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松本・近藤両先生のご退職に寄せて

二〇〇六年三月

学

長

関

稔

平成十七年度はあと僅かで終えようとしています︒この時期には︑卒業生を見送ることだけでなくさまざまな
別離の場面が現出します︒この度は教員では松本祐光・近藤良一の両先生とお別れすることになりました︒
松本先生は︑北海道拓殖銀行・たくぎん総合研究所において実務と研究の両面で活躍されましたが︑本学には
開設二年目に当たる平成十一年四月に教授として着任︑企業研修・金融事情・地域経済関係の科目を担当されま
した︒実業界での豊富な経験をも踏まえて懇切に指導される姿は︑穏和で実直なお人柄の表出そのものでありま
した︒先生は一旦は定年に先立っての退職を決意されていましたが︑教授会で選出されて平成十六年七月から学
部長職に就任されました︒この三月末で学部長職の任期をも全うされた上での定年退職となります︒昨今の学部
長職は察するところ必ずしも安閑の立場ではあり得ず︑多大なご苦労をおかけいたしました︒
近藤先生は︑駒澤大学︵岩見沢キャンパス︶で長期にわたり教育研究に邁進されましたが︑平成十二年四月に
本学に教授として迎えられ︑仏教学・ボランティア活動・坐禅実習関係の科目を担当されました︒先生は本学と
関わりの深い曹洞宗の僧侶でもあり︑仏教精神の普及にも留意され本学の宗教的行事を主導されました︒平成
十四年四月に信任を得て二代目学長職に就き本学の充実発展に努力されましたが︑遺憾なことに任期半ばで四大
不調を招かれ平成十六年三月末に降板を余儀なくされました︒先生は定年までまだ一年余を残されていますが︑
ご都合により今学年度限りでの退職を決断されました︒惜しいことであります︒
以上︑お別れすることになる両先生と本学との関わりの一端を示しましたが︑不安の時期に重鎮を失うことの
悲哀を痛感します︒ご指導をいただいた両先生への報謝は︑まずは今後の本学を隆盛に向かわせることにありま
すが︑紀要委員会の勧めにしたがい紀要本号を両先生を記念するものとして発刊することで謝意の一端を表する
次第です︒有り難うございました︒
︵せき みのる・本学教授・学長︶
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近藤 良 一 教 授

二〇〇六年三月

歴︼
三月
三月
三月
三月

歴︼

岩見沢駒澤短期大学専任講師
駒澤大学北海道教養部助教授
駒澤大学北海道教養部教授
北大寺住職
駒澤大学退職
苫小牧駒澤大学非常勤講師
︵平成十二年三月三十一日迄︶
駒澤大学名誉教授
苫小牧駒澤大学国際文化学部教授
苫小牧駒澤大学学長︵駒澤大学苫小牧
短期大学学長兼務︶就任
学校法人駒澤大学理事・評議員就任
苫小牧駒澤大学学長・駒澤大学理事評
議員辞任
苫小牧駒澤大学退職

北海道札幌北高等学校卒業
北海道大学文学部哲学科卒業
北海道大学大学院文学研究科修士課程修了
北海道大学大学院文学研究科博士課程満期退学

平成十八年 三月三十一日

平成十四年 四月
一日
平成十六年 三月三十一日

平成十一年 五月二十六日
平成十二年 四月
一日
平成十四年 四月
一日

昭和四十年 四月
五日
昭和四十七年四月
一日
昭和五十四年四月
一日
平成 元年 七月 十二日
平成十一年 三月三十一日
平成十一年 四月
一日

︻職

昭和三十年
昭和三十四年
昭和三十七年
昭和四十年

︻学

略歴および主な業績
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平成四年四月〜現在

平成四年四月〜現在

平成元年四月〜現在

ガールスカウト北海道第 団育成会長

印度哲学宗教学会評議員

北海道地区大学準硬式野球連盟副会長

札幌市北辰中学校後援会副理事長

財団法人・梅津奨学院評議員

室蘭開発建設部入札監視委員会委員
苫小牧市公営企業等調査審議会委員

4

近藤良一教授 略歴および主な業績

︻学会及び社会における主たる活動︼
日本ボーイスカウト札幌第 団育成会長

平成六年六月〜現在

昭和六十三年七月〜平成元年六月 札幌モーニング・ロータリークラブ初代会長

昭和六十一年四月〜現在 財団法人・札幌市北九条小学校奨学会常務理事

昭和五十九年十月〜現在 北海道印度哲学仏教学会常任理事

昭和五十五年四月〜六十一年三月 札幌市北九条小学校ＰＴＡ会長

昭和五十一年四月〜現在
12

北海道学生野球連盟副理事長

平成十四年八月一日〜平成十六年三月三十一日

平成十四年五月一日〜平成十六年三月三十一日

平成十四年四月一日〜現在

平成十二年四月〜現在

17

︻教育研究業績︼

５

４

３

２

１

火堯和尚再吟略注 共著

西来寺蔵・﹁仮名書き法華教﹂︱翻字篇︱ 監修 平成六年三月

西来寺蔵・﹁仮名書き法華教﹂︱影印篇︱ 共著 平成五年四月

宋重刊・古尊宿語録 上下二冊 共編

禅苑蒙求 監修

海上物語の研究 単著
平成三年七月
平成四年四月

東豊書店

平成二年十一月 近思文庫

勉誠社

棱伽林

︵著書︶

６
古今韻會挙要小補 一〜五巻

平成六年十月

棱伽林

棱伽林

棱伽林

五冊 共編 平成六年四月 近思文庫

棱伽林

７
人天眼目萬安抄 共編

翰林書房

８

日本一鑑の総合的研究︱本文篇 刊行委員長 平成八年四月

平成六年四月

９

棱伽林
平成十一年一月

棱伽林

国立国会図書館蔵 押韻︹古辞書︺ 監修 平成十年四月
平成十一年一月

臨南寺全書第七 古澗略韻上 共編

棱伽林
東光山学術文献集成第二輯

平成十一年三月
平成十三年六月

朝鮮仏教史︱資料編二︱ 共編

禅林聯句連歌集成 共編

棱伽林
二〇〇六年三月

祖庭事苑 編 平成十四年五月
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海蔵略韻 共編

15 14 13 12 11 10

昭和三十九年三月 印度学仏教学研究
︱１
︱１

禅苑清規に於ける浄土思想︱その思想史的起源︱ 昭和四十二年一月 北海道駒澤大学研究紀要１

慈愍三蔵慧日の禅宗批判とその対象

的展開に見る諸形態

昭和五十六年六月 創文社

︱２

︱１

古田紹欽博士古希記念論集・仏教の歴史

﹁句双紙抄﹂の研究その︵一︶ 昭和五十九年三月 北海道駒澤大学研究紀要

19

6

近藤良一教授 略歴および主な業績

︵論文︶
道元における思想展開の一考察︱北越入山を契機として︱
百丈清規と永平清規 昭和四十年三月 印度学仏教学研究

１
２
長蘆宗

について 昭和四十一年三月 印度学仏教学研究

３
昭和四十一年三月 宗教研究 ︱３

５

百丈清規の成立とその原型 昭和四十三年十一月 北海道駒澤大学研究紀要３

道元の日本国観

６

︱２

百丈清規と禅苑清規 昭和四十四年三月 印度学仏教学研究

昭和四十六年十月 曹洞宗研究員研修生紀要３

昭和四十九年八月 曹洞宗研究員研修生紀要６

北海道駒澤

７

禅浄双修の二つの型

昭和四十七年三月 日本仏教学会年報

大学研究紀要５

唐代禅宗の経済基盤

神秀の念仏思想

12

北宋禅に於ける念仏と浄土 昭和五十年七月 春秋社 岡本素光博士喜寿記念論集・禅思想とその背景

21

17

37

９

禅浄双修思想研究序論︵一︶︱初期禅宗に於ける禅浄双修思想について︱ 昭和四十五年九月

４

14 13

８

39

ペリオ第三七一号﹃歴代法宝記﹄の諸写本について 昭和四十八年三月 印度学仏教学研究

15 14 13 11 10
16

﹁句双紙抄﹂の研究その︵二︶ 昭和六十年三月 北海道駒澤大学研究紀要

﹃百丈清規﹄成立の要因

翻刻﹁庵主問答﹂ 共著

昭和六十二年十月 印度哲学仏教学２

文部科学省研究費

仏教におけ

昭和六十三年三月 北海道駒澤大学研究紀要

昭和六十三年三月 岩見沢駒澤短期大学論集１

昭和六十二年十一月 駒澤大学北海道教養部論集２

卍山本﹃永平広録﹄︵巻第一︶ 共著

草庵恵中の研究︵一︶︱その生涯と布教︱ 共著

中国初期禅者の生死観︱道信・弘忍における浄土往生観︱ 平成元年三月

中華民国中央図書館蔵﹃古尊宿語録﹄について 平成四年三月 駒澤大学北海道教養部研究紀要

棱伽林 棱伽林学報第一輯・近藤良一教授華甲記念・禅林にお

西来寺蔵﹃法華経文字声韻声訓篇集﹄和訓索引 共著 平成六年六月 ﹃古辞書の基礎的研究﹄

﹁禅林に於ける清規の研究﹂ 平成九年三月

号

33

ける学術典籍の総合的研究

苫小牧駒澤大学紀要第５号

﹃日本一鑑﹄名彙の注釈的研究 平成十年三月 駒澤大学北海道教養部研究紀要

禅林聯句連歌の研究﹇Ⅰ﹈ 平成十三年三月

27

唐代禅宗における仏殿の問題 平成元年十一月 平楽寺 藤田宏達博還暦記念論集・インド哲学と仏教

る生死観の総合的研究

23

龍徳寺所蔵・資料目録・龍徳寺誌 昭和六十年四月 北海道開教史研究会﹃北海道開教史の研究﹄

20

平成十八年二月 近思学報・史料と研究 第３輯

二〇〇六年三月

鈴木正三とその周辺︵上︶ 共著

苫小牧駒澤大学紀要 第十五号
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23 22 21 20 19 18 17
27 26 25 24
30 29 28

古田紹欽著﹃日本禅宗史の流れ﹄ 昭和六十一年十月 印度哲学仏教学１

雄山閣

１

平井俊栄著﹃法華文句の成立に関する研究﹄ 昭和六十二年十月 印度哲学仏教学２

8

近藤良一教授 略歴および主な業績

中国思想辞典

︵辞典・項目執筆︶
１
寺院名刹大辞典 平成二年八月

昭和五十九年四月 研文出版

２

２

佐藤達玄著﹃中国仏教における戒律の研究﹄ 昭和六十三年十月 印度哲学仏教学３

︵書評と紹介︶

３

11

印度哲学仏教学８

平成二年十月 印度哲学仏教学５

４ ﹃鎌田茂雄博士還暦記念論集・中国の仏教と文化﹄平成元年十月 印度哲学仏教学４
永平広 録 考 注 集 成 ﹄ 上 ・ 下

鏡島元隆・鈴木格禅編﹃十二巻本﹃正法眼蔵﹄の諸問題﹄ 平成五年十月

５ ﹃祖山本
６

古田紹欽著﹃仏教・その方位と風土﹄ 平成八年十月 印度哲学仏教学
伊藤秀憲著﹃道元禅研究﹄ 平成十一年十月 印度哲学仏教学

８
９

17

14

何燕生著﹃道元と中国禅思想﹄ 平成十四年十月 印度哲学仏教学

10
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研究余話

禅宗古辞書を読む

二〇〇六年三月

禅宗古辞書︑
﹃釈氏要覧﹄
︑﹃祖庭事苑﹄
︑俗語︑禅語

A Essay on Old Dictionaries of Zen Buddhism

キーワード

苫小牧駒澤大学紀要 第十五号

近

藤

良

一

KONDO Ryoichi

9

ここでいう〝禅宗古辞書〟とは︑約千年程前に中国宋代で編纂された辞書類を指す︒宋・明代以後に僧侶や儒

者の言葉を記録した﹁語録﹂と呼ばれる書が多数出現するが︑その中の禅の用語を解説した辞書のことをいう︒
この中で代表的なものを挙げると︑
㈠﹃釈氏要覧﹄三巻 天 四年︵一〇二〇︶刊 道誠編
㈡﹃祖庭事苑﹄八巻 紹興二十四年︵一一五四︶刊 睦庵善卿編
㈢﹃翻訳名義集﹄七巻 紹興二十七年︵一一五七︶刊 法雲編
の三書があり︑古来より仏学三書として主に禅者に受用されている︒

㈠は仏教故事成語辞典︒㈡は禅語録︒㈢は梵漢辞典とそれぞれの特徴を持っている︒

私はこの三書の中から︑平成十四年五月に㈡の﹃祖庭事苑﹄の林羅山手校本・古活字本︵内閣文庫蔵︶を影印
公刊した︒この出版時に調査研究した一端を余話として記述したいと思う︒

本書の編者善郷については不明なところが多いが︑法英の序文に拠ると︑号は睦庵︑字は師節︒幼時に開元寺

の慈恵の弟子となり︑故郷に帰って後︑大観二年︵一一〇八︶から二〇年の年月を要して本書を選述・出版した

という︒また︑その理由は︑叢林においては古くは言葉・文字を重要視しなかった為に︑修行者が参禅弁道に際

し て︑ 問 答 の 語 が 理 解 で き ず︑ ま た 諸 家 の 語 録 が 出 版 さ れ て も 同 様 の 事 が 起 っ て い る と し て︑ 語 録 の 中 か ら
二千四百余の語を選んで注釈を加えたものであると述べられている︒

本書の内容は︑雲門文偃・雪竇重顕・天衣義懐・風穴延沼・法眼文益の語録︑および︑
﹃池陽百問﹄﹃八方珠玉

集﹄
﹃証道歌﹄﹃十玄談﹄等を引用し︑それぞれの冒頭部で祖師の紹介︑語録の内容の説明をしている︒しかして

二〇〇六年三月

項目を見ると︑仏教一般の語・漢籍の語・故事成語・人名・名数・俗語を取り出し︑典拠を示すとともに注釈を
苫小牧駒澤大学紀要 第十五号
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近藤良一

禅宗古辞書を読む

仏教一般の語
点筆者︶の引用を採用しているが

︵１︶

︑この部分は全文が﹃釈氏要覧﹄からの

加えている︒これらの中から︑興味を引かれるものをここに示したい︒
１

荘子⁝⁝﹂︵雪竇頌古︶

漢籍の語

ている所がある︒孫引きかどうかに注意を払う必要がある︒

引用であり︑﹁華首経﹂は﹁華手経﹂が正しい︒本書には孫引が散見され︑先行辞書の語りをそのまま採用し

﹁摩訶般若経﹂と﹁華首経﹂︵

２
﹁陸沈

これは﹃論衡﹄にも見られるが︑﹁世間知らず﹂の意として使用されていたものを︑禅語としては﹁解脱の深

乃賀切語 声﹂︵雲門録上︶

俗語

抗にはまりこみ救い得ない﹂等の意に変えて使っている︒
３
﹁那

﹂ ⑷語勢をととのえる助字
これは⑴﹁なにという疑問詞﹂ ⑵﹁あれ あの﹂ ⑶﹁いかん いかんぞ︵如何︶

と俗語からの転用であるが︑﹁那辺︵ナヘン︶﹂﹁那箇︵ナコ︶﹂﹁那頭︵ナトウ︶
﹂等があり︑吳音で読んでいるの

で古くからの俗語である︒このうち﹁那辺﹂は夏目漱石の﹃吾輩は猫である﹄にも使用されているように︑明治
期でも多用された語である︒

の意であり︑後世の魯迅の有名な小説﹃阿

﹁阿﹂という言葉は少々の軽侮を含んだり︑また親しみの意を表わす名詞の頭につけて︑
﹁阿家︵アコ︶﹂﹁阿
師︵アシ︶﹂﹁阿誰︵アニ︶﹂等の語がある︒姑 親しい坊さん だれ
Ｑ 正伝﹄の﹁阿Ｑ ﹂もこれに類する語である︒

12

﹁行脚﹂︵雑志︶は︑日本においては漢字音の重層といわれている現象の一つで︑この﹁脚﹂は三・四世紀に

最も早く伝わった中国南方音の吳音ではカク・カツと読まれ﹁脚気︵カッケ︶﹂等があり︑六・七世紀の中国北

方音の漢音ではキャク﹁飛脚︵ヒキャク︶﹂等がある︒更に主に禅僧によって持ち込まれた十三世紀以降の中国

南方音である唐宋音ではギャと読み﹁行脚︵アンギャ︶﹂︵アンも唐宋音︶等がある︒尚︑これらの三つが混り合

った読み方もあって複雑な様相を呈している︒ところで︑この﹁行脚﹂であるが︑禅僧が諸国を巡って修行する

ことの意味であったのが︑室町時代になると︑徒走で諸国を旅すること︑また︑死ぬこと 示寂の意にも変化し
て使用された︒

以上﹃祖庭事苑﹄を中心に禅の語録辞書の一端を見て来たが︑古辞書を調査するにあたり︑今更ながら︑唐宋

の俗語研究が必修のものであると痛感している︒例えば﹃水滸伝﹄
﹃隋史遺文﹄
﹃三国志演義﹄
﹃西遊記﹄等の小説・

史伝の文章から︑また﹃正字通﹄等の辞書︑さらに禅語録の精査を加えた総合的な調査研究が必要であり︑これ

︵こんどう

りょういち・本学教授・前学長︶

摩訶般若經云能説空無相無作無生無滅法及一切種智令人心入歓喜信楽是名善知識又華首經云有四法是善知

を今後の課題としたいと思っている︒

注１

二〇〇六年三月

識一能令人入善法中二能障礙諸不善法三能令人住於正法四常能随須教化

苫小牧駒澤大学紀要 第十五号
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松本祐光教授

本

略

４月

2006年３月

略歴および主な業績

松

1958年３月

第15号

祐

光

歴

東京大学経済学部経済学科卒業
北海道拓殖銀行入行

1983年１月

同行京橋支店長

1984年７月

同行東京総務部長

1986年７月

同行事務・システム部長「89年12月まで」

1990年２月

株式会社たくぎん総合研究所専務取締役「96年６月まで」

1996年４月

北海道武蔵女子短期大学経済学科兼任講師「06年９月まで」

1999年４月

苫小牧駒澤大学国際文化学部教授

2004年７月

同学部長

2006年３月 同退職

（1）

松本祐光教授

略歴および主な業績

主な業績
共著
１．北海道の金融構造
1962年４月

北海道拓殖銀行

２．地域開発資金
1964年６月

春秋社

３．地域開発における銀行ビジネスの事例分析
1992年６月

たくぎん総合研究所

４．銀行店舗立地調査
1993年１月

たくぎん総合研究所

５．個人、企業の金融機関取引行動の変化
1996年７月

たくぎん総合研究所

６．地域産業連関表作成と地域産業等の経済効果分析
1997年３月

たくぎん総合研究所

７．北海道における金融環境の変化と道内経済への影響
1999年３月

北海道二十一世紀総合研究所

共訳
１．P.F.Jessup 編

銀行のイノベーション

1972年６月

金融財政事情研究会

経済調査
北海道拓殖銀行調査部（1961 〜 1965年）
１．北海道資金循環表の作成
２．北海道景気動向指数の作成
３．北海道経済マクロモデルの作成
４．日本経済マクロモデルの作成

（2）
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苫小牧駒澤大学紀要第15号（2006年３月31日発行）
Bulletin of Tomakomai Komazawa University Vol. 15, 31 March 2006

苫小牧駒澤大学の企業研修制度
（インターンシップ）
―実績と課題―
The Tomakomai Komazwa University Kigyoukensyu （Internship）
System: The Past Record and Future Tasks

松

本

祐

光

MATSUMOTO Sukemitsu
キーワード：インターンシップ、実践教育、職業体験、
学生・企業の評価、研修期間

要旨
苫小牧駒澤大学では、2000年度から学生の企業研修（インターンシップ）を行っ
ている。ここでは、６年間の実績を取り纏め、今後の課題について検討する。
現在の企業研修については、学生・企業それぞれに一定の評価は得られているが、
現状、研修期間が短期間で「実社会に触れてくる」程度に止まらざるを得ない。若
年層の職業意識の低下が指摘されている中で、実践的教育の重要性が増しており、
インターンシップの充実が求められている。インターンシップの充実のための最大
の課題は研修期間の延長であるが、大学・学生の送り出す側と企業等の受け入れ側
の事情の違い等もあり、実施に当たっては困難も多いのも事実である。その他の課
題を含め、制度の多様化を図り、対処していく必要がある。

（3）
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１．はじめに
当大学では開学３年目の2000年度から単位認定の企業研修（いわゆる
インターンシップ）を導入し、本年度で６年を経過した。ここで６年間
の実績を取りまとめ、今後の課題･方向について考察する。

２．企業研修の概要
まず、企業研修の概要は次のとおりである。
（1）研修のねらい
実習･研修的な就業体験により、職業意識の醸成、新たな学習意欲
の向上、実践的な人材の育成を図る。
（2）研修内容
ⅰ．事前講習
ガイダンス、ビジネス・マナー、業界･企業研究等について、4回
程度実施
ⅱ．派遣先における実習･研修
夏季休暇期間中の原則２週間
ⅲ．派遣期間中の研修日誌
ⅳ．研修レポートの作成
ⅴ．研修体験報告会
（3）派遣先
ⅰ．大学選定先
大学所在の苫小牧市の企業等を中心に大学が受け入れをお願い
し、応諾いただいた先。
ⅱ．その他
学生が帰省先等で受け入れ可能で、大学が適当と認めた先。
（4）対象学生
原則３年次生

（5）

松本祐光 苫小牧駒澤大学の企業研修制度（インターンシップ）

大学での学習をある程度積んでいることが必要であること、また、
４年次生については企業側で採用とのリンクを忌避し、受け入れ不
可とする先が多いからである。
（5）評価
研修先での評価を中心に、研修日誌、研修レポート、報告会での発
表、事前講習受講態度を加味し評価。

３．6年間の実績（注１）
（１）受講学生数

245名

（２）受け入れ企業等

59先（延べ127先）

業種別派遣先数
業種

先数 業種

先数 業種

先数

食品製造

2

卸売

2

福祉

5

建設関連

7

ホテル

4

市役所

2

運輸

4

旅行代理業

2

諸団体

2

金融･郵便局

2

情報通信

2

学校

1

百貨店･総合スーパー

4

対事業所サービス

2

その他教育

2

その他小売

4

その他サービス

12

合

59

（３）実施期間
派

遣 期 間
１週間未満
１週間〜２週間未満
２週間〜３週間未満
３週間〜１ヶ月未満
１ヶ月〜２ヶ月未満
合
計

（6）

延べ先数
1
68
49
6
3
127

計
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（４）学生の評価
受講学生のアンケートを取り纏めたのが下表である。実社会経験のな
い学生にとっては貴重な体験となったとの感想が多い。
企業研修に参加した感想では、
「本当に良かった」78％、「まあまあ良
かった」19％、両者を合わせると97％に達する。
研修先での「仕事の内容」については、
「本当に良かった」45％、「ま
あまあ良かった」38％となっており、アルバイト経験者が多いものの、
受け入れ先の懇切な指導もあり、アルバイトとは違ったものを身もって
感じ取ってきている。
「事前研修の必要性」については、
「強く思った」41％、「少し思った」
39％とまずまずの回答となっているが、派遣先企業等からは「事前準備
不足」とのご指摘が少なからずあり、事前研修にもう一工夫が求められ
ている。
「適切な研修期間」については、
「２−３週間程度以上」が17％とより
内容の濃い研修を希望するが積極的な学生がいる一方、「１週間程度」
受講学生のアンケート結果（６年間の平均）
参加して
よかったか？
他の学生に
勧めたいか？
事前研修の
必要性
仕事の内容
適切な
研修期間

本当に
良かった
77.9%
積極的に
勧める
45.0%

まあまあ
良かった
19.3%
まあまあ
勧める
37.6%

どちらでも
ない
2.8%
どちらでも
ない
12.4%
どちらでも
強く思った
少し思った
ない
41.2%
38.7%
9.9%
本当に
まあまあ
どちらでも
良かった
良かった
ない
44.2%
39.5%
12.3%
１−２週間
３−５日程度 １週間程度
程度
15.0%
31.6%
36.4%

その他
5.0%
その他
10.2%
その他
4.0%
２−３週間
程度以上
17.0%

（7）
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32％、「１−２週間程度」36％と両者で過半数を占めている。これは、
自由記載の感想等から推察するに、現状を肯定的に受け止めている学生
と、制度面等から現状をやむをえないと考えている学生の両者が含まれ
ていると思われる。
（５）受講学生が企業研修で得たこと
・在学中に何を勉強したらいいか理解できた。
・将来に対する意識が高まった。
・ビジネス・マナーがとても重要であることを理解できた。
・やればできるということが分かり、自信がついた。
・社会に出て働く感覚を知ることができた。働くというのは思っている
以上に大変でもあり、大きな喜びでもある。
・社会人としての意識・責任感が強まり、就職についていろいろ考えら
れるようになった。
・職場における人間関係の重要性を知った。
・自分で何をやりたいか、どういう仕事に向いているかについて考える
ことができた。
・お客さんとの接触で言葉使いが成長し、精神的にも強くなった。
・学生の常識は社会の非常識であることを痛感した。
（６）受け入れ先企業等のご感想
・研修を体験することによって学生の視野からではなく社会人の視野か
ら社会を見ることができ、就職活動にもプラスになる。
・
「ニート」問題などがクローズアップされているなかでインターンシ
ップに取り組むことは大変良いことであり、企業側も協力することで
成り立つ制度であるため、地域社会に根ざすことを期待している。
・教育現場で就業意識を高める方策として取り組まれている企業研修は

（8）
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良い制度であり、今後とも継続して実施すことを期待している。
・若い学生の考え方は社員にとっても良い刺激となった。
・企業研修は、職業意識の高揚や異世代間のコミュニケーション能力の
育成のために優れた制度であるが、受け入れ側の負担が多いことをよ
く理解してほしい。
・学生にとってアルバイトとは違った意味で実社会を知る良い機会であ
る。
・学生の真剣な態度を見ているとインターンシップの必要性を感じる。
・研修を通じて社会人としての心構えを養ってもらいたい。
・短期間の研修では実践的な就業体験は厳しい。
・研修期間をもっと長くすることで、中身の濃い研修ができると思う。
・夏場だけではなく年間を通じて実施時期の設定ができれば、受け入れ
企業の特徴をより理解してもらうことができる。
・研修を開始する前に、研修先の業務内容の理解、実践練習を経てから、
参加させてほしい。
・質問がほとんどない受身の姿勢の研修態度が気になった。

４．今後の課題
本学のインターンシップは他大学に比較して先進的に進められてきて
おり、体験学生数の割合は高い。
（注２） わが国全体として実践的教育
重視の方向に向かっており、より充実したインターンシップが求められ
よう。
先に記載したように、受け入れ先から多くのご意見をいただいた。総
じて前向きに受け止めていただいているが、積極的なご支援の言葉とと
もに、改善すべき問題提起も頂戴している。これらを踏まえ改善を図っ
ていく必要がある。当面検討すべき課題として次のような点があげあげ
られる。
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（１）研修期間の延長

現在原則２週間としているが、より長期間の方

が内容を充実できよう。受け入れ先のご負担も多いので、期間の延長を
一般化することは困難であるが、後で述べるように企業研修制度の複数
化という形で、長期の企業研修を設けることもできよう。
（２）事前講習の充実

現在は通常授業の合間を利用して行っているた

め、十分な時間が取れない。すでに実施している「就職（キャリァ・ア
ップ）講座」との連携により充実を図っていくことが考えられる。
（３）研修先の拡大

研修受け入れ先が限られる現状から、学生の希望

業種とミスマッチが起きがちである。全国的に最近広くインターシップ
生の受け入れを行う企業・団体等が増えてきており、それらへの参加を
勧めていくことにより、研修先の間口拡大が図れよう。ただその場合、
実施時期、実施期間がまちまちであり、現在の企業研修制度内では運用
が困難である。これも制度の多様化という形で解決が可能であろう。
（４）制度の複数化

現在の企業研修制度は実施時期・研修期間等を定

型化して組成されており、これは学生の参加し易さ、授業の管理面等で
の利点がある。しかし、先に挙げた研修期間の延長、研修先の拡大等に
対処するためには、現在の制度とは別に弾力的な対応ができる制度を設
ける必要がある。例えば、本学には１セメスターを利用した海外留学制
度があり、企業研修についても同様な取り扱いが考えられる。
（５）復学制度の充実

インターンシップ制度とは違うが、実践教育の

充実という観点から、社会経験後の復学制度の充実も必要と考える。近
年は終身雇用制が崩れ、労働力の流動化も進み、企業も実践的人材を求
めており、いったん社会経験を積んだ後復学し、実践的な学業を深め、
再度社会に出ることが出来やすくなっているといえよう。このところ、
社会人入学生が増大傾向にあるが、多くはすでにリタイアした人、ある
いは生涯学習を目的とした人である。再度社会に出る人であっても社会
人入学制度を利用できるが、カリキュラム面、学費等の工夫により復学

（10）

苫小牧駒澤大学紀要

第15号

2006年３月

がし易い制度も検討に値すると考える。
（注１）毎年の企業研修については、
「企業研修（インターンシップ）報
告書」としてまとめ、本学図書館に備え付けてある。
（注２）わが国のインターンシップ実施状況については、文部科学省が
調査し、公表されている。次表は、平成16年度調査から大学に関す
る部分を抜粋したものである。
（出所：http://www.mext.go.jp/b̲menu/houdou/17/11/05112801.htm）
わが国の大学のインターンシップ実施状況
文部科学省「大学等における平成16年度インターンシップ実施状況調査
結果」から抜粋
（1）インターンシップ実施状況
年 度
実施校数
実 施 率
年 度
実施校数
実 施 率

Ｈ８
104
17.7%
Ｈ13
281
41.9%

Ｈ９
107
18.3%
Ｈ14
317
46.3%

Ｈ10
143
23.7%
Ｈ15
384
55.0%

Ｈ11
186
29.9%
Ｈ16
418
59.0%

Ｈ12
218
33.5%

（2）インターンシップ実施状況（大学学部）

実施学部数
実 施 率

Ｈ14
585
−

Ｈ15
728
36.9%

Ｈ16
840
40.7%
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（3）実施学年
大 学 学 部
体験学生構成比

１年
3.0%

２年
12.1%

３年
75.7%

４年
8.0%

５年
0.9%

６年
0.4%

（4）実施時期
夏 季 冬 季 春 季 授 業 長期休業中と授業
休業中 休業中 休業中 期間中 期間中の組合せ
体験学生数構成比
82.7%
0.4%
2.9% 10.0%
4.1%

（5）実施期間
１週間 １週間〜 ２週間〜 ３週間〜 １ヶ月〜 ３ヶ月〜 ６ヶ月
未満
体験学生構成比 10.9%

２週間

３週間

１ヶ月

３ヶ月

６ヶ月

未満

未満

未満

未満

未満

49.9%

25.2%

5.7%

4.0%

2.4%

以上
1.9%

（6）体験学生数

大 学 生 数
実施１学部当り

Ｈ14
30,222人
51.7人

（まつもと
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Ｈ15
34,125人
46.9人

Ｈ16
39,010人
46.4人
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豪州の対ソロモン諸島援助
− RAMSI 派遣による援助パラダイムの転換−
Australian aid to the Solomon Islands :
RAMSI and a shift in Australian aid paradigm

東

裕

HIGASHI Yutaka
キーワード：ソロモン諸島、AusAID（オースエイド）、政府開発援助（ODA）、
ソロモン諸島地域支援ミッション（RAMSI）
、破綻国家

論文要旨
2003 年７月、破綻国家の様相を呈しつつあったソロモン諸島に対し、事実上オー
ストラリアが主導する警察・軍隊で構成された「ソロモン諸島地域支援ミッション」
（RAMSI）が派遣され、首都ホニアラに警察と軍が大量に展開されたことで、急速
に治安が回復した。現地政府の要請によるとはいえ、初の直接介入の試みであった。
この成功によって、オーストラリアの太平洋島嶼諸国に対する援助の枠組が、大き
く変化したと評価される。本稿では、オーストラリアの従来型の援助（AusAID）
を紹介するとともに、この RAMSI 派遣に伴うオーストラリアの対太平洋島嶼国援
助政策の変化について考察する。
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一．はじめに
1998年末よりソロモン諸島の首都ホニアラ（Honiara）があるガダル
カナル島（Guadalcanal Island）で、先住民ガダルカナル人とマライタ
島からの移民であるマライタ人との間で部族対立が激化した。紛争の原
因は、マライタ島からの移民の増加に危機感を抱いたガダルカナル島の
住民が、マライタ人の排斥運動を始めたことにあった。この運動が過激
化して焼き討ちや殺人が発生し、マライタ人がガダルカナル島からマラ
イタ島に雪崩を打って帰島していったが、その後マライタ人の反抗が始
開始され、2000年６月には、マライタ人武装勢力によるウルファアル首
相拘束事件が発生し、同首相は辞任に追い込まれ、いわゆる「エスニッ
ク・テンション（民族紛争）
」
（Ethnic Tension）がピークに達し、国家
崩壊の危機に瀕することになった。
その後、2000年７月にはソガワレ政権が発足し、10月には和平協定が
結ばれたが、国内の治安の回復、破綻した経済・財政の再建について解
決策が見いだせないまま事態は悪化していった。2001年12月、国際選挙
監視団が監視する中、総選挙が実施され、ケマケザ政権が発足し、同首
相は、法秩序の回復と財政再建に取り組んだが、その後も事態は深刻化
した。2003年４月、ケマケザ首相は、自力解決が不可能と判断し、事態
の解決のため、オーストラリアに支援を求めた。
この要請を受けて、2003年７月24日、オーストラリアとニュー・ジー
ランドが主導し、
「太平洋諸島フォーラム」
（Paciﬁc Islands Forum :
PIF）（1）加盟国の警察・軍隊で構成された「ソロモン諸島地域支援ミッ
ション」
（Regional Assistance Mission in Solomon Islands : RAMSI）（2）
が、ソロモンの法と秩序回復のために派遣された。こうして、軍隊と警
察がガダルカナル島にある首都ホニアラに大量に展開されたことによ
り、 急 速 に か つ 著 し く 治 安 が 改 善 さ れ た。 ま た、 同 年 ８ 月 以 降、
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RAMSI に開発支援部門が追加され、警察を除くガバナンス（統治）部
門への文民行政アドバイザーも大量に派遣され、財政再建を中心とした
ガバナンスの強化に主導的役割を果たしている。
RAMSI 及び行政アドバイザーの中心を担っているのがオーストラリ
アで、事実上、オーストラリアによる支援・援助という実態にあり、ソ
ロ モ ン 諸 島 国 民 も そ の よ う な 受 け と り 方 を し て い る。［ 小 川2005：
12-14］
このような、オーストラリアのソロモン諸島への関与は、従来の政府
開発援助（ODA）による開発支援から大きく一歩踏み込んだものであり、
対太平洋島嶼諸国援助政策のパラダイム転換ともいえる。そこで、オー
ストラリアによるソロモン諸島への RAMSI 派遣及び最近のオーストラ
リアの政府開発援助（AusAID）（3）について、考察してみたい。

二．ソロモン諸島地域支援ミッション（Regional Assistance
Mission in Solomon Islands : RAMSI）
１．ソロモン諸島の混乱
もともとソロモン諸島は、国家の諸制度が伝統的構造と共に存在して
いることで近代的国家制度が十分に機能しない状態にあり、このことが
国家の弱点になっていた。その遠因は、イギリスの植民地時代に求めら
れる。ソロモン諸島は、
19世紀の終わりにイギリスの植民地となったが、
イギリスはソロモン諸島において熱心に植民地統治を行わなかったため
近代的国家制度が十分に根付かず、
その状態が1978年の独立後も続いた。
このような状況は、ソロモン諸島だけでなく、1960年代以降に独立した
太平洋島嶼国において、程度の差はあれみられるものであるが、とりわ
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け部族社会が強く根を張ったソロモン諸島やパプア・ニューギニアにお
いては、顕著に見られるところである。
1990年代には、パプア・ニューギニアのブーゲンビル（Bougainville）
紛争の影響が国境を越えてソロモン諸島に及び、避難民や銃器がソロモ
ン諸島国内に流入した。このような背景の中で、1998から99年にかけて、
ソロモン諸島の２つの民族集団であるガダルカナル島民とマライタ島民
との間で紛争が起こった。紛争の原因は、マライタ島から移住し、ガダ
ルカナル島に定住するようになったマライタ人が、ガダルカナル島で土
地を所有し、ガダルカナル島で支配的な役割を演じるようになったため
であった。これに反発したガダルカナル島民の間で武装組織が結成され、
両者の間で衝突が発生し、紛争がエスカレートした。2000年６月５日に
はソロモン諸島警察の警察官と武装組織「マライタ・イーグル・フォー
ス」が連携して国の武器庫を襲撃し、首相を追放して事実上のクーデタ
を実行するまでに事態は悪化した。その後、2000年10月15日にはタウン
ズビル和平合意（Townsville Peace Agreement: TPA）（3） が成立し紛
争は終結したが、元軍人やギャングによるソロモン諸島への武器の流入
が依然として続いた。
1998年から2000年にかけて、民族紛争の間に多くの犯罪行為が行われ
たが、元軍人や警察官、そして政治家がさまざまな腐敗行為や犯罪行為
に関与したことで、法と秩序の崩壊はソロモン諸島の生活のあらゆる面
に及んだ。政府機能は崩壊し、内閣も機能しなくなった。強奪行為が一
般化し、政治家や公務員への脅迫が頻発し、腐敗行為に関与する政治家
もいて、リーダーシップの正当性が危機に陥ったのである。
このような不安定の中で、ソロモン諸島経済も崩壊した。海外からの
投資は激減し、経済活動は急激に低下した。GDP は1978年の独立以来、
２分の１にまで減少し、公務員給与が歳入を上回る状態になり、教師な
どの公務員への給与は、しばしば支払不能になった。国家サービスが提
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供出来ない状態に陥り、とりわけ学校教育への影響は深刻であった。
2002年にはほとんど学校で閉鎖状態が続いたため、教育が受けられず職
も殆どない中で、若者たちは銃を手にするようになったのである。
こうして、2003年７月にオーストラリアが介入する以前に、ソロモン
諸島は「破綻に瀕した国家」
（Failing State）という危機的な様相を呈
するようになっていた。ちなみに、一般に破綻に瀕した国家の特徴とし
て挙げられるのが、①法と秩序の崩壊、②教育・保健などの国家サービ
スの崩壊、③生活水準の急激な低下である。経済状況が悪化し、国民の
政府に対する忠誠心が喪失する一方、政府が、全国家領域を支配するこ
とが不可能になり、政府による正当な暴力の独占状態が失われる。こう
して国民は中央政府権力を信じなくなり、各部族や集団の指導者に忠誠
を誓うようになり、民族間の緊張と闘争が広がっていくのである。この
ような破綻寸前の国家に特徴的な状況が、ソロモン諸島で顕著になって
いたのである。[Wainwright 2003: 485,487]
治安が乱れ、政治的危機に瀕し、法と秩序が崩壊し、経済が壊滅状態
になり、諸制度が衰弱し、政府機能が麻痺し、政府は正当性を喪失した
ように国民の目に映った。民族間の衝突が起き、公務員給与が支給され
ず、国家サービスもほとんど提供されず、雇用の見通しが立たないため
に社会に不満がひろがり、銃器が国民の手に渡っていた。こうして国家
全体に不安定が拡大し、政府は国土全域に対する統治能力を失い、一部
地域で発生したテロ行為を鎮圧する能力すら失っていた。
こうした状況の中で、オーストラリアの関与が要請されたのである。
２．オーストラリア主導の介入
2003年４月22日、ソロモン諸島のケマケザ首相はオーストラリアのハ
ワード首相に書簡を出し、ソロモン諸島の治安と経済の危機を訴え、支
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援を要請した。６月５日にケマケザ首相はハワード首相とキャンベラで
会談し、オーストラリアが可能な援助について話し合いを行った。数日
後にオーストラリアのアレクザンダー外相は、ソロモン諸島の状況に対
し「協調介入」
（cooperative intervention）政策の可能性を明らかにした。
６月25日に、オーストラリア政府は、条件付きでソロモン諸島にミッ
ションを派遣することを決定した。
派遣条件は、
「太平洋諸島フォーラム」
（Paciﬁc Islands Forum : PIF）（4）の支持を取り付けることと、ソロモン
諸島国会がミッションの受け入れを可能にするための立法を行うこと、
の２点であった。
６月30日に太平洋諸島フォーラム外相会議がシドニーで開催され、全
員一致でオーストラリア主導の地域支援ミッションの派遣が承認され
た。ソロモン諸島においても、７月17日に国会が満場一致でミッション
として派遣される軍と警察の権限と免責を定めた法律を成立させた。
こうしてオーストラリア主導の「ソロモン諸島地域支援ミッション」
（Regional Assistance Mission in Solomon Islands : RAMSI）が７月24
日に活動を開始した。ミッションは2,225人から成り、オーストラリア
の他に、ニュージーランド・パプアニューギニア・トンガ及びフィジー
の警察官・軍人及び文民で構成されたが、その大半はオーストラリア人
であった。ミッションの第一の目的は、ギャングと武装勢力から武器を
回収し、法と秩序を回復することであった。
派遣警察官は325名で、
そのうちオーストラリアは連邦警察から155名、
警備保障サービスから90名が派遣されていた。警察官の活動を、およそ
1,500名のオーストラリアをはじめとする軍の派遣部隊が支援した。そ
のほかに、数は少ないがオーストラリア政府から財務省の官僚も派遣さ
れていた。
ミッションはその第二段階として、能力構築や制度の強化を含む、広
範囲にわたる国家再建に取り組んだ。これは国家建設及び開発プログラ
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ムで、その中には法、裁判、経済及び財政への助言支援が含まれていた。
この段階での主要目的はソロモン諸島の人々の国家再建を支援し、ソロ
モン諸島の民主過程と諸制度が効果的に機能するような環境を提供する
ことにあった。法と秩序が確立されれば、軍の派遣部隊は撤退し、その
後警察部隊がとどまり、法と秩序の維持とソロモン諸島警察の能力構築
にあたることになっていた。文民の派遣隊が最後に残り、多年にわたる
国家再建を支援することになっていた。このソロモン諸島地域支援ミッ
ションの派遣経費は、初年度２億ドルと見積もられた。[Wainwright
2003: 492]
こうして、オーストラリアの対ソロモン諸島政策は急速に大きく転換
したのである。
３．オーストラリア独自の関与の理由
オーストラリアがソロモン諸島の紛争に介入するについては、ソロモ
ン諸島政府の要請が前提となっていた。すなわち、ソロモン諸島政府側
の都合によって介入が要請されたわけであるが、一方のオーストラリア
にとっても、直接的な関与を必要とする理由があった。
⑴

豪州を含む近隣諸国への混乱の波及を阻止すること

ソロモン諸島の混乱を放置することは、オーストラリアの国益に直接
影響する問題であることが次第に認識されていった。すなわち、ソロモ
ン諸島の不安定は、オーストラリア及び域内近隣諸国の安全を脅かす危
険性を持つものであるとの信念が高まっていった。
第１に、オーストラリアのブリスベンとソロモン諸島の首都ホニアラ
との距離は、飛行機でわずか３時間の近距離にあるという地政学的な事
情があった。
第２に、近隣のメラネシア諸国、すなわちパプアニューギニア・バヌ
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アツ・フィジー諸島の各国も政治的な不安定が恒常化していたため、ソ
ロモン諸島の混乱を放置することは、これらの諸国への混乱の波及が十
分に憂慮されるところであった。
第３に、国際的にみて、統治能力が低下し、治安やインフラが悪化し、
不安定が一般化した状態を放置すると、ソロモン諸島が麻薬の売買やマ
ネーロンダリングなどの国際的な犯罪の温床になり、近隣諸国をも巻き
込みかねないとの危惧があった。
そして、第４に、2002年10月12日にインドネシアのバリ島で起きた爆
破事件で202人が死亡し、その中で88人のオーストラリア人が犠牲とな
ったことも記憶に新しいところであった。[Wainwright 2003: 489]
以上の理由により、地域の安定がオーストラリアの安全にとって重要
であることが再確認されていったのである。
なお、オーストラリアの経済的利益への考慮もあるにはあったが、オ
ーストラリアとソロモン諸島の貿易額はすでに大幅に減少した状態にあ
り、オーストラリア企業のソロモン諸島への投資も減少していたため、
これは決定的な要因とはならなかった。
⑵

対ソロモン諸島政策への反省

オーストラリアの従来の対ソロモン諸島政策が、ソロモン諸島の衰退
を阻止するには不十分であったとの認識が生まれてきていた。1960年代
以降、南太平洋で独立島嶼国が誕生していったが、これらの諸国に対す
るオーストラリアの政策は、援助供与国の一国として援助を行うが、各
国の問題についてはそれぞれの国が独自で解決することを期待するもの
であった。このアプローチは、
域内島嶼国を独立主権国家として尊重し、
植民地主義を拒否し、過度に関与することを回避する立場を基本として
いた。
こうしてオーストラリアは、域内島嶼国に対し相当額の援助を供与し
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てきた。過去５年間の援助額についてみると、４億2900万ドルから５億
2600万ドル（2002-03年）へと援助額を増加してきた。特にソロモン諸
島への援助については、近年の危機に鑑み、従来の３倍増に当たる年間
3,700万ドルを供与してきた。この援助には、保健部門支援、法と司法
の制度強化プログラム、財務省への助言支援、及びコミュニティーと平
和支援が含まれていた。こうした援助は、ソロモン諸島の抱える問題を
改善し、紛争後の復興支援と能力構築を行うのに十分な額ではあったが、
ソロモン諸島の危機を解決するのにほとんど効果がなかった。
オーストラリアの対ソロモン諸島援助政策は、ソロモン諸島政府が自
らの諸問題に自主的に取り組み、それを解決する能力があるとの前提に
立ったものであった。ところが、ソロモン諸島政府にはそのような問題
解決能力が欠如していることが明白になった。そのため、オーストラリ
ア政府は、対ソロモン諸島政策について一層包括的なアプローチが必要
である、と考えるようになったのである。許容しうる水準のコストと危
険の範囲で地域の安定を支え、かつ新植民地主義に陥る危険を回避し、
域内におけるオーストラリアの利益により効果的に資する政策形成アプ
ローチが試みられるようになったのである。[Wainwright 2003: 490]
⑶

域内大国としてのオーストラリアの責任

歴代のソロモン諸島首相は、国際的で直接的な支援を、とりわけオー
ストラリアに、要請してきた。しかし、2003年６月まで、オーストラリ
アはこうした要請を拒絶してきた。その理由は、こうした要請が、「自
国民による解決」政策のアプローチと両立せず、直接的な警察や軍の介
入に正当な根拠を与えるものではないからであり、オーストラリアの国
益に合致しないとの計算が働いたからであった。
オーストラリアがソロモン諸島の紛争に介入するに至った背景には、
南太平洋地域における唯一の「巨大国家」として、オーストラリアが域
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内の安定に責任を有するとの感覚が高まってきていることがあった。域
内唯一の大国として、オーストラリアだけがソロモン諸島の紛争を解決
する能力があり、オーストラリア以外にそれができる国家がないという
感覚があったのである。[Wainwright 2003: 490]
４．オーストラリアの関与の特徴
このオーストラリア主導のソロモン諸島への介入の特徴として、次の
５点が挙げられる。すなわち、①警察主導の活動、②ソロモン諸島側の
同意、③域内諸国の支持に基づく多国籍支援、④国連の承認、⑤包括的・
長期的関与、である。警察主体の活動は軍を主体とする伝統的介入とは
いくぶん様相を異にし、ソロモン諸島側の同意に基づく点は、主権侵害
を最小限度にとどめようとするものである。また、域内諸国の支持に基
づく点は、破綻国家の問題は一国の問題ではなく地域の問題として地域
的解決を必要とする、という認識に基づくものである。[Wainwright
2003: 493-495]
こうした点で、ソロモン諸島地域支援ミッション（RAMSI）による
介入は、従来にない特徴を備えている。これはオーストラリアの南太平
洋諸国への関与姿勢の変更を意味するもので、ソロモン諸島への介入を
契機に、オーストラリアはこれまでの南太平洋政策を変更し、より積極
的な関与を展開するものと見られる。
オーストラリア政府は、今回のソロモン諸島への派遣は、将来の介入
モデルとなるものではないと言明しているが、南太平洋地域においてソ
ロモン諸島と類似の問題を抱える諸国（パプアニューギニア、ナウルな
ど）との関係において、今後のオーストラリアの対応を予見させるモデ
ルとなることは間違いない。
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三．ソロモン諸島へのオーストラリアの援助（AusAID）
「ソロモン諸島地域支援ミッション」
（RAMSI）の派遣によって、劇
的に治安を回復したソロモン諸島において、オーストラリアのソロモン
諸島援助の主眼は、混乱が続いたソロモン諸島に平和と安定を回復する
ことにおかれている。
ソロモン諸島に対するオーストラリアの援助案件は、①経済・財政、
②ガバナンス（統治）
、③教育・訓練、および、④保健分野への援助、
が重点分野を占めている。そして、そのいずれの分野においても技術援
助が主体となっている点に特徴がみられる。
オーストラリアのソロモン諸島への二国間援助額については、2003−
04年が3740万ドルであったのに対し、2004−05年は9280万ドルと大幅に
増額されている。
以下に、最近の主要な援助分野を紹介する。
１．経済・財政分野への援助
⑴

経済ガバナンス（Economic Governance）

政府財政の安定と政府の基本機能の確保は、RAMSI の下でソロモン
諸島に対するさらなる経済ガバナンス支援に向けての第１ステージの主
要目的であり、そのためにオーストラリアは、ソロモン諸島政府の中に
17名のアドバイザーを派遣している。その目的は、政府財政を安定させ
ること、及び基本的政府機能を確保することである。具体的には、予算、
会計監査、財務、国内歳入、関税、給与支払い、及び債務管理の分野を
支援することである。この作業はすでに開始され、長期的に経済改革プ
ログラムと主要政府機構の再建を目指している。これは投資家の信頼を
改善し、経済復興を達成し、そして持続的な社会・経済的発展を支援す
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るために決定的な重要性を持っている。
［援助額：2,500万ドル、期間：2003−04年］
⑵

政府への高度の技術助言及び支援（High-level technical advice
and support to government）

オーストラリアは、ソロモン諸島政府の主要な省に対し、技術的な助
言とサービスを提供している。財務省の関税部門の中では、IT 技術者
が新しいコンピュータ化されたシステムを導入することで、関税収入過
程とモニタリングの効率化と正確性を促進することで、徴税の増加を支
援してきた。また、国立医療ストアの薬剤部門に専門家を派遣すること
で、ソロモン諸島全域にわたる医薬品の確保と供給を支援している。
［援助額：20万ドル、期間：2003−04年］
このように経済・財政分野への支援は、主として政府財政の管理・運
営に関わる技術指導に重点が置かれ、そのための専門家派遣という援助
形態が特徴的である。現地政府の各部門にオーストラリア人専門家が直
接的に関与し、現地政府の行政の運営に関わりつつ、現地スタッフに行
財政の管理運営技術の訓練を行う形となる。
「経済ガバナンス」案件だ
けで17名の専門家が現地政府に派遣されているように、多数のオースト
ラリア人が政府の各部門に配置されるため、あたかもオーストラリア人
が行政を運営しているかのような観があり、実際もそれに近いという指
摘が、2004年２月に筆者が現地調査を行った際に複数の現地政府関係者
から聞かれた（5）。
２．ガバナンス分野への援助
ここでは経済ガバナンスを除いたガバナンス分野について紹介する。
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ソロモン諸島の援助案件では、
「法と司法」
に分類されている案件のうち、
「刑事司法」及び「法と司法の強化」が、この分野に含まれる。
⑴

刑事司法（Criminal justice）

RAMSI の活動を支援するため、既存の援助プログラムの中では、刑
務所と司法制度に関するインフラとセキュリティの改善に重点が置か
れ、この部門の現地スタッフを支援し、地元人材のリクルートと訓練並
びに欠くことの出来ない司法インフラの改善を補助している。一例とし
ては、首都ホニアラの中央刑務所の完成が挙げられる。また、オースト
ラリアは、専門家を派遣し、裁判所・検察・国選弁護・司法長官の各部
門のスタッフを支援している。さらに、RAMSI 支援のためのプログラ
ムや付加的な活動を通じて、ソロモン諸島警察（Royal Solomon Islands
Police: RSIP）の能力向上を支援する援助プログラムも提供している。
［援助額：2,500万ドル、期間：2003−04年］
⑵

法と司法の強化（Strengthening law and justice）

法と司法制度の強化プログラムによって、警察、刑務所制度、及び裁
判所を支援している。このプログラムでは、基礎的な警察サービスを再
建し、裁判所と刑務所の施設修復を行い、警察とコミュニティーとの関
係を改善している。
プログラム開始当初より、
200名の警察官を訓練して、
首都ホニアラにおける警察の存在を目に見えるように改善し、簡易裁判
所運営のための資金提供を行い、女性や若者との協議を通じてコミュニ
ティーの警察政策を実施した。このプログラムは、RAMSI 支援におい
て刑務所サービス及び裁判所支援を強化するための重要な基礎となっ
た。
［援助額：1,720万ドル、期間：2000−04年］
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⑶ 「 国 連 開 発 計 画 」 に よ る 退 役 警 官 再 雇 用（UNDP Special
Constables Demobilization）
このプログラムは、ソロモン諸島警察（Royal Solomon Islamds Police:
RSIP）を退職した警官の雇用斡旋を目的としている。この計画開始以来、
2003年末には800人以上が再雇用の斡旋登録を行った。また、オースト
ラリアは、UNDP のコミュニティー和解及び再統合プログラムにも50
万ドルを拠出し、ソロモン諸島の慢性的な失業に対し生活物資支援を行
っている。
［援助額：1,800万ドル、期間：2002−03年］
「刑事司法」案件には、首都ホニアラの中央刑務所の建設というイン
フラ整備が含まれているが、そのほかは「刑事司法」案件及び「法と司
法の強化」の両案件とも、オーストラリア人派遣専門家による司法・検
察・警察の各部門のスタッフの能力向上の支援が中心となっている。
この分野においても、オーストラリア人専門家が直接的に司法行政、
警察行政、及び一部立法領域にまで関与する形で支援が実施されている
ことがわかる。また、援助額に占める人件費の割合についても、経済・
財政分野への支援で述べたのと同様ではないかと推測される。
３．教育・訓練並びに保健分野への援助
⑴

奨学金の提供

国外の大学等の高等教育機関（フィジー医学校、南太平洋大学など）
への留学の機会を提供し、将来の国造りのための人材育成をはかるとと
もに、国内においては不足している看護師等の医療従事者の育成を支援
している。この案件ではオーストラリア人専門家の派遣はなく、資金供
与のみである。
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［援助額：1,100万ドル（2003−04年）
、期間：実施中］
⑵

必須基礎保健サービスの提供

ソロモン諸島経済が急激に衰退したため政府収入が決定的に減少し、
その結果、国民生活に不可欠の公共サービス資金が不足した。こうした
環境の中で、保険部門信託会計（Health Sector Trust Account: HSTA）
が設立され、オーストラリアの管理の下、ソロモン諸島保健省が運営し、
ソロモン諸島のコミュニティーに不可欠な基礎的保健サービスを提供す
るための資金を供給している。2001年の設立以来、HSTA がソロモン
諸島全域の基礎的保健サービスの維持に責任を負っている。
［援助額：2,080万ドル、期間：2001−04年］
⑶

保健部門管理の強化

保健省・国立病院・地域保健サービスの管理能力の強化を目的とする
プロジェクトで、よりよい保健部門の計画・管理を行い、限られた保健
予算をソロモン諸島の人々に不可欠で基礎的な保健ケアに対して、より
効率的に使用することを狙いとしている。
［援助額：930万ドル、期間：2001−06年］
このように、この分野への援助は、いずれも将来の医療従事者の供給
及び保健サービスの提供に必要な資金供与、並びに保健サービス管理能
力の向上のための訓練を含む内容となっている。現地人医師・看護師を
はじめとする医療従事者及び医療施設・設備の数、並びに医薬品の供給
も絶対的に不足しているなか、このオーストラリアの援助は現地国民の
健康生活の向上に多大の貢献をしているものと考えられる。
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４．平和、コミュニティー活性化及び災害対策
⑴

コミュニティ平和及び回復基金

小規模なコミュニティーベースのプロジェクト援助で、紛争の影響を
受けた人々の再定住支援に向けられた援助である。これまで、すべての
州で実施されている諸活動に対し、650以上のプロジェクトが資金提供
を受けている。プロジェクトの焦点は、平和と和解・青少年・所得創出
及び社会インフラに合わされ、学校・保健サービス・給水システムなど
がその例としてあげられる。
［援助額：1,940万ドル、期間：2000−04年］
⑵

国家平和評議会への支援（Support for National Peace Council）

「国家平和評議会」
（National Peace Council）は、平和と国民統合の
促進によるソロモン諸島国民の協力を目指して、「タウンスビル和平合
意」（Townsville Peace Agreement）の下に設置された独立の政府機関
で、2002年の10月に「平和監視評議会」
（National Peace Council）の後
継機関として活動を開始した。国家平和評議会は、2003年のアムネステ
ィーの間に RAMSI と共に1700丁以上の銃の回収にあたり重要な役割を
果たした。
国家平和評議会の構成は、議長及び各州とホニアラを代表する10人の
議員からなり、評議会の下部組織として、各州及びホニアラに11の監視
ポストが置かれ、87人の監視人がコミュニティーへの平和教育プログラ
ムを実施している。
国家平和評議会の業績として、武器のない村落運動（現在、1000以上
の村落が武器がないことを宣言している）
、紛争当事者間の調停、及び
コミュニティーにおける違法な武器の収集と廃棄が挙げられる。
［援助額：200万ドル、期間：2003−04年］
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国家災害管理局強化（Strengthening the National Disaster
Management Oﬃce）

国家災害管理局は、ソロモン諸島における緊急・自然災害に対処する
ための中央機関である。この国家災害管理局強化活動は、同局の管理シ
ステムを改善し、災害や緊急事態への対応能力を強化するため、同局を
援助することを目的としている。組織開発アドバイザー１名が適切な組
織構造、運営・管理システムについて助言を行い、財政の透明性の改善
に向けて支援するなど、長期的な支援プロジェクトを展開している。
［援助額：20万ドル、期間：2003−04年］
⑷

ソロモン諸島におけるオーストラリア NGO との協力

このプログラムは、AusAID とオーストラリアの NGO が連携し、ソ
ロモン諸島に現れつつある市民社会（教会、NGO、各種コミュニティ
ーを含む）との協働を図るものである。これは、NGO に援助を行なう
ことで効率的な援助対象を定め、ソロモン諸島の市民社会とコミュニテ
ィーの平和と開発への関わりの強化を狙っている。
［援助額：500万ドル、期間：2004−07年］
以上、この分野においては、インフラの整備を含む紛争からの復興と
平和の促進に向けての諸活動の推進のための援助が実施されている。こ
の分野においても、資金供与だけでなく専門家派遣も相当数行われてい
る模様であるが、実数は把握できない。
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四．オーストラリアの南太平洋援助政策の変化
１．「ソロモン諸島地域支援ミッション」
（RAMSI）にみる援助政策の
変化
既にみたように、
「ソロモン諸島地域支援ミッション」（RAMSI）派
遣当時のソロモン諸島は国家破綻の危機に瀕し、事実上主権国家として
機能しない状態に陥り、国家は統治能力を失っていた。このことは、な
によりもオーストラリアにとっての危機でもあった。なぜなら、ソロモ
ン諸島はオーストラリアに至る玄関口に位置し、飛行機でわずか３時間
の距離にあるからである。そのため、ソロモン諸島の破綻は、短期的に
は経済面・領事面・人道面での影響がオーストラリアに及ぶと考えられ
たのである。
オーストラリアは、ソロモン諸島の人々に積極的な援助を試みてきた
が、そうした援助は事態の解決に結びつかず、さらなる援助を行ったと
しても、ソロモン諸島を国家破綻の危機から救える見込みはなくなって
いた。そのためソロモン諸島の問題は、ソロモン諸島国民の責任におい
て解決すべきである、という従来の基本的な考え方の変更を迫られた。
ソロモン諸島政府への援助額を増やしても、問題の解決にはなりそうも
なかった。ソロモン諸島政府は、問題解決のために援助を効果的に利用
する能力をすでに失っていたのである。
破綻に瀕したソロモン諸島のためにオーストラリアは何が出来るか、
また何をなすべきかが問われた。オーストラリアは、より密接かつ長期
的に関与する必要性があると考えられた。それはソロモン諸島だけでな
く、今後同様の道をたどりかねない近隣の南西太平洋諸国に対するオー
ストラリアの関与姿勢を決めることでもあり、またそれは近隣の南西太
平洋諸国に対する政策のパラダイム転換を意味したのである。
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従来のオーストラリアの対南西太平洋諸国政策は、それら諸国の内政
問題については極力関わりを避け、国内問題の解決はそれらの諸国の自
主性に委ねるという姿勢を貫いてきた。南西太平洋諸国の主権を尊重す
るという考えによるものであるが、さらにかつてのイギリス植民地であ
ったそれらの国々に対し、イギリスの名代であったオーストラリアが、
再び南西太平洋において帝国主義的野心を持っているのではないか、と
疑われることへの警戒心によるものでもあった。
ところが、過去15年あまりの間に太平洋諸国に起きた危機的な諸問題
は、決して一時的なものではなく、植民地下において準備された独立後
の近代的な諸制度に根ざすものであり、その解決は各国が自主的に国内
問題として処理できる限界を超えていることが明らかになってきたので
ある。ソロモン諸島の問題は、その規模と重要性において、より深い関
与を必要とする新たな政策アプローチを要求される問題であると、オー
ストラリア政府は認識した。しかし、その一方で、オーストラリアが深
く関与することは「新植民地主義」という批判を受ける危険があること
を警戒していた。
このような狭間にあって、オーストラリアが困難な政策選択を迫られ
ているとき、近年の国際社会のなかで生起する破綻国家への新たな国際
的対応が、確立しつつあった。ソロモン諸島と全く同じではないが、ユ
ーゴスラビア、ボスニア、ハイチ、ルワンダ、東チモール等々の諸国で
発生した問題とそれに対する国際的な人道的介入が、破綻国家へのアプ
ローチのモデルを提供したのである。オーストラリアが迫られた政策選
択は、深刻なソロモン諸島の問題に対し、ソロモン諸島国民がその上に
みずから国家を再建できるような基礎を提供するためのアプローチを発
見することであった。
こうして、ソロモン諸島の提起した問題を契機に、オーストラリアの
対南太平洋諸国への援助政策のパラダイムが変更されることになる。ソ

（32）

苫小牧駒澤大学紀要

第15号

2006年３月

ロモン地域支援ミッション（RAMSI）派遣は、その嚆矢となったので
ある。
２．オーストラリアの太平洋島嶼国援助政策についての若干の考察
ソロモン諸島地域支援ミッション（RAMSI）派遣によって、オース
トラリアは新たな援助政策のパラダイムを採用した。統治権が麻痺して
主権国家として機能しなくなるような国に対しては、治安の回復と統治
権の確立のために積極的かつ直接的な介入を行う姿勢を、RAMSI 派遣
を通じてオーストラリアは明確に示した。主権侵害、ないし新植民地主
義という批判に配慮しつつ、
近隣諸国の不安定は国内問題にとどまらず、
オーストラリアを含む域内国際社会にとっての危機でもあり、その問題
の解決に関与することは域内大国としての責務であるとの認識によるも
のであった。今後、南太平洋地域において、ソロモン諸島と同様の事態
が発生した場合、同様の対応が有力な選択肢の一つとなろう。とりわけ、
メラネシア地域においてはその可能性が高い。
また、この援助政策パラダイムの変更は、従来の援助のあり方への反
省をその契機としている。オーストラリアは、ソロモン諸島に対してこ
れまで多額の援助を行ってきたが、結局、国家破綻に至る事態を招いた。
このことは、これまでの援助の「評価」が、
「現実」によって下された
ということでもある。国家として機能するだけの十分な制度的・人的用
意のないまま独立した国家にとって、国家運営はそれほど簡単なもので
はないことが明らかになったということでもある。自国民による国家運
営が覚束ない国家に対しては、援助が期待されるような効果をもたらさ
ないどころか、むしろ政治腐敗をはじめとする病理現象を生み出し、正
常な国家運営を阻害する要因にすらなりうることは周知のところであろ
う。
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オーストラリア主導の RAMSI 派遣は、統治能力を喪失した破綻国家
にとって有効な政策であったと評価してよいだろう。この派遣によって、
ソロモン諸島の治安が急速に回復し、安定がもたらされたことは、筆者
も首都ホニアラでの現地調査において確認したところである。近代初期
の夜警国家ではないが、国家にとって第一に要求される機能の一つが、
治安の維持にあることはいうまでもない。それすら確保できないようで
は、国家としての体をなしていないといわざるをえない。そうした国家
へ援助として、RAMSI 型の支援は現地国民の利益とも合致するもので
あるが、一面それは一種の占領型間接統治方式ともいえるものであるか
ら、現地国家の主権並びに文化に十分配慮しつつ実施されなければなら
ないことを、あえて指摘しておきたい。
ところで、RAMSI 派遣以来、オーストラリアは援助政策のパラダイ
ム転換を行い、直接的な関与をためらわなくなったと評価されるが、で
は、従来の援助において、直接的な関与はなかったといえるかというと、
必ずしもそうではない。
既にみたように、ソロモン諸島において、オーストラリアは従来から
現地政府の中に多数の専門家を送り込み、
現地政府のガバナンス（統治）
の改善を支援してきた。このような関与形態は、明らかに現地政府の主
権との関わりでまったく問題がないとはいえないが、オーストラリアに
はそのような認識がないようである。
かつて、筆者がフィジーへのオーストラリアの援助を調査した際、オ
ーストラリアは1997年のフィジーの憲法改正作業に対し、専門家を派遣
した例があった（6）。このように、従来から、現地政府の主権作用と全
く無関係ではない領域にまでオーストラリアの援助が関わっていたこと
は否定できない。そうでありながら、RAMSI 派遣を以て援助政策のパ
ラダイム転換がいわれるのは、ひとえに軍と警察を初めて派遣したから
である。
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確かに、軍や警察力の派遣が是認されなければならない状況がソロモ
ン諸島にあった。今後、同様の状況が太平洋地域、特にメラネシア地域
で発生する可能性も否定できない。その場合に、RAMSI 方式による援
助はきわめて有効であり、現地国民の利益にも合致しよう。しかし、問
題は治安が回復された後のガバナンスにある。警察部隊や軍の派遣によ
る治安の回復は、宗教やイデオロギーに基づく反政府組織がない太平洋
地域では、むしろ容易なことである。困難は、治安回復後の警察・司法
制度を含む統治機構の適切で継続的な運用能力が現地政府に不足してい
る点にある。
周知のごとく、ガバナンスの改善、すなわち「良い統治」（Good
Governnance）の実現のための支援が、なによりも必要とされる。それ
には、政府機構への専門家派遣だけではなく、より迂遠な方法である教
育・訓練の強化が求められよう。近代国家として国際社会のなかで生き
ていくための知識・技術・価値観の共有が要請される。それは、現地の
伝統文化と関わるものであり、さらには進んで伝統文化の変容を要求す
ることにもなる。だからこそ、現地の伝統文化への深い理解と共感を基
礎として、ものごとが進められなければならない。
この点、オーストラリアをはじめとする、西洋文化圏に属する諸国の
対応は、いささか性急ではないかとおもわれる。十分な時間をかけた緩
やかな近代化、つまりパシフィック・ウェイが太平洋地域にふさわしい。
それはわれわれ日本人にとって、なじみ深い伝統的手法でもある。
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【注】
（1）ソロモン諸島地域支援ミッション（RAMSI）の派遣をめぐる問題については、
すでに ウェインライト博士（Dr Elsina Wainwright）が、ソロモン諸島地域
支援ミッション（RAMSI）派遣前後のソロモン諸島の状態とオーストラリア
の 対 応 を 詳 細 に 紹 介 し て い る（Dr Elsina Wainwright, Responding to state
failure——the case of Australia and Solomon Islands, Australian Journal of
International Affairs, Vol.57, No.3, pp.485-498, November 2003.）。本稿では、この
論文に依拠して考察を進めた。
（2）オーストラリアの海外援助実施機関。外務貿易省の管轄下にあって援助政
策の策定と実施を行う援助専門機関。正式名称は、Australian Agency for
International Development。略称の AusAID は、オースエイドと呼ばれる。
（3）紛争を繰り広げていたガダルカナル人の組織する「イサタンブ自由運動」
（Isatabu Freedom Movement）とマライタ人の「マライタ・イーグル・フォ
ース」
（Malaita Eagles Force）の間で、2000年10月にオーストラリア北東部
のタウンズビル（Townsville）で結ばれた和平協定。
（4）フィジー独立時（1970年）の首相で後に大統領を務めたカミセセ・マラ（Ratu
Kamisese Mara）の提唱で、域内独立国・自治政府の連帯・協議機関として
1971年に発足した「南太平洋フォーラム」
（South Paciﬁc Forum : SPF）が前身。
80年代半ばからの北太平洋に位置するミクロネシア諸国の加入にともない、
2000年10月に現在の名称に変更した。
（5）多数の専門家派遣を伴うため、援助額の大半がオーストラリア人専門家の
人件費に充てられることになる。実際に派遣されている専門家の人数と各専
門家の給与額が把握できないため、正確な割合は算出できないが、現地の信
頼できるある専門家によると、おおむね援助額の８割方がオーストラリア人
専門家の人件費ではないかともいわれている。
（6）フィジーの1997年憲法の草案作成にあたって、法律的援助としてオースト
ラリアは民間の法律専門家をフィジーに派遣している。この派遣はフィジー
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政府の要請によるものであったが、AusAID から50万ドルが支出された。（東
1998：18）

【参考文献】
・Solomon Islands, Country Programs, Australian Government AusAID.
・Solomon Islands, AusAID Paciﬁc Program Proﬁles 2003-04 SOLOMON ISLANDS,
Australian Government AusAID.
・Our Failing Neighbour——Australia and the Future of Solomon Islands, AN ASPI
POLICY REPORT, 2003.
・Solomon Islands——Rebuilding an Island Economy, Australian Government,
Department for Foreign Aﬀairs and Trade, Economy Analytical Unit, 2004.
・ Elsina Wainwright, Responding to state failure——the case of Australia and
Solomon Islands, Australian Journal of International Affairs, Vol.57, No.3,
pp.485-498, November 2003.
・Helen Hughes, Aid has failed the Paciﬁc, The Center for Independent Studies,
No.33, 7 May 2003.
・岩田哲弥「ソロモン諸島紛争の一断面 —— ハロルド・ケケを巡って ——」、『パ
シフィックウェイ』（社団法人太平洋諸島地域研究所、通巻123号、2004年、
pp.17-26.）
。
・小川和美「ソロモン諸島の今

現地からの帰国報告」、『パシフィックウェイ』

（社団法人太平洋諸島地域研究所、通巻126号、2005年、pp.12-22.）。
・関根久雄「紛争以後 —— ソロモン諸島と国民的アイデンティティのゆくえ」、
佐藤幸男編『太平洋アイデンティティ』（国際書院、2003年、pp.121-142）。
・高橋秀征「ビケタワ宣言の国際法的考察：介入か援助か？」、『パシフィック
ウェイ』
（社団法人太平洋諸島地域研究所、通巻124号、2004年、pp.36-48.）。
・東

裕「オーストラリアの太平洋諸国援助 —— その政治的側面」、『ミクロネ
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シア』
（社団法人日本ミクロネシア協会、通巻108号、1998年、pp.17-33.）。

（ひがし

（38）

ゆたか・本学教授）

苫小牧駒澤大学紀要

第15号

2006年３月

苫小牧駒澤大学紀要第15号（2006年３月31日発行）
Bulletin of Tomakomai Komazawa University Vol. 15, 31 March 2006

オースティンの世界に広がる深遠なる警世
−リージェンシーからヴィクトリァンへ−
Austen's World with profound reproofs : through Regency
characters to Victorian

佐

藤

郁

子

SATO Ikuko

キーワード：礼儀作法、恋愛、結婚、教養、挑発

論文要旨
国内外の動乱期から摂政政治を生きたオースティンは世相の変化を敏感に感じ
取っている。摂政皇太子（the Prince Regent）の反抗的な生活は社会が要求する女
性像をも変えていくようになった。礼儀作法の本を手本に教育される令嬢たちもこ
の不道徳な雰囲気の流行を受け、世の中の風潮が変わり始める。オースティンは問
題を起こす登場人物の性格を強調することで、社会問題への警世と次世代の知的女
性を想像させていると思われる。本論では魅力的な人物の正体を知ることで、警世
を試みるオースティンの思いを考察する。
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Ⅰ．オースティンと礼儀
待ち焦がれた舞踏会には、様々な思惑を胸に中流・上流階級の紳士淑
女の出会いがある。静かに立ち居振る舞い、流行を取り入れて着飾る令
嬢がいる。得意の楽器を奏で喝采と注目を浴びている娘や踊りの申し込
みを待つ微笑む女性もいる。彼女たちを見つめ、交際が始まり進展する
ようにと願う跡継ぎ男性や富裕な家族が傍らに歩み寄る。それぞれが品
定めをして、より良い生活に繋がる結婚への縁を探すのである。これは
オースティンの小説で描かれる舞踏会の一場面でもある。
社会的地位も財産もある男性から結婚相手として選ばれる日のため
に、中流階級の女性は淑女となるべく教養をつけ、教育をうけることが
習慣化されていた。結婚によってその後の人生が決まる時代にあって、
相続権のない女性は充分な教養があると装う必要もあったはずである。
好条件の結婚は家の継承や家族の扶養、なにより自分のためにも人生最
大の目的だからである。
当時の教養には、音楽、絵、語学などの他に礼儀作法も含まれ、特に
型 通 り に 覚 え な け れ ば な ら な い 礼 儀 は 礼 儀 作 法 本（The courtesy
books）を基に、その当時の社会に求められる女性像に近づくようにと
編纂されたのである。
しかし、基となる16世紀から17世紀にかけての礼儀作法本は貴族階級
の親が子どもたちのために書いていたために限られたものであったとい
う。その後、18世紀には他の階級の人々にも広まり、その階級に相応し
いきまりを覚えるのに読まれている。主に産業革命の波に乗り、ジェン
トリー階級に参入し始めた富を蓄えた商工業者や経済的事情から教育費
にゆとりのない聖職者の娘たちにとっては必読書であったという。礼儀
作法本の作者は属する階級との関連を考えてはいるが、単にエチケット
のようなものではなく、また流行や好みの内容よりも道徳観や内面の成
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長に重きを置いているのである。
オースティン自身もこれらの本の影響を受けているといわれているよ
うに、彼女も登場人物の礼儀に対する態度を題材にしているが、そこに
は他人への振る舞いだけではなく自分自身との係わり方も含まれてい
る。厳格な道徳的観念ではなく、表面的な礼儀よりも善と悪の領域に対
してに焦点を合わせている。当時の社会習慣を描いている彼女の小説に
は、実際に教えられた礼儀に関する話題があることは十分に考えられる
し、女主人公が成長するのが態度で明白になることからもこれらの本の
影響を受けていたことは明らかである。
オースティンの小説は礼儀を扱った典型的な小説だと思われている
が、それが当時の礼儀作法本の作者が薦めている内容と必ずしも同じだ
とは限らない。
登場する女性たちの態度を強調することで、オースティンが重要だと
感じていることを示しているのであり、それらは中流階級といっても地
方の村に住む聖職者や地主の未婚女性に相応しい礼儀として受け入れて
いたのではないかと思う。
貴族階級だけに必要だった礼儀作法が地主・紳士階級まで広がり、こ
れまでの内容や道徳のきまりが社会問題になることで、社会組織が変化
し始めた時に、オースティンは彼女を取り巻く世界や社会を観察して描
いたのである。これらの本によって、多くの読者が覚えた礼儀が摂政政
治前後の時代の、社会的混乱期に生きた女性たちのためのものであるこ
とを知らせたのである。
最も重要とされていたものは、淑やかさと謙遜、純潔や勤勉そして気
立ての良さである。中でも、淑やかさと謙遜は礼儀作法本のほとんどで
強調・推薦されていたやめにオースティン小説にも不可欠の物ではある
が、彼女が好む淑やかさにはへつらいがないことがわかる。
淑やかさは小説の立派な人物に共通する大切な特徴であるが、オース
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ティンの場合には正しい礼儀だけではなく、深い自己認識を示している
のである。
礼儀作法を習得し、教養がある女性と無知で無節操な女性を対比する
ように登場させ、彼女たちの恋愛を透かして見えてくる人物がいる。オ
ースティンはその人物を分析しながら人間性への先入観や発見を描くこ
とで社会への警世や次世代に現れる知的女性を想像させているのではな
いか。

Ⅱ．戯れの恋愛
1775年に生まれたオースティンは、
フランス革命やアメリカ独立戦争、
産業革命や農業革命の始まりと摂政政治による王位交代などが起きた激
動の社会を故郷のハンプシャー（Hampshire）から眺めている。
1810年、 ジ ョ ー ジ Ⅲ の 精 神 錯 乱 に よ り 摂 政 皇 太 子（the Prince
Regent）となったジョージ・フレデリック（後のジョージⅣ）は、厳
格なしつけに反抗し、不道徳、不謹慎と思われる生活を楽しむようにな
り、特に女性問題では話題に事欠かなかったようである。法律上無効と
なったフィッツハーバート夫人との結婚やブランズウィックのキャロラ
イン王女との結婚・離婚騒動などスキャンダラスな問題にも彼の性格や
生活が露見するのである。本来、摂政は王位継承までだが、ヴィクトリ
ア女王即位までの期間をリージェンシー（Regency）と位置づける場合
に、この時期の風俗習慣にどこか享楽的な雰囲気が漂うのは自由奔放な
摂政皇太子の影響があるのかもしれない。
意外なことに、道徳的な生活や人物に反抗する皇太子がオースティン
の小説の愛読者だったのである。古典主義的な考えを好み、礼儀作法を
題材に取り入れて書き上げた、道理をわきまえた判断が出来るようにな
る女主人公の祝婚物語にもかかわらずである。
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仮に皇太子の周りにいるような人物を、作中人物に投影するのであれ
ば、登場人物は中流以上の階級で生まれるか育てられ、不道徳的な考え
や生活を優先し、教育を受け、教養があり、礼儀作法も心得ている青年
かもしれない。彼らは経済的に恵まれ、容姿にも満足して送る生活にも
かかわらず、一様により刺激的な出来事を追い求めるようになることを
期待する。
オースティンの小説にも、富裕な貴族の雰囲気を漂わせ、結婚を匂わ
せながら、恋愛を楽しむ男性たちがいる。
「分
『分別と多感』 Sense and Sensibility はそのタイトルが示すように、
別」な性格の姉エレノア・ダッシュウッドと（Elinor Dashwood）
「多感」
な妹マリアンヌ（Marianne）それぞれの恋愛をめぐる結婚の物語であ
るが、ここに恋愛騒動を引き起こす青年が登場する。ジョン・ウィロビ
ー（John Willoughby）である。
ダッシュウッド家の当主の死によって家督は先妻の息子・長男ジョン
（John）に相続されることで、残されたダッシュウッド夫人と３人の娘
は住みなれたノーランドパーク（Norland Park）を離れ、遠い親戚に
あたる地主のミドルトン卿（Sir Middleton）の好意でバートン（Barton）
に移ることになる。ジョンの妻ファニー（Fanny）の金銭欲にかられた
希望と忠告で父の遺言は最小限に受け継がれ、一転して質素な生活を余
儀 な く さ れ る の で あ る。 ミ ド ル ト ン 卿 や ジ ェ ニ ン グ ス 夫 人（Mrs
Jennings）の援助などによって、寂しさの中にも新しい生活が始まる頃
に姉妹の恋が芽生える。エレノアの恋はノーランドで義姉ファニーの弟
エドワード（Edward）と出会った時に、マリアンヌはくるぶしを挫い
た時にウィロビーに助けられた瞬間である。
翌日、マリアンヌを見舞うウィロビーは並外れて、魅力的な若者とし
て、また率直さと上品な礼儀の両方を持ち合わせてマリアンヌや家族の
前に現れる。顔立ちは整い、その物腰は柔らかく、話し方は穏やかで、
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文学への造詣も自然への憧れもまさに礼儀作法の手本のように映るので
ある：
Willoughby was a young man of good abilities, quick imagination,
lively spirits, and open, aﬀectionate manners. He was exactly formed
to engage Marianne's heart, for with all this, he joined not only a
captivating person, but a natural ardour of mind which was now
roused and increased by the example of her own, and which
recommended him to her aﬀection beyond every thing else.（1）
近隣に土地を所有する裕福な伯母の後ろ盾があることやロンドンを行
き来する生活にマリアンヌの興味は増すばかりで彼女の心を虜にしてし
まう。ウィロビーが毎日訪問するにつれて二人の仲は急速に深まるので
ある。
マリアンヌがウィロビーから求婚されると家族の誰もが信じた日、彼
は突然伯母の言いつけという理由を伝え、再びバートンを訪れる約束は
できないと言い残し、性急にロンドンへと立ち去る。婚約をしていない
現実を受け入れながらも、ウィロビーを忘れられないマリアンヌには手
紙の一通も届かない日々が続く。失意の中で、ジェニングズ夫人の招待
でロンドンの舞踏会に出かける日が決められると、否が応でもマリアン
ヌの期待は高鳴るのである。
しかし、待ち焦がれた舞踏会でマリアンヌが見たのは、別の女性とい
るウィロビーの他人行儀な態度であり、知らされたのは翌朝届いた手紙
と彼女の一房の髪の毛が語る彼の本心であった。
ウィロビーはマリアンヌを捨てて、持参金付きの女性に乗り換えたの
である。
エレノアが初めの頃に見抜いていたように表面的な態度や知識はその
場限りの間に合わせのようである：

（45）

佐藤郁子

オースティンの世界に広がる深遠なる警世

…of saying too much what he thought on every occasion, without
attention to persons or circumstances. In hasty forming and
giving his opinion of other people, in sacriﬁcing general politeness
to the enjoyment of undivided attention where his heart was
engaged, and in slighting too easily the forms of worldly
propriety, he displayed a want of caution…（2）
彼の衝動的な性格はその感情的な話し方で明らかになり、さらにマリ
アンヌへの性急な求婚の素振りや軽率な遠乗りにも表れる。
生来の彼の性格や考え方は軽率で、一般社会で生活できるようには躾
けられてはいないのである。
利己的な考えと自堕落な生活はこの一件で知られるところとなり、マ
リアンヌに思いを寄せ、彼女を心配するブランドン大佐の告白により白
日の下にさらされる。ブランドン大佐の養女エライザ（Eliza）、別れさ
せられ貧窮の果てに死んでいった恋人の忘れ形見、に言葉巧みに近づき、
誘惑し、家出を仕向け、身ごもらせ捨て去った悪漢こそがウィロビーで
あったという。行方不明だったエライザの発見により彼の行いが知られ、
相続人からはずされたために、貧しいマリアンヌを捨てたのである。
ウィロビーは自分の魅力で何でも手に入ると信じ、悪行を省みず、改
心や節約生活などは考えていないのである。エライザへの所業を知るに
つけ、彼の不快で冷淡な魅力が示されるのである。ウィロビーは次々と
女性を替えて、その場限りの恋に遊び、享楽的な生活を追い求める軽率
で経済力のない伊達男である。
ウィロビーのようにハンサムではないが財産のある男性で、不道徳な
企 み を も っ て 女 性 を 誘 惑 す る の が『 マ ン ス フ ィ ー ル ド・ パ ー ク 』
Mansﬁeld Park のヘンリー・クロフォード（Henry Crawford）である。
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『マンスフィールド・パーク』は『高慢と偏見』（Pride and Prejudice）
に続き、1814年に出版され、２年後には第２版が出るほど愛読された作
品である。
『マンスフィールド・パーク』は海軍中尉プライス（Price）と結婚し
たフランシス（Frances）の娘ファニー・プライス（Fanny Price）を
主人公とする物語である。彼女が10歳のときに、生活苦のためにという
実母からの理由で、玉の輿にのりバートラム卿夫人になっている上の伯
母が住むマンスフィールド・パークに預けられる顛末から始まる。
静かで内気なファニーはバートラム家の長男トム（Tom）、次男エド
マンド（Edmund）
、長女マライア（Maria）
、次女ジュリア（Julia）た
ちと共に館の一室で暮らすようになる。エドマンドの優しさに支えられ
ながら、厳しい伯父と意地悪な伯母に傷つきながら、道徳的な判断力の
ある女性へと成長するのである。
ファニーが18歳になる頃に、ヘンリー・クロフォードが妹メアリーと
マンスフィールド・パークの牧師館にやって来ることからさらに物語が
進展する。
ヘンリーは顔立ちが良いわけではないが、もったいぶってすました顔
をして、一般的な礼儀作法を心得た青年として登場する。財産家で、都
会的な態度は誠実さに欠ける感はあるが、財産のある結婚相手としてバ
ートラム姉妹は関心をよせる。彼の動作や朗読の才能はすばらしく、そ
の話し方でいろいろな役割を演じ、役作りを想像しては楽しんでいるよ
うである。出会った初めから、
賢明にも彼を信用しないファニーでさえ、
シェイクスピアを読む彼に心を動かされる時があるほどの卓越した才能
なのである。
ヘンリーは女性を誘惑する力に自信を持ち、バートラム姉妹の愛情と
戯れ、彼女たちの人生をもてあそぶのである。まず、大金持ちのラシュ
ワース氏（Rushworth）と婚約しているマライアを挑発する。ラッシュ
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ワース氏の領地の庭を訪れた時、ラッシュワース氏がその場を離れた一
瞬を狙って誘いの言葉をささやく：
'And for the world you would not get out without the key and
without Mr Rushworth's authority and protection, or I think you
might with little diﬃculty pass round the edge of the gate, here,
with my assistance; I think it might be done, if you really wished
to be more at large, and could allow yourself to think it not
prohibited.

（3）

婚約を思い直しているマライアに、
「もっと自由になりたいと願って
いるのであれば、禁忌ではないとお考えならば力になりましょう」と迷
う心の隙間に入り込もうとする。思惑通りにマライアの心をつかみ、彼
女の恵まれた結婚を壊し、駆け落ち後に別れる無責任なヘンリーは、醜
聞にまみれたマライアを社会の片隅に追いやり破滅していく。
さらに、マライアを挑発しながら、彼は道徳的な考えと静かな雰囲気
を好むファニーにも近づき自分に恋するよう仕掛けるのである。その態
度や言葉使いに誠実さや信頼を感じられないファニーは、その誘いに乗
るはずも無いのだが、ヘンリーはファニーの気持に気付かない。
彼は彼女の無関心さを都合よく考えて諦めなることはないのである。
そのようなファニーの態度は自分を嫌いだからなのではなく、真の恋人
になる時の証であり、成功の第一歩であるとすら考える虚栄心が働いて
いる。
ヘンリーの気まぐれで移り気な性格が女性だけに対するものではない
ことが随所に表れている。例えば、エドマンドと話す時は聖職者に、ウ
ィリアムとの時は海軍の兵士に、ファニーには、私生活では無視してき
た義務や誠実を話題にするように、役者のように振舞うことで十分に発
揮されるのである。彼は悪意を隠し、危険な魅力を漂わせ、礼儀正しく
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機知の富む賢人を装う悪漢になるのである。
ヘンリーの魅力は態度と話し方にあるのは明らかなように、確かに表
面的には愛想もユーモアがあるために、感じのよい友達になれそうであ
るが、内面的には堕落する妹メアリーのように破壊的な力も感じる。尊
敬することやきまりを守ることを嘲る性格はその魅力の陰に隠される。
変幻自在な話し方が自分の魅力だと信じる虚栄心はマライアとの駆け落
ちで満たされるが、偽善的な話し方ではファニーの恋心を得られず、見
せかけの態度や話題は心も響くことはない。
恋の相手にひとたび夢中になると、そこには良心も良識もなく、楽し
い語らいは瞬間的なものになり、さらに悪くなっていくヘンリーの愚か
な姿を暴くことにマライアは気づかない。ウィロビーのように悪行を続
けるヘンリーは、不覚にも真剣にファニーに恋をするが、マライアとの
醜聞でファニーを失い、過度の自信と虚栄心によって、破滅する哀れな
青年の人生を歩むのである。

Ⅲ．女性たちへの期待
オースティンはジョン・ウィロビーやヘンリー・クロフォードに騙さ
れ、捨てられる女性たちの悲しみや後悔を描くことで、無節操で無教養
な女性が堕落する可能性を想像させる。一方で、対照的に教育を受け、
判断力があり一般社会に適応できる女性を描き分ける。教育を受けて、
現実を知ることで養われる観察力と判断力の大切さを語りかけている。
そこからは、次世代の女性像を暗示し、その存在に期待するオースティ
ンの声が聞こえるようである。
礼儀作法の流行に乗り、教育を受けているにもかかわらず、『分別と
多感』や『マンスフィールド・パーク』には、淑やかさも謙虚さもない
人物が次々と登場する。吝嗇なノリス夫人（Mrs. Norris）や自分勝手
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な義姉ファニー、狡猾なルーシー（Lucy）や下品なジェニングズ夫人、
傲慢なフェラーズ夫人（Mrs. Ferrars）やミドルトン夫人、道徳心のな
いマライア、多感なマリアンヌ、饒舌なウィロビー、無責任なヘンリー
などである。そして相反する人物を対照的に描くことで、オースティン
が希求する性格や本質がより一層表白されるのである。
誠実なブランドン大佐、約束を守るエドワード、冷静なパーマー議員
（Mr. palmer）、親切なエドマンド、道徳的なファニー・プライス、分
別のあるエレノアなどは善意ある人物として登場する。彼らの言動を通
して、表面的成長や言動、礼儀に対して見過ごされがちな内面的成長の
重要さに気づかせるのである。
オースティンにとって、本質的な自己成長のための礼儀は他人への善
意である。さらに、尊敬に値する性格は重要だという彼女の不文律が感
じられる。
人物たちは対照的に分けられるが、単に善と悪、謙虚と傲慢、あるい
は上品と粗野、純潔と堕落などを表しているのではなく、それらは微妙
に混ざり合い、成長するに従って変わる可能性と潜在能力を提示してい
るのである。
マリアンヌはブランドン大佐と結婚して幸福な人生を手に入れるがマ
ライアは恋愛相手からも、家族からも見捨てられ不幸な人生を送ること
になる。オースティンは救いも罰もある女性の生き方を展開させるので
ある。
オースティンの世界には、後の作品にも描かれるように、様々な女性
が誕生していることにも注目したい。
秘密の婚約に悩む女性、出自により結婚に期待できない女性、婚期を
逃し不安に暮らす女性、そして自立を望む女性たちがいる。彼女たちは
厳格なしつけや道徳観念、決められた生活習慣や教育を礼儀の一環とし
て教えられ、それぞれが置かれた社会に生まれる恋愛や結婚で生じる現
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実を受け入れる教養ある女性たちである。
英国史を書きながら、
「不公平で、偏見のある、無知な歴史家」と自
らを評したオースティンは、歴史の中から時代や社会が要求する女性像
を感じたのかもしれない。特徴ある女性の哀れな人生を彷彿とさせる小
説に、来るべき時代が求める女性の姿を想像させ、期待や先入観を込め
た社会への警世が女主人公を中心に語られているようである。

引用・参考文献
（1）．Jane Austen, Sense and Sensibility, ed. by Tony Tanner, London:
Penguin English Library, 1984. p.80
（2）．Jane Austen, Mansﬁeld Park, ed. By Tiny Tanner, Harmondsworth:
Penguin Classics, 1985. p.127
（3）．Penelope Fritzer, Jane Austen and Eighteenth-Century Courtesy books,
London:Greenwood Press，1988.
（4）．Bharat Tandon, Jane Austen and the morality of conversation, Anthem
Press: London, 2003.
（5）．Karen Joy Fowler, The Jane Austen book club, New York: A Marian
Wood Book, 2004.
（6）．野島秀勝、「自然」と自我の原風景、南雲堂出版、2002年。
（7）．大橋洋一、新文学入門、岩波セミナーブック55、岩波書店、1995
年
（8）．テリー・イーグルトン、ポストモダニズムの幻想、大月書店、
2003年
（さとう

いくこ・本学教授・図書館情報センター長）
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対人援助職の見る現実
―生活史資料を読み解く―
Searching for eyes of the social worker

藤

原

亮

一

FUJIWARA Ryoichi
キーワード：対人援助、現実構成、中村雪江、福祉実習、事前指導

要旨
本小論の目的は、福祉ボランティアや実習に先立つ事前指導の一環として、対
人援助職の残した日記や手記を、どのように教材として使用するかの事例報告であ
る。生活史の一次資料を読み解くためには、現実の認識に関わる理論的枠組みと、
援助職に特徴的な現実構成の理解が必要である。学びの過程に即して、これら理論
学習と読み解き指導の実際を示す。
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問題の所在

著者の演習（ゼミ）には、教職や福祉の職に就くことを希望する学生
が毎年参加している。こうした学生の中には、在学中に介護体験やボラ
ンティアなどで対人援助の現場に出る者が多い。しかし、福祉専攻の学
生は格別、それ以外の学部に所属する学生にとって、対人援助の技法を
体系的に学ぶ機会は少ない。著者の勤める大学もこの例にもれない。
教免を取得する学生が介護体験の実習相談に来る。援助技術の入門テ
キストを貸し与えても読む学生は稀である。意欲はあっても時間がない
のだ。先日も、市教委からの依頼を受け、大学として7名のボランティ
アを学校適応指導教室に送った
（注１）
。
急なお申し出ということもあり、
計画的な事前指導を行う時間的余裕は無く、不安を抱きながらの現場送
りであった。幸いなことに、参加学生は指導員から評価され、ボランテ
ィアの継続もお願いされた。にもかかわらず、
次の派遣を拒む者が出た。
どうして良いかわからなかった。行っても力になれなかったという。
雪下ろしや清掃のボランティアと、福祉や教育現場でのボランティア
の根本的な違いは、後者が対人的な関わり無しには成立しえないことで
ある。人間関係であるから、
場合によっては援助者かサービス利用者（以
下、対象者）のどちらかが、あるいはその双方が関係作りに消極的にな
ることもある。彼―我についての知識、関わりの態度、距離の取り方な
どの基本は、知っていれば双方の不安やトラブルの回避に役立つことが
多い。今回のボランティアの事例でも、こうした基本をすべての学生に
身に付けさせることが可能であったならば、自信喪失を不必要に味わう
者は出かったかも知れない（注２）
。
著者のゼミに参加する学生には、自伝や手記、日記に類する資料を読
ませる。学生の興味ある人物の生活記録を読むことは、人間や社会につ
いての関心と理解を深めることにつながる。そして、その人物の目線が
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何処にあるのか、何故そのように考え、行為したのかについての検討を
行うことで、その人の生きた現実を追体験する（注３）。福祉の職を目
指すゼミ生には、福祉職の生活史資料を読ませる。これにより、対人援
助の経験世界を理解させる。
ここで紹介する試みは、援助技術を体系的に学ぶことの困難な学生を
相手の苦肉の策である。しかし、その成果には一定の手ごたえを感じて
いる。社会福祉のカリキュラムにある社会福祉現場実習指導 I、あるい
は社会福祉調査実習などの学習内容としての可能性も見えるのではない
か。
まず初めに、読み解きの作業に先立って学生に講義する内容、すなわ
ち、現実の認識論的考察、ならびに援助職の現実についての理論的な枠
組みを検討する。つづいて資料の考察、具体的な読み解きの事例へと論
を進めていく。なお、理論的な項目については、最短２時間ほどで学生
に教えている。

２

現実にかかわる理論の枠組

Ａ 「これが現実」は非現実
近代から脱―近代、モダンからポスト・モダンへという標語は、もは
やあまり聞かれなくなっている。社会科学の方法論や社会調査論の分野
でも、この種の論争は10年くらい前が一つの山であり、それ以降は下火
になった。これは、
パラダイムが安定したことを示唆するものではなく、
ましてやポストモダンの含意した人間と社会にかかわる問いかけ、目標
の再考を否定したからではない。
この世界は誰のものであるのか、誰の現実が正しいのかについての議
論は、人間と社会の研究者にとって、研究結果が誰のものであるのかと
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いう問いかけに変換された。存在論と認識論が見直され、そして結果の
提示法も注意深く検討された（注４）
。構成主義やナラティブ表現への
こだわり、ステーキホルダーというカジノ用語が市民権を得て使用され
ている現状は、ローカリゼーションからグローカルへ続く相対化の道標
をたどってきた終着点とも言える。
法律家や医師などの所見、学識経験者の提言などに対して、芸能人や
タレントなどの素人が堂々の意見を表明する。
ある出来事を前にしての、
その分野のプロとノービスの見かた、考え方を対峙させる。これは、ワ
イドショーでおなじみの構図である（注５）
。著名な専門家の意見を拝
聴するだけではなく、涙ながらの体験者が悲惨な出来事を一方的に語る
番組でもない。出演者の立場はみな対等であり、彼らの発言に上・下の
差は見られない。
ワイドショー番組を見ない日はない。朝、昼、そして夜も、体裁は変
われどワイドショーは盛況。この人気こそが、
ポストモダン状況である。
専門家の見た現実だけが正しい姿とは言えない。素人だからこそ問題を
起こしたり、事件に巻き込まれる。つまり、芸能人は出来事の当事者代
表として難儀な現実を訴える役回りを演ずる。プロの立場では、この困
難な世界をいかに明快な現実として描き出すか、解答可能な問題の組立
てを示す。また、組み立ては専門性の違いによりプロの間でも異なるし、
たとえ当事者間でも、加害者と被害者にとっての現実は違ってくる。
ただ一つの絶対的な現実などは存在しない。この前提を受け入れるこ
とから人間が見えてくる。
「これが現実だ」という姿勢の援助者には、
目の前の相手との信頼関係を築くことは難しい。現実の押し付けは非現
実的であり、何の問題の解決にもつながらない。
Ｂ

現実の概念準拠モデル
同時代に生きる同世代の人間、同じ大学で学ぶ同じサークルの仲間で
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あっても、いま教室の窓から外を眺めたときに見える景色は違っている。
キャンパスの枯れ芝と桜の若木が目に入った全てだと言う者があれば、
これに T4のターンとツインターボの排気音を加えて私の風景とする人
も居るだろう。目に入らないものは存在しない。空自の練習機が飛んで
いたという事実も、
それを意識しなかった人にとって現実とはならない。
現実がきわめて主観的かつ相対的なものであることを、私たちは経験的
に知っている。
現実とは何かについて、これを人間の経験の総体である概念と、経験
世界との関係から説明する立場がある（注６）。仮にいまこれを、概念
準拠モデルと呼ぶことにしよう。このモデルに依拠するならば、概念な
くして現実なしということになる。人間が現実を理解する過程は、概念
を手がかりとして経験世界を理解しようとする試みである。
心

※概念…経験により
修正されたり、追加
されたりする。

概念

事実

経験世界

図１

※事実…概念により
経験世界から切り取
られたものが事実と
して認識される。事
実の総和が現実であ
る。

概念準拠の現実認識

この図１は概念準拠モデルを示す（注７）
。概念と事実との関係から、
人間にとっての現実を説明している。ある人間の生きる現実とは、自ら
の持つ概念に呼応する様々な事実により構成されたものであることが図
から見て取れる。言い換えれば、概念に準拠した諸々の事実で編み上げ
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た現実に生きるのが、私たち人間ということであろう。そして、どのよ
うな人間の構成する現実も、経験世界の全てを包括するような現実では
ない。その意味で、繰り返すが現実とは選択的である。
概念準拠モデルにおいては、
概念は経験の蓄積として捉えられている。
従って、経験世界との相互作用の影響で、概念そのものも不断の修正を
受けると見なされる。このことは、時間の経過とともに、人間の現実認
識も変化する可能性を示唆している。
このような外界からの影響のほかに、同じ人間であっても現実認識が
変わる可能性について、もう一つ別の要因が考えられる。それは、彼の
心の中でどのような概念が優位にあるのかという問題である。すなわち、
優位な概念に呼応して事実の切り取りが始まり、順次に現実の認識範囲
は広げられていくと考えられる。先の例で言えば、枯れ芝という現実だ
けを訴えた者は、戦闘機や基地に類する概念が下位にあった為に、T4
のターンという事実の切り取りが行われなかったということになる。し
かし、飛行機に興味を持ち始めれば、同じ人間であっても、次回には
F15の姿を風景に加える可能性が高い。
以上のことから、新しい概念の獲得の他に、何らかのきっかけで既に
ある概念の順位入れ替えが起これば、同じ状況下におかれた場合でも、
現実認識に変化が生じることがわかる。また、すでに心に存在する概念
の順位入れ替えは、希望や人生目標の変化、人間観や価値観などが変わ
ることによって起こると考えられる。
こうした現実構成の特異性を理解することは、ボランティアや実習、
あるいは職業として対人援助にたずさわる場合に限らず、日常生活の場
面においても人間関係の見直しに役立つ。
理論としての現実認識の、学生に教える内容は以上のようなものであ
る。このモデルをもとに、資料の読み解き作業を行わせる。また、実際
の援助場面でも、この概念準拠モデルの知見を身に付けていれば、より
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良い援助関係の構築につながると考える。以下、対人援助職の現実構成
について論をすすめる。
Ｃ

樹上の鳥援助モデル
対人援助の基本的な視点を、木にやすむ鳥の比喩から説明した人がい

る（注８）。どのように鳥を援助すれば良いのか。援助のための視点は、
対象としての鳥を捉える視点と同じであると述べ、鳥の現実を理解する
過程を論じている。言い換えれば、鳥に対する援助をモデル化して、対
人援助職として、どのような現実認識が大切であるのかを説き、そのあ
るべき姿を説明している。
木の枝に止まり動かない鳥、お腹が空いているのか、病気にでもかか
っているのだろうか。図２は、鳥を見ている援助職の独り言である（注
９）。鳥を理解するためには、鳥のいまを客観的に理解するだけでは不
十分であり、鳥の過去の生活環境を知る必要がある。又、次にどこへ飛
び立つのか、あるいはここを終の住処とするのか、などの鳥の未来につ
いても認識理解の対象となることを示している。図２を参照して頂きたい。
事実

概念

経験世界

「私の現実をまず受け入れ
て下さい。そんなあなたの
指摘なら、概念の修正も、
追加もよろこんで、、
、。私
だって変われるかも、、、
。

「より良い援助には、現在の鳥の状
況と、過去の暮らしぶりも考慮しな
いと、
、、
。そして、将来の生活設計
などもお聞きしなければ、、、。
」

図２
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このモデルによれば、対人援助にとって必要な現実とは、対象者の過
去と未来をも射程に入れたものとなる。鳥の生活歴を知り、描いている
未来について、鳥の目線からの理解を通じて援助のための現実を構成し
ていく。つまり、鳥をとり巻く経験世界から、鳥自身が切り取っている
現実を知ること。そして、鳥の過去の経験や、将来の希望、人（鳥）生
目標などは、明日の援助の手がかりになることが説かれている。この考
察は、先に検討した概念準拠モデルにも合致したものでる。もっとも、
こうした情報を入手し、援助に即した現実認識の修正を本人に促すこと
は、鳥や獣が相手では容易では無いだろう。しかし、人間が援助の対象
であれば、本人の気付きを誘い、現実認識を改めさせることも可能であ
る。
さて、いま目の前にいる鳥の考察のみでは、援助に必要な現実認識は
得られない。こうした前提に立ち、
鳥への働きかけを始めるのであるが、
いきなり触れようとすれば、鳥は慌てて逃げるかも知れない。援助には
タイミングも必要である。ゲージで飼育することも援助の一つの選択。
しかし、それが幸せかどうかの答は、以前は飼い鳥であったのか、自然
に生きている鳥であるのか、等により異なる。その鳥らしさを大切にす
る。
その鳥らしい生き方を支え、実現できるような援助が好ましい。最後
の考察になるが、援助する人間は偉く、鳥は劣るのであろうか。図2の
鳥と援助者の表情を見ていただこう。援助者の顔に、自分が上位だとい
う意識は読み取れないはず。対人援助職には、人間の優・劣といった概
念はない。したがって、援助現場の人間関係にも、そのような事実は存
在しないのである。
木にやすむ鳥を助けるといった身近な例をひくことで、福祉の理念や
原則、援助技術の用語になじみのない学生にも、基礎知識なしに援助職
の目線を教えることができる。この節で検討した援助職の基本的視点を
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理解させること、そして、前節の現実についての一般理論を修得した後
に、実際の読み解き資料にあたらせる。

３

読み解きの実践

Ａ

資料の読み
著者はかつて大学の福祉学部に籍を置き、社会調査論と社会福祉調査

技術演習の二科目（旧名のまま）を教えていた。前者で用いたテキスト
は、ミネルヴァから出ていた井垣著『社会調査入門』であった。同志社
大学の社会福祉学部教員が著者であったことを除けば、とくに福祉専攻
の学生にアピールするものはなく、良く出来た社会調査論のテキストで
あった。また、プラマーの著わした『生活記録の社会学』光生館が後者
のテキストであった。二つの科目の履修生には、同じ顔ぶれが多かった
こと、そして、学生の食いつきは後者の講義のほうが良かったことを記
憶している。
手紙や日記、果ては遺言などの生活史資料を、人間と社会の研究デー
タとして用いる方法は、90年代日本の大学ではあまり教えられていなか
ったと思う（注10）
。何よりも、生の人間の書き残した文字をたどる作
業は、分散や相関を計算したり、白書の統計値を追うよりも楽しかった
ことであろう。福祉の学生に限らず、著者がいま教えている文化やコミ
ュニケーション専攻の学生にも、やはり同様の傾向が見うけられる。さ
まざまな教科の目的に即して、生活史資料を教材として用いる効果につ
いては、こうした教室体験から実感させられた。
援助場面の現実を理解するために、なぜ援助職の手になる一次資料が
大切であるのかについては、たとえば次のような指摘がある（注11）。
ジャーナリスティックな聴き取りによる資料は、自発的に話をさせるの
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ではなく、質問を多用して情報を集めている。当事者ではなく関係者を
情報源とすることもあり、そこで得られた意見や感想に基づき構成され
た現実には客観性が乏しい。また、研究者や記者などがインタビュアー
の場合、当事者は聞き手の持つ意見に迎合した答えかたをする場合もあ
り、自分の意見で無いことが多いとも批判する。
たとえば、生井久美子の『付き添って』などを読むと、このような指
摘が的を射ていることがわかる（注12）
。老人介護の生々しい現場が描
かれており、援助職とサービス利用者の双方の現実が再現されている。
しかし、それらの現実は、新聞記者生井の視点から再構成されており、
そこにテーマ性が見られる。すなわち、そこに描かれる現実は、ジャー
ナリズムのものである。
援助職の見る現実は、世論に問う、学会に発表する、などの目的に合
わせて切り取った事実ではない。目的は利用者の援助のみ、そのためだ
けに現実を理解しようと試みている。こうした視点からの現実を描いて
いる資料が、学生の読み解き教材として用いられる。たとえば、同じく
老人介護の現場を描いたものでは、井上クミコの『素晴らしい体験をあ
りがとう』がある。これは、特別養護老人ホームに勤めるヘルパーの手
記。文体平易であり演習形式の輪読にも下調べが要らなかったようだ（注
13）。
以下の読み解きの節では、中村雪江著『静かなる愛―ソーシャルワー
カーの日記から』を事例として取り上げる（注14）。この書は、著者の
30年余に及ぶソーシャルワーカーとしての日々の思いを一つにまとめた
ものである。現在は教職にあり、またソーシャルワーカー協会他の役員
などの公職にもつく。長く援助職として現場にあり、さまざま経験を積
まれ教壇に立つ著者の書は、援助職の目で見た現実を理解させるには好
材である。
資料の読み解きにおける読みの作業は、文字通りに、資料を読むこと

（63）

藤原亮一

対人援助職の見る現実

であり、学生が個人で読む場合もあれば、研究室にて輪読形式で一緒に
読むこともある。そして、解きの作業とは、専門職の目に映る現実を解
釈、理解する試みである。概念準拠モデルならびに樹上の鳥援助モデル
から学んだ知見を用いて、援助職の現実の追体験を促す。以下、輪読に
よる解釈指導の実際を示す。
Ｂ

事例の解釈
まず初めに、学生自らと援助職の視点との重ね合わせのポイントを明

確にするために、前章でまとめた現実にかかわる理論的な知見を再確認
する。そして、便宜上、以下のような記号を付けて解釈に用いる。
一般的な現実認識の理論を説いた前者の知識としては：現実は、（G1）
経験世界の一部に過ぎないこと；
（G2）選択的、
相対的なものであること；
（G3）変化・修正されるものであること（概念の獲得や順位の入替えが、
現実の修正に結びつく）
。
樹上の鳥援助モデルでは：援助職の現実は、（SW1）対象者の過去、
そして未来まで射程に入れること；
（SW2）働きかけて気付きを誘うも
のであること（タイミングも肝要）
；
（SW3）対象者の「らしさ」を大
切にすること；（SW4）彼―我に上・下関係はないこと。
これら７つの知見を皆で確認した後、現実解釈を目的とした輪読に入
るが、読解の力は、学生によりかなりの個人差がある。学んだ現実理論
を応用して、読みながら解きも独力で行える学生もいるが、文章を読む
こと自体が苦手な学生もいる。したがって、演習形式の輪読では、学生
リーダーは決めず、著者が司会進行する。そして、学生の理解が無理な
く及ぶ箇所を読みの一区切りとし、
（G1）から（SW4）までのどの現実
の例に当たるかを、そのつど答えさせる。以下、日記の解釈例である。
事例１「ぼく死にます」
（ｐｐ32−33）
；とにかく死にたいと言う二十代
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の一人暮らし男性（電話相談）が援助対象
（SW1）話をする時間を下さいと対応し、病気がちで働けず経済的に苦
しいこと。死後、献体を望むことを聞き出す。
（G1）社会福祉事務所の存在を教え、ケースワーカーを紹介する。
（SW2）一連のやり取りの中で少し前向きになる。福祉事務所へ行って
来たこと、死のうと思ったが、生きて見ようと思い始めた、と電話口で
泣く。
事例２「家で生きたい」
（ｐｐ41−44）
；脳梗塞で3 ヶ月入院、周囲には
失語症と認められている女性
（G2）誕生日にカードをプレゼントすると、ありがとうのお礼の声。そ
れ以降話をするようになる。
（SW1）海辺の町で育ったこと。入院前まで畑仕事に精を出していたこ
とがわかる。家族の過剰な励まし、期待に辟易し落ち込んでいたことこ
とが判明。
（G3）リハビリの効果、回復のペースに個人差があることを家族に理解
させ、過剰な期待をけん制。
（G3/SW3）在宅で生きたいという希望。家族の拒否。介護支援センタ
ーへ家族を誘い、福祉サービスや制度を細かく紹介。理解が得られ、退
院後は家に戻れることになる。
事例３「再出発」（pp67−70）
；糖尿病の悪化で入院した53歳の男性（２
年前に右足切断、18年前離婚の単身者）
（SW ４）雑誌を持ち病室を訪れると、無言でその雑誌を体に投げつけ
られた。驚きを隠し、冷静に丁寧に接し続ける。雑誌を投げつけられ続
けて５日間。
（G3/SW2）６日目、おはようございますの声が嬉しい。会話が成立。
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障害や入院で生活範囲が狭くなったことを認められない気持ちを吐露。
その苦しみを周囲にぶつけていた自分に気付き、できることがあれば働
きたいが、と前向きになる。
事例４「愛」（pp109−110）
；養護老人ホームに入所中の86歳の女性
（SW3）夜も付き添えるのは家族だけと知り、彼と家族になる決心をし
た。癌で余命幾ばくも無い彼と病床結婚をしたいと相談される。その選
択を支持し、ホーム相談員に話すことを勧める。婚姻は成立した。
以上が、解釈の例である。資料中に描き出されている現実は、（G1）
から（SW4）までのタイプの現実として追体験され、学生の前に結果
として示される。しかし、生資料であるから、多少の補足が必要な場合
もある。たとえば、事例２の（G3）に区分された箇所は、対象者本人
の例ではい。その家族への働きかけであることを確認、援助のためには
家族（環境）の現実認識を修正させる必要もあることの例として理解さ
せる。事例３の（SW4）なども、
そのままでは解釈しにくい箇所である。
こうした場合は、君ならどうするだろうと発問をぶつけ、こちらが偉
いと思っていたり、
感情的になれば援助は成立しないという答えを導く。
また、対人援助の現場では、患者から患者さま、クライアントからサー
ビス利用者、などと呼び方が変化していることを教え、理由を検討させ
る等の発展学習も、この時点で可能となる。なお、日記中の記載すべて
に対する解釈を示すことは、本小論の目的から外れるためここでは省い
ている。

４

まとめ

理論を教えた後、現場を観察させる流れは演繹法である。また、観察
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からある一定の規則性を見出し、それを理論化するのが帰納法である。
これら二つの半円が、１つの円（サークル）として結ばれるとき、はじ
めて現場と理論が結ばれることになる（注15）。ここで報告した生活史
資料の読み解き法は、演繹と機能を共に実践させる段取りで進行してい
ることを付言しておく。もちろん、
現場実習やボランティアでの経験と、
文字資料とのコミュニケーション体験を同一視はできないが。
さて、熱意があり、能力にも恵まれた学生にとっては、理論や法則を
覚えることは困難ではない。しかし、それらの妥当性や重要性を、実習
現場で検討できる学生は少ないであろう。逆に、何の基礎的知識や情報
も無しに、現場の観察だけを通して、援助理論の一般化を自ら行える学
生は、はるかに教師を越えた存在である。しかし、側聞するところでは、
福祉専攻の学生においても、演繹的な試みで可、帰納法にいたっては、
実習中断で不可、という現状もあるようだ。まして他学科の学生では、
時間不足もさることながら、動機付けの問題もあり、理論学習さえも困
難。
序章にて示したように、一般の学生には、手記、日記に類する資料を
読ませ、援助職の現実を追体験させる試みは、対人援助の経験世界を理
解させるのに役立っている。実習を避ける、あるいは途中で放棄する者
が、社会福祉専攻の学生にも少なくないようだ。この原因の一つが、現
場への不安にあるならば、実習に先立ち、援助職の捨てたものではない
現実を理解させておくことは、学生の心の支えにはならないか（注
16）。また、生活史資料を、リッチモンドの古典とつき合わせる。バイ
スティックの知見を定着させるために、サブ・ゼミで応用するなどのあ
わせ技も効果があるかも知れない（注17）
。
謝辞

本報告をまとめるにあたり、
東京女子医大の諏訪茂樹先生からは、

看護学分野での生活史資料の応用について、また、道都大学の新庄勝美、
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大倉司の両先生には、
現行の実習教育ならびに福祉学生の動向について、
ご教示いただいた。ここに厚くお礼申し上げる。

注
１

Ｍ市の学校適応指導教室は、旧市長公宅を利用し、現在22名の中学

生が在籍。教職経験のある３名の指導員（常勤）と１名のスクールカウ
ンセラー（ボランティア）の態勢。学生ボランティアの依頼は、平成17
年11月28日より12月21日の都合の良い日時。内容は、学習指導、ゲーム・
軽運動等の交流活動だった。二回目の依頼は、平成18年１月31日より３
月23日まで。
２

今回の派遣についての反省を、
「ボランティア」という題にて『苫

小牧民報』（平成18年２月13日
３

著者担当「ゆのみ」欄）に載せている。

対人援助を研究テーマにする、あるいは職業とする学生以外との輪

読では、たとえば、
『氷川清話』
、
『ヘレン・ケラー自伝』、あるいは『青
春の墓標 / 奥浩平』などもあった。
４

こ の 研 究 例 と し て は、Sage か ら 出 版 さ れ て い る Lincoln, Y.S.&

Guba,E.G. Naturalistic Inquiry 1985 や Erlandson,D.A.&Hattis,E.D.etal.
Doing Naturalistic Inquiry 1993があげられる。また拙著「問いかけのパ
ラダイムー構成主義の基本的信念について」道都大学の『社会福祉学部
紀要
いる。
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ワイドショーの作り出す現実が、現代の人間と社会に与える影響に

ついては、伊豫田康弘の「ワイドショーが生み出す劇場型社会」（pp101
−109） や 坂 本 俊 生 の「 他 人 の 風 景 化 と 劇 場 的 ま な ざ し 」（pp142−
151）に詳しい。ともに『現代のエスプリ400号』2000年11月に所収。
６

この節の理論的な枠組みは、
講談社刊の高根正昭著『創造の方法学』

（1979）の第３章「理論と経験とをつなぐ」に負うところが多い。なお、
概念準拠モデルの命名は高根によるものでは無く著者。
７

この図は前出の高根『創造の方法学』
（p59）より。なお、図中の

言葉は著者が若干変えている。
８

ミネルヴァから出ている岩間伸之の
『援助を深める事例研究の方法』

（1999

p151）には、事例を理解するための３つの基本的視点、①現状

の客観的理解

②生活歴の理解

③本人からの理解、を説明するのに、

「木の枝に止まった鳥を理解することにたとえてみよう」、との記述があ
る。岩間の比喩は導入でのみ用いられているが、著者は試みをさらに広
げ、「ケースワーク７原則」の幾つかの説明にも援用。樹上の鳥援助モ
デルという名前も著者の創造。
９

著者作成。樹上の鳥とそれを見る援助者を模式化。

10

著者は1988年に米国ペンシルヴァニア州のピッツバーグ大学に留学

したが、量的調査と質的調査の二つが独立した科目として履修できるこ
とに驚いた。しかし、以下の大学のブルテンを参照するとわかるが、当
時から米国の学校では当たり前のことであった。Princeton University
Graduate School Announcement 1987-1988, The Graduate Faculty 1987-1988
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New School Bulletin

なお、
『道都大学学生便覧』平成６年度生用ならび

に公式ＨＰ（平成17年度版）を確認のため参照。
11

2001

東山紘久著の
『プロカウンセラーの聞く技術』
（2001

創元社）

より引いた。東山は京大で教職に就いており、
自らの援助職（臨床心理）
としての経験をもとにこの書を著した。
12

正確なタイトルは『付き添って−ルポ

老人介護の24時間』であり、

1994年６月より12月まで、朝日新聞にて断片的に連載されたものを同新
聞社が図書として2000年に刊行。
13

ある介護ヘルパーの手記というサブタイトルが付いており、これか

ら老いる人々、お年よりと同居している家族、
そして介護職を目指す方々
にこの手記を読んでいただきたいと著者は記している。なお、一次資料
ではないが、誠信書房の尾崎新著『対人援助の技法』1998（pp77−
121）にある老人行動観察の事例も資料になる。同様に、1996松原康雄、
吉澤英子他編『社会福祉援助技術演習』中央法規に所収の事例も輪読に
使える。
14

中央法規より1998年に初版。サブタイトルに日記とあるが、日付等

は記されていない。全44編からなり、タイトルが付されているのが日付
がわりでもあろう。個々の事例に即した手記、ないしは覚書といった体
裁である。たとえば、
「13年目の微笑」
（pp2−6）では、身寄りの無い
サービス利用者が亡くなって13年目、その利用者の身内から電話があっ
たことの喜びをつづって終わっている。著者の担当科目を知るために、
城西国際大学のＨＰ（平成17年度版）を参照。
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W. Wallace の1969年の著作 Sociological theory（pix）において、社

会科学における帰納・演繹の二つの研究法の考察が行われている。また、
Principle of scientiﬁc sociology（1983）の中では、方法論に特化しての議
論を深めている。ともに Aldine pub. より刊行。
16

道都大学社会福祉学部に勤めていた時、実習１の講義後に外部講師

（主に卒業生に依頼）とのノミニケーションがあった。参加学生にとっ
ては、経験を積んだプロの援助職である先輩からの、教室では聞けない
現場のなま話しを耳にできる格好の空間であったと記憶する。10年前と
いまの学生とを同一視できないが、日記や手記ではなく援助者の個性と
人柄が出る「語り」の時間を設定できれば、本小論で紹介した実践より
もさらに効果が期待できるかも知れない。
17

バイスティック、F.P.『ケースワークの原則』（2004

誠信書房）

あるいはリッチモンド、M.E.『ソーシャル・ケース・ワークとはなにか』
（1997

中央法規）などの古典は、対人援助職を目指す学生にとって多

くの参考となる知見を含むが、本文で述べたように福祉以外の専攻学生
にとっては大部過ぎる。

注に含まれない参考文献
秋山博介

2002 「福祉専門家のコミュニケーション」『現代のエスプリ

―コミュニケーション学』 至文堂
秋山俊夫
プリ

2002 「臨床場面におけるコミュニケーション」『現代のエス

―コミュニケーション学』 至文堂

岩間伸幸

1999 『援助を深める事例研究の方法』 ミネルヴァ

一番ヶ瀬康子

他編

1998 『福祉文化論』 有斐閣
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榎本博明

1999 『私の心理学的探求』 有斐閣

江幡玲子

他編

2002 『現代のエスプリ

―カウンセリングとソーシ

ャルワーク』 至文堂
岡村一成

他編

1995 『援助の科学』 福村

小田謙三

他編

1999 『社会福祉援助技術各論Ⅰ』 全社協

コワルスキー、R.M.
諏訪茂樹

他編

2001 『臨床社会心理学の進歩』 北大路

2004 『対人援助とコミュニケーション』 中央法規

諏訪茂樹編

1998 『利用者・家族とのコミュニケーション』 中央法規

二階堂邦子

編

2002 『教育・保育・施設実習書』 建帛社

マッキーヴァー、R.M. 1989 『ソーシャル・ワークと社会学』 誠信書房
（ふじわら
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苫小牧駒澤大学紀要第15号（2006年３月31日発行）
Bulletin of Tomakomai Komazawa University Vol. 15, 31 March 2006

言語と文化と：
ハワイ語学校の教育現場から考える
Language and Culture : From Perspectives of
Hawaiian Language Immersion Schools in Hiro, Hawaii Island.

村

井

泰

廣

MURAI Yasuhiro
キーワード：ハワイ語、言語の危機、先住民族、言語と教育、
イマージョン教育

要旨
本稿は、言語の危機に対する関心が世界的に高まりつつある今日的状況にかんが
みて、異文化の接触を通じて存亡の危機がせまっている先住民言語の復興のあり方
を考察するものである。2005 年春季の海外研修現地調査「ハワイ語の現状」を念頭
に、ハワイ島ハワイ州立大学ヒロ校とヒロ市にあるハワイ語学校の教育現場を通し
て、ハワイアンの言語の復活と、その復興を支えた教育制度を中心にして、ハワイ
語の近年の動向を考察する。

（73）

苫小牧駒澤大学紀要

第15号

2006年３月

ハワイ語学校の教育現場から言語の復興を考える
ポリネシア（「多くの島々の世界」の意）人は、はるか遠い何千キロメー
トルもの海を渡ってハワイに移住した。その第一波は750年ころマルキ
ーズ（マルケサス）諸島から、第二波はタヒチ島からの大移動で13世紀
ごろであったといわれている。18世紀にキャプテン・クックが渡来する
まで、ハワイ先住民は自然と共存し、道具や武器は、木や石を用いた原
始的なものであった。それからわずか200年で急激な近代化、欧米列強
の覇権争いに巻き込まれ、ハワイ王国という民族国家は消滅した。さら
に西欧文明と共に入ってきた伝染病により、30万人いたハワイの人口は
７万人以下まで減少した。また、白人による砂糖の栽培とその貿易が盛
んになるにつれて、労働者たちが中国、ポルトガル、日本、次いで朝鮮、
プエルトリコ、フィリピン等々から移民として迎えられた。そのためハ
ワイ社会は、多くの移民を受け入れることとなり、多民族多文化混合社
会へと激変した。1 そこから多民族、多文化、多言語社会のハワイが誕
生することになる。
こうした時代と環境の変化の中で、異文化との接触を通じて先住の民
「ハワイアン」が幾世代にもわたって自らの言語であるハワイ語をはじ
めとする伝統文化を失っていった。それは、公教育の場から、そして日
常生活の中からも伝統的な暮らし方が姿を消していった。それは、ハワ
イ語の使用を禁じられたネイティブ・ハワイアン（先住民）の歴史的な
運命の道程であった。その歴史が示すハワイアン人口の激減は、同時に、
言語消滅の危機でもあった。
また、同時に、いまや全世界がグローバリゼーションに向かっている。
１

『ハワイさまよえる楽園：民族と国家の衝突』中嶋弓子、東京書籍、1998
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コミュニケーションにおける言語の主要な働きを「道具」として見なす
ならば、今さら、先住民族の言語の生死を問うことに何の意味があるの
か。どんな「実益」と実用性があるのか。むしろ、「有害」ではないか
という、そういう声も聞こえそうである。
「道具」としての「有用性」
を考えるならば、「国際化した言語」英語の方が便利ではないのか。つ
まり、言語をコミュニケーションの「道具」と想定するならば、少ない
方が共通語として使用でき、紛らわしくなくていいのではないか。2
歴史が語りかけてくるものは、一地域の方言と化したハワイ語は、近
代ハワイ産業の道を辿るコミュニケーション言語としては、「いわば障
害物とされ、切り開かられるべきジャングル」であったのである。本土
アメリカからやってきたブルトーザーの如き英語が、その自然を開拓し
征服したとき、人びとは、はじめて失ったものの大きいことに気づいた
のである。言語の働きは、本当に道具としてのそれだけなのだろうか。
それとも、言語には、なにかもっと大切な働きがありはしないのか。も
っと何か大切なもの。なぜならば、それは、人びとが自然と共存して長
い年月をかけて生成してきた「言語（ことば）＝生活」そのものだから
である。「言語（ことば）
」は先住の人びとの暮らしそのものだからであ
る。ことばには、その場に見合う、その風土になじむ知恵がしみこんで
いるからである。その伝統と文化を支えてきたことばを失うことは、自
然のなかで共存してきたかつての自己を失うことに等しいからであろ
う。それは、まさに根無し草の自己の発見という違った精神的危機に直
面することを意味することではないのか。3
２

「これら（少数派）の言語が我々に教えてくれるものがあるのだろうか？これらの未
開人の不毛な言語はそっと忘却のかなたに押しやっておこうではないか。まあそのうち
の少しくらいはサンプルとして記録に取っておいてもよいが、それ以上の試みは時間と
資源の無駄だ」（『言語の興亡』ディクソン、岩波新書737、2001、p.163）
３
「生物の危機と言語の危機」が「生物＝言語多様性（biolinguistic diversity）
」として
並行的なアナロジーで論じられている。ある生物種の危機に瀕しているときは、その背
後で、その生物種が生息する自然環境と共生してきた民族の言語もまた危機に瀕する。
それは同時に、その言語を話す民族が適応対処してきた自然環境も侵されている、とい
う考え方である。『危機言語を救え！』呉人恵、大修館書院、2003
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1970年代頃から、ハワイ社会にある変化が生まれてきた。多民族社会
への移行とともに、その伝統文化は本来の社会的機能から離れはしたも
のの、観光産業のもとでパフォーマンスとしてのハワイ文化の伝承が、
ある程度進行してきた。地元の人から、メディアからも、いわば、ハワ
イ文化が温かく見守られるようになってきたのである。ある意味でハワ
イ人として、自ら文化のアイデンティテ（identity）を確立するための
序奏曲として「草の根運動」が先住ハワイ人のなかから起こってきたの
であるが、それは「ハワイアン・ルネサンス運動」の波に乗ってさらに
増幅されてきたのである。
現在ハワイ人の血を引く人間は、ハワイの総人口の20パーセントくら
いである。しかし、ハワイ語を話せる人は、その５パーセントにも満た
ない。そして、大多数は、都市に住み、もちろん、狩猟採集からほど遠
い生活をしている。彼らの多くは、祖先の生活様式を知らない。第一言
語も英語である。生きて生活をしていくためにも、就職の機会が多い都
市に住むようになったのである。外見的にも文化的にも白人化している
彼らのアイデンティティは何ものなのか。それにもかかわらず、かれら
が先住民であるという事実は、彼らの日常生活や生き方に影響を与えて
きているといわれる。少しずつ若い世代の中でもハワイ文化を誇りに思
い、積極的に活動する人が増えてきいている。その有効な手段として、
公教育の場におけるハワイ語によるイマージョン学校の設立が企てられ
てきている。言語が社会の進展と深く作用しあってきた歴史を認めるな
らば、ハワイの言語が今後どう復興し、どう変容していくかを考えるこ
とは、ハワイ語の将来を考える上でも重要であろう。そういう認識の上
で、本稿では、ハワイ語学校の教育現場を通して、ハワイアンの言語の
復活と、その復興を支えた教育制度についての近年の動向を考察するも
のである。4
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ハワイ州の総人口は、2003年現在、約124万人である。その124万人の
うちの約80パーセントが世界的な観光都市として知られるホノルルのあ
るオアフ島に集中している。人種・民族構成は、白人系（アングロ・サ
クソン系、ゲルマン系、ラテン系、スラブ系などの総称で地元では「ハ
オレ」という）が24％を占め約30万人、アジア系人口が42％を占め、約
51万人である。
本稿の主題である Native Hawaiian と呼ばれる人たち（正確に記述す
る な ら ば、Native Hawaiian /Guamania/Chamorro /Samoan /Other
Paciﬁc Islander を含む）の数は、約12万人でハワイ総人口の9.4％を占
めている。この数字は、単独 Native Hawaiian と呼ばれる人たちだけの
カテゴリーでは、どのくらいの人口となるかというと、約８万人で、ハ
ワイ州総人口全体の７％弱を占めている。5

6

筆者が教える苫小牧駒澤大学の国際文化学部には、地域文化（アイヌ
文化）コースがある。2005年３月中旬の「ハワイ先住民海外研修」にア
イヌの学生が参加した。彼（女）らは、大学に入ってから、「アイヌ語」
や「アイヌ文化」「アメリカン・インデアン史」などを勉強しているう
ちに、彼女たちの内に宿っていた「アイヌとしての魂」に微妙な変化が
現れてきたという。少し長くなるが、ここにそのひとりの学生の「海外
研修レポート」を抜粋・引用してみたい。
４

『アメリカ文化辞典』亀井俊介編、研究社出版、1999、p.360「人種の坩堝（Melting
Pot）」４という言葉がある。多くの人種や民族が坩堝の中で融和して一体化してしまう
ことを指すのである。ハワイの場合には、
「カマアイナ主義」と呼ばれる考え方がある。
カマアイナとは「地元民」の意味だが、人種とは無関係の概念である。カマアイナ主義
はさまざまな異文化を受け入れながら、ハワイ社会を一つにまとめていこうとするもの
で、多元文化主義の理想的な形とも言われている。」
５
DP-1, Profile of Gneral Demographic Characteristics: 2000 Geographic Area:
Hawaii http://factﬁnder.census.gov/servlet/QTTable?̲bm
６
混血が進んでいるため正確な人種・民族統計は期待できないのが実態である。
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「私はアイヌ語を話したい」
「アイヌである私はアイヌ語を話したい。しかし、話せない私がここにいる。
」と
いう文章で始まる。
「話せないことが、なんら不思議だと考えたことも、これまであ
りませんでした。
」と。しかし、
「私自身の中に何か強いものを感じはじめていた。
（中
略） アイヌである私が、なぜアイヌ語が話せないのか」と。さらに文章がつづく。
「私はアイヌです。しかし、私をはじめとするほとんど全部と言っていいほどのアイ
ヌが、アイヌ語を話せない。私の母はアイヌです。私の母もアイヌ語が話せない。
私の母の母、つまり私の祖母ですが、彼女もアイヌです。でも、アイヌ語が話せない。
『日本人が日本語を話せない』と言えば、みんな笑うでしょう。
『日本人が日本語を
話せない』と言えば、
『それは日本人じゃない』と多くの人たちが何のためらいもな
く言うでしょう。
『日本人が日本語を話すのは当たり前じゃん！』と私の友人たちが
何の不可思議さも感じずに答えるのです。それでは、アイヌの私がアイヌ語を話さ
ない、話せない、のが当たり前のような現実を、アイヌである私はどう理解し、ど
う納得したら良いというのでしょうか。私のうちに言い知れぬ叫び声をあげたい気
持ちが高まりました。アイヌである私がその「言い知れぬ叫び声をあげたい気持ち」
とは、一体なんなのでしょうか。この気持ちはどこから来るものなのでしょうか。
」

このように書かれた彼女のレポートが私の手許にある。重いことばで
ある。これはアイヌ文化の将来を担わんとする若いアイヌ学生の声であ
る。
近代国家がコミュニケーションの効率を図るために、ことばの標準語
化を推し進めてきた。国内に内在する方言を含む少数派言語は、「いわ
ば障害物とされ、切り開くべきジャングルであったが、その自然を開拓
し征服したとき、人々は、はじめて失ったものの大きいことに気づい
た」７のであった。
７

『方言は絶滅するのか』真田信治、PHP 選書、2001、p.10
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言語（ことば）がもつ性質であろうが、ことばというものは、その時
代、その社会、その地域、そこに住む人々の歴史をよく表現していると
いうことが言えよう。そのことはハワイ語の歴史を振り返るとよく分か
る。衰退するハワイ語ではあったが、地名、道路名といった形で残った
ほか、日常生活においても、いくつもの単語が生きている。例えば、
「ア
ロハ（こんにちは）
」をはじめとする、ハワイ社会の暮らしの中でも英
語の会話に交じって頻繁に使用されているのは、「ハオレ（白人）」、「ワ
ヒニ（女性）」、「マケ（死ぬ）
」などのハワイ語である。
外国に住み外国語を学んだものならば、誰でもが経験することである
が、そこに住む人々が使う言語（ことば）というものは、他のことばで
表現しようとしても、どうしても説明できないことにしばしば遭遇する
ことがあるものである。つまり、文化概念を体現している土着の民族言
語が、外来異文化の強者によってむりやり、たとえば、英語なら英語と
いう言語に置き換えられる時に、削り取られてしまった微妙なニューア
ンスというものが生じることは理解できよう。8

そんなことからも、ハ

ワイには古くから言い伝えられている次のようなことばがある。"I ka
olelo no ke ola, ika olelo noka make" ということばである。この意味は「こ
とばの中に生命が宿り、ことばの中に死が宿る（In the language there
is life, in the language there is death.）
」ということばである。文化の核
心、文化を文化たらしめ、文化を成り立たせる本質は、そのことば（ka
olelo）自身の中にある。ことばのなかにこそ、
文化の本質があるという、
そういう文化理解がハワイには古くからあるということを、この言い伝
えの中に残されている。文化としてのことばが、いかに重要な役割を演
じるものであるかを指摘するには充分に説得力をもつ諺である。
８

英語で表現されるとき、民族文化がないがしろにされないようにするためにも、多様
な異文化を吸収した新しい英語を創造し、開かれた言語で交流がなされる環境をつくっ
ていく必要がある。つまり、英語を異民族文化に対しても感受性や柔軟性の高い言語に
していく必要もある、という考え方も必要になってくるだろう。
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一般論として、教育が果たすべき役割を考えるならば、その役割とは、
知識、技術、行動規範、価値、態度といった文化全体の価値体系を次世
4

代へと継承していくものであろう。しかし、その社会が抱えている民俗
的多様性と歴史的複雑さの内容の相違により、さまざまな教育形態が、
生まれてくるのは当然であろう。9
事実、ハワイ大学ヒロ校 Hale Kuamo‘o（ハワイ語研究センター）所
長（Keola Donaghy）の説明によると、
「先住民であったネイティブ・
ハワイアン自らの生命、また、その文化も、イギリスをはじめとする、
欧米諸国のハワイ植民地化により、絶滅の危機に直面した」と述べられ
ていた。また、「1778年には約30万人いたと云われていたネイティブ・
ハワイアンが疫病でおよそ５万人までに激減した」と視察訪問した筆者
たちに説明してくれた。10 11 さらに附言するならば、アメリカ人による
新しい政府は、まずすべての公立の学校でのハワイ語の使用を禁止した。
ハワイ人は古くから、言葉には魂が宿っていると信じ、言葉はそれ自
体パワーを持っていると考えていたので、植民者の多くがそうであった
ように、新しい政府もまた、ハワイ人から言葉を奪えば力を失いコント
ロールしやすくなると考えたとしても不思議ではない。このアメリカに
よるハワイ語への抑圧は1898年の合衆国併合からさらに20世紀まで続い
たことは良く知られていることである。ハワイ語研究センター所長の
Keola Donaghy 氏の話もまたその例外ではなかった。彼女もまた次の
ように述べている。
「私の祖母の少女時代でも、学校でハワイ語を話しているのを先生に
９

教室で教えられることも、一般的に言えば、単一文化的である。優勢集団の歴史や文
化や価値が教えられる。土着の文化や習慣に注意が払われることはほとんど、
あるいは、
まったくない。
10
Niniaukapealii Simmon, Director of Hale Kuamo'o; Hawaiian Language Center にて
2/28/2005のメモ帳より
11
当時欧米人がハワイに進出する前のハワイ先住民の人口は500,000 to 800,000 と見積
もる学者もいる（Young, 1998）.
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見つかると、罰として棒で打たれたそうです。自分の国の言葉を話すこ
とも許されない。ハワイにはそういう悲しい時代があったのです。そう
してハワイ語を話せる人はほんのわずかとなってしまいましたが、それ
でも、完全に死に絶えたわけではなかったのがせめてもの救いでし
た。」12と。
1978年、州憲法会議は、ハワイ語がハワイ州の公式言語と決議した。
ハワイの文化、歴史、言語を公立学校で学ばせるようになったのも、こ
の時からであった。なんとハワイではハワイ語が英語と同等の公的な言
語、公用語としての地位を取り戻したのである。しかし、「そのときに
はもうすでに、ハワイ語を話す人が少なくなっていたので、事実上のオ
フィシャル言語にはなりませんでした。大切なのは、
葉

生きている言

として取り戻すことだったのです。
」13と。

上記のように、幼い頃から支配階級から「自分たちがいかに野蛮であ
るか、何ひとつ誇れるものがないのだと信じ込まされてきた」14歴史的
背景のなかで、ハワイの土着文化が非文明的で遅れたものというイメー
ジを長年植えつけられてきたため、ハワイ語の使用が１世紀近くの間、
禁じられてきたのである。それ故に、ハワイ語の保存と継承は、ハワイ
語の衰退のなかで、差し迫った課題となっていたのは言うまでもなかっ
た。（これは単に、ハワイ語だけではなく、現代の先住民族にとって部
族語の保存と継承はさし迫った課題となっていることも併せて指摘して
おきたい。）ハワイ語、然り。ましてや、アイヌ語に至っては、アイヌ
語の保存と継承は、焦眉の急であると言わなければならないであろう。
なぜならば、ことばは文化の魂だからであろう。なぜ、ことばが大切な
のか。なぜ、ことばは文化の核心なのか。この素朴な質問に答えなけれ
12

Hawaiian Language Center にて 2/28/2005のメモ帳より
同上、Hawaiian Language Center にて 2/28/2005のメモ帳より
14
『ハワイさまよえる楽園：民族と国家の衝突』中嶋弓子、東京書籍、1998 p.320
13
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ばならない。
ハワイ先住民の生活様式は、ハワイ語のなかの自然観としてはっきり
と表れている。すなわち、ことばは何千年もの間、自然が相手でもある
狩猟や漁業や食用植物など生活と密接な繋がりのなかで積み重ねられて
きた知識の体系であるからだ。15そもそも文字を持たなかった先住民族
にとって、「言語は世代を超えて部族の価値観や信仰、祖先の記憶を語
り継ぐ文化的アイデンティティの源泉」16と言えるからであろう。「民
族言語の独自の発音やリズム、文法、言語構造には多様な思考様式や世
界観、伝統的な知恵が反映」17されているからである。18「しきたり、宗
教、文化、歴史はすべて詠唱（チャント）や口承伝説を通じて、世代か
ら次の世代へと語り継がれてきたのである。声に即して文字があてがわ
れたのは、わずか一世紀半前のことである。その時（1820年頃）から、
ハワイ語は、文字をもつ言語として再出発したのであった。」19
自然に依存して生活をしてきた先住民にとって、自然は彼らに特別な
関係を与え、独自の言語を育くませてきたのである。自然が先住民の生
活を守り、その代わりに、先住民が、その自然を再生することができな
くなるような自然破壊から自然を守る役割を担っているという考え方の
上に言葉ができたのである。そこには、西欧流のあらゆる動植物の生命
を与えてくれる母なる大地を「コントロール」するという発想はな
い。20 彼らにとって大地を「コントロール」するという発想は、滅相も
15

『消滅する言語』D. クリスタル、斉藤・三谷訳、中公新書、2004
『アメリカ先住民族の言語復興と教育―近年の動向から―』内田綾子、言語文化論集
第ⅩⅩⅢ巻 第１号
17
同上
18
同上 http://www.lang.nagoya-u.ac.jp/proj/genbunronshu/23-1/uchida.pdf
19
前掲書、中嶋 p.332
20
"Aspects of Identity: What is a Sami?" Miriam Mueller http://www.uit.no/ssweb/
dok/1994uc.pdf
16
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ない神々に対する冒涜の何ものでもないからである。
しかし、「今日のハワイ問題は、代々続いた祖先からの住居、土地か
ら切り離されたことによって伝統的家族構造や社会秩序、従来の母系制
大家族的なオハナ（家族）が破壊されたことに起因」21している。何と
しても、自然のバランスを回復しなければ、そして、そのためにもわず
かに残されたオブナの原生林を死守しなければ、ハワイ人の精神の回復
は絶望的だという。その精神の回復こそが、ことばの回復への道でもあ
るという。22
アコマ・プエブロの詩人Ｓ．オーティスは、自らの母なることばの意
味を次のようにふり返る。
ことばのない世界など覚えていない。ずっと幼い頃から、ことばが
あった。いつも、ことばや想像、思索、音の表現があった。ことば、
ことばの始まり。ことば無しの自分なんて考えられない。自分とい
う存在はことばによって定まってきた。発せられたり、押しとどめ
られたことば、話ことばや身振りのことばによって。記憶を欠いた
世界など覚えていない。記憶は、新しいものであれ、はるか昔のも
のであれ、時を超えて血に肉に、細胞に宿っている。自分がどのよ
うにことばを発し、話そうとしたかは覚えてないが、胸の奥にひっ
かかる何か、表わしようのないものをどうにか発してみた感じは覚
えている。人生を知るために我々を存在あらしめるのが、ことばな
のだ。23

この詩を読んだとき、この詩が示唆しているものは、前述した「私は
21

"Native Hawaiian Rights Handbook, Native Hawaiian Ligal Corp., 1991
同上
23
Ortiz, Simon.（1993）"The Language We Know" in Growing Up Native American edited
by Patricia Riley, New York: Avon books, 29-38.
22
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アイヌ語を話したい」学生が、
「言い知れぬ叫び声をあげたい気持ち」
の本体が何であるかを感じ取ることができたと述べている。この詩を読
んだとき、この詩が彼女の心の内にある自分でも解らないもやもやした
思いを明らかにし、雄弁に代弁したのだろう。この詩を通して、彼女は、
ことばの重さとアイデンティティの大切さを改めて痛感したようであ
る。同時に、アイヌ語と同種の歴史を辿ってきた多くの民族語の宿命も
想像し思い描くことができたのである。北米のアメリカ・インディアン
（ネイティブ・アメリカン）の部族語も長らく主流社会から隔絶されて
きた。そこには言い知れぬ歴史の重さがある。アイヌ語もハワイ語もま
た同様な道を辿ってきた。
「どんな言語にも、
彼らがどう考えているのか、
何に価値を置いているか、何を信じているか、外界をどう分類している
か、彼らの生活をどう秩序だてているかなど、その話者の世界観を内に
包んでいる。言語が死ぬということは、人間の文化の一部が失われると
いうことだ。」24 と彼女は思い描くことができたのである。そして、い
ま「アメリカ・インディアン保留地で維持されてきた部族語も、通信・
交通手段が発達した今日では急激に話者を失い、消滅しかけている。学
校やテレビなどを通じて英語を身につける子供と部族語のみを話す高齢
者との間には、コミュニケーション・ギャップが進み、部族のことばを
喪失してどうやって伝統文化を継承していけるのか、という深い懸念が
「急激に言語が消滅しかけ、喪
広がっている。」25ということも知った。
失しつつ」あるという懸念、この深い憂いをもった懸念は、「アイヌ語」
そのもののが抱えている懸念なのである。
「国民の精神というものは、
大部分言語から推察できる。言語は、
何百年もかけて、力ある人々が各々
ひとつずつ石を持ち寄って作った一種の記念碑のような」26もので「言
24

前掲書、内田 , p.50
同上 , p.53
第ⅩⅩⅢ巻 第１号 http://www.lang.nagoya-u.ac.jp/proj/genbunronshu/23-1/uchida.pdf
26
前掲書、D. クリスタル , p.56 'Nominal and realist'（Emerson 1844）
25
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語は民族の血統」であるからであろう。
先住民語としてのハワイ語
白人の入植前、北米には300以上の言語が存在したと言われる。今日
残っているのは210語（合衆国175、カナダ35）であり、合衆国で親から
子へ家庭で継承されている言語は約20に限られているという。アリゾナ
州とニューメキシコ州を中心とした南西部の各部族語や、オクラホマの
チェロキー語、ミシシッピ州のチョクトー語などは子供に受け継がれて
いるが、北西部や太平洋岸の部族では話者がほとんどいなくなり、存続
が危ぶまれる言語が数多く存在するという。27
ハワイでは最近まで、西北のニイハウ島の住民200人（うち子供の話
者約30人）を除いて、70才以下でハワイ語を話せる者は実質的にいなく
なっていた。「北米の先住民族人口200万人のうち、いずれかの部族語を
話す者は約36万2000人であり、多くが高齢者である。最も多い話者をも
つのはナバホ語（ナバホ族人口約25万のうちの148,530人）であり、カ
リフォルニア州の小さな諸部族の言語は、実質的に消滅しつつある」と
"Status of Native American Language Endangerment," の著者 Krauss,
M.（1996）は述べている。28 恐ろしいほどの勢いで部族語が消滅してい
っているのである。29 絶滅した動物あるいは植物種が母なる大地に二度
27

Krauss, M.（1996）"Status of Native American Language Endangerment," in
Stabilizing Indigenous Languages, ed. By G. Cantoni, Flagstaff, AZ: Northern Arizona
University, 85-104
28
同上（ibid）
29
http://www.ﬂ.reitaku-u.ac.jp/CEL/onEL̲ja.html#q1
「危機言語」とは、世界には現在、約7,000の言語が話されている。その約半数は、話者
数が6,000人以下の言語（いわゆる少数民族語）。さらにその中に、話し手がごくわずか
しか残っていない言語がおよそ450あり、同じような状態に陥りつつあると危惧される
言語が他にも多数あることが知られている。これらの言語は、政治経済的・文化的に優
勢な大言語に圧倒されたり、より勢力のある周囲の言語に圧迫されたりして、いま地球
上から急速に消滅しつつある。「危機言語」とは、存在自体が消滅の危機に瀕している
諸言語のこと。
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と姿を見せることがないように、あることばが絶滅するということはど
ういうことであろうか。文字を持たなかったことばの行方はどのような
ものとなるのであろうか。母なる言語がここに今も「在る」という、そ
の存在に人は言い知れぬ安心を得るのである。なぜだろうか。それは、
ことばが宿す魂のせいであろうか。その魂こそが、世にいうアイデンテ
ィティというものであろうか。
「言語が消滅するということは、何を意味するのであろうか。すべての問題をい
ま予測することはもちろん不可能だが、少なくとも、人間の文化・心性にかかわる
問題と、人間の社会の維持にかかわる問題が起こることはほぼ確実です。
言語が人類の太古からの知的営みの結晶であることを認めるなら、ある言語が消
滅することは、貴重な人類の遺産の一つが永遠に失われることを意味します。危機
言語が次々に消滅していくような状況になってしまえば、人間文化・心性を知る大
事な手がかりが失われ、私たちの人間文化・心性に対する豊かな認識もまた失われ
るでしょう。言語には、その言語を話す人々の文化や心性―環境に対する個々の集
団に特有な世界像と、それに結びついた、環境への適応戦略や価値観など―が刻印
されているからです。
また、言語は当の集団にとって、単なる伝達手段を超えて、自らのアイデンティ
ティの証となっています。ある集団の話す言語が衰退・消滅していく状況と、その
集団のアイデンティティが徐々に失われていく状況はしばしば平行します。つまり
言語の消滅は、その言語を話す社会の維持そのものにかかわる大きな問題につなが
ります。」30

前述したように、19世紀、ハワイの歴史が大きく変わった。1983年、
アメリカ合衆国がハワイ王朝を転覆させ、
ハワイを合衆国に併合させた。
30

http://www.ﬂ.reitaku-u.ac.jp/CEL/onEL̲ja.html#q2
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それに伴い、ハワイ語は学校からも、社会からも禁止された。ハワイ語
を使用したものには、村八分、鞭打ちなどの罰が課せられたのであ
る。31

また、純粋なハワイ人の人口も、ハワイ総人口の１〜２％まで

に激減した時期があったと、Krauss（1996）は述べている。32

それと

平行するように、ハワイ語は公教育の現場から姿を消したのである。そ
れゆえに、20世紀におけるハワイ語は、ほぼ完全に「死んでしまった」
と思われてきたのである。ほぼ完全に「死んでしまった」。そう思われ
てきたとは言え、1980年代の調査では、ハワイ語を話せるネイティブ・
ハワイアンは2000人くらいおり、18歳以下の若者でハワイ語を話せるも
のが40名くらいいたという統計数字が残されていた。33

34

事 実、1980年 代 に 出 版 さ れ た フ リ ー 百 科 事 典『 ウ ィ キ ペ デ ィ ア
（Wikipedia）』は、次のように記述している。35
ハワイ語（はわいご）は、オーストロネシア語族に属し、ハワイ諸
島先住民のポリネシア人であるハワイ人の先祖代々の言語である。
ハワイ語は現在絶滅の危機に瀕している。ハワイ諸島のほとんどの
地域ではハワイ語は英語にとってかわられており、ハワイ語は日常
会話にはもはや使われていない。例外的にニイハウ島ではいまだ日
常会話にもハワイ語を使っているが、それはニイハウ島が個人的に
所有されている島であり、外部からの訪問を厳しく制限されている
ためである。さまざまな理由により、ハワイ語を話す者の数は1900
31

同上（ibid）
同上（ibid）
33
同上（ibid）
34
William H. Wilson
Hawaiian-immersion education resounding success
Commentary, 2003/11/2
the Hawaiian language was banned by law in the school system. As a result, by
1983, only 43 children younger than 18 could speak Hawaiian ﬂuently. The Hawaiian
language was nearly extinct.
35
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%8F%E3%83%AF%E3%82%A4%E8%AA%9E
32
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年ごろの約３万７千人から現在は約１千人にまで減少した。現在生
存するハワイ語話者の半分は70歳から80歳である。伝統あるハワイ
語を復興しようとするネイティブ・ハワイアンの努力は、ここ十数
年のうちに増加してきている。ハワイ語を次の世代に残そうとする
家族の子供たちのために、現在ハワイ語の没入法を行う学校が開校
されている。また、ローカルラジオ局ナショナル・パブリック・ラ
ジオは「きょうのハワイ語」（Hawaiian word of the day）という番
組を放送している。
ハワイアンは第二言語としてハワイ語の学習を行っているが、モデ
ルとするネイティブスピーカーがおらず、ハワイ語のつづりも英語
の音価に基づいて表記され英語の語順が用いられている。

少し引用が長くなったが、つい最近まで、このような文章が百科事典
に載っていた「ハワイ語」に対する編集者たちの認識だったのである。
というより、むしろ、1970年代まで、そういう現実に「ハワイ語」が置
かれていたという事実を知ることがここでは大切である。
なお、上記百科事典の文章のなかに「ハワイ語を次の世代に残そうと
するために、現在ハワイ語の没入法を行う学校が開校されている。」と
いう文面こそ、本稿の書こうとするテーマに重要である。つまり、「ハ
ワイ語を次の世代に残そうとする学校」の在り様を考察し、分析するも
のである。なぜならば、ここに「アイヌ語の復活」に希望の夢を見出し
得るからである。36

因みに、ここでいう「ハワイ語の没入法」という

のは、これから何度も本文で使用することになると思うが、これを英語
36

「ある地域の言語は、儀式や狩猟に行くなど伝統的な活動をするとき違った状況のも
とで使用することが多い。優勢言語は、たいていの場合、学校や雑誌、テレビ、職場や
などで用いられる。そうなると地域言語はごく限られた場面でしか使われなくなり、つ
いにはなくなってしまう。言葉は、それがコミュニケーションの手段となっている文化
的環境が変化するにつれて、使用されなくなっていく。」（
『言語の興亡』R.M.W. ディク
ソン著、大角翠訳、岩波新書、2001、p. 153）
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で言うと "Hawaiian Language Immersion Method" ということになる。
これはどういう教育方法かというと、
「100% ハワイ語漬けの教育環境」
で学習することを意味し、ハワイ語だけで学習が進められていく授業を
意味する。それはちょうど、海外にある「日本語学校」が日本語で授業
を進めるように、ハワイ語で授業のすべてが展開されていくことを意味
するのである。そして、ちょうど、日本の学校では、日本語を使うよう
に、また、フランスの公立学校では、フランス語を使うように、ハワイ
の公立学校では、ハワイ語を使うことを意味するのである。当たり前と
言えば、当たり前のことであるが、歴史というものは、その当たり前の
ことが、当たり前でないことが多いのである。
「ほぼ完全に死んでしまった」37と言わしめるハワイ語であってして
も、ハワイには「ハワイ語を話せるネイティブ・ハワイアンは2000人く
らいおり、18歳以下の若者でハワイ語を話せるものが数十人いた」とい
う。この数字が物語るものは、ハワイ語には火種が残っていたといえる
数字である。「ほぼ完全に死んでしまった」と言わしめるハワイ語であ
ってしても、「ハワイ語を話せるネイティブ・ハワイアンは2000人くら
いおり、18歳以下の若者でハワイ語を話せるものが数十人いた」という
数字が物語るものは、その火種はその内部で燻ぶっていたのである。38
37

39

「どの言語も一度日常的に使われなくなった言語で再び生き返った試しはない。
」
（
『言
語の興亡』R.M.W. ディクソン著、大角翠訳、岩波新書、2001、p. 154）
38
一方、アイヌ語はどうであろうか。アイヌ語にその火種を見ることができるのであろ
うか。アイヌ語にその未来があるのであろうか。もし、その火種さえないということに
なれば、彼らは民族として何ものなのか、ということになろうか。つまり、外見的にも、
文化的にも、和人化したアイヌは、微妙な立場に置かれていることになろうか。つまり、
民族的帰属がどこにあるかという問題である。
39
アイヌの置かれている現状を鑑みると、第一に、和人とアイヌの混交による子孫の増
大。血による「アイヌ」の定義からすると、純血のアイヌの減少がある。第二に、日本
政府によるアイヌ政策の歴史的結果、アイヌは祖先との文化的つながりを奪われてしま
っている。第三に、アイヌ文化が日本政府に見直されてはじめてきたときには、多くの
アイヌは祖先の土地や生活様式の知識を失っていた。第四に、今日のアイヌは、経済的
社会的に依然として不利な立場に置かれている。また、和人のなかに紛れ込んでしまっ
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しかも、ハワイ語を話す人々の減少を憂慮する人たちは、少数の純粋
なネイティブ・ハワイアンだけの憂いではなかった。当然、それは、ハ
ワイ総人口の20％を占めるハワイ系の人々の憂いでもあったという。40
その憂いは、1960 〜 70年代の合衆国本土の公民権運動の追い風を受け
て、少数民族および先住民族の人権に対する社会一般の意識が変わって
いった社会変革の背景があったことも記憶に留めておくべきかと思われ
る。
つまり、現地コミュニティの要請に応え、危機言語を守るよう共に努
力するということ。この中には多種多様な活動が含まれる。たとえば、
文字作り・教材作り・言語教育といった言語学関連の仕事もあるし、現
地コミュニティへの生活上の支援といったより一般的な仕事もある。当
然のことながら、このように広い領域にわたる活動は、志を同じくする
一般市民と協力しながら行っていくものとなるであろう。ただし、言語
を復興保持するかどうかは、もちろん現地コミュニティの決定によるべ
きものであろう。41
ハワイ島ヒロ Keaau にある Nawahiokalaniopuu 学校（16-120 Opukahaia
Street（street address）Keaau, Hawaii 96749, USA）を訪問。同高校は、
「公立のハワイ語学校として1995年に開校され、現在では、ハワイ語お
よびハワイ文化の復活を成した学校として、国内のみならず国外からも
認知されている学校である」42と地元紙の Star Bulletin 新聞社の特集記
ているために、いわば「見えない人びと」であるという場合も多い。ただし、アイヌ文
化を背景とし同じくするアイヌの人びとは、類似した職業についたり、一定の地区にか
たまって生活したりする。そうすることで、生活の利便性を確保し、相互扶助が可能に
ならしている地区は、白老を始め、まだ一部残存している。
40
Nawahiokalaniopuu 学校視察にて、2004/3/2のメモ帳より
41
http://www.ﬂ.reitaku-u.ac.jp/CEL/onEL̲ja.html#q2
42
http://starbulletin.com.2000/02/10/news/story4.html "Keaau: An education town:
Four new school give post-sugar-era residents a rekindled sense of pride"
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事は記している。この学校からは、数多くの生徒がハワイ大学ヒロ校へ
進学し、ハワイ語を専攻する学生を輩出している。
もう少しこの背景を説明すると、ニュージランドで1982年にはじまっ
た

Kohanga Reo（Language Nest）

Leo

をモデルとした

Punana

と呼ばれる「ハワイアン・イマージョン・幼児教育（Hawaiian

immersion preschools）
」
が1984年に設置された。この教育プログラムが、
草の根運動から起きたアメリカ合衆国において最初の先住民イマージョ
ン教育プログラムであった。
このプログラムの財政は、コミュニティ個々
人の献金や一般会社の援助基金で民間組織「アハ プナナ レオ（Aha
Punana Leo Inc.,）
」によって運営されたのである。同プログラムに参加
するためには、その親達がハワイ語のクラスに参加することと、学校の
維持に協力することが必要条件であった。43

この事実は特記すべきこ

44

とである。

同校の学習課程のすべての科目がハワイ語そのもので授業が進められ
ているイマージョン（immersion）方式である点において世界各国から
注目を浴びているという評価がメディアを通じて、また、学会等を通じ
て知らされている。45

合衆国の第一言語である英語が、同校では第二

外国語として週に３回ほど授業のなかで教えられているだけである。因
みに、私たちを案内してくれた高校生たちは、高校の行事や活動を説明
するときは、英語であった。しかし、そのような特別な場合を除いては、
同校のキャンパスのなかにあっては、英語によるクラスメート同士の、
43

"Vanishing Voices: the extinction of the world's languages" Daniel Nettle & Suzanne
Rommaine, Oxford University Press, 2000
44
同上、P.182. ハワイ州は1978年の州憲法で英語とハワイ語が公用語であると決めて
いたが、1986年になって初めて州教育庁において同法が施行され、翌年の1987年に最初
の小学校のハワイ語による授業が始まった。
45
今回の私たちの訪問の際にも、沖縄大学から聞き取り調査に来ていた大学助教授の先
生も私たちの訪問に加わり、Nawahiokalaniopuu についても調査していた。
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また、友達同士の英語の使用は禁じられている。そこで筆者が、高校生
の彼女に「一切、キャンパスでは本当に、友達同士でも英語を使わない
のですか」という質問し対し、
「ほんとうに使いません」ときっぱりと
答えてきた。「私たちは親とも話し合い、この学校を自ら選択して学ん
でいるのです。英語を話すのならば、
この学校へ来る意味がありません。」
と優等生を代表するような返答に関心をした。しかし、私たちグループ
が案内されながら、高校生の彼女に説明を聞いているうちに、いかに彼
女自身がハワイ文化に対する尊敬を抱き、
「これから私たち若者がハワ
イ文化を育てていくのだ」という気概を若い彼女を通してもひしひしと
伝わってきたことである。彼女は、
「ハワイ文化というものは、教室で
机の上だけで学ぶものではない」と何度も強調した。46

彼女が高校一

年に入学してから、ずっと２年間、彼女のクラスが豚の世話をしている
という。同校は、体験学習を主体とした教育システムをとっている。構
内のいたるところに鶏やヤギや豚などの動物がおり、またハワイ文化に
とって欠かすことの出来ない木々や薬草などの植物がいたるところに植
えられている。この学校では学校敷地内に、庭や主に淡水ナマズを養殖
するタンクなども整備してあった。これらはハワイ王朝時代まで、ネイ
ティブ・ハワイアンが生活の糧としてきた伝統的な生活必需品に関わる
貴重なものである。言うまでもなく、ハワイの先住民文化と民族性は、
生活様式と職業と密接に関連している。ハワイ先住民は、自分たちの経
済を適合させるために顕著なやり方で経済文化を形成してきた。現在の
ハワイ社会で反映される文化価値を通じて、また、言語のなかに宿すア
イデンティティを通じて、文化の知恵を発展させてきたのである。先住
民ハワイ経済はエコロジカルな生態的な概念を大切に考え、あらゆる自
46

教育心理の学習認知スタイルの発達を考えると、家庭での子育てのしかたや学校にお
ける教師や仲間など、子どもの社会化から強い影響を受けている。
『アメリカの学校文
化・日本の学校文化：学びのコミュニティの創造』臼井博、金子書房、2001/6
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然資源の利用とそのバランスを経済の基礎にしてきた伝統がある。同時
に、その伝統がハワイ文化の中心をなすアイデンティティであると考え
てきた。そのような伝統文化を通じて、
同校の生徒が毎日休まず動植物、
そして、魚（ナマズなど）を世話をすることによって、自らの伝統文化
を体験していくのである。つまり、このような伝統的な知識というもの
は、具体的なことをどうするのか、また、どのようにするのかを学ぶ、
より直接的なものであり、
より実際的なことを目的としている。しかし、
この学習の背後には、明らかに数百年いき続けてきた伝統技術や複雑な
知識が息づいているのである。私たちの案内役を担った女子生徒は、
「豚
の世話を毎日しているから、私には、一頭一頭の豚の体調が、その日に
よって良いとか、悪いというのが分かります。」ということばには、そ
うした伝統が裏付けられているのである。毎日、朝夕に動物に餌さをや
り、動物と生活を共にすることで、動物と親しむ。単に彼女が毎日世話
をしているということではなく、年若い女子高校生が、ハワイ文化を誇
りに思い、喜んで動植物の世話を通じて、自らの内に「ハワイ文化」を
培っている姿がここにある。実際的な訓練を通じて、伝統的な方法によ
る教育的な過程が計られているのである。生徒たちは、自らの日常の課
題を担うことによって、この教育という文化システムの一部に組み込ま
れているのである。
つまり、学校教育を考えるとき、
「学校や教室という場で営まれてい
るすべてのことがその地域の文化と不可分な結びつきをしている。< 中
略 > 教室でなされている活動というよりも教室という場そのものが、
紛れもなく一つの文化システムである。教室という場全体が物理的な構
成と時間的構成の両方において文化的な意味」47を伝えているからであ
る。それは言うまでもなく、長い時間を経てローカルな文化が確立して
47

『アメリカの学校文化・日本の学校文化：学びのコミュニティの創造』臼井博、金子
書房、2001/6, p.3
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いくもので、同じところに住み、共同活動をしている人たちが共通する
習慣的な活動を安定化させることに他ならない。このように共通する習
慣的な活動を安定化させることが「文化」であろう。そして、そうした
習慣的な活動を変えるものも共同的な活動であり、文化の働きである。48
近代の教育は、これまでどちらかと言えば、知能というものをペーパー
テストの成績で解釈し、測定してきたきらいが強いことへの反省もここ
にあろう。しかも、子どもたちの取り組みと課題の対処のしかたによる
方法で、どのような文化の伝承の方法が有効であるのか大きな手がかり
さえ示唆している。1990年代までには、国や州、部族レベルの教育分野
で活躍する先住民が増え、ネイティブの教育関係者は独自のネットワー
クを形成してきている。先住アメリカ人の教育問題について検討する
Indian Nations at Risk Task Force（委員12名中10名がネイティブ）は、
連邦政府に教育改善の必要性を進言している。それによると、「今日の
先住アメリカ人の教育は、急激に変化しつつある技術社会に対応する一
方で、文化的アイデンティティを支えていく内容であるべき」49だとし
ている。
Keauu の Nawahiokalaniopuu 学校は、幼稚園 50、小学校、中学校、
そして、高校が、同じ敷地のなかにある。そして、ハワイ語による一貫
教育が行われている。それらの教室は、何の変哲も無いブロック壁のア
48

同上
U.S. Department of Education.（1991）Indian nations at risk: An educational strategy for
action. Final report of the Indian Nations at Risk Task Force. Washington, DC. これは急激
な技術の変化に対応できず多くの失業者を生む近代経済の破綻に対し、違った角度か
ら、経済活動の有様の反省を促すものでもあろう。
50
ハワイ語で書かれた絵本。子供たちにネイティブ・ハワイアンのことわざなどをやさ
しく説明する本である。幼稚園の先生や特に親が子供に向かって読む際に、しっかりと
ハワイ語の発音ができるように、「発音ガイド」も含まれている。最近はハワイ語の学
校に通う子供たちが、親にハワイ語を教えるという「逆転現象」もよくみられるという。
ハワイ語は単なる「昔の言語」としてではなく、日常的に使用される「生きた言語」と
して復活しつつある。
49
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メリカにある教室風景である。むしろ、建物そのものは、「やすっぽい」
建物という印象を受けた。しかし、
その中で学ぶ生徒たちの意識こそが、
この学校を本当の意味で支えている。すべての会話、すべての伝達方法
がハワイ語漬けによるイマージョン（immersion）方式で運営されてい
るという事実だけではなく、ハワイ語を通じて体験学習もしっかりとカ
リキュラムの中に組み込まれている教育システムを確立している点にこ
そ注目すべきである。しかも、この学校制度が高校までではなく、ハワ
イ大学と連携し合い、さらに大学院と強く結びついていることである。
51

それは、学習者のための一貫したハワイ語教材開発をさらに推進させ、

充実させる方法でもあり、言語教育が先住民族の文化的アイデンティテ
ィと切り離せないものであることを強く印象づけるものである。
同学校制度は、前述した1990年の「先住アメリカ人言語法」の連邦政
府による支援、また、ハワイ州政府の積極的なサポートもあり、諸外国
の先住民族教育関係者からも注目されている。特に就学前の幼児や小学
生の言語習得には、イマージョン形式の授業が効果的であることが明ら
かになっているという。米国教育長官ライリーも、2000年３月のスピー
チで、バイリンガル教育におけるイマージョン授業の重要性を説いてい
る。52 イマージョン・プログラムの成功した模範例として、しばしば挙
げられるのが、ハワイ語のケースである。わずかな話者しか残っておら
ず、消滅が危ぶまれた1980年代、ハワイ語がかろうじて日常会話で使わ
れていたコミュニティから、幼児にイマージョン教育を行う試みが着手
された。その後、非営利組織のプーナナレオ（Punana Leo）が設立さ
れて教材作成や教員養成にのり出し、主に年少の児童を対象とした私立
51

このような大きな組織化が25年間という短期間に作り上げられたことに感嘆した。白
老町が「中核イオル構想」のなかで目されているが、アイヌ伝統空間（イオル）を想定
する上で、Nawahiokalaniopuu が多くの面で参考になると思われる。
52
前掲書、内田
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のハワイ語学校を開校した。その後、年長の生徒も対象にした特別のハ
ワイ語学級が公立学校の中に設けられるようになった。そのような環境
の中で、ハワイ島ヒロ Keaau にある Nawahiokalaniopuu 学校も創設さ
れた。
今日、このようなハワイのイマージョン学校は、20以上を数え、約
2000人の生徒が学んでいる。高校生も受講予約リストに登録し、ハワイ
語継承者としての子供たちを多数送り出すことで同プログラムは大きな
成功をみている。一般に、カリキュラムでは幼稚園から４年生まではハ
ワイ語で授業を受け、５年生でハワイ語による英語学習が導入される。
それ以降は高校まで、英語が一日に１時間教えられるというが、中学・
高校生は第三言語も選択することが可能だ。長期の調査によれば、彼ら
の学業成績が一般の英語学校に通う生徒と同等かそれ以上になっている
ことから、イマージョン・プログラムは、他の言語復興のモデルとなっ
ている。53
ハワイ言語の復興が、他の言語の復興モデルといわれるには、いくつ
かの要因が考えられる。そのひとつには、
（1）ハワイ語イマージョン・
プログラムの下でも、生徒たちの英語能力が低下していなかったこと。
（2）父兄のサポートと関心の高さと協力が強く存在していたこと。（3）
父兄たちが子どもたち一緒にハワイ語を学ぶことによって、ハワイ語と
文化の維持の大切さを子どもたちに示していたこと。（4）そしてそれを
支えるハワイ語教育による哲学は、ハワイのこころの大地で、ふるさと
の言語を使用する権利があるという人権の再認識であったからであろ
53

http://the.honoluluadvertiser.com/article/2003/Nov/02/op/op12a.html William H.
Wilson, "Hawaiian Immersion Education Resounding success" 2003/11/02 "Today,
nearly 2,000 children have been educated in Hawaiian. Beginning with the Punana
Leo preschools, students move into Hawaiian-language immersion kindergarten and
through grade 12 studying their academic subjects through Hawaiian. And students
can continue on to earn a bachelor of arts as well as master of arts degree through
Hawaiian at the state's Hawaiian Language College." ここで特筆すべきことは、同課程
を経た学生たちが学力的にも優秀であること。
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う。
Keaau 地区にある同校は、ハワイ島最東端に位置し、ヒロ市の南16
キロで、高等教育機関であるハワイ州立大学ヒロ校に地理的に近いこと
が、同校をさらに言語復興モデル校として際立たせていると地元紙の記
者は述べている。54 つまり、ハワイ語による授業を支えている幼稚園部
門、そして、小・中・高校学校部門の存立も、ハワイ大学というハワイ
語を専門課程にもつ高等教育機関との相互扶助の関係55で補いながら、
システムが組み立てられているということが成功のカギとなっていると
いう。それゆえに「困難なことも多いが、結果が明らかであると関係者
は言い切る。ハワイ語のイマージョン教育は、堅実な道を歩んでいる。
その成功の証として米国標準入学資格試験の優秀な成績結果とも結びつ
いている。また、名門校とよばれるスタンフォードやイギリスのオック
スフォードにも多くの本校の学生が入学している実績が何よりも評価さ
れていると自信に満ちた関係者の声を聞くことができる」56と地元紙は
語っている。
高校を視察した後、幼稚園を訪問した。そこでは、幼稚園の先生が子
供たちにハワイ語による絵本を読んだ。その後、私たちは幼稚園の先生
たちとのデスカッションする機会が与えられた。次のような質疑応答が
あった。
54

http://starbulletin.com.2000/02/10/news/story4.html "Keaau: An education town:
Four new school give post-sugar-era residents a rekindled sense of pride"
55
同上
56
"HAWAIIAN IMMERSION SAVED THE LANGUAGE" ADVERTIZER, Sunday,
November 9, 2003
主旨の新聞記事が掲載されている。しかし、これは、この種の新聞記事は、西欧流の
教育観で合理主義、論理主義が底流にあると言わざるを得ない。この種の論点は、具体
的にどんな結果が得られたのかという学習の成果に強い関心が向けられているためで
あろう。どのような教育の「効果」が生まれたのか、客観的な、しかし、的外れの計量
可能な形で結果を出すやり方は、むしろ、ハワイの伝統的な教育を見誤ることに繋がる
恐れもある。なぜならば、それは、長期的な効果というよりは、あまりにも直接的、短
期的な効果をもって、教育という問題を取り扱っているから注意して見る必要がある。
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「ハワイ語の復活がどのようにはじまったのか」という質問に対して
は「草の根運動から始まった。私の近所のおかあさん、おとうさん、友
達からはじまった」という。
「近所のおじさん、おばさんたちの中から、
学校の場でハワイ語の使用を禁止する反対運動が起こり、それがやがて
1978年の法律改正とつながった」という説明であった。
「アメリカ合衆国
でもハワイ州だけが、英語とハワイ語のふたつの言語を州の公用語として
法律で定められた。25年前、５人から６人の有志が草の根運動からこの学
校 を 始 め た の で す。 地 元 で は、 私 た ち の 学 校 Nawahiokalaniopuu を
Nawahi と呼ぶ。ここ Keauu のハワイ語公立学校は、伝統文化を愛す
る少数の有志が集まり、彼らが、ハワイ文化を守るために学校教育のた
めに立ち上がった。なにより情熱を注いだ有志がいたことが幸いした。
つい最近まで私たちのお父さん、お母さんの時代は、私たちの祖先のこ
とばであるハワイ語を使うことを禁じられていたので、非常に多くのネ
イティブ・ハワイアンがハワイ語が使えない。しかし、この25年で大き
く変わりました。最初、私たちの Nawahi（ハワイ語イマージョン方式
教育による学校）が、語学学校のように誤解していた人もいましたが、
当初から私たちの目的ははっきりしていました。ハワイ語を使うことに
よって、ハワイ文化を強化していく学校を設立するということでした。
ハワイ語を話す子どもたちが、
英語を話す多数派の子どもの学校へ行き、
彼らと一緒に学校生活を送ると、むしろハワイ語の学習に逆効果が生ま
れる場合も多いという。なぜならば、学校は決して差別から自由ではな
いからです。」57と。
上記の証言は、学校を中心としながらも、コミュニティのなかからハ
ワイ語に対する取り組みが話され、
コミュニティの文脈に広げることで、
家庭と学校がどう連携していくのか。
「特に、ことばの復興には、学校
が果たせる役割には限界があり、家庭やコミュニティでの世代間の伝授
57

Nawahiokalaniopuu 学校視察にて、2004/3/2のメモ帳より
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が重要である。その意味で、学校と家庭というコミュニティ全体におけ
る連携が不可欠になってきている。
」58という。ハワイ語の衰退の最大
の原因は、ハワイ併合後のアメリカ化という同化政策による英語教育で
あったことは言うまでもない。それゆえ、
「ハワイ語を公式言語と定め、
復権させようとしたところで、一度ほぼ消滅してしまった言語であるハ
ワイ後は、自然に復活する」59という単純なものではなかったのである。
視察先 Nawahi の学校で何度も強調されていたことは、Nawahi ハワ
イ（語）学校を支えてきたのは「草の根運動」に関わってきた「一般の
おかあさん、おとうさんの働き」である、と。「彼らの努力なしにこの
学校はない」60という幼稚園の先生の説明には、自らその役を担ってき
たという苦労が偲ばれた。と同時に、先生としての彼女たちの経験豊か
な力量を充分に伝えるものがあった。
「これは、
私たちハワイ人にとって、
ハワイ文化にとって、ハワイ語にとって、革新的な成功への始まりの出
発点に立ったばかりなのです。これからが本当のはじまりなのです。」
という彼女のことばのなかに、
彼女の謙虚さと自分の言語に誇りをもち、
それを創造的に使おうとする力量を示していた。言語維持という課題の
達成にとってもっとも重要な、母語を積極的に評価する姿勢を、言語指
導するその先生たちのことばのなかにその意志を垣間見せるものであっ
た。
因 み に、 チ ャ ー タ ー・ ス ク ー ル 事 務 局 理 事 の ヒ ロ カ ミ 氏（Steve
Hirokami, Executive Director for the Charter School Administrative
Oﬃce）によると、チャーター ・スクールの登録生徒数は、５つのハワ
イ語イマージョン学校を含め、これまでで最高の登録者数を記録したと
報告している。昨年度まで、3350名であった登録者が、4834人に増加し
ている。その中でも、ハワイ語イマージョン学校の登録者数の増加が目
58
59
60

前掲書、内田
前掲書、中嶋、p.332
Nawahiokalaniopuu 学校視察にて、2004/3/2のメモ帳より
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立っているという。61
ハワイ大学ヒロ校：
「ハワイ語」授業と「ハワイ語研究所」
ハワイ州立大学ヒロ校を訪問した。そこでは大学の「ハワイ語上級コ
ース」の授業と「ハワイ語研究所」を視察した。62 この大学における「ハ
ワイ語クラス」は、上級クラスのため、すべて最初から最後までハワイ
語で話され、英語が一言も話されなかった。63 出席していた学生11名も
すべてハワイ語で受け答えをしていた。
同クラスを担当していた教師も、
Nawahi 学校を卒業し、ハワイ大学ヒロ校で「ハワイ語」を専攻し、博
士課程を修了している。
また、ハワイ州立大学ヒロ校には、Hale Kuamo‘o という
Language Center

Hawaiian

という言語研究所がある。正式には、Hale Kuamo’

o、a center for Hawaiian-medium education and culture at the
University of Hawaii, Hilo という名称である。ここは、1989年、ハワイ
州議会（立法府）が、ハワイ語による教育を通じて、ハワイ文化と言語
をサポートすることを目的として、同校キャンパスに同研究所を設立し
たのである。ここでは今、
失われ始めているハワイ語を復興させようと、
ハワイ語の本を制作したり、既に英語で出版されている本をハワイ語に
翻訳したり、子供向けの絵本を製作している。そこには、ボランティア
でヒロ校の学生たちも参加しており、彼らはオフィスの中でハワイ語し
か使わない。
61

http://the.honoluluadvertiser.com/article/2003/Nov/02/op/op12a.html
ヒロ校では島国ならではの海洋学、ハワイ最高峰のマウナ・ケア山頂には「すばる」
という高精度の望遠鏡を持つ天文台があり天文学も盛んである。
63
現在のハワイには、ハワイ語だけを使って授業をする学校が幼稚園から高校、そして、
大学、大学院博士課程まである。算数から保健体育にいたるまでハワイ語で学習するこ
とができる。ハワイ大学ヒロ校などでも、ハワイ語の授業が開講されていた。日本から
留学していた２名の女子学生もハワイ語を学んでいた。多くの学生が学んでいる。彼ら
は英語とハワイ語の両方を使い分けながら、ネイティブ・ハワイアンとしてのプライド
も獲得していくのである。
62
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「アイヌならアイヌ語、ハワイアンならハワイ語、つまり自分の文化
の言葉を失ってしまっては絶対にいけない」とハワイ言語研究所の研究
員がアイヌの学生に何度も強調して話していたことばが印象的であっ
た。「言葉が失われるということは、文化そのものが衰退してしまう。
文化と伝統を維持し保存していく力というものは、直接、ことばの浸透
と密接に関わっている」からだと強調された点にある。64
もうひとつ Hale Kuamo’o

Hawaiian Language Center

で特筆す

べき点について記述しておきたい。65
近年、多くのハワイ語イマージョン学校による成功にも関わらず、ハ
ワイ語学校の数は、英語学校に比べて依然と少ないことが指摘されてい
る。また、ハワイ語イマージョン方式の学校では、ハワイ語の教科書や
テキストや参考書などが質と量（多様性）においても不足していること
である。現在、応急処置として英語テキストを下敷きにしたハワイ語テ
キストを作成している学校もあるが、このようなやり方では、ハワイの
伝統文化に価値を置き、ハワイ文化を基調にした教育ができないだろう
という批判の声もあがっている。やはり、ハワイ伝統文化を反映したオ
リジナルのテキスト作成の必要性が急務であることも説いている。
なぜならば、「教科としての母国語の授業を通じて、子どもたちに国
民としてのアイデンティティを意識させようとすることは、どこ国にお
いても全く共通したことである。公教育、とくに義務教育において母国
語の教科書は単に自国の言葉の習得やその技能の発達を促すためだけで
なく、そこで教えるもっとも重要な媒体である教科書を通じて、それぞ
64

1980年の北方サーメ会議において先住民サーメの定義は次のようなものである。
"Any person who has Sami as his or her ﬁrst language, or whose father, mother or
one of whose grandparents have Sami as the ﬁrst language..." という規定がある。言
語が先住民族のアイデンティティとして重要な地位を占めている例である。
『MajorityMinority Relations: The case of the Sami in Scandinavia 1993』Royal Norwegian
Ministry of Cultural Aﬀairs, The Nordic Sami, Institute, 1993
65
ハワイ大学ヒロ校「ハワイ語研究所」視察にて、2004/2/27のメモ帳より

（102）

苫小牧駒澤大学紀要

第15号

2006年３月

れの国の国民としてのあるべき姿や価値観、態度、行動のしかたなどを
習得するように慎重に内容の選択や構成がなされているはずである。」
66

単に母国語（ハワイ語）の学習という領域を越えて、ハワイ人が独自

の思想や行動をもつものを伝えるものである。それゆえにハワイ語を使
う人が全体として共通の文化的アイデンティティを有することを意識づ
けようとする伝統文化を反映したオリジナルのテキスト作成の必要性
は、もっともなことであると考えられる。
そのようなハワイ語によるテキストや文献を作成するためにも、なん
と言っても、ハワイ語辞典の充実が急がれる。つまり、過去100年にわ
たるハワイ語の禁止により、
現代社会が日常使用している語彙（ことば）
に、ハワイ語が大きく立ち遅れている。ことばは生き物であり、常にそ
の時代、その社会の動きと連動して変化している。ハワイ語は早急にも、
改善されなければならない問題であると指摘された。具体的な例をあげ
るならば、使用している「コンピュータ」という語彙（ことば）がある。
この語彙「コンピュータ」をどのようにハワイ語で表現するかというこ
とである。
同研究所（Hale Kuamo’o、a center for Hawaiian-medium education
and culture at the University of Hawaii, Hilo）では、「ハワイ語委員会
（the Hawaiian Language Lexicon Committee）」を設け、かつてハワイ
語が持っていなかった語彙（ことば）
、たとえば、「コンピュータ」とい
うような語彙（ことば）を、新たにどのように解釈し、どのような形で
新しいハワイ語として創っていくべきか、大変に大きな仕事を担ってい
る。同委員会は、ハワイ語の専門の学者や研究者から構成されており、
州政府と連邦政府からの援助金を得て設立されているという。それだけ
に権威のある委員会であり、ハワイ語辞典も同委員会から出版され、同
委員会で決められた語彙（ことば）が、新たなハワイ語として機能して
66

前掲書、臼井博、金子書房、p.57
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いるのである。67

68

事実、同委員会が作成した語彙（ことば）が、私た

ちが訪問したハワイ語学校の幼稚園でもそのまま使われているのであ
る。「大切なのは、独自の文化、風土があるからこそ、それを表現する
ためのことばが生まれるということである。地域集団であれ、若者集団
であれ、借り物のことばでは表現できない文化を自分たちで持てるかど
うかが問われているのである。
」69
同研究所の研究員の説明によると、同委員会では、できるだけハワイ
伝統文化を基調にして、語彙を作成していくということであった。それ
は、ある意味で、英語という共通語で生活するほかに、郷土と伝統の良
さ、豊かさを理解するという、知性と精神生活にささえられてはじめて
可能なことなのである。70
たとえば、
「コンピュータ」という語彙（ことば）がある。同委員会が、
この語彙（ことば）をどのようにハワイ語に定めたかというと、lolo
uila（「電子頭脳」 electric brain

）というハワイ語を当てたのである。

その理由は、ハワイ伝統文化では、
「脳は精神とつながり、考えること
は腹の中にある」という考え方から生まれたのだという説明であったが、
それは苦し紛れのハワイ語 lolo uila「コンピュータ」であると思われた。
67

ハワイ語辞典 "Mamaka Kaiao: A Modern Hawaiian Vocabulary" A compilation of
Hawaiian words that have been created, collected, and approved by the Hawaiian
Lexicon Committee from 1987 through 2000 ed., Kamike Hua'olelo, Hale Kuamo'o, Aha
Punana Leo, University of Hawaii Press, Honolulu, 2003
その他にも "Na Honua Mauli Ola: Hawaii Guidelines for Culturally healthy and Responsive
Learning Environments" Developed by the Native Hawaiian Education Council in
Partnership with Ka Haka Ula O Keelikolani, College of Hawaiian Language, UH-Hilo,
2002
"Ka Hooilina: The Legacy" Journal of Hawaiian Language Sources, Volume II, 2003な
ど数多くある。
68
「18世紀後半のハワイ語の単語は、２万5000語強であったが、現代英語の標準的辞書
の収録語数は17万語であるから著しい差がある。」（前掲書、中嶋、p.332）
69
前掲書、真田、p.14
70
同上
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文字通り英語の音訳で “kamepiula” の二通りの語彙（ことば）で、「コ
ンピュータ “kamepiula”」というハワイ語がハワイ語幼稚園園児から大
学の学生まで使われているということである。言葉とは難しいものだ。
適切にピタッと収まりのいいことばを創らないと、使われないで終えて
しまう運命にある。語彙
（ことば）
を創る難しさは、確かにここにあるが、
この委員会が担っている役割は、誠に大きいといわなければならない。
同研究所のもう一つの大きな役割は、ハワイ語のコンピュータ化であ
るという。コンピュータを使ってハワイ語を普及させることが当研究所
の「現在の最大の課題」71であるとも説明された。同時にそれは、情報
化社会の時代の要請でもあろう。近年、多くの先住民コミュニティで注
目されるのが、コンピュータやラジオ放送などのメディアを用いた言語
の保存の試みであるという。今日ではこれらの通信手段を利用して、遠
隔地における情報交換や教育がなされている。さらに、部族語の教育に
大きな役割を果たしているのが、コンピュータでのマルチメディア授業
である。ハワイ大学ヒロ校を始めとする各地の大学でハワイ語の音声つ
き辞書データベース化が着手され、教材として利用されつつある。この
マルチメディア教材は、実際にハワイ語話者がいなくても、個々人のペ
ースで発音を確認しながら学習できるので大きな注目を集めている。近
年、インターネットを利用した学習の可能性に期待して、コンピュータ
設備の充実と教員の技術的トレーニングに力を注ぐ方向で努力してい
る。また、他の諸学校でも、インターネットを利用したハワイ語の授業
が行われつつある。これら一連のハワイ語学習は、ハワイ語の再生・継
承に大きく貢献するのみでなく、先住ハワイ人の生徒自身にも大いにプ
ラスと期待されている。72
71
72

ハワイ大学ヒロ校「ハワイ語研究所」視察にて、2004/2/27のメモ帳より
ハワイ大学ヒロ校「ハワイ語研究所」視察にて、2004/2/27のメモ帳より
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なお不十分であるが、その整備がされインターネットでもハワイ語を
閲覧することが可能になっている。この点についても稿を改めて言及し
たいと考えている。
展望とまとめ：ハワイ語の喪失から回復へ
言語を消滅から守るために、世界ではどんな取り組みがなされている
か。「危機言語」の問題は、国際先住民年（1994 〜 2004年）を機に世界
的に取り上げられはじめた。ユネスコ総会（2001年）は、文化の多様性
を尊重する宣言を採択した。多様性こそ人類の共有財産であることを強
調した。国連環境計画（UNEP）が「人間をとりまく環境や文化と密接
にかかわる言語を失うことは、自然の教科書を失うことだ」73と警鐘を
鳴らすに至った。74
そのような環境の中で、ハワイでは、公共教育の分野において、自分
たちの言語を獲得するという確かな地位を築きつつあることも事実であ
る。が、しかし、それは、ばら色の未来を保証していることではないこ
とを肝に銘じておく必要があろう。なぜならば、州政府および連邦政府
による言語保護の法律が自動的に彼らの言語の安全を保証していること
にはならないからである。
先住民族の言語を保存継承するための教育を成功させるには、言語と
文化のつながりを重視して包括的なカリキュラムを用意し、学校をとり
まく家庭やコミュニティの支援が不可欠であるからである。言語の存続
には、学校よりも家庭やコミュニティでの実践・自覚が重要で、教育者
や言語学者が声高に言語の危機を叫んだところで、日常に根ざした生活
73

http://www.ﬂ.reitaku-u.ac.jp/CEL/onEL̲ja.html#q2
このような宣言に対して、次の批判の声も上がっている。
「英語が商業や外交などで
国際語となっているのに、その英語を子どもたちから取り上げることが果たして正しい
ことなのか。英語を基本言語としながらも、ハワイ語を第二外国語として訓練できるの
ではないか。」と言ったハワイ語第一言語主義の教育は誤りだと指摘する識者もいる。
（前掲書、中嶋、p.333）
74
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言語としての回復がなければ、
消滅の運命は避けられない。その意味で、
親たち、並びに新たな世代が、ハワイ語を継承していくような環境を家
庭やコミュニティにおいて意識的につくりあげ、日々実践していくとい
う任務を背負っているのである。なぜならば、言語の復興への道は、き
わめて困難な道であるからである。それぞれ各個人が、自らの意志によ
って、さまざまな分野で「便利な共通語」としての英語に取り組んだと
いう事実も否定できないだろう。また、支配階級の言語への憧れもあっ
ただろう。また、ハワイ語自体の構造的な限界といった、入り混じった
さまざなな要因で、ハワイ語は急速に廃れていったことも当然、想定さ
れるからである。
「さらにまた、どの言語も一度、日常的に使われなくなった言語で再
び生き返った試しはない。この反例として、イスラエルにおけるヘブラ
イ語が時々あげられる

< 中略 >

ヘブライ語は少数集団の小さい言語

であったものが急に浮上したのではなく」75、絶えざる継続的な言語へ
のアイデンティティを希求するなかで、
「一国家の公用語、威信言語と
して採用されたのである。
」76 このような状況のもとに限って、こうい
う失われた言語の復活が可能となると言えるのであろうか。
このようなことを考え合わせると、ハワイ語イマージョン式教育を通
じた文化的アイデンティティの確立は、先住ハワイ人子弟の学力不振や
非行、高い中途退学率といった諸問題に解決の道を開き、部族語の学習
が、生徒の学力向上に結びつくことも傾聴に値するだろう。77

現代の

英語主流社会の中で自己を見失い、非行や犯罪にはしりがちな先住ハワ
イ人の若者をつなぎとめるものは、祖先の言葉であり、伝統的価値観に
根ざした文化的アイデンティティであると訴え続け、設立された数々の
75

（『言語の興亡』R.M.W. ディクソン著、大角翠訳、岩波新書、2001、p. 154）
同上
77
同上
76
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ハワイ語イマージョン学校は、その有効な手段のひとつであることを示
唆している。つまり、言語というのは、マイノリティにとって自らの存
在意義に気づいて自己を確立し、疎外的な社会を生き抜いていくための
重要な手だてのひとつであると言えるのではないか。78
さらに、このような先住ハワイアンが立たされている状況を単なる地
域的な取り組みとして理解するのではなく、世界の先住民族と共有しう
るグローバルな文脈でとらえ直していく必要もあろう。なぜならば、
「今
日、世界で話されている言語約6000語のうち、50％はもはや子供の世代
に話されなくなっており、21世紀には、全体の90％の言語が消滅し、英
語、スペイン語、中国語などの代表的な言語にとって代わられるだろう」79
という予測すらある。文化保存とその継承に言語が果たす役割は、極め
て重要な要因であるということを本稿では強調し過ぎたきらいがある
が、それは、言うまでもなく、文化保存という複雑多岐にわたる要素の
ひとつであるという認識も、同時にもっていなければならないというこ
とを指摘しておきたいからだ。なぜならば、ハワイ語学校が成功したと
思われる物語の裏には、さまざまな政治的、経済的、社会的要素が複雑
に絡み合っているからである。80 言語を守るための具体的な良い例とし
78

「大切なことは、正しくあるべきアイデンティティを具体的に帰結させることではな
く、自分とは何か、他者とは何かを、歴史的文脈や現在の民族・文化集団の関係性の文
脈において問い続けることであり、その過程においてのみ、新たな認識や理解を生みう
るということではないか。」（前掲書、中嶋、p.317）
79
"Dual-Language Immersion Programs: A Cautionary Note Concerning the Education
of Language-Minonrity Students" GUADALUPE VALDES, Stanford University
Harvard Educational Review Vol. 67 No. 3 Fall 1997
80
「1970年代に入って、（先住民に対する）優遇政策が導入されるようになった。これに
より、社会的少数者は、経済的利得を得ることができるようになった。すると、都市部
でアボオリジニ人口が急増しはじめた。（外部からのアボオリジニ）人口移動がなかっ
たことを考えると、都市部での人口増加は、都市内部でのものだ。つまり、それまで白
人として生活していた人びとが、アボオリジニであることを名乗り出たということであ
る。かれらは、アボオリジニであることを自認、公表することで政策のもたらす利得を
確保しようとしたのである。」（鈴木清史「文化を創造する人びと」
『多文化主義・多言
語主義の現在』西川編、人文書院、1998, p.204）
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て、筆者は、アメリカ合衆国における先住アメリカ人にとって画期的な
意味を持つ法律について触れて本稿を書き終えたいと思う。
合衆国は、ふたつのアメリカ先住民族言語法を1990年と1992年に承認
した。ひとつは、
「先住アメリカ人言語法：
（Native American Language
Act: P.L. 101-477）
：アメリカ先住民がアメリカ先住民言語を使用し、学
習し、発展させる自由を保障する権利を保持し、保護し、促進する」た
めの法律の成立であり、ハワイ語イマージョン学校の設立を大きく支え
た画期的な法律となったのである。ふたつ目は、「アメリカ先住民の言
語の存続とその持続的な活用を助ける」ものである。その詳細について
は割愛するが、しかしながら、連邦政府および州政府の果たした役割が
非常に大きいことを指摘しておきたい。81
確かに、ハワイ語復活における「草の根運動」は、重要な役割を果た
している。それはいうまでもなく、
「言語は生きていくのに共同体を必
要とする。つまり、共同体のみが、危機言語を救うことができる。ここ
が基本である。生きている言語を保持することができるのは共同体であ
り、共同体以外にはありえない。もし、共同体が外部者に、あるいは共
同体内部の少数の人々（学校教師など）にその責任を任せてしまったら、
その言語は死んでしまう。言語保存は、共同体の一部だけではなく、全
体で取り組むべき問題なのだ。
」82
人間は、一人になったとき弱く、連帯した共同体になったとき強い。
とくに言語に関しては「生活共同体」になったとき、もっと強くなる。
なぜならば、言語学者や教育者がどれほど努力したとしても、言葉を使
用する生活共同体がなければ、
言語の復活がないのは当然だからである。
81

この法律にあわせて、先住アメリカ人の教育問題について検討する Indian Nations at
Risk Task Force が結成され、Task Force には12人中10名までが Native であったと報
告されている。
82
Valiquette, Hilaire Pual 1998. Community, Professionals, and language preservation:
ﬁrst things ﬁrst. In Osteler（ed.）, 107-112
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といって、小・中学校の教育政策が無視されるようでは、未来は暗いと
言わざるを得ないこともまた当然である。
「ハワイ語復活」の理解を正
しくしておくためにも、
「草の根運動」を支える連邦政府、州政府の支
援等の関わりもしっかりと注目しておかなければならないということ
である。
1990年の同法律を簡単に要約すると次のような主旨である。
先住民族が自らの言語を使用し、発展させていく権利と自由を保証
した。国は彼らの文化と言語の維持に責任を負うことを表明した。政
府は部族語の維持を促す政策をとり、各連邦局や州・諸機関にもこれ
を支援するよう定めた。具体的には、学校での指導言語として部族語
の使用を促し、数少ない高齢の話者も教えられるよう部族語教員の資
格制限を柔軟にする。州や地域の教育機関は先住民の親や教育者、部
族議会などと協力体制を確立し、政府の資金援助を受けている学校で
の教育や部族の商業活動においても部族語を用いる権利を認める。83

２年後の同法修正版（P.L.102-542）では、具体的な資金援助の対象や
手続きが決められ、言語の継承と保存をはかるために各部族や先住アメ
リカ人団体に対する奨励金プログラムも定められたのである。この法律
は、部族主権を尊重する政策の一環であり、英語公用語化運動に対する
先住民側の働きかけの成果であった。その働きかけの成果の裏には、さ
まざまな活動があった。それらの活動のひとつにアメリカ合衆国上院議
員の公聴会における論議もある。このような議論が合衆国議会の公聴会
で、長時間にわたり、ネイティブ・ハワイアンの指導的且つ、教育的立
83

前掲書、内田
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場にある人物（Ms. Namaka Rawlins, Director, Aha Punana Leo, Inc.,
Non-proﬁt Native Hawaiian Language Educational Organization）が臨
み、このような話をしている。そのアメリカ議会上院議員公聴会で、彼
女が陳述された冒頭の部分を引用して本稿を終える。
「私は次のことを強調したいと思います。これらの（ハワイ語イマージョ
ン式教育による）学校を創設することは、とても、とても、肉体的にも、精
神的にも、感情的にも、困難な仕事でありました。これらの学校を発展させ
ていくにあたり、私たちは長老たちとも何度も、向き合わなければなりませ
んでした。これは一夜にして生まれたものではありません。その過程には、
闘い、妬み、敵対、争い、さまざまな葛藤がありました。そのような葛藤は、
私たち同志の間にも起こりました。しかし、その過程にあっても、これだけ
は確かでした。人々の伝統と文化を保持・継承していくという力は、その言
語の浸透と直接関わっている」
（"The ability to maintain and preserve
the culture and traditions of a people is directly tied to the
perpetuation of native language."）という確信です。
そして、私は何よりもハワイ伝統文化を愛するコミュニティへの信頼
と支持を得ることを第一に大切にしました。その次に、州政府、連邦政
府に同プログラムのための基金を得るロビー活動をすることでした。そ
して、きょう、ここで始まろうとしているこの公聴会を通して、私は新
しい変革の第一歩の場に立たされているのです。
」84と。

84

Hearing Committee on Indian Aﬀairs, United States Senate, July 20, 2000, Russell
Senate Bldg. Room 485, S.2688-A Bill to Amend the Native American Language Act,
Testimony of Ms. Namaka Rawlins, Director, Aha Punana Leo, Inc.（Non-proﬁt Native
Hawaiian Language Educational Organization）
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"Hearing Committee on Indian Aﬀairs, United States Senate, July 20,
2000, Russell Senate Bldg. Room 485, S.2688-A Bill to Amend the
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表１
Subject
Population 2003
Population 2000
Pop % change, 4/1/2000-6/1/2003
RACE
One Race
White
Black or African American
American Indian & Alaska Native
Asian
Asian Indian
Chinese
Filipino
Japanese
Korean
Vietnamese
Other Asian
Native Hawaiian & Other Paciﬁc Islander
Native Hawaiian
Guamanian or Chamorro
Samoan
Other Paciﬁc Islander

Hawaii
1,257,608
1,211,537
3.8%
Number
952,194
294,102
22,003
3,535
503,868
1,441
56,600
170,635
201,764
23,537
7,867
42,024
113,539
80,137
1,663
16,166
15,573

USA
290,809,777
281,421,906
3.3%
Percent
78.6
24.3
1.8
0.3
41.6
0.1
4.7
14.1
16.7
1.9
0.6
3.5
9.4
6.6
0.1
1.3
1.3

（Note: 筆者が米国勢調査2003年統計表を基に簡略作成）

（詳しくはアメリカ合衆国2003年度の国勢調査を参照されるとよい。）85

85

DP-1, Profile of General Demographic Characteristics: 2000
Hawaii http://factﬁnder.census.gov/servlet/QTTable?̲bm

Geographic Area:
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用語解説（http://www.mo-hawaii.com/go/todaiji/his-10.html より）
イマージョン教育
イマージョンは immersion のカタカナ表記で没入法「外国語教育で、
その外国語だけを用いての教授法」と辞書には載っています。もう少し
具体的に言いますと、イマージョン教育とは、通常の教科の授業を第二
言語で教えることにより、学習者に自然に第二言語を習得させる教育プ
ログラムです。ですからイマージョンプログラムでは第二言語を教授の
対象ではなく、教科内容を指導する手段として使います。
第２言語が英語の場合には、英語イマージョン教育といいます。イマ
ージョン教育は、1965年、カナダのケベック州で英語が母国語の子供た
ちにフランス語を教える手段として導入されたのが始まりです。この教
育方法が高い成果を生み、アメリカの公立学校で急速に普及しました。
今日ではアメリカの約200の学校で、スペイン語、フランス語、ドイツ語、
中国語、オランダ語、アラビア語、ロシア語、ポリネシア語、日本語の
イマージョン教育が行われています。学んでいる学生数は約32万人とい
われています。
カナダ、アメリカだけではありません。ヨーロッパ、アフリカ、アジ
アの様々な国で第二、第三言語をイマージョンプログラムで学んでいる
学生数は数百万人を越えるといわれています。
ハワイ語
ハワイ語はインドネシア語、マレーシア語、ポリネシア語と同一語族
なのでこの語族は地球上でもっとも広い面積を覆う言語といえる。ただ
し、その地域の大部分は海洋で人は住んでいない。このことから太古の
昔、人々が海洋を移動して太平洋の島々に定着していったことがうかが
える。19世紀前半、ハワイに宣教師が文字を伝え、ハワイ語のローマ字
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表記が始まり、ハワイ語が文章化されるようになった。ハワイ語は、５
つの母音（a,e,i,o,u）と、７つの子音（p,k,h,l,m,n,w）と声門閉鎖音（’）
で表記されている。また、日本語と同じように l と r の区別がなく子音
も７つしかないのでハワイ語のカナ表記は簡単である。しかし今ハワイ
語は忘れられつつある。1840年ハワイが正式にキリスト教国となり、ま
た立憲君主国となって英語による学校教育が主流となった。こうして
1893年ハワイ王朝転覆、翌年ハワイ共和国設立とともにハワイの公用語
は英語になった。今、
「純粋な？」ハワイ語で日常生活している人々は
ニイハウ島に少数残っているのみである。
（むらい

やすひろ・本学教授）
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苫小牧駒澤大学紀要第15号（2006年３月31日発行）
Bulletin of Tomakomai Komazawa University Vol. 15, 31 March 2006

児玉作左衛門のアイヌ頭骨発掘（２）
―研究の諸問題―
Notes on the Excavations of Ainu skulls by Kodama Sakuzaemon（2）
: Problems of Craniological Studies

植

木

哲

也

UEKI Tetsuya

キーワード：民族衛生学、人類学、解剖学、頭骨計測
北方文化研究

要旨
This is the second part of notes on Kodama's excavations of Ainu skulls. Many
reports resulted from the excavations and lots of papers treating Ainu skulls
appeared in academic journals. We first make a brief survey of Kodama's
craniological studies as preliminary to the consideration of socio-political problems
the excavations invited, and secondly enumerate, as far as possible, reports at
meetings and articles in journals that concerned the excavations.
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「児玉作左衛門の人骨発掘（1）―背景と概要―」
１

はじめに

２

墓地発掘の背景
アイヌ墓地 ｢ 発掘 ｣ の系譜

２−２

日本学術振興会の発足

２−３

永井潜と日本民族衛生学会

２−４

第一回調査

３

２−１

アイヌ墓地の発掘調査
３−１

児玉作左衛門

３−２

発掘のあらまし

３−３

八雲ユーラップでの発掘

３−４

落部での発掘

３−５

森での発掘

３−６

長万部での発掘

３−７

十勝浦幌での発掘

３−８

樺太栄浜での発掘

３−９

北千島での発掘
戦後のアイヌ墓地発掘

３−11

その他の発掘

４

３−10

発掘人骨数
北大保管アイヌ人骨数（1982年）

４−１

1939年までの発掘数

４−３

1970年の数字

５

４−１

研究の概要

５−１

北大解剖学教室

第八小委員会解剖学部が発掘した人骨は北海道帝国大学医学部解剖学
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教室に集められ、同教室の研究者たちの研究資料として用いられた。発
掘が行なわれていた頃の解剖学教室の様子を、当時助手だった渡辺左武
郎は次のように振り返っている。
「昭和十年の末頃には研究室の壁は八雲、浦幌、森、落部などの頭
蓋骨ですっかりうまってしまった。当時助教授であった伊藤昌一教
授を中心として、大学を出たばかりの若い助手の榊原、半沢の両君
と私が主な研究メンバーになって、頭蓋骨の計測と観察が連日続け
られ、教室は活気に満ちあふれていた。夜おそく、研究につかれて
ふりむいた壁一杯の頭蓋骨が、
それぞれちがった表情をもっていて、
何か私に語りかけてくるようにさえ感じたその時の印象は未だ私の
脳裡に鮮明に刻みこまれている。
」
（渡辺左武郎1971、4）
また伊藤昌一によれば、児玉作左衛門を中心に教室員によって1935年
ころからアイヌ頭蓋の人類学的研究が進められ、八雲アイヌは渡辺左武
郎、落部アイヌは榊原徳太郎、十勝浦幌アイヌは半澤信一、日高アイヌ
は大場利夫、森アイヌは京極宏、樺太アイヌは牧野一郎、千島アイヌは
伊藤昌一と岩田千男によってそれぞれ計測ならびに形態観察がなされた
（伊藤1971、244）。
５−２

児玉作左衛門によるアイヌ研究の概要

アイヌに関する児玉自身の最初のまとまった論文は、1936年に『北海
道帝国大学医学部解剖学教室研究報告』の第１号巻頭に発表された「八
雲遊楽部に於けるアイヌ墳墓遺跡の発掘に就て」である。この論文では
まだ発掘の経緯や墓の状態、遺骨や副葬品の状態などの定性的な記述に
終始しているが、翌1937年４月の東京人類学会・日本民族学会連合大会
での講演では、頭骨の計測にもとづいた報告が行なわれ、「アイヌ頭蓋
骨（男性）計測比較表」によるアイヌ頭骨の特徴の検討、「アイヌ頭蓋
骨に於ける発育異常」
、
「アイヌ頭蓋骨に於ける人為的損傷」の３項目に
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ついて説明がなされた（児玉1937）
。このように、児玉の初期のアイヌ
頭骨の研究は、１）頭骨計測学的研究、２）発育異常の研究、３）「人
為的」損傷の研究、から構成されていた。
1938年から41年にかけて雄山閣から出版された『人類学・先史学講座』
の一分冊として、児玉は1940年に「アイヌの頭蓋学及骨学」を発表した。
その構成から当時の児玉の人骨研究の概要が見て取れる。同書は第一編
「アイヌの頭蓋学」と第二編「アイヌの骨学」から成り立っているが、
両者の扱いは均等ではなく、前者では人骨の実測にもとづいた説明が行
なわれているのに対して、後者ではアヌチンや小金井良精など内外の先
行研究を引いているにすぎない。
児玉の人骨研究は頭骨に集中していた。
第一編はさらに第一節「頭蓋計測」
、第二節「頭蓋観察」、第三節「ア
イヌの頭蓋骨に於ける人為的損傷」の三節に分かれる。頭骨に関する説
明が三つの部分から成り立つこと、頭骨の計測や観察が大きな比重を占
めることは先の講演と同じだが、発育異常の問題は「諸種発育異常」と
して「頭蓋観察」の一項目に後退している。晩年の Kodama（1970）で
は、この問題に該当する項目は存在しくなる。
その一方で、頭骨の計測とともに、1936年の論文から1970年の著書ま
で変らず大きな比重を占め続けたのは、アイヌ頭骨の「人為的」損傷の
研究である。発掘されたアイヌ頭骨、特にその大後頭孔にしばしば人為
的と見られる傷があった。その原因について、内外の研究者たちが長い
あいだ議論をしてきたが、決定的な理由はみつからなかった。児玉もこ
れを引継ぎ、繰り返し論じ続けた。しかし、この問題は児玉の死の直前
に奇妙な展開を見ることになる。それまで児玉が主張し続けてきた傷跡
の「人為説」は、最後になって突然撤回されるのである。この点は、稿
を改めて詳しく検討する。
形質研究でもう一つ重要な問題は、児玉がアイヌ遺体を解剖し、「従
来まったく手がつけられていなかった」脳の研究を行なった点である。
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児玉は在職中に27体（男25体、女２体）のアイヌ遺体を入手し、形態学
的研究に利用した。アイヌは死体に対して強い恐怖感をいだくために、
「実にこの屍体蒐集にたいする困難は言語に絶し、また提供者にむけら
れた部落の非難と妨害は苛烈をきわめたが、ついにこれだけの遺体が集
まったことは学界のために感謝に耐えないこととおもう」と、児玉は語
っている（児玉1969）
。これらの脳は、児玉自身の研究だけでなく、解
剖学教室の研究資料として、多くの研究者たちによって利用された。こ
のことは、『北大解剖研究報告』などに公表された論文から読み取るこ
とができる（後述）
。
児玉のアイヌ研究は頭骨に関する形質人類学的研究だけではなかっ
た。早い時期から伊藤昌一と共著でアイヌの文身に関する論文やアイヌ
の頭髪に関する論文を、創刊されたばかりの『北方文化研究報告』に立
て続けに発表した。また1941年に「デ・アンジェリスの蝦夷国報告書に
就て」を発表したほか、
『日本書紀』など、内外の古い文献を検討し、
歴史的な研究も行なった。またアイヌの人口分布などについても論じて
いる。
他の記述と重複する部分もあるが、以下に児玉によるアイヌに関する
主な論文をあげておく。学会講演の抄録などは後で触れる。
「八雲遊楽部に於けるアイヌ墳墓遺跡の発掘に就て」『北海道帝国大
学医学部解剖学教室研究報告』第１号、1936年
「アイヌの頭蓋骨に於ける人為的損傷の研究」『北方文化研究報告』
第１号、1939年
「アイヌ文身の研究」
『北方文化研究報告』第２号、1939年、（伊藤
昌一と共著）
「樺太アイヌ文身の研究」
『北方文化研究報告』第３号、1940年、
（伊
藤昌一と共著）
「アイヌの頭蓋骨及骨学」
『人類学・先史学講座』、1940年
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「デ・アンジェリスの蝦夷国報告書に就て」『北方文化研究報告』第
４号、1941年、
「アイヌ髪容の研究」
『北方文化研究報告』第５号、1941年、（伊藤
昌一と共著）
「アイヌ髪容の研究補遺」
『北方文化研究報告』第６号、1942年、
（伊
藤昌一と共著）
"A collaborative genetical survey in Ainu: Hidaka, Island of
Hokkaido", American Journal of Physical Anthropology, vol.11,
no.1, 1953,（R.T.Simons, N.M.Semple, J.J.Graydon と共著）
「色丹アイヌとパニヒダの想い出」
『北大季刊』第４号、1953年、北
大季刊刊行会
「蝦夷に関する耶蘇会士の報告」
『北方文化研究報告』第９号、1954
年、（高倉新一郎、工藤長平と共著）
「アイヌと東日本」
『国文学解釈と鑑賞』第28巻第５号、1963年
「江戸時代初期のアイヌ服飾の研究」
『北方文化研究報告』第20号、
1965年
「アイヌの衣服と文様」
『東洋学術研究』第４巻第11号、東洋哲学研
究所、1966年
"Studies on Artiﬁcial Injuries in Shizunai Ainu", Bulletin of the Institute
for the Study of North Eurasian Culture, 2, 1967（児玉譲次と共著）
「阿倍野比羅夫の渡島遠征に関する諸問題；Ⅰ渡島蝦夷と陸奥蝦夷」
『北方文化研究』第３号、1967年
「緊急を要したアイヌ研究；私のあゆんだ道」『からだの科学』第26
号、1969年、日本評論社
「阿倍野比羅夫の渡島遠征に関する諸問題；Ⅱ阿倍臣の北進；Ⅲ阿
倍臣の粛慎征伐」
『北方文化研究』第４号、1970年
「アイヌ頭蓋に見られる損傷問題」
『北海道医学雑誌』1970年、北海
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道医学会
Ainu; Historical and Anthropological Studies, Hokkaido University
School of Medicine, 1970
上記以外にも1938年に「アイヌ民族に於ける妊婦屍体解剖の奇習」を『北
海警友』に寄稿した他、数多くの文章を多様な雑誌に載せている（北大
解剖学第二講座1954）
。また1969年に第一法規出版から刊行され、アイ
ヌ肖像権裁判で訴えられた『アイヌ民族誌』でも、児玉は監修者として
名を連ねただけでなく、
「アイヌの分布と人口」「外国人のアイヌ調査」、
「アイヌの生体の特徴」
「アイヌの文身」
「アイヌの髪容」「アイヌの頭骨
における人為的損傷」
「アイヌの人種所属に関する諸説」などに加えて、
さらに「服飾」の分野でも多数の項目を担当し、中心的な執筆者の一人
だった。
以下では、頭骨研究について、児玉のアイヌ研究の概略を見ておくこ
とにする。
５−３

頭骨の計測

５−３−１

頭骨計測の系譜

人類学 Anthropology は、精神と身体からなる人間を総合的に捉える
知として16世紀頃生まれたといわれる。しかし、その関心の対象となっ
た「人種 race」の観念は、18世紀になっても曖昧で、風習、言語、皮
膚や髪の毛の色などと漠然と結びついていた。19世紀になって、これら
の切り離しに用いられたのが頭骨の計測である。たとえば、ヨハン・フ
リードリッヒ・ブルーメンバッハは、頭骨が人種の気質に関係すると考
え、人種の分類にその形状を用いることを提案した。あるいは、オラン
ダの解剖学者ペトルス・カンパーは、耳口から鼻孔最下端へ引かれた直
線と、鼻孔最下端から額を結ぶ直線がなす角、すなわち顔面角によって
人種の知的能力を系列化できると考えた。顔面角が小さいことは頭部全
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体に占める脳の部分の割合が小さいことであり、脳が大きくなれば顔面
角は必然的に大きくならざるをえない、というのである。このようにし
て、頭骨を通して人体は「計測され、比較され、登録される」ようにな
った（山中1994、119-21）
。
頭骨計測への関心は、19世紀初頭に骨相学として広まりをみせる。オ
ーストリアの解剖学者フランツ・ヨセフ・ガルによれば、脳は人間の精
神を支配する器官であり、
独自の機能をもつ小器官から成り立っている。
人間の精神的能力は脳の個々の器官の大きさに比例しており、器官の発
達は頭骨に突起となって現われる。そこでガルはこれを計ることで精神
を計測できると考え、弟子のシュプルツハイムとともに骨相学を提唱し
た。19世紀に骨相学は専門的な医者や学者だけでなく大衆的な人気を博
し、カリカチュアなどに独自の文化さえ形成したという（上山1994、秋
田2005）。
大量の頭骨計測を行なったのは、アメリカの解剖学教授サミュエル・
ジョージ・モートンである。彼は1820年代から1851年に死亡するまで
1000以上の頭骨を収集し計測した。とくに脳の容積が人間の能力に比例
するという考えから頭骨容積の差異に着目し、白人の容積の平均値がア
メリカ・インディアンや黒人のそれを上回ると主張した。彼の計測結果
は数学的に詳細で反駁不可能な「ハードデータ」とみなされ、頭骨計測
学は白人の優越を基礎づける「明白で客観的な」研究として通用するよ
1
うになる（Gould1981, 83-101，135-9）
。

世界で最初に人類学会を創設したポール・ブローカも、頭骨の計測を
積極的に行なった人物の一人である。彼は、脳の大きさから人種や個人
の優劣を明らかにすることこそ頭骨計測のテーマだと考え、黒人や女性
１

スティーヴン・グールドがモートンのデータを調べ直したところ、白人の優越という
アプリオリな観念に導かれた無意識的なデータの歪曲が数多く発見された。たとえば、
インディアンの平均値を計算する際に、頭蓋容積の大きなイロコイ民族の事例は少な
く、容積の小さなインカ・ペルー人の事例が多数用いられていた（Gould1981, 92など）
。
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に対する白人男性の優秀性を示そうと試みた。だが、実際に計測した数
値は必ずしも彼の意図に合致するものばかりではなかった。この問題を
解くために彼は脳の部位と機能との関係に着目し、一般に高度な精神的
機能は大脳皮質の前部に位置づけられ、非随意的な運動・感覚・情緒な
どは後部が司るとして、
「劣等人種」に脳の大きい事例が見られるのは
後頭部の大きさによる、と主張した。
頭骨を計測し人種を序列化するために、さまざまな概念が生み出され
た。たとえば、スウェーデンの解剖学者レチウスは、頭骨の最大長に対
する最大幅の比率を計算し、
この「頭蓋長幅指数」2の値が0.75以下を「長
頭 dolichocephaly」
、0.8以上を「短頭 brachycephaly」、その間を「中頭
mesocephaly」と呼んだ。彼は、人類は短頭の石器時代人から長頭のイ
ンド・ヨーロッパ人にしだいに置き換わっていったと考え、長頭の進化
上の優越性を主張した。ブローカも、白人の長頭は前頭部の長大化であ
り、黒人やアボリジニーなどに見られる長頭は後頭部の拡大による現象
である、と論じたという（Gould1981, 115-32）
。
５−３−２

アイヌ頭骨の計測

アイヌの頭骨もまたこうした文脈の中で、19世紀末から欧米の研究者
たちによって計測が行なわれるようになっていた。アイヌ頭骨の最初の
計測は、1867年のジョージ・バスクによる１体のアイヌ成人頭骨の研究
だといわれる。日本では小金井良精が、２度にわたる北海道旅行で集め
たアイヌ頭骨を計測し、すでにその特徴をまとめていたほか、清野謙次
が発掘した樺太アイヌ頭骨について平井隆が統計的研究を発表していた
（松村1934、伊藤1971、寺田1975など）
。
２

本稿では、原則として「頭骨」を用いたが、解剖学では「頭蓋骨（とうがいこつ）
」
が一般的であり、児玉らも後者を用いている。したがって、解剖学論文からの引用や解
説では、「頭蓋骨」ないし「頭蓋」等の表現も用いる。
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1940年の「アイヌの頭蓋学及骨学」の第一節「頭蓋計測」で自ら述べ
るところによれば、児玉はアイヌ頭骨について200項目以上の計測を行
なった。児玉が計測に際して依拠したのは、ルドルフ・マルチンの1000
頁を超える巨大な人類学教科書である。その中でマルチンは頭骨計測の
目的を、「人類や霊長類の頭骨の形状を正確に計測することでさまざま
なグループの一致不一致を確かめること」と説明している（Martin1914,
475）。彼は頭骨の計測法を詳細に説明し、性や年齢、保存状態や計測器
具についてふれた後、人間の頭骨を脳頭蓋と顔面頭蓋とに二分して、計
測に用いられる無数のポイントを詳細に示した。そして、これらのポイ
ント間の距離を計測し、得られた数値間の比率を計算することで、頭骨
が計測され、人種が分類されるというのである。
児玉もまた、頭骨を脳頭蓋と顔面頭蓋に二分し、計測ポイント間の距
離を測り、数値間の比率を計算した。計測の対象は十勝浦幌、八雲、落
部で発掘された北海道アイヌ、シュムシュ島の千島アイヌであり、これ
らを平井隆によるロレイの樺太アイヌ、清野謙次および宮本博人による
畿内「日本人」、島五郎による朝鮮人頭骨の研究結果と比較した（児玉
1940、4-17）。こうして得られた数値のうち18項目を取り上げ、その特
徴や傾向を児玉は詳しく説明している。脳頭蓋について児玉が取り上げ
た項目は以下のようになる。
１

頭蓋容積

２

頭蓋地平周

３

頭蓋最大長

４

頭蓋最大幅

５

バジオン･ブレグマ高

６

頭蓋長幅示数（頭蓋最大幅÷頭蓋最大長×100）

７

頭蓋長高示数（バジオン・ブレグマ高÷頭蓋最大長×100）

８

頭蓋幅高示数（バジオン・ブレグマ高÷頭蓋最大幅×100）
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前頭側面角

児玉はこれらの数値を多数の頭骨について計測し、その平均値と偏差
をもとめ、互いに比較した。すでに当時は頭骨計測に統計的手法が用い
られていたが、児玉の論文では複雑な統計処理は行なわれていない。
こうした計測の結果として児玉は次のように語る。アイヌ頭蓋の容積
は一般に大きく、特に頭骨の外周（頭蓋地平周）は「世界諸人種中最大
の部に属」すほどの数値を示した。また頭蓋最大長も「アイヌは男女共
に大で、諸人種中、大なる部に属し」
「日本人、朝鮮人よりは等しく大」
である。頭蓋長幅指数は全般に中頭の下限、一部は長頭の傾向を示し、
短頭の和人や朝鮮人とは異なっていた。しかし、他の値については、特
に目立った特徴はなく、ほとんどが「中等」の大きさを示した。アイヌ
の地方ごとの差異も大きく、時には比較対照に用いられた貝塚人や和人
などとの差異を上まわる場合もあった。そして、児玉は「之を綜合して
見れば、アイヌの脳頭蓋は、一般に幅の発育は諸人種中略々中位にあり、
高さの発育は中等大の部に属し、而して長の発育は極めて大であるとい
うことが知られ」た、と要約している（児玉1940、9）。
顔面頭蓋測定については、次の項目が説明されている。
10

顴骨弓幅

11

顔高

12

上顔高

13

コルマン氏顔面示数（顔高÷顴骨弓幅×100）

14

コルマン氏上顔面示数（上顔高÷顴骨弓幅×100）

15

鼻示数（鼻幅÷鼻高×100）

16

眼窩示数（眼窩高÷眼窩幅×100）

17

下顎枝示数（下顎枝幅÷下顎枝高×100）

18

全側面角（＝顔面角）

顔面頭蓋の計測からは、北海道および千島アイヌは「顴骨弓幅が一般
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に大で、諸人種中広い部に属しているが、之に対し高さは寧ろ低い方に」
傾いていることがわかった。しかし、樺太アイヌは地域によって異なり
南端部のものは北海道アイヌに近かったが、ロレイ附近のものは幅も高
さもそれより大きな数値を示したという（児玉1940、13）。
脳頭蓋でも顔面頭蓋でも若干の特徴は明らかになったが、アイヌを貝
塚人から「日本人」へいたる系列の中に明確に位置づけることはできな
かった。項目によってはむしろ数値のバラつきが明白になった。「人種
的分類」という頭骨計測の目的からすれば、きわめて曖昧な結果しか得
られなかったといえる。その後アイヌ頭骨の測定数値は、アイヌ民族の
位置づけよりむしろアイヌ内部の地域的差異の研究に用いられるように
なる（たとえば、伊藤1967）
。晩年の Ainu でも頭骨計測について一章が
割かれているが、そこでは主に北海道アイヌ、樺太アイヌ、千島アイヌ
など、地域的差異の説明に測定数値が用いられている（Kodama1970,
162-83）。
５−４

発育異常の研究

「アイヌの頭蓋学及骨学」第一編の第二節は、北大解剖学教室に集め
られた北海道、樺太、千島のアイヌ頭骨に関する「頭蓋観察」の説明に
当てられている。対照には、同教室所蔵の「日本人」頭骨200例のほか、
小金井良精、平井隆、宮本博人らの研究が用いられた。この節は、「諸
種発育異常」と「形態観察」の二つの部分からなり、前者において児玉
は以下の13項目にわたって、アイヌ頭骨の「異常」を考察した（児玉
1940、18-23）。
１

第三後頭髁

２

舌下神経管二分

３

傍髁状突起

４

載域融合
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５

翼棘孔

６

口蓋中央隆起

７

外耳道骨瘤

８

琺瑯真珠

９

下顎隆起

10

前頭縫合残存

11

前頭・側頭骨連接

12

インカ骨

13

分裂顴骨

第三後頭髁、舌下神経二分、傍髁状突起、翼棘孔、口蓋中央隆起、琺
瑯真珠、下顎隆起は他と比べてアイヌに高率に見られたが、それ以外の
異常はほとんど見られないか、見られたとしても「日本人」などと同程
度だった。さらに、児玉は、上面観、側面観、後面観、底面観、顔面観、
下顎骨、歯牙の7項目について、頭骨の形態観察を行なったうえ、最終
的に次のような結論を引き出す。
「既述の如く、アイヌの頭蓋骨には種々な原始的変異及び他の殊に
石器時代人に多く現れる様な発育異常が相並んで而かも高率に現わ
れているし、また他の人種に於て比較的多く見られる発育異常が低
率に現われている。即ち発育異常に対して両極端の偏奇を示してい
るのであるが、斯う云う事は他の人種には余り例を見ない事であっ
て、その頭蓋骨の形態学的特徴と共に、アイヌ民族が人類学上に於
て特異なる位置を占むる原因の一つと考えられるものである」（児
玉1940、31）。
石器時代人に特徴的な発育異常が見られるという理由で、児玉はアイヌ
を「特異なる位置」に置く。さらに、
「その成因の問題」に言及して、
これを「アイヌの古代民族的の特殊素因」に結びつける。計測数値だけ
では成し遂げられなかったアイヌの人種的位置づけを、発育異常の観察
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から引き出そうとする様子が見て取れる。こうしてアイヌは古代民族の
近傍に引き寄せられるが、しかしそれは計測や観察の結果というより、
むしろ当初から予定されていた結論のように見える。アイヌは石器時代
人に近い、なぜなら古代民族だから。しかしなぜ古代民族といえるのだ
ろうか。石器時代人の特徴を持つから、というのであれば、議論は循環
している。
５−５ 「人種的分類」の問題
頭骨の計測は、
「人種」を比較・分類し、序列化することから始まった。
アイヌ頭骨を計測し、異常を調べ、形態を観察することで、児玉は最終
的に「人種」の配置図の中にアイヌを登録できたのだろうか。
「アイヌの人種的分類の問題」
児玉の最晩年の著書 Ainu の最終章は、
に当てられている（Kodama1970、263-81）
。そこで児玉はアイヌ民族の
成り立ちについて、内外の研究者の諸説をモンゴロイド説、コーカソイ
ド説、海洋民族説、古代アジア民族説、人種孤島説に分類し解説する。
しかし自説については、コーカソイド説を主張する７人の研究者の一人
として第三者的立場から紹介するだけで、積極的に展開する素振りすら
見えない。要するにアイヌの起源や「人種的」分類に関する議論は、
「い
まのところ仮説の域を出るものではない」というのである。
さらに児玉は自説の説明にあたって、
「純血アイヌ」3 の特徴をあげ、
アイヌがモンゴロイドよりコーカソイドに近いことの理由としている
が、それらの特徴には「長頭」や「顴骨弓幅」や「顔高」、あるいはア
ゴの骨の枝状突起といった頭骨の特徴だけではなく、目が窪んでいる、
頭髪がウェーヴしている、モンゴル斑がまれであるといった、他の身体
的特徴も数多く含まれている。コーカソイド説を支持する理由としてさ
３

分類の失敗以前に、対象としてのアイヌの捉え方、たとえば「純血アイヌ」といった
観念にすでに問題が含まれることが指摘されている（佐々木1974）
。この点は後に詳し
く取り上げる予定である。
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え、頭骨計測が決定的役割を果たしているわけではない。結局、アイヌ
頭骨の詳細な計測は「人種的分類」という目的を達成しなかったようで
ある。
病気の治療を可能にし、新しいエネルギーをもたらし、人類の生存に
寄与する力、学問や研究が生み出す力は、知の内実に起因する自然的力
であると一般には考えられている。研究資金を調達し、調査団を組織し、
大規模な発掘を可能にした力も、おそらくはそうした自然的力への信頼
によってもたらされたと言えるだろう。しかし、そのためには研究は真
理に到達し、一定の知見をもたらさなければならない。なんら成果を生
み出さずに力を振るっているとすれば、その力は自然的な源泉以外から
もたらされたものだと言わざるをえない。
児玉らの発掘は、かつて犯罪とされた行為を学術研究の名目で「合法
的に」実行することを可能にした。しかし、その力は知の内実とは無関
係に、人々から権威ある知と「認められる」ことで発生した力、知の社
会的権力だったと言えるだろう。社会的な力はつねに自然的な力によっ
て担保されているわけではない。自然的内実を欠きながら社会的力を振
るったという点で、児玉の発掘は知の権力作用の明白な事例と考えるこ
とができる。とすれば、つぎの問題はこの力がどのようにしてもたらさ
れたか、ということになるが、その前にもう少しアイヌ墓地発掘の実態
を検討し続けることにする。
６

研究「成果」の公表

６−１

学術振興会第八小委員会の報告

６−１−１

日本民族衛生学会での報告

日本学術振興会第八小委員会によるアイヌ調査は、日本民族衛生学会
の調査活動の継続・拡大でもあった。したがって、同学会は調査団によ
る報告の中心的な場となった。
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調査団関係者による最初の報告は、調査がはじまった翌年から開始さ
れる。1935年４月１日から２日にかけて大阪帝国大学医学部で開催され
た第４回学術大会で、
調査団関係者は９本の発表を行なった。
『民族衛生』
第４巻第３・４号（1935年７月）附録「日本民族衛生学会第四回学術大
会講演抄録」の大会日程には、以下のような題目と講演者が見られる。
「北海道八雲アイヌ人頭骨に於ける虫歯に就いて」 児玉作左衛門
「日高平取アイヌの民族生物学的調査」

古屋芳雄

「日高平取アイヌの生理学的調査」

永井

「日高平取アイヌの衛生学的調査」

井上善十郎

「日高平取アイヌの寄生虫調査」

今

「日高平取アイヌの血清黴毒反応調査」

内村祐之

「日高平取アイヌの内科学的調査」

有馬英二

「日高平取アイヌの眼疾調査」

越智貞見

「日高平取アイヌの皮膚科学的調査」

高橋信吉

潜
裕

日程とは一致しないが、同誌には調査団関係者による以下の講演抄録が
掲載されている。
「アイヌ民族の人口構成に就て」

井上善十郎、遠藤真三

「八雲アイヌ人頭骨に於ける虫歯に就いて」 野村愛介、児玉作左衛門
「
「アイヌ」の皮膚科学的研究（第一回報告）日高沙流並胆振鵡川地方
の「アイヌ」に就ける皮膚病並に性病に就て」
高橋信吉、小原菊夫、森奏
「アイヌの生理心理学的調査（昭和九年度）
」
永井潜、鈴木正夫、松本洋
民族衛生学会が民族衛生協会に改組された1936年には、北海道帝国大
学医学部で日本連合衛生学会と合同で第５回学術大会が開催された。２
日目の午後は日本学術振興会第八委員会の「アイヌの医学的民族生物学
的調査報告」に当てられ、10本の報告が行なわれた（『民族衛生』第５
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巻第５号附録、大会抄録）
。
「アイヌ人骨発掘並びに測定に関する報告」

児玉作左衛門

「アイヌ人写真生体測定に関する報告」

山崎春雄

「アイヌの生理的機能に関する調査報告」

永井

「アイヌの民族生物学的測定成績報告」

古屋芳雄

「アイヌ人に於ける寄生虫分布に関する調査報告」

今

「アイヌに関する衛生学的研究成績報告」

井上善十郎

潜
裕

「アイヌに於ける黴毒調査、精神病の調査並びに児童智能検査成績報告」
内村祐之
「アイヌの臨床生理学的研究並びに結核に関する研究成績報告」
有馬英二
「アイヌの眼科学的調査報告」

越智貞見

「アイヌの皮膚病学的調査報告」

高橋信吉

一方、口頭報告だけでなく文書による記事や論文も、日本民族衛生学
会の機関誌である『民族衛生』誌上に早い段階から掲載さるようになる。
同誌第３巻第６号（1934年９月）には、巻頭口絵「日本学術振興会ア
イヌ調査会の片影」として、
「
（1）礼装せるアイヌ人の集団」「（2）アイ
ヌの一家族

左端の白服は古屋博士」と説明の入った二枚の写真が掲載

された。前者は26名の正装したアイヌと思われる男女が、後者は子ども
３人を含むアイヌ家族らしい人々と背広姿の人物数名が写っている。
また調査にもとづく初期の論文としては、以下のものが掲載された。
第４巻第１号（1934年12月）
内村祐之、石橋猛雄、西信次、渡辺栄市「日高平取アイヌの血清
黴毒反応調査成績

附

日高アイヌの血液型」

第４巻第５・６号（1935年12月）
高橋信吉、小原菊夫、森奏「アイヌの皮膚科的研究（第一回報告）
日高沙流並びに胆振鵡川地方のアイヌに於ける皮膚病並に性
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病に就て」
岡田正夫「アイヌの指紋掌紋の研究

第一報沙流地方アイヌの指

紋に就て」
第５巻第３・４号（1936年11月）
井上善十郎、
遠藤真三「アイヌ民族の消長と其の人口構成に就て」
６−１−２

一般向け活動

専門家向けの学会発表だけではなく、
一般向けの講演会も開催された。
日本学術振興会は「一般人士の関心を喚起する」ため、1937年１月21日
午後6時から東京帝大医学部で、第八小委員会のアイヌ体質改善に関す
る学術的調査研究について講演会を開催した。講演者と演題は以下の通
り。児玉作左衛門を含め、第八小委員会の主要メンバーが参加している
（
『人類学雑誌』第52巻第２号、1937年２月、
「雑報」62-3）。
司

会

永井

潜

井上善十郎

２．精神病学より見たるアイヌ人

内村祐之

３．アイヌ頭蓋骨に就いて

児玉作左衛門

４．アイヌの生体測定に就いて

古屋芳雄

５．アイヌの黴毒に就いて

高橋信吉

６−２

１．アイヌの衛生学的研究

北大解剖学教室関係者の学会発表

６−２−１

東京人類学会・日本民族学会連合大会

第八小委員会関係者による調査報告とは別に、収集された人骨にもと
づいて北大解剖学教室からおびただしい数の報告や論文が生み出され
た。先に触れた分担作業の様子も、学会における報告からうかがうこと
ができる。北大解剖学教室関係者が活発に報告を行なった学会の一つと
して、まず東京人類学会と日本民族学会の連合大会があげられる。
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最初の連合大会は東京帝国大学理学部で1936年４月１日と２日に開催
された。すでにそのとき、北大解剖学教室関係者として野村愛介が報告
予定者に名を連ねている（
「大会記事」
『人類学雑誌』第51巻第３号、
1936年３月、137）
。
「北海道アイヌ人頭蓋骨に於ける虫歯に就て」 野村愛介
さらに、翌1937年３月に同じく東京帝大理学部で開催された第２回連
合大会では、最終日の午後が「特殊課題「最近のアイヌ研究」」に当て
られ、以下の講演が予定されていた（
「大会記事」『人類学雑誌』第52巻
第３号、1937年３月）
。解剖学教室の山崎と児玉の名がある。また人骨
に関した報告ではないが、
名取武光も発掘に関わった人物の一人である。
「花矢より見たるアイヌ民族」

名取武光（北海道帝大）

「アイヌの頭蓋骨に就いて」

児玉作左衛門（北海道帝大）

「アイヌの生体の人類学的観察」

山崎春雄（北海道帝大）

「アイヌの Toi-shu（土鍋）に就て」 馬場
未定（交渉中）

修（東京）

金田一京助（東京帝大）

第３回以降も児玉と伊藤により、次のような発表が行なわれた。
第３回（1938年４月

東京帝大理学部）

「占守島出土の千島アイヌ頭蓋骨の人類学的研究」 児玉作左衛
門、伊藤昌一（
『人類学雑誌』第53巻第３号、1938年３月、
122）
第４回（1939年４月

慶応義塾大医学部）

「アイヌの文身に就て」

児玉作左衛門、伊藤昌一

（
『人類学雑誌』第54巻第４号、1939年４月、79）
日本人類学会と日本民族学会の連合大会は、第４回が開かれた後、戦
後まで中断する。戦後の第８回大会は、北海道大学医学部で開催され、
アイヌに関するシンポジウムが行なわれた。そこでは分野ごとに以下の
ような人物が講演および討論に参加した。なお、このときまでに東京人

（138）

苫小牧駒澤大学紀要

第15号

2006年３月

類学会は日本人類学会に改名し、日本民族学会は日本民族学協会に改組
している。
第８回日本人類学会・日本民族学協会連合大会
（1953年８月

北海道大学医学部）

アイヌに関するシンポジウム（1953年８月24日）
形質

児玉作左衛門
伊藤昌一

物質文化

先史

名取武光

土俗

河野広道

狩猟

犬飼哲夫

言語

知里真志保

宗教

久保寺逸彦

社会経済

高倉新一郎

社会組織

杉浦健一

またこの時の大会では、シンポジウム以外にもアイヌ関連の発表が数多
く見られる（『人類学雑誌』第63巻第３号、1954年２月、118-20）。
６−２−２

日本解剖学会

北大解剖学教室の研究者たちによる研究報告のもう一つの舞台は、日
本解剖学会である。1935年の榊原徳太郎の発表を皮切りに、北大解剖学
教室の研究者たちが毎年のようにアイヌ人骨に関する報告を行なった。
確認できた範囲内で、同学会総会（初期は集会と呼ばれていた）におけ
る北大関係者によるアイヌ人骨関連の発表や講演をあげておく。なお括
弧内は開催年月と会場、予告ないし記録の掲載された『解剖学雑誌』号
数をあらわしている。
新潟医科大学、
第８巻第12号）
第43回日本解剖学会集会（1935年７月、
「「アイヌ」人頭骨ノ口蓋隆起ニ就テ」

榊原徳太郎
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第44回日本解剖学会集会（1936年４月、東京慈恵医科大、第９巻第
５号）
「「アイヌ」人頭骨ノ傍髁状突起ニ就テ」半澤信一
「「アイヌ」人手骨ニ就テ」

塩田

勲

第45回日本解剖学会総会（1937年4月、九州帝大、第10巻３号）
「「アイヌ」人容貌ノ人類学的観察」

山崎春雄 （特別講演）

「「アイヌ」頭蓋骨ノ研究」

児玉作左衛門、伊藤昌一、

渡辺左武郎、榊原徳太郎、半澤信一4
「「アイヌ」人ノ足骨ニ就テ」

塩田

勲

第46回日本解剖学会総会（1938年４月、京都帝大、第12巻第２号）
「アイヌの載域の発育異常に就て」

伊藤昌一

「八雲「アイヌ」脳頭蓋ノ輪廓ニ就イテ」渡辺左武郎
「「アイヌ」ノ下顎隆起ニ就テ」

半澤信一

「「アイヌ」ノ手骨計測」

岡田正夫

「「アイヌ」人脊柱ノ容積計測」

塩田

勲

第47回日本解剖学会総会（第14巻第２号、1939年8月）
「「アイヌ」頭蓋骨梨子状孔下縁ノ形態ニ就イテ」

伊藤昌一

このように、北大解剖学研究室関係者による口頭報告や発表が活発に
行なわれたことが、
『解剖学雑誌』
の総会記録や講演抄録から確認できる。
しかし研究成果の公表の方法として重要度が高いと思われる論文形式で
は、アイヌ頭骨を扱った研究が『解剖学雑誌』上に掲載された様子はな
い。その一方で1940年代には、
「日本人」のほか「蒙古人」、
「北支那人」、
４

この発表は以下のような内容分担が行なわれていた。
八雲「アイヌ」頭蓋骨
渡辺左武郎
落部「アイヌ」頭蓋骨
榊原徳太郎
浦幌「アイヌ」頭蓋骨
半澤信一
「アイヌ」頭蓋骨ノ側頭鱗
伊藤昌一
「アイヌ」頭蓋骨ノ諸種ノ発育異常
児玉作左衛門
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「台湾蕃人」、「朝鮮人」などに関する論文が数多く掲載されている。当
時の学界におけるアイヌ頭骨研究の位置づけを理解するうえで、興味深
い事実である5。
解剖学会では、この後アイヌ人骨関連の講演や発表は途絶えるが、戦
後また復活する。
第55回日本解剖学会総会（1950年７月、大阪市立医科大学、第26巻
第２号）
「アイヌ民族の脳の形態学的研究

１．大脳外側面の脳溝」

児玉作左衛門、松野正彦、橋本秀夫
第57回日本解剖学会総会（1952年４月、徳島大学医学部、第27巻総
会号）
「日高東部アイヌ生体の人類学的調査」 児玉作左衛門、松野正彦
「日高アイヌ頭蓋骨に於ける歯牙の人類学的研究」 児玉作左衛門
（ともに紙上発表とされている）
第59回日本解剖学会総会（1954年５月、群馬大学医学部、第29巻第
２号）
「アイヌ民族の脳の形態学的研究 第２ 大脳半球内側面の脳溝」6
児玉作左衛門、松野正彦、中林一郎
日本解剖学会第６回東北・北海道連合地方会（1960年10月、札幌医
大、第35巻第６号付録）
「アイヌの頭蓋容積について」

松野正彦

第69回日本解剖学会総会（1964年５月、新潟、第39巻第２号）
５

こうした研究が数多く現われたこと、また戦時中一時的にアイヌ研究が減少し、戦後
再び活発化することと、日本の植民地支配や敗戦との結びつきが指摘されている（坂野
2005など）。
６
この題目は北海道大学医学部解剖学第二講座（1954、7）による。
『解剖学雑誌』第29
巻第２号の記事では、「アイヌ大脳の形態学的研究 第２ 大脳半球側面」となってい
る。
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「頭蓋から観たアイヌの地方相」 伊藤昌一 （特別講演）
日本解剖学会第13回東北・北海道連合地方会（1967年11月、岩手大、
第43巻第２号）
「アイヌの歯牙の研究について」 松野正彦
またアイヌ脳や頭骨に関する他にも、同学会では北大解剖学教室関係者
によって、形質人類学的な研究が数多く発表された。
６−２−３

その他の学会

人類学会、解剖学会以外の機関誌にも、北大関係者の発表したアイヌ
頭骨に関する論文がいくつか見られる（松下・君1978より）。
『口腔病学会雑誌』
第11巻第４号（1937年４月）
森本賢市「樺太アイヌ頭蓋骨ニ於ケル虫歯」
第13巻第６号（1939年６月）
森本賢市「樺太「アイヌ」頭蓋骨ニ於ケル歯牙ノ研究」
『大日本耳鼻咽喉科会々報』
第41巻第12号（1935年12月）
猿渡二郎、浜

凱「アイヌ人頭蓋ニ於ケル外聴道増殖症骨増殖症

ニ就テ」
学会以外で一般向けの活動も行われた。一例をあげておく。
『科学知識』科学知識普及会
第17巻４号（1937年４号）
児玉作左衛門「頭蓋骨を毀つ―アイヌ屍体頭部の損傷問題―」
『科研資料』網走二中人文科学クラブ
第13号（1962年３月）
伊藤昌一「頭蓋骨よりみた北海道先住民」
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専門誌の創刊

６−３−１ 『北海道帝国大学医学部解剖学教室研究報告』
学会での報告や発表だけでなく、発掘と前後してアイヌ研究を中心に
した研究誌が創刊され、その誌上に墓地発掘にもとづく研究論文が多数
発表された。アイヌ頭骨の発掘が一つの研究の流れを作り出したことが
理解できる。
北大解剖学教室は、1936年11月から『北海道帝国大学医学部解剖学教
室研究報告』を刊行する。その第１号の巻頭は、児玉作左衛門の「八雲
遊楽部に於けるアイヌ墳墓遺跡の発掘に就て」だった。
確認できた範囲では、同誌は1949年10月の第14号まで刊行された。そ
のうち第３号と第４号、最後の第12号から第14号までを除けば、掲載論
文の大半は頭骨を中心とするアイヌ人骨の研究である。「解剖学教室」
の研究報告は、実質的に「アイヌ頭骨」の研究報告だった。ここからは、
当時の北大解剖学教室がアイヌ人骨の研究をその中心的題材として、組
織的な研究を行なっていたことが確認できる。掲載論文の大半、アイヌ
頭骨に関する論文に限ればすべてで、児玉作左衛門による指導が行なわ
れた。アイヌ頭骨の研究は同時に研究者養成のための恰好の題材でもあ
った。
頭骨以外も含めて同誌に掲載されたアイヌ人骨に関する論文をあげて
おく。児玉は自身の論文以外のすべての論文を指導したが、第７号の濱
の２論文では耳鼻咽喉科教室の教授が、また第９号の塩田の２論文では
解剖学教室の山崎春雄が指導に加わった。
第１号（1936年11月）
児玉作左衛門「八雲遊楽部に於けるアイヌ墳墓遺跡の発掘に就て」
渡辺左武郎「八雲アイヌ頭蓋骨の所謂第三後頭髁に就て」
榊原徳太郎「八雲アイヌ頭蓋骨の口蓋隆起に就て」
半澤信一「八雲アイヌ頭蓋骨の傍髁状突起に就て」
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伊藤昌一「八雲アイヌの埋葬法」
第２号（1936年12月）
野村愛介「北海道アイヌ頭蓋骨に於ける虫歯に就て」
伊藤昌一「八雲アイヌ頭蓋骨大臼歯の歯冠結節組列に就て」
野村愛介「アイヌ頭蓋骨下顎犬歯根の分岐例に就て」
野村愛介「千島アイヌの乳歯残存の一例」
第５号（1938年５月）
森本賢市「樺太アイヌ頭蓋骨に於ける虫歯」
寺沼政雄「アイヌ頭蓋骨の眼窠上縁に於ける孔並に切痕に就て」
寺沼政雄「アイヌ頭蓋骨下眼窠孔に就て」
寺沼政雄「アイヌ頭蓋骨の滑車棘に就て」
杉本是正「アイヌ頭蓋骨巨大歯の一例に就て」
第６号（1938年8月）
半澤信一「アイヌ頭蓋骨に於ける傍髁状突起の特殊例」
第７号（1939年４月）
濱

凱「アイヌ聴小骨の人類学的研究」

濱

凱「アイヌ鐙骨の形成に就て」

第８号（1939年10月）
森本賢市「千島アイヌ頭蓋骨に於ける歯牙の研究」
森本賢市「樺太アイヌ頭蓋骨に置ける歯牙の研究」
第９号（1941年４月）
塩田

勲「アイヌ手骨の人類学的研究」

塩田

勲「アイヌ人脊柱の計量に就て」

伊藤昌一「アイヌ頭蓋骨梨状口下縁の形態に就て」
伊藤昌一「アイヌ頭蓋骨に於ける前頭・側頭骨連接に就て」
寺沼政雄「北海道アイヌ前頭骨の人類学的研究」
第10号（1942年11月）
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杉本是正「アイヌ頭蓋骨の歯牙に於ける琺瑯真珠の研究」
伊藤昌一「北海道アイヌ頭蓋骨側頭鱗の大さ・形状及位置」
第11号（1943年10月）
松本亮正「アイヌ頭蓋骨に於ける外聴道骨瘤に就て」143-241
６−３−２ 『北大解剖研究報告』
『北海道帝国大学医学部解剖学教室研究報告』は1949年７月の第14号
をもって打ち切られた模様だが、戦後1955年になって解剖学教室から新
たに１論文１冊のシリーズとして『北大解剖研究報告』が刊行された。
そこにも戦前に収集されたアイヌ人骨を素材とした研究が数多く掲載さ
れている。発掘された人骨が解剖学教室の研究資料として保存され、長
いあいだ用いられていたことがわかる。また発行開始の時期は戦後の静
内の発掘が行なわれた時期と重なっており、新たに発掘された人骨を利
用した研究も、途中から現われるようになる。
児玉は戦後、アイヌの脳に関する研究も行ない、資料としてかなりの
数が解剖学教室に保存されていた。そのため同誌にはアイヌの脳に関す
る論文も多数見られる。以下、同誌に掲載された論文の中から、北大解
剖学教室のアイヌ頭骨および脳を用いた研究を、確認できた範囲で記し
ておく。ここでもまた、ほぼすべての論文で児玉による指導が行なわれ
た。なお、※印は北海道ウタリ協会に資料が保存されているもの7、著
者名後の＊印は児玉の指導が行なわれたものを表わす。
７

北海道ウタリ協会に保存されている資料は、1982年に北大医学部が人骨の保存状況を
発表した際、北大側から提供された資料である。したがって、保存人骨問題に関連する
ことを北大側が確認した論文と言える。実際には保存人骨を用いていない論文（たとえ
ば生体研究や文身に関するものなど）も含まれるが、ひとまずすべて記載した。
筆者が確認したかぎりでは、『北大解剖研究報告』は北大医学部図書館も解剖学第２
教室も現在すでに保管していない。北大図書館本館の北方資料室に保存されているもの
は、欠落が多く全体のほぼ半数にすぎない。その限られた資料の中にも、ウタリ協会資
料にないアイヌ人骨を扱った論文がいくつか存在した。したがって、ここにあげた他に
も関連した論文が存在する可能性はある。
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第12号（1955年10月）※
牧野一郎＊
「樺太アイヌ頭蓋の人類学的研究」
（伊藤昌一も指導）
第17号（1955年11月）※
遠藤清嗣＊「アイヌ橈骨の人類学的研究」
第19号（1955年12月）※
古畑求二、吉井辰生＊「日高三石アイヌの埋葬法」
第20号（1955年12月）※
上野久仁男、吉井辰生＊「日高アイヌの文身補遺」
第23号（1956年１月）※
吉井辰生＊「日高東部アイヌの生体計測について」
第39号（1956年６月）※
岩田千男「千島アイヌ頭蓋の型に関する研究」
（伊藤昌一の指導）
第45号（1956年12月）
千葉寿良＊「人の大脳半球内側面の静脈系統の研究」（市立札
幌病院阿部も指導、一部アイヌ脳を用いている）
第52号（1957年２月）※
鈴木

栄＊「北見アイヌ歯牙の人類学的研究」

第59号（1957年４）※
榊原

旦＊「アイヌ大腿骨の人類学的研究」

第61号（1957年４月）※
安部欣司＊「アイヌ脛骨の人類学的研究」
第66号（1957年７月）※
上田米三郎＊「日高アイヌ歯牙の人類学的研究」
第68号（1957年９月）※
岡本寿一＊「アイヌ小脳の静脈系統の研究」
第74号（1957年10月）※
友木
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第77号（1957年12月）
南部

忠＊「アイヌ大脳の頭頂間溝について」

第79号（1957年12月）※
中村正信＊「アイヌ上腕骨の人類学的研究」
第82号（1958年２号）※
松野正彦、加藤三郎＊「静内アイヌ頭蓋における前頭・側頭骨
連接について」
第83号（1958年２号）※
小林覚一＊「森アイヌ歯牙の人類学的研究」
第86号（1958年４号）※
畠中規為馳＊「アイヌ脳におけるジルヴィウス氏窩について」
第90号（1958年６号）※
山田

效＊「アイヌ大脳中心後溝の形態と他の脳溝に対する関係」

第98号（1958年６月）※
松野正彦、池田

実＊「アイヌ脳における Torus postorbitalis

について」
第99号（1958年７月）※
京極

宏＊「森アイヌ頭蓋の人類学的研究」

第101号（1958年９月）※
松野正彦、岸本総一郎＊「静内アイヌ頭蓋における翼上骨につ
いて」
第102号（1958年９月）※
前田秀夫＊「アイヌ尺骨の人類学的研究」
第103号（1958年９月）※
坂田敏太郎＊「アイヌ寛骨の形態学的研究」
第112号（1958年12月）※
中根文雄、吉田鉄夫＊「静内アイヌ頭蓋における眼窩下孔につ
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いて」
第113号（1958年11月）※
松野正彦、田川弘子＊「十勝アイヌの文身の研究」
第114号（1958年12月）※
沖

幸一＊「アイヌ大脳の眼窩溝群の形態学的研究」

第121号（1959年１月）※
田川弘子＊「十勝アイヌ生体の歯牙における人類学的研究」
第122号（1959年１月）※
田川弘子＊「十勝アイヌ頭蓋における所謂歯槽膿漏について」
第123号（1959年２月）※
田川弘子＊「十勝（浦幌）アイヌ歯牙の人類学的研究」
第125号（1959年２月）※
古畑日登見＊「アイヌ脳外側大脳裂の形態学的研究」
第126号（？）※
富川盛道＊「アイヌ民族の自殺について」
第127号（1959）
富川盛道＊「アイヌの殺人犯罪について」
第129号（1959年３月）
松野正彦＊
「アイヌ脳と日本人脳の中心溝附近領域の比較研究」
第148号（1959年12月）※
笠茂鳩比古＊「アイヌ脳における下側頭溝の形態学的研究」
第149号（1959年12月）※
伊藤正彦＊「静内アイヌ頭蓋における歯牙発育異常の研究」
第157号（1960年２月）※
斉藤庚八＊「静内アイヌ頭蓋における歯牙の硬組織変化」
第158号（1960年２月）
松野正彦「アイヌ脳側副溝の形態学的研究」
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第162号（1960年12月）
松野正彦、
加藤三郎、
加藤和雄「静内アイヌの頭蓋容積について」
６−３−３ 『北方文化研究報告』
1937年、それまで学内の各研究室が独立に行なっていた北方文化研究
を綜合する目的で、上原轍三郎を主任として北海道帝国大学に北方文化
研究室が開設された。児玉作左衛門は犬飼哲夫とともに、その中心的メ
ンバーだった。1939年３月には同研究室から『北方文化研究報告』が創
刊されたが、第１号の巻頭は解剖学教室の『報告』と同様にここでもま
た児玉作左衛門の論文（
「アイヌ頭蓋骨に於ける人為的損傷の研究」）だ
った。同誌は1942年の第６号で一次休刊状態になるが、戦後1952年に復
活し、1965年の第20号まで刊行された。
掲載された論文は、特に戦前の６号までは、大半がアイヌに関するも
のであり、先に触れたように、児玉もアイヌの文身の研究や歴史的資料
の文献学的研究を数多く寄稿している。だが、アイヌ人骨に関する研究
は少なく、論文題目から判断する限りでは第１号の児玉の論文だけであ
る。児玉以外の主な寄稿者としては、犬飼哲夫、高倉新一郎、名取武光
などのほか、知里真志保の名も見られ、解剖学教室の報告が同教室の関
係者に限られていたのに対して、
『北方文化研究報告』は医学部以外も
含めた北大の北方研究全体を包括するものだった言える。したがって、
ともにアイヌに関する研究を数多く掲載してはいたものの、おもに頭骨
を含む形質（自然）人類学研究は前者に、歴史的、民族学的ないし文化
人類学的研究は後者に掲載されていた。
６−３−４ 『北方文化研究』
戦後になって北海道大学文学部にユーラシア文化研究室が設置され
（1964年）、『ユーラシア文化研究』第１号が刊行された（1965年）。その
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後同学部には北方文化研究施設（考古学部門）が設置され、『北方文化
研究報告』と『ユーラシア文化研究』を併合する形で、『北方文化研究』
が刊行された（阿部1967）
。そのため同誌には第１号がなく、第２号か
らスタートしている。
解剖学教室のアイヌ頭骨を用いた研究として、伊藤昌一の地方的差異
を扱った論文や、児玉作左衛門と児玉譲次の共著によるアイヌ頭骨の「人
為的」損傷に関する英文の論文など、いくつかのアイヌ頭骨に関する論
文が掲載されている。
第２号（1967年３月）
伊藤昌一「アイヌ頭蓋の地方的差異−計測所見」
Sakuzaemon Kodama and George Kodama, "Studies on Artiﬁcial
Injuries in Shizunai Ainu",
第７号（1974年３月）
大場利夫「日高アイヌ頭蓋の人類学的研究」
第８号（1975年３月）
大場利夫「アイヌの大後頭孔の大きさ（面積）」
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＊貴重な保存資料を閲覧させてくださった北海道ウタリ協会にお礼申し
上げます。
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ＪＩＴ生産方式における
バックフラッシュ原価計算の考察
A Study on Backﬂush Costing with a JIT Production System

川

島

和

浩

KAWASHIMA Kazuhiro
キーワード：ＪＩＴ生産方式、バックフラッシュ原価計算、無在庫生産、
ムダの排除、簡素化された原価計算システム

論文要旨
本稿では、ＪＩＴ生産方式における会計的特徴を概観し、生産・在庫管理に有用
な原価計算システムを考察の対象としている。具体的には、無在庫生産を究極の目
標として仕掛品勘定を設定せずに各種の取引を記録・計算するバックフラッシュ原
価計算における意義と目的を考察し、その勘定構造を明らかにしている。そして、
バックフラッシュ原価計算がＪＩＴ生産方式に適合する原価計算システムであり、
当期に発生した製造費用をすべて売上原価勘定に借方記入しておき、会計期末に繰
り越された在庫品に対応する製造費用を当該売上原価勘定から差し戻す原価計算シ
ステムであることを明らかにし、伝統的な全部原価計算システムよりも簡素化され
た会計システムであることに注目している。
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Ⅰ．はじめに
周知のように、管理会計は、経営上の意思決定を支援するものである。
したがって、経営管理技法が変化する場合、そこで提供される情報ニー
ズも変化するため、必然的に、管理会計においては、会計システムの代
替案が議論されなければならない。
ホーングレン（Charles T. Horngren）
、サンデム（Gary L. Sundem）
およびストラトン（William O. Stratton）は、今日の管理会計の変化が、
主として、次のような４つの諸要因によって引き起こされていることを
指摘している（1）。すなわち、①経済活動が製造業中心からサービス業中
心に転換していること、②グローバル競争が激化していること、③技術
が進歩していること、④ビジネス・プロセス（business process）が変
化していること、である。
近年においては、技術革新に伴って、企業における経営管理技法の変
化が促進され、ビジネス・プロセスの変化が引き起こされている。この
事例としては、アメリカなどにおいて、製造工場の効率性を高める手法
として導入されているジャスト・イン・タイム（just-in-time：ＪＩＴ）
の経営哲学の採用が挙げられる。
ＪＩＴは、必要なときに原材料や部品を購入し、顧客に引き渡すとき

（155）

川島和浩

ＪＩＴ生産方式におけるバックフラッシュ原価計算の考察

に製品を完成させることによって、棚卸資産を最小化する在庫システム
（inventory system）として普及している。ＪＩＴは、トヨタ生産方式
とも呼ばれているように、わが国企業のトヨタ自動車特有の経営哲学を
基礎にしているが、現在では、アメリカの多くの大企業によって採用さ
れていると同時に、多くの小企業でもＪＩＴの導入に注目している状況
にある（2）。
Ｊ Ｉ Ｔ の 経 営 哲 学 の 本 質 は、 ム ダ を 排 除 す る こ と（to eliminate
waste）にある。そのため、経営管理者にとっては、①製品が生産工程
に滞留する時間を減らすこと、②製品が価値を付加しない活動（検査や
待ち時間）に滞留する時間を排除すること、が努力目標とされている。
この場合、製品の工程時間（process time）を減らすことは、企業にと
って、生産工程の再設計化、簡素化、自動化によって可能となる。この
ため、企業は、効率的に製造できる製品を設計するコンピュータ支援設
計（computer-aided design：ＣＡＤ）の利用を、また、生産設備を指示・
統制するコンピュータ支援製造（computer-aided manufacturing：ＣＡ
Ｍ）の利用を図っている。さらには、
コンピュータ統合製造（computerintegrated manufacturing：ＣＩＭ）システムによって、ＣＡＤ、ＣＡＭ、
ロボット、およびコンピュータ制御機械（computer-controlled machine）
の利用を図っている。したがって、完全なＣＩＭシステムを導入してい
る企業においては、従業員がほとんど雇われていない代わりに、かつて
組立工によって遂行されていた日常作業を行うために必要なロボットや
コンピュータ制御機械の導入が図られている（3）。
本稿では、ＪＩＴ生産方式における会計的特徴を概観し、生産・在庫
管理に有用な原価計算システムを考察の対象としている。具体的には、
無在庫生産を究極の目標として仕掛品勘定を設定せずに各種の取引を記
録・計算するバックフラッシュ原価計算（backﬂush costing）における
意義と目的を考察し、その勘定構造を明らかにしている。
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以下では、バックフラッシュ原価計算がＪＩＴ生産方式に適合する原
価計算システムであり、当期に発生した製造費用をすべて売上原価勘定
に借方記入しておき、会計期末に繰り越された在庫品に対応する製造費
用を当該売上原価勘定から差し戻す原価計算システムであることを明ら
かにし、伝統的な全部原価計算システムよりも簡素化された会計システ
ムであることに注目している。

Ⅱ．ＪＩＴ生産方式における会計的特徴
１．トヨタ生産方式の特徴
わが国企業のみならず世界を代表する超優良企業のトヨタ自動車で考
案され、無在庫生産の管理技法として製造現場に浸透したトヨタ生産方
式の経営哲学は、1980年代初頭から世界的に普及している。アメリカで
は、ＪＩＴ生産方式あるいはリーン（lean；贅肉をなくす）生産方式と
呼ばれ、多くの企業の支持を得ている。
このトヨタ生産方式の特徴は、製造原価を極限まで低減させることを
目的として、必要なものを必要なときに必要な量だけ生産する手法の「ジ
ャスト・イン・タイム」と、生産工程で不具合が発生した際に、即座に、
ラインを停止して原因を突き止める手法、つまり不良品の発生を極力抑
える手法の「自働化（ニンベンのついた自動化）」という２つの管理手
法の併存にある。
従来の伝統的な生産方式である「プッシュ（押し出し）方式」では、
生産効率が重視され、多くの在庫が生み出される傾向にある。これに対
して、市場の需要量に応じて生産量が弾力的に決定される「プル（引っ
張り）方式」を適用するＪＩＴ生産方式では、過剰な在庫や過剰な人員
などのムダが排除されることによってコストの低減が図られる。
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通常、ムダな在庫を削減するためには、売れるものを売れる量だけつ
くることが重要となる。そのため、トヨタでは、月次の生産計画は中央
によって立案され、全工程や協力メーカーに伝達されるが、日々の各工
程への実際の生産指示は、最終組み立てラインを出発点として、順次、
後工程が前工程から必要なものを必要なときに必要な量だけ「かんばん
方式（kanban system）
」を通じて引き取るというプル方式が徹底され
ている。さらには、ムダな人員の削減やムダな設備の削減が弾力的なラ
インの編成替えや弾力的な設備の利用によって達成されている（4）。
とはいえ、トヨタ生産方式における経営哲学の実践については、生産
の合理化に対する日々の異常なまでの努力なしには採用できないこと
が、次のように指摘されている（5）。すなわち、この方法を採用するた
めには、製造および販売の各部門活動が、精緻なスケジュールで完全に
結ばれる必要がある。そのためには、元来、見込み生産であった自動車
の製造を、コンピュータで営業所と工場とを結ぶことにより受注生産化
させ、同一ラインで異なる車種を少量生産できるシングル段取りの方法
を開発し、ＴＰＭ（total productive maintenance ; 全員参加の生産保全）
活動により、工場現場の各小集団が機械のチョコ停を徹底的に退治し、
設備効率を最大限に発揮させ、工程と工程とを自動搬送装置で結び、い
わゆる１個流し生産、すなわち、原材料を工程に投入したら、スムーズ
に工程から工程に流し、仕損じゼロで最終完成品になる生産、を実現さ
せるように徹底的な経営合理化が行われなければならない。
２．ＪＩＴ生産方式に伴う原価計算システムの展開
今日の経営環境の劇的な変化に伴って、会計システムの見直しが議論
されている。例えば、標準原価計算については、科学的管理法（scientiﬁc
management）の１つの成果として、1930年代以降、製造業における現
場作業員の能率向上に大きな役割を果たしてきたものの、最近の産業ロ
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ボットの導入と品質への関心の高まりが原価管理手段としての標準原価
計算の意義を大きく低下させている（6）。
1970年代以降、ＦＡ（factory automation）化やＣＩＭ化に伴う製造
環境の変化が直接労務費の減少と同時に製造間接費の増大をもたらした
ことによって、直接労務費を主たる管理対象とする標準原価計算の意義
が相対的に低下してきたことにその原因がある（7）。
標準原価管理は、非効率な活動を排除することで原価維持を図るもの
の、現代企業を取り巻くグローバル競争の激化によって、原価を維持す
るだけでなく、さらなる原価改善の要請を促している。このため、生産
現場では、ＪＩＴ生産方式の経営哲学が実践され、さらには、製品の企
画・開発段階での原価低減活動としての原価企画へと原価管理の重点が
移行しつつある（8）。
一般に、原価計算システムは、その基礎にある生産形態に合わせて設
計されるものである。したがって、生産形態の大きな変革の１つとして
注目されているＪＩＴ生産方式における原価計算システムは、伝統的な
原価計算システムとは異なるものであるといえる。
ＪＩＴ生産方式に伴う原価計算システムの展開として、ＪＩＴ生産の
理想的状況にある企業では、常に「生産量＝販売量」が達成され、「総
製造原価＝売上原価」という計算構造が成立していると考えられる。そ
のため、生産工程において、仕掛品勘定や製品勘定は不要となる。また、
購入素材や購入部品の在庫がない場合には、
「材料購入量＝材料消費量」
となることから、材料勘定も不要となる。さらに、ＪＩＴ生産方式を採
用している企業においては、製造現場で機械化が導入されている事例が
多いことから、直接労務費の製造原価全体に占める割合が相対的に低い
傾向にある。このような環境の変化においては、直接労務費という単独
の勘定分類を採用するのではなく、
製造間接費をそれに加えて「加工費」
という集合勘定を採用し、一括して売上原価勘定に含めて処理すること
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が可能となる（9）。
以下では、ＪＩＴ生産方式において適合するバックフラッシュ原価計
算の特徴について考察してみる。

Ⅲ．バックフラッシュ原価計算の特徴
１．バックフラッシュ原価計算の概要
ホーングレン等は、ＪＩＴ生産方式を採用する企業において、生産が
完了したときにのみコストを製品に割り当てる会計システムであるバッ
クフラッシュ原価計算を導入することは当然の成り行きとして、次のよ
うに説明している（10）。すなわち、原材料、仕掛品、各工程（部門）の
在庫や製品の在庫など、さまざまな段階の在庫にコストを跡付けること
は今日の会計システムを複雑にしている。企業にとって、もし在庫が存
在しなければ、すべてのコストをそのまま売上原価に直課できるため、
今まで以上に会計システムを簡素化することができる。事実、ＪＩＴ生
産方式を採用する組織体では、一般に、在庫が極めて少ないかあるいは
ほとんど在庫が存在していない。したがって、さまざまな種類の異なる
在庫にコストを跡付ける伝統的な会計システムは、ＪＩＴ生産方式を採
用している企業にとっては、不適切なものとなるかあるいは役に立たな
いものとなる。
このバックフラッシュ原価計算における記帳では、直接材料費と加工
費という２種類のコストのみを利用し、仕掛品勘定を使用しないことに
そのユニークな特徴がある。会計担当者は、実際材料費を材料勘定に記
帳し、実際労務費と実際製造間接費を加工費勘定に記帳し、その後、コ
ストをこれら２つの諸勘定から製品勘定に振り替える。このように、バ
ックフラッシュ原価計算システムでは、もし企業が製品を在庫として保
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有することなく、製品の完成後に直ちに出荷する場合には、製品勘定さ
えも利用することなく、コストをすぐに売上原価勘定に振り替えること
になる。バックフラッシュ原価計算システムでは、加工費の配賦直後に
生産が完了することを仮定しているため、加工費勘定の残高が常にゼロ
に近づくようになる。したがって、コストは、最初に記録されてから、
そのほとんどが直接振り替えられることとなる（11）。
２．バックフラッシュ原価計算の意義と目的
ＪＩＴ生産方式を採用する企業においては、前述のように、必要なも
のを必要なときに必要な量だけ生産するようになると、期末在庫品（期
末材料、期末仕掛品、期末製品）がゼロになるか著しく減少する。例え
ば、自動車の生産では、営業所から顧客の注文を受けると、その営業所
のコンピュータ端末から工場へオンラインで注文が送られ、受注生産が
行われる。その結果、生産管理手法は、見込生産にみられる大量の製品
在庫を抱えるような状況ではなくなる。したがって、もし期末在庫品が
ゼロであれば、当期に発生した製造費用はすべて売上原価勘定へ借方記
入できることとなる。しかしながら、一般には、期末在庫品が少しくら
いは残るかもしれない。この課題に応えるために新たに工夫された原価
計算システムが、バックフラッシュ原価計算であるといわれている（12）。
したがって、この場合のバックフラッシュ原価計算の定義を示すなら
ば、それは、「ジャストインタイム生産方式を採用する企業が、原価計
算に要する手数と経費を節約するために工夫した原価計算であって、当
期に発生した製造費用はすべて売上原価勘定に借方記入しておき、期末
になって残った在庫品へ、製品単位当たり標準原価または予算原価を利
用し、売上原価勘定からその製造費用をバックフラッシュ（逆流）させ
（13）
る、あるいは差し戻す原価計算方式」
となる。

すなわち、伝統的な全部原価計算方式では、経済的資源の消費とその
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価値移転過程が跡付けされるのに対して、バックフラッシュ原価計算で
は、当期の製造費用を全額、売上原価勘定へ直課し、期末時点で期末在
庫品の合計金額を売上原価勘定から、材料勘定、仕掛品勘定、製品勘定
へ、それぞれ差し戻すこととなる（14）。
ところで、ホーングレン（Charles T. Horngren）、フォスター（George
Faster）およびデエイター（Srikant M. Datar）は、バックフラッシュ
原価計算という会計用語に対して、① delayed costing、② endpoint
costing、③ post-deduct costing、という３つの類例を示している（15）。
上記のように、バックフラッシュ原価計算の本質を、売上原価勘定か
らの逆流計算であると解釈する以外にも、その勘定構造の特殊性から、
その本質を、記帳時点を延期する原価計算（delayed costing）であると
解釈する見解も成り立つこととなる。言い換えれば、それは、製造費用
の記帳時点を製品の販売時点まで延期した原価計算ということになる（16）。
以上のように、ＪＩＴ生産方式を導入する企業においてバックフラッ
シュ原価計算の適用は、期末在庫品が少ないかあるいはほとんど持たな
い場合に、その効果が期待されている。この場合、伝統的な全部原価計
算システムよりもかなり簡素化された記帳方法になるといえる。

Ⅳ．バックフラッシュ原価計算の勘定構造
ホーングレン、デエイターおよびフォスターは、バックフラッシュ原
価計算を、伝統的な標準原価計算システムの代替的なアプローチとして
例示しており、「バックフラッシュ原価計算は、１つの原価計算システ
ムであり、それは、直接材料の購入から製品の販売までの循環にわたる
勘定記入の記録のいくつかあるいはそのすべてを省略するものであ
る」（17）と説明している。
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ＪＩＴ生産方式を導入する企業において、バックフラッシュ原価計算
を適用する場合には、前述のように、期末在庫品が少ないかあるいはほ
とんどないことが重要である。したがって、一般に、企業の購買・生産・
販売活動において、継続的に最小限の在庫のみを保有するためには、セ
ル製造、欠損品の減少、製造リードタイムの短縮、材料のタイムリーな
供給体制を組織化することにある。無在庫生産の管理を目標とする会計
システムでは、会計期間中の製造原価のすべてが売上原価に直課される
ため、原価配分に関する会計選択（例えば、平均法や先入先出法）や原
価計算の形態（例えば、全部原価計算や変動原価計算）はそれほど重要
ではなくなる（18）。
ここでは、ホーングレン等による記帳方法の事例（19）を手掛かりとして、
バックフラッシュ原価計算における勘定構造を考察する。
１．バックフラッシュ原価計算における取引要件の例示
伝統的な標準原価計算システムでは、通常、その後に続く跡付け、す
なわち、同期化（synchronous tracking）を利用して勘定記入が行われ
る。この場合、コストは、直接材料の購入時点から完成した製品の販売
時点までの循環のなかで４つの段階（stage）にわたって追跡される。
ホーングレン等は、この原価計算システムに対して、次の図表１のよ
うに、Ａ段階、Ｂ段階、Ｃ段階、Ｄ段階に照応する４つのトリガーポイ
ント（trigger point；記帳時点）を設定している。ここでは、次の図表
２のように、バックフラッシュ原価計算を考察する事例として３つの類
例が示されており、勘定記入における記帳時点の数とその勘定の場所が
示されている（20）。
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図表１

コストの追跡段階

Ａ段階

Ｂ段階

Ｃ段階

Ｄ段階

直接材料の

仕掛品の

製品の完成

製品の販売

購入時点

生産時点

時点

時点

（出典）Horngren, et al., Cost Accounting,11th ed., 2003, p.700.

図表２
類型

事例 1

事例 2

事例 3

勘定記入における記帳時点の数とその場所

仕 訳：記 帳 時 点 の 数

3

2

2

勘定記入の場所
Ａ段階

直接材料の購入時点

Ｃ段階

製品の完成時点

Ｄ段階

製品の販売時点

Ａ段階

直接材料の購入時点

Ｄ段階

製品の販売時点

Ｃ段階

製品の完成時点

Ｄ段階

製品の販売時点

（注）ＪＩＴ生産方式では仕掛品勘定が考慮されないためＢ段階はない。
（出典）Horngren, et al., Cost Accounting,11th ed., 2003, p.701.

上記の３つの事例の類型を理解するための設例データは、次のとおり
である。
【設例】
①

シリコンバレーコンピュータ（ＳＶＣ）に関する生産・販売データ。

②

直接材料の期首在庫はない。

③

仕掛品の期首・期末の在庫はゼロである。

④

製造原価を直接材料費と加工費で記帳する。

⑤

直接材料費の標準原価は19ドル、加工費の標準原価は12ドル。

⑥

当月に直接材料を1,950,000ドルで購入する。

⑦

本設例に際して、直接材料費の差異はないものと仮定する。
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⑧

当月に発生した加工費は1,260,000ドルである。

⑨

当月に100,000個の良品のキーボードを生産した。

⑩

当月に99,000個の良品のキーボードを販売した。

⑪

加工費配賦差異は当月末時点で売上原価に振り替える。

2006年３月

２．事例１の記帳時点とその勘定構造
ここでは、直接材料の購入時点（Ａ段階）
、製品の完成時点（Ｃ段階）、
および製品の販売時点（Ｄ段階）における３つの記帳時点が考察されて
いる（21）。
この場合、１つ目の記帳時点は、直接材料の購入時点でなされ、コス
トが在庫品勘定に直課される。なお、実際の加工費は、バックフラッシ
ュ原価計算のもとで発生するものとして記録される。次いで、２つ目の
記帳時点は、製品の完成時点であり、コストが在庫品勘定から製品勘定
に振り替えられるとともに、配賦加工費勘定から製品勘定に振り替えら
れる。最後の３つ目の記帳時点は、製品の販売時点であり、コストが製
品勘定から売上原価勘定に振り替えられる。
ＳＶＣは、この時点で、バックフラッシュ原価計算を利用して、コス
トを売上原価勘定と在庫品勘定に配賦するために、以下の手続きを行う。
（1）当期中に購入した直接材料の仕訳ａ
（借方）在庫品

1,950,000

（貸方）買掛金

1,950,000

（2）当期中に発生した加工費の仕訳ｂ
（借方）加工費

1,260,000

（貸方）諸勘定（例えば、賃金勘定）1,260,000
（3）当期中に製造された完成品数量の決定
100,000個の良品が当月中に製造された。
（4）製品単位当たり標準原価の計算
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標準原価は製品単位当たり31ドル
（標準直接材料費19ドル＋標準加工費12ドル）。
（5）当期中に完成した良品の製品原価の仕訳ｃ
100,000個×（19ドル＋12ドル）＝3,100,000ドル。
（借方）製品

3,100,000

（貸方）在

庫

品

1,900,000

配賦加工費

1,200,000

（6）当期中の売上原価に対応する標準原価の仕訳ｄ
当月中に販売された99,000個の標準原価は、
99,000個×製品単位当たり31ドル＝3,069,000ドル。
（借方）売上原価

3,069,000

（貸方）製品

3,069,000

（7）加工費配賦差異の仕訳ｅ
（借方）配賦加工費

1,200,000

売上原価

60,000

（貸方）加工費

1,260,000

（注）当月末時点での在庫品残高（balance）
①在庫品（1,950,000ドル−1,900,000ドル）‥‥50,000ドル
②製品（1,000個×31ドル）

‥‥‥31,000ドル
合計

81,000ドル

なお、上記の（7）では、実際の加工費配賦差異の会計処理が行われ
ている。バックフラッシュ原価計算を利用する企業にとっては、典型的
に在庫品が少ないことにその特徴があるため、期末仕掛品に伴う加工費
の進捗度を考慮することなく、加工費における実際原価と標準原価との
配賦差異の金額を、会計期末に売上原価に振り替えることができる。
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図表３は、事例１における３つの記帳時点の勘定記入とその勘定連絡
図を示している。
図表３
取

事例１における勘定記入とその勘定連絡図

引

借方科目

金

額

貸方科目

金

額

仕訳ａ：直接材料の購入時*

在庫品

1,950,000

買掛金

1,950,000

仕訳ｂ：加工費の発生

加工費

1,260,000

諸勘定

1,260,000

製品

3,100,000

在庫品

1,900,000

配賦加工費

1,200,000

仕訳ｃ：製品の完成時*
仕訳ｄ：製品の販売時*
仕訳ｅ：加工費配賦差異の処理

売上原価

3,069,000

製品

3,069,000

配賦加工費

1,200,000

加工費

1,260,000

60,000

売上原価

（注）1．*印は、この事例における記帳時点を示しており、ここでは、①直接材料の購入時、②
製品の完成時、③製品の販売時の 3 つが該当する。
2．加工費配賦差異の処理に際しては、その金額が少額であるため、内部管理上、売上原価
勘定へ直課している。

在庫品

直

接

(a)1,950,000

材料費

残高：50,000

(c)1,900,000

製品
(c)3,100,000

(d)3,069,000

売上原価
(d)3,069,000

残高：31,000

配賦加工費
(e)1,200,000

(c)1,200,000
(e)

加工費

加工費
(b)1,260,000

60,000
3,129,000

(e)1,260,000

（出典）Horngren, et al., Cost Accounting,11th ed., 2003, pp.704-705.

３．事例２の記帳時点とその勘定構造
事例２では、直接材料の購入時点（Ａ段階）と製品の販売時点（Ｄ段
階）における２つの記帳時点が考察されている（22）。
この場合、１つ目の記帳時点は、前述の事例１と同様に、直接材料の
購入時点でなされ、コストが在庫品勘定に直課される。これに対して、
２つ目の記帳時点は、事例１とは異なり、製品の販売時点であり、コス
トが在庫勘定と配賦加工費勘定から売上原価勘定に振り替えられる。
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ＳＶＣは、この時点で、バックフラッシュ原価計算を利用して、コス
トを売上原価勘定と在庫品勘定に割り当てることになるが、ここでのバ
ックフラッシュ原価計算は事例１と比較するとかなり異なるものとして
示される。
なお、この原価計算システムを利用する妥当性として、次の２つの論
点が指摘されている（23）。すなわち、
①

在庫品を生産しようとする経営管理者のインセンティブを取り払

う効果がある。もし製品在庫に加工費が含まれるならば、経営管理
者は、販売量よりも多くの生産量を製造することによって営業利益
（operating income）のかさ上げを狙うであろう。また、２つ目の
記帳時点を、製品の完成時点ではなく製品の販売時点に置くことに
よって、加工費を在庫コストではなく売上原価として記録すること
で、在庫品を生産しようとする経営管理者のインセンティブをそぎ
落とす効果がある。
②

経営管理者の焦点を製品の販売量に置かせる効果がある。

図表４は、事例２における２つの記帳時点の勘定記入とその勘定連絡
図を示している。
この場合、事例１と同様に、当期中に購入した直接材料の仕訳ａと、
当期中に発生した加工費の仕訳ｂが記録される。しかしながら、２つ目
の記帳時点が製品の完成時点ではなく製品の販売時点であることから、
事例１とは異なり、製品の完成時点の仕訳ｃは行われない。
したがって、その後に続く製品の販売時点において、直接材料費と加
工費の標準原価が見積もられ、次のように、このコストが在庫品勘定と
配賦加工費勘定から売上原価勘定に振り替えられる。
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事例２における勘定記入とその勘定連絡図

引

借方科目

金

額

貸方科目

金

額

仕訳ａ：直接材料の購入時*

在庫品

1,950,000

買掛金

1,950,000

仕訳ｂ：加工費の発生

加工費

1,260,000

諸勘定

1,260,000

仕訳ｃ：製品の完成時

仕訳なし
売上原価

仕訳ｄ：製品の販売時*
仕訳ｅ：加工費配賦差異の処理

3,069,000

配賦加工費

1,188,000

売上原価

在庫品

1,881,000

配賦加工費

1,188,000

加工費

1,260,000

72,000

（注）1．*印は、この事例における記帳時点を示しており、ここでは、①直接材料の購入時と②
製品の販売時の 2 つが該当する。
2．加工費配賦差異の処理に際しては、その金額が少額であるため、内部管理上、売上原価
勘定へ直課している。

在庫品

直

接

(a)1,950,000

材料費

残高：69,000

売上原価

(d)1,881,000

(d)3,069,000

配賦加工費
(e)1,188,000

(d)1,188,000
(e)

加工費

加工費
(b)1,260,000

72,000
3,141,000

(e)1,260,000

.
（出典）Horngren, et al., Cost Accounting,11th ed. , 2003, pp.704-705.

（Ａ）当期中の売上原価に対応する標準原価の仕訳ｄ
当月中に販売された99,000個の標準原価は、
99,000個×直接材料費19ドル＝1,881,000ドル。
99,000個×配賦加工費12ドル＝1,188,000ドル。
（借方）売上原価

3,069,000

（貸方）在

庫

品

1,881,000

配賦加工費

1,188,000

（Ｂ）加工費配賦差異の仕訳ｅ
（借方）配賦加工費

1,188,000

売上原価

72,000

（貸方）加工費

1,260,000
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上記において、事例１とは異なって、配賦加工費勘定から売上原価勘
定に振り替えられる金額の差額は、当月中に生産された100,000個と販
売された99,000個との数量差異1,000個に含まれている加工費の標準原価
12,000ドル（1,000個×12ドル）に原因がある。すなわち、事例２におけ
るバックフラッシュ原価計算は、加工費を資産化しない手法、言い換え
れば、加工費を製品に割り当てない手法であり、製品の販売量を超過し
た生産量に相当する加工費が売上原価勘定に振り替えられるため、営業
利益が減少する効果をもたらすといえる。経営管理者は、この原価計算
システムによって、需要量を重視した生産管理を意識することが期待さ
れる。
以上の一連の手続きに際して、当月末時点での在庫品残高（balance）
は、69,000ドル（1,950,000ドル−1,881,000ドル）となる。すなわち、①
直接材料の未使用分50,000ドル（1,950,000ドル−1,900,000ドル）と、②
製品19,000ドル（1,000個×19ドル）の合計額である。
４．事例３の記帳時点とその勘定構造
事例３では、製品の完成時点（Ｃ段階）と製品の販売時点（Ｄ段階）
における２つの記帳時点が考察されている（24）。
この事例は、基本的に、事例１とほぼ同様の手続きが行われるが、事
例１や事例２と比較すると、最初の記帳時点が製品の完成時点であるこ
とから、直接材料の購入時点での仕訳が行われないところが相違する。
したがって、結果的には、直接材料の記帳時点が製品の完成時点まで延
期された（delayed）ことを意味している。前述した記帳時点を延期す
る原価計算としてのバックフラッシュ原価計算の一形態がこれである。
したがって、このバックフラッシュ原価計算は、直接材料や仕掛品の在
庫を最小化するＪＩＴ生産システムにおいて適合することが指摘されて
いる（25）。

（170）

苫小牧駒澤大学紀要

第15号

2006年３月

図表５は、事例３における２つの記帳時点の勘定記入とその勘定連絡
図を示している。
図表５
取

事例３における勘定記入とその勘定連絡図

引

借方科目

金

仕訳ａ：直接材料の購入時

額

貸方科目

金

額

仕訳なし

仕訳ｂ：加工費の発生
仕訳ｃ：製品の完成時*
仕訳ｄ：製品の販売時*
仕訳ｅ：加工費配賦差異の処理

加工費

1,260,000

諸勘定

製品

3,100,000

買掛金

1,260,000
1,900,000

配賦加工費

1,200,000

売上原価

3,069,000

製品

3,069,000

配賦加工費

1,200,000

加工費

1,260,000

60,000

売上原価

（注）1．*印は、この事例における記帳時点を示しており、ここでは、①製品の完成時と②製品
の販売時の 2 つが該当する。
2．加工費配賦差異の処理に際しては、その金額が少額であるため、内部管理上、売上原価
勘定へ直課している。
製品

直

接

(c)3,100,000

材料費

残高：31,000

(d)3,069,000

売上原価
(d)3,069,000

配賦加工費
(e)1,200,000

(c)1,200,000
(e)

加工費

加工費
(b)1,260,000

60,000
3,129,000

(e)1,260,000

（出典）Horngren, et al., Cost Accounting,11th ed., 2003, pp.704-705.

５．伝統的な全部原価計算とバックフラッシュ原価計算との比較
ホーングレン等における前述の事例３を通じたバックフラッシュ原価
計算の機能を拡張して、記帳時点を製品の販売時点のみとするならば、
ＪＩＴ生産方式において直接材料、仕掛品および製品の在庫を最小限に
維持する原価計算システムとして、バックフラッシュ原価計算の果たす
役割を高めることが指摘されている（26）。
そこで、ここでは、ホーングレン等による事例１から事例３にわたっ
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て使用されてきた設例データを一部修正して、伝統的な全部原価計算シ
ステムとバックフラッシュ原価計算システムとの比較を試みることにす
る。ここでは、バックフラッシュ原価計算において、記帳時点が製品の
販売時点のみとする事例４を設定している。
図表６では、伝統的な全部原価計算システムによって記帳が行われて
おり、生産・販売過程において、材料勘定と製品勘定に期末繰越残高が
計上されている。なお、加工費配賦差異は、内部管理上、売上原価勘定
に直課している。
図表６

事例４における勘定記入とその勘定連絡図
−伝統的な全部原価計算方式の場合−

図表７では、バックフラッシュ原価計算システムによって、製品の販
売時のみで記帳が行われることを仮定している。この場合、売上原価勘
定において、材料の購入金額と加工費の発生額が直課された後で、製品
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の販売量にもとづく標準原価によってその差額が算定される。この時点
で、期末に繰り越された在庫品にかかる製造費用を、当該売上原価勘定
から差し戻す計算を行う。その結果、材料勘定と製品勘定の期末繰越残
高が逆算されることとなる。
図表７ 事例４における勘定記入とその勘定連絡図
−バックフラッシュ原価計算方式の場合−

なお、内部管理上、物量データとして、たとえば、材料の購入→消費
→仕掛品→製品→売上原価という流れを把握することが好ましいが、外
部報告目的の観点からは、材料の購入→売上原価という流れの把握であ
っても差し支えないことが指摘されている（27）。
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Ⅴ．おわりに
ＪＩＴ生産方式の本質は、前述のように、
「ムダを排除すること」に
焦点が置かれている。そのため、ＪＩＴ生産方式を採用する製造企業の
経営管理者においては、仕掛品や製品の在庫をゼロにすることが究極の
目標と位置づけられる。
一般に、在庫管理（inventory management）の観点からは、購買部
門における原材料の購入数量の決定、製造部門における生産数量の決定
および仕掛品数量の安定化、販売部門における販売の適正な計画および
統制に際して、在庫が重要な管理対象と位置づけられている。この場合
の在庫管理では、在庫品の需要を市場動向から的確に予測し、それに見
合う適切な供給を損なわない程度の在庫品を維持・保管する役割が期待
されている。すなわち、適正在庫は必要であるとの立場から経済的発注
量（economic order quantity：EOQ）
、や安全在庫量が吟味されている
のであり、ＪＩＴ生産方式における経営哲学とは明確に異なっている。
しかしながら、最近の経営環境の変化に応じて、わが国のみならず、
アメリカを中心とする諸外国においてさえも、このＪＩＴ生産方式を採
用する企業が増加傾向にある。ホーングレン等が指摘しているように、
グローバル競争の激化、技術革新、ビジネス・プロセスの変化などが、
必要なものを必要なときに必要な量だけ生産するという「ジャスト・イ
ン・タイム」の経営哲学に対する共感をもたらしているのである。
ホーングレン等は、バックフラッシュ原価計算を、伝統的な標準原価
計算システムの代替的なアプローチとして認識しており、ＪＩＴ生産方
式を採用する企業においては、在庫品が少ないかあるいはほとんどない
状況を考慮し、コストを跡付ける複雑な作業を改善する手段の一つとし
て、勘定記入のいくつかを省略し、簡素化する原価計算システムとして
注目しているのである。
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また、前述の事例２において考察したように、バックフラッシュ原価
計算の最大の意義は、加工費を資産化しない手法、言い換えれば、加工
費を製品に割り当てない手法であるといえる。製品の販売量を超過した
生産量である在庫品を保有した場合、伝統的な原価計算システムにおい
てその在庫品に原価配分されていた加工費は、バックフラッシュ原価計
算において、売上原価勘定に振り替えられるため、営業損益に直結する
効果がもたらされる。
バックフラッシュ原価計算は、まさに、販売の視点から生産・在庫の
管理を志向するＪＩＴ生産方式を採用する経営管理者の業績評価につい
て、簡便で、目的適合性のある情報に変換する原価計算システムである
といえる。
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Hot-Boxing in the English
conversation class.
「ホット・ボックシング」を使った英会話授業
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Summary
"Hot-Boxing" is the term former Tomakomai Komazawa University professor
Michael Kindler attached to the practice of segregating students according to
ability for the purpose of allowing the best to hone their skills to their fullest
potential.
I support Hot-Boxing in English language teaching and suggest that this
practice benefits all involved in the ESL classroom as a class with students of
compatible ability is more likely to be both more orderly and productive than a
class with a potpourri of abilities.
This paper has three purposes:
（1）To oﬀer reasons for my support of Hot-Boxing.
（2）To debate the reasons against Hot-Boxing.
（3）To explore the social issues that orbit Hot-Boxing.
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A Class Without Hot-Boxing
Before I explain why I support the use of Hot-Boxing, I want to
share my experience of teaching classes with students of varied
abilities. The best way to do that is to explore a simple physics
question: if you take a cup of boiling water and a cup of ice water and
mix them, what do you get? The answer is a cup of lukewarm water
that really serves no purpose and I think this is an excellent analogy
for classes that mix-and-match students of various abilities. I have
taught many classes that combined students from each linguistic
extreme; students who lived in English-speaking countries and speak
English effortlessly as well as students for whom the term "false
beginner" would be generous. Reviewing the students' grades and
their evaluation of my teaching at the end of the semester usually
highlights three common characteristics of such classes.
Students enjoyed the class. This can be attributed to many factors,
including my presentation skills and the students' motivation. I, like
many other foreign teachers, use methods other than the rote
memory techniques and drills used by many Japanese teachers and
the students' response is usually positive.
Few students found the class' content challenging yet achievable.
The majority of the students ranked the content as either "too easy"
or "too difficult." Only a fraction described the content as "just
right." This is the result of trying to "teach to the middle" which is
similar to hunters trying to kill three deer with one shot and only
grazing one or two while completely missing the third.
Grades across the board were unusually high.

It was not

uncommon to have the previously mentioned students who lived
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overseas and the students who were studying true English
conversation for the ﬁrst time to both have scores in the 90's! The
likely reason for this phenomenon is the use of "citizenship grading"
which is awarding points or credit for such non-language acquisition
accomplishments as "effort" and "attendance." I believe this is a
common practice in classes with a wide range of abilities.
The conclusion is that, enjoyment not withstanding, the class is
performing below potential despite considerable eﬀort by all parties.
Now let's consider how Hot Boxing can improve such classes.

Compatible abilities lead to enhanced teaching and learning
Standards of behavior and abilities are used in society to improve
and protect the general public. From vision tests for potential drivers
to weight divisions for boxing matches to the Bar exam for lawyers,
standards and restrictions contribute to the order needed to maintain
a civilized society. Those who have met requirements move on and
those who haven't should, ideally, be presented with the means to
reach the next level.
In the ESL classroom, I see the following beneﬁts coming from the
grouping of compatible students.
Content
A group of compatible students who have been Hot-Boxed will more
likely grasp the content of a class than a group of students with wide
ranges of ability.
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"interesting" material and activities should be tied to students' ability
or a class' level one way or the other; it is important not to confuse
content with theme.
For example, a teacher can still use a fun personality test in a class
for which the theme is "emotions/personality traits." But a teacher
who has the luxury of classes segregated according to ability has the
freedom to tailor the content of that class to the needs and abilities of
each class.
For example, the beginning class may study simpliﬁed vocabulary
such as "happy, sad, etc." while the advanced group may want to cut
their teeth on "optimistic, pessimistic, etc." The point is that I believe
that compatible levels increase the likelihood of understanding and
retention.
Pace
In addition to believing that grouping students according to
compatibility improves comprehension, I also believe that the pace of
learning and the amount of material that can be covered and
mastered during a semester can be increased. The reason is common
sense; if the students have compatible levels and can grasp material
relatively quickly, the need for extra instruction and review will
decrease.
Motivation
I think most people like things they are good at and understand but
also ﬁnd challenging, whereas things that are too diﬃcult or too easy
can be discouraging or boring. Linguist Stephen Krashen calls this
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the "X+1" theory（Krashen,1998）. I suggest that students in a class
with other students of similar ability will motivate themselves both as
a group and as individuals.
Why?
One reason is natural human competitiveness, to be the best.
Another is enjoyment and the desire to take something pleasant to
the next level. This can be seen in the musical student who completes
one piece that challenged him or her but was within grasp and then
moves on to another that is even more challenging.
In regards to language students at TKU, it has been my experience
that the students who usually progress the furthest are the ones who
have had positive experiences in their English classes and have come
to see English as relevant in their lives. Students who have been
beaten with the grammar stick and found their classes past
comprehension and others who have found themselves in classes that
they could be teaching due to the simplicity of the material are much
less likely see such relevance.

Arguments against Hot-Boxing
No theory or idea oﬀered escapes criticism and the concept of HotBoxing is no exception. Here are some of the complaints oﬀered as
reasons for not Hot Boxing students.
Diversity
There is a great push for diversity in various forms in academia.
One of the suggested beneﬁts of having students of mixed abilities in
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one class is that the advanced students can assist the beginning
students.
I think there is merit to this argument but one must consider if it is
ethical to ask the advanced students to wear both the hats of "learner"
and "teacher" at the expense of their progress. "Drill" should not take
the place of in class discourse by a professional instructor（1）. I
believe that the progress of one group at the expense of another
group should always be treated cautiously.
Elitism
Whenever new educational policies are suggested, charges of
"elitism" are likely to follow and that charge immediately hampers any
new idea. For a variety of reasons---some legitimate and some not--society appears to be developing a negative bias towards successful
people and this aﬀects academic concepts such as hot-boxing.
I think this reaction stems, in part, from two misperceptions; 1.）that
Hot- Boxing means taking the best students and giving them the best
resources while forgetting about the rest of the students and, 2.）that
one group must be sacriﬁced for another to ﬁnd success.
Nothing could be further from reality.
The purpose of Hot-Boxing is assuring that each student receives
the best instruction according to their current level or ability. If
anything, I believe that Hot-Boxing can help average or lower
students become elite by providing the proper discourse that allows
for the leap to the next level.
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Self-Esteem
At the other end of spectrum is the issue of self-esteem, namely if
we put students in groups that are perceived as lower then their selfesteem will become lower. Therefore, it is best not to have any
restrictions who can attend a class.
Since self-esteem is subjective and self-determined---who among us
has never met a student with tremendous ability yet no conﬁdence or
a student with minimal skills but thinks the world of him or herself---I
cannot conﬁrm nor deny this claim. I can, however, say that I have
met people during my time in American elementary schools who have
been passed from grade to grade because of self-esteem issues and, as
a result, cannot read at an acceptable level and their collective selfesteem suﬀers.
One thing people can do in regards to promoting self-esteem in
relation to Hot-Boxing is to stop referring to students as "slow" or
"weak" or any other term with personality ﬂaw connotations attached
to it.
Flawed testing and assessment
I have yet to hear of any test or testing method that wasn't
considered "biased" in one way or another; that tests often incorporate
cultural information that those who are outside of the dominant group
will be punished for not knowing it.
I will not enter in debates surround some of the standardized used
in the United States such as the SAT but in response to the people
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who I have spoken to who have expressed concerns about inherent
biases of placement tests against foreign students, the purpose of a
placement test is to ascertain how well a student can use（in this
case）English, not display their knowledge of Japanese pop-culture.
For example, a student who, during an interview, says he or she
doesn't watch TV or doesn't know any of the current TV/music stars
in this country（and says it in English!）is proving their ability to
communicate in English---which is the point of the test!
English placement tests conducted at Tomakomai Komazawa
University（2）followed a consistent format of viewing a video and
answering related questions, listening to a conversation from a
cassette tape or CD and answering related questions, completing
several grammar exercises and, ﬁnally, a personal interview. From
the 150 or so students who took the test, 30 of the best were identiﬁed
and placed in an accelerated Freshman/Advanced English courses
taught by a native speaker who spoke no Japanese.
Not surprisingly, this group progressed admirably with many of its
members going on to success in the TOEIC and other standardized
tests and furthering their studies in America, Australia and New
Zealand.
What happened to the remaining 100 or so students? They were
placed in classes with native Japanese speakers with excellent
command of English. The courses offered the relatively simplified
instruction these students needed and many progressed far into
TOEIC and EIKEN and also earned berths in overseas colleges. One
last note on this section; a small percentage of these students dropped
English altogether and I suggest that the placement test was
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beneficial to these students ascertaining that their talents and
ambitions lay in places other than English conversation.
Teaching to the Test
On the heels of the assessment argument comes the concern that if
tests are used to determine student entrance into schools, classes and,
more controversially, the amount of government aid a school receives
and continued employment and ﬁring of teachers（President George
Bush's No Child Left Behind plan comes to mind）, the teachers will
simply teach students to prepare for the test through rote memory
and test-taking strategies and "true learning" will be lost.
I have two comments.
First, I believe that the purpose of a test should not only be to
measure what the students have learned but serve as a guide for the
instructor in deciding what will be taught during that class. In other
words, if you plan on obtaining a driving license, you can be fairly
sure that information relating to driving laws, speed limits and safety
techniques will be included on the ﬁnal exam and your instructor will
cover them often. I believe that if you are teaching English at the
university level, you have a responsibility on the ﬁrst day of class to
be able to present your students with a general list of English that
will be covered during the semester and will be on the ﬁnal exam. It
is in that sense that "teaching to the test" is not only common sense, it
should be encouraged.
Second, I want to say that I believe that some of the "test-taking
strategies" the critics of testing moan about as taking away from true
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learning are really nothing more than common sense strategies. Ideas
such as "getting a good night's sleep" and "reviewing directions
carefully" hardly qualify as a threat to learning. Even "strategies" that
suggest you can answer questions be searching for key words would
likely have a minimal impact---if any---on the score of a test.

Implementing Hot-boxing in Japan
Japan, like any other country, has unique customs and cultures and
knowing how they will likely impact on a new procedure increases
the likelihood that its implementation will be successful. Here are
some barriers you may encounter along the road to hot-boxing your
students.

This phrase basically means "we Japanese don't do that sort of
thing" and is often used when a new idea is being refused.

In

comparison to my native United States, the Japanese have a strong
group identity and being cut oﬀ from your peers can be devastating
on a number of levels. It have been my experience that the best
response to point out that you are not splitting the group but rather
creating opportunities for individual progress that will academically
keep the group intact.
Administration Concerns
Trying to create a Hot-Box class can also create havoc with the
administration oﬃce of your university. Just when they think they
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have the time-table set, you come into their oﬃce with plans to move
25 students into a time slot that ruins the whole plan.
No wonder administrators are often hostile to new ideas!
But don't get discouraged, get proactive. Ask your administration if
you can have a special class either before or after regular hours or
during the lunch period; as long as students are receiving comparable
instruction on site, most front oﬃces are ﬂexible.
Chronic shyness and Fruitless eﬀort
Japanese people are shy (hazukashii) and work very hard
(ganbarimashita) --- just ask them and they'll tell you so. Yes, I am
being sarcastic but with a purpose; there are a fair number of
students who will use shyness to get out of putting forth eﬀort and
then say they did their very best when they fail, insinuating that the
course is too diﬃcult. These same people, though, will ask, beg and
demand that you let them in to the top level of your Hot-Boxed class
for a number of reasons, including convenience, friendships, etc. Stand
your ground! If there was ever a reason to incorporate Hot-Boxing
into your curriculum, these people are it!
An important point to remember is that Japan is in the middle of
social renaissance; the Bubble Economy ended over a decade ago but
many colleges are still operating in that capacity, i.e. serving as a
4-year break from the rigors of junior and senior high school after
which the students are hired and trained by the companies that will
employ them for duration of their professional lives.
At the risk of sounding callus, we instructors need to tell students
that those days are over and they have to produce even when it's not
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convenient. What I'm advocating is "tough love" and people won't like
it at ﬁrst but will likely appreciate it later in life.
Remove mandatory English from the curriculum
This may sound counterproductive especially in the age of
"internationalization" but sometimes addition by subtraction pays big
dividends.
First, I think the misconception that internationalization equals
English and vice-versa has gone on for far too long. Giving students
the option to study French or Chinese or other languages should be
available. Not only will the variety（diversity!）add to the curriculum,
you will remove some students from English courses whose talents
would be served in other places.
Gregory Clark, Vice-President of Akita International University,
removed mandatory English while he was at Tama University and
called the move successful（www.gregoryclark.net/index.html）.

In closing
Our world is changing at break-neck speed. Some have estimated
that there has more change in the last 20 years than in the preceding
200 years. And as technology, culture and economics continue to
aﬀect our world in ways that are both fascinating and frightening, we
as educators must realize that our teaching beliefs and practice must
also change. I suggest that many of the socialism-like practices of the
classroom are outdated and must be replaced with new practices that
reflect the reality of global competition and the need for individual
responsibility to prepare for it. I believe that Hot-Boxing is one such
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practice

Endnotes
（1）"Drill" is a program of second language reinforcement oﬀered at
colleges in the mid-eastern United States. First and second year
students meet once or twice a week with for language practice
sessions that are facilitated by third and fourth year students.
The younger students receive extra credit for taking the course
and older students receive credit for teaching the course.
（2）Former TKU professor Michael Kindler organized mandatory
English placement tests every April during his four years in
Tomakomai. They were discontinued after his departure for
administrative reasons.
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Is Language Teaching a Profession in Japan?
日本における語学教育者はプロであるか
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Abstract
It was Nunan（1999a, 1999b）who initially posed the tough question of whether
language teaching was a profession or not. To do this, he argued that language
teaching must fulfill the following four criteria:（1）Does "advanced education
and training" exist?";（2）Are there established "standards of practice and
certification"?;（3）Is there "an agreed upon theoretical and empirical base"?;
and（4）Are there advocates in the ﬁeld to inﬂuence public opinion? This article
applies the above "four criteria" formulated by Nunan to the Japanese context.
This article concludes by stating that language teaching in Japan only meets
the ﬁrst and second criterion stated above. While the ﬁrst and fourth criterions
were clearly met, the legitimacy of education master's and doctorate degrees
in Teachers of English to Students of Other Languages（TESOL）plague the
first criterion. The article also proffers advice on how individual teachers can
encourage professionalism individually and as a group.
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Introduction: Is Language Teaching a Profession in Japan?
Each year the Japanese government spends up to a half billion dollars
（USD）to bring thousands of young men and women from English
speaking countries from all over the world to teach English, and
encourage "internationalization" or kokusaika（ 国 際 化 ）（McConnell,
2000）. Most of these young men and women come to Japan with
little or no teaching experience, and even less have any specialized
training or certification. After a few years on the job, most return
home ready to move on to other things. Yet, while most probably go
on to do other things besides teaching, many ﬁnd teaching English in
Japan a rewarding enough experience to continue teaching in many
capacities and places.
In many cases, expatriates from English speaking countries
become English teachers（or get involved with other language related
occupations, e.g. proofreading and translations）because other
worthwhile employment opportunities are just not available. I once
knew a New Zealander who came to Japan to play rugby for a local
Japanese club team, but had to teach English on the side to make
ends meet. Most Japanese seem to view non-Japanese language
teachers as nothing more than temporary help or sukketo（McVeigh,
2002）. The sort of "here today, gone tomorrow" inherent in teaching
English in Japan contributes in no small part to the（mis）perception-within and outside the community of language teachers and
institutions--of language teaching not being a profession. I even
suspect more than a few teachers have their own doubts !
Many language teachers in Japan are hired as assistant
language teachers, also known as ALTs. Some ALTs complain of
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being nothing more than "human tape recorders" or "walking
dictionaries." The Japanese teachers, meanwhile, often express their
dismay about being shanghaied into teaching English, and grudgingly
make time for a subject they feel has little merit beyond preparing
students for the infamous university entrance exams. Many others
resent having to share a classroom with ALTs. One Japanese teacher
was reported in the Japan Times as saying that he felt like "playing
hooky when assistant language teachers come to school"（Japan Times,
December 12, 2004）.
Being a native speaker seems to be qualification enough in
many instances. This is especially true for those hired by private
language schools that have popped up all over the country. Their
existence shows that there is a real need for their services and that
English is a "marketable commodity." This is not an entirely bad
thing, however.（I know of more than a few Japanese who have
benefited from taking English lessons at one of the many English
conversation schools across Japan.）, Language teachers, at least in
the eyes of some Japanese, have become a dime-a-dozen. As I can
speak from personal experience, native speakers can come and go in a
matter of month, and sometimes days. My ﬁrst teaching job in Japan
lasted only four months! With this in mind, can language teachers in
Japan really consider themselves professionals working in a
professional ﬁeld, worthy of respect, high salaries and other beneﬁts?
This question is worth looking into because the answer can vary
according to individual and teaching context. For those of us who
have chosen to teach English in Japan as a career, I do believe it is
possible to achieve professional fulfillment despite perceptions that
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language teaching is not a real profession.

David's Question: "Is Language Teaching a Profession?"
A few years back, then TESOL president David Nunan took on the
daunting challenge of answering the question of whether or not
language teaching was a profession（Nunan, 1999a, 1999b）. For
language teaching to be considered a profession, Nunan argued, it
must meet the following "four criteria":
1. Does "advanced education and training" exist?
2. Are there established "standards of practice and certiﬁcation"?
3. Is there "an agreed upon theoretical and empirical base"?
4. Are their advocates in the ﬁeld to inﬂuence public opinion?
（Nunan, 1999a, 1999b; Bailey, Curtis, & Nunan, 2001）
Nunan was not entirely convinced that language teaching was a
profession, this despite the constant use of words like "profession,"
"professional," and "professionalism" often used among his fellow
language teachers and researchers. He also concluded that not all
language teachers and institutions deserve any professional
recognition or status. Nunan found, if we consider the common
understanding of the word "profession" and what its meaning actually
entails, language teaching may fall short of being a

profession.

Nunan felt it was equally important that those claiming to be
professionals should act like professionals in both words and deeds.
In this article, I explore "David's question" and his four criteria
of professionalism as they relate to the language teaching context in
Japan. I brieﬂy explore each of the four criteria to determine whether
or not language teaching in Japan is a profession. This question will
consist of two answers that are interrelated. The ﬁrst answer relates

（197）

Seth E. CERVANTES

Is Language Teaching a Profession in Japan?

to language teaching as a whole, while the second answer focuses
entirely on the individual language teacher in Japan. The two answers
are interrelated because a language teacher in Japan is mutually an
individual and a member of a larger community of language teachers.
Both can and do reﬂect on the other.

Does "advanced education and training" exist?
Yes. There are countless educational and training opportunities at
universities around the globe. In Japan, Temple University（Japan
campus1）
（TUJ）oﬀers a master's degree and doctoral degree（Ed.D）
in TESOL or Teachers of English to Students of Other Languages.
Language teachers can even choose from a number of educational
institutes that oﬀer TESOL degrees and certiﬁcates online. Anaheim
University（AU）offers a master's degree in TESOL, and is taught
entirely online through a variety of Internet technologies by experts
like David Nunan and Rob Ellis. The only qualiﬁcation for enrollment
at AU is a baccalaureate from an accredited university. The usual
GRE test scores are not necessary. The value of online education and
degrees, however, is still suspect, but is readily becoming more
accepted by language teachers as a means of professional development
and advancement. TESOL Inc. has so far taken a middle ground by
stating on their web site that the value of online degrees in TESOL
should be determined by "potential employers." Despite the availability
of educational opportunities for language teachers in Japan, there is
some doubt as to the legitimacy of language teaching degrees like
TESOL. Special vitriol is reserved for holders of master and/or
doctoral degrees in education, which TESOL degrees fall under. One
critic in a Washington Times Op-Ed piece wrote that
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On the GRE, the Graduate Record Exam, taken by those
seeking a master's degree in eight professions, teachers
score the lowest, with engineers at the top. The engineers
even beat the teachers in the verbal tests by 29 points...More
than 100,000 teachers take a master's in education, but that
degree is essentially false. A study of 481 masters in
education showed they took 26 more credits in debatable
"education" and only nine in the liberal arts. Only 1 in 5 were
even required to write a thesis. Hardly masters of
anything...Only 1 in 7 "doctors" in education hold a true Ph.D.
degree. The Ed.D. is purposely simple, yet the title "doctor"
even if not truly earned, impresses most parents.（Washington
Times, July 17, 2005）
Activist David Horowitz（2004）, author of the highly controversial
"Academic Bill of Rights,"

2

claims that these so-called "false" degrees

were the unfortunate afterbirth of the turbulent 1960s. Horowitz and
other critics of the universities and professoriate lament the fact that
students can now study for a Ph.D. in "History of Conscious"（U.C.,
Santa Cruz）or "Peace Education"（University of Cincinnati）--all
"false" degrees with impressive sounding titles but with little
substance and almost no academic worth they say. They contend that
these sorts of degrees often require very little in the way of
requirements for both admission and graduation, and attract students
that probably have no business in graduate school, further degrading
the standards of academic inquiry（Hanson & Heath, 2001）. The
biggest sin of all, the critics assert, is allowing these graduates into
the classroom where they can indoctrinate young and impressionable
students. Do degrees like TESOL, a common degree available to
language teachers in Japan, have little value or relevancy? Is it just
another "false" degree not worth the ink it's printed on as the critics
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contend? Tough questions that need honest and open responses.
For language teachers, there is no lack of oppotunities to
pursue advanced education and training opportunities. Currently,
many universities do offer undergraduate and graduate degrees in
TESOL. Figure 1 shows the number university programs at U.S. and
Canadian universities that oﬀer undergraduate and graduate degrees
（master and doctoral degrees）, and certiﬁcates in TESOL. In terms
of "advance education and training" opportunities, if that alone is
considered, language teaching would most definitely meet the first
criteria. The quality of these programs is a big question mark, though.
Many critics will continue to see TESOL or other similar degrees
offered at universities with suspicion. For TESOL to be taken
seriously, universities need to get more serious about raising the
standards of admission（GRE scores and proper undergraduate
course work）and graduation（master's thesis and exit exam）.
Courses must be relevant, and academically challenging. Doing this, I
believe, would result in far less applicants and graduates, but a more
competent and professional language teacher.
Figure 1: TESOL Programs at U.S. and Canadian Universities
Undergraduate programs

44

Master’s programs

180

Doctoral programs

57

Graduate certificate programs

43

Source: http://www.tesol.org/s_tesol/sec_document.asp?CID=326&DID=1838

TESOL Inc. should take a more assertive role in demanding
that universities stop admitting students who lack the academic
acumen for graduate school study. According to Nunan（1999b）,
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"TESOL--or any subgroup within TESOL" may not have "the right to
say who should or should not teach English to speakers of other
languages," but I would argue that TESOL should not shy away from
taking a tough stance on TESOL graduate programs at universities-simply allowing "employers" to make that choice is not enough to
ensure quality and professional respect.

More criticism
One recent article in the Language Teacher（a JALT publication）
described how it has gradually become necessary to earn a doctorate
degree（most likely an Ed.D）to be considered for employment,
advancement, and tenure at Japanese universities（McCrostie &
Romanko, 2005）. The authors of the article went on to explain how
one could go about earning a doctorate. They suggest that "members
of the academic community usually do not know or care about the
type of doctorate one received." The article goes on to give some
examples of traditional and online programs proffering doctorate
programs. As I alluded to earlier, graduate degrees and certiﬁcates in
TESOL from online or traditional universities and institutions may
look good on a resume, but prove very little to an already suspicious
public. If your'e a student of English do you feel comfortable knowing
that admission requirements for TESOL programs are in most cases
so lax that standardized test scores（e.g., GRE）are often not
required? When GRE scores are required, doctoral candidates in
education programs tend to score among the lowest in comparative
studies. It could be that academics "do not know or care about the
type of doctorate one receives"（McCrostie & Romanko, 2005）
because an education doctorate itself has little meaning. when it
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comes to teaching English. But I suppose if you really don't believe
that your job is a true profession with high standards, you could just
wink while you march up the career ladder. The mendacity of settling
for seeming to be a professional needs to be replaced with a real and
honest desire to actually be a professional. That means, weeding out
master's and doctorate programs that are more interested in realizing
a proﬁt than sending out solid academics that can actually contribute
to enhancing the image of language teaching while raising the bar for
the rest of us. These days, it seems education "doctors" are more apt
at producing research articles with high-sounding titles like "Discourse
of the（insert whatever word you can think of）" than actually teaching . It
also seems that the higher you go up the language teaching ladder
the less you have to teach !
There is no shame in being a poor teacher. The true shame
comes from doing nothing about it while expecting Those around you
to recognize your genius. Language teaching is not easy, and takes
time and eﬀort to get better at.（My ﬁrst lesson in Japan ended in
total failure when the student "disrequested"（as opposed to
requested）me.）The onus falls squarely on the shoulders of the
language teacher to make their degrees worth the ink they're printed
on.
While it is not difficult to find a job as an English teacher
without any formal training or certiﬁcation in Japan, seeking advanced
education and training opportunities still has its merits. Nunan
explains:
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Are education and training necessary? Many people who
teach English around the world have no training whatsoever.
Does this matter? At sometime or other, you've probably
heard comments such as the following: "Some of my best
teachers had no formal qualiﬁcation," or "I once had a teacher
with a Ph.D. in education. He was hopeless as a teacher." The
fact that some individuals without formal training happen to
be "natural" teachers and the fact that some highly trained
people aren't particularly good in the classroom are not good
enough reasons to argue that education and training aren't
necessary. Requiring people with natural gifts or talent to
undergo training isn't going to turn them into "bad" teachers.
Such training can actually promote professionalism.（Bailey,
Curtis, & Nunan, 2001, pp. 13-14）
Nunan's criticism about the need for training, I believe, makes
some important points more salient. The crux of his argument is that
advance training or degrees can only make one a better teacher, not
worse. Nonetheless, could one make the same point by replacing
"teacher" with "doctor" and "teach English" with "practice medicine"?
（"Many people who practice medicine around the world have no
training whatsoever," ,or "Some of my best doctors had no formal
qualiﬁcation.）

Are there established "standards of practice and certiﬁcation"?
No, not really. Language teachers in Japan require no certiﬁcation to
teach. Universities in Japan usually require a minimum of a master's
degree, but there have been some cases in which universities in Japan
have employed non-Japanese English teachers without the
prerequisite master's degree or experience（McVeigh, 2002）. If a
native English speaker from Canada wants to open up a private
language school for kids, there is no government agency to ensure
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that she has the necessary education and training. The Japanese
consumer or employer must make that judgment. Nunan（1999b）
warns that "the right for one group of individuals to grant or withhold
a license to any other individual group of individuals" could result in
language teaching becoming a "closed shop." There is no standard
way of language teaching. Language teachers more often than not
follow a set of broad teaching "principles" or "beliefs" that guide them
through their teaching experiences（Freeman & Freeman, 1998,
2001）. There is no cure-all panacea for language teaching--that is,
there is no recipe for success. Rigid standards would have a negative
impact on language teaching and learning, and would limit the
potential of both the language teacher and student. Instead, successful
teachers are "principled" and make decisions based on the careful
consideration of the various social and individual factors language
teachers face in the classroom. So in the place of an outside
organization choosing how one should teach or whether one even has
the right to teach at all, there has been a push among language
teachers at "professional development" that uses the teachers and
their classroom experiences as a primary source of research（Bailey,
Curtis, & Nunan, 2001）. Here the goal is better teaching and
continued growth in a ﬁeld that is in constant ﬂux. It may be against
good judgment to establish standards or certification for language
teachers in Japan, but there should at the very least be some
standards at certain levels, and these standards should be strictly
enforced. Private and public universities should not hire language
teachers without the prerequisite master's degree from an accredited
university. Japanese universities may hire language teachers without
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a master's degree from an accredited university, but should only hire
them part time or demand that they enroll in a accredited and
respected TESOL graduate program.

Is there "an agreed upon theoretical and empirical base"?
No, there isn't. Language teachers draw on a number of academic
disciplines. Language teaching is a "hybrid" discipline that often lacks
consistency（Nunan, 1999b）. Every teacher follows a set of
assumptions about how one best learns a foreign language. These
assumptions draw their inspiration from a wide range of academic
disciplines. In the past, language teachers considered only individual
psychological factors. Outside "environmental" factors were not
seriously considered until the 1970s with the introduction of
Schumann's Acculturation Model of second language acquisition. Past
orientations include: the "grammar-based" orientation based on faculty
psychology; the "empiricist" orientation based on behaviorist
psychology and structural linguistics; the "rationalist" orientation
based on the works of Chomsky（generative grammar）and Krashen
（the input hypothesis（i+1））; and ﬁnally the "sociopsycholinguistic"
orientation. The "sociopsycholinguistic" orientation combines both
"social and individual psychological aspects of language learning"
（Freeman & Freeman, 1998, pp. 24-28）. It allows teachers to consider
a wide range of factors within both individual and social contexts, that
could potentially inﬂuence second language acquisition.
Despite attempts by researchers like Freeman and Freeman
（1998, 2001）to build a solid theoretical and empirical foundation,
language teaching is still without an "agreed upon theoretical and
empirical base." Language teaching is so influenced by other well
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deﬁned and established disciplines, especially linguistics and cognitive
psychology, that it is almost impossible for languge teaching to be
considered as a separate or distinct academic discipline. Are language
teachers really linguists or psychologists or sociologists or historians
or（add whatever discipline you want）? Does having a master's
degree make you a master of anything in particular? Freeman and
Freeman（1998）describe the sociopsycholinguistic orientation in
very broad terms, thus avoiding conventional descriptions. By taking
on a sociopsycholinguistic orientation, language teachers must
consider and choose from a wide variety of disciplines and roles.
Another problem is deciding which academic discipline has more
relevance to teaching English--linguistics, psychology and so on. If we
focus too heavily on one discipline we may forget who we really are:
language teachers. These problem areas may be why TESOL Inc. has
been very reluctant to make any real suggestions about course
requirements for TESOL programs. According to Nunan（1999a）, "A
challenge for education in general, and TESOL in particular, is to
define, refine, and articulate its disciplinary basis...Partly because of
this, we don't have a shared set of rules of the game. In fact, we don't
even come close."

Are there advocates in the ﬁeld to inﬂuence public opinion?
Yes, it does. TESOL does try to inﬂuence public opinion and policy
through its research and advocacy on behalf of its members. In the
United States, President George Bush's "No Child Left Behind Act"
has been the subject of numerous TESOL position papers, and TESOL
has issued press releases on U.S visa policy as well.

3

In Japan,

language teachers have advocated and campaigned for a verity of
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issues. Public opinion on the role of foreign languages must have its
advocates. Reasons for studying English（or any other foreign
language in Japan）need to be stated clearly for public consideration
and debate. The government must decide whether or not to use the
taxpayers' money to hire more ALTs, or if English should be a
required subject. Advocacy by those most knowledgeable about
language teaching-the teachers themselves-is a real and vital part of
language teaching in Japan. Although most language teachers have
very little to say about public policy, there are advocates working on
their behalf to inﬂuence public opinion.

Conclusion
Of the four criteria, only two-the first and fourth criteria-were
clearly met. This does not mean language teaching is not a profession
or language teachers are not professionals. Rather, the results indicate
that after some 40 years of TESOL's inception, we still have a long
way to go. Although the first criterion was clearly met, legitimacy
problems still linger.
The second criterion was not met. Setting standards of
practice and certification, as Nunan（1999b）alluded to, is a tricky
matter. Yet, this does not mean certain standards on the part of
TESOL and other subgroups of TESOL （e.g. JALT）could not
demand higher standards of admission（GRE scores and other
prerequisites）and graduation（thesis papers and exit exams）at
degree oﬀering institutions and universities. Here the goal is quality
not quantity. The flood of language teachers with master's degrees
has indirectly resulted in a sort of "diploma arms race"（McCrostie &
Romanko, 2005）. While having a master's degree in TESOL couldn't
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hurt, the ease of obtaining one has made its overall value decline, thus
making it necessary for many to get a doctorate in order to obtain or
keep a job at one of Japan's many universities. The end result is
going to be partly employed "doctors" hoping against hope that a
teaching position opens up. This cannot bode will for language
teachers. What's next for the diploma arms race? Will universities
start offering "Super Doctorate" degrees, and then "Super Duper
Doctorate" degrees? Demanding higher standards of admission and
graduation should put a halt to this trend.
The third criterion was also not met. Language teachers must
draw from a number of academic disciplines, giving others the
impression that they are "consumers" rather than "producers of
knowledge"（Nunan, 1999b）. Freeman and Freeman（1998）,
however, showed how language teaching has changed its "orientation"
from the early grammar-based orientation influenced by faculty
psychology（language is a faculty of the mind）to the current
"sociopsycholinguistic" orientation influenced by social and
psychological factors. The sociopsycholinguistic orientation is so broad
that it's diﬃcult to describe or come to any consensus as to what it
really is.
The fourth criterion was met. There have always been
advocates hoping to influence public policy in Japan on behalf of
language teachers. The advocacy on the part of language teachers to
inﬂuence public opinion on how foreign languages--especially Englishare taught is one such example. The vitriol language teachers have
for grammar-based methods, and research showing the advantages of
other methods emphasizing a more "communicative approach" is
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another clear example of advocacy by language teachers hoping to
inﬂuence public opinion and policy.
So is language teaching a profession in Japan? As a whole, I
would have to say no. Figure 2 shows the results of this article. Yet,
individual language teachers can be professionals. If we take a look at
the two criteria not met（the ﬁrst and second）, it becomes apparent
that these are areas individual language teachers can achieve.
Individual language teachers must hold themselves to high standards,
and demand it from others in the profession. Because language
teachers must draw on a number of academic disciplines, they must choose
wisely which social and psychological factors matter most. Here
Freeman and Freeman's（1998）formulation of the sociopsycholinguistic
orientation, however broad, is a useful starting point to developing a
more individualized "theoretical and empirical base" for language
teaching. Language teaching may not be a profession per se at this
very moment, but that doesn't exclude individual language teachers
from being professionals or encouraging professionalism among others.
We still have a way to go to earning the respect of the academic
community and, more importantly, the general public.
Figure 2: Is Language teaching in Japan a Profession?
1. Does “advanced education and training” exist?

Yes

2. Are there established “standards of practice and certification”?

No

3. Is there “an agreed upon theoretical and empirical base”?

No

4. Are there advocates in the field to influence public opinion?

Yes
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END NOTES
1

For more information about Temple University's TESOL programs,

see http://www.tuj.ac.jp/newsite/main/tesol/. For more information
on Anaheim University's online TESOL programs, see http://anaheim.
edu/edu/index.shtml.
2

See http://www.studentsforacademicfreedom.org/abor.html

for a

copy of the "Academic Bill of Rights"（ABOR）. Also, see
FrontPageMagazine.com's Ben Johnson's article "David's Horowitz'
$10,000 Challenge" at

http://frontpagemagazine.com/Articles/

ReadArticle.asp?ID=20827

for the conservative response to criticism

against the ABOR.
3

See http://www.tesol.org/s̲tesol/seccss.asp?CID=33&DID=38 for

current press releases and advocacy positions taken by TESOL, Inc.
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