行研究の結果，自己形成意識

は高まったが，その効果については一様ではな

い。森本他（2015）では自己形成意識の2つの

下位因子が上昇したが，森本他（2014）では努

力主義因子のみが向上している。よって，以下

の仮説を設定する。 

仮説1 SUとSKは共に努力主義因子に対し

て強い影響があることが予想されるが，可能性

追求因子に対しては努力主義因子よりも影響が

弱いか影響がみられない。 

 

 次に，キャリア探索に対する影響について検

討する。キャリア探索の自己探索因子には，“自

分が好きなこと，得意なことについて考えてみ

る”など自らの強みを意識するような強みの認

識度と関連が予想される項目，ならびに“これ

からの自分の生き方について想像してみる”な

ど，将来的な可能性を想定する“可能性追求因

子”と関連するような項目が含まれている。そ

のため，以下の仮説を設定する。 

仮説2 SKと自己形成意識の可能性追求因子

は，キャリア探索の自己探索因子に強く影響す

る。 

 

キャリア探索の環境探索因子は，“興味がある

仕事で必要とされる知識や資格について調べる”

や“社会人から仕事や働くことについて話を聴

く”など，仕事やキャリアに関して日常生活の

中でより具体的な行動を行っている程度を測定

している。そのため，SKや自己形成意識のよう

な自己を内省する傾向より，“日常生活で強みを

活用している”といった行動的な面を含んでい

る強みの活用感のほうが大きく影響すると予想

される。 

仮説3 SUは，SKや自己形成意識よりも環境

探索因子に大きく影響する。 

 

なお，キャリア探索に影響を与える可能性が

あるのは，就職活動を開始する時期の影響が考

えられるため，モデルの中にダミー変数として

参加協力者の学年を含めて検討する。 

 

方 法 

 

調査時期・方法 調査は 2016 年 7 月に行われ

た。関東圏内の大学で開講されている心理学入

門の講義にて，個別記入形式の質問紙調査を実

施した。回答はいずれも無記名で行われた。講

義には大学内の多様な学部の学生が参加してい

た。調査の際に，回答は統計的に処理され，個

人が特定されることはないことや回答を中断し

ても不利益が生じないことを口頭，紙面にて説

明した。また，本調査の実施について，開智国

際大学研究倫理委員会にて承認された。 

調査対象者 大学生 106 名のうち，データの欠

損を除いた 88 名（男性 65 名, 女性 23 名: 平均

年齢 19.95, SD＝1.41）を分析の対象とした。学

年別の人数構成は，1 年生 25 名，2 年生 25 名，

3 年生 20 名，4 年生 18 名であった。学部別の人

数構成は，経済学部 20 名，教養学部 11 名，教

育学部 1 名，工学部 18 名，理学部 38 名であっ

た。 

調査内容 質問紙のフェイスシートは，施行目

的と回答方法，ならびに対象者の属性として，

性別，年齢，学年，専攻の記入欄を設けた。さ

らに，以下の質問項目から構成されていた。 

強みの活用感（SU） Govindji & Linley（2007）

の尺度をもとに高橋・森本（2015a）が作成した

日本語版Strength Use Scaleの14項目を使用した。
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各項目について“全くあてはまらない（1 点）”

から“非常にあてはまる（5 点）”の5 段階評定

で回答を求めた。強みの認識度（SK） Govindji 

& Linley（2007）の尺度をもとに高橋・森本

（2015b）が作成した日本語版Strength 

Knowledge Scaleの8項目を使用した。各項目に

ついて“全くあてはまらない（1 点）”から“非常

にあてはまる（5 点）”の5 段階評定で回答を求

めた。自己形成意識 水間（1998）による自己

形成意識尺度12項目を使用した。この尺度は，

下位尺度として可能性追求因子5項目，努力主義

因子7項目からなる。各項目について“全くあて

はまらない（1 点）”から“非常にあてはまる（5 

点）”の5 段階評定で回答を求めた。キャリア探

索 Stumpf et al.（1983）を参考に安達（2008）

が就職活動の始まっていない大学1，2年生にも

適用可能なかたちで調整したキャリア探索尺度

を用いた。自己探索行動6 項目，環境探索行動7 

項目の計 13 項目であり，各項目における現在

の状況について，“全くあてはまらない（1 点）”

から“非常にあてはまる（5 点）”の5 段階評定

で回答を求めた。 

解析方法 測定されたデータについて，変数間

の相関分析，また仮説に基づいて変数間のモデ

ルを設定し，パス解析を用いて分析を行った。

解析にはSPSS社のAmos20.0を用いた。 

 

結 果 

 

記述統計と性差の検証 尺度ごとの合計得点

を算出して分析に用いた。まず，各変数におけ

る合計得点の平均値，標準偏差を算出した。変

数の信頼性係数を算出したところ，α係数は.74

～.94 の値であり，各変数とも以降の分析に耐え

られる程度の内的整合性が認められたと考えら

れた。続いて性差を検討するため，性別を独立

変数，尺度の得点を従属変数とした対応のない

t検定を実施した。結果，SK を除くすべての変

数で有意な性差は見られなかった。以上の結果

を Table 1 に示す。 

相関分析による検討 各変数間の関連を検討

するために相関分析を行った。結果を Table 2

に示す。SU と SK，自己形成意識とキャリア探

索の下位因子間では有意な正の相関が見られた。

SU は全ての変数と有意な相関が見られたが，

SK は努力主義，自己探索のみと有意な正の相

関が見られた。自己形成意識の 2 因子は自己探

索と有意な正の相関が見られたが，環境探索と

の有意な相関は見られなかった。 

パス解析によるモデルの検証 仮説に基づき，

SU と SK，自己形成意識の可能性追求と努力主

義，キャリア探索の自己探索と環境探索を用い

たパスモデルを構築した。さらにダミー変数と

して学年を投入し，全ての変数へのパスを設定

した。次に修正指数を参考にモデルの修正を行

った。最終的に，Figure1 のモデルが最も良い適

合度となり，χ２（13）=9.42, p=.74，GFI＝.97，

AGFI=.94，CFI=1.00，NFI=.95，RMSEA=.00 で

あった。ここで示すパスはすべて 5%水準で統

計的に有意なものである。単方向のパスは標準

化されたパス係数，双方向のパスは相関係数を

表す。まず，学年からから SU に有意な弱い正

のパス（β=.17, p＜.05）が見られたが，その他

の変数との有意なパスは見られなかった。 

SU から可能性追求（β=.31, p＜.01），努力主義

（β=.47, p＜.001）に有意の正のパスが見られ

たが，SK からこれらの変数への有意なパスは

見られなかった。SU から環境探索（β=.35, p

＜.001），自己探索（β=.55, p＜.001）へ有意な

正のパスが見られた。一方，SK，可能性追求，

努力主義から，自己探索と環境探索へ有意なパ

スは見られなかった。 
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考 察 

 

本研究の目的は，強みの活用感と強みの認識度

が，自己形成意識，キャリア探索のそれぞれの下

位因子に与える影響について仮説を立て，それを

検討することであった。 

本研究の参加協力者は男性が多く，SK のみ有

意な性差が見られたが，他の変数では有意な性差

はみられなかった。そのため，相関分析やパス解

析全体に対する影響は少ないと考えられる。一方，

SK に関する結果については，本研究では有意な

性差が認められた点を踏まえて，結果の解釈には

留意が必要であると思われる。 

信頼性係数

M (SD ) M (SD ) M (SD ) α
SU 2.83 (0.68) 2.85 (0.65) 2.77 (0.77) -.47 n.s. .94

SK 2.78 (0.77) 2.90 (0.76) 2.43 (0.69) -2.57 * .91

自己形成意識

　可能性追求 3.69 (0.67) 3.71 (0.69) 3.64 (0.63) -.39 n.s. .81
　努力主義 3.31 (0.56) 3.30 (0.56) 3.31 (0.57) .05 n.s. .74
キャリア探索

　環境探索 3.05 (0.66) 3.04 (0.69) 3.07 (0.59) .24 n.s. .82
　自己探索 3.44 (0.69) 3.45 (0.66) 3.41 (0.78) -.24 n.s. .88
*
p＜.05

Table 1 各変数の記述統計量，信頼性係数，性差の検討結果

t値
全体(n =88) 性差男性(n=65) 女性(n =23)

Ⅰ SU .73 ** .31 ** .47 ** .36 ** .55 **

Ⅱ SK .19 .33 ** .18 .38 **

Ⅲ 可能性追求 .63 ** .13 .33 **

Ⅳ 努力主義 .16 .41 **

Ⅴ 環境探索 .40 **

Ⅵ 自己探索
**
p＜.01

Table 2　変数間の相関係数

Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ
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まずパス解析において学年から強みの活用に

弱い正の影響がみられた点について，学年ごとの

SU の平均値を見ると，学年間でのばらつきは有

意ではなく（F(3,87)=2.53,n.s.），学年から他の変

数に対しては有意な影響がみられなかったため，

学年がモデル全体に及ぼす影響は少ないものと

判断した。 

仮説の検証 相関分析ならびにパス解析の結果

から，仮説について検証を行う。 

仮説 1 の検証 相関分析では，可能性追求は

SU と SK ともに有意な正の相関がみられたが，

努力主義は SU のみ有意な正の相関を示した。パ

ス解析では，SU のみ自己形成意識の 2 つの下位

因子に影響を与えており，SK からは有意な影響

がみられなかった。そのため，仮説 1 は支持され

たと考えられる。 

SU と SK 間には強い相関関係がみられるため，

相関分析で見られた SK から努力主義への影響に

ついても，SU を媒介した効果であることが示唆

される。 

仮説 2 の検証 相関分析において，すべての変

数と自己探索には有意な正の相関がみられた。次

にパス解析の結果，SU からキャリア探索の自己

探索に有意な中程度の正の影響が見られたが，

SK，自己形成意識の 2 因子からの影響は見られ

なくなった。そのため，仮説 2 は支持されなかっ

た。 

仮説 3 の検証 環境探索について，相関分析で

有意な正の相関がみられたのは SU のみであった。

また，パス解析も同様であり，SU のみが環境探

索に影響を与えており，仮説 3 は支持された。 

総合考察 仮説の検証を踏まえて，以下の点が

考察された。まず本研究により，強みを中心とし

た介入の主要な要素である“強みの活用感”が自

己形成意識に影響することが示された。この結果

は，先行研究（森本他，2014; 森本他，2015）に

て自己形成意識を高めていた主な要因は強みの

活用感であったという可能性を示唆するもので

ある。 

次に，強みの活用感がキャリア探索へ直接的な

影響があることが示された。特に，環境探索に対

して有意な影響を示していたのは強みの活用感

のみであり，さらに強みの活用感から環境探索へ

の影響に関しては，自己探索と環境探索の誤差間

の相関係数（r=.26, p＜.05）よりも高い値である

ことが判明した。この結果は，強みの認識や自己

形成に対する意識，キャリアに関しての自己探索

などの内省的な要因よりも，強みを日常的に活用

している感覚といった行動的・活動的な要因のほ

うが，実際的にキャリア情報を探索する行動に強

く影響する可能性があることを示唆していると

考えられる。 

なお，自己形成意識の各因子とキャリア探索の

環境探索因子間において，相関分析，パス解析と

もに影響がみられなかった。これは，自己形成意

識が，キャリア探索行動の全ての要因に必ずしも

影響を及ぼすわけではないことを示唆する結果

だと思われる。 

キャリア教育および支援施策への提言 学校教

育において自己形成意識を高める重要性は指摘

されているものの，意識を高めさえすれば，自ず

とキャリア探索行動や就職活動に関連するよう

な行動が促進されるであろうという暗黙の前提

があるように感じられる。本研究の結果より，自

己形成意識の向上や自己内省を促すような教育

的支援が，就職活動やキャリア探索に必ずしも影

響を及ぼさない可能性が示唆された。今後，効果

的かつ継続的なキャリア支援方法を考えていく

上で，自己形成意識とキャリア探索や就職活動の

関係性に関する詳細な検討，ならびに強みの活用

感の影響を活かした効果的な支援方法の開発が

求められる。 

本研究の限界と今後の課題 本研究は，強みに関

する要因が自己形成意識やキャリア探索に影響

するモデルについて詳細に分析するため，一時点

での横断的調査から検討を行った。しかし，本研

究で見出された影響モデルの妥当性を検証する

ためには，強みの活用感が，中・長期的な時期を
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経て自己形成意識やキャリア探索に影響する程

度について，縦断的な検討を行う必要があるだろ

う。 

 また，今後は SBP のように強みの活用感を主

要素とした介入を行うことで，自己形成意識だけ

ではなく，キャリア探索に与える影響について検

討を行うことも望まれる。介入の効果が示された

ならば，強みの活用感がキャリア教育やキャリア

支援，就職活動支援を考えるに当たり，重要な役

割を担うことが予想される。 

 最後に，本研究は大学生を対象とした調査であ

った。今後は大学生以外の参加協力者，例えば社

会人を対象に調査を行い，比較検討するなかで，

本研究で提唱された影響モデルの適用可能性を

拡充させる必要がある。 
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Effect of Strength Use and Strength Knowing on Self-formation 
Consciousness and Career Explosion in University Students. 

Makoto TAHAHASHI ＊1  Yoshiyuki MORIMOTO＊2  Naohisa TAHARA＊3

Strengths Use (SU) and Strengths Knowledge (SK) were main component of Strength-based 
program(SBP). The purpose of present study was to investigate exploratory the process of SU 
and SK affect self-formation consciousness and career explosion.  

University student (N=88) participated in the survey. Path analysis revealed that SU 
significantly positively effect of self-formation consciousness and career explosion. SK has no 
significantly effect of these factors. Furthermore, self-formation consciousness has no 
significantly effect of career explosion. 

These finding suggest that SU have great influence on self-formation consciousness and 
career explosion. And it was discussed that enhance of feeling of using strengths would be 
effective support of self-formation and career explosion. 
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1. 問題と目的 

 学士課程において批判的思考能力を修得する

ことの必要性が叫ばれて久しい。中央教育審議会

は「新たな未来を築くための大学教育の質的転換

に向けて」（答申）において、「単なる知識再生型

に偏った学力、自立した主体的思考力を伴わない

協調性、他者の痛みを感知しない人間性は通用性

に乏しい」と述べた上で、「知識や技能を活用し

て複雑な事柄を問題として理解し、答えのない問

  

2016 年 9 月 27 日受理 

The Process of Generating Negative Reactions to Critical
Thinking Learning and Its Intervention Model: Toward Practical
Application of Cultivating Critical Thinking Skills in A College 
*1 Junichi TORIGOE, *2 Yuko SAKUMA, *3 Kaoru HIRAKUE
開智国際大学リベラルアーツ学部 

批判的思考法の学修における否定的反応の生成プロセスと 
それに対する介入モデルの形成 

－大学における批判的思考力育成への実践的応用に向けて－ 

鳥越淳一＊１・佐久間祐子＊２・平久江薫＊３ 

 本研究は、部分的にアクティブラーニングを取り入れた批判的思考法の学修において大学生が

どのように否定的反応を起こし、それに対して教員がどのように介入することが可能かを説明す

る理論生成を目的とした。１・２年生ゼミで批判的思考法を学修した学生 18 名を対象に、授業

担当者であり、授業における学習者の様子を観察してきた 3 名の教員が半構造化面接を通して、

批判的思考の学修に伴う体験のインタビューを行なった。その後、1 名の教員がインタビューデ

ータを修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチ（M-GTA）を用いて説明モデルを構築し、

2 名の教員がそのモデルの生成プロセスが適切かどうか、また、学習者の学修プロセスのリアリ

ティを捉えているかどうかを検討した。その結果、11 の概念と 3 つのカテゴリー（授業による直

接学修、自己の変容に対する葛藤、学修に対する反発）が生成され、全てのカテゴリーを通流す

る「認知的・言語的水準理解」と「体験的・非言語的水準理解」を中心に循環的に学修が進むと

いうプロセスが示された。これまでの研究同様、本研究でも学習者が批判的思考の学修を否定的

に体験していることが確認されたが、その反応は、これまでの直感的思考を行なってきた既存の

自己と批判的思考を修得しようとする新しい自己との間に生じる認知的不協和を、授業という場

を通して低減しよとする試みであると仮説立てた。また多次元的に学修プロセスを検討するた

め、感情体験尺度と POMS の２つの質問紙を実施し、批判的思考がどのような集団の中で行なわ

れたのかを特定した。その結果、感情体験尺度では、感情の体験様式に多様性がある集団であっ

たことが、POMS からは対象者の約４割が精神健康においてハイリスク水準に該当していたこと

が判明した。総合すると、アクティブラーニングの導入によって社会化された授業は、自己の感

情を適切に取り扱えない学生にとって、新しい思考法を既存の自己に統合しにくくする可能性を

孕んでおり、認知的サポートだけではなく、情緒的なサポートを必要とすることが示唆された。 

……………………………………………………… キーワード ……………………………………………………… 

アクティブラーニング、批判的思考、M-GTA、否定的感情、認知的不協和 
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題に解を見出していくための批判的、合理的な思

考力をはじめとする認知的能力」を学士力の重要

な要素の一つとして挙げている（平成 24 年 8 月

28 日中央教育審議会）。「批判的思考」は（１）

その証拠に基づく論理的で偏りのない思考であ

り、（２）自分の思考過程を意識的に吟味する省

察的（リフレクティブ）で熟慮的思考であり、（３）

さらに、より良い思考を行なうために目標や文脈

に応じて実行される目標指向的な思考であると

定義され、その教育目的は「良き市民」を育てる

ことであると説明されている（平成 24 年 9 月 7

日中央教育審議会高等学校教育部会）。 

こうした理念・目的から現在では多くの大学で

批判的思考を授業で取り入れているが、現代社会

を生き抜く「良き市民」になるための優れた思考

法と謳われているにも関わらず、批判的思考の学

修にネガティブな印象を抱く大学生は少なくな

い。廣岡・小川・元吉（2000）は批判的思考の社

会的側面に着目し、大学生 500 人に対して、批判

的思考ができる人と心の知能指数EQが高い人の

印象に関する比較調査を行っている。その結果、

批判的思考ができる人は社会的に望ましく、意志

が強く、活動的かもしれないが、自分とは関係が

なく、親しみやすさを感じない、どちらかという

と友達になりたくないという人物像が抽出され、

教育という観点からすると、このようなネガティ

ブな印象はスキル獲得の障害になりうると指摘

してきている。また、批判的思考の実践において

も、田中・楠見（2007）は日本人大学生が娯楽や

人とつきあうとき、あるいは感情が重要なときに

は、批判的思考を抑制する傾向を見いだしており、

何気ない日常的な会話をしているときに批判的

思考を発揮することは望まれていないと述べて

いる。 

それでは、なぜ日本の大学では、このように批

判的思考にネガティブな印象が形成されやすい

のか。この問題に関しては、日本と欧米とのさま

ざまな“文化差”が指摘されてきた。抱井（2004）

は、文化的環境によって形成される自己観の違い

から、相互依存的自己観が優勢な日本文化では、

批判的思考が他者に対する配慮に欠けた不適切

な思考と解釈されうると述べ、日本の大学で批判

的思考の育成を行う際の文化的障害について指

摘している。元吉（2011）は、西洋文化と東洋文

化のコミュニケーションスタイルや思考スタイ

ルの違い、さらに自己呈示の方法の違いを挙げ、

関係性や文脈、全体性を重視しながら、かつ自己

卑下的な自己呈示を好む日本人にとって、西洋文

化で高く評価される論理的・抽象的思考は、“空

気を読まない”コミュニケーションになったり、

自己の能力の高さのひけらかしにつながったり

するため、日本の大学生には好まれないことを論

じている。こうした大学生の傾向は、廣岡・元吉・

小川・斉藤（2001）、および廣岡・中西・横矢・

後藤・福田（2005）の縦断研究においても見出さ

れている。その過程で、廣岡ら（2001）は、社会

性を軸に批判的思考を捉え直す必要性を主張し、

他者の存在を想定する必要のある状況における

批判的思考を「社会的クリティカルシンキング」

と概念化した。さらに、廣岡ら（2005）は、大学

生が「社会的クリティカルシンキング」ができる

人のパーソナリティを、論理性を重視した「論理

的クリティカルシンキング」ができる人のそれよ

りも、高く評価することを見出しており、日本の

大学において批判的思考法を育成する際には、論

理性はあまり強調せず、対人的な側面を意識させ、

社会的文脈を強調していく工夫が重要であるこ

とを提言している。 

このように、思考法の文化差に配慮し、社会性

という観点を導入していくことは日本の大学に

おける批判的思考の教育には有益であるように

思われる。それでは、こうした観点は、実際に授

業の中で教員や他学生との相互交流から学びを

作っていこうとする最近の大学の授業形式の中

に、どのように組み入れることができるだろうか。

近年、大学の授業は、教員から学生への一方向的

な講義形式から、両者の双方向的交流をベースに

したアクティブラーニング型へと大きく変化し
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てきている（「平成 25 年度の大学における教育内

容などの改革状況について」，文科省）。グループ

ワークやディスカッションが増え、上記のような

研究が中心的に行われた 2000 年代前半と比較す

ると、批判的思考を学修する授業という場そのも

のがかなり社会化されてきた。学生たちは、授業

の中で、“頭で”他者を想定するだけではなく、“実

際に”他者とやり取りをしなければならない。こ

うした社会化された授業形式では、他者の存在を

“想定する”ことを超え、他者の存在を体験しな

ければならない。このような状況下で、教員は、

批判的思考学修に伴う学生のネガティブな印象

をどのように理解し、効果的な指導計画を立てる

ことができるのだろうか。 

本研究では、アクティブラーニングの要素が取

り入れらえた授業の中で、日本の大学生がどのよ

うに批判的思考の学修に対してネガティブな印

象を展開させるのか、またそれに対し教員がどの

ように介入できるかに焦点を当てた学修プロセ

スのモデルを生成し、批判的思考のより良い教育

実践への還元を目指した。 

 

2. 方法 

2.1. 対象者 

首都圏内の私立大学心理学科におけるゼミナ

ール I、II の受講生で、半期にわたり批判的思考

法を学んできた１年生（男子 2 名・女子 8 名）・

２年生（男子 6 名・女子 3 名）、合計 19 名（平均

年齢 19.0 歳）を対象とした。授業は、基礎的な

批判的思考法を身につけることを目的としてお

り、市販されている初級者用のテキスト(1)を使用

した。授業は毎回教員１名がテキストに沿って、

個人ワーク（各人でテキストの課題への回答）と

グループワーク（回答の提示とその根拠の話し合

い）を行い、その後、教員から答えの提示と解説

を行なうという、講義型とアクティブラーニング

型の混合形式で行なわれた。また、テキストの内

容は、特定の学問領域に依存するものではなく、

学生にとって身近な話題を基にした汎用的内容

で構成されているものであった。 

 

2.2. データの収集方法 

 本研究は、批判的思考の学修において、感情体

験が果たす役割に着目しながら、その学修プロセ

スを説明することを目的に調査を行なった。 

 主たる調査は、半構造化面接によるインタビュ

ー調査であり、主に批判的思考を学修している際

に生じた情緒的負担がどのようなものであった

かというパーソナルな体験に焦点を当てた。なお、

今回の調査に当たって、社会化されている授業が

どのような個人で構成されているかを捉えるた

め 2 種類の質問紙を併せて実施した。情緒的特徴

という観点から、個人の状態としての情緒を捉え

るために、「日本語版 POMS」（横山・荒記,1994）

を、さらに、個人の特性的な感情の体験様式を捉

えるために「感情体験尺度」（中田，2006）を実

施した。 

 

2.3. 手続き 

2015 年 7 月中旬 3 名の教員(2)により、授業で

行ってきた批判的思考の学修体験に焦点を当て

た研究を行うといった趣旨が説明され、感情体験

尺度を実施したのち、個別の部屋で、受講生一人

一人に半構造化面接を実施した。授業内で実施す

るという制約があったため、一人当たりの面接時

間は 10分〜20分と比較的短い時間でのインタビ

ューであった。既に面接者である教員と被面接者

である学生との間に関係性ができていたことを

十分に活かし、面接を円滑に進めるように努めた。

質問内容は批判的思考の学修体験と日常生活で

の実践体験に絞り―具体的には「クリティカルシ

ンキングの学修はどのような体験だったでしょ

うか？」「（ネガティブな面、たとえば『大変だっ

た』や『きつかった』などの感想が出てきたらそ

の感想に焦点を当て）今、クリティカルシンキン

グは○○（否定的感想）とおっしゃいまいしたが、

それについてもう少し詳しくお聞かせ下さい」



44 開智国際大学紀要 第 16 号（2017）
 

「普段どのようにクリティカルシンキングを使

っていますか？」など―可能な限り、学生たちに

体験を語ってもらえるように努めた。一方で、教

員と学生という関係性がもたらしうる負の側面

（たとえば、教育は過ちをおかさないという信念

に基づく適応的応答）にも十分に注意を払い、授

業でのネガティブな体験や授業や教員に対する

非難であっても、無批判で聴き取る姿勢を示し続

けた。POMS は時間の関係上、1～3 週間後の同

じ授業時間内において実施した。 

 

2.4. 倫理的配慮 

 調査開始前に本調査の趣旨を口頭で説明し、質

問紙での回答とインタビュー内容を研究で使用

すること、またインタビューでのやり取りは IC

レコーダーで録音することの承諾を得た。その他、

協力の参加の是非や回答内容は授業の成績とは

全く関係のないことであり、そのような形で社会

的に不利な状況になるようなことは一切無いこ

とを周知した。音声データからの書き起こしに際

しては、個人名は伏せ、アルファベット（e.g. A

さん、B さん）で表記し、個人情報とプライバシ

ーに配慮した。また一連の手続きやデータの管理

方法などは大学に設置してある倫理委員会の審

査を受け承認を得た。 

 

2.5．分析方法 

①分析方法：インタビュー実施後、IC レコー

ダーに録音の不備があった 1 名分を除く 18 名分

の逐語記録を作成し、質的研究方法である、修正

版グラウンデッド・セオリー・アプローチ（以下、

M-GTA；木下 2003，2007）を用いて分析を行

った（対象者の属性および精神的特徴は Table 1

を参照）。M-GTA は、プロセス的性格を有する現

象を研究対象とし、社会的相互作用における人間

行動の説明と予測を行なうことを目的とした質

的研究方法である。結果を実践現場で能動的に応

用していきながら検証していくという特徴は、批

判的思考法の学修プロセスを検討し、その結果を

今後の教育に還元していくという本研究の目的

に合致していることから、これを分析方法として

採択した。 

②分析手順：インタビューデータから概念を生

成し、複数の概念間を解釈的にカテゴリーとして

まとめ、最終的にそれらのカテゴリー間の関係性

を結果図として提示することによって現象プロ

セスの構造を明示した。分析にあたっては、デー

タに根ざした分析を行なえるよう分析テーマを

設定した。分析開始時には「批判的思考の学修に

おけるネガティブなイメージの生成プロセス」と

設定したが、分析が進むにつれて、学生の学修に

は、教員や他学生との相互作用を通して、二つの

水準が形成されること、また、自己の変容が学修

態度に与える重要な概念となることが判明して

きた。そのため、最終的に「学生は、教員や他学

生との関わりを通して批判的思考を学ぶ際、どの

ように自己を捉え直し、批判的思考に対してネガ

ティブなイメージを作り出しているのか」を分析

テーマとした。 

また、本研究では分析焦点者を学修当事者であ

る学生に定め、上記の分析テーマに照らしながら

テーマに該当する発言を具体例（ヴァリエーショ

ン）とし選び出していった。一定数の具体例が得

られたものは概念化し、概念名とその定義を、分

析ワークシートを用いて作成していった（Table 

2）。その際、類似例だけではなく対極例の比較検

討も行い、類似あるいは対極している理由を理論

的メモに記録しながら、他の概念との関連性を明

確にしていった。 

以上のようにデータから概念を生成するとい

う作業を一通り行なったところで、今度は概念か

らデータを再検討するという作業を行い、データ

から概念を拡張していく一方で、概念からデータ

を収束させるという分析を同時並行的に進めた。

そして、「データ」と「概念」という抽象度の異

なるレベルの相互関係が確認され、これ以上デー

タとの関係を見ていっても新しい重要な概念が

生成されそうにないというところまで作業を繰
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り返し、理論的飽和化の判断をしたところで分析

を終えた(5)。 

その後、生成された概念は、個々の概念間の類似

点や相違点などの関係性をもとに、複数の概念か

ら構成されるカテゴリーを生成し、カテゴリーの

相互関係から分析結果をまとめ、結果図を作成し

た（Figure 1）。 

 ③ 分析・解釈の妥当性：質的研究の妥当性に

はさまざまな評価の観点があり、Reason & 

Rowan (1981)は「その研究が正確か」だけでは

なく、「役に立つか」「啓発的か」といった実用的

な質の妥当性を問題にしている。本研究では、ま

ず、インタビューデータの分析とその結果として

のモデルを１名の研究者（同時に応用者としての

教員）で作成し、その後、それが、批判的思考の

授業に携わり、授業の雰囲気や学生の様子を観察

してきた 2 名の共同研究者（同時に応用者として

の教員）にとっても、真実味を有する内容になっ

ているか、データの分析過程や結果の解釈にコン

センサスは得られるか（インタビューデータから

作成された分析ワークシートは納得のいくもの

か実用的観点からみたとき役に立つか）を検討し

てもらい、複数の目で、生成されたモデルが現象

のリアリティを捉えていることを確認した。 。 

 

3. 結果と考察 

3-1. 本モデルの構造的特徴 

インタビューによって得たデータをM-GTAで

分析した結果、11 の概念が生成された（Table 3）。

さらに、それらは、分析テーマと分析焦点者の視

点に照らし合わせながら、意味のあるまとまりと

して 4 つのサブカテゴリーとそれらを包含する 3

つのメインカテゴリーに分類された。木下（2003）

は、データから生成される概念やカテゴリーと、

問題となっている現実とのつながり（結果に現れ

てくるリアリティ）を重視し、「研究する人間」

や「応用する人間」の視点を組み込むことによっ

Table 1. 対象者の属性および精神的特徴 

ID 性別 学年 POMS から見る特徴(3) 感情体験尺度から見る特徴(4) 

A 男 2 抑うつ、怒り・敵意／高 豊かさ、統制力共に低い貧困型 

B 男 1 抑うつ、怒り・敵意／高 － 

C 女 2 ハイリスク因子なし 豊かであるが統制力低い統制不能型 

D 女 1 ハイリスク因子なし 豊かで統制力も高い良好型 

E 男 2 ハイリスク因子なし － 

F 女 1 － 豊かであるが統制力低い統制不能型 

G 女 2 ハイリスク因子なし 豊かで統制力も高い良好型 

H 男 1 抑うつ、怒り・敵意／高 豊かであるが統制力低い統制不能型 

I 女 1 ハイリスク因子なし － 

J 女 2 ハイリスク因子なし 豊かでなく統制力の高い統制型 

K 女 1 ハイリスク因子なし 豊かさも統制力も中程度の平凡型 

L 女 1 抑うつ、怒り・敵意、混乱／高 豊かさも統制力も中程度の平凡型 

M 女 1 不安、抑うつ、怒り･敵意、疲労／高 － 

N 男 2 抑うつ、疲労、混乱／高 豊かさ、統制力共に低い貧困型 

O 男 2 抑うつ／高 豊かさも統制力も中程度の平凡型 

Q 女 1 ハイリスク因子なし 豊かで統制力も高い良好型 

R 男 2 ハイリスク因子なし 豊かで統制力も高い良好型 

S 男 2 ハイリスク因子なし 豊かで統制力も高い良好型 
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て「感覚的な分かりやさ」を作り出していくこと

の肝要さを論じている。本研究においては、カテ

ゴリーの生成にあたって、カテゴリーが分析焦点

者（以下、学生）の学修プロセスにおける経過点

になると同時に、「応用する人間」（以下、教員）

の介入可能な観察点と想定したこと、また、それ 

らのカテゴリーには、授業「内容」から学ぶ認知

的・言語的理解と授業「形式」から学ぶ体験的・

非言語的理解の二つの学修水準が流通している

ことを想定し、どのように教員が学生の学修プロ 

セスに介入できるかを考えられるようにしたこ

とで感覚的分かりやすさを追究した(6)。 

結果、本モデルの構造的特徴は大きく分けて以

下の 5 点に集約される。またこれらを視覚化した

結果図を Figure 1 に示す（結果図におけるナン

バーは、Table 3 の概念リストにおける概念の番

号を表す）。 

（１） 三つのカテゴリー（授業による直接学修、

自己の変容に対する葛藤、学修に対する

反発）が、認知的・言語的理解と体験的・ 

Table 2. 分析ワークシートの例 

概念名 9 心理的負担の生起 

定義 
批判的思考という、慣れない、新しい考え方をすることが大きな心的労力となり、「難しい」「面倒くさ

い」「大変だ」という感覚を生むこと。 

ヴァリエー

ション 

(12) 

D ・ (難しい、嫌だというのはどうしてだったの？）いや、なんか、普通の思考ではないじゃないですか。逆のことを考

えたりとか。だから、いつも自分が思っている気持ちじゃないことを考えているから難しいなって。 

・ 通常の思考とは違う思考になるんで、みんな、難しいが最初にきて、嫌だなって気持ちなるんだろうなと思う。 

（1例略） 

E（難しい以外に感じたこと、体験したことはありますか？）理解がちょっと面倒くさいなと思いました。（もう少しそ 

の面倒くさいという感じを説明してもらえますか？）単純にあんまり考えないで話しちゃうんで、直感的に。こう考えて

はなすのはいつもやっているのと真逆なんで。そこが難しくて面倒くさいなと。 

（3例略） 

H ・ （クリティカルシンキングは Aさんにとってどんな体験でしたか？） 正直言うと、やるのが面倒くさかった。 

こんなことをしなきゃいけないのかという感想が一番大きかった。（どういう面倒くささなんですか？）考えたりするのと

か…、考えるのがあんまり好きじゃないんで、いつも直感でやっているんで。（考えることは好きではない）だいたい直感

で。ああこれしたいからこれをやろうとかそういう感じだったので。 

（4例略） 

L・ なんか、同じ学部の子と話してても、同じ考えを皆持っているんですよね。うん、どうやって役に立つのかなってい

う。で、結局、これって心理学科に必要だから、やっているんじゃないかっていう話とか結構出るんですけど、難しいう

えにどこに役立つか分からないから、結局やっててどうなるのかなっていうのが一番大きくて。（気持ち的に）負担です

ね。 

理論的 

メモ 

・批判的思考法と対置させて、これまでの自らの考え方を直観的と捉えており、直観的な思考法と比べ、心理的負荷が大

きいと認識している。「難しい」「面倒くさい」「大変」といった言葉は批判的思考法を学習している中で、また今回のイ

ンタビューで最も頻繁に聞かれた言葉であり、批判的思考法の学習の中心的体験となっていると考えられる。 

・やりたくないという点では【概念 5】と類似する概念であるが、これまでにやってきたことだったり、既存の自己のあ

り方（コミュニケーションの取り方や勉強の仕方）を引き合いに出しながら、新しい考え方に対して苦手意識が出ている。

その意味で、【概念 5】が身につけること／受け入れるという行動的習慣を問題にしているのに対して、本概念は心理的負

担を問題にしている点で異なる。 



鳥越淳一・佐久間祐子・平久江薫：批判的思考法の学修における否定的反応の生成プロセスとそれに対する介入モデルの形成 47

非言語的理解という二つの水準で、循環

的に進行している。 

（２） 批判的思考能力が訓練・評価されるなか

で、批判的思考を行なうことの意味が知

性化されたり、情緒化されたりする（「授

業による直接学修」カテゴリー）。 

（３） 批判的思考という新しい考え方の修得を

通して、対人関係と自己イメージ変容が

予期され、既存の自己像と新しい自己像

との間に葛藤（認知的な不協和）が生じ

る（「自己の変容に対する葛藤」カテゴリ

ー）。 

（４） 自己領域の変化に対して反発的な態度

（「できない」という感覚と「やりたくな

い」という感覚）が生じる（「学修に対す

る反発」カテゴリー）。 

（５） 認知的・言語的水準が授業の掲げる目的

に応答する学修過程であるのに対して、

体験的・非言語的水準は教員や他学生と

の交流、テキストへの取り組みといった

目標達成のための手段（授業形式）への

情緒的反応であり、両者は相互に関連し

あっている。 

 

3.2. カテゴリーの概要 

 １つ目の「授業による直接学修」カテゴリーは、

主に教室で行なわれる学修に焦点を当てたもの

である。学生は、批判的思考力の向上という授業

Table 3 概念リスト 

メイン 

カテゴリー 

サブ 

カテゴリー 
概念名 定義 

授業による 

直接学修 
― 

6. 情報を秩序化し理解・表現す

る方法の修得（16例） 

他者や情報など外的世界を認識する方法やスキルとして認識し活用するこ

と。 

4. 異なる水準の「正しさ」の認

識（9例） 

批判的思考における「正しさ」が直感的な「正しい」と合致しているとは限

らないことを意識すること。 

8. 意見の不一致を通した情緒的

な疎外体験（9例） 

考え方や意見が一致しないことで「受けいれられていない」と体験すること。

自己の変容に

対する葛藤 

人との関わり

方の変容 

1. 関係性が悪化してしまう不安

（8例） 

批判的思考を使うことで、相手に脅威や不快感を与え、それまでの関係性が

変化してしまうことを怖れること。 

2. 他者と距離を取りながら安全

に関われるという期待（7例） 

批判的思考を用いることで、他者の言葉を整理し、自分が許容できる適度な

距離で、他者を受け入れること。 

自己イメージ 

の変容 

3. 望ましくない自己の特性に対

する内省（7例） 

望ましくないと感じている自己の特性を、批判的思考法の学修を通して再認

識し、そこから脱却が必要ではないかと発想すること。 

7. 他者を通した批判的思考を使

う自己イメージの確認（6例） 

批判的思考法を使う自分がどのように見られているのか、どのように振る舞

えるのかといった点を他者の反応を基準にして判断すること。 

学修に対する

反発 

「できない」と

いう感覚 

10. 「分からない」ことの生起（10

例） 

批判的思考を日常生活でどのように使っていいかよく分からないこと。 

11. 授業形式に対する不満（9例） 授業の意義や指導する教員に対して反発すること。 

「やりたくな

い」という 

感覚 

5. 新しい思考法への習慣的抵抗

感（5例） 

批判的思考を使わないことの理由として習慣や慣れに焦点を当てること。 

9. 心理的負担の生起（13例） 批判的思考という、慣れない、新しい考え方をすることが大きな心的労力と

なり、批判的思考を行なうにあたって「面倒くさい」や「大変だ」という感

覚を生むこと。 
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目標に沿って、情報を秩序化し理解・表現する方

法を理論的に学ぶことによって（概念 6）、これ

までとは異なる方法で導き出される「正解」があ

ることを知る（概念 4）。しかし一方で、論理的

ではない「不正解」の意見は否定されてしまうと

いうことを―すなわち、批判的思考というのは、

非論理的思考を攻撃するものであるということ

を―授業の中で体験的に学修する（概念 8）。こ

こに、批判的思考が物事を論理的に考え、緻密に

検討する方法であるという授業目標が明言する

認知的・言語的理解と、批判的思考は論理的では

ないもの―すなわち、直感的思考や思いつきなど

―を攻撃する手段であり、自分が非論理的思考を

行なった場合は、攻撃を受けうるという不安（体

験的・非言語的理解）の基盤が生成される。 

   ２つ目の「自己の変容に対する葛藤」カテゴリ

ーは、思考の仕方と密接に関係している自己の在

り方の変化を描写したものであり、＜人との関わ

り方＞と＜自己イメージ＞の２つの領域の質的

変容を含む。どちらの領域においても、学生は認

知的・言語的水準の知的理解と体験的・非言語的

水準の情動的理解の食い違いにより葛藤する様

子が観察されうる―すなわち、頭では分かるのだ

が、なんだか腑に落ちない感覚を抱く。＜人との

関わり方＞に関しては、批判的思考が日常会話に

見られる非合理的な思考・コミュニケーションの

問題を解決する建設的な方法として教授される

ため、学生は、頭（認知的・言語的理解水準）で

は、新しい方法で他者と安全に関われるという期

待を抱く（概念 2）。しかし一方で、批判的思考は、

非論理的な考え方を否定する（＝攻撃する）こと

を（体験的・非言語的理解水準で）体験的に学ぶ

ため、他者―特に既に良好な関係性が築かれてい

る知人ら―との関係性が悪化してしまうのでは

ないかという不安を抱く（概念 1）。また＜自己イ

メージ＞においても、学生は、批判的思考を使え

るという理想的な自己と批判的思考を通して他

者を攻撃するという反理想的な自己にズレを感

じ、自己意識に認知的な不協和が生じる。頭（認

知的・言語的理解水準）では批判的思考は優れた

 

Figure 1. 結果図 批判的思考の学修プロセ
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身につけるべき能力として理解しているため、現

在の、批判的思考を使えていない自分を否定的に

顧み、内省することが増える（概念 3）。しかし、

一方で、情緒的には（体験的・非言語的理解水準

では）、他者を論理的に攻撃する自分の姿を他者

がどう見るのかが不安になるため、自己イメージ

の確認作業が増える（概念 7）。このように批判的

思考が使えることは望ましいことであると知的

には理解しているが、一方で、情緒的には他者を

攻撃してしまうのではないかという不安を感じ

ており、この葛藤・認知的不協和状態が次の「学

修に対する反発」を生成する契機となる。 

 ３つ目の「学修に対する反発」カテゴリーは、

直前の自己の変容に関する葛藤の影響を受けて

生じる学修内容と学修形式に対する反発であり、

＜できない＞や＜やりたくない＞という態度を

取ることによって、新しいことを学ぶことに伴う

ストレスの低減を試みる様子を説明するもので

ある。認知的・言語的水準では、批判的思考に伴

う労力を知的に理解した上で、回避するような態

度が取られるに対して、体験的・非言語的水準で

は、感情的に回避的・拒否的な態度が取られる。

そのため、前者は認知的不協和の原因を学生自身

に帰属しやすいが、後者は教員に外在化しやすく

なるという特徴がある。また、両水準の反発は一

方が高まるにつれ、他方の反発も高まるという点

で相関関係があると思われる。すなわち、＜「で

きない」という感覚＞は、批判的思考を能力的に

遂行不可能であるという主張であり、批判的思考

の意義（授業内容）を理解していないから「でき

ない」（概念 10）と、教員の教え方（授業形式）

が悪いから「できない」（概念 11）が含まれてい

るが、どちらかが高まれば他方の不満・反発も高

まる。また＜「やりたくない」という感覚＞は、

批判的思考を能力的な遂行の可否を問題にする

のではなく、「しない」という意思に焦点を当て

た主張である。批判的思考を行なうことは大変で

あり、面倒くさいから「やりたくない」と心理的

負担に焦点を当てているもの（概念 9）と、批判

的思考には慣れていないから「やらない」と習慣

に焦点を当てているもの（概念 5）とが含まれる。

これも同じく、心理的負担が増加すれば、習慣的

抵抗も増大するなど、両者は相関していると思わ

れる。 

 

3-3. 本モデルの独自性と他の研究との理論的

類似性 

 日本人大学生は批判的思考に対してネガティ

ブなイメージを抱いており、日本の大学での批判

的思考の育成には、文化的思考パターンに根ざし

た弊害がいくつか存在することが指摘されてき

た（廣岡ら 2001; 道田，2002a; 抱井，2004; 廣

岡ら，2005; 元吉，2011）。その多くが、日本人

が好む社会的文脈や関係性を重視する全体的思

考パターンが、論理性や客観性を優先的に追究す

る欧米に多い分析的思考パターンと噛み合ない

ことに関する言及である。こうした相違を踏まえ、

これまで、異なる他者や多様な価値観に対する寛

容さをもつことを重視した「社会的クリティカル

シンキング」（廣岡ら，2005）や、相手の発言を

できるだけ整合的に、好意的に解釈しようとする

「好意の原理」（道田，2002b）の組み込み、他

者と一緒に研究しながら身につけていく「協調型

批判的思考」（抱井，2004）など、日本の大学で

批判的思考を育成するための実践的な工夫が考

案されてきた。 

 本研究でも、同じく社会性の問題が介在するこ

とがうかがえており、上記の論者たちとの考えと

重なるところが大きい。例えば、学修プロセスに

おける批判的思考の「内容」と文化に根付いた「態

度」の軋轢は、本モデルでは「認知的・言語的理

解水準」と「体験的・非言語的理解水準」という、

学修プロセスを通流する理解水準の二重性とい

う視点によって示されている。また、社会的文脈

や社会的関係性への懸念は、「自己の変容に対す

る葛藤」カテゴリーにおける認知的な不協和とし

て現れており、批判的思考の学修に対するネガテ

ィブな印象の形成は、「学修に対する反発」カテ
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ゴリーにて示されている。しかし、以下の点で本

モデルが意味するところは上記の論者たちとや

や異なっている。 

 第一に、学修プロセスの主軸としている「認知

的・言語的理解」と「体験的・非言語的理解」は

上記研究で指摘されている文化的思考パターン

の違いのみに帰属されない。本モデルが提示する、

学修プロセスにおける理解水準の二重性は教員

と学生の相互作用を通して生成されるものであ

り、ひいては、様々なコミュニケーションに共通

する現象特性と考えている。そのため、本モデル

において、文化的思考パターンの違いは、批判的

思考法に与える影響の一つではあるが、あくまで

も教える側と教わる側の相互作用の一形態にし

か過ぎない。Sternberg（1987）は、批判的思考

教育の失敗は授業そのものではなく、批判的思考

教育に対する考え方―e.g. 教師は学生から学ぶ

ものが何も無いという信念や、答えに至るまでの

過程ではなく結果を重視することなど―の問題

であると指摘しており、教える「内容」と「態度」

という異なる水準の影響を論じている。本モデル

で想定している理解水準の二重性もこうした教

員と学生の相互作用を前提にしている。 

 第二に、本モデルでは批判的思考法の学修にお

ける学生の否定的な認知的反応（本モデルでは

「自己の変容に対する葛藤」と表現）と行動的反

応（本モデルでは「学修に対する反発」と表現）

は、連続性はあるものの、個別のプロセスとして

想定している。否定的な認知的反応とは、学生の

自己像に生じる認知的葛藤（自己意識に生じる不

協和）の問題であり、「学修に対する反発」は、

直接的には教員や授業、テキストに対する不平不

満という形をとるが、本質的には自己意識に生じ

た不協和の低減手段であると仮説立てている。こ

れに対して、上記先行研究では、批判的思考に対

する認知的反応と行動的反応はほぼ等価であり、

それらの間に教員の教育的サポートが介在しう

ることは想定されていない。たとえば、批判的思

考に否定的な認知的反応が生じる理由として、他

者に対する配慮の欠如（抱井,2004）や、日本人

大学生が憂慮するとされる誠実さと他者を尊重

する態度の欠如（廣岡ら,2000）といったことが

指摘されているが、ここで重要なのは、これら認

知の仕方の改善によって、学生のより効果的な学

修が促進されるという行動の変容が期待されて

いることである。一方、本モデルは異なる説明の

仕方をする。他者に対する配慮の欠如への懸念な

どは「自己の変容に対する葛藤」カテゴリーで説

明されうるものであるが、このカテゴリーを構成

する概念は、共通して批判的思考を行なう自己へ

の注目の活性化を示している。これまで習慣的に

行ってきた直観的思考が、批判的思考と対極に置

かれ、批判的思考を使えていない自己を否定的に

反省する（認知的・言語的水準）だけではなく、

批判的思考を行えないこと―具体的には、批判的

思考のテキスト問題に正解しないこと―が排除

される対象になりうることを体験的に理解する

（体験的・非言語的水準）。すなわち、批判的思

考の学修に対して否定的な認知的反応が生じる

というプロセスには、批判的思考を行なうことに

対して“日本文化で重視される社会的関係性を壊

しかねない”というイメージだけではなく、教員

や他の学生を前にして“批判的思考を行っている

自分が人からどのように見られているのか”とい

う自己意識－Fenigstein，Scheier and Buss

（1975）の言葉を借りれば公的自己意識―から生

じる不安であると想定している。言い方を変えれ

ば、学修を阻害するような否定的反応（例えば、

授業に対する不満や反発、学修したことを実践し

ないという拒否的態度）は、公的自己意識を強く

意識させる教室という場だからこそ生じるので

あり、それはその認知的不協和、ひいては不安を

低減しようとする学習者の試みとして理解され

うる。 

そこで本研究で生成されたモデルの実践的活

用の際には、廣岡ら（2000）が論じる、大学生が

批判的思考に対して否定的なイメージを有する

ことは、その修得の妨げになるという見解を継承
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しつつ、次の点を加えることによって、否定的イ

メージの生成プロセスと構造をより明確にする

ことを提起する。（１）批判的思考に対する否定

的なイメージは、直観的思考を行ってきた自己が

新しい思考法を身につけようとする際に自己意

識に生じる認知的不協和が影響している。（２）

その結果として生じうる批判的思考の修得の弊

害は、その不協和を低減する試みである。（３）

その不協和ないし不安の低減は、教員と学生の相

互作用を通して認知的にも、行動的にも改善が可

能である。 

 

3.4. 実用化に向けた本研究からの提言：カテ

ゴリーにおける学修プロセスの解釈 

本モデルは、批判的思考を学ぶ授業を受けた大

学生へのインタビューをもとに構築されたもの

であり、アクティブラーニングの形式を部分的に

取り入れた批判的思考の学修がどのようなプロ

セスを経るのか―特にネガティブな反応がどの

ように生成されるのか―を説明し、教員がそうし

た学生の反応にどのように介入可能かの説明を

目指すものである。非常に限られた対象者の体験

に焦点を当てたモデルの形成であり一般的な傾

向を示すものではないが、カテゴリーの動き―す

なわち、（１）学修には言語的・認知的水準理解

と非言語的・体験的水準理解が存在すること、（２）

新しい思考法が新しい自己を形成することと体

験され、既存の自己と認知的不協和を起こしてし

まうこと、そして（３）学習者にはその不協和を

低減させようとする動機があること―は、さまざ

まな領域で見られる現象特性として考えられ、批

判的思考法の学修プロセスと介入を考察するに

あたっても一つの視座になりうると考えられる。

以下に、そうした現象特性を考慮した各カテゴリ

ーにおける可能と思われる介入の質的違いを示

す。 

第一に「授業による直接学修」カテゴリーで示

されている場では、批判的思考の理想化と学生が

これまで行ってきた（直感的）思考の否定という

対極構造が構築されやすく（認知的・言語的水準

の理解と体験的・非言語的水準の理解が矛盾しや

すく）、その後の学修でネガティブな反応を生成

する契機となっている。そのため、介入の方向性

としては、この対極構造を作らない工夫が必要で

あり、「社会的クリティカルシンキング」（廣岡ら，

2005）や「好意の原理」（道田，2002b）の導入、

またグループワークであれば抱井（2004）が論じ

るように協調を重視したアプローチなど、日本の

社会的文脈や他者との関係性を重視する思考パ

ターンを尊重した指導が有効だと思われる。 

第二に「自己の変容に対する葛藤」カテゴリー

で示されている場では、ネガティブな反応は、批

判的思考を身に付けた理想状態から非批判的思

考を行ってきた／行っている自己を否定的に振

り返ったり（認知的・言語的水準）、非批判的思

考は不正解であり、間違っており、否定・攻撃さ

れるに値されるものであると体験的に理解した

りしている（体験的・非言語的水準）ことから生

じている。これまでの研究では、否定的な自己認

知を行いやすい人は、批判的思考の学修がネガテ

ィブな自己への注目を促し抑うつ気分を強めて

しまうが、一方で批判的思考の志向性が高い人に

とっては、批判的思考の学修が抑うつを予防する

効果があることが見出されている（磯和・南，

2014）。本研究では、日本語版 POMS の結果

（Table 1 参照）から対象者となる集団には前者

のタイプを多く含むことが分かっており(7)、新し

い考え方の修得は新しい自己の構築へつながる

が、そこには否定的な自己への注目と無能な自己

の改善という意味合いを含んでいることに指導

する側は留意しておく必要があると思われる。そ

のため介入の方向性としては、自罰的態度を強化

しないような関わりや新しい自己に対するポジ

ティブなフィードバックが有効かと思われる。 

第三に「学修に対する反発」カテゴリーで示さ

れている場では、ネガティブな反応が、その前段

階の自己の変容に伴う認知的な不協和を前提と

しており、その不協和の均衡化の試みから発生し
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ていると仮説立てた。カテゴリー内の「やりたく

ない」や「できない」ことの原因が授業や教員な

ど外的要因や習慣という非対象的要因に帰属さ

れることは、自己の問題として考えることを停止

していることを意味している。これは、不協和を

なくすということがもはや自己内では行えず、外

的要因の変容や外部との関わり方を調整するこ

とでしか達成できない段階に至っていることを

意味しており、反発の理由を学習者の能力や努力

に帰属させることはあまり功を奏さないと思わ

れる。そのため、介入は、学習者の自己に直接働

きかけるのではなく、授業のやり方や教員の態度

の修正・改善に向けられた方が効果的かもしれな

い。特に、感情体験尺度得点（Table 1）が適応

的でない者（自己の感情に適切な距離を取りつつ

も向き合う能力の低い者）に対しては自己をむや

みに脅かすような授業形式はより不協和を増す

ばかりでなく、そのような個人にとって安全な方

法であると言えないであろう。 

アクティブラーニング形式の授業が増える中、

批判的思考の学修に付随するネガティブな感情

は、これまで論じられてきたような文化的思考の

差異にとどまらず、上記のような教員や他学生と

の直接的な交流の問題として捉える必要が出て

きている。言い換えると、批判的思考の学修に付

随するネガティブな感情は、その授業形式によっ

て意味するところが異なり、その対応にも異なる

アプローチが必要であると考えられる。 

 

4. 今後の課題 

 今回、学修過程を多次元的に探索するため、学

修の場を構成する対象集団の特性を質問紙にて

捉えた。その結果、精神健康度に関するハイリス

クの判定が４割程度存在し、感情体験についても

不適応的な様式をもつと考えられるものも見受

けられる集団であることが判明した。磯和・南

（2014）の研究も併せて考えると、限られた感情

体験能力や精神的な不健康さは、新しい思考法を

既存の思考法に統合する阻害要因となっている

と推察され、今後、これらがどのように批判的思

考の学修プロセスに影響を及ぼすか詳細な分析

が必要とされる。 

 先に述べた通り、感情の体験様式については精

神的健康度の指標とともに授業形式への配慮の

手がかりとなるが、逆に、感情体験様式の良好な

学生集団においては本研究で見いだされた新し

い自己の構築過程や認知的レベルと体験レベル

の不協和の解消に、より直接的にアプローチする

ような方略も可能性が残されているといえるか

も知れない。 
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注 

 
（1）テキストとして『クリティカルシンキング：情報

を吟味・理解する力を鍛える』（楠見孝・子安増

生・道田泰司・林創・平山るみ：2010, ベネッセ, 
東京.）を使用。 

（2）面接にあたった教員は、ゼミナールを担当してい

る教員ではあったが、批判的思考の指導には、資

料を配ったり、時折声かけをしたりするなど学習

環境を整える周辺的な介入やサポートを主とし

ており、テキストの解説などは行っていない。ま

た、3 名とも臨床心理士であり、面接における被

面接者との距離の取り方や言葉使いには十分に

訓練がなされていた。 
（3）POMS の 6 つの気分尺度「緊張・不安」、「抑う

つ・落ち込み」、「怒り・敵意」、「活力」、「疲労」、

「混乱」の平均得点±標準偏差を算出し、さらに

年齢別 T 得点から T 得点 75 以上のハイリスク群

を特定した。「－」は欠損値である。 
（4）感情体験尺度（中田，2006）は個人の特性的な感

情の体験様式を捉える尺度である。自己の感情を

豊かに感じる側面（Ⅱ「感情の優位性」とⅢ「尊

重性」因子）と感情の統制的側面（Ⅰ「統制可能

感」因子）からなる。本研究においては従来の研

究（中田,2006,2007 他）より範囲が広く、合計得

点の高低（低：0～16 点 中：17～33 点 高：34～

51 点）及び２側面のバランス（項目数の関係から

統制的側面を重みづけした上で、平均値を考慮し

5ポイント以上低い者を統制不能型とした）から
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「貧困型」「統制型」「平凡型」「統制不能型」

「良好型」の５つのタイプに分類し個人の感情的

特徴を記述した。「－」は欠損値である。ただし

本尺度は標準化途中である上に今回はサンプル

数も少ないという限界があるため、上記タイプの

分類は本研究内における相対的な参考指標とな

る。 

（5）理論的飽和化に関しては、木下（2003）や西條

（2007）が指摘するように、データのオープンコ

ーディングによる概念生成の拡張を行う限り、理

論的飽和化が完遂するということは事実上困難

であるとの認識の下と、限られたデータの中での

オープンコーディングによるボトムアップ的検

討と理論的サンプリングによるトップダウン的

検討を行い、結果図としてまとまりを見いだせた

ところを理論的飽和化の判断とした。 
（6）二つの理解水準は、各カテゴリー内の概念を横断

的にまとめるカテゴリーの一種と見なすことも

可能であるが、異種のカテゴリーを重ねることに

よって説明するよりも、各カテゴリーを通流する

理解水準として捉えた方が感覚的に分かりやす

いことを優先し、敢えて、ここではカテゴリーと

して提示しなかった。 
（7）ハイリスク判定割合は先行研究（元永・佐久間・

中野・森・平部・早川，2002; 早川・元永・佐久

間・橋本・中野，2004）と比較して高い割合を示

しており、同世代の集団を対象とした研究と比較

して、本研究の対象集団は精神的健康度が低い特

徴を持つことが示された。ただし、今回調査時期

はインタビュー調査から 1～3 週間のタイムラグ

があるため、別の要因が介在している可能性も否

定できず、今後の課題としたい。 
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 The Process of Generating Negative Reactions to Critical Thinking 

Learning and Its Intervention Model: Toward Practical 

Application of Cultivating Critical Thinking Skills in A College 

 
 Junichi TORIGOE＊1, Yuko SAKUMA＊1, Kaoru HIRAKUE＊1 

This study aims to make a model to explain how college students develop negative 
reactions to learning critical thinking and how teachers can effectively and educationally 
support their learning in an active learning class. To explore what students experienced when 
learning critical thinking, three different researchers conducted semi-structural interviews with 
18 college students who learned a critical thinking over one semester. After the interview, one 
researcher analyzed the interview data and constructed a model using the Modified Grounded 
Theory Approach (M-GTA) to indicate how they learned critical thinking and developed 
negative reactions to it. Two other researchers checked if the model was made properly and 
captured their learning process of critical thinking. Consequently, 11 concepts, three categories 
(Direct Learning in the Class, Conflict about the Change of the Self and Backlash against the 
Class) and two different levels – cognitive and experiential – of understanding circulating 
through all categories were generated. As other previous related studies have indicated, we also 
found that students negatively reacted to learning critical thinking. However, unlike other 
studies, which focus attention on differences in thinking styles between East and West, our 
model explains the negative reaction as students’ efforts to reduce cognitive dissonance 
between their existing self with intuitive thinking and new self with critical thinking. Therefore, 
we suggested that teachers support students who learn critical thinking by helping them 
integrate critical thinking, a new thinking style, into habitual ways of thinking. In addition, we 
conducted three types of questionnaires to multi-dimensionally understand students’ process of 
learning critical thinking: Feelings Experience Scale (FES), and Profile of Mood States 
(POMS). FES indicated that some students had limited ability to experience a variety of 
emotions. POMS indicated that about 40% of students were at high risk for having mental 
health issues. It was indicated that students who were not good at handling their own emotions 
had difficulty in integrating a new thinking style into an existing self and were likely to react to 
critical-thinking more negatively. They may need more emotional support although critical 
thinking was cognitive learning. 

Synopsis  

KAICHI INTERNATIONAL UNIVERSITY Bulletin No.16 

…………………………………………… Key words …………………………………………………… 

active-learning, critical-thinking, M-GTA, negative emotion, cognitive dissonance 
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１．はじめに 

 

 次の世代を担う子どもとその養育者・家族に対

する子育て支援について，蘆田（2010）は親の子

育て負担を軽減するための支援と，親が子どもを

育てる資質の向上に関する支援の 2 種類を指摘し

ている。前者は家庭における子育ての保障（養育

者の生活と労働に関する支援，子育てのための家

庭や地域の環境整備に関する支援）や保育施設の

量と質の確保，経済的支援，子育てがしやすい環

境整備等が該当する。一方，後者は親（養育者）

の子育ての能力を促進し，子育てというライフイ

ベントへの適応を支える支援と捉えられる。この

ような養育者の資質の向上に関する支援は，親に

なってからの支援と親になる準備期の支援に大別

される（蘆田，2010）。 

 寺本（2015）は親準備期の支援に焦点化し，子

どもや子どもの養育に対する理解や準備性（関 

 
  

2016 年 9 月 26 日受理 
Effects of NCAST-based psychoeducational program promoting
undergraduates’ nurturance in parent-child support centers 
*1 Taeko TERAMOTO 
開智国際大学リベラルアーツ学部 

心，態度）に関する概念を整理するとともに，こ

のような準備性を活性化させる予備的な心理教育

を試みた。子どもの養育とその準備性に関連する

概念には「親準備性」（岡本・古賀，2004），「親性

準備性」（伊藤，2003，2007），「次世代育成力」（原・

舘，1991；菱谷・落合・池田・高木，2009），「養

護性」（小嶋，1989；楜澤，2012）があるが，その

定義は次のとおりであった。「親準備性」は岡本・

古賀（2004）によって「子どもが将来，家庭を築

き経営していくために必要な，子どもの養育，家

族の結合，家事労働，介護を含む親としての資質，

およびそれが備わった状態」と定義され，「親性準

備性」は伊藤（2003）によって「子育てを支援す

る社会の一員としての役割を果たすための資質」

と定義された。また，養護性は「相手の健全な発

達を促進するために用いられる共感性と技能」と

定義された（Fogel and Melson, 1989; 小嶋，1989; 

楜澤, 2012）。更に，次世代育成力は原・舘（1991）

が「性別にとらわれず，次の世代を育てる能力」

と提唱した概念であるが，菱谷他（2009）は「次

世代の子どもたちを育てることへの自信」と定義

した。寺本（2015）ではこれらの概念に共通する

子育てや次世代の養育に対する関心や態度につい

NCAST 教材を活用した次世代育成に関する心理教育の実践と評価

－実習を取り入れた実践についての検討－ 

寺本 妙子＊1 

親子の関係性に焦点化した NCAST（Nursing Child Assessment Satellite Training）プログラムの教

材を活用し，大学生を対象に次世代育成意識を促進するための心理教育プログラムの実施と評価

を試みた。プログラムの内容は，乳幼児のサインや親子の関係性についての NCAST 教材に関す

る講義・演習，及び子育て支援施設での実習から構成された。プログラム開始前，講義終了後，

実習終了後に実施した評価テスト（養護性尺度）において得点の有意な上昇が認められたことか

ら，本プログラムの有効性が示唆された。 

……………………………………………………… キーワード ……………………………………………………… 

心理教育 NCAST 養護性 実習 大学生 



56 開智国際大学紀要 第 16 号（2017）
 

て，次世代育成意識として包括的に定義した。こ

の定義には，次世代を育むことへの関心と貢献，

相手への慈しみという人間のポジティブな側面が

反映されていた。 

 また，寺本（2015）では，次世代育成意識に影

響を与える要因として指摘されている，自身の親

子関係についても着目した。この点は菱谷・落合・

池田・高木（2010）においても指摘され，自身の

親との関係性の良好さと次世代育成力の高さの関

連が報告されていた。このような報告を踏まえ，

寺本（2015）は次世代育成意識を促す心理教育を

実施するために，親子の関係性の理解と支援を目

的とする NCAST(Nursing Child Assessment Satellite 

Training)プログラムの教材（Sumner and Spitetz, 

2004; 廣瀬, 2006）を活用した。NCAST プログラ

ムは，親子の安全・安定した関係性を基盤に子ど

もとその家族の健やかな育ちを目指す乳幼児精神

保健（Infant Mental Health）（Zeanah and Zeanah, 

2009; Weatherston, 2002）の知見に基づいて提供さ

れる教育プログラムである。親子の関係性に焦点

化された教材が開発されているが，その理論的背

景には，親子の関係性を捉える Barnard モデルが

ある（Sumner and Spitetz, 2004; 廣瀬 , 2006）。

Barnard モデルでは，良好な親子の関係性の成立に

は，子どもと養育者がそれぞれの役割・責任を担

うとされ，相互に影響を及ぼすことでその関係性

の様相が変化すると考えられている。養育者には，

子どもの視線，顔の表情，身体の動き，発声・発

話等のサイン（cue）から，子どものニーズを的確

に読み取り対応する役割が求められる。一方，子

どもの役割には，自身の内的状態を明瞭なサイン

として表現することが関係する。このような乳幼

児のサインの読み取り，その背後にある子どもの

ニーズの理解や適切な対応を促す教材に

BabyCues（NCAST programs, 2003）がある。また，

親子の関係性に関しては，遊びを通じた学び（例

えば，積み木を積む，ボタンかけ等）の相互作用

プロセスを模式化した概念である Teaching Loop

（Sumner and Spitetz, 2004; 廣瀬, 2006）や，抱っ

こによるスキンシップ，ぐずりに対するなだめ等

の日常生活における親子の関係性の理解を促す教

材である Promoting First Relationships （ Kelly, 

Zuckerman, Sandoval, and Buehlman, 2008）が提供

されている。 

 これらの NCAST 教材を活用して，寺本（2015）

は将来親になる可能性を有するという意味で親準

備期にある大学生の次世代育成意識を促進する心

理教育プログラムを試みた。具体的には，大学に

おける子育て支援に関する授業（心理学科の専門

科目・選択科目）の一部を活用して，子どもの理

解，親・養育者の理解，親子の関係性の理解の促

進を目的とするプログラムが考案・実践され，親

への信頼感の向上，養護性の一部の領域（共感性，

準備性），及び次世代育成力の一部の領域（誕生肯

定の自信，地域力の自信）の向上という肯定的な

結果が得られた。しかし，このプログラムは講義

と演習のみで構成され，実際に子どもと関わる実

習体験を導入することができなかった（授業運営

上の制約のため）。また，このプログラムの有効性

は，次世代育成意識の限定された領域でのみ確認

されるという限界があった。これらの点を改善す

るために，本研究では，実際に子どもと触れ合う

実習体験とそれに先立つ事前指導（講義と演習）

から構成される心理教育を考案し，その実践と評

価を試みた。本プログラムの具体的な内容は，親

子の関係性や乳幼児のサイン（Cues）についての

NCAST 教材を用いた講義・演習（実習事前指導）

の後，親子参加型の子育て支援施設での心理実習

に参加するという内容であった。準実験デザイン

を採用し，養護性に関する事前テスト，講義・演

習後の事後テスト 1，実習後の事後テスト 2 のア

セスメント結果に基づいて本プログラムの評価を

試み，その有効性について検討することを目的と

した。 

２．方法 

 

２．１．参加者 

 本研究への参加者は，関東にある私立大学の心

理学専攻の 3～4 年生 32 名（男子 11 名，女子 21

名）であった（平均年齢=20.94 歳，SD =1.44，



寺本妙子：NCAST 教材を活用した次世代育成に関する心理教育の実践と評価－実習を取り入れた実践についての検討－ 57

Min-Max=19-26 歳）。これらの学生は平成 24～27

年に実施された心理実習（心理学科の専門科目・

選択科目）の履修者であった。このうち，実習先

として子育て支援施設（親子参加型の子育て支援

を提供する NPO 法人が運営）を希望し，10 日間

の実習（1 名のみ 5 日間の実習）に参加したのは

14 名（男子 4 名，女子 10 名，平均年齢=20.50 歳，

SD =0.52，Min-Max=20-21 歳）であった。残りの

18 名（男子 7 名，女子 11 名，平均年齢=21.28 歳，

SD =1.81，Min-Max=19-26 歳）は，他の実習先（成

人対象の福祉施設等）での 10 日間の実習に参加し

た。以下，子育て支援施設での実習に参加した 14

名を実習群，不参加の 18 名を非実習群とした。 

 

２．２．教材 

 親子の関係性の理論的背景となる Barnard モデ

ル，教える場面での親子相互作用プロセスを示し

た Teaching Loop，子どものサインの分類と写真カ

ード（BabyCues），親子の関係性の理解と構築を

促す絵カード（Promoting First Relationships）を使

用 し た （ い ず れ も 米 国 ワ シ ン ト ン 大 学

NCAST-AVENUW が提供する NCAST 教材であっ

た）。 

 Barnard モデルは，既述のとおり，良好な親子の

関係性における子どもと養育者双方の役割・責任

を表わす模式図であり，親子の関係性を理解する

枠組みを提供するものである（Sumner and Spitetz, 

2004; 廣瀬, 2006）。具体的には，子どもの cue に

対する感受性，子どもの不快な状態の緩和，子ど

もの発達を促進する環境の提供という養育者の役

割・責任と，cue の明瞭性と養育者への反応性と

いう子どもの役割・責任が示されている。 

 Teaching Loop は遊びを通じた子どもの学びに

おける親子相互作用プロセスを示す概念である

（Sumner and Spitetz, 2004; 廣瀬, 2006)。具体的に

は，子どもが自力では達成できないような課題，

すなわち，養育者による何等かの助けを要する課

題（例えば，積木の積み上げ，ビーズのひも通し，

ボタンかけ等）における親子のやりとりの要点を

示すものである。子どもの注意を集中させ（注意

の喚起），どのように取り組むのか伝え（教示），

子どもに実践させ（実行），フィードバックを返す

（フィードバック）という 4 つのステップをタイ

ミングよく循環させることがポイントとなる。 

 BabyCues（NCAST programs, 2003）は，子ども

が発するサイン（cue）から子どものニーズを理解

し，適切に対応することを促すための教材である。

子どもの内的状態やニーズを理解するための概念

として，親和（engagement）と嫌悪（disengagement）

が提案されている。親和はコミュニケーションに

対する積極的な姿勢，嫌悪はその逆でコミュニケ

ーションの中断・休止や強度の緩和を求める状態

を指す。子どもの発するサイン（視線，顔の表情，

身体の動き，発声・発話等）を親和と嫌悪に分類

し，更にその強弱でそれぞれ 2 分類することで，

子どもの内的状態やニーズへの気付きを促し，適

切な対応方法を提示する点にこの教材の特徴があ

る。親和・嫌悪の強弱で 4 分類されたサインを写

真カードとして提供するのが BabyCues である。 

 Promoting First Relationships（Kelly et al., 2008）

は，様々な日常場面（遊び，ぐずっている時のな

だめ等）における親子の関係性の特徴を示した絵

カードを提供し，親子の関係性の理解促進を目的

とする教材である。例えば，泣いている子どもに

対応する母親の様子がイラストで描かれたカード

の場合，泣いている子どもの心情の理解の必要性

や，なだめて欲しいという子どものニーズが記述

され，このような場面での親子相互作用の理解と

援助の助けとなる。 

 

２．３．調査用紙 

 フェイス・シートにて，参加者の年齢，学年，

性別について尋ねた。事前・事後のアセスメント

については養護性に着目し，楜澤（2012）及び楜

澤・福本・岩立（2009）の養護性尺度を用いた。

この尺度には 6 段階評定の 25 項目が含まれ，「幼

い子どもに対する共感性（以下，共感性）」，「幼い

子どもに対する技能の認知（技能）」，「親への準備

性（準備性）」，「子どもの非受容性（非受容性）」

の 4 下位尺度が設定されている。「共感性」（9 項
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目）は子どもに対する共感や関心を示す程度に関

連し，「幼い子どもが泣いていると何とかしてあげ

たいと思う」や「幼児の姿をみかけるとつい目で

追ってしまう」といった項目が該当する。「技能」

（7 項目）は子どもに対するスキルの自信に関連

し，「幼い子どもがぐずっている時，うまくなだめ

ることができる」や「幼い子どもをあきさせない

で 30 分以上遊ばせることができる」等の項目で構

成される。「準備性」（4 項目）は将来親になって

子どもを育てる意志を反映し，「自分は子どもを育

て，よい親になろうと思っている」や「自分は将

来我が子に慕われる親になれそうな気がする」等

の項目が該当する。「非受容性」（5 項目）は子ど

もや子育てに対する否定的感情と関連し，「小さい

子どもを見ても別にかわいいと感じない」や「子

育てにはいろいろ煩わしいことが多いのではない

かと思う」等の項目が設定されている。この非受

容性は，楜澤（2012）を参考に得点を逆転化して

「受容性」として扱った。本研究では，各下位尺

度項目得点の平均値を尺度得点としたため，得点

範囲は 1 点から 6 点となった（高得点程その程度

が高いことを示す）。この尺度の信頼性・妥当性は，

楜澤（2012），及び楜澤他（2009）において報告さ

れている。また，講義終了後に振り返り用紙を用

いて，講義で取り上げた乳幼児精神保健，Barnard

モデル，子どものサイン，Teaching Loop の理解（5

「よく理解できた」から 1「全く理解できなかっ

た」の 5 段階評定）と学びの感想（自由記述）に

ついて回答を求めた。実習終了直後には，実習先

の子どもとの関係性の構築，及び子どものサイン

の読み取りに関する自己評価（5「よくできた」か

ら 1「全くできなかった」の 5 段階評定）と振り

返り（良好な場面と困難な場面についての自由記

述）について回答を依頼した。 

 

２．４．手続き 

 心理実習（心理学科の専門科目・選択科目）の

授業の一部を活用して本プログラムを試みた。子

育て支援施設での実習の事前指導として 2 コマ（1

週間 1 コマの合計 3 時間分，但し平成 24 年度は 1

週間 1 コマで 3 回実施の 4.5 時間分（注１））の講義と

演習を実施した（担当者は NCAST プログラムの

PCI インストラクター資格を有していた）。第 1 回

目に事前テストと乳幼児精神保健の概要，子育て

支援の概要，親子の関係性の理解と支援に関する

講義と演習（Barnard モデル，Teaching Loop，

Promoting First Relationships 教材を使用），第 2 回

目に子どものサインの理解と対応に関する講義と

演習（BabyCues 教材を使用），親子の関係性の理

解と支援に関する講義と演習（Promoting First 

Relationships 教材を使用），及び事後テスト 1 を実

施した（注 2）。その後，子育て支援施設での実習に

参加し，終了後に事後テスト 2 を実施した。具体

的な内容を Table 1 に示した。 

 

２．５．分析 

 準実験デザインに基づき，事前・事後のアセス

メント尺度得点の変化について検討した。事前テ

ストにおける両群得点の差異については t 検定，

実習群の得点推移（事前テスト，事後テスト 1，

事後テスト 2）に関しては一要因被験者内分散分

析（Bonferroni による多重比較），非実習群の得点

推移（事前テスト，事後テスト 1）に関して t 検定

を実施した。また，ベースラインの水準とその後

の得点上昇の関係を確認するために，事前テスト

得点と，事後テスト得点と事前テスト得点の差に

ついて相関係数を求めた。分析には IBM SPSS 

Statistics 22を利用した。有意水準は 5%に設定し，

10%水準の有意傾向も含めて有意性が認められた

場合，サンプルサイズによって変化することのな

い標準化された指標である効果量（Effect size: ES）

も算出した（水本・竹内，2008；大久保・岡田，

2012）。t 検定の効果量は r（t 値の自乗を t 値の自

乗と自由度の和で除した値の平方根）を使用し，

一要因被験者内分散分析の効果量は η2（条件の平

方和を全体平方和で除した値）を使用した（水本・

竹内，2008）。相関係数 r はそのまま効果量として

使用した（水本・竹内，2008）。効果量の解釈につ

いては，「大（Large）」の基準として r =.50，η2 =.14，

「中（Medium）」については r =.30，η2 =.06，「小
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（Small）」は r =.10，η2 =.01 が示されており（水

本・竹内，2008），本研究でもそれに従った。 

 

２．６．倫理的配慮 

 参加者に対して，本プログラムの内容の説明，

及びアセスメント（事前・事後テスト）の実施と

アセスメントデータの研究目的での使用に関する

お願いを文書でおこない，研究協力の承諾を文書

で得た。本研究は，著者の所属機関の研究倫理委

員会の承認を得て実施された。

 

 

 

 

 

Table 1　本プログラムの内容

テーマ 用具（質問紙・NCAST教材） 内容

事前テスト
フェイスシート

養護性尺度

・乳幼児が安全で安定した関係性の中で発達
と健康を促進できるような支援活動である乳
幼児精神保健について理解を深める。

・親子の関係性を捉える枠組みであるBarnard
モデルについて理解する。

・遊びを通じた学びの相互作用プロセスであ
るTeaching Loopについて理解する。

演習①：Teaching Loopの各フェーズ（注意の

喚起，教示，実行，フィードバック）につい
て，子どもと母親の気持ち・対応について意
見交換する。

・子どものサインの分類（親和と嫌悪）につ
いて理解し，それらへの適切な対応について
学ぶ。

演習②：提示された写真カード（BabyCues）
が何のサインか考え（例：「笑顔」，強い親
和のサイン），その時の子どもの気持ちを推
測して意見交換する。

・親子のやりとり場面における子どもの理
解，養育者の理解，両者の関係性の理解につ
いて学ぶ。

演習③：親子のやりとり場面が描かれたイラ
スト教材（Promoting First Relationships）につ

いて，その場面の状況，子どもの心情，母親
の気持ちを推測して意見交換する。

事後テスト1
養護性尺度

講義・演習の振り返り用紙

事後テスト2 養護性尺度

実習の振り返り用紙

*
　講義が3コマ割り当てられた平成24年度は，第1回の内容を2回分に分け，合計3回実施した。

**
　1名のみ実習期間が5日間であった。

実習

10日間の施設実習 
**

講義 
*

第
1
回

乳幼児精神保健の概要
子育て支援の概要
親子の関係性の理解と支援（１）

Barnardモデル

Teaching Loop（演習には

Promoting First Relationshipsの
イラスト教材の一部を使用）

第
2
回

子どものサインの理解と対応
親子の関係性の理解と支援（２）

BabyCues（写真カード）
Promoting First Relationships
（イラスト教材）
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３．結果 

 

 講義開始前（事前テスト）の養護性尺度得点に

ついて Table 2 に示した。講義に参加した 32 名全

体の得点の分析に加えて，群別の得点を示した（実

習群 14 名，非実習群 18 名）。全体の平均得点（±SD）

は共感性で 4.43（±1.25），技能で 2.98（±1.38），

準備性 3.78（±1.56），受容性 4.22（±1.07）であり，

中点（3.5 点）を下回ったのは技能のみであった。

群間で比較すると，実習群が非実習群より高い傾

向にあり，共感性においては，実習群，非実習群

の順に，4.87（±0.97），4.09（±1.36）であった。

技能では 3.20（±1.26），2.80（±1.48），準備性で

4.38（±1.07），3.32（±1.74），受容性で 4.46（±0.81），

4.03（±1.22）となったが，t 検定を実施した結果，

有意性が認められたのは準備性のみであった

（t(30)=-2.11, p<.05, r =.37, ES =Medium）。実習群の

共感性は 4.87 と高い水準で，有意傾向が見られた

（t(30)=-1.79, p<.10, r =.31, ES =Medium）。 

 実習群の事前テストと講義終了後の事後テスト

1，実習後の事後テスト 2 の得点の推移について

Table 3 に示した。共感性の事前テスト，事後テス

ト 1，事後テスト 2の平均値は順に，4.87（±0.97），

4.95（±0.81），5.10（±0.80）であった。技能では

3.20（±1.26），3.32（±1.34），4.05（±0.91），準

備性で 4.38（±1.07），4.30（±1.01），4.82（±0.91），

受容性で 4.46（±0.81），4.63（±0.95），5.21（±

0.52）であった。一要因被験者内分散分析の結果，

技能，準備性，受容性において有意性が認められ

た（技能: F(2, 26)=6.36, p<.01, η2=.097, ES=Medium; 

準備性: F(2, 26)=5.55, p<.05, η2 =.053, ES =Small; 

受容性: F(2, 26)=7.62, p<.05, η2 =.156, ES =Large）。

共感性では有意傾向が見られた（F(2, 26)=2.57, p<.10, 

η2 =.014, ES =Small）。多重比較の結果，共感性を

除く 3 下位尺度で事前テストと事後テスト 2 の得

点において有意差が認められ（p<.05），得点の有

意な上昇は事前テストから事後テスト 2 において

のみ見られた。 

 非実習群の事前テストと事後テスト 1 の得点の

変化について Table 4 に示した。共感性の事前テス

トは 4.09（±1.36），事後テスト 1 は 4.18（±1.29）

であった。技能については事前，事後の順に，2.80

（±1.48），2.88（±1.49），準備性は 3.32（±1.74），

3.40（±1.61），受容性は 4.03（±1.22），4.17（±

1.16）であった。いずれも，t 検定では有意性が確

認されなかった。 

 実習群における事前テストの得点（ベースライ

ンの水準）と，その後の得点上昇の関係を確認す

るために，事前テストの得点と，事後テスト 1 の

得点と事前テスト得点の差，及び事後テスト 2 の

得点と事前テストの得点の差について Pearson の

積率相関係数を求めた（Table 5）。事後テスト 1

との得点差に関して，有意な負の相関関係が見ら

れたのは共感性（r =-.59, p<.05, ES =Large）のみで

あった。事後テスト 2 との得点差に関しては，共

感性（r =-.57, p<.05, ES =Large），技能（r =-.71, p<.01, 

ES =Large），受容性（r =-.81, p<.001, ES =Large）

で同様の傾向が認められた。準備性においては，

有意傾向が認められた（ r =-.53, p =.052, ES 

=Large）。 

 

 

 
 

Table 2　事前テストにおける養護性尺度の平均得点（SD）

    ｔ p r ES

共感性 4.43 (1.25) 4.87 (0.97) 4.09 (1.36) -1.79 .08 .31 Medium

技能 2.98 (1.38) 3.20 (1.26) 2.80 (1.48) -0.81 .42

準備性 3.78 (1.56) 4.38 (1.07) 3.32 (1.74) -2.11 .04 .37 Medium

受容性 4.22 (1.07) 4.46 (0.81) 4.03 (1.22) -1.12 .27

t検定

全体（N =32） 実習群（n  =14） 非実習群（n  =18）
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講義終了後の振り返りにおいて，講義内容であ

った乳幼児精神保健，Barnard モデル，子どもの

サイン，Teaching Loop の理解に関して，「よく理

解できた」もしくは「だいたい理解できた」と回

答した割合（参加者 32 名のうち未記入の 2～3 名

を除いた人数における該当者の人数）は順に，0.73，

0.83，1.00，0.83 であった。乳幼児精神保健に関

しては 7 割というやや低めの水準であったが，そ

の他は 8 割以上の高い水準を示した。学びの感想

に関する自由記述のうち，代表的なものは以下の

Table 3　実習群の事前・事後テストにおける養護性尺度の平均得点（SD）

F p    η 2 ES

共感性 4.87 (0.97) 4.95 (0.81) 5.10 (0.80) 2.57 .096 .014 Small

技能 3.20 (1.26) 3.32 (1.34) 4.05 (0.91) 6.36 .006 .097 Medium 事前  < 事後2 *

準備性 4.38 (1.07) 4.30 (1.01) 4.82 (0.91) 5.55 .010 .053 Small 事前  < 事後2 *

受容性 4.46 (0.81) 4.63 (0.95) 5.21 (0.52) 7.62 .010 .156 Large 事前  < 事後2 *

一要因被験者内分散分析（Bonferroniによる多重比較）（n  = 14）
* p <.05

事前テスト 事後テスト1 事後テスト2 多重比較の結果

Table 4　非実習群の事前・事後テストにおける養護性尺度の平均得点（SD）

t   p

共感性 4.09 (1.36) 4.18 (1.29) -.85 .41

技能 2.80 (1.48) 2.88 (1.49) -.76 .46

準備性 3.32 (1.74) 3.40 (1.61) -.70 .50

受容性 4.03 (1.22) 4.17 (1.16) -1.04 .31

ｔ検定（n  = 18）

       事前テスト        事後テスト1

Table 5　実習群の事前テストと事後テストの差に関する相関係数

r    p ES r    p ES

共感性 -.59 .025 Large -.57 .031 Large

技能 -.19 .513 -.71 .005 Large

準備性 -.36 .203 -.53 .052 Large

受容性 .17 .551 -.81 .000 Large

Pearsonの積率相関係数（n  = 14）
pre: 事前テストの得点

post1: 事後テスト1の得点

post2: 事後テスト2の得点

[post1 - pre]: 事後テスト1の得点と事前テストの得点の差

[post2 - pre]: 事後テスト2の得点と事前テストの得点の差

pre × [post1 - pre] pre × [post2 - pre]
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とおりであった。乳幼児精神保健に関しては，「乳

幼児の発達には養育者のそれに見合った対応も

重要なのだと改めて理解した。」，「子どもだけで

はなく，養育者の精神的な安定なども重要だと感

じた。」といった感想が，Barnard モデルに関して

は，「子どもに対する養育者の役割と子どもの役

割，親と子の両者に役割があると感じた。」，「親

と子どものどちらかの役割が弱ければ，それを補

おうとお互いに支え合って成長していく。子ども

だけの成長ではないと思った。」という回答が得

られた。子どものサインに関しては，「言語だけ

ではなく，体の動きなど相手（乳幼児）の感情を

読みとる方法はあるのだと感じた。」，「様々なサ

インに気付くこと，それに対応した行動をとるこ

とが大切だと思った。」といった内容が，また，

Teaching Loop に関しては，「これらの相互作用が

あって子どもの成長が少しでも促進されるなら，

意識してポジティブなフィードバックをしよう

と思った。」，「フィードバックをどうしたら良い

か分からない親も多いであろうし，ネガティブな

ことしか言えない人もいると思った。」等の回答

が得られた。 

 実習後の振り返りに関して，実習先の子どもと

の関係性構築が「よくできた」もしくは「だいた

いできた」と評価した割合（未記入者 1 名を除い

た 13 名における該当者人数）は 0.92 と高い水準

であった。関係性構築に関する良好な場面と困難

な場面についての自由記述内容の代表的なもの

は以下のとおりであった。良好な場面として，「抱

っこしたり，手をつないだりしている時や自分と

子どもの目が合っている時」，「一人遊び（積み木

やままごと）に加わってみることで，その子の遊

び方や大人に対しての関わり方が少し見えるの

で，その様なときにスムーズにこちらも関われ

た。」，困難な場面として，「言うことを聞いてく

れない子に色々なアプローチをしてもきいてく

れなかった時」，「子どもが泣いてしまった時や，

我が強くなってなすべきことをしてくれない時」

という回答が得られた。また，子どものサインの

読み取りに関する自己評価において，「よくでき

た」もしくは「だいたいできた」と回答した割合

（未記入者を除いた 13 名中の該当人数）は 0.77

であり，8 割に近い水準であった。サインの読み

取りに関して良好な場面（よく理解できた場面）

については，「長時間一緒に過ごすことで，わず

かな表情の変化が分かるようになった時」，「子ど

もの言葉だけでなく行動や仕草にも注目するこ

とが大切であり，そのようなことを注意すること

でスムーズに関われた。」という回答が，困難な

場面（うまく理解できなかった場面）については，

「何の前ぶれもなく泣き出してしまった時，何か

に不安そう，不満そうにまゆをひそめているがそ

れだけの時」，「出してくるサインが対応のできな

いものであると，対応に工夫が必要であるため難

しかった。」という回答が得られた。 

 

４．考察 

 

４．１．本プログラムの内容について 

 本プログラムにおける実習群はベースライン

において，非実習群よりも高い共感性や準備性を

示していた（Table 2）。共感性は子どもへの共感

や関心，準備性は将来親になって子どもを育てよ

うとする意志を反映しており，これらの傾向が高

い者が子育て支援施設での実習を希望していた。

講義内容の理解に関して，「よく理解できた」や

「だいたい理解できた」という肯定的な回答が参

加者の 8 割以上から得られ（乳幼児精神保健に関

してのみ 7 割），講義や演習が十分に機能してい

たことが示唆された。また，自由記述からは，子

どもと養育者双方の精神的安定や役割の重要性，

子どもの非言語的サインに注目する意義，具体的

な相互作用のあり方（特にフィードバックのあり

方）といった NCAST 教材が強調する重要ポイン

トに関する内容が見られ，本教材の意図が適切に

理解されていたことが示唆された。実習後の振り

返りでは，子どもとの関係性構築における肯定的

な評価を 9 割の参加者が示していた。サインの読

み取りに関する肯定的な評価は8割近くの参加者

が示し，主観的な評価ではあるが，実習における
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子どもへの対応が良好であったことが示唆され

た。両項目について良好に感じた場面や困難に感

じた場面に関する記述からは，子どもへの対応に

おいて，意識的に子どものサインに注目したり，

それに合わせて自分の行動を調整したりといっ

た，NCAST 教材の主要なポイントが実践にも反

映されていたことが示唆された。すなわち，

NCAST 教材の主要部分が参加者の知識として定

着し，それを子どもと接する実践の場でも活用で

きたこと，そして，良好な自己評価に繋がったこ

とが読み取れた。これは，NCAST 教材の内容が

実習の事前指導として適切であったことを示唆

するものであった。 

 

４．２．本プログラムの有効性について 

 2 コマの講義・演習の前後では，実習群も非実

習群も養護性得点の有意な上昇は認められなか

った（Table 3，Table 4）。しかし，ベースライン

と実習後得点の比較では，技能，準備性，受容性

において有意な上昇が見られた（Table 3）。この

ことから，講義・演習と実習を組み合わせた本プ

ログラムが有効である可能性が示唆された。 

実習後の得点において有意な上昇が確認され

なかったのは共感性のみであるが，そのベースラ

インは他の下位尺度より高水準であった。また，

ベースラインの得点と，事後テスト 1，及び事後

テスト2との得点差に有意な負の相関関係が見ら

れた，すなわち，前者が低いほど後者との差分（上

昇の程度）が有意に大きくなったのは，事後テス

ト 1 における共感性と，事後テスト 2 における全

ての下位尺度であった（但し，準備性は有意傾向

であった）（Table 5）。ここでは，共感性も他の下

位尺度と同様の傾向を示していた。ベースライン

における高水準と，ベースライン得点が低いほど

事後テスト得点での上昇が大きかったことを考

慮すると，共感性尺度の天井効果が考えられた。

この解釈は，高校生の批判的思考態度育成のため

の教育プログラムに関する先行研究（青柳他，

2010）でも同様になされているが，尺度の天井効

果によって，参加者の特性が十分に把握されてい

ない可能性を示唆するものであった。より感度の

高い尺度でアセスメントすれば，参加者のベース

ラインの水準やプログラム参加後の変化をより

適切に捉えられた可能性が示唆された。 

 

４．３．予備的プログラム（寺本，2015）との比

較 

実習は伴わず，5 コマの講義・演習のみから構

成された寺本（2015）の予備的プログラムでは，

共感性と準備性でのみ得点の上昇が確認できた。

本プログラムは，その半分のコマ数で講義・演習

を行い，実習に参加するという構成であったが，

実習後には，準備性に加えて技能や受容性の促進

も確認できた。本研究も寺本（2015）も，NCAST

教材を活用して大学生の次世代育成意識を促進

するという内容であったが，このような目的の心

理教育プログラムの構成と時間配分に関して，次

のような示唆が得られた。講義・演習に割り当て

る時間について，実習を取り入れない場合は，2

コマでは有効性が確認できず（本研究），5 コマで

は限定的な領域（下位尺度）で効果が示唆された

（寺本, 2015）。実習を組み込んだ場合は，2 コマ

の講義・演習（事前指導）であっても，倍近い時

間を要した寺本（2015）よりも養護性の多くの領

域で有効性が示唆された。これらのことから，

NCAST 教材を活用した講義・演習と実習の組み

合わせが有用であること，及び事前指導に要する

時間は2コマという少ない時間であっても有効で

あることが示唆された。一方，現実的に実習を組

み込めない場合は，より多くの時間を講義・演習

に費やす必要性も考えられるが，5 コマでは限定

的な領域での効果に留まったことから，より多く

の時間を要するのか，それとも，先に共感性につ

いて論じたのと同様に，尺度の感度を考慮して，

より適切な尺度でアセスメントすべきなのか，検

討の余地が残され，今後の課題とされた。 

 

４．４．限界と課題 

最後に，本研究の限界であるが，研究デザイン

上の課題が挙げられた。ベースラインの水準にお
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いて介入群（プログラムに参加した群）と等質な

統制群を設定し，介入後の水準を比較すれば，準

実験デザインとしてはより充実するが，今回は現

実的に困難であった。非実習群（他の施設での実

習に参加）に事後テスト 2 を実施し，実習群との

比較を行うことも一案であったが，その場合，こ

の群が他の実習施設で体験した要因がもたらす

効果を排除できず，統制群にはなり得なかった。

今回のプログラムは，授業の一部を活用するとい

う制約のもとで実施されたもので，統制群設定は

困難であったが，研究デザインについても検討の

余地が残された。 

また，本研究から得られた結果の一般化可能性

についても慎重に検討する必要があった。今回の

実習群はベースラインの水準において，非実習群

よりも共感性と準備性が高い傾向にあり，このよ

うな参加者の特性が本研究の結果に影響を与え

た可能性も考えられた。参加者の特性を考慮しつ

つ，本プログラムの有効性の一般化可能性につい

ても検討を重ねる必要性が示唆された。 

いずれにしても，本研究で試みた，NCAST 教

材を活用した大学生の次世代育成意識を促進す

る心理教育プログラムが有効であった可能性が

示唆された。今回は効果測定のアセスメントとし

て養護性にのみ注目したが，寺本（2015）でも指

摘した他の属性や心理特性を加味した検討も含

めて，上記の課題について更に検討を重ねる必要

があろう。 
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注 
（注１）年度によって講義時間が異なるのは，本科目を複

数教員で担当するという運営上の制約によるも

のであった。教員間の時間配分の調整の結果，24

年度のみ 3 コマとなった。 
（注２）3 コマ分実施した平成 24 年度は，第 1 回の内容

を 2 回分に分けて実施した。 
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Effects of NCAST-based psychoeducational program promoting 

undergraduates’ nurturance in parent-child support centers 
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Psychoeducational program for promoting nurturance in undergraduates, based on Nursing 
Child Assessment Satellite Training (NCAST) was evaluated. This program consisted of 
lectures and group-work, as well as practical training conducted in a parent-child support 
center. NCAST material including the classification of infants’ cues and child-caregiver 
relationships were used in lectures and group-work. Pre- and posttest assessment scale scores 
indicated certain positive changes in the participants. These findings suggest the effectiveness 
of program. 
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1.  Introduction 

 The issue of motivation for successful second 

language learning (L2) has been a target of 

many research studies. The never-ending debate 

regarding which factors prove to be more 

efficient for successful L2 acquisition is still far 

from reaching any consensus. The literature, 

both linguistic and socio-linguistic, is 

overwhelmed with controversial conclusions 

about the predominant role of either 

instrumental or integrative types of motivation. 

Gorshkov and Lange (2015) generally supported 

the view that elements of integral motivation in 

bridging English communication and 

international understanding prove to be more 

beneficial for L2. There are also research studies 

(e.g. Tsai, 2012) which conclude that both 

instrumental and integrative types of motivation 

are equally important in English acquisition for 

students studying abroad. Conversely, Hadriana 

et al. (2013), for instance, after investigating the 

relationship between motivations and 

self-learning and secondary high school students’ 

English language achievements, conclude that 
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there is a less significant relationship between 

extrinsic motivation and English language 

achievement, while there is no significant 

correlation between intrinsic motivation and 

students’ achievements.  

 Recent studies on motivation (e.g. Rees, 2014) 

appeal to the “complexity” of learning attitudes 

and motivation that are being shaped by a 

“global socio-cultural context”. Rees (pp. 

86-87) concludes that learning motivation is 

subject to changes in its social environment. 

Wadell and Shandor (2012) draw similar 

conclusions, stating that English is an 

international language nowadays, and the 

distinction between integral and instrumental is 

no longer relevant, as L2 learners associate 

English with more than English-speaking 

countries. Dornyei (2010, p. 74) also points out 

that research on L2 motivation has recently 

shifted from the traditional 

“integrative/instrumental dichotomy” to the 

concept of the “ideal L2self”. 

 Authentic learning, or “learning by doing” is 

another wide-spread trend in the field of 

education which is also being actively applied 

for L2 acquisition. Studying for a real purpose, 

fostering the ability to relate theoretical 

knowledge to real-world issues and problems 

motivates the L2 process itself and helps acquire 

new skills and knowledge.  

  In the present study, we do not advocate the 

accuracy of any research findings of the 

previous studies, but we do generally support 

the view that elements of integral motivation 

might foster students’ English capabilities, 

especially taking into account the research 

findings claiming that motivation for L2 among 

Japanese university students is mostly of 

instrumental origin (Brown, 2004).  

 In this research, taking advantage of an 

international exchange setting1, we explain how 

international friendship letter exchanges can 

foster students’ English learning capabilities. We 

conclude that international friendship letter 

exchanges have the potential to trigger 

integrative motivation and aim to ascertain to 

what degree letter exchanges motivate students 

to activate their English skills to foster 

international/intercultural understanding and 

goodwill.  

 The structure of the paper is as follows. 

Section 2 briefly introduces literature review 

related to pen pal projects and international 

letter exchanges. Section 3 provides a brief 

overview of the international friendship letter 

exchange project at Kaichi International 

University. Section 4 outlines the methodology 

of the research. In Section 5 we discuss the 

survey results, with the conclusion in Section 6.  

 

2. Letter Exchanges as a Motivating 

Factor in English Learning: Short 

Literature Review 

 International letter exchanges aimed to connect 

students around the world and activate their 

motivation in L2 is certainly not new. Writing 

for “a real purpose” or for “authentic 

communication purposes” as mentioned by 

Larotta (2011), has proven to be an extremely 

efficient driving force for students from 

different age groups to improve their writing 

skills and increase their awareness on 

intercultural issues and international 

understanding. Barksdale et al. (2007), for 

instance, point to the positive impact of pen pal 

projects in supporting literacy development, 

promoting content-based learning, forming 

personal friendship, and developing cultural 

                                                  
1 See details in Part 2 below. 
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understanding. In a different study, Larotta and 

Serrano (2012), by developing a holistic and 

socio-cultural approach to adult English literacy, 

also conclude that pen pal writing brings 

“linguistic and cultural gains” to L2. Lange 

(2011, p. 79) also points out the positive 

outcome of international letter exchanges 

between students in Japan and students in Laos2 

fostering an increased interest in 

international/intercultural understanding and 

goodwill. More specifically,  

  

the percentage of respondents (in Japan) 

who said that they became much or very 

much interested was slightly more than half 

(51%) for “Japan’s role in Asia”, 76% for 

“developing countries like Laos”, 72% for 

“internationalization”, 69% for “helping 

other countries”, 75% for “international 

goodwill”, and an overwhelming majority 

(87%) for “English”, which is strong 

evidence for the benefits of this kind of 

letter exchange. (Lange, 2011, p. 79) 

  

 As such, the positive impact of international 

letter exchanges is widely recognized.  

 On the other hand, technological advancements 

in the era of globalization have significantly 

changed the means of communication, making it 

easier to correspond with people from “disparate 

far-flung cultures” (Thirumurthy, 2010). The 

spread of information technology (IT) and its 

adaptation to L2 paved the grounding for a 

change in the traditional way that international 

letter exchange  projects are organized. More 

and more researchers and instructors of L2 

worldwide report on the positive impact of 

e-mail exchanges (Greenfield, 2003; Ndemanu, 

                                                  
2 Through the Japan Association for Language Teaching (JALT) 

Teachers Helping Teachers (THT) organization.  

2012; Xing, 2014), e-pal (Thirumurthy, 2010) or 

even VideoPal projects (Du et al., 2011) and 

videoconferencing (Wu and Marek, 2010). 

However, as claimed in some research, the 

arrival of a pen pal letter produces much more 

excitement than any form of technology-based 

communication (Mims, 2013). The 

overwhelming delight of students receiving 

letters written on paper from students in a 

foreign country is also well reported on in 

Lange (2011) as well as in Lange and Gorshkov 

(2016). Thus, international letter pen pal 

exchanges in the traditional paper form may still 

be a more effective way to promote elements of 

integrative motivation. 

 

3. Methodology  

 Kaichi International University puts much 

emphasis on the promotion of international 

exchange. On 21 July 2014, the university 

hosted Chinese students from Soochow 

University and organized a Japanese cultural 

experience for them. The idea of the exchange 

was expressed in the concept of a “bridge” as a 

symbol of connection joining the two schools. 

Lange and Gorshkov (2016) referred to this 

international exchange as an example of 

integrative motivation. On 17 July 2015, the 

second round of international exchange with 

Soochow University 3  was organized under 

which the authors launched the International 

Friendship Letter Exchange Project.  

 The general overview of the International 

Friendship Letter Exchange Project and 

International Cultural Exchange Program with 

Soochow University, China is presented in 

Table 1 below.  

 Our major research questions include the 

                                                  
3  For details of the exchange, refer to Lange and Gorshkov 

(2016).  
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following: 

1. What is the motivation for students to learn 

English?  

2. What are students’ attitudes towards 

international cultural exchange? 

3. How can an International Friendship Letter 

Exchange Project influence students’ 

English learning motivation?  

 In order to answer these research questions, we 

implemented a two-stage analysis.  

 

Table 1 Overview of the International Friendship 

Letter Exchange Project and International 

Exchange Program with Soochow University  

 

Step 1. International Cultural Exchange Program 

with Soochow University (21 July 2014) 

Step 2. International Friendship Letter Exchange 

Project (June 2015) 

- preparation of letters by Kaichi students 

- getting written consent forms from students 

Step 3. International Cultural Exchange Program 

with Soochow University (17 July 2015)  

- passing Kaichi letters to Soochow University 

students 

- preparation of letters by Soochow University 

Students 

Step 4. Obtaining official permission to analyze 

Soochow University students’ letters from the 

Undergraduate Academic Affairs Office, Soochow 

University, China (August 2015) 

Step 5. Survey of Kaichi Participants (September 

2015) 

 - passing Soochow letters to Kaichi students 

(September 2015) 

 - getting official permission from the Ethics 

Committee at Kaichi International University to 

conduct the survey (9 September 2015) 

 First, we launched an international friendship 

letter exchange project as a part of an 

international cultural exchange event with 

students from Soochow University on 17 July 

2015. To get our students involved in the project, 

we followed and built from the example in 

Lange (2011) including the process approach to 

writing. The steps we followed were: 

1) briefing about the Soochow University visit 

and related friendship letter writing project, 

2) providing a letter writing template (see 

attached in Appendix A), 

3) having the students write their first drafts, 

4) correcting and returning the letters, and 

5) having students write and submit their final 

drafts.  

 We later on collected the students’ letters from 

both partner universities and analyzed their 

contents, structures (whether the students 

followed the scaffolding technique provided in 

the letter template), establishing friend 

connections and focus on cultural issues. 

 Second, in order to ascertain to what degree 

letter exchanges motivate students to activate 

their English skills to foster 

international/intercultural understanding and 

goodwill, we conducted a survey in September 

2015 targeting two groups of students: those 

who participated in the international friendship 

letter exchange project only and those who also 

participated in the international cultural 

exchange with students from Soochow 

University. The survey form consisted of three 

parts: background information of the 

respondents (nationality, sex, academic year, 

specialty, motivation of L2); questions related to 

the students’ experience of participating in the 

international friendship letter exchange 

program; and questions related to their 

experience of international cultural exchange 
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with Soochow University on 17 July 2015. The 

survey form included both open-end questions 

and questions based on the Likert scale.4 The 

complete survey form is presented in Appendix 

B. 5 All students who participated in the 

international friendship letter exchange project 

with Soochow University provided their written 

consent6 (Appendix C) to analyze the contents 

of their letters. In addition, the present study 

also passed the screening and fulfilled the 

necessary requirements of the Research Ethics 

Committee at Kaichi International University.7   

   

4. Results and Discussion 

4.1. Analysis of the letters’ contents 

 Forty-eight letters were prepared by Kaichi 

students for their dear friends from Soochow 

University within the framework of the 

international friendship letter exchange. Since 

four students volunteered to write more than one 

letter, the actual number of Kaichi participants 

amounted to 43 students with the majority of 

them being first-year students (elementary and 

pre-intermediate levels) who were encouraged 

to prepare their letters as an extra-curricular 

activity apart from their regular English classes. 

Out of the 48 letters submitted to the instructors, 

10 letters were written by foreign students at 

Kaichi International University.8 Twenty-seven 

letters (56%) contained pictures, original 

drawings and pieces of origami prepared for 

                                                  
4  The format of the Likert item included a scale with the 

following five options: strongly disagree, disagree, neither agree 

nor disagree, agree, strongly agree. 
5 The original survey form had a Japanese translation to help 

students understand the goals of the survey. Students could reply 

either in English or Japanese. The responses in Japanese used in 

this paper were translated into English by the authors.  
6 The written consent form was also available in both English and 

Japanese.  
7 Acceptance Number 18 dated 9 September 2015.   
8 Seven letters were written by first-year Vietnamese students and 

three letters were written by first-year Chinese students. 

their dear Soochow University friends. The 

scaffolding technique and process approach to 

writing were applied to assist the students to 

complete their letters. The students were 

provided with a letter template to help them 

with the process of writing (Appendix A). The 

analysis implemented showed that 22 letters 

(46%) followed the style of the template letter, 

15 letters (31%) contained original letter 

structures while 11 letters (23%) combined both 

methods by supplementing the template 

provided with their original sentence structures. 

Students were encouraged to ask for any help 

from their instructors and many eventually 

rewrote and improved their letters (with the 

average score for question 5 at 3.7. See Part II. 

B of the Survey in Appendix D).  

 Kaichi students mostly enjoyed writing about 

the following topics: introducing themselves, 

their hometowns, hobbies, local food and 

traditions popular in their culture, sightseeing 

spots and seasons in Japan. Anime and manga 

were also often mentioned among the top 3 

topics the respondents enjoyed writing about. In 

their letters they asked various questions to their 

partners mostly wanting to learn about their 

partners, Chinese culture, Soochow University, 

why their partners like Japan and how they 

enjoyed their stay. Some students were even 

interested in the level of English ability of their 

dear Soochow University friends. Some Kaichi 

students added delightful welcoming greeting 

salutations at the beginning of their letters and 

some even added helpful precautions in their 

letters to their Chinese exchange partners: 

 

 It's my pleasure to write this letter for you. 

 

 Have you ever been to Japan? If this your first 

time to visit here, your’re lucky coming to 
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Kashiwa. 

 

 Japan is very beautiful. Hope you enjoy your 

journey. 

 

 Japan has earthquakes like many countries do. A 

might earthquake may occur tomorrow. Please 

take earthquake measures even though you are 

only visiting Japan.  

 

 He’s the mascot of Chiba Prefecture. His name is 

Chiba-kun. He is shape of Chiba Prefecture. I live 

in around his neck. Do you have any country’s 

mascot? 

 

Foreign students studying at Kaichi shared 

their Japan experiences with their Chinese 

partners: 

 

  I came to Japan three years ago. It was a 

difficult time because I had never been to a foreign 

country before, and moreover I don't know about 

the language, culture or people here. Everything 

started from zero. However everyone here is very 

friendly and kind. Therefore I didn't fear anything 

and I enjoy life in this beautiful country. 

 

 Instructors received 52 thank-you letters back9 

prepared by Soochow University students and 

staff members on the day of the international 

exchange program. The letters mostly contained 

self-introductions and replies to the questions 

asked by Kaichi students. In 25 letters, Chinese 

students invited their Japanese partners to visit 

China one day:  

 

 In Soochow, there are many ancient gardens. … 

You could let me guide you have a charming visit. 

                                                  
9  Seven letters were written in Chinese and four letters in 

Japanese. 

 

 If you have chance, welcome to visit China and I 

am sure you will have a good memory. 

 

 I wish you could visit China and taste Chinese 

sweets. 

 

 Sorry for not having too much space to tell you 

more about my country and if you have any chance 

to visit China, please feel free to contact me. 

 

 Many letters from Soochow University 

students also introduced their experience of 

visiting Japan and expressed their views on 

Japan, Japanese people, cultural differences and 

similarities between Japan and China:  

  

 Frankly speaking, Japanese people work very 

hard and take almost everything seriously, maybe 

because that most of them are blood type A (笑). I 

went to game center on the first day when I came 

to Osaka. I wanted to take a picture of someone 

who played very well. But someone else told me 

not to do so. I felt surprised that if in China, 

people like to take photo or videos of people who 

can do things very well. 

 

 I think Japanese are so polite and cute. 

 

 Japan is clean and beautiful. I love here very 

much. Everyone is friendly and help us a lot. 

 

 In China, everyone live a leisure life. But I feel 

people in Japan are very busy. I can’t adopt to it, 

but I love Japan culture! 

 

 Today, we came to here – your university, to 

become the bridge of China and Japanese. 

4.2. Survey 

 The number of Kaichi students who 
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participated in the survey amounted to 34, 

including 28 Japanese students and 6 foreign 

students (Vietnam - 4, China - 2). As the project 

mostly targeted freshmen, the majority of the 

participants were first-year students (23) 

followed by second-year students (9) and one 

student respectively from the third and fourth 

years. Thirty-three students participated in the 

international friendship letter exchange project 

while those who participated in the international 

exchange program with Soochow University on 

17 July 2015 amounted to 12.10  

 The motivation to study English for all 

respondents is presented in Table 1 in 

Appendix D. Seventy-three percent of students 

replied that their motivation to study English 

was driven by the necessity to acquire academic 

credits or pass English compulsory classes or 

English proficiency tests, while 27% of the 

respondents explained that their motivation was 

more of an integral character driven by the 

desire to travel, communicate with people from 

different countries or simply interest in the 

English language itself.  

 Table 2 in Appendix D summarizes the 

average scores for Part II. B of the survey. Most 

of the students (question 1, average score 1.8) 

experienced “writing for a real purpose” for the 

first time and admitted that they could not write 

a friendship letter in English before the project. 

That is why many of the students followed the 

letter template (scaffolding technique) provided 

by their instructors (question 2, average score 

4.2) and asked them for help (questions 4 and 5, 

average scores 3.9 and 3.7 respectively). The 

data also shows that on average students 

                                                  
10 Most of the Kaichi students could not participate in the cultural 

exchange due to a class overlap. 

 

enjoyed receiving a reply letter back more 

(question 10, average score 4.1) than actually 

writing one (question 8, average score 3.5), 

although overall they describe exchanging 

letters with Soochow students as a positive 

experience (question 17, average score 3.9) and 

state that they would like to use English more 

for international understanding (question 21, 

average score 3.8). The interest in the project 

itself can also be supported by selective 

comments provided by some respondents (for 

details, refer to Table 4 PART II. C. in 

Appendix D): 

 

 Letter exchange was very fun. I was very excited 

to get a letter back. I would definitely like to do it 

again. 

 

 I think everybody was very excited to participate 

in this project. 

 

 It took much time and a lot of efforts to finish the 

letter, so it was very difficult. But I was so happy 

to receive a response. My partner wrote my name 

in Chinese, I was really touched. 

 

 Table 3 in Appendix D presents the average 

scores of the 12 respondents who participated in 

the international exchange event with Soochow 

University on 17 July 2015 and could 

experience the letter exchange time and other 

activities included in the event. The data shows 

that on average students showed a relatively 

high interest in communicating with the visiting 

Chinese students (question 2, average score 4.2) 

and demonstrates that this exchange program 

was overall a positive experience (question 4, 

average score 4.3). The students also 

demonstrated the desire to improve their English 
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communication skills after the event (question 3, 

average score 3.8) and desire to learn the 

English language itself (question 6, average 

score 3.7) and show international goodwill 

(question 7, average score 3.7). From the 

responses to the open-end questions for Part III 

of the survey, it is obvious that students 

interacted in various ways: language 

communication (mostly in English with a few 

students communicating in Chinese and 

Japanese), taking pictures together, trying on 

yukatas, Tanabata-related activities (writing 

wishes and watching videos on YouTube). In 

our view, some respondents experienced both 

“linguistic and “cultural gains” mentioned by 

Larotta and Serrano (2012):  

 

 I feel like I could learn more about China and 

Chinese people. 

 

 Even if we do not understand each other, we do 

have something in common. We still could have 

much fun. 

 

 I think it is not good to have stereotypes towards 

Chinese people. They were very open and active 

and many of them like Japan so much.  

 

  Needless to say, for some students this 

experience provided new challenges and let 

them reappreciate the importance of L2 and 

identify the role of English in fostering 

international/intercultural understanding and 

goodwill. Some students admitted that it was 

difficult for them to communicate in “real” and 

“authentic” situations.  

 

5. Conclusions 
 The results of the survey conducted allow us to 

draw some concluding remarks as follows.   

 First, while it is difficult to directly classify L2 

motivation into instrumental or integral types, 

the results obtained envisage that, for the 

targeted group, the motivation of more 

instrumental origin significantly surpasses the 

integral one. In this regard, our results generally 

correspond to the findings of Brown (2004) who 

stated that motivation for L2 among Japanese 

university students is mostly instrumental in 

origin. Students often fail to understand the idea 

of “studying for a real purpose”. Textbooks 

applied often focus on distant foreign places as a 

framework for English study. While many 

professional native speakers work as instructors 

at Japanese universities, quite often students are 

still reluctant and shy to communicate with 

them due to both personal and cultural reasons. 

Many students view the L2 through the prism of 

“grammar rules” and the process of “memorized” 

learning, while in fact L2 helps increase 

awareness of international understanding and 

raises students’ interest in intercultural issues.  

Second, we found that in general students 

showed a positive attitude towards the 

international cultural exchange and letter 

exchange project. Major scores for most of the 

survey questions are above average, which 

brings us to the idea that students enjoyed the 

international cultural experience. As an overall 

impression, the students were very enthusiastic 

about taking part in this letter writing project 

and appeared to enjoy the opportunity to express 

themselves in this real need for language 

exchange for friendship and learning about 

another culture through English. It certainly 

provided a framework for active, interactive and 

cross-cultural language learning as an example 

of integrative motivation under the umbrella 
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setting of the Soochow University visit. In this 

regard, a Soochow University student aptly 

wrote in his letter:  

 

 …Today, we come here – your university, to 

become a bridge between China and Japan. I hope 

to be friends with you and learn about each other 

more these days.  

 

The exchange of these friendship letters 

clearly demonstrated international reciprocity of 

friendship through English with the essential 

ingredients of curiosity about their international 

recipients and desire to share their culture and 

lifestyle. The Kaichi students initiated the 

exchange and elicited an instantaneous 

enthusiastic response from the Soochow 

students with their culture-focused letters 

discussing differences and similarities between 

Japan and China. The Kaichi participants were 

so fascinated and enthralled to read the letters 

they received back from the Soochow students.  

 Third, our study supported the argument that 

letter and cultural exchanges are a powerful 

motivating factor for L2. International 

communication with foreign nationals can be a 

strong facilitating factor in developing the 

necessary language competence and helping 

overcome language reticence.  

 Establishment of an authentic learning 

environment is crucial for L2 motivation. It 

provides the framework of interdisciplinary, 

content-based learning and simultaneously 

allows students to acquire various practical 

skills that may well be applicable in their future 

career paths as well.  

 In our example, students received an 

opportunity to learn both English and culture 

(interdisciplinary, content-based learning), 

acquired some research and analytical skills 

(how to introduce Japanese culture to foreign 

nationals in English, where to search for 

relevant related information) and actually 

learned how to write a letter through the 

scaffolding technique (practical skills).  

While it is not always possible to establish 

authentic settings in the classroom, results of 

involvement in international friendship letter 

exchange projects such as reported by Lange 

(2011) as well as in this present study have 

demonstrated that they can help students 

reassess their existing L2 motivational stance 

and redirect it to a more empowering 

multi-dimensional base for more meaningful 

and successful L2 acquisition with its 

consequent potential rewards beyond the 

classroom  towards  fostering 

international/intercultural understanding and 

goodwill.  
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Appendix A 

  

Letter Template  
 
 
 Dear Friend from Soochow University,  
 

Welcome to Kaichi International University. How wonderful you could visit.  

First of all, let me introduce myself. My name is … . I am … years old.  

I’m majoring in human psychology/business administration/culture. I belong to … club.  

My favorite sport is ... . 

I’m from … City, in … Prefecture, which is north/south/east/west of Tokyo. It takes … hours/minutes by 
train/plane to get there. My hometown is famous for … . 

I have a part-time job. I work at ... . 

My hobby is … . I like… .  

Is this your first visit to Japan? How have you been enjoying yourself?  Have you experienced any culture 
shocks? Have you had any problems?  

Let me tell you something about my country. (Choose) 

 Manga 

 Cherry-blossom 

 Seasons 

 Mountains 

 Japanese food 

 Anime 

 Online games 

 Sports (Olympic games) 

 Others 

 

 

Example:  

 My country, Japan, is an island country. Japan has the four seasons. I like spring very much because you can 
enjoy the cherry blossoms.  

 “Tanabata” is a Japanese traditional event, which is based on Japanese ancient mythology. In the mythology, 
there are Orihime (the princess of the star) and Hikoboshi (the prince of the star). 

Do you know what a yukata is? Japanese people wear it in summer. It is a traditional Japanese costume.  

The most beautiful temple in Kyoto is … . 
 

 I’d love to know more about you. What’s your name? How old are you? What are your interests?  
 What are you majoring in? Please tell me more about your culture and your country.  

 
Looking forward to hearing back from you.  
 
Best wishes, 
 
Your friend, 
Mariya (Signature)
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Appendix B  

 

Survey Form 

 

Dear Students who participated in the event with the visiting students from China and/or international friendship letter 

exchanges, 

 We would be grateful if you could please spend about 10 minutes or so to answer the following questions for the purposes of 

our paper.  

 

I. Background Information  

1. Nationality:  

2. Sex:  

3. Academic year: 1  2  3  4 

4. Major (Department): 

5. Did you participate in the international friendship letter exchange program with the Soochow University students?  

Yes No 

6. Did you participate in the international exchange program with Soochow University held on 17 July 2015?  Yes No 

  7．What is your motivation to study English?  

 

II. For students who participated in the international friendship letter exchange.  

A.  Please answer the questions below.  

1. What topics did you most enjoy writing about to the Soochow University students from China? Write the top three.   

 

1.                               2.                            3. 

 

2. What did you want to learn most about through this letter exchange? Mention the top three.  

1.                             2.                            3. 

 

 

1. Were you able to write a friendship letter in English before the project?  1 2 3 4 5

2. Did the example letter template help you write the letter?  1 2 3 4 5

3. Were you helped by teachers to write the letter? 1 2 3 4 5

4. Did you ask the teacher questions to get some help? 1 2 3 4 5

5. Did you rewrite and improve your letter? 1 2 3 4 5

6. Did you write a nice letter (for example, introducing yourself, describing your country, 
culture & traditions, and/or hometown, asking appropriate questions, using proper letter 
format)?  

1 2 3 

 

4 5

7. Did you add drawings and/or pictures? 1 2 3 4 5
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B. Please circle the answer (1-5) that mostly applies to you regarding your experience of participating in the 

international letter exchange with the Chinese students. 

 

1 

Strongly 

Disagree 

2 

Disagree 

 

3 

Neither Agree nor 

Disagree 

4 

Agree 

 

5 

Strongly Agree 

 

 

C. Please write some overall comments in English or Japanese about this letter exchange experience. 

 

III.  The questions below are for students who participated in the international exchange program on 17 July 2015.  

    If you did not participate in the exchange program, please leave the form blank.   

 

A. Please circle the answer (1-5) that mostly applies to you regarding your experience of participating in the  

   international exchange with Chinese students. 

 

1 

Strongly Disagree 

 

2 

Disagree 

 

3 

Neither Agree nor 

Disagree 

4 

Agree 

 

5 

Strongly Agree 

 

 

8. Did you enjoy writing the friendship letter? 1 2 3 4 5

9. Did you visit Kaichi International University’s homepage to view the photos and read 
about their visit?   

1 2 3 4 5

10. Did you enjoy getting a letter back? 1 2 3 4 5

11. Were their letters easy to understand? 1 2 3 4 5

12. Did the letters from the Chinese students describing their visit to Japan help you see Japan 
through their eyes? 

1 2 3 4 5

13. Did the letter-writing project help you understand better about what life is like for a 
student in China? 

1 2 3 4 5

14. Did this project help you understand more about China and Chinese people? 1 2 3 4 5

15. Would you like to continue communicating with your letter-writing Chinese partner? 1 2 3 4 5

16. Did the project help you improve your English writing skills? 1 2 3 4 5

17. Was exchanging letters with the Soochow students overall a positive experience?  1 2 3 4 5

18. Would you like to have more opportunities like this to practice real English?   1 2 3 4 5

19. Did this experience increase your desire to improve your English writing skills for future 
opportunities?  

1 2 3 4 5

20. Would you like more experiences like this?  1 2 3 4 5

21. Would you like to use English more for international understanding? 1 2 3 4 5
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1. Degree of reticency before meeting the students from China 1 2 3 4 5

2. Interest level in communicating with the Chinese students 1 2 3 4 5

3. Desire to improve English communication skills after the meeting for future opportunities 1 2 3 4 5

4. Was spending time with the Chinese students overall a positive experience?  1 2 3 4 5

5. Would you enjoy more experiences like this? 1 2 3 4 5

6. Did this experience increase your desire to learn English? 1 2 3 4 5

7. Did this experience increase your desire towards international goodwill? 1 2 3 4 5

 

B. Please write some comments about the following either in English or Japanese. 

 

1. Please write about how you interacted with the students from China.  

 

2. Please write about your feelings and reactions about this intercultural exchange experience with the students from China.  

 

3． What did you like best about meeting the Chinese students?  

 

4．Other comments  

 

THANK YOU FOR YOUR COOPERATION! 
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Appendix C 

 

Form Requesting Written Consent from Students to Analyze their Letters 

 

 

To students who participated in the International Friendship Letter Exchange Project  

with Soochow University 

 

 If you agree that we may use your letter as a sample for the purposes of joint research papers of Professors Elizabeth 

Lange and Victor Gorshkov, please fill in your name below. While the results of the papers might be published online 

(Internet publication), the full text of your letter, your name or any other personal information will not be disclosed. 

However, some parts (sentences) of your letter might be quoted as examples for the purposes of the papers.  

   

 I hereby give my written consent to use the copy of my letter that I wrote for the International Friendship Letter 

Exchange Project held on 17 July 2015 for the purposes of research papers of Prof. Elizabeth Lange and Prof. Victor 

Gorshkov. I understand that the results of these research papers might be published online (Internet) and I give my 

written consent only on the condition that the full text of my letter, my name or any other personal information will not 

be disclosed. However, I understand that some parts of my letter might be quoted for the purposes of the 

above-mentioned research work.  

   

Agree         Disagree  

 Name:  

 

 Date: 
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Appendix D  

 

Survey Results  

 

Table 1 Motivation to Study English (Part I. 7.) 

 
Motivation Example answers Total number 

of respondents

1) Compulsory class, to get 
credits 

because there is English curriculum at school and I have 
to; because I study it at school; it is a compulsory class, I 
need my credits 

13 

2) Future job/career I can use English for my future job, I can read scientific papers 
in English; I want to become a tour guide; I want to be an 
English teacher; my dream is to build a company, so I need to 
study English; English is needed for companies and work 

10 

3) Self-improvement, self-growth I want to improve my English even a little bit; I want to be able 
to speak English fluently; I want to extend my abilities, studying 
English will not bring any harm 

5 

4) Travelling/communication with 
people from other countries 

I want to be able to communicate in English so that I can talk to 
people from all over the world; I want to be able to 
communicate with many people around the world 

3 

5) English proficiency tests I want to pass TOEIC and Eiken and other English proficiency 
tests 

1 

6) Interest in English I am deeply interested in English, and I want to be able to use 
English for daily-life communication 

1 

No answer  1 

TOTAL  33 

1)+2)+5) (instrumental motivation)  24 (73%) 

3)+4)+6) (integral motivation)  9 (27%) 

 

Table 2 Average Scores for Part II. B of the Survey 

 

1. Were you able to write a friendship letter in English before the project?  1.8 

2. Did the example letter template help you write the letter?  4.2 

3. Were you helped by teachers to write the letter? 3.9 

4. Did you ask the teacher questions to get some help? 3.5 

5. Did you rewrite and improve your letter? 3.7 

6. Did you write a nice letter (for example, introducing yourself, describing your country, culture & 
traditions, and/or hometown, asking appropriate questions, using proper letter format)?  

3.7 

7. Did you add drawings and/or pictures? 3.4 

8. Did you enjoy writing the friendship letter? 3.5 

9. Did you visit Kaichi International University’s homepage to view the photos and read about their visit?  1.9 

10. Did you enjoy getting a letter back? 4.1 

11. Were their letters easy to understand? 3.8 

12. Did the letters from the Chinese students describing their visit to Japan help you see Japan through their 
eyes? 

3.5 
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Table 3 Average Scores for Part III. A. of the Survey 

 

 

Table 4 Open-ended Question Reponses 

 

PART II. C.  

 Students’ comments about 

the letter exchange project.  

 

Letter exchange was very fun. I was very excited to get a letter back. I would definitely like 

to do it again. 

It was fun. I would like to use English more for international understanding. 

I think everybody was very excited to participate in this project. 

It took much time and a lot of efforts to finish the letter, so it was very difficult. But I was so 

happy to receive a response. My partner wrote my name in Chinese, I was really touched. 

I feel that my English ability has slightly improved. 

I thought it was better than communicating by email because you can directly express your 

feelings. 

English is not my native language, so it was difficult to express myself. It was a good 

experience but it was difficult. 

It was difficult to write a letter. 

 

 

 

PART III. B1.  It was good to exchange our experiences. 

13. Did the letter-writing project help you understand better about what life is like for a student in China? 3.4 

14. Did this project help you understand more about China and Chinese people? 3.6 

15. Would you like to continue communicating with your letter-writing Chinese partner? 3.4 

16. Did the project help you improve your English writing skills? 3.3 

17. Was exchanging letters with the Soochow students overall a positive experience?  3.9 

18. Would you like to have more opportunities like this to practice real English?   3.6 

19. Did this experience increase your desire to improve your English writing skills for future opportunities?  3.6 

20. Would you like more experiences like this?  3.4 

21. Would you like to use English more for international understanding? 3.8 

1. Degree of reticency before meeting the students from China 3.0 

2. Interest level in communicating with the Chinese students 4.2 

3. Desire to improve English communication skills after the meeting for future opportunities 3.8 

4. Was spending time with the Chinese students overall a positive experience?  4.3 

5. Would you enjoy more experiences like this? 3.8 

6. Did this experience increase your desire to learn English? 3.7 

7. Did this experience increase your desire towards international goodwill? 3.7 



84 開智国際大学紀要 第 16 号（2017）
 

 How respondents 

interacted with students 

from China. 

 

I speak both Chinese and English, so when I started talking with Soochow students they 

looked excited and started asking me questions back. 

We chatted and took pictures together. 

We made origami together and they received it as a souvenir. 

I could communicate a little with Chinese students. We made origami together. I taught them 

how to make an airplane. 

I could not deeply interact with the students from China, but I introduced myself and helped 

to explain the program to some of them. 

We made origami together. 

Helping students wear yukatas. They looked satisfied. 

PART III. B2.  

 Feelings and reactions 

about this intercultural 

exchange experience with 

the students from China. 

 

It was very interesting. 

I was disappointed by my poor level of English. 

It was difficult to communicate but it was fun. I wish there were more opportunities like this.

Once again I felt the difficulty in communicating in English. 

I once more felt the importance of studying English. 

Even if we do not understand each other, we do have something in common. We still could 

have much fun. 

I think it is not good to have stereotypes toward Chinese people. They were very open and 

active and many of them like Japan so much. 

There were moments when I could not speak fluently and could not express myself. 

Sometimes I could not understand what I was told. But generally I could understand and be 

able to express myself 60-70%. 

I think I realized the importance of trying to communicate even if you do not have enough 

words to express yourself. 

English is difficult. 

As a part of activities, we made origami together. But I didn't know how to fold some 

origami. So I felt it was necessary to practice origami and learn instructions how to make it 

beforehand. 

PART III. B3-4. 

 What did you like best 

about meeting the Chinese 

students? Other comments. 

 

Helped me improve my English writing skills. 

I feel like I could learn more about China and Chinese people. 

I could communicate even though my English ability is very low and I speak no Chinese at 

all. 

I enjoyed speaking and listening in English. 

I was happy to use English since I spoke it a long time ago. I think I could communicate a 

bit. 

I was happy to use English outside my English class. I enjoyed communicating with students 

of similar age. 
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KAICHI INTERNATIONAL UNIVERSITY Bulletin No.16 

 
英語学習を促進する手段としての国際手紙交換の 

有効性に関する一考察 

ゴルシコフ ビクトル＊1 

ランギ エリザベス J.＊2 

Synopsis 邦訳 

…………………………………………… キーワード …………………………………………………… 

English education, motivation, letter exchanges, international friendship 

 

＊1 開智国際大学 リベラルアーツ学部 

＊2 開智国際大学 リベラルアーツ学部 

 

本論文は、英語コミュニケーションと国際理解を促進するための動機づけの問題に

焦点を当てている。筆者らは国際交流イベントの一環として国際手紙交換プロジェク

トを実施し、プロジェクトに参加した学生を対象に、「国際交流と英語教育に関する学

生の意識調査」を行った。本調査から、国際手紙交換は統合的動機（integral motivation）

及びオーセンティックな学習(実践学習、authentic learning)を展開するための有効な手段

の一つであることが明らかとなった。さらに、本論文では英語教育、国際理解教育を

促進する教育方法の導入及び語学教育における「実践の場」（authentic settings）を提供

する必要性を指摘した。 
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1787 年 11 月 12 日、ロンドンのロイヤルティ劇

場でウィリアム・ベイツ作のパントマイム『ハー

レクィン・マンゴー』(1)が上演された。ハーレク

ィネードに典型的なパターン(2)にしたがって、主

人公であるハーレクィンがコロンバインと駆け

落ちをし、様々な魔法を駆使しながら追跡者たち 
  

2016 年 9 月 28 日受理 

Pantomime and Slavery in Eighteenth-Century London:

Historical Significance of Harlequin Mungo 
*1 Hiroshi YASUDA 

開智国際大学リベラルアーツ学部 

を出し抜き、ついにはふたりが結ばれてハッピ

ー・エンドを迎えるこのパントマイムは、初演時

から大変な好評を博し、翌年の元日までに少なく

とも 37 回の上演を繰り返す(3)人気作となった。 

当時のイギリスでは、ハーレクィンがハムレッ

トやリア王以上に観客に愛された役どころであ

った(4)ことを考えれば、その彼が魔法を駆使しな

がら大活躍するこの作品が興行的な成功をおさ

めたとしても、何の不思議もないように思われる。

ところが、このパントマイムが描き出しているの

は、恋愛の成就というハーレクィネードにお決ま

りのプロットだけではなかった。当時のイギリス

18 世紀ロンドンにおけるパントマイムと奴隷制度 

―『ハーレクィン・マンゴー』の歴史的重要性― 

 

安田 比呂志＊1 

1780 年代後半のロンドンでは、黒人奴隷を主人公とし、当時の奴隷制度に対する批判と見なし

得る内容を含む 2 作の演劇作品が上演された。ウィリアム・ベイツ作のパントマイム『ハーレク

ィン・マンゴー』（1787）と、トマス・ベラミー作の散文劇『友人たち、または慈悲深い植民者

たち』（1789）である。1772 年の有名なサマーセット判決の後、奴隷制度廃止に向けた運動が具

体的な形を取り始めていた当時の時代的な文脈を考えると、これらの作品の上演は時宜を得たも

のであるように思われる。ところが、『ハーレクィン・マンゴー』が興行的な大成功をおさめて

いる一方で、『友人たち』は大失敗に終わっているのである。 

本論は、同じテーマを扱うこれら 2 作品の上演が、このように正反対の結果に終わった理由を、

パントマイムと散文劇というジャンルの違いにあると考え、最初に、18 世紀後半のロンドンで見

られた奴隷制度を取り巻く様々な状況を簡潔にまとめながら、その中に『友人たち』を位置づけ

ることにより、この散文劇が失敗に終わった必然性を明らかにする。次に、『ハーレクィン・マ

ンゴー』に描き出されている奴隷制度に関わる種々の様相を、当時の黒人問題や奴隷制度にまつ

わるいくつかの議論との関連で検証する。そして最後に、この作品のハーレクィネードとしての

特徴やその効果について検証することにより、『ハーレクィン・マンゴー』の、そしてパントマ

イムという演劇形式の性質や独自性の様相を明らかにする。以上の検証を通して、散文劇では不

可能であった奴隷制度批判がパントマイムでは可能であった理由を明らかにするとともに、この

パントマイムが担い得ていた歴史的重要性をも明らかにする。 

……………………………………………………… キーワード ……………………………………………………… 

18 世紀イギリス演劇、パントマイム、ハーレクィネード、奴隷制度、 

ウィリアム・ベイツ、『ハーレクィン・マンゴー』、トマス・ベラミー、『友人たち、または慈悲深い植民者たち』 
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社会が容易には容認し得なかった、奴隷制度の問

題をも扱っているのである。この作品では、ハー

レクィンに変身するのは黒人奴隷のマンゴー(5)

であり、彼は「自分が奴隷であることをひどく悲

しみ、ついには自殺をしようと決心」（12 頁）す

る。そして、観客が見守る目の前で、実際に首を

吊ろうとするのである。それだけではない。奴隷

市場の場面で始まるこの作品には、当時の奴隷制

度が実際に生み出していた様々な社会問題を暗

示する場面さえ盛り込まれているのである。これ

らの場面は必然的に、奴隷制度を維持していた当

時のイギリス社会に対する辛辣な批判ともなり

得るものであった。そして、このような奴隷制度

に対する批判が当時の劇場では許容され得ない

ものであったことは、当時の奴隷制度の在り方を

批判したトマス・ベラミー作の散文劇『友人たち、

または慈悲深い植民者たち』(6)が 1789 年 8 月 5

日にヘイマーケット劇場で上演された時に、興行

的な大失敗に終わった事実にも明らかなのであ

る。 

それでは、ともに奴隷制度を批判する内容を含

みながら、どうして『友人たち』が失敗に終わる

一方で、その約 2年前に上演された『ハーレクィ

ン・マンゴー』が成功をおさめることができたの

であろうか。この疑問に対する解答を得るために

改めてこれら 2 作を読み比べてみる時、我々は、

これらの作品が奴隷制度批判を行う際に採用し

ている、その手法の決定的な違いに改めて気づく

ことになる。すなわち、パントマイムという演劇

形式が、散文劇では舞台上に具体化することが不

可能であった奴隷制度批判を可能にしていると

考えることができる(7)のである。 

そこで本論では、散文劇では不可能であった劇

場における奴隷制度批判を、パントマイムがいか

にして可能にしていたのかを明らかにすること

を目的とし、この目的の実現のために、最初に、

18 世紀後半のロンドンで見られた奴隷制度を取

り巻く様々な状況を簡潔にまとめながら、その中

に『友人たち』を位置づけることにより、この散

文劇が失敗に終わった必然性を明らかにする。次

に、『ハーレクィン・マンゴー』に描き出されて

いる奴隷制度に関わる種々の様相を、当時の黒人

問題や奴隷制度にまつわるいくつかの議論との

関連で検証する。そして最後に、この作品のハー

レクィネードとしての特徴やその効果について

検証することにより、この作品の、そしてパント

マイムという演劇形式の性質や独自性の様相を

明らかにする。以上の検証を行うことにより、散

文劇では不可能であった奴隷制度批判がパント

マイムでは可能であった理由を明らかにすると

ともに、このパントマイムが担い得ていた歴史的

重要性をも明らかにすることとする。この考察は

また、「一種の国家的宝物」と呼ばれるほどに、「お

そらくイギリスの劇場で最も常に人気が高かっ

たエンターテインメント」(8)でありながら、これ

まで研究の対象とされることが極めて少なかっ

たパントマイムという演劇ジャンルが潜在的に

持つ、多様な可能性の一端をも浮き彫りにするこ

とになるであろう。 

 

１．奴隷貿易に関する攻防と『友人たち』 

 

アフリカ、イギリス、西インド諸島（カリブ海

諸島）を結ぶ三角貿易がイギリスに多くの富をも

たらし、産業革命を実現し、経済活動を円滑にす

るための制度を整備し、大英帝国を築き上げるた

めの財政的な礎ともなった(9)ことは周知の通り

である。なかでも、17 世紀後半から本格的に始ま

った砂糖きび種の生産は、西インド諸島において

「砂糖革命」を完成させ、農園主に多大な利益を

もたらしていた。マイケル・クレイトンによると、

「奴隷制度が存在した期間全体を通じて、西イン

ド諸島の農園だけでも、農園主は総計 1億 5,000

万ポンドを超える利益を得た可能性があり、18

世紀には年平均100万ポンドが彼らの懐に入った」

(10)という。砂糖貿易は、まさしく、「お茶や流行

の衣料となったキャラコ（綿織物）などをもたら

したアジア貿易、ロンドンとスコットランドのグ
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ラスゴーに巨大な富を蓄積させたタバコ貿易と

ともに、イギリス社会の構造やイギリス人の生活

様式を一変させるほどの影響」(11)をイギリス社会

全体に及ぼしていたのである。西インド諸島で生

産される砂糖が極めて重要であったことは、それ

が新世界の「白い黄金」とまで呼ばれていた(12)

事実にも明らかであろう。 

ところが、この砂糖貿易は、しばしば「奴隷・

砂糖貿易」とも呼ばれることに明らかなように、

奴隷貿易と不可分のものであった。ピーター・フ

ライヤーによると、1713 年のユトレヒト条約締結

で奴隷貿易の独占権を得たイギリスは、「中南米、

スペイン領西インド諸島、メキシコ、フロリダに

向け、年間 4,800 人のアフリカ黒人を調達する公

式契約を結」び、1791 年までには、「大西洋岸地

域における奴隷貿易の4分の1を支配下におさめ、

1791 年から 1806 年にかけては、奴隷貿易におけ

る英国の市場占有率が半数を超えていた」(13)とい

う。18 世紀後半には、「イギリス人が扱ったもの

だけで年平均五万人ないし六万人という膨大な

規模の奴隷貿易が、大西洋を舞台に展開」(14)して

いたのである。 

このように砂糖・奴隷貿易が盛んになった 18

世紀後半は、しかし、同時に奴隷制度に対するイ

ギリス人の認識に大きな変化が見られた時期で

もあった。特に、ジェイムズ・サマセット裁判で

マンスフィールド伯爵が「イギリス本国にいるか

ぎりは、黒人は奴隷ではない」と述べ、イギリス

本国内には奴隷制度が存在しないことを確認し

た 1772 年 6 月 22 日以降、在英黒人や西インド諸

島に売られて行く黒人奴隷が直面している苛酷

な現実が次々と明らかにされて行った。とりわけ

1781 年に起こった、200 人以上の黒人奴隷という

「積荷」を生きたまま船から「投棄」したゾング

号事件は世間を騒がせ、イギリスから西インド諸

島に至る「中間航路」における黒人奴隷たちの不

衛生で苛酷な状況を世間に広く知らしめ、その後

のトマス・クラークソンやウィリアム・ウィルバ

ーフォースなどの奴隷制度廃止論者の活動を促

進することになる。そして『ハーレクィン・マン

ゴー』が上演されるおよそ半年前の 1787 年 5 月

22 日には、奴隷貿易廃止促進協会が設立され、奴

隷貿易廃止に向けての運動が全国的に展開され

始めることになるのである。 

このような奴隷制度廃止に向けた運動が具体

的な形を取り始めていた時代の流れを考えるな

らば、ベラミーが『友人たち』の上演を試みたの

はひとつの歴史的必然ということもできよう。彼

は、ジャマイカを舞台とした散文劇の中で、当時

の白人農園主たちが黒人奴隷を虐待している現

実を直視し、博愛主義の精神に則って、その改善

を求めているのである。このベラミーのメッセー

ジは、早くも『友人たち』のプロローグで明らか

にされている。劇が始まる前に、アフリカ人水夫

に扮したスティーヴン・ケンブルが舞台に登場し、

次のように語るのである。 

 

いかなる土地に生まれようと、 

また、いかなる肌の色をしていようとも、 

誰もが同じひとりの慈悲深い父の子なのです。 

ですから父の愛によって結ばれ、 

人類のすべてと友人になろうではありません

か。 

神のご計画を熱心に追い求め、 

暴虐な人間から人々を解放しようではありま

せんか！      （40 行～46 行） 

 

このメッセージを舞台上に具体化するベラミ

ーの作劇術は、実に単純である。3 つの場面から

成るこの散文劇の第 1場で、彼はジャマイカで財

をなした 3人の農園主たちを登場させる。グッド

ウィン、ステディ、ハートフリーという、「善の

勝利」、「堅実」、「誠実」をそれぞれに意味する名

前を持つ農園主たちは、対話の中で、祭の日にス

ポーツ大会を開催し、そこで優勝した黒人奴隷を

解放しようという、副題にある「慈悲深い」計画

について話し合う。そしてその話の中で、戦争の

ために引き裂かれ、白人に捕えられて奴隷として
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別々に売り飛ばされたオランとセリマという黒

人奴隷たちの話題になり、愛し合うふたりを再会

させようと計画を立てるのである。すると、第 2

場ではグッドウィンが、自分の農園で働くセリマ

とともに登場する。オランを失ったことを悲しみ、

絶望し、死をのみ望むセリマに対して、彼は希望

を持つようにと励ます。そして第 3場で農園主た

ちは、彼らの「慈悲深い」心遣いから、大会当日

にふたりを再会させるのである。「美しい音楽」

が流れる中、オランが待つ舞台上に、「意匠を凝

らした服装を身にまとった6人の処女たちにかし

ずかれて、セリマが下りてくる」（第 3場 72 行～

73 行）場面は感動的である。かくして、「慈悲深

い」農園主たちが抱き合うふたりを祝福し、結婚

と、自由な身分と、そして土地までをも与えるこ

とで、劇はハッピー・エンドに終わるのである。 

しかも、ベラミーは、農園主たちの慈悲深さを

強調するために、黒人奴隷のオランとセリマを、

オルノーコとイモインダを容易に想起させる人

物として造形(15)する工夫まで行っている。オルノ

ーコの物語は、1688 年にアフラ・ベーンが散文の

形で世に出した後、1696 年にトマス・サザーンが

劇化して大きな成功を収めていた。その人気は 18

世紀を通じて続き、1759 年にはジョン・ホークス

ワースが、1760 年にもフランシス・ジェントルマ

ンが改作上演を行い、1788 年にはジョン・ファリ

アーが更に手を加えて『アンゴラの王子』と題し

て上演している。「高貴な野蛮人」オルノーコは、

このように、18 世紀を通じて常に多くの観客の心

を捉え、大きな共感と感動を与え続ける登場人物

として、繰り返し舞台に登場していたのである。

ベラミーは、オランとセリマの、オルノーコとイ

モインダとの類似性を敢えて明確にしながら、悲

劇的な最期を運命づけられているはずのふたり

の黒人奴隷を「友人たち」として救出させること

によって、農園主たちの「慈悲深さ」とともに、

人種の壁を越えて白人と黒人を友情関係で結び

つけようとする博愛主義の精神の必要性を強調

しているのである。 

ベラミーがこのような主張をいかに観客と分

かち合うことを望んでいたのかは、この劇の終わ

り方にも示されている。愛し合うふたりを囲んで

全員が喜びを分かち合っている最中に、「ルー

ル・ブリタニア」の曲に合わせて、「奴隷制度は

名ばかりのものに過ぎない」（80 行～92 行）が歌

われるのであるが、ここには、博愛主義の精神の

勝利を寿ぎながら、それを愛国心と結びつけるこ

とで、自らの主張を社会の中に確立しようとする

ベラミーの意図がありありと表されていると言

えよう。 

デイヴィッド・ダムロッシュが指摘しているよ

うに、｢友人たち｣というタイトルは、奴隷制度廃

止運動を積極的に推進していたクエイカー教徒

たちが使っていた呼びかけの言葉と同じもので

はあった。しかし、ベラミーがここで、クエイカ

ー教徒たちが主張していたような頑ななまでの

奴隷制度廃止論を展開していると考えるのは適

切ではなかろう(16)。プロットを展開させているの

が農園主たちである事実に示されているように、

この作品が主眼をおいているのは、デイヴィッ

ド・ウォオールも述べているように、「奴隷を解

放するというよりは、農園主たちを改心させる」

ことであり、「奴隷制度を廃止するというよりは、

いかに非現実的であろうとも、奴隷制度を改善す

るという、当時ヨーロッパに広く見られた多くの

見解を具体化」(17)するものでしかなかった。ベラ

ミーの主張は、その意味では非常に穏健なもので

あったのである。 

ところが、それにもかかわらず、ベラミーがこ

の散文劇を通して広めようとした博愛主義の精

神は、劇場で観客に受け入れられることはなかっ

た。たとえマンスフィールド判決でイギリス本国

内には奴隷制度が存在しないことが確認されて

いたとはいえ、劇場のような多くの人々（特にエ

リート層）が観客として集まる場所で、当時の奴

隷制度の在り方に関して批判的な主張を行うの

は時期尚早であったのである。 

実際に、イギリスで奴隷貿易法が成立し、奴隷
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貿易が廃止されたのが 1807 年 3 月 25 日であり、

奴隷制度廃止法が制定され、奴隷制度そのものが

違法と見なされるようになるのが、更にその 26

年後の1833年 8月 23日であったという事実に明

らかなように、イギリスの社会の中では、黒人を

奴隷と見なして蔑視する傾向は簡単になくなる

ことはなかった。それどころか、18 世紀後半には、

砂糖・奴隷貿易で巨額の富を得た砂糖農園主や貿

易商人たちは「伝統的な地主ジェントルマンと肩

をならべ、支配階層（エスタブリッシュメント）

の一部を構成する存在」(18)にまでなっていた。農

園主たちの中には、西インド諸島を離れてイギリ

スで生活をしていた不在農園主（その中にはロン

ドン市長も含まれていた）が多数おり、彼らは巨

額の献金を行って西インド諸島系ロビイストを

雇い、出版物を通じて世論操作を行うばかりか、

40 名にも及ぶ議員をイギリス議会に送りこみ、政

治・立法・司法など、様々な分野で大きな影響力

を行使していたのである。奴隷制度を維持しよう

とする勢力が議会の中でさえ大きな勢力を誇っ

ていたことは、1791 年 4 月にウィリアム・ウィル

バーフォースが提出した初の奴隷貿易廃止のた

めの議案が約3分の2の反対で否決された事実に

も明らかであろう。彼らは、マンスフィールド判

決が確認したイギリス本国には奴隷は存在しな

いという認識を共有しながらも、その一方では、

新世界の「白い黄金」がもたらしてくれる膨大な

利益を忘れることはなかった。奴隷制度が遠く離

れた西インド諸島で行われることについては、何

ら良心の呵責をおぼえることはなかった(19)ので

ある。かくして、ベラミーの『友人たち』は、当

時の観客たちに歓迎されることなく、たった 2回

の上演だけで舞台から葬り去られることになっ

た(20)のである。 

 

２．『ハーレクィン・マンゴー』における 

奴隷制度批判 

 

それでは、『友人たち』と同じく奴隷制度に対

する批判となり得る内容を持つ『ハーレクィン・

マンゴー』が、なぜ大成功をおさめることができ

たのであろうか。先にも触れたように、このパン

トマイムには、主人公の黒人奴隷マンゴーが自殺

を試みる場面だけではなく、当時の黒人や奴隷制

度を巡る様々な議論を暗示する場面が描き出さ

れているのである。そこで、これより、『ハーレ

クィン・マンゴー』に描き出されている奴隷制度

批判の様相を明らかにして行くこととする。 

『ハーレクィン・マンゴー』は 2幕で構成され

ており、第 1幕の第 1場から第 3場には、過酷な

「中間航路」をわたり得た黒人奴隷が市場で売ら

れ、農場で働かされるまでの姿が具体的に描き出

されている。そして、それぞれの描写の中に、黒

人や奴隷制度を巡る様々な問題が暗示されてい

るのである。 

このパントマイムの第 1 幕は西インド諸島を

舞台とし、川辺の心地よい谷間を夕日が海に沈ん

で行く光景の描写から始まる。そこへ一隻の船が

現れ、その船から一艘の小舟が出て来て陸地に上

陸する。すると、小舟をおりた船長と乗組員たち

は、ついに港に到着したことを喜び、次のように

歌うのである。 

 

再び我らは待ち望んだ港に着いた、 

 無事に固い大地を踏みしめている。 

もはや風や波にもてあそばれることはない、 

 さらば、海神ネプチューンの塩辛い寝床よ。 

報われた愛と、黄金のたくわえが、 

船員たちの報酬だ、危険は過ぎ去ったのだ。 

（6頁） 

 

ここには、長く辛い航海を終えた船員たちの安

堵や歓喜が表現されている。特に最後の 2行はリ

フレインで繰り返し歌われることで、辛い貿易に

よって得られる報酬を喜ぶ彼らの気持ちの高揚

が強調されている。ところが、この歌が歌い終わ

り、更に数艘の小船が船から出てくると、この場

面が持つ意味が一変することになる。小船に乗せ
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られているのは黒人たちであり、彼らは上陸する

と、船員たちに誘導され、売り物として整列させ

られるのである。ここにおいて観客は、歌詞にあ

った「報われた愛と、黄金のたくわえ」が奴隷貿

易によって得られるもの(21)であることを知る。そ

して、この直後に、実際に奴隷市場の模様が舞台

上に再現されることになるのである。 

奴隷市場の場面は、奴隷商人でもある船長の言

葉や、彼と客（植民者）たちの対話がレチタティ

ーヴォでなされているために、場面自体は至極軽

快に、しかもよどみなく進んで行く。そのために、

奴隷売買という現実が日常的で当たり前の事柄

であるかのようにも思われるのであるが、そこで

歌われる歌詞の内容は、当時の奴隷貿易や黒人に

対する白人の差別的な考え方を明確に暗示し得

る内容になっている。 

それは、奴隷市場を開くに際して船長が客たち

に呼びかける、その時の歌詞にも明らかである。

彼は黒人奴隷を「健康で若くて頑丈」な「極上品」

と呼ぶが、黒人奴隷を「商品」として扱う彼の姿

勢は、黒人奴隷を「積荷」と見なしたゾング号事

件で問題視された姿勢を明らかに反映している。

黒人奴隷を「商品」と見なすこの奴隷商人として

の姿勢は、「急いで買わなきゃ、市場は閉まりま

すよ」と言って客を焦らせながら、「値段を下げ」

てでも売り切ろうとする彼の言動によって、更に

強調されることになる。 

そして、「船長」と同様に、黒人奴隷を買う客

として登場する、「女」、「老人」、「判事」という

個別の名前が与えられていない3人の植民者たち

の言動もまた、当時の黒人奴隷の境遇をそれぞれ

に暗示するものとなっているのである。 

最初に登場するのは、「逞しくって、若い」「肩

幅の広い男」をほしがる「女」である。このよう

な男をほしがるのは、暴力をふるう夫から自分の

身を守るためであると、彼女は語る。しかし、身

長が「5フィート 6インチもあって筋骨隆々」の

男を紹介されると一目で気に入り、思わせぶりに

「役に立ちそうね」と言って、言い値の 30 ポン

ドをすぐに支払うこの「女」の言動（7頁～8頁）

は、植民者の家庭内でしばしば見られたとされる

夫の妻に対する暴力の問題と同様に、あるいは、

それ以上に、当時のイギリスに見られた社会的不

安を反映しているようにも思われる。それは、白

人女性と黒人奴隷との性的な関係の問題である。 

デイヴィッド・ダビディーンが「一八世紀のロ

ンドンは視覚的には黒色だった」(22)と述べるほど

に、黒人はロンドンの至るところに存在していた。

ところが、特にマンスフィールド判決以降、この

判決を怖れた雇い主に解雇され、放置されたため

に、物乞いや浮浪者になる黒人の数が急増してい

た。彼らは「セント・ジャイルズの黒い鳥」(23)

と呼ばれ、ロンドン社会の貧民層を構成していた

のであるが、これに、1783 年のアメリカ独立戦争

終結の結果、イギリス側の軍隊とともに戦った黒

人たちがロンドンに流れ込み、加わることになる

(24)。こうして黒人人口が増加の一途を辿ると、黒

人に対する批判が頻繁に聞かれるようになり、つ

いには人種差別主義をも生み出すことになるの

である。 

ところが、この批判の背後にあったのは、平田

雅博が述べているように、黒人が白人の仕事を奪

うことに対する恐怖と、そして、「黒人の男と白

人の女との異人種間性交渉ないし結婚への恐怖」

(25)であった。実際に、早くもマンスフィールド判

決の直後には、西インド諸島に膨大な富を築いて

いたサミュエル・ウストウィックは、彼の『ニグ

ロの大義に関する考察』（1772）の中で、「ブリト

ン人という人種を汚れや着色から守る」ために黒

人を立ち入り禁止にする法律が必要であると主

張しており、翌年出版した改訂版では、「イギリ

ス人が人間であるというのと同じ意味では、黒人

は人間ではない」とまで述べていた。そして、『ジ

ャマイカの歴史』（1774）の著者であるエドワー

ド・ロングに至っては、『率直な考察』（1772）に

おいて、「イングランドの下層階級の女は、おぞ

ましくてとても口にはできない理由で、黒人をこ

とのほか好んでいる」と述べ、「これは有害で危
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険な潰瘍であり、その害悪を遠く広くまき散らす

ので、やがてはすべての家族が感染することにな

るであろう」(26)とまで述べて警告しているのであ

る。夫の暴力の犠牲者を気取りながらも、長身で

逞しい黒人奴隷を「私のためにいるような男」と

呼んで喜ぶこの「女」は、当時の観客に、黒人を

性奴隷として仕えさせようとしていた白人女性

全体を想起させる存在でもあり得たのである。 

次に登場する「老人」もまた、不気味な言葉を

歌詞に含ませている。一見すると欲のない優しそ

うなこの「老人」は、自分の身のまわりの世話を

してくれる奴隷を買いに来ている。「服と靴にブ

ラシをかけ、鬘をすいてくれりゃ十分じゃ、器用

な奴で、食卓の給仕ができりゃ十分じゃ」と彼は

歌う。ところが、彼が求めるのは、「出しゃばら

ず、飯も少しで大丈夫な奴」でもあった。「食う

のは芋だけで、寝るのは地面」という「活きのい

い若造」を勧められると、彼はすぐに気に入り、

20 ポンドで購入する。そして、退場間際に、「ち

ゃんと務めてくれりゃ、むちを怖がることはない

ぞ」と歌うのである（8頁）。この言葉は、自分が

むちを振るうことのない優しい主人であること

を示そうとした言葉ではあろう。しかし、ベイツ

が「むち」という言葉を、意識的にせよ無意識的

にせよ、歌詞に含めた事実は重要である。なぜな

ら、この「むち」こそは、イギリスから西インド

諸島に至る「中間航路」を生き延びた黒人奴隷た

ちを待ち受けていた、苛酷な日常生活の恐ろしさ

を象徴するものでもあったからである。事実、黒

人奴隷たちは、「農園経営者による節約と思惑と

の両面から、はなはだしく食料を切り詰められて」

おり、「むち使いの下で作業を」行っていた黒人

奴隷たちに対して、「むち打ち（ジャマイカでは 3

メートルを超える太いむちを使用）の刑は、ほぼ

すべての違反行為を対象として日常的に行われ

ていた」のである。このむち打ちの刑に、黒人奴

隷たちは「年齢を問わず苦しめられ」ていた。そ

して、驚くべきことに、新世界に到着した黒人奴

隷たちのうちの3人に1人が最初の3年間のうち

に命を落とすのが当時の常識であったとされて

いるが、その理由は、赤痢と、そして、このよう

な苛酷な生活環境を不条理にも強いられること

に対する抵抗の意思表示としての自殺であった

(27)のである。ベラミーは『友人たち』のプロロー

グで、「私がそこで体験した、残酷な主人から受

けた／苦しみやむち打ちのことを語るならば、／

涙とほとんど無縁であった目でさえ、涙をこぼす

ことになるでしょう」（24 行～26 行）とアフリカ

人水夫に語らせていていたが、この言葉は、まさ

しく黒人奴隷がおかれていた現実の悲惨さを想

起させるとともに、そのような現実を生み出して

いた農園主たちの非道を告発するための根拠に

もなり得ていたのである。そして、この優しそう

な「老人」が実際にむちを振るったか否かには関

係なく、ベイツがこの言葉を劇中で使用したとい

う事実それ自体が、黒人奴隷を平気で死に至らし

める過酷な労働環境が当時の社会の中では当た

り前のこととして認識されていたことを示して

いるのである。 

そして、3人目の「判事」の言動もまた、当時

の植民地の現状を想起させ得るものとなってい

る。彼は「黒人の書記」を求めており、「筆記が

早い奴」で「証書」が書ける奴が良いと言う。と

ころが、彼はまた、黒人奴隷に「密告者を手伝い、

浮浪者を拘禁する」ことをも求めているのである。

一見すると謎めいて聞こえるこの言葉は、しかし、

西インド諸島において奴隷たちがしばしば反乱

を企てていたという事実を考えるならば、その意

味が明らかになるように思われる。マイケル・ク

レイトンによると、「英領西インド諸島では 1638

年から 1837 年のあいだに奴隷による反乱は少な

くとも 75 件、つまり 2 年半に約 1 回の割合で発

生」していたが、そのうちの「17 件を除く反乱の

全てに少なくとも奴隷数百名が、また 22 件では

数千名あるいはそれ以上の奴隷がかかわってい

た」(28)という。また、オーランドー・パターソン

が述べているように、ジャマイカにおける英国統

治下での 180 年間にわたる奴隷制度の間に、「奴
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隷制度全体が深刻な謀反の脅威にさらされるこ

とのなかった時期が 10 年続いたことは殆どなか

った」(29)のである。このような反乱や謀反を抑え

るためには、黒人奴隷の中に密告者のネットワー

クを作り上げ、事前に反乱を防ぐ必要があった。

判事が無神経に「こいつの黒い顔なら、赤面して

危険な目にあうこともなかろう」（8頁～9頁）と

語る時、そこには、この奴隷が顔色を変えずにや

らされようとしている極秘裏な仕事が暗示され

ている(30)のである。 

第 1幕第 1場の最後には、黒人奴隷が働かされ

ていた農場での過酷な仕事の一端が垣間見える、

更なる場面がつけ加えられている。パンタルーン

たちが退場し、マンゴーとクラウンだけが取り残

されると、クラウンは自分が主人のために持って

いたパラソルをマンゴーに持たせ、自分の頭の上

に掲げさせて、悦に入った様子で退場するのであ

る。この様子は第 2場の冒頭でも繰り返されるの

であるが、ここには、農園管理者が奴隷たちに振

るっていた横暴さや苛めが暗示されている。そし

て、このふたりの管理者と奴隷の関係の性質は、

第 3 場で明らかにされることになる。「パンタル

ーンの邸宅。大農園」を舞台とするこの場面では、

クラウンが手にむちを持ち、マンゴーを扉から外

に出すと、彼に仕事を教え、早く仕事をしろと威

嚇するのである。ここには、先に述べた、自殺に

追い込むほどに黒人奴隷たちの身体だけではな

く自尊心をも傷つけた、むち打ちの刑を容易に想

起させる光景がリアルに描き出されているので

ある。 

こうして、マンゴーは砂糖きび圧搾機を使って

仕事を始めることになる。この作業の苛酷さは、

フライヤーが紹介しているジャマイカ副総督婦

人の日記に明らかである。そこには、奴隷が煮立

った大釜の脇に 12 時間も立ち続けるという長時

間労働の様子や、居眠りをして製粉機に指を挟ん

でしまった場合に機械を止めずに指を切り落と

すためにいつも用意されていた斧のこと(31)が記

されているのである。テキストにはマンゴーが具

体的にどのように仕事をしていたのかを示す記

述は見られないが、「夜になり、月がのぼる」と

いう記述は、奴隷たちが長時間労働を強いられて

いたことを暗示している。そして、奴隷としての

仕事がマンゴーの精神に大きな影響を及ぼして

いたことが、彼のその後の行動に示されることに

なる。1日の仕事を終えて奴隷たちが退場すると、

ひとり舞台に取り残されたマンゴーは、「自分が

奴隷であることをひどく悲しみ、ついには自殺を

しようと決心する」のである。 

『ハーレクィン・マンゴー』の最初の 3場面に

は、このように、奴隷商人によって売られ、様々

な思惑を持つ白人たちに買われ、農場主たちに酷

使される黒人奴隷の姿が描き出されている。そこ

には、当時のイギリス人が自身の欲望を充足させ

るために、あるいは黒人に対する恐怖を解消する

ために黒人奴隷が強いられていた、明らかに苛酷

で不条理な状況が暗示されているのである。マン

ゴーの自殺の決意は、このような白人の横暴に対

する黒人奴隷たちの意思を代表している。『ハー

レクィン・マンゴー』に描き出される奴隷制度の

生み出す様々な現実の描写は、まさしく、当時の

黒人奴隷たちの過酷な現実をリアルに想起させ

るものとなっているのである。 

 

３．『ハーレクィン・マンゴー』のハーレ 

クィネードとしての特徴 

 

以上に述べてきたように、『ハーレクィン・マ

ンゴー』は、当時の黒人や奴隷制度を巡る社会問

題を様々な形で暗示している。ところが、ここで

興味深いことは、パントマイムという演劇ジャン

ルには、このように深刻な問題さえも観客に自然

に受容させる性質が最初から備わっているとい

う点である。それは、意味を無効化する性質であ

る。散文劇の場合とは異なり、パントマイムでは

社会問題を想起させる言葉が対話として語られ

ることはない。先に言及したように、レチタティ

ーヴォの形をとり、一定の旋律で軽快によどみな
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く歌われると同時に、そのリズムでアクションも

展開して行く。そこでは、罪や問題の意識が表さ

れることはなく、したがって奴隷売買に本来伴う

はずの悲惨な現実が見えてくることもない。この

ために、奴隷売買という行為は、普段の買い物と

何ら変わらない日常的な行為のひとつであるか

のように示されるのである。しかも、この場面で

実際に舞台に登場しているのは顔を黒く塗った

白人の役者たちである。彼らが演じる黒人奴隷の

姿は否応なくコミカルなものにならざるを得な

い(32)。彼らの姿は、それ自体が、現実の奴隷市場

に伴う悲惨さを更に無効化することになるので

ある。 

このような無効化は、奴隷市場の場面で売られ

るマンゴーの描かれ方にも見られる。マンゴーは、

他の奴隷たちとは異なり、「頻繁に客に勧められ

るが、常に拒絶される」からである。マンゴーは、

船長が客に何度勧めようとも、あるいは、値段を

下げると言っても、どうしても誰にも買ってもら

えない。最終的にはコロンバインのとりなしで、

やっとのことでパンタルーンに買ってもらえる

のであるが、このような描き方をすることで、ベ

イツは、『友人たち』では悲惨なものとして描き

出されていた奴隷売買を、まったく異なるものと

して描き出している。すなわち、彼が客に拒絶さ

れ続け、売れ残り続ける姿を見ていた観客は、奴

隷として売られるという現実に伴う悲惨さを意

識しないばかりか、逆に、マンゴーがようやく買

ってもらえたことを単純に喜び、彼を買うよう父

親に申し出たコロンバインの優しさに感心さえ

していたと考えられる(33)のである。 

同様に、マンゴーが自殺をしようとする場面も、

決して悲惨なものとしては描き出されていない。

逆に、このパントマイムのプロットの視点に立つ

と、この場面が新たな展開を開始するためのきっ

かけとして機能していることが明らかになるの

である。自殺を決意したマンゴーは、腰ひもをは

ずして首に結びつけ、それから大きな木に登って

首を吊ろうとするのであるが、首を吊ろうとした

瞬間に枝が折れ、彼は木から落ちる。すると、そ

こに突如魔法使いが現れ、マンゴーをハーレクィ

ンに変身させる。そして、彼に魔法の剣を与え、

彼が抱える不安のすべてを贖ってくれる「美しい

乙女」（13 頁）のもとへ行くよう命じるのである。

かくして、黒人奴隷マンゴーの悲劇的と思われた

物語は、突如として、ハーレクィンが活躍するハ

ーレクィネードへと見事に転換する。そして、こ

の場面以降、マンゴーはこのパントマイムのプロ

ットをリードする主要な役割を担いながら、『ハ

ーレクィン・マンゴー』のハーレクィネードとし

ての特徴を十二分に発揮させ、観客を笑いと驚嘆

の世界へと誘っていくことになるのである。 

このように、冒頭の 3場面に描き出されるマン

ゴーの苦しみは、それ自体に大きな意味が与えら

れているというよりは、観客のマンゴーへの関心

や共感を確保するための布石として機能してい

る。事実、マンゴーがハーレクィンに変身し、こ

の作品がハーレクィネードとしての魅力を発揮

して行くに伴い、彼を苦しめていた自分が奴隷で

あるという現実や、奴隷制度が生み出す様々な社

会問題は、明らかに遠景化され、無効化され、そ

の現実性を失っていくことになる。そして、『ハ

ーレクィン・マンゴー』という作品は、このよう

なことを可能にするほど魅力的に、ハーレクィネ

ードの多様な特徴を舞台上に実現しているので

ある。 

第 1幕第 2場では、パンタルーンは娘の結婚相

手に決めている中国人紳士と出会い、互いに抱擁

し合う場面が描き出されている。当時のイギリス

では、中国という国は、大量に輸入される磁器製

品や中国趣味の家具や装飾品などの贅沢品のゆ

えに、帝国に相応しい過剰さを象徴するもの(34)

であった。また、東インド会社との関係を維持し

ながら、高品質の品物の輸入販売に励み、経済的

な成功をおさめていた中国人は、常に「富と密接

に関連づけられる」(35)存在と見做されていた。『ハ

ーレクィン・マンゴー』に登場する中国人もまた、

同じ中国人の召使を連れた、船員に「大型の旅行
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かばん」を運ばせ、飲み物にはビールではなくワ

インを注文する「紳士」であり、「金箔ばりの扇

や造花の花冠、その他インドの玩具」と「2 体の

中国服姿の首ふり人形」を結婚相手への贈り物と

することができる金持ちとなっているのである。

パンタルーンが娘の結婚相手として中国人紳士

を選んだのは、当時としては自然なことであった。 

ところが、ハーレクィンに変身したマンゴーは、

この中国人紳士からコロンバインを奪い、ふたり

で駆け落ちをすることになる。そして、それに続

く追跡劇は、まさしくハーレクィン（コンメディ

ア・デッラルテのアルレッキーノ）の元来の性質

を示す絶好の場面となっている。アルレッキーノ

は、ラッチに典型的な敏捷性と軽業の点で卓越し

ている、「子猫の柔軟さと敏捷性と優雅さ」を兼

ね備えた役どころ(36)であったからである。ハーレ

クィネードで繰り返される追跡の場面は、まさし

くこの「敏捷性と軽業」、「柔軟さと敏捷性と優雅

さ」を表す格好の場面であり、それは、ハーレク

ィンが演じるフォースタス博士やジャック・シェ

パードが町の人々が追いかけられるという場面

(37)のように、コロンバインが登場しない初期のイ

ギリスのパントマイムから常に見られる特徴で

あった。『ハーレクィン・マンゴー』においても、

たとえば第 1幕第 6場の「倉庫」の場面で、ハー

レクィンが「ポスターが貼られた倉庫の壁を突き

破って退場」する場面（もちろん、壁には初めか

ら穴が開いており、それをポスターで隠していた

ところに彼が飛び込んで、壁を突き破ったように

見せかけたのであろうが）や、「クレーンに乗っ

て上の倉庫に姿を現す」場面などは、まさしくハ

ーレクィンの身軽な俊敏性がいかんなく発揮さ

れる場面となっている。 

また、ハーレクィネードに特徴的な魔法の使用

も『ハーレクィン・マンゴー』の大きな見どころ

となっている。早くも第 1幕第 5場の「パンタル

ーンの邸宅の私室」の場面では、ハーレクィンが

首ふり人形に変身したり元に戻ったりしてパン

タルーンたちを欺きながら、コロンバインに求婚

し、また、中国人紳士を椅子の中に封じ込め、そ

のあいだに自ら中国人紳士に変身し、結婚証書に

署名をするばかりか、まんまとパンタルーンから

結婚の祝福をも受けてしまう。そして、コロンバ

インと駆け落ちをするハーレクィンは、魔法使い

の助けも借りながら、追跡者たちに追いつかれそ

うになるたびに魔法を使って場面を次から次へ

と変えて行くのである。 

この魔法を使っての場面転換は、逃亡の果てに

彼らが到着するロンドンの場面で更なる展開を

遂げることになる。第 2幕は、追跡者たちに見つ

かった恋人たちがロンドン塔の中に逃げ込む場

面から始まっており、そこでは、「野生の動物た

ちの檻」（第 2 場）――動物園――から「スペイ

ン軍の兵器庫」（第 3場）、「騎馬用の甲冑の部屋」

（第 4 場）へと矢継ぎ早に場面が転換して行く。

ロンドン塔内の動物園でライオンを見ることが

観光の目玉であったことから「ライオンを見る」

（“see the lion”）という表現が「名所見物を

する」を意味するようになったことに明らかなよ

うに、当時すでに一般公開されていたロンドン塔

の動物園は、有数の観光名所となっていた。動物

園を舞台とする第 2場では、観客は（おそらく着

ぐるみの）ライオンや豹、熊、鷲といった動物を、

歌による解説つきで楽しむことができたのであ

る。また、第 3場の「スペイン軍の兵器庫」では、

ティルベリーに現れた時と同じ甲冑姿のエリザ

ベス一世の像が、美しい白馬と小姓の像、そして

スペイン無敵艦隊からの略奪品とともに陳列さ

れており、観客は、ハーレクィンとコロンバイン

と一緒に、1588 年のスペイン無敵艦隊撃破という

イギリスの栄光の歴史物語が歌われるのを、「ル

ール・ブリタニア」や「ブリトンズ・ストライク・

ホーム」、そして「ゴッド・セイヴ・ザ・キング」

といった愛国主義的な音楽の演奏とともに聞く

ことになる。そして、第 4場の「騎馬用の甲冑の

部屋」では、歴代の王たちやジョン・オブ・ゴー

ント、ヘンリー八世の道化ウィル・サマーズなど

の像が、完全武装した馬に乗った姿で展示され、
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その左手には歩兵の甲冑が並べてられているの

である。残念ながら、これらの場面がどのように

舞台上に具体化されていたのかを伝える資料は

現存しない。しかし、背景を担当したコーネリウ

ス・ディクソンに対する評価――彼は「驚くほど

の迫力で観客に訴えかけるので、すべての競争相

手を寄せつけない」背景画家であり、「彼の舞台

効果の知識はルーテルブールの天才をさえしの

ぐものであった」(38)――は、これらの場面が圧倒

的な力で観客に強い印象を与えていた可能性を

強く示唆している。このように、このパントマイ

ムは観客に、劇場にいながらにして、その副題に

あるように、まさしく「ロンドン塔内をのぞき見

る」（“Peep into the Tower”）楽しみを提供し

ていたのである。 

しかも、それぞれの場面に観客を笑わせる工夫

がちりばめられているところに、この作品のパン

トマイムとしての更なる特徴が表されている。と

りわけクラウンは、スラップスティック的な特徴

を強調する大きな役割を担って活躍している。ク

ラウンは、第 1幕の最初の 3つの場面では、奴隷

管理者の横暴を体現する役割を確かに担ってい

た。ところが、むちを持ってハーレクィンを威嚇

した時に、主人の娘であるコロンバインに「ハー

レクィンに厳しすぎると言って叱られる」ように、

彼は主人には頭の上がらない召使として描き出

されている。彼がハーレクィンに命じて自分の頭

上にパラソルを掲げさせたのも、日常的に自分が

させられていることを新参者にさせることで、憂

さを晴らしていたにすぎなかったのである。その

ような彼は、他の場面でも、常にお調子者でどこ

か抜けた人物として描き出されている。早くも第

1幕第 4場で黒人少女の召使にキスをしようとし

て頬をひっぱたかれる彼は、第 5場では中国人紳

士がコロンバインに贈った扇を破って困ってし

まう。第 2幕に入っても、動物園ではライオンを

叩こうとして手を噛まれ、「ロンドン塔近くの街

路」（第 5 場）でもハーレクィンが変装したオレ

ンジ売りの少女に言い寄ってふられるなど、常に

観客の嘲笑の的（そして、作品自体の笑いの源）

となるように工夫されている(39)のである。このよ

うなスラップスティック的な特徴は、追跡者たち

が檻から出てきた動物たちと猿たちに追いかけ

られる場面（第 2場）や、ハーレクィンが小姓の

像に変身し、気づかれないように中国人の顔を殴

ることで、中国人が自分を殴ったと勘違いした召

使を殴ってもみ合いになる場面（第 3 場）、トラ

ンペットの音に合わせて作り物であるはずの馬

たちがすべて後足で立ち上がり、剣を振り回す王

たちと共に動き出して、クラウンたちに尻餅をつ

かせる場面（第 4場）など、様々な場面でスペク

タキュラーな様相を交えながら繰り返され、観客

を絶えず驚かせながら、笑わせてもいるのである。 

このスペクタクルと滑稽さが入り混じった場

面は、劇の終盤に至るまで繰り返されている。第

6 場でコロンバインが捕らわれて幽閉されている

「牢獄」が、魔法使いの杖の一振りで花々が咲き

誇る美しい「カントリー・ハウスとその庭」（第 7

場）へ転換すると、そこでもクラウンが、バラの

木が変身した2体の首ふり人形と「滑稽なダンス」

をする。その直後にも、恋人たちを追跡するパン

タルーンと中国人紳士が通り抜けようとした東

屋が巨大な鳥籠に変わり、追跡者たちを閉じ込め

てしまうのである。鳥籠の「窓の格子のところに

吊らされる」ふたりの姿は、巨大な鳥籠とともに、

観客の喝采と笑いを喚起したに相違ない。そして、

第7場で鳥籠から解放されたパンタルーンと中国

人紳士が、ついにはハーレクィンとコロンバイン

の結婚を認め、恋人たちを祝福すると、突然「花々

で飾られている」「壮大な宮殿」が舞台上に現れ、

そこでグランド・バレエが踊られて、このパント

マイムは幕を下ろすのである。 

『ハーレクィン・マンゴー』は、このように、

主人公のハーレクィンがコロンバインと結ばれ

るまでのプロセスを、ハーレクィネードに特有な

魔法を用いてのトリックやスペクタクル、観光案

内的な要素やスラップスティック的な要素、そし

て音楽をふんだんに織り交ぜながら、舞台上に描



98 
開智国際大学紀要 第 16 号（2017）

 

き出すことで、常に観客を驚かせながら楽しませ

る、まさしく最高級の娯楽作品となっているので

ある。 

そして、このような『ハーレクィン・マンゴー』

の魅力を決定的なものにしながら、同時に、当時

のイギリス人に恐怖や嫌悪感を与えていた異人

種間の結婚という重大な社会問題をさえ無効化

しているのが、ハーレクィンという主人公の存在

である。マンゴーとコロンバインの結婚は、黒人

奴隷が主人の娘である白人女性と結婚すること

を意味しており、これは当時の保守的な社会通念

に対する非常に革命的な挑戦でもあり得た。とこ

ろが、ハーレクィンがコロンバインと駆け落ちを

するのを常として来たパントマイムでは、肌の色

や身分の違いが問題にされることはなかった。そ

れは、観客が魔法を使ったトリックを伴うスペク

タクルや、恋愛成就の物語を愛好していたという

こともあるが、同時に、ハーレクィンという登場

人物が劇場で観客との関係の点で果たしていた

機能のゆえでもあった。 

ハーレクィンの前身はベルガモ出身のアルレ

ッキーノであり、彼はコンメディア・デッラルテ

の登場人物として誕生して以降、経験から何も学

ぶことが出来ない、とんまで間抜けな田舎者、し

かも女好きで大食漢という、しばしば人間が生き

る上で基本となる本能的な欲求を体現する人物

として描き出されていた。このために彼は、ただ

単に滑稽であるというだけではなく、劇場に集ま

る田舎者や低い身分の者たち、そして同じ欲求を

共有するすべての観客を代表する人物となって

いた(40)。必然的に、彼は観客が自身の欲求や希望

や夢や理想を気軽に投影することができる人物

となり、それらを舞台上で代行的に実現していた

のである。先に言及したフォースタス博士やジャ

ック・シェパードを初めとして、多くの人々が関

心や共感を覚えた多様な人物の役柄を彼が担え

ていたのは、まさしくこのためであった。ハーレ

クィネードのパターンにコロンバインとの恋愛

が組み込まれたのも、恋の成就が多くの人々が実

現を望む人間に本質的な欲求であるからに他な

らない。召使である彼が主人の娘であるコロンバ

インと結ばれる結末が、常に観客に大きな喝采を

もって喜ばれたのもまた、彼が観客の願望を充足

させる機能を果たしていたからであった。 

そして、彼が果たすこの機能は、18 世紀後半

にハーレクィンの黒い仮面がアフリカ黒人を表

象し得るようになってから以降も、変わることが

なかった(41)。『ハーレクィン・マンゴー』は、そ

の理由の一端を教えてくれているように思われ

る。この作品の冒頭の 3場面に描き出されるマン

ゴーは、市場では誰にも買ってもらえず、仕事場

では鞭を打つぞと脅され、自殺をしようとしても

失敗する、とんまで間抜けな、良いところがひと

つもないような、弱い人間として描き出されてい

る。このようなマンゴーの姿は、特に笑いをさえ

誘う滑稽なものとして演じられることにより、観

客には、自分たちとはまったく異なる憐れむべき

存在としてよりも、むしろ、自分たちの中にも同

様の性質を感じ取ることができる存在として認

識されていた可能性が高い。マンゴーの人間的な

弱さに対する共感は、必然的に、観客にマンゴー

への愛着を抱かせることになる。ここにおいて、

観客は、人種の違いを超越し、ひとりの人間とし

てのマンゴーを心から愛し、応援するようになる

のである。実際に、このパントマイムの興行的な

大成功は、とんまで間抜けな黒人奴隷マンゴーの

ハーレクィンへの変身と恋愛の成就が、それを見

る観客に勇気をさえ与えていた可能性をも示唆

している。黒い仮面を被ったハーレクィンは、黒

人奴隷マンゴーの変身後の姿となったとしても、

尚も人々の期待を担う人気者として舞台に登場

し、魔法と軽業という奇跡的な行動を通して恋愛

を成就させながら、多くの人々の夢や理想を実現

させ続けていたのである。 

 

結論 

 

以上に述べてきたように、『ハーレクィン・マ
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ンゴー』は、当時の奴隷制度が生み出す様々な現

実を暗示する場面を、特に劇の冒頭の 3つの場面

の中に描き出していた。しかし、ベイツが自ら提

示した奴隷制度の残虐性やそれが生み出す様々

な社会的問題を自ら無効化し、マンゴーの自殺と

いう行為をさえプロット転換のためのエピソー

ドとして利用していることを考える時、彼の目的

は、奴隷制度批判をすることではなく、もっぱら

最高の娯楽作品を作り上げることにあり、その目

的を実現するために黒人奴隷や奴隷制度という

トピックを利用したと考える方が妥当であるよ

うに思われる。 

しかし、『友人たち』の興行的な失敗に見られ

たように、黒人や奴隷制度を巡る社会問題を舞台

上で再現する試みそのものが困難であった時代

にあって、『ハーレクィン・マンゴー』が、奴隷

制度が生み出す様々な現実の様相を具体的に描

き出しながらも、興行的な大成功をおさめていて

いたという事実は、決して無視することはできな

い。ジョン・オブライエンが述べているように、

パントマイムは確かに「多様な種類の演劇的な魔

法によって支配されたファンタジーの世界」(42)

にすぎないかもしれない。しかし、たとえ「ファ

ンタジーの世界」の中でのことであったとしても、

その世界の中で、当時の観客は、少なくとも 37

回の上演のたびごとに、西インド諸島における黒

人奴隷たちの姿を目の当たりにしていた。そして、

演劇というものが、社会に浸透する思潮を反映さ

せる作品の上演を通して、その思潮を強化し、更

に社会に浸透させることにより、より具体的な言

動を生み出す可能性を持つものであるとするな

らば、奴隷制度が生み出す様々な問題を舞台上に

提示していたという事実そのものが非常に大き

な意味を持つことになると言えよう。 

残念ながら、『ハーレクィン・マンゴー』を見

た観客の反応を伝える資料は現存しておらず、し

たがって、このパントマイムが社会に及ぼした社

会的な影響について語ることはできない。しかし、

黒人奴隷や奴隷問題を巡る社会問題の舞台化が

不可能であった時代に、このパントマイムがそれ

を可能にしていたという事実は、しかも、黒人奴

隷であるマンゴーやハーレクィンに対する人間

的な共感のゆえに、観客が人種の違いを超越して

いた可能性は、それ自体が、奴隷制廃止の実現に

至るプロセスにおける非常に重要な歴史的な事

件であったと言うことができよう。『ハーレクィ

ン・マンゴー』の歴史的重要性は、まさしくここ

にあるのである。あらゆる現実が無効化される

「ファンタジーの世界」の中にあって、ハーレク

ィンは常に観客の夢や理想を担いながら活躍し

続け、社会問題とされていた異人種間の結婚をも

実現し、観客もまた、それを見て心から喜び、歓

迎していた。このような現象を生み出していた

『ハーレクィン・マンゴー』は、パントマイムと

いう演劇ジャンルの特徴や魅力とともに、あらゆ

る社会問題をも平気で取り込んでしまうパント

マイムの豊かな包容力をも伝えてくれる、最高級

の娯楽作品となっているのである。 

 

 

注 

 

(1) William Bates, Harlequin Mungo; or, A Peep 

into the Tower (London: J. Skirven, 1788)．以下、

本作からの引用および頁数はこのテキストによ

る。尚、この作品の拙訳は、文学同人誌『飛翔』

第三十九号（2016）、211 頁～238 頁に掲載され

ている。 

(2) ジョン・オブライエンによると、ハーレクィネー

ドは次のパターンで展開する。１）ハーレクィン

はコロンバインと恋に落ちるが、２）その恋はパ

ンタルーンなどの年長者によって妨げられる。そ

こで、３）恋人たちは駆け落ちをし、パンタルー

ンが時にはクラウンなどを伴って追いかけ、追跡

劇が始まる。４）ハーレクィンはしばしば魔法の

杖や剣を用いて物や人を変身させたり場面を変

えたりしながら、追跡者たちを出し抜き、裏をか

く。こうして、５）最後に恋人たちは結ばれ、ハ

ッピー・エ ンドを迎え る。 John O’Brien, 

“Pantomimic Politics” in The Oxford Handbook 

of the Georgian Theatre 1737-1832 (Oxford/ 

Oxford UP., 2014), eds. by Julia Swindells, 
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David Francis Taylor, pp. 391-2. 尚、台詞のない

一般に無言劇として知られる「パントマイム」と

はまったく異なる「イギリスのパントマイム」の

起源や特徴については、次の拙論を参照せよ。「18

世紀イギリスにおけるアルレッキーノの変容―

―2 作のパントマイム『ハーレクィン・ドクター・

フォースタス』を中心として」、安田比呂志編、『日

本橋学館大学 芸術フォーラム叢書 5 18 世紀

ヨーロッパにおけるアルレッキーノの変容』（日

本橋学館大学、2015）、22 頁～40 頁。 

(3) David Worrall, The Politics of Romantic 

Theatricality, 1787-1832 (New York: Palgrave 

Macmillan, 2007), p. 69. 

(4) ディヴィッド・ギャリックは 1750 年のシーズン

開幕に際して、「リアやハムレットにお客さまを

引き寄せる魅力がないのでしたら、／不本意なが
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KAICHI INTERNATIONAL UNIVERSITY Bulletin No.16 

Pantomime and Slavery in Eighteenth-Century London: 

Historical Significance of Harlequin Mungo 

Hiroshi YASUDA＊1

In the latter half of the 1780s, two dramatic works which 
featured black slaves as their main characters and could be regarded 
as criticism of slavery were premiered in London. One was a 
pantomime Harlequin Mango (1787) by William Bates and the other 
was a prose drama The Friends; or, The Benevolent Planters (1789) by 
Thomas Bellamy. When we think about the cultural context in which, 
after the famous Somersett Case in 1772, the movements of 
abolitionism began to take their concrete forms, it seems very natural 
that these works were staged. But it was only the pantomime that 
enjoyed the great success and popularity, and the prose drama was a 
complete failure. 

This paper, assuming such historical facts of these productions 
were due to the different natures of their dramatic genres, aims to 
clarify the natures of pantomime and a prose drama. Firstly, we verify 
the reasons why the prose drama was a complete failure in the 
historical and social context in which the slavery was strongly 
protected and maintained even after the Somersett Case. Secondly, we 
analyze the critical facets against slavery depicted in Harlequin 
Mungo, together with the discussion about black slaves’ severe 
situation in the West Indies and the social problems caused by the 
black people living in England. Thirdly, we identify the specific 
features and their effects of Harlequin Mungo to define the natures of 
pantomime as a dramatic genre. 

Through these considerations, we clarify the reasons why the 
pantomime could successfully present the criticism of slavery upon the 
stage which was not impossible for the prose drama to achieve, and 
highlight the significance the pantomime assumed in the history of 
abolitionism. 

Synopsis  
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１．国連創設時の国際関係の座標軸と 

その本質 

  

第二次世界大戦も末期にさしかかった時に、連合

国側特に米国と英国を中心として提唱され始め

た、国際連盟にとってかわる新しい国際平和機関

設立の構想が、１９４３年半ばに到り先ず米国の

イニシアティブにより国連憲章草案の形で提案

された。その時点での新世界機関＝国連の構想は、

国際連盟が機能しなかった反省に端を発する、更

なる世界戦争を防止する目的がその中心に定め

られていた。 

   欧州の中心的存在であった英国は、第一次世

界大戦の教訓が国際連盟を通じて生かされなか

ったという事実に基づき、あくまでも欧州の地 

に於ける戦争の防止をその主要機能に据える構

想を骨子として提案していた。当時の世界の国家

数は６０余りにすぎず、アジア・アフリカの所謂

低開発地域が欧米に支配される植民地であった

という事実は、図らずも欧州間の紛争・戦争は即

ち世界戦争であるという認識に直結している。実

際２０１６年現在の総国家数の約半分にあたる

９０余りのアジア・アフリカの国家が、当時はほ

ぼ全て英国・フランス・ポルトガル・オランダ・

スペイン等の欧州各国の植民地であったという

事実は、図らずも「欧州＝世界」という構図が出

来上がり、欧州間の戦争は即ち世界戦争であると

いう認識に直接結びついていた。 

他方で、米国のルーズベルト大統領は安全保障

の機能に加え、低開発地域への援助等の経済社会

問題を扱う事も重要課題であるとし、米国主唱の

国連にその機能を持たせる方針を打ち出してき

た。その背景には図らずもその当時の世界情勢、

特に連合国を中心とした先進各国間の「行動原理

および国際政治の力学」が浮き彫りにされている。

  

2016 年 9 月 23 受理  

The United Nations as an Actor in the International Relations 
-Consideration from the viewpoints of the United Nations 
Industrial Development Organization - 
*1 Takao OTSUKA 
開智国際大学リベラルアーツ学部 

国際関係に於ける行為主体（アクター）としての国連 
—国連工業開発機関（UNIDO）の視点からの考察— 

 

大塚孝夫＊1 

国際社会に於ける国家以外の行為主体（アクター）の代表的存在である、政府間国際組織の典

型にして最大の国連に関する研究は、従来から国際機構論としてその目的・構成・機能等に的が

絞られており、又その延長線上での「国連改革」であろう。しかしながら「国際関係」の舞台で

の国連の実相は目的・構成・機能を研究することだけでは探求できない。何故なら国連創設をめ

ぐる諸般の世界情勢に端を発し、以来関係各国の思惑や国際政治力学・経済権益、全人類的課題

への取り組み姿勢の相違等々、国際社会の様々な現象が国連諸機関の存在そのものの根源に深い

影響を与えているからに他ならない。本稿では従って単なる表面上の事象だけではなく、まず国

連創設時の時代背景を観察・分析した上で、国連の本質的側面を分野ごとに責任を持つ国連専門

機関、なかでも国連工業開発機関（United Nations Industrial Development Organization – UNIDO

「注１」）に焦点を当て、設立に到る経緯、特にその外的要因の分析を経て、担当責任分野である

ところの国際経済協力・国際開発援助の主だった視点から国際関係, なかんずく多国間関係の本

質を考察する。 

……………………………………………………… キーワード ……………………………………………………… 

国際関係 国際政治力学 国際開発援助 国際経済協力 国連工業開発機関 
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米国は１９世紀初頭に端を発する「モンロードク

トリン」の影響等により対外政策で欧州各国とは

一線を画し、結果植民地獲得競争で遅れをとって

いた。新しい世界機関である国連設立・運営にあ

たり、主導権を握ることを通じ可能な限りの影響

力を行使しようという姿勢の裏には、こうした 

米国を取り巻く環境から発した独特な意図が読

み取れる。前述した通り当時は世界各地域に植民

地を有していた英国に比し、米国はフィリピン及

び太平洋上の一部島嶼地域以外には植民地を保

有していなかった。第二次大戦以前からの「門戸

開放」等を旗印にした米国の対外政策が全く異質

の出発点に基づいているのが、国連設立に際して

の立場の相違に結びついてきたものといえる所

以でもある。第二次大戦直後の国際秩序構築に際

し、米国の「巻き返し」の意図が如実に反映され

ているのが、植民地支配を通じた政治的影響力行

使及び経済的利潤追求等の面で遅れ気味であっ

た米国の動機であるといっても過言ではないだ

ろう。このことは後述するが、既知の事実である

ところのソ連を中心とした対共産主義勢力への

対抗策にも勝るとも劣らない、西側自由主義諸国

圏内独自の事情も加味されて国際関係の要素が

働いていたということに他ならない。国連という

国際機関の骨格が築かれ、ソ連邦崩壊後久しくな

りまた BRICS をはじめとする「中進国」の台頭

著しい現在にいたっても、この骨格には基本的に

大きな変化はみられない。 

 他方英国にとって国際機関レベルでの低開発

地域への経済社会援助は、むしろ他の列強による

自国への内政干渉にも結びつくことにもなりか

ねない故、簡単に容認できるものではなかったが、

交渉を重ねる過程で次第に譲歩・歩み寄りを見る

に至り米国原案を基本に原則合意に達していっ

た。 

 米国案を基にした国連憲章草案は、１９４５年

６月２６日には連合国軍加盟国５０ヶ国によっ

て署名され、第１０章の規定により国連に経済開

発・工業化を含めた経済問題を司る機能を持った

経済社会理事会が発足する。 

 

２． 草創期の国際開発援助の骨格と 

その時代背景 

 

 第二次世界大戦終了とともに、大戦中は同盟国

であった１９１７年に誕生したソ連と米・英を軸

にした西側自由主義圏諸国は、その対立の構図を

深めていく。それに伴い欧州地域諸国への影響力

行使、及び自陣営への取り込みの過程で、米国を

中心とした西側戦勝国により、戦災により荒廃し

た諸国への復興援助がその対外政策の優先順位

第一とされ、前面に押し出されることとなった。

以前はなかった新しい概念である開発援助が、本

質的には同盟国援助としてスタートした事の証

左であり、開発援助は「パワーポリティックス」

の産物であり一環であることを現に証明してい

る。１９４７年３月に出されたトルーマン・ドク

トリンは先ずギリシャ及びトルコに対して、軍

事・経済支援を行うことを明記しており「注２」、

そうすることによって、共産主義の脅威から自由

主義圏諸国を守る一策とした。英国がもはやソ連

に対抗しうる力を持ち合わせなかったことから、

米国は更に西欧地域に於ける共産主義封じ込め

強化策の一環として、この地域諸国の経済復興に

乗り出す。これはまぎれもなく、経済危機・破綻

が共産主義の温床を造成するという共産主義本

来のイデオロギーに根ざしたものでもある。この

発想・思想は後年アフリカ・アジアの旧植民地が

独立を果たした後も、継続して応用されている。

この対西欧経済援助は「マーシャルプラン」とし

て広く世に知られることになるが、これこそが

「国際開発援助」の発祥であると言っても過言で

はない。 

 国連とは別に国際金融機関である Inter- 

national Bank for Reconstruction and 

Development - IBRD (国際復興開発銀行)が 

International Monetary Fund—IMF (国際通貨基

金)とともに１９４６年に設立されたが、当初は

戦後復興をその業務の中核となし、米国によるイ

ニシアティブのもと、米国が中心になった、主と
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して米国の同盟国を受益対象とした活動に終始

してきた。 

 

３．国際開発援助の低開発地域 

（発展途上国）への拡大 

—国際関係の行為主体（アクター）拡大 

 

 マーシャルプラン実施中の１９４９年１月、米

国トルーマン大統領は自身の就任演説（大統領任

期２期目）中そのポイント・フォーで、人道的見

地からも低開発地域への技術協力が欠くべから

ざるものであると呼びかけた。この提案を基幹と

して国連内に「Expanded Programme of 

Technical  Assistance – 拡大技術援助計画」

を設立することが経済社会理事会を通し総会で

承認され「注３」、国連初の開発援助を専門とする

機能が発足することになる。のちにこの「拡大技

術援助計画」がもとになり United Nations 

Development Programme – UNDP (国連開発

計画)が設立されることになる。国連開発計画総

裁は選挙によってではなく、国連事務総長による

任命という形をとっており、代々米国籍あるいは

その同盟国出身者が その職に就いている。上述

した一連の過程は国連という中立・普遍の国際機

関による開発援助が、実は米国の対外政策の直接

の影響下にあるといわれている所以でもある。こ

のことは後述するケネディー大統領提唱の「国連

開発の１０年」（UN Decade for Development)

と相まって、いかにして国際開発援助が米国の世

界戦略に組み込まれていったかの事実を如実に

物語っている。 

 さて欧州に於けるアングロサクソン系国家の

盟邦、英国も１９５０年にコロンボ・プランを立

ち上げ、その頃既に独立を果たしつつあった、ア

ジア地域の旧英国植民地諸国を中心とした発展

途上国に支援を行うに至った。これによりアジア

を中心とした旧英国領の国々との新たなかかわ

りの礎を築きあげることになった。 

 １９４０年代より起こった民族自決・国民国家

の概念に沿った一連の動きが、アジアの旧英国・

フランス・オランダ等の植民地において大きくな

り、宗主国の支配から脱して独立を達成すること

になった。アジアに続きアフリカ地域に於いても

１９５６年のスーダンを皮切りに、翌１９５７年

のガーナを経て、１９６０年代前半には、独立運

動がその頂点に達し殆どの国が独立を達成した。

その過程の中、先進工業国と低開発地域との関係

が、社会・経済の格差から生じる諸問題の総称と

して取沙汰されるようになったことは、既に存在

していた東西問題とともに南北問題という呼称

の下に、当時の世界情勢の座標軸としてあつかわ

れる新しい視点を提供することになり、発展途上

国の開発問題が国際政治の力学の重要な構成要

素となり、国際関係に重要な位置を占めるように

なっていく。 

 

４．国際開発援助の地球規模拡大  

— 国際経済協力概念の勃興 

   

 米国のケネディー大統領が就任した１９６０

年代初頭は、東西冷戦が激しさを増し、又発展途

上国独立の波がアフリカに押し寄せた時でもあ

った。ケネディー大統領は、１９６１年９月の第

１６回国連総会に於いて、１９６０年代を「国連

開発の１０年」とすることを提案し採択された

「注４」。「国連開発の１０年」の最終年に発展途

上国全体の経済成長率を５％引き上げること等

がその骨子に盛り込まれ、開発問題が途上国だけ

ではなく、先進工業国をも含めた、いな先進国こ

そが取り組んでいくべき共通の課題として位置

づけられていくことになる。この「国連開発の１

０年」は１９７０年代に「第二次国連開発の１０

年」、１９８０年代には「第三次国連開発の１０

年」と延長されることになる。 

 「国連開発の１０年」が実行に移された当時は、

欧米で主流だった「トリクルダウン」仮説がまと

もに信じられていた時代で、国民所得の増加こそ

が開発の基本であると言われており、開発の結果

経済が成長すれば、富裕層から次第に低所得者層

に富が分配されていく、という図式がその根幹に
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あった。その支柱はケネディー大統領の経済担当

ブレーンであったロストウによる「近代化論」で

あり、原始的農業に依存している発展途上国に工

業化をもたらし、それによって社会構造を変化発

展させ近代化を図るというものであった。全ての

発展途上国は、欧米モデルの「高度大衆消費社会」

を目指すべきであるとの考えで、そのためには欧

米が経験してきた、大量投資・工業化による近代

化プロセスを模倣すべきであるとの理論に基づ

いている。ここに至って「近代化論」に端を発す

る資本集約型の「工業化」への移行プロセスに最

も必要となってくる大量資本投下・技術移転促進

等を、技術協力と程よく調和させた形で、伝統

的・原始的農業依存が中心であった、アフリカ・

アジア等の途上国に効率よく開発援助を行うた

めの中立・普遍の国連専門機関の必要性が論じら

れるようになる。 

 

５．国際社会の要請—中立・普遍の 

経済開発担当国連専門機関設立 

 

 前章で言及した米国発祥の「近代化論」は、も

ともとは欧州の産業革命にその端を発する、植民

地経営をも含めた欧米式資本集約型経済発展の

流れに則った発展の図式であった。従って当然の

ことながら当時の発展途上国が置かれた立場を

無視したものになり、その実効性に疑問をさし挟

む意見もあった。しかしその実効性如何に関わら

ず当時の経済開発モデルの主流をなし続けてい

たのは事実であり、社会主義計画経済を標榜する

共産主義陣営に対抗するためにも、当時独立間も

なかったアフリカの新興国及びアジアの後発発

展途上国への援助の中心的バックボーンをなし

ていた。筆者が UNIDO で最初に赴任したのはア

フリカ・リベリア共和国であったが、当時１９８

０年代半ばになっても、欧米各国の二国間経済開

発協力の骨格に「近代化論」が応用され、欧米の

模倣をすることによって近代化を図ることがで

きるとされていた。 

 このような背景のもと、近代化論に強く依拠し

た「第一次国連開発の１０年」は、実際先進各国

の援助の著しい増大をみることになり、初期の目

標であった発展途上国の成長率５％をうわまわ

る５.１％（年率換算）「注５」を達成することに

なる。発展途上国に於いては、しかしながら成長

の恩恵はごく一部の富裕層に留まり、むしろ貧困

層の拡大を見ることにもなり、高度経済成長期に

あった先進工業各国との経済格差は広まる一方

であったが、それが明白になったのは、後に１９

７０年代に入ってからであった。「第一次国連開

発の１０年」では、全体の GDP 目標成長率は設

定されたが、一人当たりの目標成長率は言及され

なかった。これは正にトリクルダウン仮説を前提

とした「近代化論」が暗黙の了解として受け入れ

られていた証左と言える。国連ニューヨーク本部

内に設置された「工業開発センター（Industrial 

Development Centre)）を発展解消し、経済社会

理事会の下に工業開発を専門とする機関を設立

する動きが加速したのは、正にこの米国ケネディ

ー大統領主唱による「国連開発の１０年」の直接

の産物としておこってきたことでもある。そして

それはまた、トリクルダウン仮説を基幹にした、

産業革命以来の西欧資本主義社会の経済発展プ

ロセスをモデルとした、国連工業開発機関 

UNIDO の誕生へと繋がっていくことになる。 

一方でアフリカ・アジアの諸国が独立を達成した

直後にその成長・発展を促進する目的で、国際社

会全体が「途上国援助」という命題を確認し合っ

たが、他方では東西冷戦が日増しにその深刻さを

増してきた時代の産物でもあることは、忘れられ

てはいけない明白な事実である。UNIDO はそう

いった時代背景のもと、１９６６年に第２１回国

連総会に於いて承認された。中立・普遍であるべ

き国連機関 UNIDO 設立は、正に南北問題ととも

に、東西問題が座標軸として交差したうえに成り

立っていた所以でもある。 

 

６．UNIDO の任務・役割 
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 前述した「UNIDO の前身、国連工業開発セン

ター（Industrial Development Centre）」は工

業開発、経済成長等の分析、情報発信・共有、及

び上記関連の超国家・地域の国際レベル議論の場

を提供する等の規範的機能に徹していたが、第２

１回国連総会に於いて採択・承認・設立された

UNIDO は、技術協力を含めた実際のオペレーシ

ョンをも含有する包括的工業開発及び国際経済

協力という、国際経済成長のための機能を有する

普遍的国際機関として設立された。 

 

UNIDO の主要任務は以下のとおりである： 

「The primary objective of the organization 

shall be the promotion and acceleration of 

industrial development in the developing 

countries with a view to assisting in the 

establishment of a new international economic 

order. The organization shall also promote 

industrial development and cooperation on 

global, regional and national, as well as on 

sectoral levels.」「注６」 

 

 世界的な高度経済成長期の時代にあって、先進

各国と独立後日の浅い発展途上国との経済格差

は広まる一方であった時代である。「近代化論」

に依拠した製造工業促進による生産性向上を中

心とする工業発展の更なる加速を引き続き押し

進め、それに加えて１９７０年代に興った従属理

論に代表される、先進国に有利な状況を途上国側

の立場から改善するべく、その論理構成に依拠さ

れた「新国際経済秩序」も強調されている。 

  上記主要任務は、時代の変遷とともに随時修正

が加えられ、２０１３年以降は以下の通りとな

る： 

「The primary objective of the Organization is 

the promotion of inclusive and sustainable 

industrial development in the developing 

countries and economies in transition. To this 

end, UNIDO also promotes cooperation on the 

global, regional, national and sectorial levels.」

「注７」 

 

 高度成長期に終止符が打たれ、世界的な経済停

滞とともに、深刻な環境問題、及びエネルギー問

題にも留意した「環境に優しい持続可能な産業開

発」が世界共通の課題となり、また旧共産圏諸国

の資本主義経済体制への速やかな移行への支援

が、重要な案件となっていることに、その論拠を

求めている。 

 ここで特筆されるべきことは、UNIDO が中

立・普遍の多国間・国際機関であるということで、

全ての加盟国に対しての「イコール平等原則」が

堅持されねばならないということである。発展途

上国のための国際コンセンサスがその活動の底

流にあるとは言え、分担金上位拠出国は全て先進

工業国である。一方第二次大戦後の国際秩序、例

えば東西冷戦を含めた国際政治力学、また「近代

化論」に代表される先進工業国中心の経済秩序と

の関連等では、国際機関を通じた多国間協力と各

国の二国間協力との根本的な相違が現出する。こ

れについては下段 8.2 で詳述する。 

 更に、「…promotes cooperation on the global, 

regional, national and sectoral levels」に示され

るように、世界的、地域的、国家的規模、及び分

野別協力促進機能は、正に各国政府開発援助の枠

組みでは困難を伴う、中立・普遍の国連機関なら

ではの活動形態である。この点についても下段で

詳しく述べる。 

 

７.   国際関係と国連 UNIDO との連関 

 

７.１ 実勢を反映しない国連憲章とUNIDO加盟国

「リスト」 

 国連憲章第５３、７７章及び第１０７条は、国

連創 立当初、旧枢軸国と言われた国々を対象と

している所謂「敵国条項」を含むものであり、日

本・ドイツが含まれる。この「敵国条項」は未だ

改編・削除されていない故（削除を決意する旨の

決議は１９９５年に採択された）、日本・ドイツ
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は法的解釈によれば「国連創立当初の加盟国＝連

合国」に対する「敵国」の状態にある。現実的観

点からはこの条文は死文化していると言う意見

もあるが、現に旧ソ連は第１０７条に則って「北

方領土」返還を拒否した経緯もあり、「敵国条項」

の扱いは今後の国際社会、特に日本のあり方に大

きな意味を持つ。UNIDO は国際法上独立した国

連専門機関であるが、国連憲章の効力下にあるの

は言うまでもない。従って国際法上の観点から、

UNIDO においても日本・ドイツは敵国であると

いうことを「否定」はできない状態が未だ継続し

ている。 

 さて UNIDO の加盟国は、必ず A・B・C・D

のいずれかのリストに登録されることになって

いる（国連総会決議第２１５２号 – 

A/RES/2152-XXI)。 

             

 

図１ (２０１４年) 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
A   A グループ   B  B グループ  C  C グループ  D D グループ  N 旧加盟国 N  未所属 

 

上掲図１は加盟国の地域グループを表す地図

であるが、A グループはアジア・アフリカグルー

プ、B グループは、WEOG グループ、C グルー

プはラテンアメリカ・カリブ、そして D は東中

欧（旧共産圏諸国）グループである。米国・カナ

ダ・オーストラリアは１９９６−１９９７年に

UNIDO より脱退しているが、本来 B の WEOG

グループに所属する。トゥルクメニスタンは A ア

ジア・アフリカグループに所属すべき国ではある

が、実際は未所属になっている。さてこの加盟国

リストは国連初期の世界勢力図が基になってい

る。即ち A アジア・アフリカグループは、国連創

立当初はほぼ全て、欧米の植民地であった国々

（当時の呼称はアジア・アフリカ低開発地域）で

あり、D グループは全て旧共産主義諸国である。

またアフリカ大陸北部のアラブ圏アフリカ各国

とサハラ以南「サブ・サハラ」アフリカ各国との

同一化等、この「グループ化」が果たして実勢を

反映しているものかどうか。UNIDO 内外におい

ては、本件に関する議論は未だ興っていない。筆

者は長らくOECD/DAC国＝先進国に責任を持つ

職務にあった経験などから作業部会・理事会・総

会等を通じ、また UNIDO を脱退及び脱退通告

（憲章規定により、脱退通告の翌年１２月３１日

に加盟から離脱・脱退した主要先進国＝旧植民地

支配国の「現実」を見るにつけ、こういった国際
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政治力学に基づいた「既成事実化」が如何に危険

なものなのかを体験してきた。早期の改革が必要

とされる。 

 

７.２  主要行為主体（アクター）としての多国

間機関と国家機関及び民間組織  

  UNIDOに限らず国際機関には加盟国政府を筆

頭に、種々雑多な国家・団体・組織・個人が参加

する。その中には政策決定事項に関する議決権を

持つ加盟国があり、オブザーバー資格を持つ非加

盟国・ 国際法主体である団体があり、また

UNIDO の活動に直接・間接に関わる国家・団体・

組織・企業・個人等様々な形態の「参加者」があ

る。それらにはそれぞれの行動の様々な「動機」

があり、「貢献」による「還元の期待」がある。「還

元なきところ貢献なし」が広く言われるのは是非

はともかくとして当然のことといえよう。ではこ

の参加者はいかなる背景の下に UNIDO に「参加」

するのか。まず UNIDO の「究極」の目的と「直

接」の目的を以下に記す。  

 

 

 

 

 

  

 

UNIDO に関わる団体・組織を大きく分けて加

盟国政府と民間営利企業に統一する。加盟国政府

はそれぞれに受益国、或は先進工業国としての立

場があり、それに則って各々の国益を追求する。

また、民間営利企業は、当然のことながら利潤追

求をその行動原理とする。以下にそれぞれの組織

の特徴をまとめる。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

UNIDO の任務の一つであるところの「国際経

済協力」は基本的には上表の「行動原理」・「貢献」

の応用の現実であり、それは国際政治の力学によ

って作用しているといっても過言ではない。先進

各国の政府開発援助 ODA は基本的には二国間協

力であり、先進ドナー国の利益追求がその出発点

とならざるを得ないのは自明の理である。そこで

は先進ドナー国の納税者の税金が使われ、安全保

障・経済商業利益・自国文化推進・軍事の優位性

等々、様々な分野での自国の利益に繋がる行動原

理が働く。従って途上国開発・発展という本来の

目的から乖離する状況が多く発生する。国連機関

表１UNIDO の目的 

究極目的 世界の開発・発展に関する、国連総会および UNIDO 総会に基づいた決議・決定の沿革に

従い、国連開発アジェンダの目的を遂行、世界の発展・繁栄に寄与する。 

直接目的 上記枠組みのもとに、加盟国の産業・工業開発能力を高めることに貢献する。 

出典：筆者作成 

表２UNIDO 参加者の行動原理と貢献 

 行動原理 貢献の一次的形態 

加盟国政府（先進国＝非受益

国） 

自国の；政治、外交、経済発

展、社会、軍事、文化促進等 

自国の外国直接投資の流れを受益国に向

けて促進する下地を創造・推進 

民間営利企業 自社の；利潤追求＝投資・企

業活動の最大効果実現に資

する商業諸活動 

受益国の雇用・技術移転促進・生産能力

向上等を、先進国と途上国の民間企業関

係発展等を通して創造・推進 

UNIDO  中立普遍の立ち位置から；発

展途上国の国民の生活向上

を目的とした自助能力向上

を図る。（先進国の財・物・

人の最適利用） 

工業発展の基盤整備の為の関連制度・組

織・人材・枠組み等を育成、究極的に外

国直接投資を呼び込める環境を構築 

出典：筆者作成 
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UNIDO の目的 は発展途上国・移行経済国の開

発・発展であるが故に、目的完遂のための先進工

業各国との協力が不可欠になる。従ってその活動

は、全般的に先進各国の視点から見た国益にもか

なっていなければならない。 

 

７.３ UNIDO 事務局長の国籍に関する考察 

 UNIDO 事務局長の出身国籍は初代より、エジ

プト、アルジェリア、フィリピン、メキシコ、ア

ルジェンチン、シェラレオネ及び中華人民共和国

であるが、この国々は全て発展途上国であり、援

助受益国である。中華人民共和国については、意

見が分かれるところかもしれないが、

OECD/DAC メンバーであるか否かという「先進

国の定義」からしてみるならば、発展途上国であ

り援助受益国であるという事実は現在まで変わ

らない。これはいうまでもなく、国連 UNIDO は、

発展途上国の産業・工業開発をその使命としてい

るという事実に発祥している。活動の対象が発展

途上国であり、発展途上国の事情に精通、国際社

会の理解を得られる説得力を有している等の条

件が取沙汰されるのが常である。だが、国際開発

援助が、実は国際経済協力であり、国際経済協力

は本質的には国際政治力学の法則によって動い

ている、であるとするならば、事務局長の職務を

こなすのに最も適任であるとされるのは、果たし

て発展途上国出身者であるだろうか。国連という

所では、物事全てが白黒のはっきりしない「グレ

ーゾーン」に属するというのが通説となっている。

従って公共の場に於いての本事項についての議

論には困難が伴う。しかしながらグローバル化の

現在、問題提起がはかられねばならないのは時間

の問題であろう。 

 

７.４ 日本の役割と貢献及び人的資源に関する

考察 

  UNIDO において日本が加盟１７１カ国中分

担金最大拠出国であるという状況は、１９９６年

の米国脱退以降、今日まで続いている。国連機関

で日本国が筆頭拠出国であるのは UNIDO だけ

である。言い換えれば、多額の日本の納税者の税

金が、日本政府を経由して UNIDO に拠出され使

われている訳である。拠出金の使途は本部経費で

あり、途上国オフィスの経費であり、職員の給料

であり、事業の資金であり、といった様々な用途

に仕向けられる。日本国内ではこれらは所謂多国

間協力目的拠出金として位置づけられ、二国間協

力と一線を画している。先進各国の近年の傾向は、

多国間協力は縮小、二国間協力は維持ないしは拡

大の方向にある。多国間協力目的よりは二国間協

力目的の方が、「国益」に直結しやすいという当

該政府内での一般の了解があるからであるが、果

たして本当にそうなのだろうか。むしろ多国間協

力の方が、拠出国の「色」が不鮮明であり、他の

先進各国との協調を通した政治力行使をも可能

ならしめ、悪評名高い欧米の旧植民地宗主国の

「新植民地主義」、及びそれに準ずる中華人民共

和国の現在の姿勢と一線を画すことができ、かつ

自然体の発展途上国に対する影響力行使ができ

るのではなかろうか。これにはしかし、日本の弱

点の一つである、中長期の視点からの戦略思考が

不可欠になる。そもそも産業・工業開発とは中長

期での取り組みが求められる分野であり、結果が

出る迄に１０年２０年以上かかるのは常識であ

る。これが UNIDO の専門領域と他の国連専門機

関の領域、例えば一日にして結果を得られる

UNICEF・UNHCR・WHO 等との違いではなか

ろうか。これら諸機関の活動は、実際「今日行っ

たことは、明日その結果が見えてくる」といえる

ものである。よく知られている UNICEF の募金

活動を通した学校建設、UNHCR の難民に食料・

医療・住居を供給する活動、そして WHO による

疫病予防活動等は実に短期間でその効果が現れ

る。そこでは加盟国の、短期間での国益増加の意

図を反映させることができる。 

 日本を含めた主要先進国からは分担金に限ら

ず事業資金となる任意拠出金も拠出されている

が、ここで常に取沙汰されるのが「金を出すが口

も出す」に対する「金は出すが口は出さない」で

あろう。これをしかし、単なる UNIDO 絡みの一
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現象として捉えるべきではないというのが正し

い見方と言える。国連機関に於いて日本国は現在

のところ、米国が加盟している機関では、米国に

続く第２の高額拠出国であり、UNIDO のように

米国不在の機関に於いては最大拠出国である。日

本は理論上、影響力行使及びリーダーシップを発

揮する最適なポジションにあり、種々の政策決定

事項でキャスティングボートを握る立場にある

と言える。国連機関という舞台での加盟国の役割

についての言及をする場合、その加盟国が何を根

拠にどの立ち位置にあるのか、そして実際どうい

う貢献がどの経路を辿り、何を目的として行われ

るのか等々、数々の要素を吟味する必要があるの

は周知の事実である。そこに見え隠れするのはし

かしながら国際政治の力学である。UNIDO は産

業・工業開発を担う国連専門機関であり、国連内

では他の国連専門機関と同じくその専門領域に

責任をもつ。そしてその加盟国は専門領域の枠内

での参加をするというのが、一般の了解だが、実

際はその逆ではなかろうか。即ち加盟国は各々の

行動原理のもと、国連各機関の舞台を利用、国益

にかなう場面を創出していく作業をする。

UNIDOの舞台では中長期の国家戦略に基づいて、

UNIDOを利用しつつ自国の国益をかなえる為の

作業をしていく。これが日本に欠けていると感じ

るのは筆者だけだろうか。 

 さて米国脱退以前もそれ以降も、分担金比率を

中心に規定される、専門職正規職員対象の「出身

国別適正職員数」に関しては、日本国籍の職員は

その約半分にも満たない。実はこの状況は１９５

６年の日本の国連加盟以来現在に到るまでの全

期間に亘って、ほぼ全国連機関に於ける常態であ

るといっても過言ではない。原因の詳細な分析に

ついては、いろいろな要因が絡み合ってくること

もあり、また本稿の趣旨からはいささか逸脱する

ので、ここで取り上げることはしない。だが１点

だけあげるならば、１９５６年当時、創設メンバ

ーであった他の主要国に比し１１年の遅れを伴

って国連に加盟した「第二次世界大戦の敗戦国」

日本が、出遅れの状態を引きずってきている、と

いう見方は当たらずも遠からずと言えよう。国連

機関による差はみとめられるが、あえて言及する

ならば、第二次世界大戦の戦勝国及び当時その支

配下にあった旧植民地国出身者は現在でも、適正

職員数を超過しているケースがままみられる。言

ってみれば第二次世界大戦終了時の国際秩序が、

以来連続して存在しているといっても過言では

ない状況にある。UNIDO 然りである。前述した

通り、これ以上の分析は本稿の趣旨を逸脱しかね

ない故控えることとする。 

 

８. UNIDO の機能に見る国際関係の考察 

 

８.１  投資と国際関係 

 「投資」は開発・発展にとっては決定的な意味

を持つ、必要不可欠かつ最重要要素であるだけで

はなく、とりわけ外国直接投資は多くの場合、国

家間・地域間の関係に決定的な影響を与える要因

となる。そこでここでは本質的な「何故国際社会

において国連 UNIDO が投資を扱うのか」という

基本的命題に触れることによって、多国間国際機

関である中立・普遍の国連 UNIDO と、投資との

関連を国際関係の観点からも考察する。 

 投資が開発・発展に必要不可欠な決定的要素を

持ち合わせるという認識は、他の国連機関にも浸

透しており、国際社会一般の共通事項であるとい

える。 国連及び世界銀行グループ諸機関では、

各々のマンデートの許す範囲内で投資の題材に

取り組んでおり、逐次協議を重ね重複を避けつつ、

最大効果を発揮すべく努力している。表３は主な

国際機関（国際金融機関を含める）の投資促進関

係活動を、マクロ関連分野から捉えた機能を簡潔

にまとめたものである。 

 

 

 

 

表３ 関連国際機関の「投資」への取り組み 
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表３ 関連国際機関の「投資」への取組 

 

 

 

 

 

 

 

国際機関である UNIDO として「投資」をどの

角度から見て設定していくかについては、設立以

来幾度もの発展・変遷を経て現在に到っている。 

下記表４にその主な取り組みを簡単にまとめ

てみた。 

  

表 ４UNIDO の投資関連事業への取り組み 

 

 世界情勢 経済ファクター 主な投資関係への取り組

み 

投資の位置づ

け 

1966-1970s 東西冷戦・南北

問題 

高度経済成長期   

1973 同上 同上 世銀の借款補完技術協力

プログラム： 

産業調査・研究； 

投資前調査 F/S； 

投資プロジェクト評価 

世銀の借款供

与との連携を

通じて、製造工

業育成に不可

欠な投資を促

進 

1976 同上 同上 投資協力計画課設立： 

投資案件・パートナー発

掘、投資会議開催； 

世銀との協力に世銀融資

案件の発掘等を含める； 

投資促進事務所を先進各

国に設立 

民間投資を直

接支援 

1981 同上 同上 投資協力計画部への昇

格・拡大： 

世銀との共同活動に研

修・人材育成を追加； 

UNDP との協力協定； 

 

投資関係（投資

促進庁など）の

人材育成分野

への参画； 

国際機関間の

協力促進 

1983 同上 中所得国(MICs)

の台頭 

直接投資促進ソフトウェ

ア COMFAR、INPRIS 開発・

販売 

民間直接投資

分野への側面

支援参入 

1986 同上 同上 産業投資局への昇格： 

活動の地域ごとの区分； 

投資案件発掘形成課、投資

促進課、協力促進課 

民間直接投資

分野への直接

参入 

1989-1991 東西冷戦終焉・

ソ連邦崩壊 

世界経済停滞期

への移行 

同上 同上 

UNCTAD 投資政策レヴュー；法制度改革提言；二国間投資条約提言；投資調査；部門別投資提言 

MIGA 各国投資促進庁の枠組み提言；オンライン投資促進支援及び情報網促進；投資家向け戦

略調査 

IFC インセンティブ分析；投資障害要因分析；投資調査一般 

出典：ジュネーブ国連欧州本部に於ける筆者プレゼンテーション資料から筆者自身が更に簡約 
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出典：筆者作成プレゼンテーション資料のまとめ 

 

１９７３年に、UNIDO と世銀（IBRD)との間

に協定は結ばれ、世銀の融資プログラムの補完と

いう観点から、投資の円滑な促進を目的とした技

術協力活動がはじめられた。この時代の世界情勢

は東西冷戦・南北問題を基軸に、世界経済はあく

までも製造工業奨励・促進による国民所得増加と

いう西側自由主義圏諸国、とりわけ欧米主唱の

「近代化論」がいまだ主流であった。時を経て、

東西冷戦の終焉、新独立国家誕生、欧州連合発足、

アフリカ・中東等の不安定要素の拡大、テロリズ

ムの伸張等々の政治状況の変化に、経済の要素が

連動する動きが加速され、それに付随するがごと

く UNIDO の投資関連活動も変化してきた。 

UNIDO は中立・普遍の国際機関国連で国際経済

開発・発展に責任を持つ国連専門機関である。そ

の任務の第一は言わずとも知れた、各国政府・機

関、民間諸機関・営利企業等には不可能もしくは

困難をともなう、特定の国家または企業・団体等

の営利目的に資しない中立・普遍の活動であるこ

とには、いささかの疑問を差し挟む余地もない。

投資の実際の「アクター」即ち投資家・企業等は、

実に細かい投資関連情報を収集・検索し、投資対

象を模索・選定していく。そこでは各国の有り余

る数の投資関連機関・組織・企業・個人が公開・

非公開の形で活動し、切磋琢磨しながら競争して

いる。彼らはこの分野に専門・特化された団体・

組織・個人である。中立・普遍の国際機関が、そ

の「専門家」である彼らの領域に足を踏み入れる

べきなのか、あるいはそうすることができるもの

なのか。答えは非常に明確な「ノー」であろう。

表４にある通り、UNIDO でも「近代化論」華や

かなりし頃、また世界的高度成長期、それどころ

1994 同上・新独立国

家誕生に伴う、

紛争・内戦（旧

ユーゴスラヴィ

ア等の欧州、モ

ザンビーク・ア

ンゴラ・リベリ

ア・シェラレオ

ネ等のアフリカ

地域） 

世界経済停滞; 

日本経済沈滞 

投資・技術移転促進局へ機

構改編： 

投資促進機能と技術移転

促進機能を統合； 

政策支援、組織・企業強化

機能への協力移行； 

在先進国の投資促進事務

所の機能継続 

 

UNIDO 内組織改編

の動き； 

先進加盟国に於

ける UNIDO 投資

促進活動には変

化なし 

1998 同上 同上 投資・技術移転促進局の新

戦略移行： 

中心的活動の能力開発関

連事業-Capacity Building

への移行; 

投資の技術を別離、相互補

完作用として捉える 

UNIDO 内更なる組

織改編；先進加盟

国における UNIDO

投資促進活動に

は変化なし 

2004 欧州安定、アフ

リカ・中東の不

安定要素拡大 

欧州連合に伴う

経済圏拡大 

UNIDO・UNDP 間民間部門育

成協力協定： 

民間部門育成部設立； 

直接投資支援関係活動中

止； 

投資環境整備関連活動へ

の移行 

投資を民間部門

育成の一部とし

て捉える； 

中立・普遍の国連

機関の役割の見

直し 

2009 同上 経済のグローバ

ル化の急激な変

化 

UNIDO 投資・技術移転促進

局廃止 

投資関連事業の

民間育成部門へ

の一本化 
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か世界の状況が一変した最近年に到る迄、民間企

業と見間違う程の投資関連事業を展開していた。

何故それが中立・普遍の国連機関に求められたの

だろうか。        

 一方で投資の実際の「アクター」が投資の決定

を下せないところには、必ず何かしらの問題・障

害・障壁があるから投資ができないでいる、とい

うのが現実である。潜在被投資各国の政治家等が

「投資インセンティブを改訂した、投資に有利な

税体系にした、タックス・ホリデーを延長した、

インフラを発展させた、投資促進庁を改編した」、

等々と吹聴しても投資が起こらないところには、

おこらない。自由主義市場経済の自然の法則が働

くからである。「投資」とは卑近な例をとるなら

ば、 投資関連情報収集に始まり、潜在被投資国

への渡航に必要な入国査証・労働許可取得・土地

取得手続き・投資関連法律の明確さ、被投資国の

政府関連機関の存在等々の制度・法的枠組み、そ

して物理的・制度的インフラの整備の有無、産業

レベル、教育レベル、言語・共通の意識の有無等

の文化人類学的要素等をも含めた、非常に広範な

範囲での事象全てを網羅したものである。単に投

資案件及び関心の有無、被投資国の政治家等が吹

聴しておこるものでは決してない。今日の自由主

義市場経済のもとでは、投資は「おこるべき所で

はおこる」のであって、それは市場主義の法則に

則って自然におこる現象である。これを踏まえて

原点に立ち返るならば、自ずと中立・普遍の国連

機関の役割が明確になってくる。 

 国連として携わるべき領域とは、各国の団体・

組織・企業・個人等には不可能あるいは非常な困

難が伴う領域、投資という領域で言うならば、「こ

こ迄もっていけば、自然に投資がおこる」、とい

うところ迄の領域、即ち投資の環境整備、制度の

インフラ整備、投資関係組織の設立・改編・強化

などである。これは筆者自らが主宰した度重なる

国際会議・円卓会議・ワークショップ等々で実際

に投資に携わる投資家、企業等の声を直接反映し

たものである。彼ら投資家から見れば、何も国連

に投資案件を発掘・形成してもらわなくとも、自

身の手で十二分にこなせるからである。他方環境

整備、制度的インフラ整備、関連組織設立・改編・

強化等は、投資家・企業には到底及ばない領域で

ある。彼らは投資をできるところで、投資をした

いのであって、投資の条件を整えるのは彼らの仕

事ではないし、彼らにはできない。このように整

理していくと、中立・普遍の国連 UNIDO に求め

られ、期待されるのは何かというのが自ずから分

かってこようというものである。 

 「中立・普遍」とは、あくまでも特定の国家・

および国家グループの立ち位置・利害関係に影響

されることなく、すべての加盟国に等距離で接す

ることである。この論拠を経て行き着くところは、

即ち「近代化論」及びそれに端を発する「トリク

ルダウン理論」の法則に則って展開された

UNIDO の投資関連事業が、実はある特定の加盟

国・加盟国グループの論拠に基づいた力関係の上

に成り立っていたということではないだろうか。

上述のようにこの経済発展理論は東側社会主義

諸国には、採り入れられないものであった。この

事実は即ち、発展途上国が自ずと西側自由主義諸

国の影響下におかれる可能性が模索されていた

ことを示唆している。即ち西側主要国の関心が反

映される構図が自ずと構築されていたとも言え

よう。 

 

８.２ 多国間協力 – multilateral と二国間協

力 – bilateral 

 UNIDO では東西冷戦終焉後、複数の先進加盟

国との共同事業を行ってきた。国連 UNIDO の

「マルチ」に対して、加盟国の「バイ」という位

置づけのもとに「マルチ・バイ」のスキームを施

した協力体制である。筆者がこのスキームの責任

者であったことから、主な事例は筆者が管轄して

いた加盟国との間に見られる。即ち、日本・英国・

デンマーク等であるが、下記に日本国の ODA 事

業と UNIDO 技術協力との所謂「マルチ・バイ協

力」のうち、ODA 白書等で公に公刊された５例

をあげる。 
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表５  UNIDO/日本 マルチ・バイ協力プロジェクト 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：筆者作成 

 

 

「マルチ・バイ」協力に関しては上記以外にも

多数の案件があるが、日本国の ODA 白書に記述

されているという観点から、本章で言及するのは

この日本との５例にとどめる。これらは全て先進

加盟国政府、UNIDO 及び受益国との間の３者間

協力 – Tripartite Cooperation であるが、

UNIDO はこ 

 

 

のスキームに更に先進工業国の民間企業を加え

た、４者間協力の枠組みを組み立て、協力案件を

形成・ 

実施してきた。中立・普遍とされる国連機関がど

こまで特定の先進工業国政府及びその民間「営利」

企業との協力を促進してゆくべきかの議論は随

案件名 日本政府 ODA 活

動 

当時の状況 

 

UNIDO の活動 日本側の視点からの協力

の意義 

セネガル水産加

工業開発・促進

事業 

開発協力案件 - 

投資前調査(F/S 

- Feasibility 

Study) 

F/S 終了後、 技

術協力の必要性

認められるも活

動拡大が不可能 

日本政府作成の

F/S を基に技術

協力案件作成・

実施 

日本政府 ODA の弱点（単

年度予算方式の特徴）を

UNIDO が補い、日本実施

の F/S を活用して技術協

力を実施、F/S の実際の

効果が上がり日本に対す

る評価もあがる 

スリランカ中期

経済開発計画 

技術協力案件 – 

スリランカ中期

経済開発計画 

経済開発計画書

の段階で終了 

 

経済開発計画を

活用し、実際の

技術協力案件策

定・実施 

日本政府 ODA の弱点（単

年度予算方式の特徴）を

UNIDO が補い、日本実施

の経済開発計画を活用、

技術協力を実施、日本の

ODA 活動の効果・効力を

高める 

ウガンダ・ナカ

ワ職業訓練校プ

ログラム 

技術協力案件 – 

ナカワ職業訓練

校 

JICA による職

業訓練校の研修

カリキュラム

が、実情にそぐ

わない為、在学

生の能力開発が

不十分 

実情を勘案した

実践能力開発カ

リキュラムを並

行して計画・実

施 

日本政府 ODA の弱点（事

業実施半ばでの計画変更

が困難）を UNIDO が補い、

JICA の事業主体性は維

持されつつ、政府 ODA が

効率よく補完され、結果

職業訓練の実効性も増大 

ルワンダ科学技

術振興プログラ

ム 

無償資金協力案

件 - キガリ科

学技術センター

設立 

設立後の勃発し

た内戦により荒

廃・放置状態 

科学・技術セン

ターの再建・復

興 

日本政府 ODA の弱点（実

施済み案件の再稼働は困

難）が補われ、国連がフ

ォロー・アップ、再建・

復興することにより、内

戦後に科学技術振興に関

する日本に対する評価も

あがる 

タンザニア・キ

リマンジャロ産

業開発センター 

無償資金協力 - 

JICA によるセ

ンター設立 

設立後時を経て

センターの機能

が低下、更に機

械・機器等の故

障等による運営

停止状態 

産業開発センタ

ーの復興・再建

を通し、産業開

発の新制度確立 

UNIDO がフォロー・アッ

プ、再建・復興すること

により、日本政府 ODA の

弱点（実施済み案件の再

稼働は困難）を補完、地

域の産業振興に関する日

本に対する評価もあがる 

出典；筆者作成 
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時なされるが、明確な線が引かれないまま今日ま

できている。昨今の日本に於いては、現自民党安

倍政権が強力に推進する「官民連携」の波に乗り、

実質の議論・論理構築・中長期の戦略が不在のま

ま、政府・世間一般の関心が目先の戦術のみに集

中しているように思うのは、果たして筆者のみで

あろうか。グローバル化の世界に於いては、従来

の活動形態に終始することはできないが、多国間

国際協力の概念そのものを、更に進展・発展させ

国際社会のコンセンサスを取り付けることは、国

連という国際政治力学の要素の上に成り立って

いる組織とその活動を継続していく上で、極めて

重要な命題である。 

 

８.３ UNTFHS の視点から見た国際関係‐基本的

人権と国際関係との連関 

国連人間安全保障基金 – United Nations 

Trust Fund for Human Security（以下

UNTFHS)は、日本政府が国連の場で提唱した、

「安全保障」の対象概念を「国家」ではなく「人

間」自体に焦点を合わせる、特に発展途上国の

人々の生存・生活・尊厳を確保する、という、前

世紀から今世紀への変わり目に起こったプログ

ラムである。UNIDO は UNTFHS 発足当初から、

積極的にこのプログラムに寄与・貢献しており、

アフリカ・アジアを中心に全世界にその活動を展

開している。このプログラムは、基本的にその呼

称が示す通り、紛争・貧困・非自発的移動・保健

衛生・環境破壊・麻薬等々、人間の生存・生活・

尊厳がぎりぎりのところまで侵害、命の危険性が

あるとみなされる場合に計画・実施される。産

業・工業開発分野の国連機関 UNIDO が、果たし

てどこまでこの分野にふみ込んでゆくべきかの

「議論の根拠」を、どこに据えるかは随時なされ

てきた。明確な結論はしかし現在までだされてい

ない。国連では、周知のごとく分野別に責任管轄

範囲を設定しているが、視点をどこに据えるかに

よっては、重複は避けられないことで、むしろ各

機関の相互補完の原則に基づいた協力を奨励、今

日に到っている。例を挙げるならば、「貧困」関

連事項を「人権」の観点からとらえるのか、ある

いは「経済開発・発展」の観点からとらえるのか

といった要素が出てくる。各機関ごとに相互協力

協定等を結び、こういった事項に対処しているが、

ここにしばしば加盟国の思惑が入り込む。国連機

関と複数の加盟国間（この場合には先進工業国と

発展途上国双方）のやり取りには、常に国際政治

の力学が絡んでくることが多い。「人権」という

題材は、一党独裁体制、或はそれに近い体制の国

の政府にとっては、避けられねばならない命題だ

が、同じ案件でも「産業・工業開発」という分野

としての扱いになると、率先して奨励・促進する

べき分野となる。安全保障の対象を「国家」から

「人間」へとシフトすることによって、果たして

国際社会の利害関係そのものも「国家」レベルを

離れて「人間」レベルへとシフトされるだろうか。

国際関係の絵図に於いては答えは「是非」双方に

見出される。 

 

８.４ 緊急援助 – Post conflict における

UNIDO の役割と国際関係の連関 

 前述「人間の安全保障」に類似するケースとし

て「緊急援助」がある。「緊急援助」は正にその

言葉通り、緊急の援助が必要である状況における

活動であるが、その原因・要因は自然災害・紛争・

食料危機等々多岐にわたる。UNIDO は戦争・災

害等で破壊され、修復・復興が不可欠な場合、率

先してその任務にあたってきた。これは復興・再

興が当該発展途上国及びそこに居住する人々に

とって、人間としての生活を回復するのに必要不

可欠であると見做されているからに他ならない。

復興作業は地域規模・国家規模・自治体規模等と

様々ではあるが、究極的にはあくまでも「人間」

が受益対象になるのが８０年代以降の潮流であ

り又原則ともされる。ここでも各国連機関間の調

整が重要事項になってくる。だが最も重要だと見

做されるのは中立・普遍の国連とそうではない先

進加盟国との調整ではなかろうか。残念ながら此

の点については、未だ調整不可能、否永久に不可

能ではないかと思える程政治的要素が多すぎる。
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主権国家とはあくまでも自己の利害関係にのみ

その行動原理を見出す。たとえそれが全人類共通

の課題であったとしてでもある。国際関係の現実

と言えよう。 

 

８.５ 困難な組織・機構改革及び人事政策 

 筆者が UNIDO に奉職した１９８５年は独立

専門機関に移行する途上にあった。当時の東西冷

戦下の国際政治情勢、世界的な経済成長、日本の

バブル経済の絶頂に向かう極端な上向きの景気

等が、UNIDO にも如実に反映され、その規模も

現在の２倍以上のかなり巨大な組織であった。時

を経て東西冷戦終焉、世界経済の頭打ち状況、新

独立国家誕生等々、世界は不安定要素に満ちあふ

れるようになるが、UNIDO をはじめとして各国

連機関は、世界の急激な変化に迅速に対応するこ

とができず、常に数年から１０年程の遅れをとり

ながら随時大・中・小規模の改革を行うようにな

った。改革に際しての困難な点の一つは、世界情

勢の急激な変化に対する、 迅速で効率的な改革

推進の経験不足であるとも言えるが、なんといっ

ても加盟国のコンセンサスを得るための、交渉・

作業の困難さにつきる。通常は機構改革等、組織

の根本にメスを入れる場合は、当然のことながら、

先ず変化する国際情勢・状況を捉えながら本質的

な内容の変革・改編に着手、活動・事業その他す

べての点について、組織の土台を改めていく作業

が必要になってくる。その上で組織の再編、つま

り部局等の構成を内容に照らし合わせながら断

行していくものである。その過程の最後に各々の

部局に最適の人事改編を行うものであるが、国連

の場合は正にその真逆のプロセスをとる場合が

多い。即ち先ず国籍をもとにした人事改編、それ

を基にした人事の割り振りによる部局構成、そし

てまたそれを基にした内容の改革という手順を

とらざるを得ない場合が多い。これは正に加盟国

の「効率よい影響力行使」の一環である。専門職

正規職員＝加盟国の国益といわれるゆえんであ

る。国際公募によって採用される専門職正規職員

には、必ず国籍がつきまとう。なぜなら適正職員

数の原則に照らし合わされなければいけないか

らで、これは国連が存在する限り、また国家が存

在する限り避けられない。職員一人一人のレベル

でも、国際政治の力学が働くといえる根拠がここ

にある。 出身国政府と専門職正規職員の間には、

国連憲章の精神に則り、何の利害関係もあっては

いけない、ということになっている。実際本国政

府と殆ど関係を持たない専門職もいるにはいる。

だがそれはごく稀で、大半は本国政府にとっての

外交の手段という位置づけをされるのが実情で

ある。何故ならば当該国出身の職員数がその加盟

国政府の実勢を図る、最適手段の一つであるから

にほかならない。このことと「国連憲章の精神」

は果たして両立するだろうか。 

 もう一つ、言及すべきことに「Junior 

Professional officer」 いわゆる「JPO」といわ

れるカテゴリーの専門職員制度がある。これは将

来国連で働きたいという意志を持つ自国の若い

世代を対象に、当該先進各国政府がその費用のす

べてを負担して、各国連機関に送り込み最大２年

程実施をつむ制度である。発展途上国にはこの制

度はない。年齢の上限は応募の時点で３５歳前後

であるが、採用方法は各国によって様々で、日本

の場合は、先ず日本政府、即ち外務省設定の試験

に合格することが前提となる。これに合格した後、

本人の希望をも加味し、外務省が当該機関と折衝

し、約半年から一年くらい後に国連機関に入るこ

とになる。身分は非正規であり、機関によっては

原則フィールド、例外として本部勤務となるが、

将来正規職員に採用される可能性がある場合、フ

ィールドより本部の方がその比率が高い機関等

では、それらを考慮にいれ本部勤務を希望する候

補者が多くなっている。この JPO を各国がどう

位置づけるかは様々ではあるが、基本的に国連に

とっては「コストフリー」であること、彼らを数

年後に正規職員にする義務は全くないこと、彼ら

は若く職務経験も数年ないしは１０年以下では

あるが、あくまでも専門職であるということ等か

ら、国連側では近年各国に対してこの JPO のポ

ストオファーを増加する傾向にある。各国政府は
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日本もふくめ、JPO 送り込みにも努力を惜しまな

い。欧州各国の傾向としては、JPO 経験者は運

良く国連に正規職員として採用されなくとも、本

国の外務省、関連他省庁あるいは民間企業等に迎

えられたりして新たなキャリアをスタートする。

逆に、本国政府のキャリアを数年積んでから JPO

として送り込まれる場合もある。つまり国連機関

と各国政府との間に太いパイプがあり、人事交流

は日常化している。日本の場合は周知の様に、官

庁等はほぼ原則新卒採用なので、こういったこと

はあり得ない。これは長い間に培われてきた風

俗・習慣・伝統、果ては文化・文明等の上に立っ

てできている制度の問題なので、その善し悪しは

断定できないだろう。この JPO 制度に関し特筆

されるべきことは、しかし日本の制度ではない。

欧州の旧植民地支配国の旧植民地国に対する扱

いである。JPO は先進各国にのみ存在している制

度であって、発展途上国にはないことは先にも述

べたが、実際は発展途上国出身の JPO も多々見

られる。彼らは、旧植民地宗主国政府によって出

資されており、しかるべき年月を JPO として国

連で過ごす。その後進む道はほぼ先進国出身者と

同様、本国政府に迎えられたり、国連内で正規職

員として採用されたりではあるが、旧植民地宗主

国との繋がり・連帯は非常に強くなる。これは所

謂「新植民地主義」で知られる、欧米の旧植民地

支配国の人的資源を対象とした影響力行使の、目

立たないが故に着実で巧妙な手法の一環となっ

てきている。国連という場は、このような単なる

人事の末端の出来事でも、「常に大小取り混ぜた

国際政治の力学が中心にはたらくところ」である。 

 

  

           注 

 

（注１）UNIDO の基礎知識 ;  UNIDO は United 
Nations Industrial Development Organization の
略で、日本語では「国連工業開発機関」と訳されて

いる。近年この日本語訳自体が今の時代にそぐわな

いという指摘がなされることが多くなってきている

が、設立当初は製造工業促進を土台にした工業化・

工業開発というものが「発展」の本質と捉えられて

いたからに他ならない。 

１９６０年代半ばに世界的高度経済成長と欧米植民

地だったアフリカ・アジア地域等の国々が独立を果

たしたことに伴い、その発展・成長を中立・普遍の

立場から支援するべく、１９６６年の国連総会決議

A/RES/2152(XXI)によって設立された。当初ニュー

ヨーク国連本部傘下の UNCTAD, UNDP, UNICEF
等と同様に経済社会理事会所属の機関としての位置

づけがされていたが、経済開発の重要性の増加に伴

い、１９８６年１月１日に国連独立専門機関に移行

され今日に至っている。 
本部は１９６７年以来オーストリアのウィーンに置

かれ、それ以外に世界各国・地域の主に発展途上国

に「カントリーオフィス」及び「地域オフィス」が

置かれている。ニューヨーク・ジュネーヴ・ブリュ

ッセルには代表部オフィス、又投資・技術移転を促

進するための Investment and Technology 
Promotion Office - ITPOs「投資・技術移転促進事

務所」が日本をはじめとした数カ国に置かれ、対途

上国向けの投資・技術移転の促進を担ってきている。

これとは別に近年富みに重要性の増しているいわゆ

る南南協力を促進するため International South 

South Cooperation Centre「南南協力促進事務所」

が中華人民共和国、インド等に置かれている。更に

１９９０年代より、International Technology 

Centre「国際テクノロジー・センター」が数カ国に

設けられ、National Cleaner Production Centre「ナ

ショナル・クリーナー・プロダクション・センター」

を各所に設立して今日に至っている。 

UNIDO の主要任務は UNIDO 憲章第一条に明記されて

いるところの、発展途上国及び移行経済国の経済開

発・発展とそれを促進するための国際経済協力であ

る。 

２０１５年末現在、１７１カ国が加盟、最高意思決

定機関は隔年開催の UNIDO 総会 （GC - UNIDO 

General Conference)で、毎年開催の工業開発理事会

（IDB - Industrial Development Board)、及び計画

予算委  (PBC - Programme and Budget Committee)

がその主な政策決定機能となっている。 

正規職員数は２０１５年現在６８５人、おおよそ１

２０ヶ国の出身である。他の国連機関同様、採用時

に国連のみに「職務遂行の忠誠を誓い」、「他の何者

にも指示・影響されず、又便宜を図ること等を厳に

禁止し、いかなる国の政府からも、国連以外のいか

なる当局からも指示を受けない」事を確認すること

を義務づけられている。これはその仕事の性格上、

常に中立・普遍の原則を貫くことを要求される国連

ならではであって、いかなる状況下に置いても、出

身本国政府等に帰属することがあってはならない。 

（注２) Christof Mauch, “Die amerikanische 
Präsidenten“, C.H. Beck, München, 2013, 329 ペ
ー ジ  

（注３) Ignaz Seidl-Hohenveldern, “Das Recht der 
Internationalen Organisationen einschließlich der     
Supranationalen Gemeinschaften“、Carl 
Heymanns Verlag KG, 1979, Beschluss 0245    

（注４) 黒澤満「国際関係−共生の観点から」、東信堂、

２０１１年、１２２ページ 
（注５) 初瀬龍平「国際関係論」、法律文化社、２０１

２年、１９６ページ 
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（注６）UNIDO 内部資料（１９７９）より抜粋、下

線筆者 
（注７）UNIDO 内部資料（２０１３）より抜粋、下

線筆者 
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  KAICHI INTERNATIONAL UNIVERSITY Bulletin No.16 

 The United Nations as an Actor in the International Relations 
      -Consideration from the viewpoints of the United Nations Industrial 

                     Development Organization - 

Takao  OTSUKA＊1

This article on the United Nations, a typical Inter Governmental Organization 
and at the same time the largest entity in the international community representing 
actors other than sovereign states, is focusing on its objective, structure and function 
from the perspective of the “International Organization Theory”. Relevant to this, 
the question of the UN Re-structuring is also being dealt with. However, the true 
state of the UN affairs cannot be fully understood by studying its objective, structure 
and function only; because various factors such as the world situation at the time of 
the UN establishment, international political dynamics, economic interests, different 
ways of handling world-wide humanitarian issues etc. deeply affect the existing 
international organizations. This paper, therefore, goes beyond obvious features of 
the UN. First of all, it analyses the historical background of the period of the UN 
establishment, particularly the external factors, followed by focusing on the essential 
aspects of the various UN specialized agencies, each responsible for its distinct area, 
more specifically those on the United Nations Industrial Development Organization 
(UNIDO). Finally, it studies the international relations from the viewpoints of 
international economic cooperation and the international development assistance, 
above all main aspects of the multilateral relations. 

Synopsis  

…………………………………………… Key words …………………………………………………… 

International Relations,  International Political Dynamics,  International Development Assistance, International 

Economic Cooperation,  United Nations Industrial Development Organization 

＊1 Faculty of Liberal Arts Kaichi International University 
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次期学習指導要領では「アクティブ・ラーニン

グ」が中心的な論点なっている。 

「アクティブ・ラーニング」とは、「教員によ

る一方向的な講義形式の教育とは異なり、学修者

の能動的な学修への参加を取り入れた教授・学習

法の総称。学修者が能動的に学修することによっ

て、認知的、倫理的、社会的 能力、教養、知識、    

経験を含めた汎用的能力の育成を図る。発見学 

 

習、問題解決学習、体験学習、調査学習等が含ま

れるが、教室内でのグループ・ディスカッション、

ディベート、グループ・ワーク等も有効なアクテ

ィブ・ラーニングの方法である。」（文科省『新た

な未来を築くための大学教育の質的転換に向け

て～生涯学び続け、主体的に考える力を育成する

大学へ～』答申 平成 24 年 8 月 28 日用語集よ

り） 

アクティブ・ラーニングの一般的特徴として次

の諸点が挙げられている。（註１） 

29  

2016 年 9 月 28 日受理 

“Concepts-based thinking” and “The theory of inference”  
of Hegel .―The inquiry how the conceptual thought of “Pri-

mary years programme” should be.― 
*1 Katsurou KITAMURA 
開智望小学校 

「概念的思考」とヘーゲルの「推理論」 

――国際バカロレアの初等教育プログラムの概念的思考の在り方を探究する― 

北村 克郎 1 

 国際バカロレアの四つの教育プログラムはアクティブ・ラーニングを基にしている。その中で

も、初等教育プログラムには最もよくアクティブ・ラーニングの性格が表れている。 

 初等教育プログラムと他のアクティブ・ラーニングとの一番大きな違いは、教科の枠を超えた

テーマについての探究と、概念的な学びである。特に概念的な思考と学びをアクティブ・ラーニ

ングに活用するための可能性を探究することは、アクティブ・ラーニングを発展させることに大

きく貢献すると考える。 

 ところで、初等教育プログラムの概念的な学びに用いられる八つの概念は、対象の本質の把握

に向かって深化していく認識の、どの段階に相当するかが明らかではない。八つの概念は単に羅

列されているに過ぎない。そこで、私はヘーゲルの論理学の推理論に依拠しつつ、各概念の妥当

性と限界性を明らかにしようと考える。そして、各概念を用いて、「教科の枠を超えたテーマ」の

セントラル・イデアに向かってどのような概念的思考が可能かを具体的に考察するつもりである。

翻って、各概念的認識には、どのような要件が必要かも併せて明らかになるはずである。 

……………………………………………………… キーワード …………………………………………………… 

国際バカロレア ヘーゲル 推理論 概念的思考 
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１．なぜ、概念的思考の探究にヘーゲルの推

理論を用いるのか 

ところで、国際バカロレア（以下 IB） の初等

教育プログラム（以下 PYP）の学びの方法もア

クティブ・ラーニングである。国際バカロレアの

初等教育プログラムのアクティブ・ラーニングは、

ここで述べられた一般的特徴を全て持っている

が、さらに、ここには含まれていない、いくつか

の特徴も持っている。それは、一つには「教科の

枠を超えたテーマの探究」であり、二つには「概

念的な学び」などである。 

本論では、「概念的な学び」を取り上げて、そ

れがいったいどのようなものであるかを明らか

にし、アクティブ・ラーニングにどう活用できる

のか、その可能性を探ってみようと考える。（註

２） 

しかし、IB の PYP の概念的な学びで用いられ

る８つの概念（Form, Function, Change, Con-

nection, Causation, Perspective, Responsibility, 

Reflection）（註３） は、「何をとらえるのか」

については説明されているが、それらが学習者の

認識の深化のそれぞれの段階のどこに根拠を持

っていて、なにを捉えられるのか、どういうこと

を捉えねばならないのか、逆にまた、何をとらえ

ることができないのかの詳細な説明がない。その

ため、形の上だけの使用になってしまい、内実を

伴わないことにもつながる。 

そこで、私は、『ヘーゲルの論理学の判断論に

於ける「特殊」の役割――国際バカロレアの PYP 

で用いられる概念を認識論的に体系化する準備

のために、『特殊』の役割に注目して判断論を理

解する』（北村克郎 開智国際大学紀要 第 15 

号）で、ヘーゲルの論理学の「判断論」を認識論

的に読み替え、対象の認識の深まりの各段階に

PYP の Concept を位置づけ、その妥当性と限界

とを明らかにした。 

しかし、その研究の中では、探究の中でそれら

の Concept をどう使うのか、それによって具体

的にどんなことが明らかになり、どんなことが明

らかにならないのか、どのような Related con-

cepts で補ったらよいか、などを十分に明らかに

することはできなかった。それは、「判断」は、

「主語―述語」の二項関係であり、探究の過程自

体が措定されていないという限界を持っている

からである。 

この研究では、探究の中で Concepts をどう使

うのか、それによって具体的にどんなことが明ら

かになり、どんなことが明らかにならないのか、

さらには、どのような Related concepts で補っ

たらよいかなどを、ヘーゲルの推理論を用いるこ

とで明らかにしたいと考える。 

では、なぜヘーゲルの推理論を用いるのか。ヘ

ーゲル（Georg, Wilhelm, Friedrich, Hegel 独 

1770～1831）は、アリストテレスの「定言三段

論法」以来、大きな発展のなかった「推理」（註

４、註５）の吟味と改作が行った。 

ヘーゲルは、「推理」を「存在」の論理として

捉えると同時に、それを認識する主体の形式とし

ても捉えている。これにより、ヘーゲルは、推理

(a) 学生は、授業を聴く以上の関わりをしていること 

(b) 情報の伝達より学生のスキルの育成に重きが置かれていること  

(c) 学生は高次の思考（分析、総合、評価）に関わっていること  

(d) 学生は活動（例：読む、議論する、書く）に関与していること  

(e) 学生が自分自身の態度や価値観を探究することに重きが置かれていること  

(f) 認知プロセスの外化※を伴うこと ※問題解決のために知識を使ったり、人に話したり書いた

り発表したりすること 

松下佳代編著『ディープ･アクティブ・ラーニング 大学授業を深化させるために』序章より 
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の諸形式を、存在の論理の各段階によって、その

正当性と限界とを根拠づけた。また、それによっ

て、ヘーゲルの推理の諸規定は、単なる主観の思

考形式ではなく、豊かな内容も持つようになった。

しかし、同時に、様々なところで存在の論理と認

識の論理が交錯し、難解で奇妙なものにもなって

しまっている。 

しかし、ヘーゲルの『大論理学』の「推理論」

を認識論的に読み直すことにより、推理の諸形式

を認識論的に理解することができる。さらに、そ

の諸段階に PYP の諸概念を位置づけると、PYP

の諸概念によってどういう概念的な思考を行う

ことができるか、それによってどのような認識を

得ることができ、どのような認識を行うことがで

きないか、そして、どのような概念的な思考力を

成長発展させることができるのかをある程度明

らかにすることができると考える。（註６） 

さらに、これにより、今まで提案されてこなか

ったことであるが、それぞれの Concept は、ど

のような要件（諸規定）によって構成されるかが

明らかになってくる。 

また、それは、PYP の６つの「教科の枠を超え

たテーマ」の「セントラル・イデア」と「概念的

思考」との関係を明らかにすることにもつながる

と考える。（註７） 

これにはまた、次のような重要な意義がある。

諸科学では、それぞれの科学独自のカテゴリーと

ともに、諸科学に共通する論理的カテゴリーが、

探究のプロセスに於いても叙述のプロセスに於

いても駆使されている。論理的カテゴリーは、そ

れぞれの科学の探究の導きの糸となるとともに、

それぞれの科学独自のカテゴリーを関係づける

役割を果たす。また、論理的カテゴリーは諸科学

に共通するといえども、それぞれの科学の事情に

より異なった意味で用いられる場合も多いが、そ

のことと諸科学の発達とを併せて、論理的カテゴ

リー自体に新たな内容が与えられ、より豊かなも

のに発展していく。 

したがって、ヘーゲルの推理論を認識の深化の

過程と関連させて捉えることは、学習者の探究的

な能力と概念的な思考力をより発達させるため

にも、大変意義のあることであると考える。 

 

２．「推理論」を認識論的に理解するための

立脚点 

ヘーゲルの推理論を認識の深化の過程と関連

させて理解するにあたって、私はセルゲイ・ルビ

ンシュテイン『心理学 上』の次の考えを立脚点

に据えたい。 

「脳の活動には反射的性質がある故に、脳の活

動によって生み出された心理現象は、同時に世界

の反映である。心理活動の反射理論は、心理現象

なるものは、それ自身の起源からして、脳の活動

の産物であるという命題と、それらは客観的実在

の反映であるとする、もうひとつの命題との間の

結合命題である。」(セルゲイ・レオニドヴィチ・

ルビンシュテイン『心理学 上』内藤耕次郎・木

村 正一訳 青木書店 ３３ページ)と、「人間の認

識活動としての脳の心理活動に目を向けるなら

ば・・・われわれは認識の中に、外的作用と内部

条件の相互連関を発見する。すなわち認識は客体

によって決定されるが、認識を決定する客体の作

用は、客観的な合法則性に従う認識活動を介して

屈折される。この認識活動が客体の本質的特性を

露さない感性的材料を変形し、分析と総合の手段

によって、客体の心理的復元をもたらすのであ

る。」（同 ４１ページ） 

この部分は、認識が、「経験」に与えられた「感

性的素材」を分析や総合という作用によって、そ

の所与性を媒介にしつつ、実体、本質、構造、発

展の可能性と必然性の把握に至るということを

述べている。しかし、それだけでなく、次のよう

な大変重要なことを示している。 

事物の実体、本質、構造、発展の可能性と必然

性は「経験」に直接与えられたものではないため

に、客観的なものではなく、主観の作用によって

のみ構成される「観念的なもの」であるとする考
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え方がある。これに対して、一切の事物が相互作

用しあうのと同様に、人間の認識と客観的な事物

も相互作用しあう。そして、客観的な事物の作用

は、必ず、人間の主観の内的諸条件、つまり、構

造化された先行知識や経験、心理状態、肉体的状

態等と、分析や総合といった作用との相互作用に

よって屈折されて姿を現す。したがって、実体や

本質等は、観念的・主観的なものではなく、人間

の内部条件や作用によってとらえられた客観的

事物の深い部分であるということである。 

この考え方から、人間の認識の真理性の基準は

「環境への適応」だけではないこと、認識自体に

一定の自立性があること、そして、それは媒介的

にではあるが客観的な事物の本質の反映である

ことが理解される。 

また、認識を行う人間の内部条件となる知識が、

社会的・歴史的に制約され規定されたものである

という点に、認識の「社会性」を理解する鍵があ

る。ルビンシュテインは、このことについて次の

ように述べている。 

「人間的思考の社会的被制約性は具体的に次

の点に現れる。すなわち、個人における思考の発

達は、人類によって社会的・歴史的発展の過程中

に作成された知識を習得する過程の中で実現さ

れるという点である。知識の習得と思考の発展と

は、弁証法的な過程であり、その中では原因と結

果が絶えずその位置を交換する。何らかの知識を

習得する各行為は、その内部条件として、それら

の知識を習得するのに必要な思考が、対応的に推

進されていることを前提するとともに、今度は逆

に、さらに進んだ知識を習得するための新しい内

部条件の生成をもたらす。それぞれの対象の一定

の客観的論理を自己の内に含んでいる、ある基礎

的な知識体系を習得する過程のなかで、人間には、

更に高次元の知識体系を習得するために不可欠

な内面的前提として役立つ論理的な思考の機構

が形成される。人間の知識発達はすべて、人間の

発達しつつある思考と外的に作成された知識体

系のもつ客観的内容との間の、かかるらせん的過

程の中で実現される。」（同 ７８ページ） 

ここには、思考の発達と知識の習得が相互前提

的であるということが述べられている。このこと

は、解決するべき「問題」とは単に客観によって

与えられたものではなく、客観と認識主体である

人間のうちに社会的に形成された内部条件との

相互作用の所産であることや、また、概念的な学

びのありかたや、一般化された知識の他の問題へ

の移転について、理論的な解決の可能性を与える

ものであると考える。また、それだけではなく、

論理的なカテゴリー、例えば、PYP の Concepts

がどのようなものであり、どういう意義を持って

いるかを考えるうえで大変示唆に富んでいる。 

 

３. アメリカに於けるヘーゲル研究の意義 

ところで、現在、アメリカでは、分析哲学の流

れを汲むリチャード・ローティやネオ・プラグマ

ティズムのロバート・ブランダムらによるヘーゲ

ルの再評価が行われている。（註８） 

ブランダムはその著書『Articulating Reasons: 

Introduction to Inferentialism』（邦訳『推論主

義序説』斎藤浩文訳 春秋社）で次のように述べ

ている。 

「これら三つの（デューイに至る、アメリカの

古典的なプラグマティストたち、『存在と時間』

のハイデッガー、『哲学探究』のウィトゲンシュ

タインのこと―筆者）、より新しい種類の社会的

実践理論とは異なって、ヘーゲルの理論は、合理

主義的なプラグマティズムだからである。ヘーゲ

ルは、何ごとかを述べ、何ごとかをなすことがい

かなることであるかを理解しようとする際、理由

の文脈に 高の地位を与えたのである。」（ロバー

ト。ブランダム『推論主義序説』斎藤浩文訳 春

秋社４６ページ） 

さて、このようにヘーゲルを評価した後で、ブ

ランダムはその意義を次のように述べている。 

「・・・この合理主義的かつ表現主義的なプラ

グマティズムは、それを背景としてはじめてある

ものが明示化されうるような暗黙的なものを、明
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示化するという意味において、論理と自己意識の

間の連関を作り出す。これは、はっきりヘーゲル

的であると認められるだろう。なぜなら、それは、

ある種の意識、すなわち知という意味での気づき、

の説明を提供し、また、それに対応した、ある種

の自己意識、すなわち意味論的ないしは概念的な

自己意識に関する説明もまた引き受けているか

らである。」（同 ４７ページ） 

これは、小論で明らかにしようとしていること、

すなわち、推理の諸形式が対象の現象から本質、

実体、可能性や現実性、構造、発展と主体（ブラ

ンダムの言うところでは「暗黙的なもの」）の何

をどう捉えることが出来て（ブランダムの言うと

ころでは「明示的なもの」）、どういう面を捉える

ことが出来ないかということを、認識の対象に対

する深化のプロセスの中で明らかにすることと、

概念的認識から当為への展開を明らかにすると

いうこととに共通する課題でもある。 

また、ブランダムが、彼の理論に於いて重要な

役割を持っているところの諸概念の推論的な関

係づけを「非推論的報告」との関連において述べ

た後、次のように述べていることは、ルビンシュ

テインが明らかにした、思考の発達と知識の習得

が相互前提的であるということと関連性を持っ

ていると考えられる。 

「なんらかの概念を習得するためには、多くの

概念を習得しなければならない。なぜなら一つの

概念の把握は、それと他の概念との推論的関係の、

少なくともいくらかを習得することに存してい

るからである。そして、もう一つの帰結は、非推

論的に概念を適用することができるためには、人

は、他の概念を推論的に使用することができなけ

ればならない、ということである。なぜなら、そ

れを適用することが、少なくとも、そこから推論

的帰結を導き出せるような前提として働きうる

のでなければ、それはまったく概念として機能し

ていることにはならないからである。」（同書 ６

６ページ） 

これはまた、「概念」というものが、認識主体

のうちに構造化された他の諸概念（内部条件）と、

対象の分析・総合という主体の作用によって媒介

されたものであるということと関連させること

により、ヘーゲルの「推理論」とブランダムの理

論を通して、「概念」や「推論」の意味と意義と

をいっそう深めることが出来ると考える。 

そう考えると、ブランダムの研究を「精神現象

学」の範囲にとどめず、「大論理学」や「小論理

学」にまで広げることは、大きな成果をもたらす

だろうと考える。 

しかし、一方で、第６章の「客観性、および合

理性の規範的な微細構造」の 後の方で、ブラン

ダムは次のように述べているのは、認識論的には、

気にかかる。 

「主張可能性条件を共有する文と、真理条件を

共有する文の間の区別は、たとえば、 

（9）『私はヘーゲルについての本を書く』 

（10）『私は自分がヘーゲルについての本を書

くことを知っている』 

という二つの文・・・・によって例示されるが、

その区別は、コミットメントと資格付与によって

理解することができるのであって、真理という観

念に頼る必要はない。 」（同書 ２７８ページ） 

ブランダムは「真理」については、ヘーゲル的

に意味での「真理」（概念と定在の一致）とは明

らかに異なった観念を持っているということで

ある。 

ブランダムは、「真理」を「理由を与え求める

現実の実践から実質的に引き離されているとい

う意味で”理想的な”資格付与といったもの」（同 

２７９ページ）と考えている。ヘーゲルの真理観、

すなわち、真理を認識と実践における概念と定在

の一致とは明らかに異なっているのは、彼が意味

論的な立場に立っているためであるだろうと考

えられる。 

さらに、彼は、こうした「真理」よりも、「コ

ミットメント」と「資格付与」といった二つの「規

範的状態」の方に意義を認めている。これは、彼

が、「認識」の意義を、意味的連関や「実践」か
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ら評価する傾向が強いため、ヘーゲルのように、

認識自身の自立性とその対象に対する作用の構

造やプロセスを捉えられないからなのではなか

ろうか。 

ヘーゲルは、「すべての理性的なものは推論で

ある」（G.W.F.ヘーゲル『大論理学（下）』武市健

人訳 岩波書店１２８ページ）や「すべてのもの

は推理である」（『G.W.F.ヘーゲル 論理学講義 

ベルリン大学 1831 年』 ２１１ページ』）とい

う言葉で、対象も含めすべてのものが「推理」と

同様に理性的なものであるからこそ、それを把握

する認識主体も同様の推理の形式をとらねばな

らないと述べている。 

これに対して、ブランダムは、対象の理性的な

構造と認識の推理の諸形式とのかかわりについ

ては、全く触れようとはしない。あくまで「実践」

との関わりで、推理が有効な概念的帰結を出せる

か否かを問題にしているように思える。 

この点を、ヘーゲルの推理論とルビンシュテイ

ンの研究成果から補完していくことが、ブランダ

ムの研究の成果を生かしていくうえで重要な点

であると考える。それはまた、ヘーゲルの「推理

論」から「概念的思考」を明らかにしていくうえ

でも重要であるだろう。 

 

４. ヘーゲルの推理論が単なる主観的な推

理ではなく、現実の世界の構造や発展を捉

えられる推理であるのは、なぜか。 

ヘーゲルの推理論に沿って、人間の認識の深化

によって捉えられるところの対象の諸相を明ら

かにしたいと考える。 

一般には「推理」とは前提から結論を導き出す

ための思考形式と考えられている。ところが、ヘ

ーゲルは、推理を単に主観的な思考形式であると

は考えていない。ヘーゲルは、次のように述べて

いる。 

「物の本姓、即ち理性的なものは必ずしも、

初に大前提、即ち根本的な普遍に対する特殊性の

関係が立てられ、次に第二に、それとは別の個別

性と特殊性の関係が見出され、それから第三に、

それに基づいて新しい命題が導き出されるとい

うような過程をとるものではない。このような

別々の命題を通じて進行する推理は主観的な形

式にほかならない。事物の本性は、事物の区別さ

れた諸々の概念規定が本質的な統一の中で結合

されるところにある。こういう理性的知性は応急

手段ではない。それはむしろ、判断の中にまだあ

る関係の直接性に比べて、客観的なものである。

従って、判断における認識の直接性がどちらかと

云えば、まだ主観的なものであるのに対して、推

論は判断の真理なのである。――〔この意味で〕

すべてのものは推論である。（Alle Ding sind der 

Schluss）即ちすべての物は、特殊性を通じて個

別性と結合された普遍である。といっても、すべ

ての物は勿論、三つの命題から成り立っているよ

うな全体ではない。」（『大論理学（下）』 １３６

ページ） 

これは、第一に、現実の世界そのものが、概念

の諸契機である「普遍」「特殊」「個別」が展開し、

そしてそれらが否定的に関係しあう構造を持っ

ていること、そして、それは、推理と同様の三項

関係であり、「個別」が「特殊」を媒介にして「普

遍」と結びつくという「推理」と同じ構造を持っ

ているということを言っている。 

第二に、それは二項関係の「判断」では、十分

捉えることができないことを言っている。つまり、

「判断」は、直接的であり、主観的であるため、

三項関係を捉えるには不十分であるばかりか、論

証されず、媒介されていないため、主観的であり、

独断に陥ってしまうということである。 

第三に、伝統的な形式論理学の「推理」、すな

わち、二つの前提から結論を導き出すという主観

的な推理活動では、現実世界の構造を捉えること

はできないということを言っている。 

この第二の点は、IB の初等教育プログラム

（PYP）での大変重要な問題である。というのは、

PYP では、６つ「教科の枠を超えたテーマ」の
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セントラル・イデア（探究の中心軸）を「命題」

の形で作る。「命題」は「主語―述語」の形を柱

にしているので「判断」の形に近い。（註９） 

ところが、「判断」は、ここで述べているよう

に、直接的であり、主観的であって、媒介された

もの、論証されたものではない。よって、客観的

なものとは言えない。したがって、推理の形に発

展させなければならない。この点が、私がヘーゲ

ルの推理論を利用する理由である。 

では、現実世界の構造を捉えるためには、「推

理」はどうあらねばならないか。ヘーゲルは、ま

ず主観的な推理活動の限界を、次のように述べる。 

「推理の作用は古くから理性に帰せられている。

しかし他面では、理性そのものと、理性的な原則

または法則とについて、次のように云われる。即

ち推論をやるものである前者の理性と、法則やそ

の他の諸々の永遠な真理や絶対的思想やの源泉

である後者の理性とが、互いにどういう風に関係

するものであるかが明らかでないと云われるの

である。けれども前者が単に形式的な理性である

のに対して、後者は内容を産出するものとせられ

るとすれば、この区別から云って後者について、

まさに理性の形式、即ち推論が欠けることはでき

ないはずである。」（『大論理学（下）』１２８ペー

ジ） 

このように、対象の法則や原理を捉えるには、

推理の形式が必要であることをヘーゲルは説く。

そして、ヘーゲル自身の推理論を、現実の世界そ

のものを現象から本質・概念へと段階的に深まっ

ていくものとして展開する。 

すなわち、①三項（「普遍」「特殊」「個別」） の

規定と関係の直接的・現象的段階、故に、偶然的

で恣意的な段階（定有の推理）から、②媒介され

た三項間の規定、および、「関係」が反省的関係

（互いに相手を媒介にして自分自身であること）

であることを捉える段階（反省の推理）、そして、

③三項の相互に媒介された必然的関係・自己媒介

と発展性とを捉える段階（必然性の推理）へと段

階的に展開する。 

したがって、ヘーゲルの推理論を概観すること

は、我々の認識の各段階の妥当性と限界とを、現

実世界そのもの構造に照らし合わせて明らかに

することである。そして、それは概念的な思考に

よって行われることに注目しなければならない。 

 

５. ヘーゲルの「推理」が抽象的ではなく具

体的であるのはなぜか。（ヘーゲルの「普

遍」「特殊」「個別」） 

 さて、「普遍」「特殊」「個別」という三つの概

念諸規定が関係づけられた「推理」は、なぜ具体

的なものといえるのであろうか。それを明らかに

するためには、ヘーゲルの考える「普遍」「特殊」

「個別」とはどのようなものかを概観しておかな

ければならない。 

ヘーゲルの考えている概念諸規定、すなわち、

「普遍」「特殊」「個別」とは、どのようなもので

あろうか。ヘーゲルは次のように述べている。 

 「概念そのものは、つぎの三つのモメントを含

んでいる。（１）普遍（Allgemeinheit）――これ

は、その規定態のうちにありながらも自分自身と

の 自 由 な 相 等 性 で あ る 。（ ２ ） 特 殊

（Besonderheit） ――これは、そのうちで普遍

が曇りのなく自分自身に等しい姿を保っている

規定態である。（３）個（Einzelnheit）――これ

は、普遍および特殊の規定態の自己反省である。

そしてこうした自己との否定的統一は、即自かつ

対自的に規定されたものであるとともに、同時に

自己同一なものあるいは普遍的なものである。」

（ヘーゲル『小論理学』（下）松村一人訳, 岩波

文庫, p.127） 

具体的に述べると次のようになる。「普遍、特

殊、個は、抽象的にとれば、同一、区別、根拠と

同じものである。しかし、普遍は、同時に特殊と

個とを自己のうちに含んでいるという意味をは

っきりもつ自己同一者である。また特殊は、区別

あるいは規定態ではあるが、しかし自己のうちに

普遍を内在させ、また個として存在するという意
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味を持っている。同時に個も、類と種とを自己の

うちに含み、そしてそれ自身実体的で あるとこ

ろの主体であり根拠であるという意味を持って

いる。ここには、概念の諸モメントが区別されて

いながらも不可分であることが定立されてい

る。」（同 p.131）これを図で表現すると次のよ

うになる。 

 

（図１）『ヘーゲルの論理学の判断論に於ける「特殊」の役割』（北村克郎 開智国際大学紀要 第 15 号）

より

ヘーゲルの論理学においては、一方で、「諸特

殊」は「個別」の中にあっては、それ自身「特殊」

の一つである「普遍」によって統一され、「個別」

の「構造」となっている。他方では、「個別」の

中で、即自的に存在していた諸「特殊」が対自化

されることにより、個別は段階的に発展していく。

こうして「個別」が「根拠」や「実体」としてだ

けではなく「主体」として捉えられている。 

その場合、「普遍」と「諸特殊」との関係、あ

るいは「個別」と「諸特殊」との関係は否定的自

己関係ということになるが故に、「個別」は、単

なる有機体として静止しているのではなく、諸モ

メント同士がそれぞれ自立的な契機として常に

互いを否定しあってもいるという「矛盾」を内に

持っている。（註１０） 

 

６. ヘーゲルの判断論 

こうした「概念」を捉える過程がヘーゲルの判

断論であった。その過程は、 も直接的な「現象」

の段階（この段階は、「個別」と「特殊」と「普

遍」との関係が、まったく外的であるため、今見

たような「概念」における「個別」「特殊」「普遍」

の深い関係を捉えることができない）から始まっ

て、ついには、力や原理としての「普遍」、その

規定態であり契機である「特殊」、さらには、「普

遍」と「特殊」の統一であり、根拠でもあり、自

己発展する主体としての「個別」を捉える「概念」

の段階にまで深まっていく過程である。（註１１） 

しかし、先に述べたように、「判断」だけでは、

直接的・主観的であるので、独断に陥る可能性が

ある。それぞれの「判断」を媒介され論証された

ものにするために、三項関係である「推理」を展

開しなければならない。次にそれを見てみよう。 

 

 

 

７. 認識の深化の中における判断論とそれ

を論証する推理論との関係 

まず、「推理」の諸形式は、「判断」のどの内容

を論証するものであるかを、図式する。 
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（表１ 認識の深化の中における判断論とそれを論証する推理論との関係） 

判断諸形式 妥当性 捉えることのできない面 限界性 推理諸形式 

 

定有の判断 

肯定判断 現象の多様性と変化 （形・色・大きさ・

重さ・量とその変化・硬軟・温度・感触・

場所・位置・運動・規則性） 

個別と、特殊や普遍との必然的な関係 

 

定有の推理 

E―B―A（第１格） 

偶然的・恣意的 

前提が証明されていないため、媒辞を証明する

必要がある。⇒格の展開 

B-E-A（第２格） 

E-A-B（第３格） 

A-A-A（第 4 格 数学的推理） 

否定判断 

無限判断 

 

反省の判断 

単称判断 現象の多様性や変化の中で恒常的な本質

や相関関係や諸規定（抽象的普遍） 

個別と、特殊や普遍との必然的な関係 

 

全称推理 

E –Alles B-A 

帰納推理 

 A-E（E は無限）-B 

類比推理 

 E-A（具体的な物の本姓）-B 

特称判断 

全称判断 

 

必然性の判

断 

定言判断 実体（普遍） 実体が形態（特殊）となる理由 定言推理 

E(実体)―B(実体の諸規定)―A(実体の本姓） 

仮言判断 ある特殊と他の特殊の必然的な関係 

因果関係 

根拠―帰結 

諸条件の必然性 仮言推理 

「A があるなら、B がある。 

A がある。故に、B がある。」 

因―果関係 根拠―帰結 可能性―現実性、必然性 

選言判断 普遍と諸特殊の有機的関係・必然性 

諸特殊（要素）とその構造 

具体的普遍 普遍・特殊・個別の必然的関

係と矛盾 発展・主体 

３項の矛盾 選言推理 

E―A―B 

A は選言肢の全体を含む。 

A は総体性、展開された客観的普遍・具体的普

遍・主体 

構造・発展 

概念の判断 確然判断 

 

８. 推理の諸形式の認識の深化における妥

当性と限界、および、PYP の探究での

活用の可能性 

では、これから推理の諸形式の一つ一つの妥当

性と限界を、認識の深化の各段階との関連におい

て捉え、PYP の探究にどう活用できるか、その

可能性を考えてみたい。 

とりわけ PYP では、これが大変重要な意義を

持つと考える。PYP では、６つの「教科の枠を

超えたテーマ」を各学年で「セントラル・イデア」

に具体化するのであるが、この「セントラル・イ

デア」は、普遍性を持たせるために「主語―述語」

からなる「判断」に近い形で作られるのが一般的

である。 

しかし、「判断」は論証され、媒介されないと

「独断」に陥る。しかも、その論証の過程が「概

念的」でないならば、セントラル・イデアは普遍

性を持った知識にはならない。また、探究の主体

たる「学習者」自身、概念的な思考力を獲得する
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こともできなくなる。 

そこで、推理の諸形式の一つ一つ認識の深化の

各段階に位置づけ、その妥当性と限界を吟味しつ

つ、それらを PYP の探究にどう生かしうるか、

これらを用いてどんな概念的思考を行うことが

できるか、その可能性を考えてみることにする。 

 

一般に、推理は、次のように定式化されている。 

 

M―P  媒概念は大概念である 

S―M  小概念は媒概念である  

S―P  小概念は大概念である 

 

しかし、ヘーゲル自身は、このような伝統的な

形式論理学の定言三段論法の形式を重視しては

いない。むしろ、次のように述べて、対象の概念

を捉えうるものではないとしている。 

「・・・推論が単に三つの判断から成るものと

見られるにすぎないとすれば、それは推論の中心

問題である各規定間の関係を考えない形式的見

解である。・・・事物の本性は、事物の区別され

た諸々の概念規定が本質的な統一の中で結合さ

れるところにある。こういう理性的知性は応急手

段ではない。」（『大論理学（下）』 １３５ページ

～１３６ページ） 

「事物の区別された諸々の概念規定」とは、「普

遍」「特殊」「個別」のことである。ヘーゲルは、

これらの諸規定間の関係を捉えるのが、推理論の

課題だと言っている。したがって、この論考では、

形式論理学のように、「大概念」（P）、「媒概念」

（M）、「小概念」（S）という形式を使わず、推理

をどこまでも「普遍」「特殊」「個別」の三項関係

と考えて論を進めたい。 

ヘーゲルが推理論の 終的な目的として定め

たものは、「普遍」「特殊」「個別」の三項を統一

した有機的な全体、即ち「具体的普遍」であると

いうことをあらためて確認しておきたい。これが

ヘーゲルの推理論を理解するうえで も肝要な

ところである。これに照らし合わせて、推理の諸

形式の妥当性と限界が吟味されるからである。 

ヘーゲルは次のように述べている。 

「・・・それらのもの（対象）のもつ無限的なも

のは有限者を徒らに捨象したものではなく、また

内容のなく、規定のない普遍性ではなくて、充実

した普遍性（具体的普遍）であり、規定された概

念だということである。」（同 １２９ページ） 

ここでいう「充実した普遍」、「具体的普遍」が、

ここでは も重要な概念である。これを伝統的な

形式論理学の「普遍」、即ち、特殊的な諸規定を

捨象した単なる共通性、「類概念」と混同してし

まうことが多く、それがヘーゲルの論理学の正確

な理解を阻んでいる要因となっていることが多

いように思われる。 

「充実した普遍」、「具体的普遍」について、ヘ

ーゲルは次のように述べている。 

「概念が自分の中で自分を区別するとともに、

またこの概念の悟性的で、規定的な区別の統一と

して存在するという仕方で、自分の中にもつので

ある。」（同 １２９ページ） 

つまり、「充実した普遍」、「具体的普遍」とは、

「普遍」「特殊」「個別」の三つの契機を内包した

普遍、自らを特殊的な諸規定、諸形態、諸段階と

して措定しながらその中で自分自身であるよう

な自己同一性、すなわち、「主体」である。それ

を把握するのが、推理論の 後の「選言推理」で

ある。しかし、認識は、直接、無媒介的にそこに

到達するのではない。 も直接的で現象的な「定

有の推理」から「反省の推理」、「必然の推理」へ

と、段階を経て、それぞれの妥当性と限界を吟味

しながら展開する。 

 

９. 『G.W.F.ヘーゲル 論理学講義 ベルリ

ン大学 1831 年』の推理論について 

2010 年に牧野広義氏らによる『G.W.F.ヘーゲ

ル 論理学講義 ベルリン大学 1831 年』の邦訳

が出版された。本書はヘーゲル長男であるカー

ル・ヘーゲルの筆記による、ヘーゲルが 1831 年

夏学期に行った論理学の講義録である。講義録で

あるため、難解なカテゴリーや論理が、生きた言
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葉による具体的な説明により大変わかりやすく

なっている。それが本書の 大の意義であると考

える。 

また、「論理学への序論」（「予備概念」に相当）

に大きく紙面を割いていることから、ヘーゲルの

哲学の大要を知ろうとする初学者にとっては大

変意義のある書である。 

しかし、その反面、講義録は記録者の能力に依

存してもいる。編者のウド・ラーマイルは「編者

解説」の中で次のように指摘している。 

「伝統的な論理形式についての知識は、ヘーゲ

ル論理学の思弁的な取扱の中で暗黙のうちに存

在する前提であるが、おそらくこの筆記録の著者

にとってその知識が十分な程度には達していな

かった。とりわけ、判断論および推理論の学説は

筆記者には不確かで弱点であったことが分か

る。」（『G.W.F.ヘーゲル 論理学講義 ベルリン

大学 1831 年』 ２９１ページ） 

確かに、本文の叙述を見るとそのとおりである。 

たとえば、推理論の 後の「選言推理」について

『大論理学』ではヘーゲルは具体例を用いてはい

ない。『小論理学』も同様で、「口頭説明」等の中

に、分析的な論理学に対する批判や、デカルト、

スピノザ、アンセルムスに対する批判は見られる

が、具体例は用いていない。 

ところが、『G.W.F.ヘーゲル 論理学講義 ベ

ルリン大学 1831 年』では、次のように具体例を

用いて説明している。 

「選言推理・・・は、普遍性をその特殊化に分

解することです。『色は赤であり、青であり、緑

である』。このような排斥やこのような個別性が

生じます。そしてこの円環は同時に、一つの普遍

性が個別として定立され、したがって排斥するも

のとして定立されることでもあります。」

（『G.W.F.ヘーゲル 論理学講義 ベルリン大学

1831 年』 ２１９ページ） 

 ヘーゲルは、『大論理学』の「選言推理」では

「主体」を「具体的普遍」として捉えたうえで、

その構造と発展の論理を明らかにしている。とこ

ろが、『講義録』での具体例は、「色」である。「色」

は「抽象的普遍」であって、「具体的普遍」では

ない。つまり、「色」は自らを「赤」や「青」に

展開してそこで自分自身であるような「主体」で

はない。もともと、「色」については「定有の推

理」でその偶然性が指摘されたはずである。した

がって、分かりやすくはなるかもしれないが、「選

言推理」の具体例としては適切ではない。 

また、この説明だと、「選言推理」の二つの意

味、即ち、この推理における「普遍」が、「述語

の中では種の全体に特殊化された普遍領域にな

っている」（『大論理学（下）』１８１ページ）こ

とと、「普遍」が「排他的な、個別的な規定性と

して措定されている」（同 １８１ページ）こと

の意味が薄まってしまうように思われる。この点

は、「選言推理」の も大事な点である。 

したがって、私は、主として『大論理学』に依

拠して論を進めたいと考える。 

 

１０．「推理論」と探究に於ける「概念的

思考」 

さて、以下、各規定を概観し、概念的思考のあ

り方と、PYP の探究への活用の可能性を考えて

みたい。 

 

①定有の推理 

定有の推理は、 も直接的な推理である。「直

接的」とは「媒介されていない」（英 immediate、

独 unmittelbarer）という意味で、「経験に与え

られたままの」「現象レベルの」というような意

味である。 

 

ⅰ 第１格（E―B―A） 

定有の推理の形式は「E―B―A」（個別―特殊

―普遍）である。以下、E を「個別」、B を「特

殊」、A を「普遍」の意味で用いる。 

ヘーゲルは、この推理の意味を次のように述べ

ている。 



134 開智国際大学紀要 第 16 号（2017）
 

「この推論の一般的意味は、こうである。即ち、

そのものとしては無限な自己関係であり、従って、

単に内的なものにすぎない個別が、特殊を通じて

普遍としての定有の中へ歩み出るのであって、そ

うなるとそこでは個別はもはや単に自分自身に

のみ所属するのではなくて、むしろ外的な連関の

中に立つことになるということである。」（同 １

３３ページ） 

これは、次のようなことを言っている。 

ここに、一つの「石」があるとしよう。「石」そ

れ自体、たくさんの規定を持っている。たとえば、

「丸い」、「灰色と白」、「両手で囲えるくらい」、

「大変固い」、「やく５００グラム」、「石英・長石・

橄欖石・輝石・雲母」、「大きい結晶」等々である。 

しかし、ただそれだけであるならば、この「石」

については何も認識されていないのと同様であ

る。この状態が「そのものとしては無限な自己関

係であり、従って、単に内的なものにすぎない個

別」である。 

さて、これらの規定の中から、「丸い」という

性質（特殊 1）を取り出す。さらに、「丸い」は

形（普遍）に包摂される。すると、この「石」（個

別）は「丸い」（特殊）に媒介され、「形」（普遍）

に関係する。こうして、「この石は丸い。『丸い』

は形である。よって、この石は形がある。」とい

う「E―B―A」の推理が成立する。 

また、これらの規定の中から「大きい結晶」と

いう性質（特殊 2）を取り出すとする。さらに、

「大きい結晶」は「深成岩」に包摂される。する

と、この「石」（個別）は「大きい結晶」（特殊）

に媒介され、「深成岩」（普遍）に関係する。こう

して、「この石は結晶が大きい。『大きい結晶』は

深成岩の特徴である。よって、この石は深成岩で

ある。」という「E―B―A」の推理が成立する。 

こういう推理によって、「この石」は、 初は

「そのものとしては無限な自己関係であり、従っ

て、単に内的なものにすぎない個別」であったが、

今や、「特殊を通じて普遍としての定有の中へ歩

み出るのであって、そうなるとそこでは個別はも

はや単に自分自身にのみ所属するのではなくて、

むしろ外的な連関の中に立つことになるという

ことである。」（同 １３３ページ）ということで

ある。つまり、他者との関係の中に据えられてく

る。これは、大変重要な認識の深化である。 

こういう推理をPYPの探究に活用することは、

たいへん意義がある。第一にこういう探究では、

対象を Form という「Key concept」を通して特

徴をとらえている。Form という「Key concept」

を用いることの意義は二つある。 

一つは、対象の見方には、「変化」から見る見

方、「因果関係」からみる見方、「関係」から見る

見方等、様々な見方があるが、まず、対象の「特

徴」を捉えることから認識がスタートしなければ、

「変化」も「因果関係」も「関係」も恣意的にな

ってしまうからである。しかし、探究のプロセス

において認識が深まり、個別的なものにすぎなか

った対象が、他の物との関係や因果関係等の中に

据えられることは大変重要なことである。 

そのような概念的思考を行うにあたって、まず

出発点は「現象」である。そこに見られる特徴を

捉えるのが Form という「Key concept」である。

これを捉えることによってはじめて、認識は次の

段階に進むための「知識」を獲得することができ

る。 

もう一つは、Form という Key concept によっ

て、どういうことを捉えることができるかという

ことを学習者自身が認識することができるとい

うことである。 

Form については、IB の PYP の手引きである

『Making the PYP happen』に次のように書か

れている。 

「一切のものは、観察され、認識され、説明さ

れ、分類されうるような、見てわかる特徴をもっ

た一つの形態を持っているという了解。この概念

は次のような理由で選ばれた。すなわち、観察し、

認識し、説明し（特徴を述べ）、分類する能力は、

すべての教科の内にあると同時に教科を横断す

る、人間の学びの基礎であるということからこの
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概念を取り上げた。」（『Making the PYP hap-

pen』１８ページ） 

しかし、「観察され、認識され、説明され、分

類されうるような、見てわかる特徴」といっても、

Form を実際に探究の中で用いてみなければ、そ

の「特徴」が一体どのようなものかがわからない。 

この Key concept を用いて、たとえば「石」を

観察することによって、Form によって捉えるこ

とのできる「特徴」がはっきりとわかってくる。

これは「Key concept」自身の発達である。（この

方法の実践例は別の機会に報告したい。） 

このように、PYP の探究の 初の段階に定有の

推理（その第１格）を生かすことができるととも

に、定有の推理は、概念的思考のスタートライン

でもある。それが、定有の推理（その第１格）の

認識の深化の過程における妥当性である。 

しかし、定有の推理（その第１格）には、実は

大きな問題がある。次にそれを見てみよう。 

さきほど、「この石」（個別）の諸性質（特殊）

の中から、「丸い」（特殊１）を選んだ。しかし、

必ずしも「丸い」を選択する必然性はなく、「灰

色と白」、「両手で囲えるくらい」、「大変固い」等

のどれを選んでもかまわない。したがって、この

選択の基準は、たいへん主観的である。 

媒辞である「特殊」の選択も恣意的・主観的で

あるが、「特殊」から「普遍」への進行の仕方も

また、恣意的で主観的である。たとえば、「丸い」

（特殊１）は、「形」（普遍１）にも包摂されるが、

「転がるものである」（普遍２）にも、「美しい」

（普遍３）にも包摂される。どの「普遍」を選択

するかは、これまた恣意的であり、主観的である。 

どの「特殊」を選択するか、どの「普遍」を選択

するかが、恣意的であり主観的であるところに、

この推理の限界がある。そのため、この推理に於

ける「個別」―「特殊」―「普遍」は、偶然的で

ある。 

そのため媒辞に当る性質（特殊）やその「特殊」

が包摂される、あるいは、その「特殊」に内属す

る「普遍」の選択の仕方いかんによって、PYP

の探究の学習者は、非本質的なことを本質的なこ

とと思い込むというような誤謬に陥る可能性が

ある。たとえば、「この石は、硬いから、深成岩

である。」といった誤謬である。 

ところで、概念的思考を行うことにより、誤謬

の可能性を低め、「現象」のレベルで捉えられる

性質（特殊）を整理して、さらには、それを包摂

する、あるいは、その「特殊」に内属する「普遍」

との関係を示すものが、PYP の Key concepts で

ある。 

したがって、ファシリテーターは、探究の単元

のごく初期で、Form ではどんなことを認識する

ことができるか、どんな「普遍」につながるのか

を、学習者とともに考えておく必要がある。ある

いは、逆に、Key concept でどんなことを認識で

きるのか、どんな「普遍」につながるのかを、あ

らかじめ考えておくのではなく、探究の中で生じ

た誤謬を振り返ることによって、Key concept を

定義しなおしていったり、Key concept の活用の

仕方を考えたりするという方法も有効である。 

このように、この推理では「E―B―A」の関係

が全く偶然的である。したがって、推理の目的で

あるところの「具体的普遍」を捉えることはでき

ない。かくして、推理は次の段階の「反省の推理」

に発展することになるが、ヘーゲルは、「定有の

推理」の限界性を次のように述べている。 

「ところで、第一の推論においては各規定はま

だ推論の本質をなすものであるところの〔規定の

真の〕統一として措定されていないから、ここで

は推論の客観的な意味は単に皮相的〔表面的〕で

しかない。この推論の名辞〔規定〕の持つ意味が

抽象的で、即且向自的〔客観的〕でなく、単に主

観的〔抽象的、分離的〕な意識の中でこのように

孤立しているかぎり、この推論はまだ主観的なも

のである。」（同 １３３ページ） 

これと全く同じことであるが、『小論理学』の

中では次のように述べている。『小論理学』にお

ける説明のほうがわかりやすいので、参考までに

引用しておく。 
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「直接的な推理は、概念の諸規定が抽象的なも

のとして相互に単なる外的関係のうちに立って

いる推理であり、したがって二つの端項は個と普

遍とであるが、両者を結合する中間項としての概

念も同じく抽象的な特殊にすぎない。そのため二

つの端項は相互的にも、また、その中間項たいし

ても無関係的にそれだけで存立しているものと

して定立されている。この推理はしたがって、概

念を欠いたものとしての理性的なもの、すなわち

形式的な悟性推理（Verstandesschluss）である。」

（『小論理学（下）』 １６０ページ） 

 

ⅱ 第２格（B―E―A）と第３格（E―A―B） 

さて、ヘーゲルは、定有の推理の第１格を不十

分な推理であると考える。なぜなら、第１格は、

「特殊」が「個別」と「普遍」とを媒介する推理

ではあるが、媒辞の「特殊」が媒介され論証され

ていないため、第１格の前提となる E―B も B―

A もまだ証明されていないからである。そこで、

まず「個別」が媒辞となって、「特殊」が「普遍」

であることを証明する第２格 B―E―A へ、次に、

今度は、B―A の媒辞となっている E（個別）を

証明する第３格 E―A―B へと論を進める。こう

することで、定有の推理の三つの格の相互媒介関

係を見る。 

しかし、第２格 B―E―A は、定言三段論法の

公理から、「すべての B は A である」とは言えな

くなるため、「ある B は A である」という特称判

断になるので、「特殊」の全体を「普遍」に結合

することができなくなる。また、第３格 E―A―

B は、定言三段論法の公理から、結論が否定とな

るため、「E は B ではない」という否定判断にな

る。 

第１格、第２格、第３格の相互提関係を見るこ

とによって、ヘーゲルは定有の推理が、前提を証

明するためにさらにその前提を証明するという

循環論法に陥ることを明らかにしている。しかし、

第２格、第３格とも、認識の深化という問題に関

しては検討に値するものが乏しいように思える。 

ⅲ 第４格（A―A―A）または、数学的推理 

さて、へーゲルは、第３格 E―A―B について次

のように述べて、第４格 A―A―A に移行する。 

「普遍が媒辞となるこの推論の客観的意味は、媒

介者が両項の統一として本質的に普遍だという

ことである。・・・この単なる抽象の面からして、

実に推論の第４格が、即ち没関係的な推論の格

A―A―A が生じる。この推論は各名辞の単に外面

的な統一を、つまり格名辞の同等性を、その規定

として持つ。」（『大論理学（下）』 １４９ページ） 

第四格 A―A―A は「個別」「特殊」という質的

な規定性は、もはや消え去ってしまっているので、

量や数を扱う「数学的推理」（公理）となる。 

ヘーゲルは数学的推理の性格を次のように説明

する。 

「数学的推論は『二つの物または規定が第三のも

のに等しいときは、二つは相互に等しい』となる。

――各名辞の内属または包摂の関係は、そこには

なくなっている。第三者は一般に媒介者である。

しかし、それはその両項に対して、全然、何らの

規定ももたない。だから、三つの中のどれもが同

じように、みな第三者の媒介者であり得る。この

媒介者として、どれを使用するか、従ってまた三

つの関係の中のいずれを直接的な関係と見、いず

れを媒介された関係と見るかということは、外的

な諸々の条件に依存する。――即ち、その中のど

の二つが直接的に与えられているかということ

に依存する。」（同 １５０ページ） 

これはどういうことかというと、媒辞に「普遍」

が来た場合は、両項の直接的な規定、例えば、１

キログラムの米と、三冊の本とは、その直接的な

規定性が消え去り、媒辞の「普遍」と同様に「普

遍」であるということになる。この場合の「普遍」

は「価値」である。 

つまり、「１キログラムの米―A―三冊の本」（第

３格）で、媒辞の A が「価値物」という「普遍

性」であることがわかると、第３格の両項の直接

的な規定性は直ちに消え去って、両項とも「価値

物」という「普遍性」であるということになり、
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「価値物―価値物―価値物」という第４格になる。 

ヘーゲルは、この「普遍」について次のように

述べている。 

「・・・この形式主義は諸規定のあらゆる質的な

差異を捨象して、ただその量的な同等性または不

当性のみを見るものである。まさにこの点からし

て、この推論も無前提ではなく、無媒介ではない。

この推論の本来の対象である量的規定にしても、

諸々の質的な区別と概念諸規定の捨象によって

はじめてあり得る。」（同 １５０ページ） 

質的な規定の差異は消滅したとはいえ、そこに

現れた「普遍」は、直接的な性質の「単なる共通

性」ではなく、いっそう本質的な規定である。こ

うして、「普遍」「特殊」「個別」の三つの契機の

関係性を捉える「反省の推理」に展開する。 

第４格 A―A―A は、PYP の探究にさまざまな

可能性を与える。 

たとえば、直接与えられているものが、正三角

形と正方形だとして、その二つが等しいというこ

とはどういうことであろうか。 

正三角形と正方形とはその形が異なっている

ことは自明であるが、その二つが等しいとされる

とすれば、この場合の第三の規定は、より本質的

な「普遍性」である「面積」である。そして、「面

積」というより本質的な「普遍性」のもとで、量

的な共通性や差異性が問題になる。第４格

A―A―A は、そういう推理の可能性を開いている。 

そして、これも概念的な思考の方法である。こ

ういう思考のプロセスを学習者が辿っていくこ

とによってヴィゴツキーの言うところの「前科学

的概念」から「科学的概念」が形成されていくと

考えられる。つまり、「発達の 近接領域」にお

ける思考のためファシリテートにもこの推理は

活用できる。 

  

②反省の推理 

「反省の推理」は経験科学的な推理である。 

「反省の推理」では、ヘーゲルは経験科学の方

法の論理であるところの「全称推理（演繹推理）」

「帰納推理」「類比推理」の根拠と妥当性と限界

とを吟味する。 

ヘーゲルは、「反省の推理」を次のように規定

する。 

「質的推論の過程は、質的推論の諸規定の抽象

的なものを止揚した。」（同 １５９ページ） 

これは、「定有の推理」が、第４格に展開して、

推理の三項の質的規定性が止揚されたことを言

っている。 

ヘーゲルの「抽象的」という言葉の意味に気を

付けなければならない。「抽象的」とは、ヘーゲ

ルの場合は、「他の規定性との関係から切り離さ

れて、その規定性だけが取り出されている状態」

のことを言っている。ということは、「定有の推

理」では、各規定の関係は、少しも必然的でなか

ったが、「反省の推理」に至ってようやく各規定

間の必然的な関係が措定されてくるということ

である。 

このことをヘーゲルは次のように述べている。 

「それによって、〔各〕名辞は、他の規定性の映

現をも許すようになった。」（同 １５９ページ） 

では、「反省の推理」では、完全に諸規定の必

然的な関係が捉えられるのだろうか。ヘーゲルは、

いきなりそこ段階には到達させようとはしない。

媒介の過程はまだ続いている。 

実はまだ三項は、完全にその「抽象性」（他の

規定との必然的関係性の欠如）から免れているわ

けではない。認識の新しい段階は、必ず前の段階

の残滓を付けている。 

そのことをヘーゲルは次のように述べている。 

「いまや推論は抽象的な各名辞の外に、各名辞

の関係が現れ、その関係が結論の中で媒介された、

必然的な関係として措定される。だから各規定性

は、本当は個別的な規定性として独立にあるので

はなく、他の各規定性の関係として、即ち具体的

な規定性として措定される。」（同 １５９ペー

ジ） 

つまり、ここでは、各名辞間の関係、すなわち、

「普遍」はどのように「特殊」を通して「個別」
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に結び付くのか、反対に「個別」から出発して、

どのように「特殊」を媒介にして「普遍」に結び

付くのかが考察される。これが、「反省の推理」

の全般の根拠と役割である。 

しかし、「抽象的な各名辞の外に」という言葉

からわかるように、まだ名辞の抽象性を残してい

るため、各名辞は所与性を免れてはいないので、

各名辞間の関係に偶然性を残している。そのため、

皮相な推理に陥る可能性をはらんでもいる。そし

て、これが「反省の推理」全般の限界である。 

 

ⅰ 全称推理 

「全称推理」を範式化すると、次のようになる。 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

全称推理は、大前提となる全称命題「全ての B

は A である」を媒介にして、E が A であること

を論証するのであるから「演繹推理」である。 

「本質」「原理」「原則」「仮説」等々から、諸

現象を説明したり、証明したりする推理であるか

ら、経験科学の様々な場面で用いられる。それは

PYP 探究でも同様である。 

ところで、大前提となる全称命題「全ての B は

A である」は、全ての E が A であることを証明

することが必要になる。すなわち、大前提はであ

る全称命題は結論となる「E は A である」を前

提していることになる。これでは循環論法になっ

てしまう。そのため、帰納推理によって補われな

ければならない。ヘーゲル論理学では、話はこれ

で終わりになってしまう。 

しかし、大前提となる全称命題「全ての B は A

である」は、全ての個別を調べ尽くした全称命題

ある必要は必ずしもない。全ての個別を調べ尽く

すということ自体、無限を調べ尽くすという矛盾

に陥ることであるから、不可能である。したがっ

て、大前提となる全称命題「全ての B は A であ

る」については次のように考えることができる。 

 

1,「現在わかっている限りで全ての B は A であ

る」と考える。 

これでも「全称推理」を行うことは可能である。

しかも、「ある E は B であるが、A ではない」と

いう事例が見つかったとき、「B は A である」と

いう大前提に揺らぎが生じ、新しい仮設設定から、

それが普遍性となり得るかどうかの検証へと認

識が展開する。 

 

2,「非枚挙的全称命題」になるような知識を用

いる。 

「エネルギー保存の法則」「ファラデーの電磁

誘導の法則」などの科学の法則や原理、「2 つの

点が与えられたとき、その 2 点を通るような直線

を引くことができる」（ユークリッド幾何）や「ど

んな自然数に対しても、その数の『次の』自然数

が存在する」などの数学の公理や公準、「三角形

               すべての金属は電導体である。 

                銅は金属である。 

E―         ―A   銅は電導体である。 

 

 

問題点・・・媒介項の「すべての金属は電導体である。」は、結論の「銅は電導体である」を前提に

している。あるいは、銅を含むすべての金属が電導体であることを前提にしている。それを証明し

なければならない。⇒帰納推理によって媒介されなければならない。 

alles B 

e1 e2 e3 

… 
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の内角の和は１８０度である」などの定理などは

諸科学の研究によって確定したものである。 

また、問題を解決するために設定した仮説も、

いちいち帰納法によって証明する必要はないと

考える。 

さらにいくつかの倫理的な原則、例えば、「己

の欲せざるところ、人に施す事勿れ」（論語）な

ども、いちいち事例を枚挙する必要がない全称命

題だろうと考える。（註４参照）（註１２） 

PYP の探究では、「全称推理」を方法として用

いる必要がある場合がある。 

たとえば、「（すべての）深成岩は黒雲母を持っ

ている。斑レイ岩は深成岩である。よって、斑レ

イ岩は黒雲母を持っている。」「（すべての）深成

岩は黒雲母を持っている。閃緑岩は深成岩である。

よって、閃緑岩は黒雲母を持っている。」「（すべ

ての）深成岩は黒雲母を持っている。安山岩は深

成岩である。よって、安山岩は黒雲母を持ってい

る。」などという探究である。 

ここでは、媒辞に相当する「特殊」の「深成岩」

は、ヘーゲルの言うところの「両項（個別と普遍）

の措定された統一」（同）である。したがって、

花崗岩や斑レイ岩や閃緑岩（個別）と黒雲母（普

遍）とは関係づけられ統一されている。 

こういう推理によって「ひとまずの知識」が得

られる。これは、これで意義のある認識である。 

しかし、当然のこととして、「なぜ、深成岩は

黒雲母を持つか」という「新しい疑問」が生まれ

る。この疑問は、「必然性の推理」に進展してい

く。 

また、すべての深成岩が黒雲母を持っているか

否かが証明されないと、「全称推理」は成立しな

いので、「帰納推理」に進み、火山岩を含めてあ

らゆる火成岩について調査しなければならない。 

さらに、黒雲母が、深成岩にとって も本質的

で普遍的な規定性であるかどうか、長石や石英は

どうなのかという、「類比推理」や「必然性の推

理」の「定言推理」の段階の探究も行われなけれ

ばなせない。 

Form は「定有の推理」に於いて活用されるが、

「全称推理」でも、後述する「帰納推理」でも、

「類比推理」でも、対象の観察から認識がスター

トする以上は、必ず用いるべきConceptである。 

このように、ファシリテーターは常に、全称推

理が、媒介となる大前提の全称命題に「問題」を

孕んでいることを意識して、学習者の認識にゆさ

ぶりをかけていく必要がある。その際、こうした

「非枚挙的全称命題」になり得る知識を、

Function という観点から吟味する必要があるだ

ろう。 

 

ⅱ 帰納推理

「帰納推理」を範式化すると、次のようになる。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              金は金属である。 

               銅は金属である。 

A―        ―B   鉄は金属である。 

               ・・・・も金属である。（すべての金属について証明） 

               これらの物体はすべて電導体である。 

               ゆえにすべての金属は電導体である。 

※ 全称推理を媒介する。 

問題点・・・媒介項が個別であるから、一定の領域に於ける完璧な観察や実験が必要になる。しか

し、帰納法ではすべての個別が尽くされることはない。したがって、「全てのもの」とは、「これま

でに観察や実験された全てのもの」ということになる。⇒類比推理へ 

alles E 

e1 e2 e3 

… 
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媒辞となるのは経験に与えられた個物である。

これらを完璧に観察・実験して、それらの普遍的

規定を取り出し、「普遍」と「特殊」を結び付け

る。 

一般に経験科学では「全称推理」（演繹推理）

とともに多用される。また「全称推理」（演繹推

理）と「帰納推理」とは、相補いあう関係になる。

PYP の探究でも同様である。この推理によって、

経験的事物から様々な「法則」「原理」「原則」な

どが析出される。 

ところで、このような分析に関して、「帰納推

理」は大変重要なことを我々に示している。われ

われは、分析の対象は、全ての具体的個物である

と考える誤謬に陥ることがままある。ところが、

実際には、全ての具体的個物を分析の対象として

いては、「法則」や「原理」を取り出すことはで

きない。この推理では、「特殊」と「普遍」とを、

「個別」を媒介に結び付けているのであって、全

ての「個別」を「普遍」に結び付けているのでは

ない。 

例えば「速さの公式」を学習者が認識するのに、

速さに関係がありそうなすべての個別的な現象

を分析の対象にしたならば、偶然的な要因が多数

重なりあってしまい、純粋な形で「速さの公式」

を析出することはできない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

このとき、学習者の先行知識は、「『大きさ』は

基準量によって表される」という知識と、「乗法・

除法」だったとしよう。 

速さに関係する様々な現象を、いくつかの「群」

（特殊）に分類して、 も単純なグループから分

析して、「乗法・除法」を用いて「速さ」の基準

量「距離/分・時」を析出することは可能である

が、α群もβ群も混在している状態では、「速さ」

の基準量「距離/分・時」を析出することは不可

能である。 

現象における様々な「個別」をそれが属する「特

殊」に分類整理して、分析し「法則」や「原理」

を析出するという方法は「帰納推理」の核心であ

る。 

ところで、「法則」「原理」を析出するときに、

ひとまず保留されたβ群「特殊」は、今度は、「法

則」「原則」から説明していくことになる。これ

は、「全称推理」（演繹推理）である。しかし、β

群「特殊」には、無媒介的に「法則」が適応でき

ないので、この場合は様々な条件を加えて「法則」

を加工していくことが必要になる。こうすること

で、 初、 も単純なグループの現象から析出さ

れた「法則」「原理」「原則」は、様々な複雑な現

象にも適応することのできる豊かな内容を獲得

することになる。 

PYP 探究では、この段階では、Function, 

Connection を用いることになる。 

問題点は、「全称推理」と同様である。媒介項

が「個別」であるから、一定の領域に於ける完璧

な観察や実験が必要になる。しかし、帰納法では

すべての「個別」が尽くされることはない。そこ

で、「帰納推理」では、新しい、より深い、「個別」

と「普遍」との関係に進まなければならない。そ

のような「個別」と「普遍」との関係は、「定有

10 ㎞離れた A 地点から B 地点まで N 君は徒歩で 1 時間かかる。 

15 ㎞離れた C 地点から D 地点まで M 君は自転車で 30 分かかる。   α群 

50 ㎞離れた E 地点から F 地点まで G 君は自動車で 45 分かかる。 

 

10 ㎞離れた A 地点から T 君が B 地点から N 君がそれぞれの地点に向か 

って歩き、30 分後に出会った。T 君と N 君の速さの比は 2：3 である。   β群 

時速 3 ㎞で歩く M 君が出発した 30 分後に、時速 15ｋｍで走る自転車で 

S 君が追いつくのは何分後か。 
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の推理」で見られたような、「石」（個別）に対す

る「色」「形」のような「普遍」ではなく、また、

「帰納推理」に於けるように多くの個別から析出

されたものでもなく、具体的なものの本性（普遍）

――例えば、惑星の「楕円運動」――を端的に示

す典型的事例（個別）――「金星」――である。

このことをヘーゲルは「媒辞はもはや個別的な質

などといったものではなくて、一個の具体的なも

のの自己反省であり、従って具体的なものの本性

であるところの普遍性である」（同 １６７ペー

ジ）と言っている。 

 

ⅲ 類比推理 

「類比推理」を範式化すると、次のようになる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヘーゲルは、この推論の形式について、「『二つ

の対象が一つ、または二、三の特性に於いて一致

するときは、一方のものには他方のものがもつ、

もう一つ別の特性も属する』という大前提の表現

から見ると、この推論は四個の規定を・・・・含

むように見えるかもしれない。・・・・類比の推

論においては、普遍性は本質的な普遍性としてあ

る。・・・・この面からみれば、quanternio 

terminorum〔四個名辞〕は類比の推理を不完全

なものにするものではない」（同 １６９ページ）

と述べて、その意義を積極的に評価している。 

PYP 探究においても、例えば「駅」―「人が集

まる」「建物である」「改札口がある」、「ディズニ

―ランド」―「人が集まる」「建物である」とい

う、二つの特性の一致が、「ディズニ―ランドに

も改札口がある」というような類比推論すること

が多い。あるいはまた、「カブトムシ」・・・「足

が６本」「硬い殻」「羽が４枚」「触覚２本」「卵生」、

「ホタル」・・・「足が６本」「硬い殻」「羽が４枚」

という３つの特性の一致から「ホタルは卵生す

る」というような類比推理を行うことができる。 

ここでもちいられる Concepts は Form、

Function であるが、Related concepts として、

CommonalityやElementなども用意しておくべ

きだろう。 

また、次のような探究も「類比推理」の段階に

属す。 

「（すべての）深成岩は同じくらいの大きさの結

晶から構成される等粒状組織によって出来てい

る。斑レイ岩は深成岩である。よって、斑レイ岩

は等粒状組織で出来ている。」「（すべての）深成

岩は同じくらいの大きさの結晶から構成される

等粒状組織によって出来ている。花崗岩は深成岩

である。よって、花崗岩は等粒状組織で出来てい

E―A―B   「媒辞」の「普遍」は、具体的なものの本性としての普遍である。 

                      ある類「特殊」は、ある性質（普遍）を持っている。 

           ある「個別」は、ある類（特殊）に属す。 

           故に、ある「個別」は、ある性質（普遍）を持っている。 

※ 別の意味…「二つの対象が一つまたは若干の特性に於いて一致するときは、一方のものには、他

方のものがもつもう一つ別の特性も属する。」 

 

これまで観察された全ての遊星（特殊）には、この法則が成り立っていた（普遍）。 

新しく観察された天体（個別）も遊星（特殊）である。ゆえに、新しく発見された遊星にもこの法

則（普遍）が成り立っているだろう。 

問題点・・・媒辞の「普遍」が、具体的なもののうちに根拠を持たないものであるならば、すなわ

ち、類比推理が成り立つための条件の分析が不十分であったり欠落していたりすると、誤謬に陥る。

⇒必然性の推理へ 
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る」「（すべての）深成岩は同じくらいの大きさの

結晶から構成される等粒状組織によって出来て

いる。閃緑岩は深成岩である。よって、閃緑岩は

等粒状組織で出来ている。」などという探究であ

る。 

ここでは、媒辞に相当する「普遍」の「深成岩」

は、ヘーゲルの言うところの「その媒辞はもはや

個別的な質といったものではなくて、一個の具体

的なものの自己反省であり、従って具体的なもの

の本性であるところの普遍性」（同 １６７ペー

ジ）である。したがって、花崗岩や斑レイ岩や閃

緑岩（個別）と等粒状組織（特殊）とは深成岩（普

遍）を媒介にして関係づけられ統一されている。 

こうして深い段階の認識に到達したが、しかし、

ここでも、当然のこととして、「なぜ、深成岩は

等粒状組織によって組み立てられているのか」と

いう「新しい疑問」が生まれる。これは、「必然

性の推理」の「仮言推理」、「選言推理」に向かっ

ていく。 

また、すべての深成岩が等粒状組織を持ってい

るか否かが証明されないと、「全称推理」は成立

しないので、「帰納推理」に進み、火山岩を含め

てあらゆる火成岩について調査しなければなら

ない。 

さらに、なぜ、等粒状組織が、深成岩にとって

も本質的で普遍的な規定性であるかどうかの

探究も行われなければなせない。それは、「必然

性の推理」の「定言推理」の段階である。 

ところで、「類比推理」にも限界がある。ヘー

ゲルはそのことを次のように述べている。 

「この推理は、四個名辞のため、やはり不完全な

推理となる。なぜかと云えば、一方の主語が他方

の主語と同一の普遍的本性をもつにしても、この

他方の主語に対しても推論の結果として帰せら

れる規定性を、一方の主語がその本性上持ってい

るか、その特殊性のために持っているかは不確定

だからである。」（同 １６９～１７０ページ） 

つまり、A と B との２つか３つの特性が一致し

たといって、A の持っている４つめ特性を B が

持っているかどうかは本当のところ分からない。

「鉄」―「硬い」「電気を通す」「磁石にくっつく」、

「銅」―「硬い」「電気を通す」というに２つの

特性の一致から、「銅は磁石にくっつく」と推理

するのは、形式としては正しくても、内容は間違

っている。 

しかし、PYP では、Causation を使って対象を

見ることにより、なぜそうなのかを考える道を開

くことができる。 

磁性をもった物質には、鉄族元素が含まれてい

ること、原子の磁気モーメントと並び方などが関

係すること等から、「必然性の推理」の「定言推

理」における「実体」の把握や、「仮言推理」で

の、それらの並び方に関わる「形体」、「選言推理」

に於ける「構造」の認識などが、Causation を明

らかにすることになる。これは、高校の物理や化

学の課題である。 

 

③必然性の推理 

「定有の推理」では、諸規定は、直接的で、三

項の関係は偶然的であった。「反省の推理」では、

三項の関係が措定されてくるが、三項は完全にそ

の「抽象性」から免れているわけではないので、

関係は蓋然的なものであった。 

「必然性の推理」に至ってようやく、諸規定は、

相互に媒介された必然的な関連の中に置かれる

ことになる。 

ヘーゲルはこのことについて、次のように説明

している。 

「この推論は内容に充ちたものである。という

のは、定有の推論の抽象的な媒辞は規定的な区別

にまで展開して、反省の推論の媒辞となるが、こ

の区別は再び単純な同一性の中に反省したから

である。――だから、この推論は必然性の推論で

ある。というのは、この推論の媒辞は如何なる直

接的な内容をももたず、両項の規定性の自分の中

への反省だからである。両項は媒辞の中に、その

内的同一性をもち、媒辞の内容規定は両項の形式

規定である。」（同 １７２ページ） 

この意味は、次のとおりである。 

「普遍」は「特殊」や「個別」を自分の契機と
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して内に含み、自分を諸「特殊」に展開し、そこ

において自分自身であるところの「主体」である

とともに、諸特殊を有機的に統一する「原理」で

もある。「特殊」は「普遍」の規定態であるとと

もに、互いに関係しあって「個別」の構造となっ

ている「要素」でもある。「個別」は自己のうち

に「普遍」と「特殊」を含みつつ自立していると

ころの「根拠」であり「主体」である。したがっ

て、両項となり、媒辞となる「普遍」「特殊」「個

別」は互いのうちに自らの根拠を持っている。ま

た、両項は媒辞の内に、その内容的同一性を持つ

ということになる。もはや、諸規定は直接的で抽

象的なものではなく、客観的、具体的である。そ

れらの関係も蓋然的ではなく、必然的である。そ

うしたことを捉えるのが、「必然性の推理」であ

る。 

「必然性の推理」では、こうした「普遍」「特

殊」「個別」の相互に媒介された必然的な関係を

捉えることになる。 

この「必然性の推理」は、実体的同一性の論理

である「定言推理」、因―果関係や根拠と帰結の

関係を捉える「仮言推理」、有機的統一性や発展

の論理を捉える「選言推理」という順で展開され

る。 

 

定言推理

「定言推理」は次のように範式化される。   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「定言推理」は「植物は、自己再生機能を有す

る。自己再生機能を持つものは生物である。ゆえ

に、植物は生物である。」という「実体」の認識

である。特に重要な点は、実体がどのようなもの

であるかを具体的に把握する点である。ところが、 

 

であるかを具体的に把握する点である。ところが、

この「実体」は、プラグマティズムでは客観的な

ものとは考えていない。私は、『ヘーゲルの論理

学の判断論に於ける「特殊」の役割』で次のよう

E―B―A 

       E（実体）は、B（種）である。 

       B（種）は、A（類）である。 

       ゆえに、E（実体）は、A（類）である。 

※ 「定有の推理」の第 1 格と同じ形であるが、媒辞の B（種）は E（実体）の規定性のうちのどれ

か一つではない。もしそうならば、「定有の推理」の第 1 格に逆戻りする。また、普遍（A）も、

抽象的な普遍ではない。そうすればやはり「定有の推理の第 1 格に逆戻りする。「定言推理」にあ

っては、特殊（B・・・例えば「植物」に対する「光合成する生物」）は、個別（E・・・「植物」）

の自己のうちに反省した本質的な本性でるとともに、「類の区別としての種的なもの」である。ま

た、普遍的な規定（A・・・「生物」）は、個別や特殊の本質を規定する普遍である。したがって、

三項の関係も、「定有の推理」に於けるような偶然的なものではなく、また、「反省の推理」のよ

うに、結論を前提とするようなこともない。 

※ ここには、三項を貫徹している一つの本質があり、「普遍」「特殊」「個別」という各規定は、この

本質の中では、単に形式的な契機でしかない。つまり、一つの「実体的同一性」が把握されてい

る。 

問題点・・・「実体」は必然的な本質として把握されたものの、その実体がなぜ両項となるのか、それ

らとの関係はどうなっているのか等が把握されていない。つまり「実体」としては把握されたが「主

体」としては把握されていない。⇒仮言推理へ 



144 開智国際大学紀要 第 16 号（2017）
 

に述べた。 

「ここには、プラグマティズムの影響が見られ

るジョン・デューイに限らず、プラグマティズム

は、経験を唯一の実在と考える『経験論』の一種

である。たとえば、ウィリアム・ジェームズには、

『純粋持続』や『純粋意識』の根源性を主張する

アンリ・ベルクソンや、すべての命題をプロトコ

ル命題に還元し、意識から独立した物質の存在を

『形而上学』として退けたウィーン学団等の影響

が認められる。また、プラグマティズムの先駆者

は、ダーウィニズムの影響から、環境と人間との

相互作用（interaction）を原理とする探究を構想

した。 そのため、デューイ自身も、物事を実体

的に見ることを認めてはいない。 

しかし、そういう問題点は残しつつも、『観念』

を与件として前提し、それを学習者に伝達するこ

とを教育の目的とするのではなく、『観念』を、

人間自らなしつつあり、かつなしうる活動の所産

と考えるプラグマティズムの考え方は、特に、現

実の中から『問題』を切り取り、解決する能力と、

人間にとってほんとうに大切な知識を自ら創り

だす能力を育成するという課題にとって、たいへ

ん大きな意義を持っていることは疑う余地がな

い。 

さらに、『Making the PYP happen』は、８つ

の Concepts を以って終わりとするのではなく、

それぞれの  Concept についてその『related 

concept』の使用を認めた自由度の高いフレーム

ワークである。Concepts を批判的思考の『道具』

として用いることができるよう子どもたちの能

力を高めていくためにも、PYP 自体を発展させ

るためにも、『related concept』の適切な使用と

その研究は必要であると考える。」（開智国際大学

『紀要』第１５号 ７０ページ） 

 

では、なぜ実体性の認識は重要なのか。 

「朝食を食べないと学力が上がらない」という

命題をよく耳にする。しかし、こういう因果性の

認識は、大変恣意的で、必然性がない。なぜなら、

朝食と学力の間の実体的同一性が把握されてい

ないからである。 

また、「ある都市」の都市政策を考える場合、

与件として与えられている、その都市の歴史的条

件、地理的条件、自然的条件、文化的条件、産業・

交通などの経済的条件、人口構成、医療・福祉・

教育等の条件などを含めて、「ある都市」の本質

的な本性が明らかになってくる。「実体」はその

ような普遍的な規定性である。 

つまり、「実体」とは、カントの「物自体」の

ように「のっぺらぼう」なものではなく、また、

単なる一つの規定性でもなく、いわば「諸規定の

総体」である。 

「ある都市」の本性は、個々の条件（規定や特

性）のどれか一つではない。そのような「普遍的

な規定性」としての「ある都市」の「実体」をと

らえなければ、いくら「この都市」の未来を構想

しても、「別の都市」の未来の構想になってしま

う。逆に、こういうふうに都市の実体を諸条件の

総体として捉えることは、諸教科の知識に根差し

つつも、諸教科の枠を超えた知識を形成すること

にもなる。 

したがって、実体的同一性の探究は、虚偽や誤

謬に陥らないようにするためには大変重要であ

る。 

ヘーゲルは、このことについて次のように述べ

ている。 

「即ち、ここには三つの名辞を貫徹する一個の

本質があり、個別性、特殊性、普遍性の各規定は、

この本質の中で単に形式的な契機であるにすぎ

ない。だから定言推論は、そのかぎり、もはや主

観的ではない。いま云う同一性の中に、すでに客

観性が現れ始めているのである。」（『大論理学

（下）』１７４ページ） 

「実体」の把握は、このようにたいへん重要な

意義を持つものであるにもかかわらず、PYP に

は実体を把握するための Concept が用意されて

いない。その理由はプラグマティズムの影響であ

ろうと思われる。 
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そこで、Related-concept として Substance を

用いることを提案したい。 

しかし、「定言推理」にも誤謬の可能性がある。 

「全ての生物は、水分を持っている」という命

題を考えてみよう。「水分」は「性質」や「要素」

か、それとも「実体」か。もちろん「水」なしに

は生物は生きていくことができない。その点では、

「実体的」ではある。しかし、水は、生物とは切

り離してもそれだけで存在している。また、生物

以外のもの、例えば「石」などにさえも含まれる

ものであるため、「生物」にとって「普遍」であ

るとは言えない。したがって、生物の「実体」と

は言えない。こうしてみると「水」という要素は、

生命現象の必要条件ではあるにしても、「生物」

そのものが何たるかを説明する「実体」にはなら

ない。 

また、「水」に内属する性質を「普遍」とした

とき、こんな推理となることもある。「全ての生

物は、水分を持っている。水分は、流動的である。

ゆえに、全ての生物は流動的である。」この推理

は明らかに誤謬である。 

ヘーゲルは、このことを次のように述べている。 

「この個別は媒辞としてのその類の下に包摂さ

れている。ところが類の下には、なお他の限りな

く多くの個別がある。だから、この個別だけが類

の下に包摂されるものとして立てられるという

ことは、偶然的である。・・・・個別は偶然的な

仕方で、即ち主観的現実性として措定されている

のである。」（同 １７５ページ） 

さて、こうした誤謬の可能性を低くするために、

Function を用いる必要がある。 

また、「個別」の変化における自己同一性とし

ての「実体」がどのようなものかの探究も必要に

なる。 

併せて、その「実体」がその「類」に属するす

べての「個別」に共通して含まれる本質的な規定

であるかどうかを考える必要がある。 

また、「全称推理」のところで述べたが、認識

のどのレベルでも、対象をそれぞれの段階におけ

る観察から認識はスタートするわけだから、「必

然性の推理」のどの段階でも Form は必ず用いる

べきである。 

ところで、『G.W.F.ヘーゲル 論理学講義 ベ

ルリン大学１８３１年』では、ヘーゲルは「定言

推理について次のように述べている。 

「必然性の推理・・・は［１］ 普遍性と個別性

との統一です。『銅は金属である。金属は電導体

である』という場合、金属というものが、その本

性に従って電導体であることを意味します。『こ

の物体は金属である。金属はその類である。そし

てその類に属することは、物体に属する』。これ

が定言推理・・・です。」（『G.W.F.ヘーゲル 論

理学講義 ベルリン大学 1831 年』 ２１８ペー

ジ） 

『大論理学』や『小論理学』では、「実体」を

自己展開する「主体」、あるいは、「具体的普遍」

として捉えたにもかかわらず、ヘーゲルはこの講

義では、単なる実体として捉えている。しかも、

具体例の「銅―金属―電導体」は、『小論理学』

では「反省の推理」の「全称推理」で用いていた

例であり、それはすでにその妥当性と限界性が明

らかにされたものである。 

私は、ヘーゲルが「実体」についての考えを変

えたと想定することは不可能であると考える。な

ぜなら、「主体」や「具体的普遍」を基底にした

ヘーゲルの哲学の前提が崩れてしまうからであ

る。してみると、 『G.W.F.ヘーゲル 論理学講

義 ベルリン大学 1831 年』の推理論は、記録者

の理解が不十分であったのではないだろうか。し

たがって、「定言推理」については、あくまで『大

論理学』に従って考える。 

 

さて、ヘーゲルは、「定言推理」の限界性を次

のように述べている。 

「こうして定言推論に於いて明らかになったこ

とは、一面では、両項が媒辞に対して次のような

関係をもつものだということである。即ち両項は

即時的に客観的な普遍性または自立的な本性を
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もつが、同時にまた直接的なものとしてあり、そ

れ故に互いに無関心な現実性であるということ

である。しかし他面では、両項は同様にまた偶然

的なものとして存在する。云いかえると、両項の

直接性は同一性の中に止揚されたものとせられ

ている。けれどもこの同一性は、この現実性の自

立性と全体性とのために、単に形式的な、内的な

同一性にすぎない。この点で、必然性の推論は仮

言推論（der hypothetische Schuluss）となる。」

（『大論理学（下）』 １７５～１７６ページ） 

つまり、「定言推理」では、「個別」や「特殊」

が客観的な普遍性を持つことを捉えることがで

きたが、次の二点で不十分でもある。すなわち、

実体（普遍）が、なぜ、どのようにして、両項（個

別や特殊）となるのかという点と、まだ直接的で

ある両項がどのようにして内的必然的な関係を

持っているかという点がまだ明らかではない。そ

こに「定言推理」の限界があり、「仮言推理」に

進まざるを得ない理由がある。 

さて、「実体」は「形態」となって現れるもの

であるし、「根拠―帰結」「条件付けるもの―条件

づけられるもの」「原因―結果」の関係として現

れるものである。それを捉えるのが、「仮言推理」

である。

 

ⅱ 仮言推理 

 「仮言推理」は次のように範式化される。 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ヘーゲルは、次のように述べている。「A は第

一には直接的な有であり、無関心的な現実性であ

るが、しかし第二に A はまたそれ自身において

偶然的な自分を止揚する有であるから、その限り

で A は媒介する有である。」（同 １７７ページ） 

これは、Aは直接的に現存するものでありつつ、

同時にそれを止揚する「活動性」でもあることを

言っている。 

そして、A（普遍）は諸々の制約（条件・特殊）

の総体であり、それらの諸条件（諸条件）は、普

遍 A と否定的に関係することによって展開して

いく「個別」でもある。 

もし A があるならば、B がある。 

ところで A がある。 

ゆえに、B がある。 

 

条件づけるもの―条件づけられるものとの関係（原因―結果の関係、根拠―帰結の関係等）の媒介

的な必然性を捉える。 

※ 仮言判断の関係は、実在の外面的な差異、現象の相互の無関心性の内奥にある A と B の実体的

同一性の把握でもある。だからこそ、仮言判断の両項は、必然性によって支えられた実在であ

り、現象である。 

※ A は、「諸条件の総体」としての「客観的普遍性」、つまり、B を規定する内容の全体性を持っ

ている。そして、それ自身で実在するものである。さらに、B を生み出す「活動性」を持った

ものである。関係は、観念な必然性ではなく、「存在している必然性」である。 

※ B は、現存するものであり、A により産出され、根拠づけられたものである。 

問題点・・・具体的な概念は自らを区別して定立しつつ、その区別の中で自分を自身であるような

具体的普遍、主体、あるいは、自分自身を展開した諸特殊の中にありつつ、それを統一させている

原理であるところの「概念」であるが、それをまだとらえていない。⇒選言推理へ 
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まず、この点が重要である。この普遍 A とは「実

体的同一性」であるので、A と B とは一つの「個

別」の自己展開であるため、B は A の発展・成

長であり、「全く別のもの」ではない。トンビの

ヒナは、トンビにはなるが、タカにはならない。 

つぎに、「諸々の制約（条件）は、その使用を

期待し、また要求もしているところの散在してい

る材料である。ところがこの否定性は媒介者であ

り、概念の自由な統一である。それは活動性とい

う規定を持つ。」（同 １７７～１７８ページ） 

つまり、諸条件は散在しているようでいて、実

は総体としての客観的な「普遍性」であり、B の

内容となるとともに、自らが自らを媒介して、自

己を B へと展開していくということを言ってい

る。これは、必然的な関係である。 

ところで、一般的には、範式を形式的に理解す

ると A は一つの条件であるように思える。とこ

ろが、A は諸条件の総体である。つまり、新しい

現実性 B が実現するには、すべての条件が集ま

り、成熟していかなければならない。 

鳥のヒナが飛ぶことができるようになるには、

成長、環境、親鳥との関係等々の様々な条件が備

わり、一定の時が経なければならない。一つでも

条件が欠けると飛ぶことはできなくなるか、飛ぶ

時期が遅れるかする。 

さらにまた、この過程は、自己媒介の過程であ

るから、鳥は象になるということはない。そこに

「実体的同一性」がある。 

生態系の変化も同様である。ある生態系を構成

する諸要素、たとえば、高木、灌木、下草、土、

地中の生物と微生物、地上の動物、鳥などは、全

体としての「ある生態系」を構成するが、「ある

生態系」は逆にそれらの要素を自ら再生産して、

自分が発展する条件を自分自身で作り出し、豊か

な生態系に発展していく。「自らが自らを媒介す

る」とはそういうことである。しかし、他方で、

これらが「制約」となり、「この生態系」は「他

の生態系」にはならない。そこに「可能性」と「現

実性」と「必然性」の論理がある。 

ところで、「仮言推理」は発展の論理としての

矛盾も捉えるものである。ヘーゲルは次のように

述べている。 

「・・・概念は、もはや推移ではないから、そ

れらの制約はいまや自分自身に関係する否定的

統一として、一そう具体的には個別性である」（同 

１７７ページ）として、「主体」としての「個別」

を捉え、次に、「それで諸々の制約は、その使用

を希求しているところの散在している材料であ

る。」（同 １７７ページ）と述べて、「個別」の

中に無統一にある「諸特殊」の存在を捉える。そ

して、「ところが、この否定性（概念の否定性―

筆者）は媒介者であり概念の自由な統一である。

それは活動性という規定を持つ。というのは、こ

の媒辞は客観的普遍性（または同一的内容の全体

性）と無関心な直接性との間の矛盾だからであ

る。」（同 １７８ページ）と述べて、主体として

の「個別」が、自己のうちにある「諸特殊」を用

いて、自己発展していく原理を、概念と定在（こ

の場合は材料として散在している諸特殊）との矛

盾に求めている。 

生態系は、捕食の数と被捕食者の数の不断の動

揺を行いながら自己を維持していく。また、外的

要因により部分的に破壊されることもあるが、そ

れも自己の契機として取り入れて自己修復して

発展していくことができる。そういう自己発展を、

ヘーゲルはここで原理的に明らかにしている。 

ところが、『G.W.F.ヘーゲル 論理学講義 ベ

ルリン大学 1831』では、ヘーゲルは、A（普遍）

は諸々の制約（条件・特殊）の総体であることや、

それらの諸条件（諸条件）は、普遍 A と否定的

に関係することによって展開していく「個別」で

もあることも、明らかにはしてはいない。同書に

は、次のように書かれている。 

「仮言推理（der hypothetischer Schluss）に

おいては、『A が有る』。それは直接性ですが『ゆ

えに B が有る』となります。ここには関連の有

があります。そして有のこの直接性が媒辞であり、

したがって同様に媒介です。『A が有る』。A は有
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であり、直接的でありながら、かつ媒介されてい

ます。『そのことによって Bが有る』となります。」

（『G.W.F.ヘーゲル 論理学講義 ベルリン大学

1831 年』 ２１８ページ） 

こうなると、「仮言推理」は、表面的な変化の

論理、あるいは、単なる因果関係の論理にすぎな

くなってしまう。 

特に、A が「媒介されている」ということの意

味が不明である。『大論理学』では、A と B との

相互媒介の論理が明らかにされている。それを通

して「主体」の論理が浮かび上がってきたうえで、

後の「選言推理」に移行する。ところが、『G.W.F.

ヘーゲル 論理学講義 ベルリン大学 1831 年』

では、この点が明らかにされていない。 

もっとも、『小論理学』に於いても、「仮言推理

（hypothetischer Schluss）においては、個が媒

介規定であって、この個は直接的な存在、媒介す

るものでもあれば、媒介されるものでもあるとい

う意味を持っている。」（『小論理学 下 』岩波

文庫 １７５ページ）としか説明されてはいない。 

これは、B が直接的な存在でありながら、同時

に媒介されてもいるという矛盾から、A と B と

の絶対的内容の同一性、さらには、「主体」の論

理の理解へと道を開く内容であるが、残念ながら、

説明が少ない。 

これと比べると、『G.W.F.ヘーゲル 論理学講

義 ベルリン大学 1831 年』の「推理論」は、分

かりやすい点は初学者には結構なことではある

が、ヘーゲル自身が「本質論」の「現実性」で展

開した「可能性」や「現実性」、特に「実在的可

能性」の論理や「主体」の論理への道を雲散させ

てしまうようで残念である。 

PYP 探究では、Change や Connection や

Causation が 、こういう「仮言推理」の Concepts

となるが、Change は「変化」であっても「発展」

ではないので、Related concepts として Develop

や Condition、Identity、Possibility、Activity

なども用意しておく必要がある。 

ところで、A は直接的には「散在するもの」で

あって、統一されてはいない。また、B も直接的

にはその存在の根拠を他者 A のうちに持つもの

であった。この点で、「仮言推理」まだ、物事の

自己媒介、「普遍」「特殊」「個別」の必然的な関

係を捉えるには不十分なものである。 

ヘーゲルは、「仮言推理」のこの限界性を次の

ように述べている。 

「・・・ここでは A の有は必ずしも A 自身の

有ではなくて、B の有でもあり、また逆に一般に

一方のものの有は他方のものの有であり、それも

結論（「ゆえに、B がある」のこと―筆者）の中

で直接的な有または無関心な規定性が媒介され

た規定性として規定されるのであり・・・」（『大

論理学（下）』 １７９ページ）。 

そして、「選言推理」に移行する必然性を次の

ように述べている。 

「従って、外面性は止揚されて、その外面性の

自分に帰った統一が措定されるのである」（同 

１７９ページ）。そして、次のことを認識する。 

「こうして推論の媒介は自分を個別性、直接性

として規定するとともに、また自己関係的な否定

性として規定する。云いかえると、それは自分を

区別するものであると同時に、またこの区別から

自分を取り戻して自分の中に総合する同一性と

なる。――即ち絶対的な形式であり、まさにその

点で客観的な普遍性であり、或いは自分と同一な

ものとして存在する内容であることになる。とこ

ろで、推論がこのような規定をもつことになると、

この推論は選言推論（der disjunktive Schluss）

にほかならない。」（同 １７９ページ） 

 

 

 

ⅲ 選言推理 

「選言推理」は次のように範式化される。 
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「選言推理」の論理は、次の二通りの解釈がで

きる。 

 

A．構造の論理 

「普遍」A は自らを「特殊」B1、B2、B3、B4、

B5・・・と展開し、その全てでありながら、同

時にその中の一つである B1 であり、B1 が「普

遍」として、ある「個別」E の要素としてのそれ

ぞれの「特殊」に役割を与えつつ、全体を一つの

「個別」E の構造として有機的に統一する。 

E―A―B  

A は B であるか、C であるか、または D であるかである。 

  ところが A は B である。 

  故に A は C でも、D でもない。 

または、 

A は B であるか、C であるか、または D であるかである。 

  ところが A は C でも、D でもない。 

  故に A は B である。 

 

「選言推理」の意味 

「その媒辞は形式によって充たされた普遍性〔選択肢の形式が主語の全体を盡し、充たしているこ

と〕である。それは全体性であり、展開された客観的普遍性である。だから媒辞は第一に類の実体

的同一性である。しかし第二に、媒辞は特殊性をその中に取り入れているような類の実体的同一性

としてあるが、そのとき特殊性は実体的同一性と等しいものとせられている。」（『大論理学（下）』

１８０ページ）これは、媒辞が次のようになることを表している。 

 

「A は B であるか、C であるか、または D であるかである。」 

 

これはまた、媒辞となる普遍（A）は、「B であるか、C であるか、または D であるかである」と

いうことから、「具体的普遍」であることを示している。 

さて、「選言推理」には、この具体的普遍が自己を展開しながら同時に、そこにおいて自分自身で

あるという有機的統一と発展の論理から、次の二つの意味がある。 

ひとつは、「特殊化の全体を含む普遍的領域」である。それは、次のようになる。 

「A は B でもあるし、C でもあるし、D でもある。」 

 もう一つは、特殊化が区別であるから、規定が相互に排斥しあうような否定的に統一の面である。

それは、次のようになる。「A は B か、C か、D かの、どれかである。」 

 この統一と排斥とが、一つには、普遍（A）が自らを諸特殊（B）として展開しつつもそこにおい

て自分自身であるだけでなく、それらの特殊の一つとして実在し、他の諸特殊を個別（E）の中の諸

要素としてまとめ上げている「力」となるという論理を表している。 

 また、もう一つには、普遍（A）が自らのうちに即自的にある諸特殊（B）を、段階的に実現して

いく主体（E）の論理にもなっている。ものが存在するとは、普遍のうちにある特殊が現存し、しか

も、一時的にせよ相対的安定性を保っているからである。それを捉えるのも「選言推理」である。 
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また、「特殊」の B2、B3、B4、B5・・・のほ

うも、それぞれが B1 によってその意義と役割を

与えられ、有機的に統一されるとはいえ、それ自

身、「普遍」A の規定体でもあるのであるから、

自立していて、他の「諸特殊」とも、「普遍」と

も否定的に関係する。そのことにより、「個別」

E1 は内部に矛盾をはらんでおり、新たな E2 に

発展していく。 

具体的に見ると次のようになる。 

「組織」（「個別」）を認識するとき、その組織

の目的や意志やミッションに当たるのが「普遍」

である。そして、組織は、様々な部門（「特殊」）

によって構成される。しかも、それらは自立して

いると同時に関係し統一してもいる。それらに役

割を与え、統一しているのが「普遍」であるが、

この「普遍」は、主観的で直接的な自己関係では

なく、自分を諸「特殊」として展開しつつ、同時

にその中の一つ、例えば「組織の長」として客観

的に存在している。そうした、「特殊」としての

「普遍」によって統一された「諸特殊」の有機的

な全体が「組織」である。 

また同時に、「諸特殊」であるところの、組織

の様々な部門や個人は、それ自身が「普遍」でも

あるので自立していて、他の部門や個人、あるい

は、「普遍」とも否定的にかかわる。そのことに

より、組織は、発展するし、場合によっては崩壊

し、ばらばらになってしまうこともある。 

こういう「組織」は人間の社会にみられるもの

だけではなく、生態系にも見られるし、人体や植

物、天体の構造、一部の動物の群れなどにも見ら

れる。 

私は、「選言推理」に於いて「構造」を把握す

るためには、Function と Related-concept とし

て Character を用いることを提案したい。（註１

３） 

B．発展の論理 

「普遍」A は一つの個別（主体）として、自ら

を「特殊」の全体として、B1、B2、B3、B4、

B5・・・というように特殊化し展開しながら、

同時に排斥的な B1、あるいは、B2 として自らを

措定する。 

具体的に見ると次のようになる。 

もよく引き合いに出されるのは、植物の例で

ある。つまり、植物の種子（個別）は、自らを双

葉（特殊１）に、茎（特殊 2）に葉（特殊 3）に、

果実（特殊 4）にと順を追って展開し、それらの

中において自分自身であるような「普遍」である。 

この例は多分に単純であるが、「選言推理」は、

生物の成長と進化、人間の精神の発達、社会の変

化、天体、特に恒星の誕生から成長・死滅の論理

等の論理を認識する段階に当たる。 

 

さて、発展の論理では、「選言推理」では、実

体的同一性（定言推理）や媒介的な必然性（仮言

推理）から発展し、生きた主体が自己を媒介しつ

つ展開する「主体」の論理が捉えられてくるが、

そのため、諸「特殊」は時間軸に従って、いわば

「縦」に並ぶ。そのため、「選言推理」のもう一

つの論理であるところの「構造の論理」との関連

性を捉えられない場合もある。 

「普遍」は自らを「諸特殊」として定立し、「諸

特殊」を有機的に連関させて総体とする「実体」

であり「力」である。しかし、同時に「普遍」は

「諸特殊」のうちの一つとして存在する。そして、

それらの「諸特殊」も「普遍」と「特殊」の統一

である。したがって、それらは、自立してもいて、

他の「特殊」や「普遍」としての「特殊」と否定

的に関係する。そうすると、「総体」としての「個

別」の統一性が失われ、「諸特殊」同士が自立し

あう。 ここに「普遍」と「特殊」の間の「矛盾」

がある。そして、「概念」（普遍）にふさわしい新

たな統一を志向して発展する。ここまでを捉える

ことによって、「構造の論理」と「発展の論理」

が相互に媒介するものになる。 

ここで、PYP の Concept の Connection を用い

ることになる。 

さてこう見てくると、「選言推理」では、人間、

組織、社会、生物、生態系、天体、宇宙等の探究
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の 終的な目標ともなる。社会を、また、生態系

や世界を「主体」として捉えることは、同時に、

人間一人ひとりがどのような主体として自己形

成していくかという問題と関連している。そこに

Responsibility が成立する。また、人工頭脳と人

との同一性と差異の認識（Function）や関わり

（Connection）もこの段階で探究できれば大変

意義がある。（もちろん先行する諸段階でも問題

化することはできる。） 

探究には、もの、社会、心などを単に現象面か

らのみ見る見方がある。インストルメンタリズム

などはその典型である。（註１４） 

それはそれで、例えば「定有の推理」に根拠を

持っていたり「反省の推理」に根拠を持っていた

りするが、その段階で終わってしまったとしたら、

「本質」の認識には至らずに終わる。 

「必然性の推理」に至り、ようやく実体、要素、

条件と条件づけられるもの、実在的可能性と必然

性などを捉えることができる。また、要素と構造、

発展、主体「もののあるべき姿」と「現実」など

は「選言推理」で捉えることができる。 

したがって、「選言推理」では、Responsibility

や Related concepts として Element Construct, 

Development, Subject などを準備しておく必要

がある。 

しかし、肝心なことは、対象の本性に立ち返り、

それはどの推理で捉えることが有効かと振り返

ることである。「選言推理」がヘーゲルの推理論

の 後にあるからといって、 も優れたものであ

ると思い込むのは間違いである。たとえば、「選

言推理」は人間、社会、生物、生態系等を捉える

には有効であるが、メカニカルなもの、例えば、

自動車などや、物理法則などを捉えるにはあまり

有効ではないだろう。 

しかし、将来人工頭脳が、自己再生機能を持ち、

さらに目的や意志を持った場合は、「選言推理」

の論理で把握する必要も生まれるだろう。 

 

 

１１.概念的思考と「教科の枠を超えた知

識」 

後に、「教科の枠を超えた知識」について、

触れておこう。 

「必然性の推理」の「定言推理」のところで、

「実体」とは、カントの「物自体」のように「の

っぺらぼう」なものではなく、また、単なる一つ

の規定性でもなく、いわば「諸規定の総体」であ

ると説明した。そのような「実体」についての探

究から、「実在的可能性」と「現実性」を捉える

「仮言推理」、さらには、それが自分自身で自分

自身を媒介して発展していく「主体」とその構造

を捉える「選言推理」へ深化していく探究の例を

見てみよう。 

これから見る探究の例は、三つの推理が整然と

区別されたものではないことをあらかじめ断っ

ておく。しかし、この三つの推理がしっかりとお

こなわれていることは間違いない。また、その探

究は、諸教科の知識に根差しつつも、諸教科の枠

を超えた知識を形成するものである。 

さて、探究の例を見る前に、諸教科の知識に根

差しつつも、諸教科の枠を超えた知識を形成する

ためのメタ認識の「道具立て」を見ておこう。そ

れは、ディプロマ・プログラムのコアに相当する

『知の理論』（『Theory of knowledge』）の「１ 知

識の種類と知識に関する問い」の「知識マトリッ

クス」である。そこには、次のように書かれてい

る。 

「・・・重要な知識に関する主張で、単独に生

じるものはほとんどありません。たいていは、世

界についてのアイデアや主張に複雑に絡み合っ

たものの一部であり、テストやリソースを巧みに

組み合わせて使用して、互いに矛盾していないか

どうか常に相互参照させているものなのです。し

たがって知識は、「概念、事実、関連のマトリッ

クス」で構成されており、私たちが遭遇する個人

的主張を評価する際に概して頼りにするもので

す。知識に関する主張に直面しているかどうか、
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次のような質問をする必要があります。 

・誰にとって、これは真実なのか。 

・どんな根拠があって、真実だと主張されてい

るのか。 

・この知識に関する主張は、私が以前から真実

だと信じている知識に関する主張と一致する

のか、それとも矛盾するのか。 

・どの程度社会は、この主張が真実であること

を信頼しているか。 

・どの程度私は、この主張が真実であることを

信頼しているか。 

・この主張を真実だと認めると、どういう結果

になるか。 

・私がこの主張を確かだとみなすかみなさない

かで、どういう違いが生じるだろうか。 

・もし私がこの主張の真実性を認めないとした

ら、どんな結果に直面するだろうか。」 

（『TOK（知の理論）を解読する』 Wendey 

Heydorn   Susan Jesudason  Z 会） 

 

このマトリックスは、現象から本質へ、本質か

ら現象へという認識の深化を反映したものでは

なく、「知識」の評価基準にすぎない。しかし、

「知識」に対してメタな振り返りを行い、その妥

当性と限界とを明らかにして、抽象的で一面的な

「知識」を、具体的で普遍的な知識に上昇させて

いく契機にもなるし、また、現象から本質、本質

から現象へと認識を進化・発展させる契機にもな

る。 

この探究は、「江戸期、東北で飢饉が度重なり、

多くの人が餓死したのはなぜか?」（『クラカンの

灘高・日本史リベラルアーツ授業』立命館大学稲

盛経営哲学センター 教育実践研究誌 『RITA』

vol.2 ４ページ）という問いから始まる。 

これに対して「夏にヤマセが吹くから、飢饉が

起こり、たくさんの餓死者が出る」という知識を

得たとしよう。 

この知識を、マトリックスの「どんな根拠が

あって、真実だと主張されているのか」という基

準から「反省」すると、理科の「気象学」や「物

理学」に根拠をもったものであっても、それだけ

では、条件の一つでしかない。この知識だけでは、

「夏にヤマセが吹く」ということは、「実在的可

能性」を構成する諸条件の一つにすぎない。他の

諸条件が揃わなければ、可能性は現実性に転化し

ない。 

また、「夏にヤマセが吹くから、飢饉が起こり、

たくさんの餓死者が出る。」ということが真実で

あるとするならば、気象というものは、人間の思

うようにはならないものであるから、東北地方の

飢饉は必然的であるということになり、人々は甘

んじてこれを受け入れるしかないということに

なってしまう。したがって、「夏にヤマセが吹く

から、飢饉が起こり、たくさんの餓死者が出る。」

という知識は、その結果生じることから考えても、

それだけでは「真実」とは言えない。 

江戸時代の、経済的な問題の探究や政治的問題

の探究、さらには、植物学的な探究など、歴史、

地理、政治学、経済学、生物学などの探究から得

られた知識によって具体化されて初めて、諸条件

の総体として「実体」を捉える。これは、「定言

推理」の段階に相当する。 

しかも、このようにして把握された「実体」は、

現実性に転化しうる「実在的可能性」となる。こ

うして形成される知識は次のようなものである。 

「幕藩体制は、『米遣いの経済』である。だか

ら、各藩は、流通力のあるコメを江戸・大阪で売

却して参勤交代や江戸滞在の費用を賄った。した

がって、農地の多くを水田にしてコメの取れ高を

多くすることが、藩政の使命になっていた。だか

ら、ヤマセによりひどい凶作が起きたとしても、

東北の藩主は飢饉の中、藩内のコメを強制的に集

めて江戸・大坂で売らねばならなかった。そのた

め、たくさんの人々が餓死することになった。」

（ 同 ５ページ）これは、「仮言推理」の段階

に相当する。 

さて、次に、この知識をマトリックスの「この

主張を真実だと認めると、どういう結果になる
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か」から振り返ると次のようなことが考えられる。 

「ならば、多くの武士を帰農させて、養蚕等の

新たな商品の作り方を教えて、藩経済に寄与させ

ればいい。」 

「そうすれば、無理して、風土に適さないコメ

を作らずに、寒冷地でも育ち、江戸・大坂で高価

で売れる商品作物を作ることが出来る。」 

「寒冷地に強いソバやクリ、アワやヒエなどを

非常用の領民の食料として栽培しておくことが

出来る。」「参勤交代や江戸藩邸でかかる費用を節

約して、非常時には領民にコメを分配する。」等々。

（ 同 ６ページ） 

この結果を、立命館大学 OIC 総合研究機構の

金井文宏客員教授は、次のように語る。 

「幕府と藩との関係は、現在の国と地方自治体

の関係と類似した面があります。つまり、地方自

治のやり方により、独自の地方振興ができる可能

性を示しています。」（ 同 ６ページ） 

つまり、この知識は、江戸自体の東北諸藩の

人々にとっての知識だけでなく、現代の私たちが

より豊かに生きるために、そして、地方のアイデ

ンティティーを生かした政策を作るのに活用で

きる知識だということになる。 

さらに、江戸幕府がとった政策は、ゴムのプラ

ンテーション等々、１６世紀から始まった西欧諸

国の植民地政策とも類似している。それらが現代

の世界をたいへん大きく規定しているため、この

知識は、「現代の世界の人々」にとっても大変意

義のある知識だということにもなる。（註１５） 

こうして、「社会」が、構造を持って発展する

「主体」として捉えられる。これは「選言推理」

の段階に相当する。しかも、こうして獲得された

「知識」自体も、構造を持ち発展する「主体的な

もの」となる。（註１６）さらには、学習者自身

も、社会の主体として自らを形成していくことに

なる。 

このように、「定言推理」の「実体」や、「条件

―条件づけられるもの」、「根拠―帰結」、「原因―

結果」の関係を捉える「仮言推理」、「主体」の構

造や発展を捉える「選言推理」に基づいて行う探

究は、教科の枠を超えた知識への広がりを持つも

のである。 

そのような教科の枠を超えた知識を形成する

ためには、メタな振り返りが必要であり、そのた

めには、一つひとつの認識の意義、それがどうい

うことを捉えるのか、その妥当性の根拠と限界を、

教師自身が吟味することのできる力を身に着け

る必要がある。そのために、この研究が資するこ

とが出来れば幸いである。 

 

１２. 終わりに 

認識の深化の中に、概念的思考の各段階を位置

付けて、その妥当性と限界を明らかにしようとす

る試みのほんの端緒を、ヘーゲルの推理論に沿っ

て行ってきたが、その過程を振り返ってみると、

IB の PYP のフレームワークである『Making the 

PYP happen』と国の内外の IB ワールドスクー

ルの実践例、そして、日々実践と振り返りが大変

役立っているように思われる。 

普通、「概念的思考」というと、一段階抽象化

したものの捉え方と考えられている。しかし、そ

れだけでは十分ではなく、「概念」には、様々な

段階があること、認識の深化のプロセスにおいて

立ち現れる対象の本質や構造を、それにふさわし

い概念装置によってとらえて、関係づけることが

大変重要であることが分かった。 

PYP では、対象を概念的に考える力を涵養する

ことが求められている。それは、所与の知識を学

習者に伝達する教育とは対照的である。 

「概念」とは、PYP では、一方で、一種の「ア

イ・グラス」である。それらを通して対象の本質

や法則性をつかみ出すための、いわば「概念装置」

である。しかし、他方で、「概念」は、対象の、

あるいは、 も普遍化された世界の諸相である。

したがって、「アイ・グラス」としての役割だけ

で終わるものではない。むしろ、「概念」は、普

遍化された世界の諸相であるからこそ、対象の本
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質や法則性をつかみ出すための「概念装置」とも

なりうると考えるべきであろう。 

その場合重要なことは、対象の概念的把握、例

えば、Development を捉えるとき、（対象を

Development という概念で見るときと言い換え

てもいい）、どのような諸規定を捉えることが必

要かということである。 

対象の Change という概念を把握する場合、

『Making the PYP happen』の定義によると、

「変化とは、ある状態から他の状態への動きの過

程であるという了解である」ということになるの

だから、Form を用いて、対象の形態や大きさや

数、その対象のある場所等々や、Function、

Connection などを用いることが、必要条件にな

る。 

ところが、対象の Development という概念を

把握する場合は、それだけでは不十分である。発

達するのは一つの「個別」、一つの類であるから、

それが主体であること、言いかえると実体的同一

性を捉えることが必要になるし、その主体（普遍）

の有する諸契機としての「特殊」を捉えなければ

ならないし、構造と活動性や、可能性、必然性、

他者との相互作用等も捉えなければならない。 

このように、対象の概念的把握、あるいは、概

念的思考は、対象を普遍的な概念を用いて認識す

るとともに、その結果として対象の観念を捉える

ことであるが、そのことは、どのような構成要素

を必要としているかを学習者とともに明らかに

しておくことが必要になる。しかし、そうした研

究はほとんどない。 

 

この研究を端緒にして、個々の段階ではどのよ

うな Concepts や Skills を選択するか、何を対象

とすれば、より有効な概念的思考が行われるか、

この概念的思考によってどんな知識を得ること

ができるのか、それぞれの概念的思考にはどのよ

うな構成要素（規定性）が必要なのか、そして、

それらがセントラル・イデアの理解をどう深める

か、さらには、どんな方法を使えば、学習者にと

って概念的な学びをやりやすくなるか、楽しくな

るか、やりがいが感じられるか等々、これからは、

教育に携わる人々が積極的に経験とアイデアを

出し合い、発展させていかねばなるまい。 

 

「探究」は協働的であることは言うまでもない

が、実際、対象に対する学習者の認識の進化は、

明らかに協働的におこなわれるということは言

うまでもないことである。したがって、これから

のこのテーマに関わる研究は、この方面での様々

な試みをなさっている皆さんとの協働によって

こそ、発展させることが出来るものであると確信

している。 

 

 

 

 
註 
 

註 1 田中俊也氏の『概念獲得と概念変化』（『児童心

理学の進歩 2008 年版 第２章 概念獲得と概

念変化』金子書房）が、日本の「概念的な学習」

に於ける「概念」について知るには適当である。 
「概念の研究は従来，思考や問題解決におけ

る基本的なコンポーネントの一つとして，人工

的な概念の形成・達成の諸過程・諸要因の研究

の文脈で行われてきた．それが昨今の認知科

学・認知心理学の隆盛のなかで，より広範な領

域(神経科学，脳科学，ロボット工学等）の中で

も語られるようになり，心理学の基礎的研究領

域として非常に重要な位置づけをされている．

同時に，学校教育をはじめとした教育・保育の

文脈では，ある時期に獲得した概念の変化を図

る教育・保育活動の内容の研究として非常に重

要な領域となっている．本稿では特にこの，学

校教育の文脈での概念研究に重きをおいて眺め

てきた．」 
しかし、「前概念」が「科学的概念」に変容し

ていくプロセスは明らかにされていない。また、

「ある命題が真ならば、演繹的に象徴事例も真

になる」という演繹推理や帰納推理、類比推理

による概念変容（とはいってもこの「概念」は

トピックについての知識や「仮説」）や、「光合

成」「ものの溶け方」「電気のはたらき」などの

「科学的概念」などの教科的な知識の獲得が問

題になっており、認識の各段階で姿を現してく

る対象の本質を把握するための装置としての

「概念」を用いて思考を行う力については触れ

られていない。したがって、教科の枠を超え、

時代や文化の枠を超えて活用可能な認識の枠組

みを問題にするものではない。 
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註 2  国際バカロレアの「概念的思考」では、特に強

調されるのが、「概念的思考」を、教科の学びだ

けでなく、教科の枠を超え、時代を超え、文化や

状況を超えて用いることのできる能力を涵養す

ることである。 
そ の こ と を 、 H Lynn Erickson 氏 は 、

『Concept-based teaching and learning』（ H Lynn 
Erickson 『IB position paper』 2012）で次のよう

に述べている。 
「Two-dimensional curriculum models focus on 

facts and skills with the goals of content coverage, 
analysis and the memorization of information. 
Three-dimensional models focus on concepts, 
principles and generalizations, using related facts and 
skills as tools to gain deeper understanding of 
disciplinary content, transdisciplinary themes and 
interdisciplinary issues, and to facilitate conceptual 
transfer through time, across cultures and across 
situations. Three-dimensional models value a solid 
base of critical factual knowledge across the 
disciplines, but they raise the bar for curriculum and 
instruction by shifting the design focus to the 
conceptual level of understanding. This focus 
necessarily requires a supporting role for factual 
knowledge.」 
２次元的なカリキュラムモデルは、学習内容の

範囲の習得を目的と諸事実とスキルズ、知識の分

析と暗記にフォーカスする。３次元のカリキュラ

ムモデルは、関連する諸事実とスキルズとをツー

ルとして用いて、概念と原理と普遍化とにフォー

カスする。そして、それにより、教科の内容と教

科の枠を超えたテーマと教科融合の問題のより

深い理解を得たり、時代と文化と制度とを超えた

概念的な転換を促したりする。３次元のカリキュ

ラムモデルは、教科を超えた、重大な、事実に基

づく知識の、確固たる基礎部分を大事にするが、

理解の概念的なレベルにフォーカスして（カリキ

ュラムの）設計を変えることにより、カリキュラ

ムと教育の水準を引き上げる。このフォーカスは、

事実に基づく知識を獲得するためのサポーティ

ング・ロールを必ず必要とする。」 
こう考えると、IB の「概念的思考」に於ける「概

念」は、一方で「ものの見方、考え方」「方法」

「論理」であり、他方で、「普遍的な原理」「理念」

でもある。 
これに対して、田中氏の論文にみられる「概念」

は、「速さの法則」「比」「テコの原理」等、各教

科・単元の到達目標としての「知識」や「方法」

のことだということが分かる。「概念的学習」と

いっても、それがどのようなものなのかという定

義があいまいになってしまうのも、ここに根拠が

あるだろうと考える。 
日本の教育では、当然後者の意味で「概念」を

用いている。そのため、「アクティブ・ラーニン

グ」の意味が狭められ、「教科の知識を学習者が

主体的に認識する方法」の意味で用いられる。し

たがって、それを教科の枠を超え、さらに時代や

文化の枠を超えて用いることができるような「概

念」に昇華させることは難しい。 
 
註3  PYPの８つConceptsについては、International 

Baccalaureate 『Making the PYP happen』の

「What do we want to learn? The written 
curriculum」（『Making the PYP happen』１５

ページから２０ページ）で次のように述べられて

いる。特に、Rationale では、それぞれの Concept
を用いた概念的な学習の能力の意義が明記され

ているので大変参考になる。 
Form・・・形体 
Key concept question・・・What is it like?  
これはどのようなものか?（外観） 

Definition ・ ・ ・ The understanding that 
everything has a form with recognizable 
features that can be observed, identified, 
described and categorized.  
一切のものは、観察され、認識され、その特徴

を説明され、分類されうるような、見てわかる

特徴をもった一つの形態を持っているという

了解。  
Rationale・・・This concept was selected because 

the ability to observe, identify, describe and 
categorize is fundamental to human learning 
within and across all disciplines. 
この概念は次のような理由で選ばれた。観察し、

認識し、説明し（特徴を述べ）、分類する能力

は、すべての教科の内にあると同時に教科を横

断する、人間の学びの基礎であるということか

ら、この概念を取り上げた。 
Function・・・機能・作用 
Key concept question ・・・How does it work?  

   これはどのように機能（作用）するか? 
Definition ・ ・ ・ The understanding that 

everything has a purpose, a role or a way of 
behaving that can be investigated. Rationale    
一切のものは、目的、役割、あるいは、動き方

を持っており、そしてそれらは調べることがで

きるという了解。 
Rationale・・・This concept was selected because 

the ability to analyse function, role, behavior 
and the ways in which things work is 
fundamental to learning within and across 
all disciplines.  
機能や、役割や、作用や、ものの機能の仕方を

分析する能力は、すべての教科の内にあると同

時に教科を横断する、人間の学びの基礎である

ということから、この概念を取り上げた。 
Causation・・・因果関係 
Key concept question・・・Why is it like it is?  

   なぜ、これはこのようなものなのか? 
Definition ・・・The understanding that things 

do not just happen, that there are causal 
relationships at work, and that actions have 
consequences. 
事物は、今まさに起こっているのではなく（直

接的に存在しているのではなく）、そこには働

いている因果関係がある、あるいは、作用は結

果（影響）を生むという了解。 
Rationale・・・This concept was selected because 

of the importance of prompting students to 
ask “ Why? ”  and of helping them to 
recognize that actions and events have 
reasons and consequences. The analysis of 
causal relationships is significant within and 
across all disciplines.  
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児童・生徒に「なぜ」と問わせるよう誘導する

ことの重要性、児童・生徒が、作用と出来事に

は原因と結果があるということを認識するこ

とを促すことの重要性からこの概念を取り上

げた。因果関係の分析は、すべての教科の内に

於いても、教科を横につなぐ上でも重要である。  
Change・・・変化  
Key concept question・・・How is it changing? 
これは、どう変化するのか? 

Definition・・・The understanding that change 
is the process of movement from one state 
to another. It is universal and inevitable. 
変化とは、ある状態から他の状態への動きの過

程であるという了解。これは普遍的であると同

時に必然的でもある。 
Rationale   This concept was selected, not 

only because it is such a universal feature of 
all existence, but also because it has 
particular relevance to students developing 
international-mindedness who are growing 
up in a world in which the pace of change, 
both local and global, is accelerating. 
Examples of related concepts Adaptation, 
growth, cycles, sequences, transformation.  
変化が一切の存在者（存在する物）の普遍的な

特徴のようなものであるだけでなく、それが児

童・生徒たちに国際的な心構えを発達させるこ

とと関係があるからこの概念を取り上げた。そ

して、この国際的な心構えは、地域的、地球的

レベルでの変化のペースが速まっていくとこ

ろの「世界」の中で成長している。 
Connection・・・関係  
Key concept question・・・How is it connected 

other things?  
これは、他のものとどのように関係しているか?  
Definition ・・・The understanding that we live 

in a world of interacting systems in  which 
the actions of any individual element affect 
others.  
私たちは、どんな個別的な要素も他のものに影

響を与えるような相互作用するたくさんのシ

ステムの中で生きているという了解。  
Rationale・・・This concept was selected because 

of the importance of appreciating that 
nothing exists in a vacuum but, rather, as an 
element in a system; that the relationships 
within and among systems are often complex, 
and that changes in one aspect of a system 
will have consequences, even through these 
nay not be immediately apparent; that we 
must consider the impact of our actions on 
others, whether at the immediate, personal 
level or at the level of far-reaching decisions 
affecting environment and communities.  
虚無の中に存在するものはなく、むしろ一切の

ものは一つのシステムにおける要素として存

在している。システムの中の、あるいは、シス

テム間の関係は、多くの場合複雑である。シス

テムの、ある一面における変化は、直接的には

見えなくとも、（他に対して）影響を持つであ

ろう。直接的であろうと、個人的レベルであろ

うと、あるいは、環境と共同体に影響を与える

遠大な決定のレベルであろうと、私たちは、自

分の行為の他者への影響を熟慮しなければな

らない。以上の理由により、この概念を取り上

げた。 
Perspective・・・観点  
Key question・・・ What are the points of view?  
観点とはなにか? 

Definition ・ ・ ・ The understanding that 
knowledge is moderated by perspectives; 
different perspectives lead to different 
interpretations, understandings and 
findings; perspectives may be individual, 
group, cultural or disciplinary.  
知識は、観点によって規定されるという了解。

異なる観点は、異なる解釈、異なる理解、異な

る発見につながる。観点は、個人的、集団的、

文化的、あるいは、教科的である。 
Rationale・・・This concept was selected because 

of the compelling need to develop in students 
the disposition towards rejecting simplistic, 
biased interpretations, towards seeking and 
considering the points of view of others, and 
towards developing defensible 
interpretations.  
児童・生徒の、単純化の拒絶に向かう気質の―

これは（ものの）解釈に基づいている―、他の

観点を探し求め、深く考えることに向かう気質

の、そして、正当と認められる解釈の発展に向

かう気質の開発のやむにやまれぬ必要性から、

この概念を取り上げた。 
Responsibility・・・責任 
Key concept question ・ ・ ・ What is our 

responsibility?  
我々の責任はどのようなものか? 

Definition・・・The understanding that people 
make choices based on their understandings, 
and the actions they take as a result do make 
a difference.  
人々は、自らの理解に基づき選択を行うという

ことの理解と、人々が結果として選ぶ行為は、

（個人間に）相違を生み出すというという了解。 
Rationale・・・This concept was selected because 

of the need to develop in students the 
disposition towards identifying and 
assuming responsibility, and towards taking 
socially responsible action. This concept is 
directly linked to the action component, one 
of the essential elements in the PYP 
curriculum.  
この概念は、次の理由で取り上げられた。すな

わち、児童・生徒の中に、自分が引き受ける責

任と向かいあう気質と、社会的な責任のある行

動をとる方向に向かう気質とを発展させる必

要性から、この概念を取り上げた。この概念は、

「行為」と直接つながっている。「行為」は PYP 
のカリキュラムの本質的な要素のひとつーで

ある。 
Reflection・・・反省（思考に対する）—自己意識  
Key concept question・・・How do we know?  
私たちはどのようにして知るのか? 

Definition・・・The understanding that there are 
different ways of knowing, and that it is 
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important to reflect on our conclusions, to 
consider our methods of reasoning, and the 
quality and the reliability of the evidence we 
have considered.  
知るための異なった方法があるということの

理解。あるいは、われわれの結論を反省するこ

とや、われわれの思考の方法や、われわれのよ

く考えた根拠付けの質と正当性とを、熟考する

ことが重要であるという了解。 
Rationale・・・This concept was selected for a 

series of interrelated reasons. It challenges 
the students to examine their evidence, 
methods and conclusions. In doing so, it 
extends their thinking into the higher order 
of metacognition, begins to acquaint them 
with what it means to know in different 
disciplines, and encourages them to be 
rigorous in examining evidence for potential 
bias or other inaccuracy. 
相互に関係した、連続する思考にとって必要だ

から、この概念を取り上げた。この概念は、児

童・生徒をして、彼らの（採用した）根拠や（彼

らの思考の）方法や、（彼らの下した）結論を

精査することに挑ませる。そうすることで、児

童・生徒の思考を、メタ認識論のより高い枠組

みにまで伸ばし、異なった教科に於いて、「知

る」 ということがどういうことを意味するか、

児童・生徒に教え始め、さらに根拠を精査する

ときに、潜在的な先入観（偏見）、あるいは、

他の不正確さに、児童・生徒が厳格であるよう

にしむける。     
 

PYP の Concepts には、アクティブ・ラーニン

グの根幹をなす役割が与えられている。しかも、

概念的学び、概念的思考力というものが一体どの

ようなものなのかを考えるうえで大変参考にな

る。 
しかし、他方で、PYP の Concepts は羅列的で

あり、これらを認識の進化の過程の中に位置づけ

る作業はされていない。それぞれの Concept が、

認識の進化のそれぞれの段階のどこに根拠を持

っていて、なにを捉えられるのか、逆にまた、何

をとらえることができないのかの説明は、『ヘー

ゲルの論理学の判断論に於ける「特殊」の役割」

（北村克郎 開智国際大学 『紀要』 第１５号 

2015）で不十分ながら行っている。 

 
註４ この期間、「推理論」の基本原則である同一律、

排中律には大きな発展はなかったとはいえ、フラ

ンシス・ベーコン（英 1561 年 ～1626 年）は、

当時の自然科学の発達を背景に演繹法に対する

帰納法の重要性を主張した。しかし、「単純枚挙

による帰納法」を無批判に用いることに注意を向

けると同時に、科学の基礎となる実験・観察のデ

ータを整理する方法を提示している。たとえば、

「熱い諸物体」「冷たい諸物体」「様々な異なる温

度の諸物体」の持っている「特性」を観察して「表」

を作り、「熱い物体」に常に存在している「特性」、

「冷たい物体」には存在せず、「様々な温度の物

体」には様々な度合いで存在している「特性」を

浮き彫りにすることができる。そうやって捉えら

れた「特性」は「 低位の一般性」である。つぎ

に、こうした方法を繰り返し「二次的な一般性」、

さらに「三次的な一般性」というように「高次な

法則」の認識に進んでいくことができるとベーコ

ンは考えていた。 
 この方法は、「定言推理」や「帰納推理」でも

活用できる。 

 
註５ カントは、論理学について次のように述べてい

る。 
「・・・論理学が、かかる確実な道をずっと古い

時代から歩んできたことは、この学がアリストテ

レス以来、いささかも後退する必要がなかったと

ころから見ても明白である。」（イマヌエル・カン

ト『純粋理性批判 上』篠田英雄訳 岩波文庫 

25 ページ 1961）と高く評価しているが、カン

トの考えている論理学は、主観の思考の形式に限

定されている。「即ち論理学は、認識の一切の対

象とその差別を度外視する権限を持っている。―

―いや、それどころかそうする義務を課せられて

いるのである。それだから論理学において悟性が

問題とするのは、悟性自身と悟性の形式だけであ

る。」（同 27 ページ） 
 したがって、ヘーゲルのように対象の諸相との

かかわりにおいて、論理の諸形式を根拠づけると

いう考察は行われず、純粋悟性概念（12 のカテ

ゴリー）も枚挙されるだけで、それらの縦横の関

係が認識論的に明らかにされることはない。 
 

註６ ヘーゲルの大論理学の推理論を認識論的に読み

替える試みは、ヘーゲル論理学研究会編の『ヘー

ゲル大論理学 概念論の研究』（大月書店 

1991）が も優れていると考える。というのは、

推理論を執筆している牧野広義氏が、形式論理学

やヘーゲルの論理学だけでなく、経済学、科学史、

環境問題等に精通しているからであろう。 
ヘーゲルの論理学の先行研究には、寺沢恒信氏

の『弁証法的論理学試論』（大月書店 1957）や、

ベーラ・フォガラシの『論理学』上・下 青木書

店 1957）などがある。前者は示唆に富んでい

る。また、後者は科学的な方法と論理とを網羅し

ている。しかし、これらに対し、共同研究の成果

であるヘーゲル論理学研究会編の『ヘーゲル大論

理学 概念論の研究』はそれらの研究を批判的に

踏襲していて大変豊かな研究である。そのうえ、

哲学史上の位置づけや、経済学、高等数学、物理

学などとの関係も示されているので、大変参考に

なる。 
ところで、バードランド・ラッセルはヘーゲル

の論理学に対して、大変否定的である。そして、

彼の影響の下に誕生した、カールナップらの論理

実証主義も同様である。カール・ポパーは、厳密

な論理計算を用いて、論理学の公理体系の中に

「矛盾」を認めたら、とんでもないほど無意味な

結論を引き出せることを証明している。私は、ポ

パーは、彼自身の立場上、形式論理学の「同一律」

「排中律」「矛盾律」を前提としているため、ヘ

ーゲルの弁証法における「矛盾」をどうしても形

式論理学の「矛盾」についての考え方（「A is B」

と「A is not B」とは同時に成り立たない）に引
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き付けて理解しているのではないかと考えてい

る。しかし、こうした批判も大変面白く意義深い

ので、積極的に受け入れる必要があると考える。 

 
註７・註９ Concepts と Central idea との関係は、

『Developing a transdisciplinary programme of in-
quiry』５ページ～６ページ（International Bacca-
laureate Published February 2012）で、説明されて

いる。しかし、それらの関係ははっきりと定義さ

れてはいない。関係のある部分を引用しておく。 
「Each of the units of inquiry has a central idea. 

The central idea should be written in one sentence 
that expresses concisely an enduring understanding. 
Each central idea will support students’  under-
standing of the particular transdisciplinary theme it is 
connected to, and should challenge and extend stu-
dents’ prior knowledge. Central ideas should be glob-
ally significant and have relevance to students in all 
cultures and contexts, offering students the oppor-
tunity to explore commonalities of human experience 
as framed by the description of the transdisciplinary 
theme. 
どの探究の単元もセントラル・イデアを持って

いる。セントラル・イデアは、包括的な理解を簡

潔に表現した一文で書かれなければならない。ど

のセントラル・イデアも、ある教科の枠を超えた

テーマ――児童・生徒たちの先行知識と結びつい

ており、児童・生徒たちの先行知識に挑戦するも

のであり、先行知識を広げるものでなくてはなら

ない――の児童・生徒の理解を助けるものである

べきである。セントラル・イデアは世界的に重要

で、すべての文化と文脈において児童・生徒たち

と関連性を有するものでなければならない。また、

教科の枠を超えたテーマの説明によって組み立

てられる人類の経験の共有物を探究する機会を、

児童・生徒たちに提供していなければならない。」 
「Each central idea should be written so as to pro-

mote conceptual development supported by the PYP 
key concepts identified for the unit of inquiry. This 
does not mean that the name of a PYP key concept 
has to be recorded in the central idea, but rather that 
the central idea has a conceptual underpinning that 
will help students develop their ability to think con-
ceptually. 
それぞれのセントラル・イデアは、その探究の

単元に結びつけられた PYP のキー・コンセプツ

によってサポートされた概念的な（思考の）発達

を促すように書かれるべきである。このことは、

セントラル・イデアに PYP のキー・コンセプツ

の名称を書き留めるべきであることを意味する

のではない。そうではなく、むしろ、セントラル・

イデアは児童の概念的な思考能力の発達を促す

ための、それを中心にして探究が行われるところ

の、いわば『車軸』のような概念的な中心になる

ものであることを意味する。」 
「 A school ’ s programme of inquiry should 

demonstrate the opportunity for deeper exploration  
of all eight PYP key concepts. All eight key con-

cepts must be represented on the programme of in-
quiry at each grade/ year level. 
学校の探究のプログラムは、八つのコンセプツ

のより深い探究のための機会を示さなければな

らない。八つのコンセプツはすべて、どの学年/
年齢のレベルの探究のプログラムに於いてもは

っきりと述べられなければならない。」 
「The central idea should be designed to promote 

conceptual development. The concepts are identified 
early in the process and embedded in the central idea 
to help students to extend their critical thinking ca-
pacity. Listing the concepts (key concepts and related 
concepts) on the programme of inquiry will help to 
focus the direction of the inquiries. No more than 
three PYP key concepts should be selected to focus 
on in any one unit of inquiry. 
セントラル・イデアは概念的な発達を促進する

ように計画されていなければならない。概念は、

プロセスの初期に確定され、児童が彼らのクリテ

ィカル・シンキングの能力を拡大するのを手助け

するために、セントラル・イデアの中に据えられ

る。コンセプツ（キー・コンセプツとリレイテッ

ド・コンセプツ）を探究のプログラムに記載する

ことは、探究の方向をフォーカスするのを手助け

する。 3 つ以上の PYP キー概念を、探究のどの

単元においても、フォーカスするために選んでは

ならない。」 
 

註８ 岡本裕一朗氏の『ヘーゲルと現代思想の臨界』ナ

カニシヤ出版を参考にした。 

 
註１０ しかし、これだけだと、形式論理学の「普遍」・「特殊」・「個別」との違いが判らない。そこで、違いを表

にしてみよう。 
（伝統的形式論理学とヘーゲルの論理学とに於ける「普遍」・「特殊」・「個別」の相違） 

 伝統的形式論理学 ヘーゲルの概念 

個別 具体的な個物 
「バラ」 

① 自己のうちに即自的に含む諸特殊のうちの、ある特殊となって

定在する普遍 
② 自己のうちに含んでいる諸特殊を有機的に関連させつつ存在す

る普遍 
③ 自己のうちに含むと諸特殊を漸次的に展開する主体 
④ 根拠 
「ある人」「社会」「ある天体」等 

特殊 ① 具体的個物（個別）を包摂

するより広い概念 
② ある個物（個別）に内属す

る規定 

普遍が、自己のうちの即自的に含んでいる諸規定を対自化し、その

中で、普遍が自己自身である規定体。諸特殊は互いに否定的に関係

するとともに、普遍とも否定的に関係する。 
「人や生物の肉体的諸器官」「人や生物の成長の諸段階」「生態系の
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「バラは赤い」の「赤」 諸契機」「天体の諸契機」等 

普遍 ① 特殊を包摂するより広い

概念 
② 諸特殊に内属する規定 
「赤」や「青」に内属する「色」

という規定 

自らを諸特殊として措定しながら、同時に、それらにおいて否定的

に自己と関係するところの、自己との同一性。主体。原理。力。 
「主体としての『ある人』、そのパーソナリティー」「社会」「組織」

「生物」「生態系」「天体」等 

註１１ 判断論での認識の段階的な深まりの中で把握される対象の諸相を表にすると、次のようになる。 
（認識の深化の中でヘーゲルの判断論の判断の諸形式の妥当性と限界を捉える。） 

判断の種類 妥当性 捉えることのできない面 限界性 PYP 

 

定有の判

断 

肯定判断 現象の多様性と変化 （形・色・大きさ・

重さ・量とその変化・硬軟・温度・感触・

場所・位置・運動・規則性・要素と構造）

個別と、特殊や普遍との必然的な関係 

個別と普遍とを媒介する特殊の役割 

Form 

 否定判断 

無限判断 

 

反省の判

断 

単称判断 現象の多様性や変化の中で恒常的な本質

や相関関係や諸規定（抽象的普遍） 

個別と、特殊や普遍との必然的な関係 

個別と普遍とを媒介する特殊の役割 

Form  Function 

Connection 

（Commonality Element） 

特称判断 

全称判断 

 

必然性の

判断 

定言判断 実体（普遍） 実体が形態（特殊）となる理由 （Substance） 

仮言判断 ある特殊と他の特殊の必然的な関係 

因果関係 

ある特殊と他の特殊の共通性 

諸条件の必然性 

Causation Change 

Connection 

（Condition） 

選言判断 普遍と諸特殊の有機的関係 

諸特殊（要素）とその構造 

普遍と諸特殊との矛盾 

個別（普遍）の発展・主体 

Function Connection 

（Construction） 

概念の判

断 

実然判断 普遍とその定在（個別）の一致不一致 普遍の定在形態である特殊の媒介的役

割 

 Causation 

Perspective 蓋然判断 

確然判断 具体的普遍 普遍・特殊・個別の必然的関

係と矛盾 発展・主体 

２項関係であるため、三項の関係がは

っきり出てこない。 

 

Form Causation Change Per-

spective  

Responsibility 

（Development 

Subject） 

   命題（主―述）であるため、探求のプ

ロセスの媒介性が現れないので、独断

になる恐れがある。 

Form Reflection は各段階におい

て使われる。 

 
註１２「全称推理」に於ける、「非枚挙的全称命題」に

ついては、『ヘーゲル大論理学 概念論の研究』

の牧野広義氏の次の説を参考にした。 
「問題は大前提がおかれている全称命題の性格

にあります。もしこの命題がすべての事例につい

て調査してつくった完全枚挙的全称命題ならば、

確かに循環論法だという非難をまぬがれること

はできないでしょう。しかし、さきほどの人間の

死の不可避性については、これまでの人間はすべ

て死んだという事例の枚挙によらなくても、人間

をふくめて生殖によって子孫を残す動物にとっ

て死は不可欠であるというのは、生物学の研究成

果でもあります。この成果をうるには若干の動物

についての発生、成長、老衰、死の過程の綿密な

研究が必要ですが、これはたんなる事例の枚挙に

よる成果ではないのです。このような非枚挙的全

称命題は数多く存在します。・・・これらの命題

による演繹推理はなんら循環論法にはならない

のです。」（『ヘーゲル大論理学 概念論の研究』

ヘーゲル論理学研究会編 大月書店 1991 １

１７ページ） 
 

註１３「性格」Character を事物の認識にとって重要な

概念と位置付けたのは、哲学者の戸坂潤である。 
戸坂は、「性格」が「事物」の「代表」の概念

であり、同時に「方法」の概念であるとしている。

次のように述べる。 
「事物の性質 A が BC……を代表するとき、顕著

なるこの性質 A はその事物の性格となるのであ

る。代表は方法から要求された。代表者である処

の性格はそれ故方法的規定を有つ。」（戸坂潤『イ

デオロギーの論理学』1930 初出 勁草書房 戸

坂潤全集 第二巻 １０ページ） 
さらに、この内容を次のように詳しく述べてい
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る。 
「性格とは事物の支配的な性質であり優越な性

質である。その事物の他の一切の性質は、性格と

いう資格を持つ一つの性質によって支配せられ

優越せられ、かくて事物の表面的な形式的な公的

な交渉からは隠される。その代り事物の諸性質の

集団意志は性格を代表者として議会に送る。・・・」

（同 １０ページ） 
このように、事物の諸性質の中で、それを欠い

ては、そのものがそのものでなくなってしまうよ

うな性質、それがその事物の諸性質をまとめ上げ、

そのものとしているように性質を捉えるために、

「性格」Character という Concept を使用しようと

考える。 
戸坂は、「性格」をイデオロギー批判のために

用いたが、私は、その適応範囲を自然科学の領域

まで広げることを提案したい。 
ヘーゲルの論理学の研究者の見田石介氏は、同

様ことを、さらに論理的にして次のように述べて

いる。 
「・・・特殊を包括する一般的なものとは、一つ

の特殊的なもの、しかもそのうちの主要な包括的

な特殊にほかならぬこと、一般的なものに包括さ

れる特殊的なものは、たんに反照関係にあるので

はなく、平均的にあるのでないことがわかるので

ある。これこそ事態そのものの真相であり・・・」

（見田石介『資本論の方法』大月書店 見田石介

著作集 第４巻 １９３ページ） 
 

註１４ 私は、『ヘーゲルの論理学の判断論に於ける

「特殊」の役割』に於いて、インストルメンタリ

ズムについて次のように述べた。 
「デューイの考える『問題解決』の過程は、①

『不確定な状況に対する問題設定』、②『仮説形

成』、③『推論』、④『実験』、⑤『確定した状況

への解決』というプロセスをたどり、『保障つき

の言明』にいきつく。このかぎりでは、機械的な

決定論の限界を乗り越えたものである。しかし、

『解決』とは、『環境への適応』であり、思考活

動は『適応のための道具』と考えられているため、

認識が現象の背後に隠れている『実体』や『本質』

に及ぶ必要はないことになる。これが、デューイ

の認識論の、ひいてはプラグマティズムの認識論

の問題点である。 
私は、ヘーゲルの論理学の判断論を認識論的に

読みなおすための立脚点を、セルゲイ・レオニド

ヴィチ・ルビンシュテインの次のような考えに置

いている。『脳の活動には反射的性質がある故に、

脳の活動によって生み出された心理現象は、同時

に世界の反映である。心理活動の反射理論は、心

理現象なるものは、それ自身の起源からして、脳

の活動の産物であるという命題と、それらは客観

的実在の反映であるとする、もうひとつの命題と

の間の結合命題である。』(セルゲイ・レオニドヴ

ィチ・ルビンシュテイン 『心理学 上』内藤耕次

郎・木村 正一訳 青木書店 1961)  
私は、ジョン・デューイの考え方に従うと、『探

究』を含めた心理現象は、デューイ自身が認めて

いるように『経験』の外に出るものではないと考

える。また、彼自身、経験自体を唯一の実在と考

えているため、その源泉としての客観的実在を認

めないので、彼は、『探究』をふくめた心理現象

は脳の活動の産物に過ぎず、客観的実在の反映と

いう性質は持っていないと考えているようであ

る。 
もちろん、デューイの考え方は、それまでの単

純な反映論や決定論を越えたものではある。しか

し、『法則』『本質』『実体』『構造』等は単に脳活

動であるだけではなく、客観的実在の『中』にあ

るものである。そして、それを捉えるのが、『分

析』や『総合』などの主体の作用であり、それを 
『理論』にまで高めるのが、既存の知識体系であ

る。さらにまた、『問題』を『問題』として認識

するようになるのも、実践だけでなく、主体(人
間) の中に構造化されている知識体系であると

私は考える。」 （『ヘーゲルの論理学の判断論に

於ける「特殊」の役割』北村克郎 開智国際大学 

『紀要』 第１５号 2015 ７２ページ～７３ペ

ージ） 
 

註１５ これは、倉石 寛 灘高前教頭（現在立命館

大学教育開発推進機構教授）が２０１５年２月に

灘高２年生に実施した授業（立命館大学稲盛経営

哲学センター 教育実践研究誌 『RITA』vol.2 
『クラカンの灘高・日本史リベラルアーツ授業』）

に基づいている。 
 

註１６ このような「主体的」に知識について、立命

館大学 OIC 総合研究機構稲盛経営哲学研究セン

ターの金井文宏客員教授は次のように述べてい

る。 
「日本史や世界史の授業では、過去の出来事を

覚えることではなく、史実から学ぶことが重要で

す。リベラルアーツでは、当たり前とされている

歴史を疑い、歴史の可能性を探究すること、ある

いは現在から未来を構想する（世界～国家～地域

社会の在り方を考える）素材となる考え方を”耕

す”ことが求められています。」 
（立命館大学稲盛経営哲学センター 教育実践

研究誌『RITA』vol.2 ６ページ） 
私は、「現在から未来を構想する（世界～国家

～地域社会の在り方を考える）素材となる考え

方」こそ、構造を持ち発展する「主体的」な知識

であり、「性格的」な知識であるのではないかと

考える。 
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KAICHI INTERNATIONAL UNIVERSITY Bulletin No.16 

“Concepts-based thinking” and “The theory  
of inference” of Hegel 

 

―The inquiry how the conceptual thought of “Primary years 

programme” should be.― 

Katsurou Kitamura＊1 

Four educational programmes of the International Baccalaureate is based on active learning. 
“Primary years programme” of IB shows character of active learning most typically in four 
programmes. The most characteristic difference between “Primary years programme” and other 
active learning is the inquiry about “Central-idea”  of  “transdisciplinary theme” and 
“concepts-based learning”. I research a conceptual thinking and it's possibility. I think that it 
greatly contributes to developing the active learning. 
By the way, eight “concepts” that are used to learn of “Primary years programme” of IB are 

not apparent to which stage of the recognition deepening towards grasp of the essence of 
realistic existence. 
Therefore I think to clarify validity and the limit characteristics of each concept by depending 

on the theory of inference of Hegel. 
And I intend to consider what kind of conceptual thought toward “Central-idea” of 

“transdisciplinary theme” is possible, using each concepts of  “Primary years programme” of 
IB. In addition, it will be revealed what kind of requirements are necessary for each conceptual 
recognition. 

Synopsis  

……………………………………………………Key words …………………………………………………… 

The International Baccalaureate, The theory of inference of Hegel, Concept-based thinking  

＊1 Kaichi-Nozomi elementary school 
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1. はじめに 

 

1.1 ゼミの特質 

「ゼミ」とは「ゼミナール」の略称であり，概

念的に明確化されていないようである。「教養ゼ

ミ」「プロゼミ」「専門ゼミ」等、各大学でのカリ

キュラム上における名称や位置づけは異なるが，

本論は，いわゆる専門ゼミ，すなわち，指導教員

の専門性にある程度合致した学生個々の研究課

題に対して，教員の指導のもと研究を進める，と

いう授業を対象にしたものである。一般の授業が

学問領域の拡がりに重点があるのに対して，ゼミ

は特定の研究主題に対する深化に重点がある，と

換言できよう。大学によっては，「研究会」とい

う名称で呼ばれているところもあるし，卒業論文

を課しているところもある。 

ゼミは，大学教育の象徴的な存在として認識さ

れている。4年間の学習の集大成である，という

捉え方である。すなわち一般的な形態として，1・

2年次の基礎科目や専門科目の学習を前提に，3 

年次に学生が指導教員を選択し，その教員のもと

で特定分野に対する造詣を深め，最終的には卒業

論文として研究成果をまとめるといった流れで

ある。そのようなカリキュラム上の位置づけから，

例えば，卒業アルバムにおいて，特定の授業の受

講生集団の写真はないが，「○○ゼミ」としての

集合写真が掲載されていたりする。それだけ「ゼ

2016  

2016 年 9 月 26 日受理 

A certain consideration about a professional seminar of
the liberal arts in higher education: Points of agreement
between professional education and carrier education 
*1 Yoshiyuki  SHIBAHARA 
開智国際大学リベラルアーツ学部 

大学教育における文科系専門ゼミに関する一考察 

：専門教育とキャリア教育との接点 

柴原 宜幸＊1 

 

……………………………………………………… キーワード ……………………………………………………… 

大学教育，ゼミナール，教育方法，教育評価，キャリア教育 

 

本論で扱う研究は，専門ゼミが果たしている教育的効果に関する柴原(2010)の追調査を行ったもの

である。柴原(2010)では，卒業生は，ゼミでの学習内容については社会生活に活かされていないが，

「学習に対する自発性」「対人関係の円滑化」「忍耐力」などがゼミ活動をとおして身につき，人間関

係や思考の習慣化といった面で，現在でも役に立っていると認識していることが確認された。 

前回の調査以降，ゼミの学習内容や展開方法において，学習内容を重視するよう変更を加えた。し

かしながら，本研究においても，前回調査と同様，学習内容は社会生活には生かされていないという

結果となった。 

本論は，以上の研究結果を踏まえ，専門ゼミという学部教育の中では非常に専門性の高い学習を経

験したとしても，卒業後におけるその効果は，「人間力」や「社会人基礎力」といったところにみら

れていることを示した。その意味では，ゼミは「キャリア教育」としての意義を充分にはらんだ授業

科目であることが示唆された。 
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ミ」という授業での集団は，大学生活の中で，個

人が所属する集団としては，部やサークル活動集

団と同等の，あるいはそれ以上の位置づけにある，

と考えられる。 

 

1.2 筆者のゼミの捉え方 

筆者自身も，ゼミを特別な授業科目として認識

している。そしてゼミを，学生個々が真剣に専門

分野に取り組む場として捉え，その活動を通して，

学習した内容やその研究方法論が，卒業後の実生

活で活かせるようにとの思いから運営している。

もちろん，ゼミ内でのディスカッションの重要性

が説かれ，学習のプロセスで半教半学が奨励され

ているのではあるが，それは，あくまでも自身の

学習や卒業論文作成のための糧として活かすた

めの方法論の一端，という意味合いであり，上述

のような集団化を図ることは意識していない。 

 

1.3 筆者のゼミの運営 

現在は，基本的には 3・4 年生合同で実施して

いる 1)。3 年生に関しては，教員側が学生個々に

準備した教材に対して，その教材の記載事項の範

囲では説明できないことがないように調べ，レジ

ュメを作成し発表する。4年生に関しては，卒業

論文に関連した文献や卒業論文の進捗状況を，レ

ジュメを作成し報告する，という形である。比較

的一般的な展開方法であろうかと思われる(柴原，

2013; 伏木田ら，2014)。 

ただし，いくつか特徴的なことが挙げられる。

まず第 1に，授業時間の長さが挙げられる。正確

に測定していたわけではないが，休憩をはさみな

がら，1回平均 5・6時間は費やされている。それ

は，原則として毎週全員が発表すること，分から

ないところがなくなるまで，あるいは全員が納得

するまで議論を尽くすといった運営方針の結果

である。 

第 2に，3・4年生が合同で行うだけでなく，3・

4 年生間で毎週異なるペアリングを行い，3 年生

の課題発表に対して，事前に 4年生が指導をする

という形態を取っている点である。一方，3年生

は 4 年生の卒業論文のための研究計画に参加し，

さらに卒業論文の草稿に対し，朱入れを行う。こ

のような活動を通して，3年生は何をどのように

調べるべきか，どのようなレジュメを作成すべき

か，発表はどのように行うべきかを学ぶとともに，

どのように論文を書いていくのか，またどのよう

に書くと分かりづらいのか等を実践的に学ぶこ

とになる。一方の 4年生にとっては，3年生に指

導することによって，自身の再学習の機会でもあ

り，理解度の再点検ともなる。これは，徒弟制的

要素を不完全な形ながら採り入れたものであり，

Lave & Wenger(1991)が提起する「状況的学習」

といった場として機能し得ると考えられる。すな

わち，共同体としてゼミを捉え，4年生は共同体

の熟達者であり，3年生は「正統的周辺参加」者

として共同体に参加しつつ，熟達化していくこと

が期待されている。 

第 3に，ここ数年は，卒業論文の質を確保する

ため，卒業論文提出前の約 2 週間を「缶詰ゼミ」

と称して，月曜日から金曜日までの朝から晩まで

集中的に実施している。 

 

1.4 筆者のゼミに関する以前の調査結果 

 筆者はかつて，自身のゼミが卒業生にとってど

のような意味を有していたかを調べる目的で，卒

業生を対象に質問紙調査を行った(柴原，2010)。

それは，上述の通りかなりのハードワークを強い

たゼミ活動を通して，学生が何を学べているのか

を知りたいという単純な動機であった。 

調査は，卒業生のメーリングリストを通じて実

施された。そこでは，ゼミ選択の理由やゼミ活動

で学んだこと，そしてそれが現在どのように役立

っているか等が問われた。その結果，学生にとっ

てはゼミ活動が，専門ゼミとしての担当教員の意

図した学習には必ずしも繋がっていなかった(柴

原，2010・2013)。すなわち，ゼミでの学習内容

についてはほとんど記憶に残っておらず，さらに，

卒業後の生活においても，ほとんど活かされてい

ない，ということであった。 

一方で卒業生にとって，そのことがゼミに対す
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ゼミ運営の方法論 

実生活への応用 

心理学的な 
知識や考え方

ゼミ活動 ゼミ活動

心理学的な 
知識や考え方

ゼミ運営の方法論 

実生活への応用 社会人基礎力・人間力

[筆者の構想] [卒業生の認識] 

図１ 筆者のゼミ活動における意図と実際の学生の学習の模式図(柴原(2013)を改変) 

註) 実線の矢印は強いフローを，点線の矢印は弱いフローを表す 

る不満に結びついているわけではなく，「学習に

対する自発性」「対人関係の円滑化」「忍耐力」と

いった側面で，ゼミ活動の効果を卒業後に認識し

ていた。また，人間関係や思考の習慣化といった

面で，現在でも役に立っていると認識しているこ

とが確認された。それは例えば，経済産業省

(2006)による「社会人基礎力」，すなわち「前に

踏み出す力」「考え抜く力」「チームで働く力」で

あったり，内閣府(2003)による「人間力」の中の

「コミュニケーションスキル」「他者を尊重し切

磋琢磨しながらお互いを高めあう力」「意欲」「忍

耐力」といったものに相当する。 

このようなスキルは，21 世紀の社会において必

要とされる，汎用的能力だと考えられている。そ

の意味では，そのようなスキルの育成に寄与する

授業として，ゼミが有効に機能していたものと考

えられる。ゼミにおけるこのような効果は，筆者

としては副次的なものと捉えていたが，結果的に

は，隠れたカリキュラム(Jackson，1968)として

機能していたと考えられる(図 1)。 

 

1.5 ゼミが有する機能 

筆者の前回の調査結果では，ゼミが果たしてい

た機能は，「社会人基礎力」や「人間力」に関す

るところにあった。それは，教員を対象にした伏

木田ら(2013)の研究結果や，自身の授業を内省し

た毛利(2006)の考察を支持する結果であった。 

伏木田ら(2013)の教員を対象に行った調査結 

 

果によると，教員は，ゼミに対して「共同体」

としての機能を持たせ，専門的学習だけでなく，

主体性や探究心など，学習に対する姿勢といった

汎用的な能力の育成に重点を置いている。またそ

ういった授業構成が，学生の学習意欲を喚起し，

その結果，「問題解決力」「対人関係力」「市民性(社

会的との関わりへの積極性)」「母語運用力（情報

リテラシーやコミュニケーション力）」といった

側面で，学生自身の成長実感に寄与している(伏

木田ら，2014)。 

 毛利(2006)も，授業の特殊な一形態であるとと

もに，学生が所属する場としての「共同体」とし

てゼミを位置づけている。確かに他の授業科目に

はみられないような，「合宿」「飲み会」「昼食会」

「大学祭参加」といった，必ずしも授業の一環と

は限定できないような行事が課されているゼミ

も多く存在するし，3・4年生の自己紹介には，「○

○ゼミ所属」という表現が頻繁に用いられる。こ

のことは，教員側のみならず，学生の側において

も，ゼミを共同体として意識し，そこにアイデン

ティティを見出しているものと考えられる。 

 

1.6 ゼミを研究する意義 

筆者の場合，ゼミ活動を通じて専門性を実生活

に活かすことを目標にしてきた。しかしながら，

学生が得たものは担当教員の意図に反して「社会

人基礎力」や「人間力」の一端であり，専門性で

はなかった。その意味では，筆者の教育は失敗し 
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ている。では，どのような運営がなされれば，専

門性を身につけ，それを応用しながら実生活に活

かすことができるのであろうか。筆者が専門性の

修得に拘るのは，専門ゼミが 4年間の学習の集大

成であり，それを含めて学位が授与されていると

いう認識による。換言すれば，ディプロマポリシ

ーがどのように保証されているか，についての検

証の必要性を問うているからである。 

その一方で，「共同体」を意識して(専門性はも

ちろんのこと)運営されたゼミの場合，学生は何

を学び，その学びを卒業後の生活にどのように活

かせているのであろうか。そのことに対する検証

は，筆者が知る限りにおいて行われていない。先

の伏木田ら(2014)の研究も，在学生を対象にした

ものであり，「実社会の中で」という観点ではな

い。しかしながら，教育的な観点からすれば，「目

的」が存在し，そのための「内容」や「方法」が

吟味され実施された結果の「評価」は，やはり重

要な観点である。 

ところで廣瀬(2013)は，現代の学生の側は，ゼ

ミを通常の授業科目の１つとしてしか認識して

おらず，共同体意識も薄らいできているのではな

いか，という疑問を提起している。この提起を検

討するには，3つの観点が必要であろう。 

1 つ目は，そもそも学生はゼミをどのように捉

えているのであろうか，という観点である。それ

は，学生がゼミをどういった観点から選択してい

るのか，という視点からある程度は説明できよう。 

2 つ目には，ゼミが果たしている教育的効果が

どのようなものであるかである。大学進学率が

50％を超え(文部科学省，2015)，大学の大衆化が

ますます進み，「何かを学ぶ」というより「取り

敢えず大学進学」といった進学目的意識の曖昧な

学生が増加する(進研アド，2014)中で，学生をど

のように教育し，どのように社会に送り出すかと

いう課題は，大学にとっての責務の 1 つである。

その中で，研究志向が相対的に強い「ゼミ」とい

う科目が，実際のところ，どのような役割を担っ

ているのかを明らかにすることは有意義なこと

であると考えられる。 

3 つ目には，教員側のゼミに対する意識が学生

に与える影響はないのか，という観点である。昨

今の高等教育に関わる者に要求されている職務

は，肥大化する一方である。その中で，どれだけ

ゼミというものに教員側が傾注できているかど

うかが問われている。学生側のゼミに対する意識

の変化は，それを暗黙裡に受け取った学生の姿勢

ではないか，とも考えられる。この点については，

本論で直接扱うことはないが，今後検討されるべ

き課題ではある。しかしながら，依然としてゼミ

運営については，通常の授業よりも相対的に密室

性が強く，集団としての凝集化がみられ，恐らく

教育目標・内容・方法等に関して，完全にゼミの

担当教員に一任されている部分が多いものと思

われる。そのことについて毛利(2007)は，その独

自性に胡坐をかいた「手抜きのゼミ」や「低調な

ゼミ」の存在を指摘し，柔軟な FD の必要性を説

いている。 

つまり，相互作用の出発点は特定できないもの

の，「学生のゼミ選択の要因」「ゼミ活動の実態」

「ゼミで得られるもの」といった要因だけではな

く，「教員のゼミに対する姿勢」といった要因が

相乗的にはたらいた結果が，ゼミの機能に現れて

くるものと考えられる。 

 

2. 目的 

 

本論は，柴原(2010)の調査結果を，追調査によ

って再度検討することを目的としている。つまり

「ゼミ」とは何だったのかについての，卒業生の

観点からの機能的再考である。今回の調査は，前

回調査との比較においては，年代的違い(コホー

ト)の要因もさることながら，ゼミ生の人数がよ

り少数化している点，本研究対象者の年度より、

卒業論文の主要領域を，発達心理学や教育心理学

を中心とした領域から，研究テーマ自体が日常生

活に密接に関連している，社会心理学を中心とし

た領域へと移行した点 2)，3 年生と 4年生とを合

同で運営し，縦の有機的つながりを持たせること

により，学習内容の重層化を図った点，等が，ど
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のような影響を及ぼしたかについて検討するこ

表 1 前回調査(柴原，2010)と今回とのゼミの違い 

とが目的である(表 1)。 

それによって「ゼミ」という科目が，卒業生に

とって，前回調査の結果と同様に専門性の深化と

いうより，「社会人育成力」や「人間力」を育成

する場として認識されているのか，ゼミの内容や

運営方法によっては，その認識が異なってくるの

かを検討したい。 

 

3. 方法 

 

3.1 対象者 

2009 年度から 2014 年度に筆者のゼミに所属し，

卒業論文を仕上げ，卒業した 20 名(男性 11 名(う

ち留学生 1名)・女性 9名)が対象である(表 2)。

対象者のほとんどは，心理学の専門性を直接活か

せる職業に就いたわけではなかった。大抵の者は，

一般企業の社員や公務員となっている。1名は栄

養学系の専門学校に進学し，現在はその方面での

専門職に就いている。また１名は，高校教員にな

るべく，卒業後，他大学の通信課程で現在も学習

中である。 

 

3.2 調査方法 

調査の前段階として，前回調査(柴原，2010)の

問題点であったメーリングリストによる調査依

頼メールの不達の可能性を排除するため，6月下

旬に調査依頼を，個別のメールを通じて対象者に

配信し，送信確認を行った。結果，対象者 20 名

全員に何らかの形で依頼できたことが確認され

た。 

2015 年 7 月初旬に，返信のあった者について，

下記の調査票(Word にて作成)を添付したメール

を個人のメールアドレスに送信し，回答後，添付

ファイルにて返信してもらえるよう依頼した。返

信期限は７月末とした。なお，添付ファイルにて

Word ファイルを扱えない者に関しては，メール

本文上での返信で回答を得た 3)。結果 17 名(回収

率 85%)からの回答が得られた。 

 

3.3 調査票 

添付ファイル等にて回答という性質上，個人が

特定できてしまうため，フェイスシートは設けら

れていない 4)。質問項目は，１項目を除いて全て

自由記述回答であり，字数や記述内容の制限等は

設けられていない。本調査の質問項目は，前回調

査（柴原，2010）の内容分析を基に，若干の改定

を加えたものである。 

調査票の前文にて，この調査は，1) 筆者のゼ

ミの今後の運営をより良くしていくための情報

収集活動であること，2) そのためには忌憚のな

い意見が必要であること，3) そこから得られた

知見は，本学全体のゼミ運営にも貴重な資料とな

ること，4) この調査結果は，個人が特定できな

い形で研究発表の対象となること，等を記した。 

具体的な質問項目は，以下の通りである。 

1. なぜ柴原ゼミを選びましたか。第 2・3 希

望だった方は，なぜ第 1希望ではなかったの

ですか。 

2. ゼミは，あなたの期待に十分に応えてくれ

ましたか。: 5 件法(十分に応えてくれた：5

～全く応えてくれなかった)による回答 

3. 2.の回答に至った理由をお書き下さい。 

4. ゼミでの活動において，あなたが重視した

 柴原(2010) 本研究 

学問領域 発達心理学・教育心理学 社会心理学 

運営方法 学年別 3・4 年合同 

平均ゼミ生数 13.8 名 3.3 名 

   

表 2 ゼミ卒業生の人数の推移(括弧内は本調査への協力者数)     

  ‘09 年度 ‘10 年度 ‘11 年度 ‘12 年度 ‘13 年度 ‘14 年度  合  計  

 男 性    4(3) 1(1) 1(1) 2(2) 1(0) 2(1) 11(8) 

 女 性 2(2) 1(1) 0 1(1) 2(2) 3(3) 9(9) 

 合 計 6(5) 2(2) 1(1) 3(3) 3(2) 5(4) 20(17) 
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点や力を入れた点は何ですか。 

5. ゼミでの活動において，苦しんだ点は何で

すか。 

6. 卒業後，ゼミでの経験のどういった面がど

のように活かされていると思いますか。 

7. ゼミでの「学習内容」で，日々の生活で役

に立った(立っている)と思えるものはあり

ますか。あれば，どういう内容か教えて下さ

い。 

8. 全般的に，このゼミで得たものは何ですか。 

9. 卒業論文の題目を，今の記憶を頼りに記入

して下さい。 

10. ゼミの友人(同学年・異学年問わず)とは，

今でも親交はありますか。ある場合は，個人

名はともかくとして，どのような親交か，具

体的にお書き下さい。 

11. 他に何か書き足したいことがあれば，ご

自由にお書き下さい。 

 これらの設問は，学生のゼミに対する意識を知

り(設問 1.)，ゼミに対して満足できたかどうかを

知り（設問 2.・3.），さらに，在学中にゼミ活動

のどういった点に傾注し(設問 4.・5.)，卒業後の

生活において，ゼミ活動がどのような意義を有し

ていたか(設問 6.・7.・8.)を把握する目的で設定

された。さらに，副次的な情報ではあるが，ゼミ

に対する取り組みの度合いの 1 つの指標として，

卒業論文に対する記憶を(設問 9.)，また，ゼミ集

団の凝集性が卒業後も維持されるかどうか(設問

10.)も設問に加えた。 

前回調査に加えられた設問は，そもそも学生が，

ゼミ活動のどこに重点を置いて，どれくらい傾注

していたのかを抑えておくためのものと，学習内

容に特化したものである(表 3)。前回調査におけ

る回答では，学習内容にはほとんど触れられてい

なかった。それは，相対的に比重が低かったから

であり，あえて質問することによって抽出できる

のかどうかを調べるためである。 

筆者がもつゼミ運営に対する構想は，ゼミのス

タートの時点では十分に説明しているが，質問紙

票上は具体的に問うことはしていない(例えば，

3・4年生を合同に実施している意図や，社会心理

学を中心的なテーマとした意図など）。こちらが

用意した運営方法の意図が，どのように，またど

の程度活かされているかという認識も，重要な論

点であると考えられるからである。 

結果的には，この意図に関わる記述があったの 

は 1名だけであり，3年次と 4年次でのゼミの中

での役割の変容に言及していたが，それはゼミの

運営上のことであり，学習成果として意識化され

ていたとは判断できない。 

 

3.4 分析方法 

まず設問の 1.と 2.によって対象者を分類しよ

うと考えていた。しかし，1.での回答内容に関わ

表 3 柴原(2010)と本研究との比較 

  柴原(2010) 本研究 

研究目的 ゼミの教育効果を探る 柴原(2010)の検証 

対象者 ‘03～’08 卒業生 25 名 ‘09～’14 卒業生 17 名 

調査項目 なぜ柴原ゼミを選んだか 省略(3.3 調査票を参照) 

ゼミ活動を通して何を学んだか 

ゼミ活動に対する不満は 

現在ゼミはどのように役立っているか 

主な結果 
学問的にはあまり役立っていないが，人間関係

的側面や思考の仕方に関しては役立っている。

学問的にはあまり役立っていないが，他者にい

かに伝えるか，や課題に取り組む姿勢に関して

は役立っている。 
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らず，2.において，17 名中 16 名が「応えてくれ

た(選択肢の 4.と 5.)」に回答していた(4：5 名，

5:：11 名)。1名が 3.に回答していたが，その理

由として，「期待以上でも期待以下でもなかった」

という記述であり，回答者すべてが，当時のゼミ

活動には程度の差こそあれ，満足していたものと

判断した。よって，17 名のデータを第 1志望かど

うかに関わらず，分析することにした。 

分析方法としては，KJ 法(川喜多，1986)をも

とにした。まず，卒業生の質問項目 4.と 5.に対

する回答を，分節化し，次にその内容から単位化

し，さらにそれらの単位をカテゴライズした。ま

た質問項目 6.と 8.に関しては，4.と 5.のカテゴ

リーをもとに単位を分類した。その際，4.と 5.

は学生時代に対する質問であり，6.と 8.は卒業後

に対する質問であるから，カテゴリー名を一部変

更した。以上のプロセスの信頼性を保証するため

に，筆者が独自に作成したものと筆者のゼミ生が

別途作成したものとの照合を行ったが，大枠で一

致していた。両者のずれは，協議の上で調整した。

その上で，各設問間の推移を把握する目的で，各

カテゴリーのマッピング化を行い，この質的分析

結果を考察のための枠組みに採用した。 

 

4. 結果 

 

4.1 記述文字数 

設問 1.及び 3.～11.に対して，記述文字数の平

均値を算出した(表 4)。設問によるばらつきは見

られるものの，明確な外的基準があるわけではな

いが，概ね真摯な回答が得られていると判断でき

よう。 

 

4.2 ゼミ選択と満足度 

先述の通り，ゼミ選択に関しては，全ての者が第

１志望というわけではなかったが，そのことのゼ

ミに対する満足度への影響はないと判断できる。

2 名の第 2 志望の者の満足度評価(十分に応えて

くれたかどうか)は，いずれも「5」であった。17

名の 5件法での平均値は 4.6 であり，高い満足度

が得られていた。 

 

4.3 ゼミ選択理由 

ゼミの選択に際しては，主に「柴原の授業を受

けた経験(授業のやり方)から」「厳しいと聞いた

から」「ゼミでの指導法が自分に合っていると思

えたから」「扱う領域に興味があったから」とい

った理由が挙げられていた。柴原（2010）の結果

とほぼ同様であった。 

 

4.4 ゼミ活動で重視した点，及び苦しんだ点 

記述データを分節化・単位化し，カテゴライズ

した結果，「外化」「個人的成長」「ゼミ活動への

姿勢」の 3つのカテゴリーが見出された。学習内

容についての記述は見られなかった。「個人的成

長」はさらに 2つのサブカテゴリー「拡がり」と

「深化」に分類された(表 5・6）。各カテゴリーの

概念的定義としては，「外化」とは，自身の思考

を視覚情報や聴覚情報として他者に発すること

を意味する。「個人的成長」とは，あくまでも個

人としての内的な問題であり，比喩的には， 

Piajet(1964)の概念を借用すれば，「調節」による

新たなシェマの獲得を「拡がり」，「同化」によっ

てシェマが精錬されていくことを「深化」として

捉えている。「ゼミ活動への姿勢」とは，集団と

しての，あるいは個人としてのゼミでの活動に対

する態度を指している。このようなカテゴリーは

背反ではなく，多分に単位がカテゴリー間で重複 

表 4 設問ごとの記述文字数の平均値             

  設問１ 設問３ 設問４ 設問５ 設問６ 設問７ 設問８ 設問 10 設問 11 

全体 

(Ｎ＝17) 
93.2 91.6 83.3 73.3 72.8 40.1 59.4 36.8 88.5 
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する場合もあるが，対象者の視点がどこにある

か，脈を参考に分類した。 

「ゼミ活動で重視した点」では，「外化」が最

も多く，「ゼミで苦しんだ点」では，「活動への姿

勢」が多かった。 

 

4.5 ゼミでの経験が活かされている点，及びゼ

ミで得たもの 

 単位化されたものを，上記 4.4 に従って，カテ

ゴリーに分類した。但し，「ゼミ活動への姿勢」

については，記述対象が卒業後のことであるから

「社会人としての姿勢」と改めた（表 7・8）。 

「ゼミでの「学習内容」が活かされている点」 

についてであるが，17 名中 2名が無回答であり，

記述があっても 6名は「ない」であった。学習内

容としては，「同調行動」「ローポールテクニック」

「記憶における干渉」などが挙がっていたが，当

該学生の卒業論文のテーマとは異なるものであ

った。その他，記述はあったものの，「学習内容」

表 5 ゼミ活動において重視した点 

カテゴリー名 外化 
個人的成長 

活動への姿勢 
拡がり 深化 

単位 

・他者への伝達 

・他者の考え方を通

して自身の幅を広

げる 

・自信をつける ・ゼミについていく

・プレゼン能力の向上 
・他者に伝え切らな

 い 
・しっかり理解する 

・人並み以上の結果

を出す 

・レジュメ・図解の作成 
・言語化されない部

分を探る・掘る 

・分からないまま終わら

せない 

・基本の姿勢をブラ

さない 

・いかに論破するか 
・社会で活かせる力

の養成 
・やりたいだけやる 

 

・卒業論文・発表 
・研究方法と論文の

書き方 
・学会のレベルに近づく 

 

    ・概要を把握する   

表 6 ゼミ活動において苦しんだ点 

カテゴリー名 外化 
個人的成長 

活動への姿勢 
拡がり 深化 

単位 

・他者への伝達 
・自分とは異なる角度か

らの質問 

・力の入れようや拘りのバ

ランス 
・時間の長さ 

・説明が理解されないこと
・自分と地者の思考方法

の違い 
・論文の理解 ・課題に要する時間

・レポート提出 ・調べ方や学び方 ・理想と現実の自己のズレ ・課題の量 

・文章化すること 
 ・自分は完ぺきではないと

いう自覚 
・ゼミ中の雰囲気 

・卒業論文     ・人間関係 
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ではなく，主に「データの捉え方」という視点の 

ものであった。上記の分類上は，「外化」が最も

多かった。また「全般的に得た点」では，「個人

的成長・深化」が最も多かった。 

 

4.6 記述内容の推移傾向 

上記 4.4 及び 4.5 の結果を，対象者をもとに図

示したものが図 2である。これによると，記述者

数に基づくと，「重視した点：外化」⇒「苦しん

 

表 7 卒業後，ゼミでの経験が活かされている点 

カテゴリー名 外化 
個人的成長 社会人としての姿

勢 拡がり 深化 

単位 

・資料作成 ・物事の概要を掴む ・疑問を持つこと 
・他者と協働する際

の姿勢 

・文章や画想を使ったレ

ポート作成 

・データの読み取り

や信頼できるかの

判断 

・分からないまま放置し

ない 
・協調性 

・説明の仕方 
・根拠のある課題解

決 
・より善くする姿勢 ・組織内での動き方

・言葉や手法の工夫 ・情報の取捨選択 ・とことん調べる ・残業に対する免疫

  

・自分で考える 

・時間・仕事内容・

休みなどへの対

処方法 

    ・統計データの考察への

落とし込み 

  

表 8 全般的にこのゼミで得たもの 

カテゴリー名 外化 
個人的成長 社会人としての姿

勢 拡がり 深化 

単位 

・伝達能力・コミュニケ

ーション能力 
・論理的思考力 ・本物志向 

・長時間の拘束への

免疫 

・自分の意見や考えの説

明力 
・仮説を立てる力 ・学ぶことの楽しさ 

・他者との関係の持

ち方 

・人前で発表する自信 ・思考の流れ ・勉強する姿勢 
・チームワークと自

分の立ち位置 

・発言力 

・仮説を実証するた

めの方法論を考え

る力 

・根気強く取り組む姿勢 ・場の空気の読み方

    ・やれるという自信   
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[重視した点]⇒[苦しんだ点]⇒[経験の有用性]・[全般的に得た点] 

図２ 記述内容のカテゴリー間の推移(○付き数字は対象者の ID) 

だ点：活動への姿勢」⇒「経験の有用性：外化」・

「全般的に得た点：個人的成長・深化」という流

れを見て取ることができる。しかしながら，個人

的推移に着目した場合，一貫した傾向を見出すこ

とはできず，個人個人が異なるコミットの仕方を

し，卒業後の生活において異なる意義を感じてい

たものと考えられる。 

 

4.7 卒業論文への取り組み度 

本学においては，ゼミ活動の集大成として卒業

論文を捉え，卒業必修となっている。そのため，

卒業論文を仕上げるのみならず，特に人間心理学

科では，卒業論文発表会を経て，単位認定がなさ

れている。結果的には，自身の卒業論文について

は，テーマに関してかなりの程度正確に記憶でき

ている，と判断できよう（表 9）。 

 

4.8 「共同体」としての意識 

 本調査結果からは，ゼミに対する共同体意識を

読み取ることはできなかった。もちろんゼミ内で

の人間関係に腐心したり，ゼミの雰囲気に気を配

ったり，ということは記述としては挙がっていた。

しかしながら，それはいかなる集団においても生

ずることであり，特に共同体意識を反映するもの

ではなかった。 

 

5. 考察 

 

 前回の調査と本研究の結果，ゼミの対象領域や

運営方法，規模等の相違にもかかわらず，ゼミで 
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の学習内容が社会に出てから役に立っていると

いう認識にはつながらないことが示された。 

 

5.1 ゼミへの取り組み度 

廣瀬（2013）の指摘に，学生の，ゼミを単なる

1授業として捉える傾向への危惧があったが，本

ゼミにおいては，その傾向はなかった。それは，

基本的には欠席がなかったこと，何時に終わると

いう制限なくゼミが運営できていること，課題遂

行の不充分さはあるものの，取り組み自体に問題

があったわけではなかったこと，「缶詰ゼミ」を

全員がこなしたこと，といった現象面から伺い知

ることができる。 

しかしながら，前回調査ではゼミへの取り組み

度は，調査結果からは抽出し得なかった。本研究

では，「卒業論文の題目の記憶」を設問に加えた。

その結果，卒業論文のテーマを数年経過後も，か

なりの程度正確に記憶できていた(表 9)。 

また，前回調査では扱わなかった，「ゼミで重

視した点」の中には，「ゼミ課題」や「研究方法」

「卒業論文」といった研究関連のものも挙げられ

ている。同様に「ゼミで苦労した点」についても，

「論文の理解」「レポート」「卒業論文」が挙げら

れており，決してゼミの内容を軽視していたわけ

ではないと考えられる。 

以上のことから，高い意識でゼミの内容に取り

組んでいたことが推察され得る。 

 

5.2 ゼミで学んだことと社会との接点 

柴原(2013)においては，ゼミでの内容面での学

びが上手く機能しなかった要因の 1つとして，ゼ

ミで扱う学問領域の問題が挙げられた。そのため

に，詳述は避けるが，ゼミとして標榜する主たる

学問領域を，発達心理学や教育心理学から社会心

理学に移行した 5)。前述のとおり，社会心理学の

研究テーマは，日常生活に非常に密着したもので

あり，ゼミの内容が，卒業後にも十分に活かせる

と考えられた。 

さらに，研究活動や研究成果に接する機会を増

やすために，3・4年生の合同ゼミとした。 

しかしながら，本調査によって明らかになった

ことの１つは，ゼミで扱った学問的知見や卒業論

文や卒業論文発表としてまとめた成果は，卒業生

の意識の上では，日常生活にはあまり活かされて

はいない，ということである。 

図 2に示されたように，全体としては，ゼミで

は「外化」が重視され，いかに相手に伝わるよう

に発表するかというところに意識が向いていた。

そして「ゼミの経験の有用性」もやはり「外化」

がいちばん多く，その意味では，学生はゼミへの 

取り組みを通して，各自が有していた目標を達成

していたと考えられる。すなわち，ゼミの目的そ

のものが上手く伝わっていなかったことが考え

られる。確かに，このゼミ活動を通してどのよう

な学問的な力がつき，それがどのようにその後の

人生において活かされるのか，といったことより

も，どのようにゼミが運営されるのかといったこ

とに，筆者自身のゼミ説明の重点が置かれていた

ことは否めない。 

 一方で学生側の視点に立った場合，学習内容の

理解を前提に，それが今後の目指すキャリアや人

生にどのような意味があるのかということに対

して，うまく位置づけられていないものと考えら

れる。例えば，ゼミ選択の理由として学習内容を

挙げていた者は，約 3 分の 1 の 6 名に過ぎない。

それは，「何を学びに大学に来たのか」とか「こ

の先どのように生きていきたいのか」といった

「人生観」に関わる問題でもある。 

また，「全般的に得た点」では，「個人的成長の

深化」が最も多く，物事への取り組み方であった

り学びの姿勢であったり，厳しいとされるゼミを

やりきった自信，考え抜く力，前に踏み出す力と

いった「社会人基礎力」や，意欲，忍耐力，とい

った「人間力」に関わる領域であった。このよう

な結果は前回の調査と同様のものであり，ゼミの

学習内容や多少の方法論の違いの影響を受けて

いたわけではない。 

一方，教員の側が有するゼミの「共同体」意識

の醸成(伏木田ら，2013)に関してであるが，本研

究においては，共同体意識の醸成は抽出されなか
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表 9 本調査回答者の卒業論文のテーマ(上段)と記憶としての卒業論文のテーマ(下段) 

年度 卒 業 論 文 の テ ー マ 

2009 

音が対人魅力と心拍に与える影響:リズムに焦点をあてて 

音が人の印象に与える影響(リズムに焦点を当てて) 

目撃証言の信憑性について 

目撃証言の信憑性について 

児童期の養育環境と大学生の不安との関連:親しい年長者と兄弟の有無が不安特性の構造に及ぼす影響について 

兄弟の有無が不安に与える影響 

日本橋学館大学の学生における「甘え」と親子関係・友人関係 

親子関係と甘えについて 

友人・家族からのソーシャル・サポートと心理適応:ソーシャル・スキルと達成動機に着目して 

大学生とソーシャルサポートの関係 

2010 
援助行動の実験的研究:傍観者，緊急度および過剰適応が，援助の生起に及ぼす影響 

援助行動 -傍観者、緊急度、利他行動因子- 

2011 

大学生におけるタイプ A 行動パターンときょうだい構成:自尊感情との関連 

大学生におけるタイプ A 行動ときょうだい構成 

大学生における周辺視野情報の記銘に関する研究:記銘材料として映像を用いての検討 

人間の記憶傾向 

2012 

司会者の地位や発言が採点者に与える影響について 

司会者の発言が採点者に与える影響について 

先行経験が与える二度目の意思決定による失敗の後悔について 

選択肢を与えられた結果と与えられなかった結果での感情の起伏の変化について 

女性の顔に対する魅力認知の違い:化粧・笑顔 

相手の外見で人はどのような印象を持つか 

2013 

服装の好みと印象:性別と年代差に着目して 

服装が与える印象の違い 

プライバシーの重要度・必要度・確保度と向性の関連について 

外向性・内向性による空間機能指向性 

2014 

対人葛藤解決方略に依存度が与える影響 

対人葛藤状況における対人葛藤解決方略に依存度が及ぼす影響 

映像視聴における評価時間について 

映像視聴における心理的時間について 

ポスターの背景有り無しによるポジティブ・ネガティブメッセージの印象変化 

ネガティブ・ポジティブ画像、メッセージにおける広告の印象変化 

“男性らしさ””女性らしさ”の固定観念(ジェンダー・ステレオタイプ)とジェンダー偏見のつながり 

男性らしさ・女性らしさ(ジェンダーステレオタイプ)と性的偏見との関係性 
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った。仮に共同体意識を方法論上抽出できなかっ

ただけであったとしても，卒業後にもその共同体

そのものが継続しているとは言えず，ゼミとは関

係なく大学生活の中で培った友人関係を中心に

関係が継続しているようである。「○○ゼミ出身」

ということ自体の意識が薄れているというより，

SNS を通して，広く自由に手軽に友人関係を維持

することが可能となった社会的な影響があるの

も知れない。 

いずれにしても，遡及的データであることには

注意を要するが，学生がゼミの当初からゼミ経験

を経て，どのように社会の中でゼミでの経験を位

置づけているのか，大雑把にではあるが把握する

ことができたものと考えられる。 

ただ，個人に着目した場合，ゼミで重視した

点・ゼミ活動で苦しんだ点・卒業後のゼミの評価

といった時系列上では，一貫した傾向が認められ

るわけではなかった。このことは，将来的な自己

像を明確にした上で，ゼミの活動に明確な目標を

もち取り組んでいたというよりも，そのときどき

で個人としての課題に注力した結果，多くの者が，

「社会人基礎力」や「人間力」に関わるような，

「個人的な成長・深化」を実感するに至ったと解

釈できる。 

 

5.3 ゼミとキャリア教育との接点 

このような結果が，文系のゼミが有する特色で

あるとすれば，ゼミに対して別の観点からの評価

が必要となる。すなわちいかなる学習内容であっ

ても，ゼミの内容が直接的に社会生活に活かされ

ることはなく，むしろ，ゼミに対していかに取り

組んだか，その姿勢や方法論が，その後の社会生

活に大きな影響を及ぼしている可能性がある。も

ちろん現段階では「筆者のゼミ」という域を超え

ないのであるが，筆者のゼミは心理学関係のゼミ

であり，比較的，日常生活に深く関わる領域であ

る。それが文学部や法学部，経済学部，商学部と

いった学問領域の場合，そのような傾向は，なお

のことであろうと推察される。 

つまり，ゼミにおいて培われる力は，キャリア

教育につながるものと捉えることができよう。

「キャリア教育」は多義的な概念であるが，文部

科学省の定義によると，「一人一人の社会的・職

業的自立に向け，必要な基盤となる能力や態度を

育てることを通して，キャリア発達を促す教育

(中央教育審議会，2011, p. 16)」である。そし

て基礎的・汎用的能力(人間関係形成・社会形成

能力，自己理解・自己管理能力，課題対応能力，

キャリアプランニング能力)の育成を重視してい

る。 

そういった観点からゼミを考えれば，専門教育

でありながら，キャリア教育の一端に他ならない，

と捉えることもできる。つまり，結果論としての

「ゼミというキャリア教育」を行うにあたって，

何を題材にするかといったときに，担当教員の専

門性による，という流れである。 

ただし，特筆すべきは，前回調査で大きなウェ

イトを占めていた「人間関係」が，本研究ではさ

ほどクローズアップされていなかった点である。

このことは，本調査の対象となったゼミの人数が，

少なくなっていることに起因していると考えら

れる。つまり，ゼミという一定規模の集団がもつ

機能がキャリア教育につながりやすいとも考え

られる。 

では大学教育において，専門ゼミは必要ないの

かというと，そういう意味ではない。キャリア教

育としての効果は，あくまでも，専門ゼミという

活動に内包される「隠れたカリキュラム」の影響

によるものである。基本的にはゼミは，学生の興

味・関心に従って選択されており，それなりの意

識をもって取り組む場であろう。そのような内発

的動機づけ(純粋な意味ではそうとは言えない

が)に基づく学習のプロセスにおいて，初めて効

果をもつようなカリキュラムであるとも考えら

れる。 

しかし，教員があまりにもキャリア教育を意識

しすぎた場合，学生の興味・関心を疎外すること

にもなりかねず，やはり逆に効果が見られなくな

ることも考えられる。例えば，「共同体」として

の意識をあまりに強くもつと，もちろん単位の有
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無という絶大なる違いはあるが，活動に対する意

識自体は，サークル活動との違いが薄れてしまう

可能性がある。 

学生の質の変化とともに，ゼミのあり方も模索

していかなければならないであろう。 

 

6. 今後に向けて 

 

本論は，筆者のゼミにおけるデータのみを対象

に展開された。しかしながら，この種の研究報告

は，そのゼミの特徴（本論の論旨からは，内容で

はなく方法論）をストレートに反映したものであ

る可能性がある 6)。ゆえに，本来ならばさまざま

なゼミを研究対象として，データを収集し分析す

る必要があろう。ただ，密室性ゆえに難しい問題

がある。 

その一方で，ゼミ活動の多様性は認めながらも，

それがキャリア教育の一翼を担っているとすれ

ば，大学教育として，ディプロマポリシーにどの

ように繋がっているのかについては，吟味されな

ければならない。ゼミは，各教員の自由度が相対

的に高く，教員の個性が発揮されやすい場であり，

学生にとって非常に魅力的な科目ともなり得る。

しかしながら，あくまでもディプロマポリシーに

則った学生を輩出するための集大成の授業とし

て，ゼミを通して学生が何を学んでいるのか，そ

れが学生の将来とどのように繋がっているのか，

個人の発達に着目しながら，不断に吟味していく

必要があろう。 

加えて，「教員がどのような意識でゼミを運営

しているか」と「学生がゼミにおいて何を得てい

るか」の関係という観点からも，検証がなされて

いく必要があろう。 

 

注釈 

 

1) 2008 年度までは，ゼミ生の数がそれ相応に多かっ

たため，3・4年を独立に実施していた。それ以降は，

ゼミ生の数が減少してきたことに加え，ある程度の

集団化を図ることによるゼミ全体のレベルアップと

いう視点も加わり，3・4年生を合同で実施し始めた。 

2) 過去のゼミにおいて，発達心理学や教育心理学的

な研究といった場合，学生の興味・関心は，幼児期

から青年中期(高校生)を対象とするような課題設定

が多かった。しかしながら，「個人情報保護法案」の

成立により，研究協力者に該当する対象者を得るこ

とが困難になった。よって，研究協力依頼の段階で

協力の許可を得，その場でデータ収集できる大学生

を研究対象とするのが現実的であると判断した。 

  また，発達研究における遡及的なデータは，イン

フォーマルな形でのデータ収集では信頼性がかなり

薄いと判断し，社会心理学的研究へと，ゼミで扱う

研究テーマが移行していった。 

3) パソコンを所有していない等の理由から，添付フ

ァイルではなく，メールの本文上での回答となった

者が 3名いた。 

4) 個人情報保護の観点からは，対象者からの同意を

得た上でのメール送信と返信，本学の研究倫理委員

会での審査を経て，問題ないという判断をした。 

5) 当該学生が高校時代の恩師と繋がりがあり，指導

教員として筆者が研究協力依頼を出した場合におい

て，高等学校からの協力が得られたものもある。 

6) 本研究のことを知った他のゼミの卒業生や，現在

の筆者のゼミ生から，他のゼミで同様の調査をした

らどういう結果が得られるのか，非常に興味がある

し是非知りたいとのコメントがあった。このことは，

それだけゼミ生にとって「ゼミ」というアイデンテ

ィティが強いものであり，自身の学習活動を相対的

にモニターできる場として，機能しているのであろ

う。 
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A certain consideration about a professional seminar of the 
liberal arts in higher education : Points of agreement between 

professional education and carrier education 

Yoshiyuki SHIBAHARA＊1

KAICHI INTERNATIONAL UNIVERSITY Bulletin No.16 

＊1 Faculty of Liberal Arts Kaichi International University 

Summary  

    This research aimed to retest the result of Shibahara’s (2010) research. I used an 

open-ended questionnaire to assess the effect of a professional seminar on the graduates’ social life 

after graduation.  

Previous research indicated that graduates recognized that the seminar affected " initiative to 

learn," "facilitation of an interpersonal relationship," and "perseverance." In addition to these, the 

abilities of human relationship and the habit of logical thinking were useful for social life. However, 

the learning contents were not found in the descriptions. 

Following this, the seminar’s contents and method of management were revised to enhance the 

effect of the learning content’ on the social life. Despite these revisions, the results of this study and 

the previous study showed that there was no impact of learning content on social life.. 

These results conclude that even when a professional seminar engages in highly specialized 

learning in the department, the effects on the graduates are seen at the points, such as 

"competencies" and "basic skills needed for a social life." A professional seminar is considered as 

one of the subjects of a department, and assumes the role of a master of specialty. However, on the 

other hand, this subject is significant as a "carrier education." 

ut, in the other hand, this subject contains the significance as "carrier education".  

…………………………………………… Key words …………………………………………………… 

higher education, seminar, educational method, evaluation of education,  

carrier education 
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1.序論 

 

 近年，情報通信技術（ICT）革新やグローバル

化等の環境変化に伴い，従来の科学的知見を統合

化・総合化するとともに価値重視化を目指す新し

い研究が展開されている（e.g. 片方 2003，岡部

2009，符 2015a，符・符 2015）。企業の経営戦略

においても統合の流れに合致する方向での研究が

より重要性を増すと考えられる。そこで，筆者が

グローバルな視点とローカルな智を統合した経営

戦略の構造モデルを提案した（符 2016a）。この構

造モデルに関する考察が本稿の目的である。 

岡谷(2015)が指摘しているように，一見単純化

した「モデル(1)」も実は背景に深い理論をもって

いることも見逃してはならない。特に，現代社会

または情報社会で生じつつある様々な問題を的確

に認識しその解決を図ることに重点を置いた問題

発見・解決型の研究が強まってきている現在では， 

 
  

2016 年 9 月 26 日受理 
A Consideration on Structural Model for Management Strategy of
Society-Oriented Enterprise 
*1 FU Ru-De 
開智国際大学リベラルアーツ学部 

こうしてあるモデルを構築することは有効である

と思われる。 

これまでに，筆者が「インターネット・マネジ

メント」(2)という混合型システムに対して情報文

化学的な手法を適用することにより，そこに内在

している情報文化空間を考察してきた（符2015b）。

その際，混合型システムにおける情報と文化の周

辺，すなわち情報文化的外界が複雑であるため，

情報文化的手法に加えて社会文化的なアプローチ

を試みて考察した。つまり，情報文化と社会文化

との間に何らかのつながりがあるように見受けら

れることをふまえて混合型システムの構造の考察

を試みることにより，１つの構造モデル（三角形

モデル）が得られた（符 2015b:p.34 図 7）。一方

では，国際情報の研究領域とそのアプローチから，

「情報・文化・社会」を頂点とする三角形のモデ

ルが導かれている（符・符 2015:p.152 図 2）。 

これらの三角形モデルを複合的に考察し，中核

的な構成要素を抽出し，モデル間の相互関係を確

認する必要がある（符 2016b）。それができると，

別の相互関係や新たな課題を発見する手掛かりを

得ると考えられる。モデル構築の目的の１つはそ

社会志向型企業の経営戦略の構造モデルに関する一考察 

符 儒徳＊1 

 

本稿では，社会を中心に企業と顧客を主軸にして得られた社会志向型経営戦略の構造モデルに

関する考察を行う。そのために，既存の構造モデルと比較しながら，中核的な構成要素間の相互

関係を明らかにするとともに，異なるタイプの構造モデルにも相互関係があることを明らかにし

ている。同じ経営理念の下で異なる志向の経営戦略の構造モデルの構築が可能であるという結論

を求めている。また，メディア論的な視点から考察した構成要素の意味づけにも言及する。 
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こにあることが言を俟たないが，本稿ではモデル

間の相互関係を確認しながら社会志向型企業の経

営戦略の構造モデルに関する考察を行う。 

そのために，混合型システムの構造モデル（3）

と国際情報学における３つの側面（「情報・文化・

社会」を頂点とする三角形のモデル）を考える。

そうすると，それぞれの中核的な構成要素からな

る三角形モデルは同じ「文化－情報」を底辺にも

つという相互関係があることが考察される。すな

わち，これらの構造モデルは「文化－情報」を底

辺にもつ三角形モデルと対応している。この「文

化－情報」はもともと「理念系」にあたるもので

あることから，同じ経営理念の下でも異なる志向

の経営戦略の構造モデルを構築することができる

ことが考察される。また，メディア論的な視点か

ら構造モデルの構成要素の意味づけを試みたこと

をあわせて紹介する。ただし，以下の考察におい

ては「 」を省略している。 

 

2.混合型システムと構造モデル 

 

2.1 混合型システム 

基本的な考え方および主要概念などを理解する

助けとして拙文（符 2015b）より以下のことを引

用する。まず，図 1に示されたのが「インターネ

ット・マネジメント」という混合型システム(4)で

ある。インターネット・マネジメントであるゆえ

に，それを 1つの混合型システムとして捉えるこ

とができ，本稿では「インターネット・マネジメ

ントの混合型システム」あるいは単に「混合型シ

ステム」と呼ぶことにする。 

図 1の中間をみると，上段に情報，中段に商品・

サービス，下段に文化という具合に，「情報－商

品・サービス－文化」は，串刺しているようにみ

えるが，全て繋がっている。このことから，商品・

サービスは「情報文化」と「（インターネット・

マネジメントの）混合型システム」の接点である

と捉えることができる（符 2015b:p.32）。この混

合型システムに対して情報文化空間の枠組みを用

いた意義は複雑な企業活動であるマネジメントと

インターネットを有機的に統合した混合型システ

ムの構造を視覚的に把握できる点である。 

 

図 1．混合型システム 

（出典）符 2015b:p.31 図 5. 

 

2.2 情報文化と構造化 

つぎに，情報文化を「理念系，施設系，人間系」

（片方・今井 1999:pp.80-82）という 3つの系で

とらえることができるように，混合型システム（図

1）も 3つの系によって考察可能と考えられる（表

1）。 

 

表 1．3つの系 

情報文化 混合型システム 

施設系 商品・サービス 

人間系 企業・顧客 

理念系 情報・共有・文化 

（出典）符 2015b:p.30 表 1. 

 

表 2．混合型システムの情報文化的構造 

情報文

化 

第 1 軸 第 2 軸 第 3 軸 混 合 型 シ

ステム 

施設系 メディ

ア 

対話 同期 商品・サー

ビス 

人間系 音声 映像 文字 企業・顧客

理念系 伝承 連携 記号 情 報 ・ 共

有・文化 

（出典）符 2015b:p.31 表 2. 

 

マクロ的考察（表 1）についてさらに構造的な
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捉え方で考えればそのミクロ的考察ができる。片

方善治が提案している「情報文化の構造」（片方・

今井 1999:p.83）と対応させると，混合型システ

ム(図 1)の構造が得られる（表 2）。 

さらに「情報文化の構造における主要特性」（片

方・今井 1999:p.83）を考慮しながら混合型シス

テムの情報文化的構造を簡略化すると，表 3に示

すような混合型システムの進化構造が得られる。 

 

表 3．混合型システムの情報文化的進化構造 

情報文化 混合型システム 

施設系 
メディア 

商品・サービス 

人間系 
音声 映像 文字 

企業・顧客 

理念系 
伝承 連携 記号 

混合型システムの情報・共有・文化

（出典）符 2015b:p.31 表 4. 

 

図 2．インターネット・マネジメントという 

混合型システムの構造モデル 

（出典）符 2015b:p.34 図 7. 

 

2.3 混合型システムの理念系 

片方善治・今井賢（1999:p.82）が「情報文化

を構造化し，全体に目を配ると情報文化の概念を

明らかにする方向が見えてくる」と述べている。

しかし，表3に示した「混合型システムの理念系」

に関してはまだ不明瞭なところが残るのも事実で

あろう。そこで，情報文化と社会文化との間に何

らかのつながりがあるように見受けられることを

ふまえて，社会文化的なアプローチとして知られ

ている活動理論(5)を応用し，図 2に示すような混

合型システムの構造モデルを提案した。ただ，こ

の混合型システムの構造モデルは，位置づけを示

すものである。これは「混合型システムの情報文

化的進化構造」（表 3）を進化させて構造化したも

のであると捉えられる。 

 

3.国際学と情報学の融合と３つの側面：情

報・文化・社会 

 

3.1 研究領域とそのアプローチ 

インターネットとマネジメントという２つの異

質システムを統合して得られた混合型システムと

同様に，国際学と情報学の融合による国際情報学

を考案することが可能だろう(6)。国際情報の研究

領域とそのアプローチについては，例えば折笠和

文が７つ取りあげている（折笠2003: pp.47-48）。

これらは次のように要略できるものであろう。①

情報化と世界観の形成，②国際環境と情報インフ

ラ，③国際化と多国籍企業活動，④異文化コミュ

ニケーション（コミュニケーション＝情報と捉え

る），⑤比較文化と経営，⑥情報ネットワークと

国際社会，⑦国際政治・国際関係と国家安全保障。

さらに，①～⑦は，（1）情報（①～③），（2）文

化（④～⑤），（3）社会（⑥～⑦），というふうに

集約できよう。つまり，国際情報あるいは国際情

報学は（1）情報，（2）文化，（3）社会，といっ

た３つの側面からアプローチできることを示唆し

ている（図 3参照）。 

 

図 3．国際情報学における３つの側面 

（情報・文化・社会） 

（出典）符他 2015:p.152 図 2 等より筆者作成. 
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図3に示したように，文化は情報の所相として，

交流（コミュニケーション）は情報の能相として

相互に関わる。文化とは現象であり，その実体は

情報である。交流（コミュニケーション）は，現

象と実体，すなわち文化と情報の間を取り持って，

両者の関係を機能化させる行為である。文化が社

会構造を維持し再生産するような行動を不断に生

みだすように編成されているとき，両者の間には

図 3のような相互関係が成立し，社会構造の再生

産が保障されることになる。インターネットと媒

体（メディア）の関係性によって形成される「情

報社会」を「間メディア」とよぶ場合がある。メ

ディアについては後述する。 

(a)混合型システムの三角形モデル 

(b)国際情報学の三角形モデル 

図 4．各三角形モデルの中核的な構成要素 

（出典）筆者作成 

 

3.2 三角形モデルの中核的な要素 

ここで，図 2と図 3の「三角形モデル(7)」に注

目し，それぞれの構造モデルの中核的な構成要素

を抽出すると，図 4が得られる。図 4に注目すべ

き１つのポイントがある。それは，中核的な構成

要素からなる三角形モデルは同じ「文化－情報」

を底辺にもつという相互関係があること。つまり，

「文化－情報」の間に２つの回路があり，それぞ

れは「共有」と「交流（コミュニケーション）」

を中核として持続的な相互関係が説明される。ま

た，英語のコミュニケーション（communication）

という語は，語源的にはラテン語の「共有された」

「伝えられた」という意味を表わす「communicatio」

や「communicatus」からきている（符2015b:p.32）。

交流（コミュニケーション）という言葉は，具体

的・抽象的な「モノの移動・伝達」に関係する過

程と手段を通しての，複数の人間主体相互間にお

ける「モノの共有現象」を指しているものと理解

することができる。 

 

4.社会志向型企業の 

経営戦略の構造モデル 

 

4.1 システムとしての経営戦略の構造モデル 

技術的なことよりも情報やデータの利活用に対

する社会のコンセンサスが重要なポイントになっ

てきている。そして，社会を中心においた考え方

が最も時代の流れに沿ったものであろう。この方

向にそって捉えているのが図5である（符2016a）。 

図 5 に示された構造モデルは，社会を中心に，

企業と顧客を主軸におき，関連の要素とその属性

（情報，文化，メディア，再生産，価値観，差別

化，共同体，イノベーション）を有機的にかつバ

ランスよく組み合わせたもので，システムとして

は非常に対称性のよいものである。これは図 1の

構造モデルを応用したものと捉えられる。 

 

図 5．グローバル社会志向型企業の 

経営戦略の構造モデル 

 （出典）符 2016a:p.120 図 5. 
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4.2 情報と文化の交流・共有 

図 5からもわかるように，企業活動の本質は人

（含む顧客）のため，社会のために役立つこと，

いわゆる社会貢献である。そして，グローバル時

代の企業として求心力をつけていくために「コア

コンピタンス（他社に真似の出来ない自社の中核

的能力）」を共有することが必須であろう。それ

に，企業が依って立つべき基盤のコンセプトを多

様な価値観を持つ人たちにいかに伝播するか，そ

のための発信力が強めていくかなども，コミュニ

ケーションの重要な要素として考えられる。いう

までもなく，コミュニケーションあるいは交流は

単に一定のツールを用いたメッセージ伝達ではな

く情報や文化などと密接不可分な関係をもつ相互

作用である（図 4）。また，「情報」と「文化」の

いずれも3つのレベルでコミュニケーションが行

われる(符 2015ｂ:pp.32-33)。つまり，情報と文

化におけるコミュニケーションは共通性と類似性

があるように示唆されている。 

効果的なコミュニケーションは有意義なコラボ

レーションの前兆にすぎないが，コラボレーショ

ンこそがイノベーション創出につながる。それ故

に，イノベーション志向(8)の強い企業文化は，競

争優位として他社に容易に真似のできない強みと

なり得る（符 2015ａ:p.83）。このことは社会のた

め，人のためになることに気づき，実践に向けて

行動を起こし，会社全体を動かす原動力になる。

しかし，企業は求められている差別化した技術を

もって，顧客や市場のニーズを満たし，多様な価

値観をもつ顧客を満足させるには，技術の種類や

特質により情報の利活用の仕組みを考える必要が

あろう。こういったことや相互関係は構造モデル

（図 5）によって示唆される。以下ではもうすこ

し異なる観点から考察するとともに，モデルの相

互関係について考察する。 

 

5.異なるタイプの志向型経営戦略の 

相互関係 

 

5.1 システム・モデルと三角形モデルの対応 

既にわかったように，図１の構造モデルに対応

する三角形モデルは図 4(a)である。対して，本稿

で取り上げている経営戦略の構造モデル（図 5）

に対応する三角形モデルは図 4(b)である。これを

社会志向型と呼ぶことにしているが，今のことは

その所以である（社会という要素が三角形モデル

の頂点にある）。 

このように，システム・モデルと三角形モデル

との対応ができることは重要である。 

 

5.2 発想の違いで異なるタイプの戦略が可能 

図１に示されているユニークな構造モデルは，

マーケティングの中核であり根幹でもある市場志

向（主に製品・サービス）と顧客志向（顧客創造）

といった考え方に基づく経営戦略を同時に構築す

ることができると考える。例えば，企業の差別化

と顧客の価値にフォーカスして戦略を考える場合，

企業の差別化においては経営戦略とマーケティン

グ戦略がつながるため，差別化は両者の１つの接

点となる。ここでの差別化戦略とは，顧客により

良い価値を提供することであり，よりよく顧客の

ニーズを満たすことでもある。むろん，より優れ

た価値を提供する商品・サービスが選ばれるので，

「どのような価値を提供するのか」「価値を提供

することがどのようなことか」がポイントとなる。

この辺で，いわば顧客の価値といった観点からみ

れば，経営戦略とマーケティング戦略の垣根がな

くなり一体となる。このような相互関係は，経営

戦略とマーケティング戦略の間にあることが，「イ

ンターネット・マネジメントの機能的構造モデル」

（符 2015a:p.84 図 4）あるいは単に「インターネ

ット・マネジメント」と呼ぶシステム・モデル（図

1）に内含・内包されている。 

図 4でいえば，(a)と(b)の上の頂点，すなわち

構成要素（(a)：商品・サービス，(b)：社会）の

違いにより，異なる 2タイプの構造モデル（図 1

と図 5）を構築することができるといえよう。 

また，前述のように，図 4の(a)と(b)の三角形

の底辺（文化－情報）というのが，図 2の理念系

にあたり，それは企業の経営理念であると解釈で
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きる。つまり，同じ経営理念の下でも異なる志向

の経営戦略とその構造モデルが可能であることが

わかる。 

2 で記述したように，構造モデル(図１)から，

エンゲストロームの活動理論（9）により（構造化

して得られた構造モデルに）対応する三角形モデ

ルを提案した。これと，逆に三角形モデルから考

えられる構造モデルを構築することが違うが，ど

ちらも可能である。また，図 4 に示したように，

両者（図 4の(a)と(b)）の間に共通なモノは文化

と情報であるといえる。 

 

6.メディア論的な視点からの考察と 

意味づけ 

 

6.1 新しい文化産業 

石田英敬(2016)によれば，20 世紀の資本主義の

構成要素として，テイラー・システム，フォーデ

ィズム，文化産業，マーケティングの 4要素を取

り上げられる。そして，20 世紀のアメリカ資本主

義の発達を「欲望の経済（リビドー経済）」の側

から支えたのは，映画やレコードのアナログ・メ

ディア革命が可能にした意識の産業的な生産であ

った。それが「文化産業」(10)の問題である。これ

は形式が違っても本質的に情報の世紀と言われる

21 世紀においても同様であるように思われる。こ

のことが実は図 5にも反映されている。キーワー

ドは欲望と意識である。 

ここでいっている欲望は，共同体におけるコミ

ュニケーションによってもたらされるものである

（符 2015a:p.84 図 4 参照）。一方，意識は時間の

関数(11)で，市場を決定する力を持っているゆえに，

意識の市場はメタ市場で商品が実際に売買される

市場よりも上位に位置している。インターネット

になるとこの経済のロジックはさらに階段をあげ

ることになる(12)。また，意識が心の中の隠された

市場を構成する（石田 2016：p.111）。そして，人

間の意識内にかたちづくられる欲望が商品・行動

の選択を動機付ける。 

言い換えれば，21 世紀の新しい文化産業は，文

化（ルールや規則なども含む）に関する十分な理

解の下で共同体（コミュニティ）におけるコミュ

ニケーションによってもたらされる欲望を満たす，

意識の産業的な再生産である。これを可能にした

のがメディア革命，とりわけデジタル・メディア

革命である(13)。 

 

6.2 テクノロジーとコミュニケーションの関係 

マクルーハンは，まだテレビが新しいテクノロ

ジーだった時代に来るべきネット社会の到来を予

言していた（小林 2013)。マクルーハンは，「メデ

ィア」と「人間と身体の拡張」，そして「テクノ

ロジー（技術）」を同等に結びつけているのがユ

ニークなところである。これに関連して，松下が

「メディアはもともとテクノロジーであり，そし

てメディアは文化へと変容していく」と述べてい

る（加藤・松下 2007:p.118 図 1）。マクルーハン

はメディアを「テクノロジー（技術）」全般を指

す言葉として使っているといっても過言ではない。

「いかなる技術も徐々に完全に新しい人間環境を

生み出すものである」(14)という言葉も残されてい

る。コミュニケーション技術であるメディアが社

会の構造に与える変化，それこそがマクルーハン

の名言である「メディアはメッセージである」と

考えられる(15)。そして，新しいメディアによって，

新しい人間のつながりやコミュニケーションスタ

イル，情報伝達のスピードの変化などが生まれる。 

また，マクルーハンは「新しいテクノロジーが

古い社会に導入されると，その社会はそれ自身が

もっていた古いテクノロジーを理想化する傾向が

ある」と指摘している（McLuhan & Carpenter 1960: 

pp.132-134)。言い換えれば，古いテクノロジー

に慣れきった社会に，新しいテクノロジーが押し

寄せるとあらゆる種類の「不安」がわれわれを襲

うことになると考える(16)。現代が「不安の時代」

である原因は大部分，今日の仕事を昨日の道具－

昨日の概念－でこなそうとしているためである

（McLuhan & Fiore 1967）。技術と文化が大きく

移り変わる時代には数えきれない混乱と深い絶望

がつねに生じるものである。しかし「社会をいつ
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も形作ってきたのはコミュニケーションの内容に

もまして，コミュニケーションの手段としてのメ

ディアの性質であった」（McLuhan & Fiore 1967）。 

さらに，石田(2016：p.82)が意識(17)および意味

現象の要素を記号と定義したうえ，記号に関する

「三つのテーゼ」(18)と「伴立テーゼ」を提案して

いる。第１デーゼ：記号はテクノロジーの文字に

よって書かれている。伴立テーゼ：メディアはテ

クノロジーの文字の問題である。この伴立テーゼ

だが，メディアという「技術的無意識」の問題が

クローズアップされて，人々がメディアの問題が

わかりにくいと感じるのは，そこに文明の「無意

識」(19)の問題を前にすると，私たちは不安になる

（石田 2016：p.83）。ここでいう技術的無意識と

は，「機械のテクノロジーの文字と人間の認知と

のギャップ」である。また，「メディアの役割」

(20)とは，人間の知覚の閾値より下で文字を書くこ

とによって人間の意識を新たに生み出すことであ

る。これを技術的無意識と呼ぶ。そして，コミュ

ニケーションは技術的無意識によって成り立って

いる（石田 2016:p.75）。石田においては，人間文

明の基礎をなすのは「技術・記号・社会」という

三次元である（石田 2016:p.44）（21）。 

一方，記号と情報とが表裏の関係にある。人間

の記号活動を「記号過程」と呼ぶが，人間の記号

生活はつねにすでに，機械の「情報処理」との境

界で営まれるようになってきた（石田2016:p.129）。

こうしていくつかの観察の結果として，「記号過

程」と「情報処理」がセットになることがわかる。

例えば，人間は言葉を話しているが，スマートフ

ォンはそれを0と1の記号に書き換えて送信する。

そして，その 0と 1の記号が映像や音声などと結

び付く。我々がいつも使っているインターフェー

スのこちら側（記号学）では人間が話し，向こう

側（情報学）ではコンピュータが情報を処理して

いる。いまや，記号（学）と情報（学）は常にセ

ット(22)になっている（石田2016:図6-2を参照)。 

 マクルーハンにおいては，「メディアは玩具で

はなく，芸術形式である」（McLuhan & Carpenter 

1960:p.98)，「あらゆるメディアは人間のなんら

かの心的ないし身体的な能力の拡張である

（McLuhan & Fiore 1967）」。また，石田が「メデ

ィアは心の装置」（石田 2016:p.36）としたうえ，

前述のように「メディアの役割とは人間の知覚の

閾値より下で文字を書くことによって人間の意識

を新たに生み出すこと」と述べている。後者のこ

とをまた技術的無意識とも呼んでいる。つまり，

「意識は作られる」。このように，意識はメディ

アにより技術的無意識と結び付くことになると考

えられる。 

同時に，私たちの情報端末において，その「無

意識」の部分は「テクノロジー」を通して人々や

世界の「情報」の流れと結び付いている（石田2016: 

p.25）。一方，人間の「意識」は現在をベースに

して成り立っているが，情報端末からいろいろな

「情報」（記号とセットになっている）がどんど

ん私たちの「意識」に入力される。 

これらのことをうまく図5に取り入れて反映さ

せると図 6が得られる。図中の破線の円弧（4つ）

はそれである。意味づけとして関連の構成要素の

つながりを位置づけた。この図 6を改めて「社会

志向型企業の経営戦略の構造モデル」と呼ぶこと

にする。 

図 6．社会志向型企業の経営戦略の構造モデル 

（出典）筆者作成 

 

7.結論 

  

不可逆なグローバル化など環境変化に伴ってパ

ラタイムが確実にシフトしていくなかで提案され
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た経営戦略の構造モデル（図 5）に対して，比較

した 2つの構造モデル（図 2と図 3）の相違点と

関係性について考察してきた。そして，構造モデ

ルに相互関係のある三角形モデルがそれぞれ対応

していることが明らかになった（図 4）。これは，

同じ経営理念の下でも異なる志向の経営戦略と対

応する構造モデルの構築が可能であることを示唆

している。つまり，同じ経営理念の下で市場志向

や社会志向といった考え方に基づく経営戦略の構

造モデルが構築できると考えられる。特に，シス

テムとしての経営戦略の構造モデルと三角形モデ

ルが対応していることは重要である。ここで社会

志向の経営戦略の構造モデルを「社会志向型企業

の経営戦略の構造モデル」と呼びたい（図 6）。 

メディア論的な視点からの考察では，情報と記

号，意識と無意識などの関係が明らかになった。

そして，無意識の部分はテクノロジーを通して人々

や世界の情報の流れと結び付いていることと，情

報端末からいろいろな情報がどんどん人々の意識

に入力されることが考察できた。これらのことを

構造モデルに反映させることを試みて考察した（図

6，破線の円弧）。これらは外から中（社会）へ流

れているように示唆されている。ただ，このモデ

ル（図 6）は一つの試論に過ぎず，一層の精緻化

が欠かせない。また，本稿の理論的な枠組みの妥

当性や有用性を確認していく一層の研究も求めら

れよう。これらのことも含めてさらなる考察と検

証を重ねていくが，この論文はその一端を示した

考察であることを諒解して頂きたい。 

最後に，匿名レフェリーの方々から有益なコメ

ントを頂いたことに感謝したい。 

 

 注 

 
（1）モデルとは，考察の対象間になんらかの相似，類

比，同型などの関係が見いだされる簡単な具体的

な図形を設定し，これを解析することを通じ，直

接把握し難い現象の解明に資することである。 

（2）インターネットマネジメントという表現は「イン

ターネットという通信手段を管理する」という意

味に使われるのが一般的であるが，ここではイン

ターネットとマネジメントの間にクロポチを入れ

て「インターネット・マネジメント」とし，「イ

ンターネットを活用する企業経営＝business 

management」，要するに Advantage of using 

internet for business management という意味に

用いている。 

（3）システムとモデルの相違については例えば，加護

野・井上(2004:p.48)を参照。 

（4） 図の左側は「インターネット」で「データベー

ス」と「コミュニケーション」がその基本機能で

ある。対して，その右側は「マネジメント」で「マ

ーケティング」と「イノベーション」がその基本

機能である。これらの中心に「商品・サービス」

があり，これに直接関わるのが「企業」と「顧客」

である。その「良さ（価値）」が多種な情報から

わかり，その「つながり（CRM）」が多様な文化に

より維持可能と考えられる（符 2015b:p.31）。 

（5）活動理論は，一般に第 1世代，第 2世代，第 3世

代と分けられている（Engeström1987:pp.79-80）。

第 2世代は，主体が個人から集合的になると，集

団内の対話（コミュニケーション）をもたらす共

同体（コミュニティ）の機能が他の道具とは異な

る役割を果たすことに注目し，共同体を他の道具

と区別する。また，人間活動は常に分業とルール

によって支配される共同体の内部で生じるのであ

る（Engeström1987:p.168）。エンゲストロームは，

「行為」と「活動」を区別し，前者は個人によっ

てなされ，後者は集団によってなされる人間の行

動であると定義した。活動理論とは，「人間の協

働的・社会的な実践活動のシステムを分析対象に

して，その新たなデザインを実践現場で生み出そ

うというもの」である。この分析単位となってい

るのが「活動システム」である。活動システムの

基本となるのは，「主体」と「対象」と「共同体」

の互いの関係である。この基本関係を軸にして全

部で6つの構成要因によって成り立っている。尚，

エンゲストロームの本の英語版は次のURLにアク

セスすれば Web 上で読むことができる。

http://lchc.ucsd.edu/mca/Paper/Engestrom/exp
anding/toc.htm。 

（6）国際学と情報学の融合により，情報学と国際学の

どちらか他方への接近が可能であるゆえに，ある

程度国際学の複雑さが回避できるだろう。なぜな

らば，情報学の立場から国際学へ接近していく方

が，その反対の場合よりも取組は容易であろうか

ら，そういう意味で国際学それ自体の複雑性を回

避しえることになる（符・符 2015:p.151）。そう

いったメリットがある。 

（7）三角形モデルと四領域モデルについて私見を述べ

ると次の通り。１つのサイクルまたは１つの対象

を考える場合は，四領域モデルを取り上げるのが

一般的であろう。例えば，①経営学で「知識創造

理論」として知られている野中の「SECI モデル」

（遠山ほか 2015:p.255，加藤・松下 2007:p.59），

②用語学で知られているヴュスターの「四領域用

語モデル」（岡谷 2005），③「メディアの四法則」

（注(19)参照）など。PDCA（Plan-Do-Check-Act）

サイクルもそうである。対して，いくつかの要因・

要素の相互関係を考える場合は，その基本的また

は中核的な要因・要素を３つ選び，三角形モデル

を取り上げるのが一般的ではないかと思われる。

例えば，①現代マーケティングの父とも呼ばれる



符儒徳：社会志向型企業の経営戦略の構造モデルに関する一考察 187

コトラーのサービス産業における「企業・顧客・

従業員」三角形モデル（宮崎 2007:p.139），②パ

ットナムのソーシャルキャピタル－信頼・規範・

ネットワーク（稲葉 2014 を参照），③人間の活動

システムの構造（Engeström1987:p.79,符 2015b: 

p.34）など。 

（8）日本人に「４つの特長」（知的好奇心，識字率，

外国文化受け入れへの柔軟史性，模倣能力）があ

り，それは明治以降現代に至るまで日本人のメデ

ィア受容について一貫して妥当する特性であり，

結果的に現在，日本では世界でも最先端の情報環

境を作り出された。と同時に，いつまでも海外の

イノベーターの追随者の地位に甘んじ，技術面で

トップに立っても，そこから先の方向性を見失っ

てしまう日本人の原型を形づくった（橋元2011:p. 

6)。 

（9）活動理論については，注(5)を参照。 

（10）文化産業とは，映画やレコードやラジオやテレ

ビなどを意識産業としてとらえた概念である。そ

して，新しい文化産業はインターネットなどを含

めたものとする。文化産業論については，松本（2016）

の第 2章の「2 スティグレールの文化産業論とク

レーリーによる批判」を参照。 

（11）意識が時間の関数であるとは時間に比例して意

識が成立するという意味である。「意識の流れと

時間対象」については，松本（2016）の第 2章を

参照。 

（12）インターネットの時代において，情報が氾濫す

れば，情報の価値を生み出している何かが希少に

なる。その希少資源とは，情報の受け手の注意力，

意識，時間である。人間は一日二四時間しか持つ

ことができないが，メディアはその時間にたいし

て働きかけると当然ながら注意力の奪い合いにな

る。特に，デジタル・メディアのコミュニケーシ

ョンが大きく発達したことにより，人間の注意力

をめぐる競争が爆発的に激化している。かの有名

なノーベル賞受賞者であるハーバート・サイモン

は「情報技術の発展につれて価値があるのは情報

ではなく集中力」と言っている。このような観点

から生まれたのが「注意力経済」である。そして，

最初に「注意力経済」という言葉を使ったのは心

理学者 Thorngate（1990）のようである。 

(13）メディア革命については，例えば，石田（2016）

の第 4章に詳しい。ほか，吉見(2004)の第 5話を

参照。 

(14) 1969 年に行われたプレイボーイ誌のインタビュ

ーにおいて，マクルーハンはこんなことを言って

いる。「古い価値観を更新する準備を怠れば怠る

ほど，新しい技術環境によってより大きな苦痛が

もたらされるでしょう。」 

(15) マクルーハンの「メディアはメッセージである」

というセンセーショナルな一言は，ベンヤミン以

来のメディア概念の水脈を要約したものである（吉

見 2004:p.7）。しかし，「現在では私たちの身の周

りのメディアで語られていることは，メッセージ

というよりもテクストであるとする考え方が優勢

である。テクストのなかにはもちろんメッセージ

という側面も含まれるが，それだけではない。テ

クストとは他者に開かれた複合体の記号である。」

（吉見 2004:p.9） 

(16) 新しいメディアによって，「コミュニケーション

の手段は増え，副次的な指導体制の仕事は機械化

され，指令を無批判に受ける人間が現れる」。こ

れはマクルーハンが引用した，ナチス・ドイツの

ニュルンベルク裁判の証言である。ここでの「新

しいメディア」とはナチスのラジオ演説のことを

指しているが，昔も今もそれがもたらす「不安」

は変わらない。結局「メディアの諸形式を知らな

いと，われわれはそれに操られてしまう」のであ

る。 

(17) 意識とは本質的に「自己」意識であり，この自己

意識のことを特異性という（ベルナール・スティ

グレール：「欲望，文化産業，個人」

http://www.diplo.jp/articles04/0406-6.html）。 

(18）すなわち，第 1テーゼ：記号はテクノロジーの文

字によって書かれている；第２テーゼ：記号とは

意味や意識を生み出す要素である；第 3 テーゼ：

私たち人間はテクノロジーの文字を読むことがで

きない。 

(19) 無意識といえば精神分析学の特権的な研究分野

であった。意識と無意識については，メディアに

関する理論（McLuhan1964）で知られるかのマク

ルーハンは，新しいメディアによる世界再編成の

なかで，「（前略）無意識は公認の文化と意識化に

先立っていた」と指摘している（McLuhan & 

Carpenter 1960: p.96）。マクルーハンはまたメ

ディア，ひいては人間の作ったあらゆる人工物が

人々の意識や文化に常に4つの影響を及ぼすとい

う＜法則＞を仮定し，それをテトラッド（tetrad）

と呼び，ユニークな分析を行っている（McLuhan & 

McLuhan 1988）。メディアの 4法則とは次の４つ

である。①拡張：ある意識を拡張させる，②衰退：

ある意識や物を廃れさせる，③回復：かつて失っ

てしまったあるものを回復させる，④反転：その

メディアの特徴が極限まで推し進められると急に

その性格を反転させてしまう。「テトラッド」と

名付けられた理論は「科学的な」メディア理論を

目指したマクルーハンが生み出したアートとサイ

エンスが奇妙に融合した理論である（小林 2013: 

p.191）。この『メディアの法則』は，マクルーハ

ンの死後，息子のエリック・マクルーハンの手に

よって出版されたものである。 

(20) メディアに対する考察は日々その重要性を増して

いる。1980 年代のニューメディア，1990 年代の

マルチメディア，そして近年のソーシャルメディ

アと続いている。私達の社会は常に新しいメディ

アに直面してきた。そして，あらゆるものがメデ

ィア化されるとともに，メディアはデジタル化さ

れる。メディアと社会の様々な接点や，メディア

の役割などについては，津田（2016）を参照。 

(21) つまり，次の３つの活動の次元である。①道具の

使用という技術の活動，②ことばやイメージによ

る記号の活動，③コミュニケーションを交わす社

会の活動。 

(22）記号（学）と情報（学）は常にセットになってい

るので，記号論を情報記号論として作り直す必要

があると，石田英敬が主張し，その著書『大人の

ためのメディア論講義』の第 4章で詳しく述べら

れている。ただ，一口に記号論やメディア論とい

ってもいろいろな論者が居て様々な議論があるこ
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とに留意する。メディアという対象に対してきわ

めて多様な視点からアプローチがなされ，さらに

かつての研究に批判が加えられつつ新たな視点が

展開されていくことがある。メディア論は現在も

形成されつつある領域であるといえる。 
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はじめに 

 

 この報告・資料は柏市立酒井根東小学校及び同

校音楽科教諭 戸塚千穂氏の協力により第３学

年８２名（男４３名、女３９名）、第４学年９１

名（男４０名、女５１名）、第５学年８７名（男

３８名、女４９名）、第６学年１１１名（男６０

名、女５１名）がそれぞれクラス単位でアクティ

ブラーニング型授業、講義反復練習型授業を行っ

た結果をまとめたものである。 

２０１２年の文部科学省答申資料用語集に次

のようにある。アクティブラーニング型授業は

「子どもたちが能動的学習をすることによって、

認知的、倫理的、社会的能力、教養、知識、経験

を含めた汎用的能力の育成を図るものである。発

見学習、問題解決学習、体験学習、調査学習等が

含まれ、子どもたちが発表したり、質問したり、

グループで話し合ったりして能動的に授業に参

加して、学習することである。」 

講義反復練習型授業は教師の講義、説明を聞い

て反復練習を行い、受動的に学習することである。 

２０１６年３月から同年９月までに実施した

授業について、授業終了後、子どもたちの授業に

対するアンケートによる教師への評価や習熟度

を比較し、その比較から子どもたちが も興味関

心を持ち、より感性を高めることのできる教育方

法を考察した。 

主に歌唱教材による授業を実施。授業方法（教

育方法）の違いによって歌詞や旋律の暗記にどの

ような影響を及ぼすかの調査を行った。 

また、計算問題（百ます計算）を行う前に音楽

を聴くことによって、計算速度がどのように変化

するのかを調査した。 

さらに、音高やハーモニーの判別、読譜練習の

結果についてもアクティブラーニング型授業と

講義反復練習型授業の比較を行った。 

本報告・資料は通常の学習指導案ではなく、授

業での教師の子どもたちへの問いかけ及び子ど

もたちの反応を記録、考察したものである。 
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2016 年 9 月 23 日受理 
A study on the Active Learning in the Music Education in
Elementary School. 
*1 Shuichi ISHIDA 

開智国際大学リベラルアーツ学部 
*2 Chiho TOTSUKA 

柏市立酒井根東小学校 

初等教育教育法（音楽）におけるアクティブラーニングについての考察

～講義反復練習型授業との学習効果の比較を通して～ 

石田 修一＊1  戸塚 千穂＊2 

小学校の歌唱教材、器楽教材をより短時間で効率的に学習するための教育方法について考察。小

学校の音楽授業時数が削減されている中、短時間で効率的に学習することができれば子どもたちの

感性をより高めることができる。そのためには、講義反復練習型授業とアクティブラーニング型授

業を比較、歌詞の暗唱や旋律の記憶、歌唱、ハーモニーの判定等をより短時間に行うことのできる

授業をデザインすることが必要である。両方の授業で子どもたちの感性をより高めることのできた

教育方法を組み合わせ、子どもたちが音楽に興味関心を持てる授業開発を目的とする。 

……………………………………………………… キーワード ……………………………………………………… 

初等教育教育法（音楽） アクティブラーニング 講義 反復練習 
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１.授業の導入 

授業開始のあいさつで C-G-C コードをピアノで

演奏、子どもたちは起立、礼をピアノにあわせて

行っている。この時、ちょっとした工夫で子ども

たちの和音に対する感性を高めることができる。 

  

３年生Ａ組の授業（４月より初めて教える学年）４月２８日（木） 

教師ピアノ 

 

３年Ａ組 

 

 

 

教師 

 

 

 

 

 

子ども 

 

教師 

 

子ども 

 

教師 

 

 

 

子ども 

 

教師 

 

 

子ども 

 

 

 

教師 

 

Ｃコードのピアノをひく 

 

一斉に立つ 

Ｇコードでお辞儀「おねがいします。」 

Ｃコード で姿勢を戻す   座る。 

 

「みんな、この音（Ｃコード）をよく覚えたね。 

この音で立つんだよね。 

では、実験。今度はピアノで全然違う和音を弾くかもしれません。 

ピアノで（Ｃコードをひく）この音が聞こえたときだけ立ちましょう。」 

ピアノ♪ジャーン♪（めちゃくちゃな音で） 

誰も立たない。 

「あははは ぜんぜんちがうし～」 

 

「だまされなかったかあ。次っ」 

ピアノ♪ジャーン♪ （Ｃマイナーの和音） 

「わあっ 今度は暗い～っ」「暗いよ～あははは」 

 

「暗い音まで分かってしまったかあ よ～し、これはどうだっ！」 

 根音は全てＣにして右手の和音を次々変えて弾く。Ｆコード  Ｃ７ 

 そして・・いよいよ本当のコードＣを弾く。 

  

半分以上の子どもが立つ。慌てて他も立つ。 

 

「わあ、わかっちゃったかあ。では、授業を始めます。」 

「初めに教科書 ドレミで歌おう を歌いましょう。歌う姿勢！」 

 

♪ドレミで歌おう 前奏♪ 

「♪みんなでうたおう たのしくうたおう 

       ドシラソファミレ ミファソファミレド♪」 

 

「みんな、この間の授業で教えたように しっかりとした姿勢で口を開けて歌 

えました。では今度は全部階名で歌いましょう。」 
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子ども 

 

 

教師 

 

 

 

 

教師 

 

 

子ども 

 

 

教師 

 

子ども 

 

教師 

 

 

 

 

 

 

 

教師 

 

 

 

子ども 

子どもＡ 

      Ｂ 

      Ｃ 

      Ｄ 

 

教師 

 

 

「♪ドレミファソラソ ドレミファソラソ 

ドシラソファミレ ミファソファミレド♪」 

 

「はい、よく歌えました。さあ、次はドレミファソを当てる時間だよ。またまたタ

イムを計ります。この前は１分２１秒だったね。今日はまた速くなるかなあ。では

練習。」 

棒で黒板のランダムに書かれたドからソを指し、全員で階名をいう。 

 

「では、本番いきます。用意・・・スタート！」 

一人ずつ出席番号順に 

 

「ド！」「ミ」「えっと・・ソ」「レ！！」・・・・・・ 

３０人が答える。特別支援の子どもはあらかじめドかミをあてさせると告げてある。

 

「はいっ ただいまの結果は・・・・・。５０秒！！」 

 

「わ～～～！！すごいっ」 

 

「みんな、初めの頃はね、２分かかったんだよ。すごいね。」 

 

「さあ、次に鍵盤ハーモニカをだしましょう。出した人から、この間、教えた指番

号を正確にひきます。どうぞ」 

（前時は、合格した人が先生となって、友達に教える時間でした） 

 

巡回する。前時でできなかった人に教える。３０人中２５人が弾ける。５人はまだ

運指が適当である。 

「はい  そこまで」 

「この曲は、ドレミで歌おう という題名ですが、この曲名を変えます。 

新しい曲名を発表します！！・・・おいしいソフトクリーム！！」 

 

「わ～～！！」 

「じゃあ なめらかに吹かないとじゃん。」 

「つめたいんだよ」 

「あまいんだよう」 

「先っぽが しゅんってなっているんだよ。」 

 

「そうだね。では先生もいつもの伴奏ではなくって、ソフトクリームっぽく弾きま

すね。みんな、どんな弾き方でもいいよ。」 

ピアノ前奏 少し高めの音でなめらかに、優しくゆったりと弾く。 
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子ども 

 

教師 

 

子どもＥ 

      Ｆ 

      Ｇ 

 

教師 

 

 

子どもたち 

 

教師 

 

 

子どもたち 

 

 

 

 

教師 

 

子ども 

 

教師 

 

子どもＨ 

 

 

 

 

聴いていた子ど

もＩとＪ 

 

教師 

 

 

 

一斉に演奏する。いつもと違った優しい音が目立つ。 

 

「すご～い！！ソフトクリームにきこえた～！！どうやって吹いたの？」 

 

「あのね、優しい息で吹いた。」 

「わたしも～！！」 

「なめ～らか～に吹いた。」 

 

「なんだ、みんな天才ですな。じゃあ、むずかしくしてしまおう。 

今度は題名を動物にしちゃいます。何にしようかなあ。」 

 

「ぞう！！さる！！らいおん！！わあ ぎゃあ ねずみっ！！」 

 

「はいはい。じゃあね、一番初めにいってくれた人の象にしよう。 

では、象になりきってふいてね。何をやってもいいです。練習タ～イム！！」 

 

大きな音で練習が始まる。低い音で弾く子どももいる。ドレミファソラソから始ま

るのだが、鍵盤ハーモニカの左端が「ファ」ということから、ファソラシドレド 

と吹く子どもも３人。 

ゆっくり吹くこどももいる。 

 

「はい そこまで。では、一人で吹いてみたい人！」 

 

少し躊躇するが６人手を挙げる。 

 

「では、Ｈさん 吹いてください。」 

 

 大きな音で 少しゆっくり吹く。 

 

・・・ドレミファソラソ ドレミファソラソ   の前半部分のみ、発表させる。（指

が不安で発表できない子をなくすため 時間短縮のため）・・ 

 

「あ！！大きくふいていたから象にきこえた！！」「あとさあ、ゆっくりだったよ。」

 

 

「よくきいていました。すご～い！ では、みんなで象になりきって吹きましょう。

色々な象がいると思うので、お友達や伴奏に合わせなくてもいいですよ。それでは

吹きましょう。」 
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教師 

 

 

 

 

子どもたち 

 

 

 

教師 

 

 

 

 

こどもＬ 

 

 

 

聴いていた子ど

もたち 

 

教師 

 

 

 

こどもＭ 

 

教師 

 

 

子どもＭ 

 

 

聴いている子ど

もたち 

 

    「♪ドレミファソラソ ドレミファソラソ 

       ドシラソファミレ ミファソファミレド♪」 

 

「大きな音で、ゆっくり吹いた人が多かったね。あと、長～い音で吹いている人も

いたねえ。お鼻が長いからかな。すごいね。」 

「次は何にしょうかなあ・・・。みんな、ねずみねずみっていうから、ねずみにし

よう。練習スタート！！」 

 

一斉に練習が始まる。いつもの練習より張り切って吹いている。短く切って練習す

る人が目立つ。また、速く吹く人もいる。少しすると高い音で吹く音が少しだけき

こえてくる。 

 

「それでは、誰か発表してくれる人！！」 

  ６人手を挙げる。先ほど手を挙げていた人とは違うメンバーが２人。 ４人は先

ほどと同じ。 

 「Ｌさん お願いします」 

 

「♪ドッ レッ ミッ ファッ ソッ ラッ ソー   

        ドッ レッ ミッ ファッ ソッ ラッ ソー  」 

   短く速めに吹く。 

 

「短く吹いていた～！！はやかった～！！ねずみにきこえた～！！！」 

と口々にいう。 

  

「そうだね。短く吹いていたし、とっても速かった。ねずみはちっちゃくって速く

動くものね」 

「他に吹いてみたい人！！ はいＭさんお願いします」 

 

「私は、かわいいネズミがスキップしているイメージを演奏します」 

 

「お～ 楽しみです。イメージを自分でいってから演奏なんてすごいね。ではお願

いします」 

 

  ♪ドッド レッレ ミッミ ファッファ ソ ラ ソ 

       ドッド レッレ ミッミ ファッファ ソ ラ ソ ♪ 

 

付点８分音符と１６分音符のミックスで演奏 

「すご～い」「すげ～」「スキップしている～」賞賛の嵐 
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教師 

 

子どもＭ 

 

教師 

 

 

 

子どもたち 

 

教師 

 

子どもたち 

 

教師 

 

 

 

 

教師 

 

子どもＮ 

 

教師 

 

 

 

 

子どもＯ 

 

 

教師 

 

 

 

 

 

 

 

「今、どんな工夫をしたの？みんなも先生もすご～いって思ったよ。」 

 

「ネズミがスキップしているのでドッドレッレって音を弾ませました。」 

 

「なるほど、よく考えたねえ。」 

（ここで、先ほど高い音で吹いていた、あまり自信のなさそうな男の子に注目。） 

「さっきさあ、練習の時高い音で吹いていた人いなかった？」 

 

        ・・・怒られると思ったのか誰も手を挙げない・・・ 

 

「ねずみ・・・でしょ。高い音じゃだめかなあ。みんなどう思う？」 

 

「ねずみだから高い音だったらかわいい！」「別にいいと思う。」 

 

「先生はねえ、高い音なんてよく考えたなあって、すご～いと思ったんだけれど、

だれだろう。」 

 

・・・すると二人の手が挙がる   自信のなさそうなＮを指す。 

 

「ほら。いたいた。じゃあ、Ｎ君、吹いてみて！！」 

 

高い音で吹く。 

 

「よく考えたね～！！みんな拍手！！」 

Ｎ君は嬉しそうに笑う。 

「次は何にしようかなあ。んっ？ ライオン？分かった。ライオンにしよう。」 

 

・・・するとＯ君が大きい声でつぶやく。 

「先生、難しいよ。だってさ、だってさ、さっき象を吹いたでしょう。象とライオ

ン。大きいイメージは同じだし。むずかしい。」 

 

「Ｏ君の言うとおりだね。あ～、むずかしい。じゃあ、どうやって吹いたらいいか

な。はいっ、練習スタート！！」 

練習を巡回していると、あまり上手に吹けないが、両手で吹いている子を発見。あ

とでさすかもしれないよ、とこっそりいう。この子どもは嬉しそうに練習を始める。

「では、みんなの前で吹いてくれる人！！」（５～６人、また先ほどとは違うメンバ

ーが少しまざって手を挙げている。） 

先ほど両手で弾いていたＰさんをあてる。 

 



石田修一/戸塚千穂：初等教育教育法（音楽）におけるアクティブラーニングについての考察 197

子どもＰ 

 

教師 

 

子どもＰ 

 

教師 

 

 

 

子どもＯ 

 

教師 

 

子どもＯ 

 

 

聴いている子ど

もたち 

 

教師 

 

 

子どもたち 

 

教師 

 

 

子どもたち 

 

教師 

 

 

子どもたち 

 

教師 

 

 

 

「私は、ライオンが ガオ～ッっていっているのをイメージしました。」 

 

「いいですねえ。では、どうぞ！」 

 

両手でしっかりと吹く。 

 

「両手なんてよく考えたねえ。ライオンが、ガオーっていっているのが分かりまし

た。あともう一人！！あれ？さっき難しいっていっていたＯ君が手を挙げているか

ら、ではＯ君お願いします。」 

 

「ぼくは、ライオンが鹿とかシマウマをねらっている様子を考えました。」 

 

「へえ、どんな音になるんだろう。楽しみだなあ。ではお願いします。」 

 

少しゆっくりめに弾く。途中で音を大きくしたり小さくしたり、息を変えながら演

奏。 

 

「音が大きくなったり小さくなったりしていた～！」 

 

 

「すごいねえ。ライオンが獲物をねらって、ぬきあし、差し足している様子がわか

ったよ。よく考えたね！」 

 

 拍手 

 

「では今日はライオンで終わりにしましょう。好きに吹いて良いですよ。ライオン

だったら、速くても遅くても。みんなのライオンのイメージでね」 

 

思い思いに吹く。 

 

「はい、色々なライオンがいっぱいいました。それでは・・・」 

 片付けの音楽を流す。（スーパーマリオのテーマ）  

 

急いで片付ける 

 

Ｃコードのピアノを弾く。 

 

一斉に立つ。 

Ｇコードでお辞儀「ありがとうございました。」 
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子ども半分 

残り半分の子 

 

教師 

 

 

わざとＣ マイナーを弾く。  

  

姿勢を元に戻す。 

「え～、今の暗い音だったよ。」「違うよ」「この音じゃないよ。」 

 

「ばれたか。今のは暗～い音でした。」 

 最後にＣコードを弾いて姿勢を元に戻し、授業を終わりにする。 

 

 

 

 授業開始のあいさつをピアノで C-G-C のコー

ドを演奏するだけで終わるのではなく、C コー

ドで起立、G コードで礼、次の C コードで姿勢

を元に戻す。 

 普段、何げなく行っている授業開始のあいさ

つも C マイナー、C オーギュメント、C ディミ

ニッシュの場合は起立や礼、姿勢を元に戻して

はいけないという約束をすることによって、子

どもたちはコードに耳を傾け、一生懸命にその

コードを聴こうとする。この授業開始方法を 1

学期間継続することによって、子どもたちは自

然に長短増減の和音を判別できるようになった。 

 ここで大切なことは教師が『音楽室ではだれ

でも自由に意見や感想が言える雰囲気をつくる』

ということである。 

 教師が子どもたちに『音楽室ではみなさんが

思ったこと、感じたことなどを自由に発言して

ください』と話した。 初はあまり、発言がな

かったが、教師が子どもたちへの問いかけを明

るく、楽しく行うことによって徐々に子どもた

ちの発言も増えてきた。 

 「ドレミで歌おう」の階名唱に関連して、階

名の反復練習を行った。この場合もただ、反復

練習するだけではなく、タイムを計測、前回に

比べて時間を短縮するためには、どのようにす

ればよいかを考えさせることによってより効果

的な授業にすることができた。 

 学習効果を高めるためには、講義反復練習型

授業とアクティブラーニング型授業、両方の長

所を取り入れることが必要である。 

 反復練習を行う場合、子どもたちの興味関心

を持たせるため、達成時間の計測を行い、ゲー

ム感覚で授業を行うことによって学習効果を高

めることができた。 

 鍵盤ハーモニカの授業は子どもたちの音楽的

資質や特に演奏技能力の差が大きいため、課題

に合格した子どもが先生になって友達に教える

方法で行った。教材は既習の「ドレミで歌おう」

を使用した。 

 「ドレミで歌おう」という曲名を「おいしい

ソフトクリーム」に変更しただけで表現方法を

工夫して『ソフトクリームのような』感じをだ

していた。また、いろいろな動物をイメージす

ることによって、それらしい表現になった。 

この授業によって、子どもたちは何も考えず

に演奏するのではなく、想像したり工夫したり

して演奏するようになった。 
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２.５年生共通歌唱教材「こいのぼり」の検証 

 

 二つの方法で「こいのぼり」の歌唱授業を行い、子どもたちにどのような違いが現れるか検証。 

  

検証１   講義反復練習型授業  ５年 C 組  第一次 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

次の時間は、予告なしの抜き打ちテストを行う。 
 

教師 

 

 

子ども 

 

 

教師 

子ども 

 

 

教師 

 

 

 

子ども 

 

教師 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

子ども 

「こいのぼりを歌います。ここに、一番の歌詞があります。歌詞を覚えるために、

３分間声に出して読みましょう」 

 

一斉にスタートする。真面目に読んでいる子どもと、少々面倒な様子の子どもと

二通りみられる。 

 

「はい、そこまで。次に、みんなで声を合わせて読みましょう」 

いらかの波と 雲の波  重なる空の中空を 

    たちばなかおる 朝風に  高くおよぐや こいのぼり 

 

「では、次に実際に歌ってみましょう。少しずつ歌っていきます」 

ワンフレーズごとに歌わせ、間違っているリズムや音を指摘して訂正する。 

一番を通す。できるまで何度も歌わせる。 

 

頑張って歌う子どもと、あまりやる気のない子とに別れる。 

 

「では、こいのぼり一番の意味を説明します。‘いらか’はね、屋根の瓦のことだ

よ。」 

「先生、屋根のかわらって何ですか？」 

「ほら あそこのおうちの屋根みてごらん。一つ一つ瓦でできている。ちょっと

こんな風に波打って見えるでしょう。このかわらの事を‘いらか’ともいうので

す。今の家は瓦屋根だけではないからね。あのおうちは瓦ではないねえ。 

屋根の瓦が波打っているでしょう。その波と、雲の波の間の空の部分に、こいの

ぼりが飾ってある。そう、とっても高い位置だよね。 

この、「橘かおる」の「たちばな」は、みかんの一種です。みかんの木があって良

い香りがしてきます。そこに高く元気に泳いでいるのはこいのぼりではない

か！！と、いう意味です。 

男の子が元気に育ちますようにという願いが込められた歌です。 

それでは、歌詞の意味を思い出しながら、もう一度歌いましょう 

 

もう一度歌う。一生懸命歌う子どもは約一割。 

（積極性が感じられない） 
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検証２  アクティブラーニング型授業  ５年Ａ組  第一次 

教師 

 

 

ＣＤ 

子ども 

 

教師 

 

教師 

 

 

子どもＡ 

子どもＢ 

子どもＣ 

 

 

 

子ども 

教師 

 

子どもＢ 

教師 

 

「こいのぼりを歌います。では、まずはなんと歌っているのか聴き取りをしまし

ょう。ＣＤをとめながら流すので、皆さんはなんと歌っているのか、歌詞を聴き

取ってください。それでは流します。」 

♪い～ら～か～の な～み～と く～も～のなみ 

必死で書く。 

「え～ 今 なんて歌っていた～？分からないよ。」 

「聞こえた通りに書いてくださいね。」 

このようにして、一番の聴き取りが終わったら、子どもたちの意見を聞く。 

「それでは、みなさんの聞こえた歌詞を、黒板に書いていきますよ。違う意見が

あったら手を挙げていってください。」 

 

いなかのなみと  くものなみ 

「先生 違います。いらかって聞こえました。」 

「いらかの訳がないよ。田舎だよ。」 

かさなるなみの  あかぞらを 

たちばらかおる あさかぜに 

たかく おどるや こいのぼり 

「なんだか よく分からない～！」 

「ではね、本当の歌詞を書いていきますよ。」 

いらかのなみと  くものなみ 

「ほら、やっぱり いらかだったじゃないか～。」 

「では、いらかってなあに？」 

このようにして、正しく歌詞を直し言葉に興味を持たせた後、講義型と同じよう

に説明をする。 

「では、一番のこいのぼりを想像して、絵に書いてみましょう」 

子どもたちは、説明を元に絵を描く。屋根瓦と雲の間にこいのぼりを書き、みか

んの香りがただよっている様子を漫画風に描いている子どもも多くいた。 

また、こいのぼりが大きく描かれている子どもが多かった。 

この後、歌詞を朗読して、自分の絵を見ながら旋律を全員で歌った。 

その後、グループごとの話し合いで、生き生きと泳ぐこいのぼりを表したいので

「高く泳ぐや こいのぼり」を強く歌いたいとの意見が多く出た為、全員で最後

を強く歌って授業が終わった。 

次の時間は、予告なしの抜き打ちテストを行う。 
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「 今日の授業は楽しかったですか？」のアンケート結果  

 

講義型授業で「こいのぼり」を歌わせたところ、

比較的歌が好きな５年生のクラスであったもの

の、授業の楽しさとして大半が「普通」と回答し

た。 

 

一方、アクティブラーニング型授業では、「と

ても楽しい」や「楽しい」が大半を占める結果と

なった。では、「こいのぼり」の歌への感銘度は

どうだろうか。

「 歌 詞 の 意 味 を 理 解 し て 歌 え ま し た か 」

0

5

10

15

20

とても分かった 分かった 普通 あまり分からない 分からない

講義型学習

アクティブ

0

2

4

6

8

10

12

14

とても楽しい 楽しい 普通 あまり楽しくない 楽しくない

講義型学習

アクティブラーニング
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この質問に対しても、アクティブラーニング

型授業の方が、歌詞の意味を理解し歌えた事が

伺える。 

 では、歌詞をどのくらい覚えて歌えている

か、音程感や歌い方についても、子どもたちに

知らせず抜き打ちテストをして調査した結果

が次の通りである。 

  

１ ６ 点 満 点 を ５ 点 満 点 に 換 算  

0

1

2

3

4

5

歌詞暗記 リズム 音程感

講義型授業

アクティブラーニング型授業

「講義型授業」では、歌詞の説明を行い、繰り

返し歌わせたのに対して、「アクティブラーニン

グ」では、絵を描き、歌詞をもとに情景をイメー

ジして歌わせた。 

 歌った回数としては「講義型」の方が時間をか

けたはずだが、もともと音楽が得意ではない子ど

もや、歌うことにあまり興味が持てない子どもに

とっては、苦痛ともいえる時間であったのかもし

れない。 

一方、アクティブラーニング型の授業では、子

どもが生き生きと活動している様子が見られた

ことが原因ではないかと考える。授業の導入部で

「こいのぼり」の CD を何回か聴かせ歌詞を書き

取らせることを行った。冒頭の「甍の波」を「田

舎の波」と聴き取った子どもたちと「いらか」と

聴き取った子どもたちがいた。「それでは、もう

一度冒頭部分を聴いてみましょう」ということで

再度、冒頭部分を聴かせた。このときの子どもた

ちの集中力は今までにはないすばらしいもので

あった。教師の説明を子どもたちがただ聞くだけ

ではなく、教師と子どもたちの双方向でのやりと

りの中で授業を進めることによって学習効果が

上がったのである。 初に歌詞をもとに情景をイ

メージ、それを紙に描くことによって、教師の説

明だけでは理解できなかったことがより深く理

解できるようになった。自分が思ったことや考え

たことを絵に描いて形にすることが大切である。 

また、教師が学習内容の説明するときに、子ど

もたちへの質問をする機会を入れたことが非常

に学習意欲を高めたのではないかと思われる。学

習意欲が高まったことによって、５年 A 組（アク

ティブラーニング型授業）のほうが正解数の平均

が高くなったと考えられる。
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左端の数字は子どもたちの番号。「こいのぼり」

は１６小節の音楽で、１小節の歌詞、音程を正確

に暗記して歌えた場合、１点。１６小節すべて正

確に歌えると１６点になる。○はその小節を正確

に暗記して歌えたことを示している。×は旋律、

歌詞ともに暗記できていなかったことを示して

いる。 

講義反復練習型授業を受けた子どもたちに一

人ずつ歌ってもらい、採点した結果が上の表であ

る。授業の導入、まとめの時間を除いた約３０分

間「こいのぼり」の歌唱練習を行い、次の授業で

前述の調査を行った。 

低点が６点。 高点が１６点。満点は３名で

あった。授業の導入部のあと、教科書を開かせ、

すぐに「こいのぼり」の歌詞を３分間、各自で音

読。次に歌詞をクラス全員で大きな声で音読させ

た。次にワンフレーズごと歌わせ、間違っている

リズムや音を指摘して訂正する。一番を通す。で

きるまで何度も歌わせる。その後、歌詞の意味を

子どもたちに説明して、情景を思い浮かべて歌わ

せた。平均点は１１．３。 

５年C組 こいのぼり歌詞(正解数データ）講義型

No

い
ら
か
の

な
み
と

く
も
の
な

み

か
さ
な
る

な
み
の

な
か
ぞ
ら

を

た
ち
ば
な

か
お
る

あ
さ
か
ぜ

に
た
か
く

お
よ
ぐ
や

こ
い
の
ぼ

り

1 × × × × ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ 9
2 × ×　 ○ ○ × × × × × × ○ × ○ × ○ ○ 6
3 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 14
4 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ 12
5 ○ ○ ○ ○ × × × × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ 11
6 ○ ○ × × ○ ○ × × ○ × × × ○ ○ ○ ○ 9
7 ○ ○ × × ○ ○ × × × × × × ○ ○ ○ ○ 8
8 ○ ○ ○ ○ × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ 8
9 ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ × × × × ○ × ○ ○ 9

10 ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ × × × × × × ○ ○ 8
11 ○ ○ ○ ○ × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ 8
12 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ × ○ ○ 13
13 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 16
14 × × × × ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ ○ 9
15 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ ○ 13
16 ○ ○ ○ ○ × × ○ × ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ 11
17 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ × ○ ○ 13
18 ○ ○ ○ ○ × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12
19 ○ ○ ○ ○ × × ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 13
20 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 16
21 ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ × × ○ × ○ ○ 11
22 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ 12
23 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 14
24 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 16
25 ○ ○ ○ ○ × × × × ○ ○ × × ○ × ○ ○ 9
26 ○ ○ × × ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 11
27 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ 13
28 ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ 12
29 ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ 13

平均 11.3
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講義反復練習型授業を行ったクラスとの比較

でアクティブラーニング型授業を行ったクラス

において、 低点６点は変わらないが１６点満点

の子どもたちは１１名になった。（講義反復練習

型授業では満点は３名）クラス平均点は１３．４

点でその差は２．１点であった。 

アクティブラーニング型授業においては教師が

歌詞の説明をすることを授業の後にもってきて、

子どもたちの意見や感想を引き出すことに重  

点を置いた。 

授業の初めに教師が一方的に歌詞の内容を説明、

繰り返し、歌詞を音読させるより、子どもたちに

疑問を持たせるように授業デザインを行った。そ

の後、班で話し合いを行い、調べ、 後に教師の

説明を聞き、それをもとに「こいのぼり」の情景

を絵に描いた。同じ時間で授業を行っても、子ど

もたちの心に残る「こいのぼり」はアクティブラ

ーニング型授業であったと言える。

  

 

 

 

 

５年Ａ組 こいのぼり歌詞(正解数データ）アクティブラーニング型

No

い
ら
か
の

な
み
と

く
も
の
な

み

か
さ
な
る

な
み
の

な
か
ぞ
ら

を

た
ち
ば
な

か
お
る

あ
さ
か
ぜ

に
た
か
く

お
よ
ぐ
や

こ
い
の
ぼ

り

1 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 16
2 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15
3 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ 13
4 ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ 13
5 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ × ○ ○ 13
6 ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15
7 ○ ○ ○ ○ × × × × ○ × × × ○ ○ ○ ○ 9
8 ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 14
9 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 16

10 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × ○ × ○ ○ 11
11 ○ ○ ○ ○ × × × × × × × × ○ × ○ ○ 7
12 ○ ○ × × × × × × ○ ○ × × ○ × ○ ○ 7
13 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 16
14 ○ ○ × × ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 13
15 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 16
16 ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ 13
17 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15
18 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × ○ ○ 15
19 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 16
20 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 16
21 ○ ○ × × × × × × × × × × ○ ○ ○ ○ 6
22 ○ ○ ○ ○ × × × × ○ ○ × × ○ ○ ○ ○ 10
23 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 16
24 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 16
25 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ × × × × ○ ○ ○ ○ 12
26 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 16
27 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 16
28 ○ ○ ○ ○ ○ × × × ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 13
29 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 16

平均 13.4
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３.グループ学習における器楽の表現活動（４学年） 

 

アクティブラーニング型授業（器楽リコーダー）

「陽気な船長」は、リコーダーでスタッカート（前

半８小節）やレガート（後半８小節）を表現する、

ハ長調の教材である。この教材で二つの奏法を学

ばせた後、グループごとに６種類の船長をイメー

ジし、班ごとに演奏法を工夫し発表させた。聴き

手は、どの船長を表現したのか、当てるという流

れになっている。 

リコーダーと打楽器一つを選択し、「優しい船

長」「怒りや船長」「泣き虫船長」「うっかり船長」

「忙しい船長」「太っちょ船長」を各班に振り分

け、班ごとに秘密練習を始める。 

 今回の授業にあたり、留意事項として次のこと

を戸塚氏にお願いした。 

 

留意事項 

① 分かりやすい８小節程度の覚えやすい旋律を用いること。 

・・・陽気な船長の前半８小節を使用した。・・・ 

② 児童を各グループに分ける。その各グループに・・・船長の名前をつける。 

・・・優しい、怒る、泣く、うっかり、忙しい、太っているの６種類の船長にした。・・・

③ ８小節の旋律のリコーダー練習をする。（楽曲の指定されたテンポ） 

④ 楽曲本来の速度ではなく、ゆっくり又は速く演奏して船長の特徴を表現する。 

・・・船長の特徴をイメージしやすいよう、６種類の船長の絵を表示した。・・・ 

⑤ 他のグループは、その発表を聴いて、何の船長かをあてる。強弱なども工夫して船長の特

徴も表現する。 

⑥ グループごとに発表。 

⑦ 他のグループの感想発表。 

 

また、アクティブラーニング型授業として次の事もお願いした。 

① 「せっかち船長」として、教員が模範演奏をする。モデルとしてイメージを掴ませるため、

難しい事はしない。 

② 様々な船長を楽器で表現するための「音楽の要素」をあらかじめ考えさる。 

（速さ・強さ・音の長さ・高さ・リズムの変化・打楽器を効果的に使用すること、更に打楽

器を叩くばちを変える事などが挙げられた。） 

③ 練習時に子どもの反応を探る。良いアイディアを思いついた子どもは誉め、なかなか思い

つかない班には一人ずつ考えを話すよう促した。 

④ 「こんな事をやってもいいですか？」という子どもの声には、なるべくＯＫをだすように

心掛ける。 

⑤ 前半８小節だけ用いて取り組ませる。（スタッカート奏法にこだわらないよう指示） 

 

～ここでは、授業の導入部分を省き、本題からのみの実践を記載した。～ 
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教師 

 

 

子どもＣ 

 

教師 

 

 

 

 

 

子どもＡ 

 

教師 

 

 

こどもＢ 

 

教師 

 

 

 

教師 

 

 

 

 

 

 

 

 

子どもたち 

 

教師 

 

 

子どもＡ 

 

教師 

・・・本時の目標を提示する・・・ 

グループごとに工夫して「○○な船長」の練習をしよう 

 

「○○な船長って何ですか？」 

 

「おー、そうだった。みんなには、６種類の船長を、イメージしてリコーダーで

表現してもらいます。色々工夫してくださいね。その６種類の船長を今から発表

します！！」 

・・・ここで、６種類の船長の絵を提示し、イメージを膨らませる・・・ 

「一つ目！！」紙をはがし一つずつ絵を見せる「忙しい船長！！」 

 

「忙しい船長ってことは、速く演奏するんだろうなあ」 

 

「あ、そういうことは後で聞くから、今は言わないでね。次行くよ。二つ目！！

うっかり船長！！」 

 

「うっかりだって～！難しそう」 

 

立て続けに紙をはがす 

「おこりや船長！」「優しい船長！」「泣き虫船長！」「太っちょ船長！」 

・・・子どもたちは大笑いする・・・ 

 

「今日は、“陽気な船長”の“ア”の部分（前半８小節）を使って、グループご

とに工夫を凝らしていただきます。今まで“ア”の部分はずっとスタッカートで

演奏してきましたが、ここでは自由とします。音を長くしてもスタッカートにし

ても何でも構いません。 

各班リコーダーで、この“○○な船長”を演奏してもらいます。さあ、今からリ

ーダーに“船長カード”を渡しますよ。自分の班が何の船長になったかは、班員

以外に言ってはいけません。後で他の班が何の船長を演奏しているのかを当てて

もらうからです。分かりましたか？ではカードを配ります。」 

 

・・・自分の班の“○○な船長”に歓声が起こる・・・ 

 

「それでは先生からみんなへ質問。色々な船長にする為に、どんなことを工夫し

たらいいでしょうか。さっきＡさんがちょっと言っていたねえ。あれは工夫だね

え。」 

「はい！！速くするとか」 

 

「そのことをなんと言えばいいかな。」 
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子どもたち 

 

 

子どもＤ 

 

 

教師 

 

 

 

 

子どもＥ 

子どもＦ 

 

教師 

 

子どもＧ 

 

 

教師 

 

 

 

 

子どもたち 

 

教師 

 

 

 

 

 

子どもＥ 

 

教師 

 

子どもＧ 

 

教師 

「速さ！！」 

「遅くするとか」「歩くような速さ」 

 

「先生！別に最初から速さを同じにしなくてもいいのですか？例えば最初速く

てだんだんゆっくりとか？」 

 

「すごーくいい質問ですね。何でもいいですよ。船長のイメージがでるのなら。

では、キーワード一つ目は“速さ”です。他はありますか？班ごとに話し合って

ください。」 

・・・話し合いを始める・・・ 

 

「はい！強くしたり弱くしたりします。」 

「強弱だよ！」 

 

「いいね。では強弱と書くよ。キーワード二つめは“強弱”ね。他に！」 

 

「音の高さ。高い音や低い音を使うこと。前にもそんな工夫をしたことがある

し。」 

 

「音の高さ。いいですね。キーワード三つ目は“高さ”です。でも、この陽気な

船長のアの部分は、リコーダーで高くしたり低くしたりはできないのです。です

から、先生から提案。音も自由にします。ドソドソシソソーを基本としますが、

音を工夫して混ぜてもいいですよ。」 

 

・・・ぴんとこない子どももいそうである・・・ 

 

「そうそう。皆さんにまだ言っていないことがありました。各班にアイテムとし

て一つだけ、ここに置いてある打楽器を使って良いことにします。」 

・・・ボンゴ、ウインドチャイム、トライアングル、ギロ、ビブラスラップ 

   ドラムセット、木琴、鉄琴、大太鼓、タンブリン・・・ 

「打楽器だったら、高さを工夫できるものもありますね。」 

 

「先生！打楽器は一人だけですか？」 

 

「そうです。班に一人だけです。」 

 

「先生、そこに置いてあるばちは、どれでも使って良いのですか？」 

 

「よく気がついたね。ばちも工夫してみてください。色々なばちを置いてありま
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教師 

 

子どもたち 

教師 

 

子どもたち 

 

 

子どもＩ 

 

教師 

子どもＩ 

 

す。例えば大太鼓。これはこんな音。〈ボーン〉これは〈ポン〉こんな音。木琴

などもこのばち一つで音が変わりますよ。ほら、これはこんなに堅い音。これは

柔らかな音。船長のイメージの音に近づけるよう、工夫しましょう。」 

「最後に、音の長さ。先ほどちょっとお話しましたが、短い音でも、リズムを変

化させても、長くしても何でも構いません。キーワード４ “音の長さ”キーワ

ード５ “リズムを変化させる”。さあ、今から、班ごとに練習を開始します。 

 

・・・この後一つ打楽器を決めた班から練習に取りかかる。一つの班だけ 

「秘密の部屋」に打楽器とリコーダーを持って行き、秘密練習をする。その他の

班はキーワードをもとに、どのように演奏するかを練習しながら決める・・・ 

 

・・・秘密の部屋にて。「優しい船長」を選んだ班の様子・・・ 

   この班は、鉄琴を選んだ。 

 

「速さはどうしよう。優しいからゆっくりかなあ。」 

「そうだね。少しゆっくりにしよう。他の意見ある人いますか。」 

「ゆっくりでいいと思う」 

「じゃあ、鉄琴はどうする？」 

「鉄琴は、私たちと同じメロディーでいいんじゃない？」 

「え～。そうか。じゃあ優しくたたこう。」 

「一回やってみようよ。」 

 

・・・この班は一回ゆっくり合わせる。・・・ 

 

「演奏してみてどうだった？優しい船長になったと思う？」 

 

「う～ん、何かなあ・・。何かつまらない。」 

「キーワード、もう一度思い出してみよう。音の長さはどうするの？」 

 

「優しいからなあ。長めかなあ。どう思う？」 

「やっぱり長めじゃない。」 

「なんかそれだけじゃ、つまらないなあ。」 

・・・この班はここで長めに演奏してみるものの、少々行き詰まる。 

 

「先生、音を変えてもいいですか？」 

 

「いいよ。どんな音にするの？」 

「ちょっとみんなは普通に吹いて。私吹いてみてもいい？」 
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教師 
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・・・みんなで合わせる。この子どもＩさんは、ドソドソシソソーの旋律に対し

て、ミソミソと吹き始めた。・・・ 

 

「みんな、ごめん！この後どうしよう。ちょっと待って。考えるから」 

 

・・・この後、Ｉさんは、次のように音を決めてみんなで合わせた。・・・ 

 

子どもたち  ド ソ ド ソ シ ソ ソー  

Ｉさん    ミ ソ ミ ソ ファソ ソー 

 

子どもたち  シ ソ シ ソ ド ソ ソー 

Ｉさん    ファソ ファソ ミ ソ ソー 

 

「どうかなあ。」 

 

「なんかいいような気がする」 

 

「Ｉさん、よく考えたね。すごくきれいにはもっていますよ。では、この班はも

う少し音楽室で練ってくださいね。強弱や打楽器の使い方の工夫も少し考えてみ

てください。」 

 

・・・次の班を呼ぶ。次の班は「泣き虫船長」・・・ 

選んだ打楽器はウインドチャイムでした。 

 

「じゃあ、さっき決めた通り、弱く吹こう。とりあえず、ウインドチャイムは適

当に入れてみて。」 

 

「速さは決めましたか？」 

 

「ゆっくりでいきます。」「じゃあやってみようよ。」 

 

・・・ゆっくり、静かに演奏を始める。ウインドチャイムを端から端までずっと

鳴らしている。・・・ 

 

「どうだった？泣き虫船長にきこえたかな？」 

 

「なんかさあ、ウインドチャイムうるさいかも。」 

 

「なるほど。キーワード 高さについては？ウインドチャイムも高い低いってあ
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教師 

 

 

 

るよ。強弱と高さ。考えたら泣き虫に聞こえるかもね。」 

 

「静かに鳴らしてみてよ。あとさ、どうする？じゃあ、こういうのは？悲しいか

ら低い音で鳴らすの。」 

「え～？！泣いているから高い音だよ。」 

「両方やってみようよ。」 

 

・・・この班をそのまま秘密の部屋に残し、音楽室の様子を見るため 

   一時離れる。戻ってみると・・・ 

 

演奏中。ウインドチャイムは結局高い音を使い、フレーズの終わりに音を入れて

いた。また、リコーダーを揺らして演奏。音が揺れている。 

 

「あれ？この班なんか変わったね。リコーダー揺らしているのは何故？」 

 

「しくしく泣いているから、音を揺らすために、リコーダーを揺らしました。」 

 

「すごーい。これはね、ヴィヴラートっていってね。音を揺らす演奏法があるの

だけれど、自分たちで考えたのね。だれが考えたの？」 

 

「Ｔさんです。」 

 

・・・Ｔさんは、とても嬉しそうにしている。・・・ 

 

「泣き虫っぽくなってきましたよ。では、この班は更に音楽室で練習して、 

本番に備えてください。」 

 

・・・この日の授業はここで終わる。他の班は次に聞かせてもらうことを 

   約束する。 

 

４.授業を終えて 

 

 今まで「陽気な船長」の教材を用いた授業では、

スタッカート奏法やレガート奏法を教え込み、そ

の後グループの発表をさせていた。各グループで

速さの工夫をしたり、音の重なりを意識させたり

しながら、班ごとにしっかり合わせる練習をする。

「講義型」の授業からグループ活動につなぐ内容

であったともいえる。このスタイルの授業でも、

子どもたちは、リズムがずれないようお互いに聴

き合い、速さの工夫をし、それなりの成果を挙げ

ていたと感じている。 

 一方、留意事項を盛り込んだ場合、明らかに子

どもたちの反応が変化したのである。では、どん

な反応であったか。 

 一番に挙げられる事といえば、子どもたちの目

の輝きが違うということ。つまり、やる気に満ち

あふれ、楽しんで取り組んでいるという事である。 
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 今までの学習法は、グループで協力するのだが、

一班に１～２名はうまく演奏できない子どもが

いる時、決まって速度を落としてその子に合わせ

るか、できないことに腹を立てる子どもが現れる

か、はたまたできない子がやる気をなくしてしま

うなど、指導者側がかなり気を配って活動させて

いた。 

 ところが、今回の活動においては、目標の「○

○な船長」を表現したいという一心で、自然と班

員が協力し、笑顔が沢山見られた。また、生き生

きと活動できたことにより、様々な発想が子ども

たちから自然に生まれた事も事実である。リコー

ダーが苦手な子どもも、苦手から生まれる発想が

功を奏した事例も見受けられた。 

例えば、「怒りや船長」や「うっかり船長」な

どで、ある決まった場所でわざと強く吹いてみる

等の工夫、更には打楽器役にまわり、リコーダー

の音色を確認しながら叩くなどである。リコーダ

ーが得意な子どもにおいては、更なる工夫として

音を変化させたり、美しいハーモニーに仕上げた

りなど挙げられる。 

これまでのリコーダーの授業では演奏技術の

向上に主眼が置かれていた。グループで合わせる

ことが重要で子どもたち一人ひとりの創意工夫

が演奏の中に生かされることが少なかった。 

今回の授業では従来の「陽気な船長」ひとりだ

けを表現するのではなく、いろいろな船長を提示、

それぞれの船長の特徴をどのように表現するの

かを班で話し合い、今までにないすばらしい成果

を出すことができた。 

話し合うことによって、他人の発言や発想から

新たなものを見つけ出すことができ授業への参

加がより能動的になったのではないかと思われ

る。 

 また、教えあうことも双方がともに向上してお

り、教えるという活動は自らが学びを整理し再構

築しなければできないことである。教える前に自

分の学びに説得力を持たせる必要があるため事

前再学習を促す効果があった。さらに、教えられ

た側は次に自分が教えるという目標を持つこと

によって事後学習（復習）を積極的に行うように

なった。 

 教師が授業ですべてを一方的に説明してしま

うと子どもたちが受動的な学習態度になってし

まい、主体的、能動的、協働的学びが育ちにくい

状況になり、結果的に学習効果が上がらない状況

になってしまう。もちろん、教師の分かりやすい

説明も大切であるが、なによりも、子どもたち主

体の学習活動が重要であると言える。 

「こいのぼり」の指導において、子どもたちにと

ってなじみのない言葉がでてくる歌詞を教師が

一生懸命解説し、理解させようとしている授業を

みることがある。今回、歌詞の説明をできるだけ

少なくして、子どもたちに歌詞を聴き取り、書か

せたこと。簡単な歌詞の説明後、情景を絵に描か

せ、班での話し合い、発表。 

このような活動したクラスが結果的には丁寧

に歌詞の説明を行い、反復練習を繰り返したクラ

スより歌詞や旋律の暗譜が正確に行われること

になった。 

 

５.音楽を聴くことが子どもたちの計 

算速度にあたえる影響について 

 

小学校３年生３クラスは日常の学習活動の中

で百ます計算をおこなっている。通常は百ます計

算を行う場合、「これから百ます計算を始めます。

始め！」という「教師の言葉」でスタートしてき

た。今回、百ます計算を始める前に３年 A 組はア

ラム・ハチャトリアン作曲 バレエ音楽「ガイー

ヌ」より「剣の舞」を聴いてからスタート。３年

B 組は子どもたちが自由に今日の出来事などを

友だちと３分間おしゃべりしてからスタート。３

年 C 組はモーツアルト作曲ピアノソナタ K５４

５より「第二楽章」を聴いてからスタートした。

その結果が次の表である。
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 ３年 A 組は「剣の舞」聴いてから百ます計算を

スタートしたところ、前回のクラス平均タイム１

３７.８７５秒だったものが４.６２５秒短縮し１

３３.２５０秒になった。 

 ３年 B 組は３分間「友だち同士おしゃべり」し

てから百ます計算スタート、前回のクラス平均タ

イム１５５.９１３秒だったものが５.９１３秒短

縮し１５０.０００秒になった。 

 ３年 C 組は「モーツアルトピアノソナタ K５４

５第二楽章」聴いてからスタート、前回のクラス

平均タイム１８３.２００秒だったものが２.２５

秒短縮し１８０.９５秒になった。 

 いずれのクラスも前回よりクラス平均タイム

が短縮された。 

 一番、クラス平均タイムが短縮できたのは「友

だち同士のおしゃべり」を３分間行ってから百ま

す計算をスタートした B 組であった。三番目の

「モーツアルトピアノソナタ K５４５第二楽章」

児童番号 前回(秒） 
剣の舞 

(秒） 
児童番号 前回（秒）

おしゃべり

３分(秒） 
児童番号 前回（秒）

モーツアルト

(秒） 

1 144 139 1 171 163 1 245 286

2 148 110 2 131 113 2 195 188

3 180 180 3 149 140 3 248 288

4 64 63 4 179 170 4 212 208

5 109 109 5 180 179 5 187 279

6 175 180 6 104 101 6 322 333

7 144 126 7 113 119 7 167 133

8 124 96 8 176 165 8 167 177

9 103 92 9 130 144 9 116 123

10 180 180 10 152 147 10 150 168

11 120 121 11 180 180 11 95 90

12 180 180 12 180 180 12 209 166

13 156 158 13 180 180 13 188 164

14 64 64 14 180 180 14 118 98

15 180 180 15 161 163 15 289 179

16 117 125 16 157 149 16 158 144

17 115 139 17 91 80 17 95 104

18 180 141 18 169 144 18 116 133

19 92 86 19 156 133 19 119 102

20 123 108 20 180 153 20 268 256

21 171 180 21 107 107       

22 180 176 22 180 180       

23 122 133 23 180 180       

24 138 132             

平均タイ

ム 
137.875 133.25 

平均タイ

ム 
155.913 150

平均タイ

ム 
183.2 180.95



石田修一/戸塚千穂：初等教育教育法（音楽）におけるアクティブラーニングについての考察 213

を聴いてから百ます計算をスタートした C 組に

比べてクラス平均タイムは３.６６３秒早くなっ

た。 

 モーツアルトのピアノソナタを聴いた C 組の

子どもたちの中にはアンダンテのゆっくりした

テンポの第二楽章のためか居眠りしてしまう子

どももいた。 

 それに比べて「友だち同士のおしゃべり」のク

ラス B 組は居眠りする子どもは皆無、一日の出来

事等を話し合った。子どもたちには思いっきり大

きな声で話をするよう指示し、場合によっては自

席を離れてもよいことにした。 

 A 組は「剣の舞」聴きながら体でリズムをとる

子どもたちや旋律を歌う子どももいた。その雰囲

気のまま、百ます計算を行ったが子どもたちの感

想として「剣の舞のリズムにのっていつもより早

く計算することができた」というものもあった。 

 モーツアルトのピアノソナタを聴いたクラス

C 組は３クラスの中で一番平均タイムが短縮で

きなかった。２０名が検査に参加したが、この２

０名の中で比較的学力が高く、音楽の授業も好き

だという子どもは前回のタイムを短縮すること

ができた。しかし、その逆である比較的学力も低

く、音楽の授業も積極的ではない子どもは前回の

タイムより長くなってしまった。その結果、クラ

ス平均タイムもあまり短縮できなかったようで

ある。 

 「おしゃべり」を３分間行うということはアク

ティブラーニングに通じるものがあるのではな

いかと推測される。高校生５５名の吹奏楽部員に

４４２.０ヘルツから４４２.１ヘルツに音高を上

げたときに「①上がったか②下がったか③変わら

なかった」を答えさせた。 

音を聴かせるまえに 1 分間目をつぶらせてか

ら「それでは始めます」と言って始めたとき、正

解者は３名であった。 

ところが、次に４４２.1 ヘルツから４４２.２

ヘルツに変えたときは３０秒間「おしゃべり」３

０秒間「大きな声で笑う」ということを初めにや

ってから質問したところ正解者は５名になった。

1 分間黙想が集中力が増して、正解者が多くなる

と予想していたがまったく逆の結果になった。４

４２.０ヘルツだけではなく、他の音高について

も０.１ヘルツの音高の違いを判定する検査を行

ったが、結果は概ね「大きな声で笑う」ほうが正

解率が高かった。 

私は高等学校で吹奏楽部の指導も行っている

がコラール等の練習は平均律ではなく純正律で

行っている。主音に対して第三音を１３.７ヘル

ツ下げ、第五音は２ヘルツ上げる練習は集中力が

必要である。指導を始めたころは練習の初めに

「集中してください」と言っていたが現在では

「大きな声で笑ってください」と言っている。そ

のほうが練習の成果がより上がっているようで

ある。 

小学生の音楽授業においても活発な発言があ

り、ときには笑い声があるほうが効果的であると

思われる。 

 

６.アクティブラーニング型読譜練習 
 

小学校３年生の歌唱教材「春の小川」では五線

とハ長調の音階を理解し、階名視唱ができるよう

にすることがもとめられている。柏市立酒井根東

小学校では昨年度まで、模造紙に書いた大きな音

階図を用意し、音階を歌ったり、楽器で演奏して

いた。（反復練習のみ） 

今年度は次のように授業方法を改善した。 

 

毎時間授業の初めに「楽譜 B 線のみドミソシ

レファ」を３分間一人ずつ指示棒によって読ませ、

毎時間タイムを計測した。一か月に一度、このほ

かに３分間筆記テストを行った。初めのころは、

かなり時間がかかっていたが、二か月くらいで大

半の子どもたちがスムーズに答えられるように

なった。 

その後、「楽譜 C 間のみファラドミ」も毎時

間授業の初めに３分間、指示棒によって読ませた。
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「楽譜 C 間のみファラドミ」も「楽譜 B 線の

みドミソシレファ」と同様、スムーズに大半の子

どもたちが答えられるようになってから「楽譜 A 

ドレミファソラシド」の練習を行った。 

「線」と「間」にわけて練習することによって、

昨年度より短時間で階名視唱力が向上した。 

また、子どもたちに五線紙を配布し、そこに一

人ひとりが１０問「ファラドミ」「ドミソシレフ

ァ」の問題を作らせ、友だちに解答してもらうと

いう活動も行った。子どもたちはお互いに出題し

合って学習するということで、昨年度に比べて飽

きてしまう子どもはほとんどいなくなり、積極的

かつ楽しそうに学習活動に取り組んでいた。 

さらに、子どもたちが作成した「ファラドミ」

階名問題を解いている 中に「ねえ、これファラ

ドミじゃないよ。これはどう見ても シ なんだ

けれど？」と、友だちと言い合う場面も見られた。 

自分で五線紙に音符を書いて問題を作成する

ことによって、昨年度の階名視唱一斉反復練習よ

り、階名視唱力は上がった。 

お互いに出題し合った後に、クラス全員一人ず

つ音階を読ませたところ、どのクラスも前回より

正確さや視唱のスピード（タイム）が上がる結果

となった。 

階名視唱力とは音名を正確に発音すること、そ

のスピードがより速いこと、 後に音高を正確に

歌えることである。 

視唱スピード（タイム）の計測は模造紙に書い

た大きな音階図を指示棒によって１０個の音符

を指し示し、ストップウォッチで行う。 

模造紙に書いた大きな音階図だけではなく、

「音名フラッシュカード」を１０枚用意して練習

することも効果的である。この１０枚の「音名フ

ラッシュカード」を毎回入れ替える（出題順番を

変える）ことによって子どもたち一人ひとりに対

応することができる。 

視唱スピード（タイム）計測にメトロノームを

使用すると、さらに子どもたちはゲーム感覚にな

り積極性が増す。メトロノームのテンポを１拍＝

４０から６０、８０、９０、１００、１２０・・・・

と次第に速くしていく。どの速さで正確にできた

かを自覚することによって目標ができ、飽きずに

集中して階名視唱学習に取り組むことができる。 

４年生からは教師は右手で音階図の音符を指

示、同時にオルガン等（教師が範唱しても可）で

その指示した音符の音高を鳴らす。子どもたちは

指示された音符の音名をオルガン（教師の範唱）

に合わせて歌うことによって、音程感覚が身に付

く。 
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☆楽譜Ａ☆ 

           

 

 

 

 

 

 

 

   

☆楽譜Ｂ 線☆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆楽譜Ｃ 間☆ 
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７.アクティブラーニング型、講義型 
授業の比較検証のまとめ 

 

子どもたちに「これからグラウンドを５周、走

って下さい。」とだけ言って走らせる授業と「グラ

ウンド１周１００メートル、５周で５００メート

ルです。昨年度のみなさんの先輩のグランド５周

走る平均タイムは５分２５秒でした。みなさんが

この平均タイムを超えることができるか挑戦して

みて下さい。」という授業を比較した場合、「子ど

もたちのやる気がアップする」のは後のほうであ

る。もちろん、ただ、黙々と「走る」ことが大好

きな子どもたちもいることは事実であり、見逃す

ことはできない。 

 しかし、子どもたちを「走らせる」ということ

が目的の授業であっても、その活動を直接行うの

ではなく、子どもたちが興味関心をもって工夫し

ながら取り組める授業をデザインすることが学習

効果をより高めていることも事実である。 

 たとえば、「しっぽとりゲーム」や「刑事と泥棒」、

あるいは「サッカー」等の球技を行うことによっ

ても授業目的である「走る」ということは達成で

きる。 

タイムも計測せず、ただ「走らせる」授業より

も「楽しいゲーム」のほうが「自ら積極的に走る」

ようになる。子どもたちはゲームに勝つために

様々な工夫をするようになり、「速く走る」ために

は何をどのようにすればよいかを考える。 

このことを音楽の授業に置き換えて考えてみる。 

千葉県ゆかりの曲である「証城寺の狸囃子」を

子どもたちに指導するとき、教師が作曲された経

緯や音楽について説明して歌唱練習を行うより、

子どもたち自身が作曲された経緯を調べ、情景を

絵に描き、それぞれが発表してから歌唱練習を行

うほうが学習効果は上がる。これは、本報告資料

のなかでも「こいのぼり」の検証によって明らか

になった。 

 「証城寺の狸囃子」のパートナーソングになる

「かたつむり」の指導方法は次のようになる。 

 それぞれの楽曲についての調べ学習。「たぬき

チーム」と「かたつむりチーム」に分かれて向か

い合う。向かい合った真ん中に指揮棒をもって教

師が立つ。両方のチームがそれぞれ歌い「美しさ」

「正確さ」「響きの大きさ」を競い合う。教師が

もった指揮棒（旗でも可）は上手に歌えたほうに

傾き振られる。向かい合って歌うことによってど

ちらのチームが先に暗譜するかも競い合うこと

ができる。この場合も真ん中に立っている教師が

もっている指揮棒等の小道具が全体の意識を高

めるために重要な役割を担っている。 

 また、チーム意識を高めるために「たぬき」「か

たつむり」のお面を作ってかぶって歌い、身体表

現を子どもたちに考えさせて導入することも学

習効果向上に役立つ。 

 後に「証城寺の狸囃子」の始まりの音「C」

と「かたつむり」の始まりの音「G」を正確に歌

う練習を行ってパートナーソングを完成させる。 

 発展的学習としてなぜ、まったく違う楽曲を同

時に歌っても美しいハーモニーを創ることがで

きるかを考えさせる。 

 授業冒頭で行っている「起立」「礼」と関連さ

せて和音のことについて考えさせることによっ

て理解を深めることができる。教師がそれぞれの

楽曲の和音を鍵盤で演奏して、子どもたちにこの

２曲の和音進行が同じであることを理解させる。 

 百ます計算のスピードについても三つの条件

の違いによって、計算速度がどのように変化する

かを調査した。「剣の舞」を聴いて体でリズムを

感じたり、友人と談笑したりすることによって計

算速度はアップした。 

子どもたちは体を動かし、コミュニケーションす

ることによって、学習効果が上がると思われる。

アクティブラーニングは物事を深く考え実践す

ることが重要であり、そこに講義反復練習の目標

を明確にした授業を組み合わせることによって

大の学習効果を発揮する。 
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『百ます計算答案用紙』 
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百ます計算速度調査でモーツアルトのピアノソ

ナタ K５４５第二楽章を聴いたクラスで興味深

い結果が出た。 

モーツアルトクラス全体の平均計算速度の短縮

率は３クラスの中では一番低かったが、子どもた

ち一人ひとりを詳細に見た時、普段の音楽授業で

積極的かつ音楽的能力の高い子どもは百ます計

算速度は前回より速くなった。その逆、音楽授業

では消極的かつ音楽的能力が比較的低い子ども

はモーツアルトを聴くことによって百ます計算

速度は前回より遅くなってしまうという結果に

なった。 

 この理由については今後の研究課題にしたい

と思う。 
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１．研究の目的 

若者の「痩せ型志向」や「隠れ肥満」につい

ては、以前より問題視されており、本学におい

ても例外ではない。2015 年度入学者のうち４人

に１人が隠れ肥満であり、女性においては 3 人

に１人が該当する(1)という結果であった。この

ような報告は本学のみならず、佐々木ら(2)や新

堀ら(3)、宮村ら(4)の研究においても同様の報告が

なされている。 

また、ダイエットを目的とした若者の偏食は、

最も代謝活性の高い時期に骨量増加の妨げとな

り、最大骨量が低値のまま中高年齢を迎え、骨

粗鬆症の増加が懸念されている(5)。 

本学では必修科目「スポーツ実技Ⅰ・Ⅱ」を

通し、学生各々が運動はなぜ必要なのかを理解

し、生涯スポーツへ繋げることを目的としてい

る。また、その一助として体成分分析器「In Body」

を活用した健康教育を行っている。本研究は、

昨年実施した調査の第２報として、開智国際大

学に所属する留学生と日本人学生の身体組成を

比較検討するものである。 

 

２．方法 

２．１ 被検者 

被検者は、必修科目「スポーツ実技Ⅰ」（週１

回 90 分）を受講する本学学生で、研究の趣旨

に同意した新入生男性 48 名および女性 46 名、

計 94 名を対象に調査した。また、そのうち日

本人男性(以下、JM：Japanese Male)17 名(平

均 18.2 歳)、日本人女性(以下、JF：Japanese 

Female)19 名(平均 18.2 歳)、留学生男性(以下、

FM：Foreign students Male)31 名(平均 23.3

歳)、留学生女性(以下、FF：Foreign students 

Female)27 名(平均 23.8 歳)であった。 

 なお、留学生の出身国は、ネパール王国、ベ

トナム社会主義共和国、ウズベキスタン共和国、

中華人民共和国（チベット自治区含む）、バング

ラディッシュ人民共和国、スリランカ民主社会

主義共和国である。 

 

２．２ 測定項目 

２．２．１ 身体組成 

身体組成は身長、および体重、体脂肪率、

BMI(Body Mass Index)、隠れ肥満、骨格筋量、

BMC(Bone Mineral Content) 、 BMR(Basal 

Metabolic Rate)について、測定を行った。なお、

体脂肪率判定基準値は男性 10％～20％未満、女

性 20％～30％未満を標準範囲内とした。また、

BMI は体重/身長(m)２で求められ、肥満度の指

  

2016 年 9 月 26 日受理 

A study on the body composition of the students of Kaichi In-
ternational University : 2nd report. 
*1 Sanae TAKAHASHI 

開智国際大学 リベラルアーツ学部 

 

 本学学生の身体組成に関する研究 

―第２報― 

髙橋 早苗1 
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 身体組成（Body Composition） 骨格筋（Skeletal Muscle） 留学生（Foreign Students） 隠れ肥満（Hidden Obesity）
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標として用いられている。WHO（世界保健機関）

による BMI の標準範囲は 18.5≦BMI＜25.0kg/

ｍ２であり、18.5kg/ｍ２未満を痩せ型・25.0kg/

ｍ２以上をオーバーウェイトとしている。本研究

では、BMI が標準範囲内の学生のうち体脂肪率

が肥満傾向（男性 20％以上、女性 30％以上）

の者を隠れ肥満と定義し、人数および割合を調

査した。BMC は無機質量であり、骨量の指標

として評価した。 

身体組成の測定には、BIA(Bio electric Im-

pedance Analysis)法を用いた体成分分析器 In 

Body 720（バイオスペース社製）を使用した。

BIA 法は、人体に微弱な電気を通してその電気

抵抗値を測定し、身体組成を推定する方法であ

る。なお、基礎代謝量を表す BMR においては、

一般的に呼気ガス分析を行うが、今回は敢えて

In Body 720 のデータを採用した。 

 

２．２．２ 運動習慣 

必修科目「スポーツ実技Ⅰ・Ⅱ」以外の運動

習慣を調べる為に、1 週間のうち運動を何日行

っているかを聞き取りにて調査した。また、小

学校・中学校・高校時代における出身校のスポ

ーツ必修授業の割合についても聞き取り調査を

行った。 

 

２．３ 統計処理 

各測定項目における統計処理は、平均値±標

準偏差で示し、性別の日本人と留学生の結果を

比較する為に、対応のないｔ検定を行った。 

 

３．結果 

３．１ 身体組成 

３．１．１ 身長 

JM および FM の平均身長は、それぞれ 172.0

±4.68cm、167.9±5.32cm であり、JM が有意

（P<0.01）に高かった。また、JF は 157.3±

5.28cm、FF では 155.1±6.01cm であり、有意

差は認められなかったが JF の方が高い傾向に

あった（表 1、図 1）。 

 

表１　被検者の身体組成一覧

JM(日本人男性) FM(留学生男性) JF(日本人女性) FF(留学生女性)

年齢(歳) 18.2±0.56 23.3±2.64 18.2±0.50 23.8±2.97

身長(cm) 172.0±4.68 167.9±5.32 157.3±5.28 155.1±6.01

体重(kg) 65.1±10.06 61.2±8.84 53.1±6.74 48.6±5.49

体脂肪率(%) 18.0±8.33 17.0±6.91 28.4±6.66 25.7±5.41

BMI(kg/m
2 22.0±3.21 21.7±2.88 21.5±2.97 20.2±2.21

隠れ肥満(名) 2名(約11.8%) 5名(約16.1%) 4名(約21.1%) 6名(約22.2%)

骨格筋量(kg) 29.5±3.20 28.2±3.15 20.4±1.90 19.2±1.79

BMC(kg) 2.99±0.35 2.76±0.34 2.22±0.19 2.13±0.21

BMR(kcal/day) 1509±115.1 1459±114.0 1184±68.2 1145±65.6

＊：Ｐ＜0.05

＊＊：Ｐ＜0.01

＊＊

＊＊

＊

＊

＊
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３．１．２ 体重 

体重は、JM65.1±10.06kg、FM61.2±8.84kg

であり、JM が上回っていたが有意差は認めら

れなかった。また、JF は 53.1±6.74kg、FF で

は 48.6±5.49kg であり、JF が有意(P<0.01)に

上回った（表 1、図 2）。 

 

 

３．１．３ 体脂肪率 

体脂肪率は、JM18.0±8.33％、FM17.0±

6.91％で有意差はなかった。また、JF および

FF の比較では、それぞれ 28.4±6.66％、25.7

±5.41％で、JF が高かったが有意差は認められ

なかった。（表 1、図 3）。 

また、男性体脂肪率 10％～20％未満を標準と

した肥痩度は、JM 痩せ型 2 名（約 11.8％）、標

準 10 名（約 58.8％）、肥満 5 名（約 29.4％）で、

FM は痩せ型 4 名（約 12.9％）、標準 19 名（約

61.3％）、肥満 8 名（約 25.8％）であった。女

性は体脂肪率 20％～30％未満を標準とし、JF
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痩せ型 3名（約 15.8％）、標準 10名（約 52.6％）、

肥満 6 名（約 31.6％）であった。FF では痩せ

型 4 名(約 14.8％)、標準 16 名（約 59.3％）、肥

満 7 名（約 25.9％）であり、男女ともに日本人

の肥満率が高かった（表 2、図 3）。

 

 

 

３．１．４ BMI 

BMI においては、JM22.0±3.21kg/ｍ 2、

FM21.7±2.88kg/m2でほぼ同等であった。また、

JF は 21.5±2.97kg/ｍ2、FF は 20.2±2.21kg/m2

であり、女性はやや日本人の方が高い傾向にあ

ったが、有意差は認められなかった（表 1、図 4）。

隠れ肥満

痩せ型 標準 肥満 痩せ型 標準 オーバーウェイト 名（％）

ＪＭ 2(11.8) 10(58.8) 5(29.4) 0（0.0） 13(76.5) 4(23.5) 2(11.8)

ＦＭ 4(12.9) 19(61.3) 8(25.8) 2(6.5) 24(77.4) 5(16.1) 5(16.1)

ＪＦ 3(15.8) 10(52.6) 6(31.6) 3(15.8) 14(73.7) 2(10.5) 4(21.1)

ＦＦ 4(14.8) 16(59.3) 7(25.9) 6(22.2) 20(74.1) 1(3.7) 6(22.2)

体脂肪率　名（％） ＢＭＩ　名（％）

表２　体脂肪率およびＢＭＩにおける肥痩度別人数
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 18.5≦BMI＜25.0kg/ｍ２とした肥痩度は、

JMの痩せ型 0名（0.0％）、標準 13名（約 76.5％）、

オーバーウェイト 4 名（約 23.5％）であった。

また、FM は痩せ型 2 名（約 6.5％）、標準 24

名（約 77.4％）、オーバーウェイト 5名（約 16.1％）

であった。JF は痩せ型 3 名（約 15.8％）、標準

14 名（約 73.7％）、オーバーウェイト 2 名（約

10.5％）であり、FF は痩せ型 6 名（約 22.2％）、

標準 20 名（約 74.1％）、オーバーウェイト 1 名

（約 3.7％）であった（表 2、表 3、図 4）。

 

 

 

 

３．１．５ 隠れ肥満 

肥満度が標準範囲（18.5≦BMI＜25.0kg/ｍ2）

にあり、且つ肥満（体脂肪率男性 20％以上、女

性 30％）している隠れ肥満学生は、JM2 名（約

11.8％）、FM5 名（約 16.1％）であった。また、

JF は 4 名（約 21.1％）、FF は 6 名（約 22.2％）

が、隠れ肥満と判定された（表 1、表 2、図 5）。 

表3　BMIにおける肥痩度別人数の割合（20歳代全国平均値との比較）

痩せ型 標準 オーバーウェイト

JM 0.0% 76.5% 23.5%

FM 6.5% 77.4% 16.1%

全国男性 4.7% 66.7% 28.6%

JF 15.8% 73.7% 10.5%

FF 22.2% 74.1% 3.7%

全国女性 12.3% 67.4% 20.3%

参照：平成25年国民健康・栄養調査



230 開智国際大学紀要 第 16 号（2017）
 

 

 

 

３．１．６ 骨格筋量 

 日本人男性 JM の骨格筋量は 29.5±3.20kg、

留学生男性 FM28.2±3.15kg との間に有意差は

認められなかった。また、日本人女性 JF は 20.4

±1.90kg で、留学生女性 FF は 19.2±1.79kg

であり、両群の間には有意差(P<0.05)が認めら

れた（表 1、図 6）。

 

 

３．１．７ BMC 

 BMC は、JM2.99±0.35kg、FM2.76±0.34kg

であり、JM が有意(P<0.05)に高かった。JF お

よび FF の比較では、それぞれ 2.22±0.19kg、

2.13±0.21kg で有意差は認められなかった（表

1、図 7）。 
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３．１．８ BMR 

 BMR は、JM1509±115.1kcal/day、FM1459

±114.0kcal/day であり、JM の方が高い傾向が

みられたが有意差はなかった。また、JF と FF

の比較では、それぞれ 1184±68.2kcal/day、

1145±65.6kcal/day で,JF の方が有意(P<0.05)

に高かった（表 1、図 8）。

 

 

３．２ 運動習慣 

 授業以外に週１回以上の運動習慣がある学生

は、JM 前後期ともに 2 名(約 11.8％)、FM は

前期 2 名(約 6.5％)であったが、後期 9 名(約

29.0％)に増えた。また、JF は前期 2 名(約

10.5％)であったが、後期は 5 名(約 26.3％)に

増加した。FF は前期 0 名（0.0％）、後期は 1

名（約 3.7％）であった。 

 小学校、中学校、高等学校時代の出身校にお

けるスポーツ必修授業の割合は、JM 全ての項

目で 100％、FM小学校 100％、中学校約 89.5％、
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高等学校約 73.7％であった。また、JF は全て

の項目で 100％、FF は小学校約 90.5％、中学校

約 85.7％、高等学校約 76.2％であった(表４、

図 11)。

 

 

４. 考察 

身長における留学生と日本人の比較(表 1、図

1)では、日本人男性 JM が留学生 FM より有意

(P＜0.01)に高く、日本人女性 JF も留学生 FF

より高い傾向にあった。また、体重の比較(表 1、

図 2)では、JF が FF より有意(P＜0.01)に高く、

JM は FM より高い傾向にあった。更には、身

長と体重の割合を示す BMI(表 1)においても、

やや JM および JF が上回っており、男女とも

に日本人の方が留学生より体格が大きいことが

わかる。この理由については、ベトナム、ネパ

ール等アジア圏からの留学生が多いことがあげ

られる。今後、欧米諸国からの留学生が増加し

た場合は、異なる結果が予測される。 

体脂肪率の比較において有意差は認められな

かったが、肥痩度別割合（表 2、図 3）を比較

すると、男女ともに留学生より日本人の方が肥

満者の割合が高い傾向にある。食事について聞

き取り調査を行ったところ、ベトナムからの留

学生はベトナム料理に比較し日本食は味付けが

濃く、油脂の使用量も多く感じている。この日

本食とは所謂日本料理ではなく、揚げ物中心の

家庭料理や居酒屋で出される賄い食を指してい

た。また、安価なファーストフードで簡単に済

ませる学生も多かった。ネパールからの留学生

は、宗教の問題で牛肉を口にしない。その為、

自炊している学生が多い。今回の調査では、被

検者数にバラつきがある為、被検者数を増やし

て再度検討したい。 

隠れ肥満者の割合（表 2、図 5）を比較する

と、男女ともに留学生群に高い傾向がある。隠

れ肥満に該当する学生の共通点は運動習慣がな

く、スポーツに興味を持てなかったという学生

も多い。留学生を対象に小学校、中学校、高等

学校時代の出身校におけるスポーツ必修授業の

割合(図 11)を調べたところ、学年が上がるに連

れ、減少する。このことが、留学生の隠れ肥満

者数に影響している可能性がある。 

骨格筋量（表 1、図 6）については、JF が FF

より有意（P<0.05）な値を示した。JM と FM

の比較においても JM の方が高い傾向がみられ

た。男女ともに、日本人群が留学生群より高か

った理由は、体格の差が影響したと考える。 

BMI における肥痩度の割合（表 2、図 4）で

は、FF の痩せ型が 6 名（約 22.2％）と他群よ

り多いことがわかる。体脂肪率にみる肥痩度割

合で痩せ型は 4 名約 14.8％であることから、外

見は痩せていても、体脂肪率でみると標準範囲

内の学生が 2 名いることになる。 

また、JM および FM では、体脂肪率にみる

表４　運動習慣および出身校におけるスポーツ必修授業の割合

前期 後期 小学校 中学校 高等学校

JM 2名（約11.8％） 2名（約11.8％） 100% 100% 100%

FM 2名（約6.5％） 9名（約29.0％） 100% 約89.5％ 約73.7％

JF 2名（約10.5％） 5名（約26.3％） 100% 100% 100%

FF 0名（0.0％） 1名（約3.7％） 約90.5％ 約85.7％ 約76.2％

運動習慣 スポーツ必修授業の割合
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肥痩度よりＢＭＩにみる肥痩度の方が、痩せ型

が 2 名ずつ少ない。このことは、体脂肪率は少

ないが、筋肉質であるため体重は標準範囲内に

ある学生がいることを現していると考える。 

BMI における肥痩度別人数の割合（表 3、図

9、図 10）を、全国平均値(6)と比較したところ、

痩せ型は男女ともに留学生が明らかに高値を示

している。また、標準値の学生は、全ての群に

おいて全国平均を上回っていた。更には、オー

バーウェイトの学生はどの群も全国平均より少

なく、特に FF は殆どみられなかった。今回の

被検者は運動習慣のある学生が少なく、アスリ

ートにみられる筋肉量が多いことによるオーバ

ーウェイトは該当しないと考える。 

骨量の指標となる BMC の比較（表１、図 7）

においては、JM が FM より有意（P<0.05）に

高かった。この理由については、今後栄養調査

を行い、更なる検討が必要である。 

BMR の比較（表１、図 8）では、JF が FF

より有意（P＜0.05）に高かった。このことは、

エネルギー代謝の高い骨格筋量に有意差（ｐ＜

0.05）があったことから、当然の結果といえる。 

授業以外の運動習慣については、FM におい

て前期 2 名から後期 9 名に増加している。この

9 名については、週 5 日昼休みにフットサルを

している。留学生のチームを作りたいと申し出

があった。また、そのうち 3 名はフリーウエイ

トトレーニングを 7 月より週 2 日継続している。

更には、JF は 2 名から 5 名へ、FF は 0 名から

1 名へと増加した。この 6 名については、ラン

ニングやエアロバイク等有酸素運動を中心にダ

ンベル運動、ストレッチも取り入れて、週 3 回

のトレーニングを継続している。良好な状態へ

身体組成変化を期待したい。 

学生は自らの身体組成について知る機会は少

なく、隠れ肥満者は標準体重である為に、肥満

していることに気付いていない学生が殆どであ

る。今後は、授業を通して「運動はなぜ必要な

のか」を考える機会を増やし、生涯スポーツへ

つなげたいと考える。
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５. まとめ 

本学の留学生は、ベトナム、ネパール等アジ

ア圏の出身者が多く、今回の調査に限っては日

本人学生の方が体格は大きいといえる。また、

肥痩度において男女ともに日本人より留学生の

方が標準範囲内の学生が多く、明らかな肥満者

は少ない。しかしながら、隠れ肥満の割合が多

いことが問題である。隠れ肥満者は外見的にス

マートであり、肥満していることに気付かない

ケースが多い。今回の調査をした結果、自身の

身体組成に興味を持ち、スポーツ実技授業の他

に運動を始めた学生がいることを成果として捉

えたい。今後も授業内で身体組成について取り

上げ、「運動は、なぜ必要なのか」を考える機会

を増やし、生涯スポーツへつなげたいと考える。 
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二つ目に、留学生は小学校、中学校、高等学

校と学年が上がるに連れ、スポーツの授業が必

修である学校が減少する。この結果は、本学の

留学生は日本人より隠れ肥満者が多いことに影

響している可能性がある。 

 

 

注・参考文献 

 

（1）髙橋 早苗：2016,「本学学生の身体組成に関

する一考察」 ,『開智国際大学紀要』 ,第 15
号,127-135 頁. 

（2）佐々木 道子：2000，「美容保健学専攻学生の

体成分分析―In Body を用いて―」，『山野研究

紀要』,vol.8,95－100 頁. 
（3）新堀 多賀子：2013，「女子大生の「隠れ肥満」

の実態調査とその背景因子の分析」，『人間生活

文化研究』,No.23,147－150 頁. 
（4）宮村 茂紀：2002，「本学正課スポーツ実技が

学生の身体内部機能の効果改善に及ぼす効果に

関する研究（9）－体重区分別による身体特性の

検討から－」，『教育諸学研究』,第 16 巻,55－65
頁. 

（5）犬伏 知子：2010，「女子大生の踵骨骨量に影

響を及ぼす要因」，『徳島文理大学研究紀要』,
第 79 号,11－23 頁. 

（6）厚生労働省：2014，「平成 25 年度国民健康・栄

養調査結果の概要」，1－31 頁. 
 



236  

 

 
10 C

laus Peym
ann und H

ans Joachim
 K

reutzer: Streitgespräch über K
leists 

H
erm

annsschlacht. In: K
leist-Jahrbuch 1984, S. 77-97, hier S. 90. 

11 

 

12 

R
udolf 

Franz (H
rsg.): G

rillparzers W
erke. 3. B

d. Leipzig, W
ien (B

ibliographisches 

Institut) o. J. [1903] (M
eyers K

lassiker-A
usgaben) S. 425. 

E
rziehungsdram

a

Lehrstück 

13 V
gl. B

achm
aier, a.a.O

., B
d. 2, S. 608. 

281

 

14 V
gl. D

ieter Borchm
eyer: Franz G

rillparzer: D
ie Jüdin von Toledo. In: H

arro 

M
üller-M

ichaels (H
rsg.): D

eutsche D
ram

en. Interpretation zu W
erken von der 

A
ufklärung bis zur G

egenw
art. B

d. 1. K
önigstein/Ts. (A

thenäum
) 1985 (2. 

A
ufl.), S. 200-238, hier S. 229.  

15 

 

Yuichi A
be: „E

in Traum
 nur einer N

acht“, den A
lphons träum

t. Ü
ber die 

m
ehrschichtige Struktur von Franz G

rillparzers Jüdin von Toledo. In: N
eue 

B
eiträge zur G

erm
anistik. B

d. 10, H
eft 1, 2011. S. 103-116.

 

16 H
einz Politzer: Franz G

rillparzer oder D
as abgründige B

iederm
eier. W

ien, 

M
ünchen, Zürich (M

olden) 1972, S. 350. 

17 

13

263

 

18 Politzer, ebd. 



237
 

 

247

1 V
gl. Florian K

robb: „B
leib zurück, geh nicht in’ G

arten!“ G
rillparzers Jüdin 

von Toledo  als Traktat über die ‚Judenfrfage‘. In: C
onditio Judaica.Judenrollen. 

D
arstellungsform

en im
 europäischen Theater von der R

estauration bis zur 

Zw
ischenkriegszeit. H

rsg. von H
ans-Peter B

ayerdörfer, Jens M
alte Fischer, 

Frank H
albach. Tübingen (N

iem
eyer) 2008, S. 125-142, hier S. 142. 

2 Padre Juan M
ariana: H

istoria de E
spaña.

H
elm

ut B
achm

aier 

(H
rsg.): Franz G

rillparzer: W
erke, B

d. 3. Frankfurt am
 M

ain (D
eutscher 

K
lassiker Verlag) 1987. S. 851-858. 

3 A
usgew

ählte K
om

ödien von Lope de Vega III. D
ie Jüdin von Toledo, 

übersetzt von W
olfgang W

urzbach. W
ien (A

nton Schroll) 1920. 

 

4 

 

5  V
gl. B

achm
aier, a.a.O

., S. 863. 

6  E
bd. S. 861. 

7 V
gl. K

robb, a.a.O
., S. 137. 

8  V
gl. ebd. S. 141. 

9 A
lfred D

oppler: D
er H

errscher, ein trüber Spiegel der absoluten O
rdnung: 

Franz 
G

rillparzers 
Staatsdram

en. 
In: 

D
ers.: 

G
eschichte 

im
 

Spiegel 
der 

Literatur. 
A

ufsätze 
zur 

österreichischen 
Literatur 

des 
19. 

und 
20. 

Jahrhunderts. Innsbruck (Institut für G
erm

anistik) 1990. S. 17-30, hier S. 17. 

Staatsdram
a



238  

 

252

266

265

248

251

251

276

247

250



239
 

 

269265

262



240  

 

12

 

 

260

ordo

13

279

14

 



241
 

 

279

251

  

  

 

10

11

 



242  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

275

 



243
 

 

2

 

 

257

 

 

(Las paces de los reyes, y la Judía de 
Toledo)

 

 

 

 



244  

 

  

 

 

 

 

258

 

 



245
 

 

G
rillparzer, a.a.O

., S.847f.
 

12

 

13

 

14

 

15

R
ahel

-chen
Rahelchen

 

16

 

17

 

18

Traum
spiel

TrauerspielTraum
-spiel

Trau-er-spiel

<m
>

<er>

 

V
gl. Franz G

rillparzer: Säm
tliche W

erke. A
usgew

ählte B
riefe, G

espräche, 

B
erichte. H

rsg. von Peter Frank und K
arl Pörnbacher. B

d. 2. M
ünchen 

(H
anser) 1961, S. 483. 

19

 

20

R
echt

238

237

law

240

 

21

Verstand

 

22

9

 



246  

 

1

 

V
gl. Franz G

rillparzer: W
erke, B

d. 3 (D
ram

en 1828-1851). H
rsg. von H

elm
ut 

B
achm

aier. Frankfurt am
 M

ain (D
eutscher K

lassiker Verlag) 1987. S. 847. 

2

5

243

242

 

3

E
leanor of E

ngland

 

4 R
ahel

Thom
as Langhoff

R
achel

die Vulgata

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

10

 

11



247
 

 

22 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

       
 

Franz G
rillparzer: W

erke, B
and 3 (D

ram
en 1828-1851). H

rsg. von 
H

elm
ut B

achm
aier. Frankfurt am

 M
ain (D

eutscher K
lassiker Verlag) 

1987. 
 

Franz G
rillparzer: The Jew

ess of Toledo. Translated by G
eorge H

enry 
D

anton and A
nnina Periam

 D
anton (Source: G

erm
an Publication Society, 

N
ew

 York, 1914), ed. A
ndrew

 M
oore. M

ondial, N
ew

 York, 2009. 
Franz G

rillparzer: The Jew
ess of Toledo. Translated by A

rthur 
B

urkhard. The R
egister Press, Yarm

outh Port, M
assachusetts, 1953. 



248  

 

 
 

 
 

 
 

 
 



249
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



250  

 

 

 
 

 

  
 

 
 

 

 

 

 
 

 



251
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 



252  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 



253
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

  
 

 



254  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

           



255
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



256  

 

  

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



257
 

 

 
 

21

 
 

 

 

 

 

 

 



258  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



259
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 



260  

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

20

 
 

 
 

 



261
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



262  

 

 
 

 

 
 

 
 

19

 

  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

        



263
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

  



264  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 



265
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 



266  

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

18

 
 

 
 

 



267
 

 

 
 

 

 

 
  

 

 

 

 
 

 

 

 
 



268  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

         

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 



269
 

 

 
  

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

  
 

 
 

 



270  

 

 
 

 

17

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  
 

 
 



271
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

  
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 



272  

 

16

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 



273
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

  
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



274  

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

15

 
 

 

 

 



275
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 



276  

 

14

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 



277
 

 

 

 
 

 
 

 

 
13

 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 



278  

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

12

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 



279
 

 

 

 

 

 

10

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

11

  

 



280  

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 



281
 

 

 

 

 

 
 

 



282  

 

 

 

  
 

 

 

9

 

 



283
 

 

 

6

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

7

 
 

8

 
 



284  

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

D
ie Jüdin von Toledo

*

1





286

[教授]

教員名 種別 研究業績

翻訳（単）
フランツ・グリルパルツァー『ハプスブルク家の兄弟争い』翻訳と解題、 開智国際大
学『紀要』、第15号、 pp.290-223、 2016.2.15.

講座
「原文で読むドイツ文学：クライスト『チリの地震』とその森鷗外訳『地震』講読」開
智国際大学公開講座、千葉(柏)、 2016.9.27、10.4･11･18.(全4回)

評論 「CDの玉手箱　新譜視聴記142」、『古楽情報誌　アントレ』、276号、p.7、2016.2.

評論 「CDの玉手箱　新譜視聴記143」、『古楽情報誌　アントレ』、277号、p.8、2016.3.

評論 「CDの玉手箱　新譜視聴記144」、『古楽情報誌　アントレ』、278号、p.8、2016.4.

評論 「CDの玉手箱　新譜視聴記145」、『古楽情報誌　アントレ』、279号、p.10、2016.5.

評論 「CDの玉手箱　新譜視聴記146」、『古楽情報誌　アントレ』、280号、p.14、2016.6.

評論 「CDの玉手箱　新譜視聴記147」、『古楽情報誌　アントレ』、281号、p.7、2016.8.

評論 「CDの玉手箱　新譜視聴記148」、『古楽情報誌　アントレ』、282号、p.12、2016.9.

評論 「CDの玉手箱　新譜視聴記149」、『古楽情報誌　アントレ』、283号、p.14、2016.10.

評論 「CDの玉手箱　新譜視聴記150」、『古楽情報誌　アントレ』、284号、p.12、2016.11.

評論 「CDの玉手箱　新譜視聴記151」，『古楽情報誌　アントレ』，285号，p.7，2016.12.

講座
「モーツァルト『魔笛』の投げかける光と闇」、開智国際大学公開講座、千葉(柏）、
2016.10.31,11.7･14･21･28.（全5回）

著書（単）
『吹奏楽指導法合同練習体感型サウンドトレーニングDVD』、ジャパンライム株式会
社、全3巻、2016.3.7.

報告・資料
小学校における効果的な管打楽器指導法についての考察－音楽授業と連携しシステム化
された効率的管打楽器教育方法、開智国際大学『紀要』、第15号、pp.95-126、
2016.2.15.

講演
「日本吹奏楽指導者クリニック特別講座　楽しいコンサートのための演出と構成」講
師、日本バンドクリニック委員会、浜松アクトシティー大ホール、静岡県、2016.5.21.

講演
「平成２８年度全国看護師交流集会特別講座　チームを導くマネージメント術」講師、
全国看護師協会、幕張メッセイベントホール、千葉県、2016.6.9.

講演
「十余二工業団地連絡協議会実務者研修会　チームを導くマネージメント術」講師、十
余二工業団地連絡協議会、工業団地、千葉県、2016.9.21.

講演
小中学校音楽教師のための効果的な吹奏楽指導法～初等教育音楽におけるアクティブ
ラーニングと講義型授業の教育方法～、開智国際大学公開講座、千葉(柏)、
2016.10.15.

報告・資料（単）
「『秘書教育』の今までとこれから」、日本国際秘書学会　『研究年報』、第23号、
pp61-65、2016.5.1.

依頼原稿
「追悼文　杉田麗子さんを偲んで」、津田塾大学同窓会、『津田塾たより』、第67巻
第2号、p46、2016.12.25

大学体験講座
「対人コミュニケーションにおける非言語メッセージの役割」、ヨシダ日本語学院、東
京都、2016.11.14

石田修一

北垣日出子

教育研究業績一覧 ＜2016年1月～12月＞

阿部雄一

飯森豊水
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教員名 種別 研究業績

学会発表（単)
「役員構成の多様化と業績の関係」、日本経営倫理学会 CSR研究部会、大手町ビル７Ｆ
大会議室、東京都、2016.11.8.

資格取得
「CFP(R)（上級ファイナンシャルプランナー）」資格更新、日本ファイナンシャル・プ
ランナーズ協会、2016.3.6.

著書（共）
『保健医療サービス－社会福祉士シリーズ17（第3版）』、福祉臨床シリーズ編集委員
会編、責任編集：佐久間淳、幡山久美子、分担執筆「第6章各専門職の役割と機能分担
～5．臨床心理士」著、弘文堂、pp127-132、2016.2.28

講演
「認知行動療法を用いたストレス・マネジメント（高校生向けの体験授業）」、中山学
園高等学校、千葉県、2016.6.10.

論文（単）
「岡本かの子『東海道五十三次』と津島佑子『厨子王』―〈歌枕〉的性格を視座に」、
開智国際大学『紀要』、 第15号、  pp.291-307、 2016.2.

講座
「夏目漱石『夢十夜』の光と闇」、  開智国際大学公開講座、 千葉（柏）、
2016.10.13.

講座
「『竹取物語』の光と王権と噂」、  開智国際大学公開講座、 千葉（柏）、
2016.11.10.

柴原宜幸 学会発表（共)
“Factors related to attitudes toward nurturing the next generation in
Japanese college students”, Poster presentation, 31st International Congress
of Psychology, Yokohama, Kanagawa-ken, July, 25, 2016.

科研費による報告（単） 『科学研究費助成事業　研究成果報告書（課題番号：24590814）』、6頁、2016.6.14.

報告・資料（単）
「生涯学習における次世代育成に関する心理教育の試み」、開智国際大学『紀要』、第
15号、pp137-142、2016.2.15.

報告・資料（単）
「初等中等教育におけるアクティブ・ラーニングの関連要因に関する一考察」、開智国
際大学『紀要』、第15号、pp.143-154、2016.2.15.

学会発表（単)
「子育て支援に参加する中高年者の世代性」、ポスター、日本発達心理学会第27回大
会、北海道大学、北海道（札幌市）、2016.4.30.

学会発表（共)
“Factors related to attitudes toward nurturing the next generation in
Japanese college students”, Poster presentation, 31st International Congress
of Psychology, Yokohama, Kanagawa-ken, July, 25, 2016.

講座
「市民大学生涯学習講座まなび屋　人間の心の発達：乳幼児〜中高年まで」、NPO法人
パートナーとうかつ、日本生命柏支店セミナールーム、千葉県（柏市）、2016.10.25.

講演
「教育を支える心理学的視点：豊かなアクティブ・ラーニングをめざして（開智望小学
校教員研修会）」、開智望小学校、茨城県、2016.8.25.

講習会
「JNCAST Feeding講習会」、乳幼児保健学会、東京医科歯科大学、東京都（文京区）、
2016.8.17.

著書（共）
『主観性科学化する質的研究法入門—TAEを中心として』、末武康弘、諸富祥彦、村里忠
之、「TAEの理論と実際」「TAEステップによる内省プロセス可視化の試み」著、金子書
房、337ページ、2016.6.23.

学会発表（単)
「初年次教育におけるシティズンシップ教育の可能性と限界―教育的公共圏『さくぶ
ん.org』の試み―」発表、初年次教育学会第９回大会、四国大学、徳島県、2016.9.11.

学会発表（共)
「TAEによる日本語教師の振り返り−10年目の節目に」清水順子/ポスター、日本語教育
学会春季大会、目白大学、東京都、2016.5.21.

学会発表（共)
「学生の経験を言語化し、学びを深めるライティング指導―TAE（Thinking At the
Edge）をベースにした『経験をことば化する方法』―」、成田秀夫・山本啓一、初年次
教育学会第９回大会、四国大学、徳島県、2016.9.10.

講演会等(単）
「経験を『ことば化』して思考力・自己効力感を高める文章表現活動」、日本語表現デ
ザイン塾公開研究会、京都大学、京都府、2016.3.19.

佐々木さよ

佐久間祐子

小池裕子

得丸智子

寺本妙子
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講演
「 TAE（Thinking At the Edge）ワークショップ〜経験と言語の辺縁を横断する手法を
体験する〜」、日本語表現デザイン塾・北陸大学共催、金沢歌劇座、石川県、
2016.12.3.

講座 「30字作文できらきらライフ」、開智国際大学公開講座、千葉(柏）、2016.9.26,10.3.

講習会
「TAE風（ふう）気まぐれ日記」、日本フォーカシング協会年次大会、いわき産業創造
館、福島県、2016.9.19.

研究ノート（単）
「国語科教育法―実践的指導力の育成に向けてー」、開智国際大学『紀要』、第15号、
pp.75-93、2016.2.15

講演
出張授業「日本語のおもしろさ」、ダイナミックビジネスカレッジ、ダイナミックビジ
ネスカレッジ、東京、2016.6.24

講演
講演「芭蕉の名句『古池や蛙飛びこむ水の音』―『蛙』の数は何匹か―」、ＮＰＯ法人
パートナーとうかつ、日本生命ビル、千葉、2016.8.23

講座 講座「和歌に詠まれた『光と闇』」、開智国際大学公開講座、千葉(柏）、2016.11.22

林リレイ 論文（共）
「病院経営のHRM（人的資源管理）上の特殊性についての一考察」、『大東文化大学紀
要』、第54号、pp.251-268、2016.3.

論文（単）
« Haïkaï, japonisme : le Japon vu par les surréalistes  », Masculin/Féminin –
Surréalisme au Japon  (Mélusine , XXXVI), pp. 213-227, 2016.2.

学会発表（単)
« Breton critique d'art » 口頭発表, André Breton, 50 ans après (Colloque de
Cerisy-la-Salle), Cerisy-la-Salle (France), 2016.8.11～8.18.

講座
「テロ以後のフランス ： その闇と光」、開智国際大学公開講座、開智国際大学、千葉
(柏）、2016.11.29.

論文（単）
「グローバル社会志向型企業の経営戦略に関する一考察―構造モデルの構築－」、『東
京女学館大学紀要』、13号、pp.113-123、2016.3.23.

学会発表（単)
「３つの三角形モデルの相互関係について」、第24回全国大会発表、情報文化学会、東
京大学・山上会館、東京、2016.11.5.

講演会等(単）
「地図情報とビジネス」、柏市立図書館・柏市内大学図書館合同企画講演会、開智国際
大学、千葉(柏）、2016.10.22.

論文（単）
「『ひめはじめ』考－暦と日本の食文化との関わり－」、『日本史攷究』、第四十号、
pp.67-86、2016.12.3.

監修（単）
「今月の七十二候」、『NHKラジオ深夜便』、7月号～1月号、NHKサービスセンター、各
１ページ、2016.7.1.～2017.1.1.

講演会等(単）
「中世社会における呪詛と角三本の鬼」、NPOほうじんパートナーとうかつ、日本生命
ビル、千葉県、2016.7.26.

講演会等(単）
「鴨川の五条中島と豊臣秀吉」、柏市教育委員会、開智国際大学、千葉(柏）、
2016.8.1.

講演会等(単）
「『陸奥国中尊寺領骨寺村会図』の世界」、柏市立図書館・柏市内大学図書館合同企画
講演会、開智国際大学、千葉(柏)、2016.10.23.

講座 「豊臣秀吉の光と闇」、開智国際大学公開講座、千葉(柏）、2016.12.22.

学会シンポジュウム JR東日本安全シンポジウム、東京都、2016.11.

学会シンポジュウム 経営行動科学学会、明治大学駿河台キャンパス、東京都、2016.11.5・6.

宮入小夜子

服部一枝

原田　操

符　儒徳

松井吉昭

得丸智子
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講演
九州・アジア経営塾(KAIL碧樹館プログラム)リーダー研修、電気ビル共創館、福岡県、
2016.1.10.

講演
農林水産省課長級「ビジョン・マネジメント研修」、農水省研修所、東京都、
2016.11.8.

著書（編著）
『教師のためのコーチング術』、八尾坂修・片山紀子・原田かおる、「スクールリー
ダーのコーチング」、ぎょうせい、130pp、2016.5.10．

論文（単）
「これからの教員養成研修システムの改革」、『教育展望』、62（2）、 pp.22-27、
2016.3.1.

論文（単）
「アメリカの第一次・第二次大戦下における臨時免許状の特質と影響」、『教育経営学
研究紀要 (八尾坂修教授退職記念号) 』、18号、 pp.1-16、2016.1.23.

論文（単）
「地域創生における学校と地域とのあり方を探る」、『九州教育経営学会研究紀要』、
22号、 pp.1-6、2016.6.25.

論文（単）

「Teaching Ability and School Culture Power in the Support of School
Development Capabilities」、 Teacher Education Reseach : Journal of the
Center for Teacher Education Research Tamagawa University 、 Vol.2、 March
2016.

論文（単）
「教育行政と学校経営の基本的位置 : 学校教育充実のための教育行政の役割(第1回)教
育行政と学校経営の立ち位置とは」、『Synapse : 教員を育て磨く専門誌』、50号、
pp.27-31、2016.4.20.

論文（単）
「教育行政と学校経営の基本的位置 : 学校教育充実のための教育行政の役割(第2回)学
校組織運営・校務効率化への支援」、『Synapse : 教員を育て磨く専門誌 』、51号、
pp.34-39、2016.6.25.

論文（単）
「教育行政と学校経営の基本的位置 : 学校教育充実のための教育行政の役割(第3回)教
育委員会・地域との連携による学校教育活動支援 : 部活動・放課後子供教室に焦点を
当てて」、 『Synapse : 教員を育て磨く専門誌 』、52号、 pp.35-41、 2016.8.25.

論文（単）
「教育行政と学校経営の基本的位置 : 学校教育充実のための教育行政の役割(第4回)地
域力強化と教育活動支援 : 土曜学習と地域未来塾に焦点を当てて」、『Synapse : 教
員を育て磨く専門誌 』、53号、 pp.46-51、 2016.10.28.

論文（単）
「教育行政と学校経営の基本的位置 : 学校教育充実のための教育行政の役割(第5回)学
校インターンシップの役割と期待 : 幻の教員試補構想と今日の学校インターンシッ
プ」、『Synapse : 教員を育て磨く専門誌 』、54号、 pp.46-51、 2016.12.25.

論文（単）
「教師の資質・能力の向上策をどう考えるか」、 『学校の評価・自己点検マニュアル
(追録16号)』、ぎょうせい、 pp.339.8-339.14、 2016.12.25

書評
「市川昭午『教職研修の理論と実際』」、『日本教育行政学会年報』、42号、 pp.270-
274、 2016.10.7.

書評
「多田孝志編『教育の今とこれからを読み解く57の視点』」、『教育展望』、7,8月合
併号、 p.51、 2016.8.1

エッセイ 「（教科書謝礼） 厳格なルール必要」、読売新聞朝刊、39面、2016.1.1.

エッセイ 「（教科書謝礼）安易な教員多かった 」、読売新聞夕刊、3面、2016.1.22.

エッセイ
「（大分県教員採用取り消し訴訟）口利き解明―違法な採用の結論」、朝日新聞朝刊、
10版、2016.1.15.

エッセイ 「（教科書謝礼） 安易な道 社内に蔓延」、産経新聞朝刊、14版、 2016.1.23.

宮入小夜子

八尾坂修
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エッセイ 「（教科書謝礼） 会社のトップがルールを守る」、毎日新聞朝刊、14版、2016.1.23.

エッセイ 「（教科書謝礼） 教員と業者なれ合い」、北海道新聞、16版、2016.2.21.

エッセイ 「（教科書採択）国立中、理由公表1割」、産経新聞朝刊、15版、2016.4.3.

エッセイ 「中学校教科書 半数に「震災」」、 読売新聞夕刊、 13版、 2016.4.8.

エッセイ 「（教科書採択） 大修館 問題集無償提供」、読売新聞朝刊、13版、2016.6.11.

エッセイ 「国立大学再編の動き―文系いらない？」、西日本新聞朝刊、19版、2016.11.1.

学会講演（単）
「これまでの教育・研究活動からの示唆」、 九州教育経営学会、 九州大学、 福岡
県、 2016.1.23.

受賞 「地方教育行政功労者表彰」、 文部科学大臣（文部科学省）、 2016.10.14.

翻訳（単）
ウィリアム・ベイツ、『パントマイム　ハーレクィン・マンゴー』、文学同人誌『飛
翔』（錦秋号、39号）、ｐｐ.211ー238、2016.10.30.

翻訳（共）
デイヴィッド・パンター、『恐怖の文学　その社会的・心理的考察　1765年から1872年
までの英米ゴシック文学の歴史』、石月正伸、小宮照雄、鈴木孝、高島真理子、谷岡
朗、分担をせずに全員で全訳、松柏社、2016.6.10.

講座
「シェイクスピアのファースト・フォリオ版全集の魅力」、開智国際大学公開講座、千
葉(柏）、2016.9.20.

教員名 種別 研究業績

論文（共）

“A Note on Japan's Contemporary Trade Policy, ” Proceedings of the
International Conference on “Evolution of International Trading System:
Prospects and Challanges,”  Saint Petesburg State University, 20-22 October
2016, pp. 34-41.

論文（共）
“Anti-dumping Duties in Japan: Practice of Application,” Mezhdunarodnaja
torgovl'ya i torgovaja politika [International Trade and Trade Policy ], 2016,
№ 1, pp. 33-45. (In Russian)

報告・資料（単）

“Motives of Japanese Banks on the Russian Market, ”  Materials of the III
International Scientific Conference on “Sustainable Development: Society and
Economy,” Saint Petersburg State University, 20-23 April, 2016, pp. 426-427.
(In Russian)

報告・資料（単）
 「日本の銀行のロシア進出とその背景」、2015年度開智国際大学「公開講座」報
告、pp.33-43、2016.2.

報告・資料（共）
 “International 　Exchange with Sochoow University,” Kaichi International
University Bulletin ,  No.15, pp. 203-207，2016.

報告・資料（共）
 “Promoting Global Communication through English”、 2015年度開智国際大学
「公開講座」報告、pp.57-62、2016.2.

エッセイ 「教育−日本から見えてきたこと−」、『Ja-Net』、79号、3 ページ、2016.10.

[准教授]

八尾坂修

安田比呂志

Victor
Gorshkov
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教員名 種別 研究業績

学会発表（単)
 “Energy Resources and Sustainability in Russia: Where is Russia headed?”
International Symposium“Energy Resources and Sustainability in Russia,”
ラウンド・テーブルパネリストとして報告、京都大学思修館、京都市、2016.10.22.

学会発表（単)

 “Recent Developments in Russia’s Financial Sector: The Case of Russia, ”
International Conference on “EU Economic Stagnation and Political
Insecurity: Lessons for Asia,”  Kyoto Institute of Economic Research, Kyoto
University, Kyoto City, Japan, 09.03.2016.

学会発表（単)

 “Path-Dependency in Russia's Financial Sector, ” 国際コンファレンス「移行経
済における制度多様性と経路依存性」、ラウンドテーブル「Perspectives of the
Path-Dependency　Approach」にて報告、京都大学経済研究所、京都市、2016.2.23-
24.

学会発表（共)

 “International Events as a Motivating Factor in Facilitating Intercultural
communication, ”  Global Issues SIG Forum, 42nd Annual International
Conference on Language Teaching and Learning , JALT 2016, Nagoya City,
Japan, 25-27 November 2016.

学会発表（共)

“A Note on Japan's Contemporary Trade Policy,”  International Conference
on “Evolution of International Trading System: Prospects and
Challenges,” Saint-Petesburg State University, Saint Petesburg, Russia, 20-22
October 2016.

研究会シンポジュウム

“Russia’s Financial Sector and Sanctions of the West, ” Joint Research
Seminar of the Society for the Comparative Economic Studies and the
Society on Macroeconomics and Economic Systems [第164回マクロ経済学・経済シ
ステム研究会－比較経済体制研究会と共催－], Kyoto Institute of Economics
Research, Kyoto University, Kyoto City, Japan, 28.05.2016.

資格取得

 International TEFL and TESOL Training，Certificate in TESOL , grade A (120-
hour TESOL on-line course. Course components: Classroom Management, Teaching
Skills, Language Awareness, Phonology, Lesson Observation, Course material
analysis), 01.2016.

資格取得
International TEFL and TESOL Training，Certificate in Teaching Business
English (CTBE) (50-hour TBE course), 02.2016.

講座修了証明書
GACCO JAPAN MOOC, on-line course on “Interactive Teaching,” Certificate of
Completion , 3. 2016.

講座修了証明書
GACCO JAPAN MOOC　「グロバリゼーション下の日本経済と日本企業」 オンライン講
座、修了証明書、 1. 2016.

ワークショップ実施
特定非営利活動法人「けいはんな文化学術協会」主催の第9回けいはんな国際中学生
キャンプにて「グローバル・エネルギー問題」をテーマとしたワックショップを実施、
関西文化学術研究都市、2016.4.

ワークショップ実施
特定非営利活動法人「けいはんな文化学術協会」主催の第10回けいはんな国際中学生
キャンプにて「グローバル食糧問題」をテーマとしたワックショップを実施、関西文化
学術研究都市、2016.8.

大学体験講義
『経済学・経営学の視点からグローバル化を考える』(Globalization and
Business)， 開智国際大学体験講義、千葉（柏）、2016.6.14.

大学体験講義 『英語を使って復活祭について学ぼう』、開智国際大学体験講義、柏市、2016.4.14.

論文（単）
「孟浩然「臨洞庭上張丞相」詩─従来の解釈について─」、『大東文化大学漢学会誌』
第55号、pp.27-48、2016.3.10

報告・資料（単）
「唐に渡った阿倍仲麻呂―阿倍仲麻呂は唐で何をしていたのか？―」、2015年度開智国
際大学「公開講座」報告、pp77-79、2016.2.

Victor
Gorshkov

三枝秀子
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教員名 種別 研究業績

三枝秀子 講座
「生と死の狭間に如何に生きるか－陶淵明の光と闇－」、開智国際大学公開講座、開智
国際大学、千葉（柏）、2016.12.15.

報告・資料（単）
「本学学生の身体組成に関する一考察」、開智国際大学『紀要』、第15号、pp.127-
135、2016.2.

報告・資料（共）
「ランナーに対するSCAT適用」、井筒紫乃、中村　浩志、『ランニング研究』、第28巻
第2号、59～64頁、2016年2月

学会発表（共)
「ランナーに対するSCAT適用」、井筒紫乃・中村　浩志、第28回ランニング学会、環太
平洋大学、岡山県、2016.3.13.

講座
「若さと健康をサポートします！～ミニテニス～」、開智国際大学公開講座、開智国際
大学体育館、千葉(柏）、2016.10/25・11/1・8・15・22・29（全6回）

講座 「事例研究」、精神分析的心理臨床セミナー、AP西新宿会議室、東京、2016.7.14.

講座 「統合失調症」、精神分析的心理臨床セミナー、AP西新宿会議室、東京、2016.11.24.

論文（共）
 “Learning authentic and polite English through late notes，” The Language
Teacher， Nov./Dec. 2016， 40(6)， 20-21.

監修（共）
“Focus on the Learner”, JALT2015 Postconference Publication, member of the
Editorial Advisory Board, Tokyo: JALT, August 2016.

報告・資料（共）
 “International exchange with Sochoow University,”Victor Gorshkov、 Kaichi
International University Bulletin , 2016, No.15, pp. 203-207.

報告・資料（共）
 “Promoting Global Communication through English,” 2015年度開智国際大学「公
開講座」報告、pp．57-62、2016.6.

学会発表（単)

“Learning authentic and polite English through ‘late’ notes.” Conference
on Action Research in Language Learning and Practical Activities for the
Everyday EFL Classroom at Hue University of Foreign Languages, Hue, Vietnam.
THT, JALT, 7 August 2016.

学会発表（共)

“International events as a motivating factor in facilitating intercultural
communication, ” Joint Poster Presentation at Global Issues SIG Forum, 42nd
Annual International Conference on Language Teaching and Learning, JALT 2016,
Nagoya City, Japan, 25-27 November 2016.

［講師］

教員名 種別 研究業績

菊島正浩 講座 「光と色の心理学」、 開智国際大学公開講座、 千葉（柏）、 2016.12.20.

研究ノート（単）
「マレーシアにおけるインド舞踊をめぐるナショナリティとエスニシティ」、『マレー
シア研究』、第5号、pp.55-72、2016.6.

学会発表（単)
「インド系移民の表象と アイデンティティ マレーシアにおけるメディアと芸能」、南
アジア学会、神戸市外国語大学、兵庫県、2016.9.25.

研究会発表(単）
「メディアの創造力ーマレーシアのインド舞踊をとりまくメッセージ」、科研「インド
における新しいメディア状況と芸能のグローバル化」、京都大学、　京都府、
2016.10.22.

古賀万由里

高橋早苗

鳥越淳一

Elizabeth
Lange
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教員名 種別 研究業績

講座
「インド社会の光と陰」、開智国際大学公開講座、開智国際大学、　千葉（柏）、
2016.10.17.

受賞
環太平洋学術研究助成費、「南インドの芸能的儀礼の民族誌―生成する儀礼と神話」、
大平正芳記念財団、2016.6.10.

論文（単）
「スタニスワフ・レムにおけるロボットの身体―短編『テルミヌス』を中心に」、開智
国際大学『紀要』、第15号、pp.5-17、2016.2.15.

学会発表（単)
「文化遺産は社会主義の夢を見るか？――ポーランドのティヒ市における社会主義体制
の遺物をめぐって」、第89回日本社会学会大会、九州大学、福岡県、 2016.10.8.

講座
「社会主義体制の『光と闇』： ポーランド、ノヴァ・フータの過去と現在」、開智国
際大学公開講座、千葉（柏）、2016.12.14.

翻訳（単）

菅野覚明、『日本の元徳 The Cardinal Virtues of Japan（講義　原稿の英訳）』、文
部科学省後援による国庫補助事業の第28回国際武道文化セミナー(28th International
Seminar of Budo Culture)、セミナー報告書、公益財団法人日本武道館、pp.30-33、
2016.7.

研究ノート（単）
「Bujutsu Jargon - Part 9」、学術専門誌『Kendo World』、Vol 8.2、文化舎イン
ターナショナル、pp.48-49、2016.6.

学会発表（共)

「International Events as a Motivating Factor in Facilitating Intercultural
Communication」、全国語学教育学会 第42回年次国際大会 グローバル問題と言語教育
研究部会（JALT 2016 - Global Issues in Language Education Special Interest
Group)、愛知県産業労働センター、愛知県、2016.11.26.

講演会等(共）

「日本の元徳 The Cardinal Virtues of Japan（菅野覚明先生の講義の日英通訳）」、
文部科学省後援による国庫補助事業の第28回国際武道文化セミナー(28th
International Seminar of Budo Culture)、日本武道館研修センター、千葉県、
2016.3.4.

講座
「オーストラリアを知ろう！」、開智国際大学公開講座、開智国際大学、千葉（柏）、
2016.9.26.

資格取得 「日本漢字能力検定５級」、日本漢字能力検定協会、2016.9.13.

学会発表（共)
「Intervention of using strengths for sense of authenticity」（共発表）、XI.
European Conference on Social and Behavioral Science, Roma, Italy.2016.9.3.

学会発表（共)
「心理的敏感さと就職活動関連要因との関連」（共発表）、日本キャリア教育学会第38
回大会、札幌大谷大学、北海道（札幌）、2016.10.16.

学会発表（共)
「4年制大学における心理学的強みを活用する介入プログラムの3年間の取り組み」（共
発表）、日本キャリア教育学会第38回大会、札幌大谷大学、北海道（札幌）、
2016.10.16.

菅原　祥

高橋　誠

Bruce
Flanagan

古賀万由里



開智国際大学紀要 

投稿規則 
 

1．本誌には教育 ･ 研究に関する「原著論文」、「研究ノート」、「報告 ･ 資料」、「翻訳」、「書評」等 を

掲載する。 

2．「原著論文」等は未公刊のものに限る。 

3．投稿の資格は原則として本学の専任および兼任の教職員とするが、本学と関連をもつ研究者を認め

る場合がある。 

4．「原著論文」、「研究ノート」、「報告 ･ 資料」、および「翻訳」は一般投稿を原則とするが、「報告・

資料」、「書評」等は委員会が執筆を依頼する場合がある。 

5．本誌に掲載する原稿の採否は、紀要編集委員会で審査のうえ決定する。なお、投稿原稿に対しては、

編集委員会の委嘱する査読者が査読し、内容の修正等を要求することができる。 

6．掲載された論文等の著作者は、国立情報学研究所等による電子化 ･ 公開、及び本学ホームページそ

の他に無料公開することを許諾するものとする。 

7．それぞれの内容は次の要件を備えているものとする。 

（1）「原著論文」は、問題・方法・手続き・結果・考察の各部分から構成され、独自の論旨が明確であ

ること。 

（2）「研究ノート」は「原著論文」に準ずる内容のものであること。 

（3）「報告 ･ 資料」は、本学教育・カリキュラム等に関する考察、教材、参考資料および実態調査の

報告などとする。 

（4）「翻訳」は、注釈・解題が充実したものであること。また、著作権・翻訳権等について十分に留意

されたものであること。 

8.  倫理上の問題が生じるおそれのある研究については、研究倫理委員会の審査を受け、審査結果通知

書の複写を原稿に添えて提出する必要がある。 

9．投稿は次の要領による。 

（1） 原稿の他に同文のコピー 1 部を添付する。 

（2） 原稿はなるべく電子ファイル形式（Word 等）で執筆し、電子媒体もしくはメール添付で提出す

ること。 

（3） 和文原稿は、16,000 字程度（1 行 40 文字× 30 行を 1 頁とする）とし、A4 判用紙を用いる。

欧文原稿の場合は、65 ストローク 33 行ダブルスペースで 15 枚以下とし、A4 判用紙を用いる。 

（4） 日本語およびその英訳のキーワードを 5 個以内つける。 

（5） 題名、執筆者所属氏名には欧文を付する。また、「原著論文」および「研究ノート」については 450 

語以内の欧文抄録（およびその日本語訳）をつける。 

（6） 本文において章・節などの記号をつける場合は、次のように記すのを原則とする。 

序 ･ 結論を除き、 

章にあたるもの           1．              2．                 3． 

節にあたるもの           1．1             2．1                3．1 

項にあたるもの           1．1．1          2．1．1             3．1．1  

項以下のもの             1．1．1．1       2． 1．1．1         3．1．1．1 

（7）文字は、当用漢字、現代かなづかいを原則とし、数字は算用数字、欧文は活字体、統計記号はイ

タリック体で記す。 

（8）外国地名・人名は原語を用いる。外国語はなるべく訳語を付ける。ただし、日本語として慣用化

している外国語はカタカナで記す。 

（9）図表は別紙にトレースのないように描き、次のように記す。 

図 1、図 2、      表 1、表 2、      Figure 1、Table 1 

なお、本文中に図表のスペースを換算して位置を明記する。 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

（10）注・引用文献は、次のいずれかの方法で記載する。 

①上付きで（1）、（2）、（3）と付番し、本文末に「注・引用文献」としてまとめる。 

②引用文の直後に（ ）書きし、（ ）の中には、著者名、発行年、所在ページを記し、本文末に

「引用文献」としてまとめる。このとき、番号は付けず、和文は著者名の“あいうえお”順、       

英文は著者名の“アルファベット”順に記載する。 

［例］“ ”（Davis，1968；p.153） 

“ ”（Collins，1982；pp.20-21） 

この場合、注は、上付つきで（1）、（2）、（3）と付番し、本文末に「注」としてまとめる。 

※ 1  邦文の引用文は「 」でくくり、欧文の引用文は“ ”でくくる。長文の引用の場合は、「 」

を付けず、前後を 1 行ずつあけ、引用部全体を 1 字下げて記す。 

※ 2  ②の場合、同一発行年に同一著者の文献が複数ある場合には、最近のものから順に、1968a、

1968b のように区別する。 

（11）引用文献の記載方法 

①雑誌論文の場合 

著者名：発行年，論文名，雑誌名，巻数，号数，始めの項－終わりの項． 

（例 1） 土居健郎：1960，「ナルチシズムの理論と自己の表象」，『精神分析研究』，第 7 巻，第 

3 号，7-9 頁．（例 2） Collins D.T.：1982,“Notes on the Hospital  Treatment of 

DisorderedYouth”, Japanese Journal of Psychoanalysis, Vol.20,  No.1, pp.20-28. 

②単行本の場合 

著者名：発行年，書名，出版社名，発行地． 

（例 1） 山本太郎：1998，『決定権の所在』，伊藤出版，東京． 

（例 2） Kernberg, O. F.：1980, Internal World and External  Reality, Jason  Aronson,     
New York. 

③単行本の 1 章または一部の場合 

著者名：発行年，論題名，編者名，書名，出版社名，発行地，始めの項－終わりの項． 

（例 1） 内井惣七：1991，「数学的論理学の成立」，神野慧一郎（編），『現代哲学のバックボーン』，

勁草書房，東京，11-32 頁． 

（例 2） Smith, L. C.：1998, ”Defining the Role of Information Science”, Alan C. 

Bowen（ed.）,  Library  and Information Studies, International Publishing 

Company, New York, pp. 77-106． 

（12）原稿の末尾に脱稿年月日を記入して提出する。 

（13）執筆者校正は 2 校までとする。原則として加筆修正は認めない。 

（14）句読点については、以下①～③のいずれを使用してもよい。但し、論文の中での統一を図ること

とする。 

①「、」と「。」 

②「，」と「.」  

③「，」と「。」 

 

 

紀 要 編 集 委 員 会 

改定 平成 29 年 3 月 1日 

 



編 集 後 記 

本学は来年度より教育学部と国際教養学部の 2

学部となる。新たに多数の教員が着任となり、学

内の雰囲気も賑やかになるに違いない。 

 学内の雰囲気といえば、今年度は多様な国籍の

留学生が入学した結果、国際教養学部スタートに

先立って国際的になった感がある。当然のことな

がら困惑や混乱はあったし、今後もあるだろう。

が、人と人が集まれば何らかの摩擦が生じるのは

当然のことで、それを克服していく術を編み出す

のは人間の知恵であり人と人の協働によるであろ

う。 

 ところで、米大統領選は予備選の時から世界の

耳目を集めたが、一部の専門家を除く大方の人は、

どこか「よその国」のこととして恰も芝居を楽し

む観客のようなところがなくはなかった。選挙結

果には日本を含む世界の多くの人や国が驚いたが、

この結果を生んだ社会的背景の考察が日本でも新

聞・雑誌の論壇にのぼり、テレビの教養・報道番

組を含めて、貧困や格差や不寛容など、日本や世

界を覆う困難な課題を指摘する言説が多く出てい

る。教育に携わる者としては、子どもの貧困や教

育格差に胸が痛むし、留学生を見るにつけ国際紛

争に悲しむ。どれも人間が作り出した部分が大き

く、昨年に没後百年を迎えた夏目漱石の作品中の

語ではないが、人間の「軽薄」を思う。 

 それでも、人間の英知の集結をと思う。自明な

ことをと失笑されるだろうが、教育学部と国際教

養学部がスタートするにあたって、この書生臭い

願いを大切にしたい。 

 今号は原著論文７、研究ノート４、報告・資料

２、翻訳１、合わせて 14 本となった。査読では

多数の方からご協力を賜った。編集委員会として

深く御礼を申し上げる。とりわけ、査読をお引き

受けくださった学外の多数の方には大学として

も厚く御礼を申し上げる。また、本学図書館主任

の中田路子氏と図書館事務の方々のご協力なく

しての刊行は叶わなかった。この方々にも深く御

礼を申し上げる。        

 （編集委員長 佐々木 さよ）
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