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学生海外調査研究 

    ドイツ・ギーセン大学にて EEGの手法を獲得する 

氏名 松﨑 真実 専攻 人間発達科学保育・児童学専攻 

期間 2013 年 7 月 19 日～  2013 年 9 月 23 日 

場所 ドイツ ギーセン市 

施設 ギーセン大学 生理学学部 スクランディスラボ 

 

内容報告 
 
1. 目次 

2.1.1 海外調査研究の必要性 
2.1.2 博士論文執筆にとって海外調査研究が占める意味 
2.2   海外調査研究の成果の公表予定 
2. 章の見出し 

2.1 本文 
2.1.1 海外調査研究の必要性 
 私は今回の海外学生調査研究で、自身の研究テーマである「幼児の歌記憶に音楽要素が及ぼす影響」
について、脳波でその知見を得るための手法と研究内容についての再考察をドイツ、ギーセン大学に
て行った。研究の概要は、幼児の歌記憶に音楽要素の何が影響を与えているのか、また、歌記憶が出
来ているとき、脳波はどのような反応を見せているのかを解明することである。この研究については、
ヤマハ音楽振興会から研究助成金を頂き、現在、進めているものである。私は修士論文を音楽のリズ
ムが脳に与える影響について、近赤外光を用いた脳機能測定を利用して書いた。その為、博士論文も
音楽が幼児の認知にどのように関わってくるのか、脳機能測定を利用して行いたいと考えていた。渡
独前に、これについて行動実験を行い、幼児の歌記憶に影響を与えているものは何なのか、音楽要素
と言語要素、個人因子との関連を調べた。歌記憶はマッチングで判定させた。日本語と中国語で歌詞
を作成し、音楽要素として、調性、メロディーライン、リズムを変化させたものを 24 課題（各言語
12 課題）と TK 式知能検査を幼稚園児 39 人に実施した。その結果、歌記憶には言語の差異は影響し
ないこと、歌記憶と知能検査の思考力との間に有意な正の関連性があること、母語の調性マッチング
においては、年少児の方が年長児より成績が良いことが明らかになった。  
これらの結果をふまえて、脳波でも言語の差異が生じないのか、調性、メロディーライン、リズム、

歌詞を変化させた課題を聴取しているとき、脳波はどのような反応を見せるのか、検討したいと渡独
した。 
私はお茶の水女子大学では保育・児童学専攻であり、自身の研究室では脳波などに精通した人材が

おらず、また、この分野で幼児の手法を確立している教員は世界でも少ない。ギーセン大学生理学教
室のスクランディス教授は、言語学習を脳波事情関連電位（以下、ERP 法と記述）という手法を用い、
多くの研究成果を発表している。言語は音楽にも似た要素があり、私も「歌詞」と「音楽」のメカニ
ズムを解明したいため、ギーセン大学の生理学教室にお世話になることとなった。目的は、脳波の実
験手法を学ぶこと、自身の研究で得られた事を持ち込み、ディスカッションをすること、ドイツでも
実験をさせていただき、その結果を日本に帰国してからの実験につなげることであった。 
 初登校後、すぐにスクランディス教授へのプレゼンテーションを行った。内容は日本で幼児の歌記
憶実験で得られた結果、考察したことなどである。教授はそれに対して、この行動実験に付随した形
で脳波をとるのであれば、やはり ERP 法ではなく、PSD 法が望ましいと回答。PSD 法に精通してい
るクライン博士が休暇中とのことで、7 月中は大学院生の実験を手伝ったり、自身で直接脳波をとる
事を練習することを行った。8 月に入り、クライン博士が大学に来ると、再度大広間でのプレゼンテ
ーションを行った。皆に私が行った行動実験の内容を理解してもらった上で、自身の実験が行われた。
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被験者はドイツ人男性 1 名、日本人女性 1 名、日本人幼児 1 名であった。成人にとっては脳波をとる
ために拘束される形になる事が問題にならないのに対し、幼児の実験は大変難しかったが、3 人の有
意義なデータをとる事が出来た。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  男性被験者に ERP 法の予備実験を行っている様子 
 実験を 8 月末までに終え、実験毎に毎回ディスカッションを行った。日本では得られない教授のコ
メントを元に、脳波をとる部位、実験形態が決められた。また、実験の結果は細かく分析され、日本
とソフトが違うので一概にはそのまま手法が適応になるとは言えないが、分析方法などを学ぶよい機
会となった。 
 9 月に入ってからは、大学が試験期間となり、しばらく皆が忙しい日々が続き、その間は教授に論
文を頂き、それを読みながら過ごした。論文は発達における言語の意義理解について（Wolfgang 
Skrandies, 2011）,ハーモニーの処理に関する ERP 法について（橋本翠、2009）言語学と音楽が脳内
の処理の中でどのような統合を見せているかについて（Slevc,L.R.,Rosenberg, JC.,＆Patel, A.D, 
2007）、音楽歴がどのように言語のピッチパターンに関連しているか（Wong, P.C.,Skoe,E.,Russo、
N.M.,Dees,T.,＆Kraus,N,2007）等であり、現在の脳科学と言語、音楽の研究の在り方がつかめてきた。 
 9 月中旬になると試験期間も落ち着いて来たので、お茶の水女子大学の榊原教授を交え、実験の成
果と今後日本で行う実験についての話し合いを重ねた。 
 結果を総合すると、今回の海外調査研究の目的は達成できた。日本と違ったのは、やはり生理学ラ
ボだけあって、機材が揃っている事と、皆が脳波聴取に精通していることである。彼らもまた、日々
脳波研究に明け暮れているので、私のような部外者が色々と意見を言う事を面白くおもったようであ
る。また、ドイツでは研究者としての受け入れであったため、学部生や修士課程の学生の実験にも立
ち会い、実験形態や論文、更には将来の事までディスカッションしたのも良い経験となった。言語に
関しては、今回は英語でのやり取りで全てを行ったが、特に問題となることはなかった。研究を志す
ものにとって、英語能力は必須である。英語とはいっても、博士課程となると専門的な単語を習得し、
他の研究者や協力してくださる被験者の方々とどのようにコミュニケーションを図るかということが
重要である。この点については、若い頃の「英語が通じないのは自分の語学力が足りないからだ」と
諦めがちだったところが、どのような手段を使ってでも、何とか通じさせてやるという、強く、恥知
らずな大人になった事が幸いしているように思う。ドイツで自分自身が何を、何のために探求したい
のかということを説明し続けるうちに、自分の目標が定まってくるような気がした。 
海外調査研究が学生にとって必要だと思う点が、私には 3 つある。 
第１に「独創的な研究」に対する姿勢が評価される点である。私は日本はとても暮らしやすい国だ

と思う。母語が日本語のため、コミュニケーションも取りやすいし、清潔で治安も良い。しかし、独
創的なものを探求しようとすると、異質な目で見られることが多い。私は 2 児の母になってから、博
士課程に入学した。母親であるからこそ、日々の生活の中で生じる疑問と、専門である音楽認知を重
ね、幼児の歌記憶に音楽要素が与える影響を研究できたと思っている。しかし、同じ研究を続けてい
る人が少ない日本において、ディスカッションの難しさも実感してきた。残念ながら、ドイツも日本
と変わらず、女性が働きながら子育て出来る環境ではない。しかし、それぞれ異なるテーマを持つ者
たちが集まり、日々協力し合いながら研究をしている。スクランディスラボも医学部生から数学科の
学生、言語学、心理学の学生が集い、それぞれの専門分野を活かしながら、研究成果をあげている。
日本でも、他分野の学生達と集う場を、特に視点が狭くなりがちな博士課程にこそ、導入するべきで
はないかと思う。 
第 2 に「自分の立ち位置」を知ることができる点をあげる。日本に帰国した時、2 ヶ月しか経過し

ていないにも関わらず、違和感を抱いた。それは同一民族が、同一言語で、同じ「言わなくても分か
ってもらえる」という価値観の元、生活していることにカルチャーショックを受けたからだ。海外で
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は言わなくても分かってもらえる価値観などないし、文化も歴史も全く異なった場所で生活し、研究
しなくてはならない。そのため、自分に何の価値があり、どのような事が実際に出来るのかというの
が大きな意味を持つ。伝えようとしなければわかってはもらえない場所で、自分の研究を貫くために
は、自分の持っているものを知らなくてはいけない。その事は、帰国後も、研究生活に活かせると考
えるし、また、足りないものを積み重ねる努力にもつながると思う。 
第 3 に「グローバル化」を肌で感じることが出来る点である。お茶の水女子大学もグローバル化を

推進しているが、今後、その動きは加速すると思われる。しかし、私は、日本人がグローバル化する
世界に適応できるのか、案じている。ドイツでは移民が約 20％と多い。私の暮らしていたゲストハウ
スでも、ほとんどが移民で、そのほとんどがムスリムで、トルコ語を話していた。移民政策には問題
が山積みである点は確かであるが、子ども達は普段から外国人と接するため、言葉が通じなくても遊
ぶことに長けていた。また、教育者は、差別と偏見をなくすアンチバイアス教育を受けている。日本
は前述したように、異質なものに対して非常に敏感であり、言葉を発さなくても空気を読んで行動す
る。このような視点はグローバル化が進むときに必要だろうか。もちろん、私達日本人も日本人とし
ての誇りを持つことが大切であるし、日本独自のサービス精神など、海外が学ぶ点はたくさんあるが、
人と人とはそもそも分かり合えないのではないかという視点から、自尊感情を持ち、他者とコミュニ
ケーションし、受容し、理解していくというステップを踏む欧州とは、根本的に異なっていると思わ
れる。このような世界観を学べたことは、研究にも影響を与えた。自分の意見だけを押し通すのでは
なく、自分の意見も尊重したうえで、他者とディスカッションし、受容できたことは、これからも私
の中で生き続けると思う。 

2.1.2 博士論文執筆にとって海外調査研究が占める意味 
 博士論文を執筆するにいたって必要なのは、自分の求める研究テーマを決め、仮説をたて、その仮
説に従って実験計画をたて、実験を実際に行い、考察を広げる事である。修士論文とは違い、仮説や
考察も幅広い先行研究や、先生方のご意見なども参考にしなければならない。今回渡独して知ったの
は、ドイツで博士号を取得するのは、日本よりもずっと難しいことである。博士課程在学者はまるで
辞書のような厚さの論文を書き、プレゼンテーションを繰り返し、博士号に挑んでいる。修士課程の
学生ではまだ、就職に至るまでの学業という位置づけがないわけでないが、博士号の学生達は皆必死
で研究を続けており、非常に感嘆した。博士課程とは研究を研鑽していく期間であるため、普段、自
分が慣れ親しんだ環境ではないところで、自分の研究に対しての様々な意見を聞き、それを実践する
場所を海外で得たことは、何事にも代えがたい経験である。 
 今回の海外調査研究は、私の博士論文「幼児の歌記憶に音楽要素が与える影響」で、音楽聴取中、
マッチング中の幼児の脳波がどのようなものなのかを探るためであった。しかしながら、私の実験は
日本語、中国語を使用しており、ギーセン市には日本語ネイティブ、または中国語ネイティブがいな
かったことは残念であった。しかし、3 名の被験者のご協力を得られた事で、日本に帰国してからの
音楽実験に有効活用できるデータが採れたと確信している。 
 また、生理学教室のスクランディス教授は脳波研究の第一人者であるため、実験で得られたデータ
がすぐに解析に回され、教授のご意見を頂戴することができた。今回、脳波の分析方法として、従来
考えていた PSD 法ではなく、ERP の使用も考え、教授に相談したところ、予備実験において幼児の
状態が成人とだいぶ違い、非常に難しい事が明らかになった。この際も教授や講師と相談を重ね、何
に重きをおいてデータを取るべきか、考えさせられる経験となった。これもやはり生理学講座だから
こそ出来た経験であり、脳波をよく知り、言語がどのように分析されるかを脳波を通して研究されて
いるスクランディス先生のご意見は新しい知見を与えてくれた。以下がスクランディスラボで得られ
た知見である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  音楽聴取時、幼児に脳波測定を行っている様子 
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 歌記憶時の幼児の脳波を採っている様子 
行動実験と同じ楽曲を閉眼状態で聞かせ、1 試行（提示曲、レスト、マッチング曲）ごとに休む。 
 
脳波で変化が見られそうな箇所 
中国語、全課題において、 
O1,O2 で α波優位。 
T7、T8 でθ波が優位。 
中国歌曲提示時の特徴としては、マッチング曲時に T,O 部位のθ 波が大幅に増える事があげられる。 
α波はレスト時に優勢になる傾向があった。 
 
中国語と比べると、日本語の曲提示時は大体、α 波が減り、θ波が増大。 
また、中国語のように θ波が大幅にマッチング提示において増える傾向はなく、 
特に歌詞が変わる日本語、歌詞変化課題においては θ波もα 波も減少。 
 
脳波を見てのスクランディス先生の見解。 
中国語曲より日本語曲の方が α 波減少＝日本語曲の方が、歌詞を聞いてしまうため、リラックスでき
ていない。 
オプティカルについては検討が必要。チャンネル数を少なくするなら抜かしてもいいのでは？（体動
の影響を受けやすいため） 
32 チャンネルを全部採り、最後に選択する部位を決めればいいのではないか。 
中国語マッチング時に θ波が増えるのは、やはりリラックスしているためではないか。 
それに比べて、日本語はマッチング時に α波が減少するのは、歌詞と曲で集中している、曲の違いを
聞いているということなのではないか。特に日本語の歌詞が変わる課題において、マッチング曲にお
いて、α、θ 波が減少したことについては、「歌詞」がやはり曲の変化について「違う」と子どもが
判断し、聴く体制に入っているからなのではないか。 
 
実験については、クライン講師とスクランディス先生と私の話し合いにて、下記の改善要素が挙げら
れた。 
①やはり閉眼すること、子どもはあちこちに意識がとぶため 
②閉眼時、子どもはもぞもぞする傾向があるため、母親が抱っこして、手足の動きを抑えること、ま
た 
脳波をとっていない休憩時間には話しかけたり、リラックスさせること 
③マッチングについての判断は脳波聴取時にもした方がいい。休憩時間に母親から子どもに尋ねても
らう 
④脳波は最初に全チャンネルでとってから、解析しがいのある部位を解析するのがおすすめ 
⑤解析時、30HZ 以下とする 
⑥提示は中国語と日本語の交互にする。子どもは飽きるのが早いため、手早く行う 
⑦解析時間は大人だと 15 秒そのまま使えるが、子どもだと 3 秒程度が限度なことが分かった。大人
と子どもの解析時間を合わせなくてはいけないため、大人も３秒程度とする。 
 
 脳波は解析が難しく、その手法もクライン講師に教えていただいた。スクランディス研究室と私が
持っている解析ソフトが違うため、細かいやり方は異なるものの、基本的な脳波解析のやり方を実際
に示していただくことで、参考になった。日本にもこのように解析が長けた人材がいれば、とドイツ
の環境をうらやましく思った。実際にこちらのラボの学生たちは、何か困るたびにクライン講師のと
ころに駆け込み、アドバイスや実践に介入してもらい、論文を書いていた。 
 
クライン講師によれば、実際に実験をしてみて、解析していくうちに分かることも多いという。最

初は全然理解できなかった解析法であったが、クライン講師が何度もお手本を示してくださることで、
買ったまま使えなかった解析ソフトがようやく活かせるようになった。日本に帰った後も困ったこと
などがあったら、メールをくれれば対応してくださるそうで、このような人脈が出来たことも貴重な
経験であった。 

2.2 海外調査研究の成果の公表予定 
現在、音楽知覚学会に「幼児期における歌記憶の発達的特性」の論文投稿を行い、査読中である。 
また、「幼児期における歌唱能力と個人因子との関わり」を執筆中である。これは日本音楽医療研究
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会にて発表予定である。 
上記論文の執筆が終わり次第、成人の脳波測定を行う。成人の脳波測定は 20 名を予定している。

音楽記憶中の脳波測定を行い、日本語と中国語による歌記憶の変化、音楽変化課題による脳波の変化
を記録したいと考えている。同様の実験を幼児でも行う。20 名を予定しているが、脳波実験であるこ
とから困難が予想される。幼児の脳波測定を完了したのち、博士論文執筆に取り掛かる予定である。 
また、来年 7月に上海で行われる The 23rd Biennial Meeting of the International Society for the Study 

of Behavioral Development にてポスター発表を予定している。ここでは「幼児期における歌記憶の発
達的特性」を発表し、2015 年度の Human Brain Mapping にて博士論文の学会発表が出来ればいいと
考えている。 

  
参考文献 

 
Wolfgang, S.(2011) The structure of semantic meaning: A developmental study. Japanese Psychological Research, 
53(1)65-76 
Midori, H＆Makoto, M(2009) A Brief Review of the Event-related Potential Studies on HarmonyProcessing, Bulletin of 
the Hiroshima University Educational school, 199-205 
Slevc, L.R.,Rosenberg,J.C.,＆Patel, A.D.(2007) Making Psycholinguistics Musical:Evidence for shared processing of 
linguistic and musical syntax. Language abd Music as Cognitive Systems, May 11-13, Cambridge, UK 
Wong, P.C.,Skoe,E.,Russo, NM.,Dees,T.,＆Kraus, N.(2007)Musical experience shapes human brainstem encoding of 
linguistic pitch patterns.Nature Neuroscience,10(4),420-422 
  
    
    まつざき まみ／お茶の水女子大学大学院 人間発達科学研究科保育・児童学専攻 
 
 
指導教員によるコメント 

松崎さんは、子どもの音楽能力（認知、記憶）を、従来の心理学的視点からだけではなく、脳科学的手法

（近赤外スペクトロメトリー、脳波）によって解明するという困難な課題に取り組んでいる。修士課程では成人

のリズム認知にブローカ野が関与していることを明らかにした。博士課程では、子どもの音楽記憶に焦点を絞

り、音楽記憶に関連のある因子を子どもの行動観察によって明らかにするとともに、その脳内過程を脳波を

使って検証する実験に取り組んでいる。すでに行動観察においてはいくつかの興味ある知見を得ているが、

今回はその脳波解析を行うために、ドイツギーセン大学のスクランディス教授の研究室で学んだ。報告書に

あるように、有用な技術と知識を短期間にマスターすることができたと思っている。また、ドイツにおける研究

者の真摯な姿勢や、異文化社会のもつダイナミズムに触れ、深い感銘を受けて帰国した。本学の国際化の

良い実践例になりえたと信じる。  

（人間創成科学科学研究科・榊原洋一） 
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学生海外調査研究 

メキシコ人高校生の中退に影響を与える家庭要因－家庭環境・親子関係の検討から－ 

  加藤 由里子 人間発達科学専攻 

期間 2013 年 8 月 7 日 ～ 2013 年 8 月 21 日 

場所 メキシコ国メキシコ市・プエブラ市 

施設 
メキシコ大学院大学、メキシコ国立教育大学、メキシコ地理統計局、 
メキシコ市・プエブラ市の各 NGO 

 
内容報告 
1. 本海外調査研究の必要性と論文における位置づけ 
 本海外調査研究の目的は、①メキシコにおける学校中退の家庭要因（家庭環境や夫婦・親子関係な
ど）、②NGO は子どもたちやその家族に対してどのような支援を行い中退削減につなげているか、の
2 点について、資料・文献および統計データの収集、NGO へのインタビューを通して詳しく調査し、
メキシコの学校中退を減少させる方策について検討することである。また、本調査の実施を通して、
今後の研究のフィールド確保も視野に入れている。この調査は、博士論文において、学校中退の家庭
要因が生じる背景を明らかにし、今後の研究の方向性を見極める最も基礎的な部分に位置するもので
ある。 
 メキシコでは、初等教育の就学率が 98％（UNESCO, 2012）に達し、EFA（万人のための教育）へ
向けた国際的な 6 つの目標のうちの一つである初等教育の普遍化をほぼ達成している。また、前期中
等教育についても 79.8％の純就学率を達成しており、少しずつ義務教育の就学率が伸びている状況で
ある。しかし、後期中等教育については、学校への登録率は 60.3%となっているが、純就学率を見る
と 51.9％しかなく、この段階での中退率は前期中等教育 5.6％に対して 14.9%となっており、非常に
深刻な状況を表わしている（INEE，2013）。 
メキシコの公教育省（以下 SEP）は、こういった状況を憂慮して、2012 年に初めて全国の 14 歳か

ら 25 歳までの若者とその両親を対象にした学校中退、または学校に行かなかった主な理由を尋ねる
アンケート調査を実施した（SEP，2012）。アンケートでは、主な中退理由を複数回答できるように
なっているが、その結果、男女とも約半数が「家庭の経済的欠乏」によって学校を中退していること
が分かった。しかし、次いで多かったのは、男性が「勉強するより仕事の方が大切だと思った」、女性
が「妊娠した／妊娠させられた／子どもをもった」という理由であり、それぞれ約 2 割を占めていた。
この結果は、学校中退に家庭的な要因が大きく影響していることを示している。しかし、このアンケ
ートの実施報告書からは、こういった理由が生じる背景については詳しく説明されておらず、学校中
退がどのようなメカニズムで引き起こされているのか明らかにされていない。学校中退の削減を考え
るのであれば、この部分を明らかにしないと、根本的な削減には至らない。また、家庭の経済的欠乏
は、子どもたちが働いたり妊娠したりすることで、学業が継続できず、学歴獲得の過程から逸脱する
結果となり、さらに助長される可能性がある。 
そこで、主に都市部の貧困地域で子どもたちやその両親を支援している NGO のスタッフに、学校

中退の家庭要因、および、学校中退の削減に成果を出している NGO の支援プログラムの内容と支援
の観点についてインタビュー調査を行った。調査に際して、国際的な女性リーダーの育成を目的とし
ている「学生海外派遣」プログラムの助成を受け、2 週間の予定でメキシコ市とプエブラ市を訪問し
た。 
 
2. 調査内容 
2-1 資料・統計データの収集、研究者との意見交流 
 資料・文献については、メキシコ大学院大学（El Colegio de México）、および、メキシコ国立教育
大学（La Universidad Pedagógica Nacional）の附属図書館を訪問し収集した。特に、日本では入手し
にくいメキシコ国内における学校中退に関する研究の動向やこれまでの取り組み、教育改革などにつ
いて書かれた論文や文献を中心に収集した。また、前者では、スペイン征服期である 17 世紀後半か
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ら 18 世紀前半における社会体制と家族が置かれた状況についての論文があったので、複写した。こ
ういった資料は、メキシコのこれまでの学校教育に関する取り組みや、現在のメキシコの社会や家族
の構造を読み解くうえで重要な基礎資料となる。さらに、メキシコ市内の書店にて、メキシコに関す
る教育システム、教育と社会変動、貧困・社会問題、家庭内の親子関係やしつけ、男女観などの文献
を収集した。これらは、学校中退の家庭要因が生じる背景を知るために必要な文献である。日本では、
こういった専門的な資料は、20 年ほど前に出版されたものが数冊程度しかなく、最新のメキシコ人の
家族関係や社会背景を知るのに役立つものである。 
統計データについては、メキシコ国立地理統計局（以下 INEGI）を訪れ、主に INEGI のホームペー

ジ上に公開されていない家族に関するデータについて、担当者と相談しながら一つずつ整理し収集し
ていった。メキシコでは、女性の解放運動が興った 1970 年代に大きな家族構造の変化があり、その
前後における家族世帯数の変遷、出生率の変化、家長の性別、就業者の割合などについてデータを調
べたが、センサスや書庫を見ても、1980 年代以前の家族に関する詳しいデータは残念ながら手に入ら
なかった。しかし、1990 年代の家族構造や家庭の経済状況や教育レベルに関する文献、および、メキ
シコ市（2011 年）とプエブラ市（2005 年）の統計年間を入手することができた。これらは、ホーム
ページ上にある最近のデータとともに、後ほど論文において、メキシコ社会の家族構造の変遷と学校
中退の家庭要因を考察するうえで貴重な資料となるものである。 
さらに、メキシコ大学院大学に所属している筆者の知り合いの研究者の紹介で、メキシコの公教育

省の基礎教育（初等教育・中等教育）課に所属し、メキシコの移民問題の専門家でもある Z 氏に、メ
キシコの教育システム、および、学校の中退要因についての概要を聞くことができた。Z 氏は、学校
中退の定義について、学校による児童・生徒の排除なのか、児童・生徒の学校からの離脱なのかとい
った様々な考え方があること、学校中退には大きく分けて社会的な問題と学校における問題があるこ
とについて言及した。家庭要因は社会的な問題に含まれる。また、Z 氏は、先述したメキシコの公教
育省によるアンケート項目には無いが、家族が米国へ働くために移住するのに伴って、子どもたちも
中学校を卒業すると移住してしまうことも大きな学校中退の要因であると指摘した。 
2-2 NGO スタッフへのインタビュー 
2-2-1 訪問した NGO の概要 
 今回は、メキシコ市にある 4 件の NGO と、その近郊のプエブラ市にある 1 件の NGO に、半構造
化インタビューを行った。インタビュー時間はそれぞれ約 1 時間半で、内容は使用目的や個人情報の
公開の可否を確認したうえで録音した。まずは、各 NGO の概要とインタビュー対象者について述べ
る。なお、NGO 名は①から⑤の番号で示し、インタビュー対象者はアルファベットの一文字で表し
ている。 

NGO①は、メキシコ市内の特に貧困層の多い 3 つの地区にセンターを持ち、働いている 5 歳から
17 歳までの子どもや若者、その両親に対して人権保護の観点から支援活動を行っている。筆者はその
中の一つのセンターを訪問し、この NGO の代表者である A 氏と、以前ここでボランティアとして働
いていた職歴 6 年目のエデュケーター（路上で働いている子どもたちの能力開発のためにセンターに
来るよう誘いかけるスタッフ）の一人である B 氏にインタビューを行った。この地域の特徴は、離婚
したり別居したりして一人で子どもを育てている母親が多いことである。このセンターは、デイ・ケ
ア・センターとなっており、子どもたちやその両親がここで支援プログラムに参加した後、各家庭に
帰るという通所型である。職員は全体で約 30 名在籍する大きな NGO である。ここでは、参加者たち
が遊びや作業などの活動を通して、「教育」、「健康」、「市民性と権利」、「男女の対等性」、「社会経済」、
「コミュニケーション」、「社会保障」の 7 つのテーマを基に学ぶようになっている。 

NGO②は、設立後の約 30 年間で、40 以上の支援プロジェクトをメキシコ国内だけでなくラテンア
メリカを中心に、アメリカ合衆国やウズベキスタンなどにおいて実施してきた NGOである。このNGO
は、基本的に「教育」、「健康」、「市民性の涵養」、「生産活動」の 4 領域において活動し、子どもやそ
の両親に対して日常生活や学校生活に必要な能力を開発し、社会心理的な障害（恐怖、罪の意識、先
入観、嫉妬など）を取り除きながら、参加者の自尊心を高め、判断力や自己決定力、社会における責
任感などをもてるように支援している。また、政府と連携して、コミュニケーション、性、麻薬の予
防、責任、市民性とモラルなどのテーマを教える教材を開発し、公立学校の先生に協力してもらいメ
キシコ全国の学校で教えている。このプログラムを行った農村部のチアパス州とアグアスカリエンテ
ス州では、ホームページにも記載されているが、小学校と中学校において、1 年で 24％も中退率が下
がったという報告がある。ここでは、本 NGO の創設者であり代表でもある C 氏にインタビューを行
った。 

NGO③は、メキシコ市内の貧しい地区のコミュニティー・センターを拠点に活動を行っている NGO
で、スタッフは代表の D 氏 1 名である。メキシコ、および、カリブ海諸国において、教育、健康、ス
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ポーツ、文化、社会公正、農業、環境の分野で若者たちの能力開発を行い、社会参加の促進を図って
いる。事務所のあるコミュニティ・センター内においては、奨学金の支給、教育相談、パソコン講習、
英語・フランス語の語学講習などを行っている。また、国際的には自然災害支援、および、NGO の
後援者の募集や募金活動の一環としてのイベント企画・開催なども他の団体と協力しながら行ってい
る。この NGO は、若者たちの能力開発を通して、人々の判断力や、自己決定力を高め、生活するう
えで障害となるものを取り除き、危険な状況を抜け出すことを目的としている。本 NGO の代表であ
る D 氏に聞き取りを行った。 

NGO④は、カトリックの修道会が母体となっている NGO で、主な活動内容は、学校に行くことが
できなかったり、学業を継続できなかった貧しい若者や成人のために、公教育省の認可の下、「オープ
ン・スクール」と呼ばれる単位制の学校卒業資格獲得システムの運営を通して教育機会を提供したり、
よりよい職業に就くための職業訓練（コンピューター・英語・料理・縫製など）や手工芸（アクセサ
リー作り、刺繍など）の技術を習得する機会を提供することである。これらの講師は、ほとんどがボ
ランティアで、メキシコの大学生に義務付けられている社会サービスの一環として行われているボラ
ンティア活動の受け入れ機関にもなっている。また、心理的な問題を抱えている参加者のために、カ
ウンセリングも行っている。ここでは、正規のスタッフとして働いている職歴 3 年目のオープン・ス
クールの担当者である E 氏と、社会サービス・ボランティア事業の担当者で職歴 6 ヶ月の F 氏に話を
聞くことができた。 
最後に、NGO⑤は、プエブラ市内にあり、NGO④とは異なるカトリックの修道会が母体となって

いる NGO である。この NGO は、プエブラ市内で大きくレストラン事業を展開している企業の一室
に事務所があり、この企業の役員が NGO の代表を務めており、企業と NGO との協働体制が確立し
ている。例えば、企業側が NGO に活動資金を提供したり、企業が経営するレストランに NGO が開
発した商品を置き、NGO の運営資金獲得に協力したり、支援対象地区の子どもたちのために無料定
期健診を行う医師を紹介している。この NGO に正規で働いているスタッフは、筆者のインタビュー
対象者でコーディネーターをしている G氏のみで、その他の代表、秘書、事務員といった役職はすべ
てボランティアで行われている。コーディネーターの業務は、主にプエブラ市内の貧しい地区におい
て、一般の人々やイベント開催などを通して資金を調達し、この修道会が運営している学校に子ども
たちが通えるようにするために奨学金を支給することである。ここでは、この修道会が運営している
中学校も見学させてもらった。 
2-2-2 各 NGO の支援対象地域に見られる家庭要因 
インタビューの結果からは以下のような家庭要因が見出された。以下、その内容について一つずつ

見ていく。 
NGO①の代表である A 氏は、「彼らの家族はとても貧しく、高校に払うお金がない。」とまず、金銭

的な問題があることを指摘していた。また、「家族が教育にあまり注意を払わないことです。彼らは子
どもたちが学校よりも働くことを望んでいます。つまり、母親や父親が子どもたちへの教育を重視し、
勉強を手伝うように働きかけをすることがとても大変です。」と述べていた。さらに、「子どもたちは
多くの問題を抱えていて、時々家族に暴力をふるわれたり、性的虐待や虐待を受けて」いること、「養
育方法や養育の習慣が殴られたり罰を与えられたりする。それが習慣になっていると思う。」と、家庭
内における暴力が習慣化していることについて言及していた。 

NGO①のエデュケーターをしている B 氏も、「父親が言った通りのことをしないといけません。で
すので、時々母親は子どもと良い関係を築くことが難しいのです。」と、母親が置かれている状況につ
いて語り、また、この地域の特徴として「一般的に夜などに有機溶剤やアルコールの摂取が多く見ら
れます。・・・（中略）・・・少年と同じように成人に対する支援がなく、能力を発達させる機会もない。」
と述べていた。その他、「子どもたちを学校に送る責任があるのは母親です。それはメキシコの良くな
い考え方です。例えば、〔父親は〕『あなたがやりなさい。自分は知りません。』と言う。ですので、父
親が子どもを養育する責任から逃れるのはとても簡単です。」と、教育に対する親の責任に対してこう
いった固定観念が根付いていることも説明してくれた。さらに、「パパやママが仕事で長時間働いてと
ても疲れていること・・・（中略）・・・また、子どもが多くすべての子どもと十分話すことができま
せん。また両親も子どもたちと話す能力を持ち合わせていません。」と、家庭における子どもの数の多
さとコミュニケーションの不足について言及していた。そして、少女の妊娠については、「子どもたち
はセックスや妊娠予防に関する知識を持っているように思われます。でも、家族の中での問題で、パ
パやママが子どもの言うことを聞かなかったり、・・・（中略）・・・学校で何があり、何を感じ、何を
したいと思っているのかに注意を払わなかったりします。それが、他のはけ口を探し、誰か話を聞い
てくれる人を探したりすることにつながります。・・・（中略）・・・とても簡単に他の人と親密な関係
になり、家族の活動から出ていくことになります。」と少女の早熟な妊娠に至る理由を説明してくれた。 
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NGO②の代表である C 氏も、家庭内のしつけの在り方について「とても命令的で、他の人の言うこ
とを良く聞くように、従うようにし、個人にとって必要なことや自由に対してほとんど尊重がありま
せん。」と述べていた。そして、学校中退の家庭要因について「もっと経済的な問題です。それと、価
値観の欠如です。でも、もし子どもたちが学校に行きたいと思っても、勉強したいと思っても、人生
を良くしたいと思っても、現実は両親が貧しくて学校に行けない、学校で差別される、学校へ行って
も意味がないということです。」と、家庭における金銭と価値観の欠如、また学校の問題についてもふ
れていた。また、「友達や周りのみんなと同じようにする社会的な圧力があります。みんなと同じよう
にしないといけない社会的圧力です。ですので、みんな学校に行くけど、それは社会的圧力で行って
いる。」と、学校に行く意味を理解しないまま通っている現状についても語っていた。 
 NGO③の代表である D 氏については、D 氏の来所者の面談や書類作成など通常の業務を行いながら
のインタビューとなり、詳しい話を聞くことはできなかったが、いくつか述べてくださったところに
よると、学校中退の削減にはもっと子どもたちのために直接的な能力開発の支援が必要であること、
家庭内においては、母親と子どものコミュニケーション不足が見られるということである。それは、
子どもの数が多すぎること、また、母親が子どもとのコミュニケーションの取り方がわからないこと
が主な原因であるとのことであった。来所者の一人にも話を聞くことができたが、その方も「第一に
コミュニケーションの不足です。負のサイクルのようなものです。教育がなく、知識がないので、す
ぐに麻薬に手をだしたり、望まない妊娠をしたりします。」と家庭内の問題について述べていた。  
 NGO④でも、オープン・スクールの担当者である E 氏が「両親が彼らを学校に行かせるお金がない
ことが多いです。そして彼らは働いて家庭を支えないといけません。」と家庭における経済的な問題が
大きいことを挙げていた。また、社会サービス・ボランティア担当の F 氏は「ここに来るのは多くが
女性です。というのも彼女たちは文化的に教育を受ける機会をもっていません。・・・（中略）・・・彼
女たちはそういった考え方をもっている小さな集落から都市部に来ます。彼女が教育をもつのは難し
いです。というのも父親は子どもや女性に結婚したあと家事をうまくできることを求めます。ですの
で、経済的な援助をしてくれる人がいません。」と、都市部に移住してきた女性が抱える問題について
言及していた。さらに、E 氏は「両親が学校に行き続けられるように支援しないという問題がありま
す。学校に行く時間があれば、他のことをしろと言います。時間の無駄だと考えています。家族内で
の考え方の問題です。」と述べ、両親の教育に対する考え方についてもふれていた。 
 NGO⑤の奨学金コーディネーターである G氏は、「ここメキシコでは、両親が子どもたちが良い生
活ができるように勉強させようと思ったら、できないことはありません。ですので、両親は〔私たち
の説得〕を受け入れます。なぜなら、もし乗り越えようと思ったら、もし勉強をしようと思ったら、
もし支援しようと思ったら、それはできる。」と述べたうえで、「確かに、家族が子どもたちを学校に
行かせてやれない要因もあります。例えば、学費は払っているが、道のりがとても遠く、バス代等の
交通費がとてもかかる。ですので、家庭的要因は第一にお金です。」と最も大きな家庭要因は家庭の金
銭的な不足であることに言及していた。また、「家族はコミュニティーや村でお金がないので、多くの
父親がアメリカへ働きに行きます。でも、多くの場合なかなか満足な収入が得られません。でも、こ
こでは子どもはお父さんが不在のまま残されます。また、多くの場合、母親もいません。」と移住の多
い状況について語っていた。さらに、「・・・（前略）子どもたちを隣近所の人や、親戚や、自分の兄
弟に預けます。・・・（中略）・・・ですので、これらの人々が子どもたちを養育する責任を負い、この
人たちもお金がなくなります。・・・（中略）・・・彼らはお金を手に入れるために子どもたちを働かせ
ます。」と、移住によってコミュニティーがより貧しくなり、子どもたちが学校に行けなくなっている
現状についても話してくれた。 
 以上、ここまでは、インタビュー対象者が言及していた学校中退の多い地域の家庭環境や親子関係
について述べた。次項では、これらの家庭要因に対する各 NGO の支援内容と観点について検討する。 
2-2-3 学校中退を減らすための NGO の支援内容と観点 
 まず、インタビュー対象者が言及していた家庭環境や夫婦・親子関係についてのキーワードを挙げ
整理していくと、家庭内部の要因と社会的な要因とに大別できる。家庭内部の要因としては、「金銭的
な不足」、「両親の教育より仕事を重視する考え方」、「暴力」、「強制的なしつけ」、「父親の権威」、「長
時間労働」、「麻薬やアルコールの摂取」、「子どもの数の多さ」、「コミュニケーション不足」、「少女の
早熟な妊娠」、「価値観の欠如」、「米国への移住」が挙げられる。そして、社会的な要因としては、「地
域で能力開発ができる場所の不足」、「文化的な性別役割観念」、「社会的圧力」がある。しかし、家庭
内部の要因は、それぞれ相互に結び付き、家庭の状況をより悪化させていると考えられる。また、社
会的な要因も、家庭内の各個人の考え方に影響を与え、家庭内部の要因と密接に結びついていると言
える。 
こういった状況に対して、ほとんどの NGO は共通して、家庭の金銭的な不足を補い、子どもを学



「学生海外派遣」プログラム 

10 

 

校に行かせるための奨学金プログラムを組み、子どもたちが学校へ通学する際にかかる交通費や食費、
教材費などに充てられるようにしている。また、家庭内で暴力を受けた子どもや母親のために、カウ
ンセラーによる専門的なカウンセリングを行うチームも持っている。 
しかし、これだけではなく、さらに各 NGO は独自の観点から能力開発プログラムを組んでいる。

特に規模が大きくスタッフもたくさん働いている NGO①と NGO②は、総合的な能力開発プログラム
を有している。また、中退の削減についても成果をあげており、これらの NGO の取り組みは今後の
中退削減の方策を考えるうえで大変参考になる。 
例えば、NGO①は、代表の A 氏の言う「一人一人の子どもたちが勉強を続けることは大切だと思っ

てもらえるように、学校教育に再び意味を与える」観点から、読み書き能力、数学的な能力、自分の
感情や感じたことを明確に伝える能力を育成している。また、子どもたちに教育を受ける権利、暴力
を受けない権利、健康な生活を送る権利などについて教え、人権の観点からの支援活動を重視してい
る。A 氏は「自分の権利を知ることは重要です。自尊心が向上します。彼らは自分のリプロダクティ
ブ・ヘルス（性と生殖に関する健康）の権利を知ります。どうやったら妊娠しないか、セックスのこ
となどです。麻薬をせず、彼らの学業期間が長くなります。」と述べ、セックスや避妊、男女の性の対
等性や麻薬などについて遊びや作業などの活動を通して学ぶことで、学校にいる期間が長くなること
に言及していた。また、家庭内の関係を改善するために、両親、特に母親に対しても栄養のある食事
の作り方、女性の権利、子どもとのコミュニケーションの図り方、暴力的でないしつけの方法などを
教えるプログラムを提供している。 
そして、NGO②は、生活に必要な能力を開発し、社会的・心理的な障害を減らすことを基本にすべ

てのプログラムを構成している。貧しい人々は、情報の不足だけでなく、心理的な障害（恐怖、罪の
意識、先入観、嫉妬など）を抱えていることがある。こういったものはメキシコの場合、文化的・宗
教的な価値観から成生されることが多い。そのためこの NGO では、健康、栄養、麻薬中毒、教科内
容など学業達成に必要な知識だけでなく、NGO が開発したテキストを通して、心理的な障害を取り
除き、自尊感情を高め、自己決定能力を養い、自分の考えを相手にはっきり伝える方法などについて
教えている。C 氏は、こういった支援を行うことで「行動やふるまいの変化があります。そして人々
が自分の人生や家族の人生、コミュニティーにおいて変化の仲介役になります」と述べていた。また、
両親に対してもコミュニケーション、性、価値観、自尊感情、自己決定などをテーマに教材開発を行
い、「両親のための学校」を開催している。 
また、NGO③④⑤は、正規のスタッフは 1 名から数名しかいない NGO で、NGO①②のように総合

的なプログラムは組むことができないが、それぞれの方法で能力開発を行っている。まず、NGO③は
若者がコミュニティーにおいて生産活動に参加し、社会参加できるようにするために農業や環境教育
などを行っている。またコンピューターや語学講習を開催し、能力強化を行っている。そして、NGO④
は、職業訓練プログラムの提供とオープン・スクールの運営を行い、学業を継続できるようにするだ
けでなく、将来よりよい職に就けるように技術を身に付けることを目的に活動している。NGO⑤は奨
学金の支給を通して、修道会が運営する学校に子どもたちを通わせ、将来貧困で困らないように支援
している。例えば NGO④の E 氏は、参加者が職業訓練プログラムを受けることによって「彼らは成
長と変化の方法を探すようになります。だから考え方も大きく変化します。」と述べ、「少女たちはこ
こに来た時は恥ずかしそうで、控えめで、黙っていて、あんまり他の人と話しませんでした。でも、
後になると髪型や服が流行のものになったり、話したりするようになり、とても変化したように見え
ます。」と、参加者たちの変化について述べていた。 
 
3. まとめと今後の研究の方向性 

 これらの NGO へのインタビューを通して得られたことは、１．メキシコにおける高校生の学校
中退の家庭要因は、先述したメキシコのアンケート調査に見られる理由以外にもたくさんあること、
2．それらは高校生になる以前の家庭環境や親子関係に起因していること、3．家庭要因には社会的な
要因が大きく影響を与えていること、4．学校中退削減のためには、奨学金やカウンセリングの提供
だけではなく、「権利」、「健康」、「栄養」、「リプロダクティブ・ヘルス」、「コミュニケーション」、「麻
薬の予防」に関する知識が有効であること、同時に両親に対しても「権利」、「健康」、「栄養」の知識、
「しつけ」や「コミュニケーション」の支援が必要であることの 4 点である。そのため、今後の課題
として、まずは、今回の調査で見出された家庭要因の関連性を一つずつ考察すること、学校中退の削
減のために、上述した知識を学校や地域で学ぶ方策について検討を深めることが挙げられる。 
本調査研究の成果については、11 月末に行われる国際開発学会の第 24 回全国大会で口頭発表する

予定である。そして、来年 3 月に行われる国際教育学会の春季大会においても、口頭発表する予定で
ある。また、博士論文においては、序章または第 1 章に当たる部分に相当する内容としてまとめる予
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定である。 
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かとう ゆりこ／お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科人間発達科学専攻 
 
 
指導教員によるコメント 
 これまで、NGO が教育協力に果たす役割や発展途上国における学校中退について研究をしてきま
した。今回の調査研究では、学校中退の問題が深刻な中南米地域の中からメキシコを対象としてとり
あげ、学校中退の要因として家庭（家庭環境や夫婦・親子関係など）に注目して調査を行っています。
また、それとともに、NGO が子どもたちや家族に対していかなる支援を行い、中退問題に対処しよ
うとしているのかも研究課題としています。これらはいずれも大きな研究課題ですが、わずか 2 週間
の調査の中で、広範な資料収集、NGO へのインタビュー調査を実施し、メキシコの学校中退問題を
分析し、解決の糸口を探るための基礎データが得られていると思います。国際開発・援助の領域にお
いても、中南米の学校中退は大きな関心事でありますが、これまでは家庭への現金給付など、経済面
の支援が中心でした。加藤さんの研究は、家庭の社会的側面（親子関係や夫婦関係など）に注目した
ものであり、従来のアプローチとは異なる支援方法の発見が期待できます。 
 

（大学院人間文化創成科学研究科・浜野隆） 
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学生海外調査研究 

公立中学校の凋落と民営中学校の発展 
−中国浙江省慈渓市を事例に− 

氏名 馬 芳芳 人間発達科学専攻 

期間 2013 年 7 月 23 日～2013 年 8 月 5 日 

場所 中国 浙江省 慈渓市 

施設 市の教育局、民営中学校、公立中学校、公立小学校、学習塾 

 
内容報告 
1. 研究背景と目的 
中国では、厳しい進学競争の影響により受験の低年齢化が進んでいる。近年は特に中学校選択 1 へ

の関心が全国的に高まっている。そうした中、北京のような国公立の高等教育機関がたくさん存在す
る地域では、公立学校間での選択、例えば、有名大学の付属中学校（国公立）への選択が多く見られ
る。それに対して、広東省や浙江省のような地域では、国公立の高等教育機関は少ないが、民営教育
が非常に発達しているため、義務教育段階での学校選択は公立と民営学校との間で行われることが多
い。こうした民営教育が発達した地域では、公立中学校への進学は学区制に基づき、無償であるのに
対して、民営中学校 2は難しい入試がある上に、高額な費用（授業料や寄宿料など）が求められる 3。
そのような状況にもかかわらず、一部の低学歴や低所得の家族も含め、民営中学校を選択する意識は
非常に高い。その結果、公立学校の人気が下落し、定員割れが生じ、成績の優秀な子どもが集まらな
いため、公立学校の進学実績が低迷している。 
しかし、公立中学校の改善に関する政策では、その焦点は主に公教育の機会均等にあてられてきた。

具体的には、公立中学校の学区制を強化することによって、公立学校に対する選択を制限しようとす
る政策がある。一方、民営中学校に対しては、その選択が拡大する傾向にある。したがって、こうし
た政策は、これまでの学校間格差を助長する恐れがあり、公立中学校の真の改善には役立たない。そ
こで、公立学校はなぜ凋落したのか、民営学校はなぜ繁栄したのか、その経過を明らかにすることが
重要となる。それによって、公立学校の改善とともに、民営中学校選択に対する過熱を是正すること
にもつながると思われる。 
上記のような背景を踏まえて、本調査は、中国で民営教育が最も発達している地域の 1 つである浙

江省慈渓市の事例を取り上げ、教育の市場化の下で、公立中学校はなぜ凋落したのか、民営中学校は
なぜ繁栄したのか、その経過を政策的な要因と学校間格差の要因から明らかにすることを目的とする。 
 
2. 本海外調査の必要性と位置づけ 
2.1 本研究に至る経緯 
 報告者は、これまで一貫して中国浙江省慈渓市をフィールドとし、親の教育戦略について多様な側
面からアプローチしてきた。 
 まず、修士論文のデータを用いて再分析を行い、親の教育期待（馬 2010）と学校外教育投資（馬 
2013b）に見られる学校間・階層間の差を明らかにした。こうしたことが、量的調査からだけではな
く、個別の親による聞き取り調査からも裏づけられた（馬 2012a）。 
 その後は、聞き取り調査の対象を拡大し、研究の焦点を親の教育期待や学校外教育投資と深く関わ
る中学校選択にあてた。データを分析する際に、親の持つ資本構造がどのように公立と民営学校選択
に影響を与えるのかを、学歴資本と経済資本の異なる 48 家庭の比較を通して明らかにした（馬 
2012b）。また、子どもの受験前と受験後に見られる学校選択意識の変化についても追跡調査を行い、
分析を行った（馬 2013a）。 
 本海外調査では、これまで分析してきた親の学校選択意識や判断を支える制度的な要因と、それを
裏づける客観的データを収集するために、教育局、校長、教員を対象とする聞き取り調査を行った。 
2.2 本海外調査の必要性 
 本海外調査は、政策的な側面と、公立学校と民営学校との間に存在する学校間格差に焦点をあてて、
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公立学校が凋落し、民営学校が繁栄した理由を検討することを目的とした。本調査が必要であるのは、
以下のような理由からである。 
 まず、従来の中学校選択に関する研究は、主に家族による学校選択の行動、つまり、学区内の公立
学校から「脱出」し、民営（私立）学校を選択する家族に焦点があてられてきた（例えば、園山 2012、
小林 2012、多賀 2012、曲・楊 2007 など）。そして、こうした選択に至る理由も家族から聞き取っ
た主観的な判断に留まっている。しかし、こういった理由がどこまで客観的根拠を持っているかは明
らかにされていない。また、報告者が分析してきた慈渓市の中学校選択の状況では、積極的に公立学
校を選択する親はいるものの、地域全体では非常に高い民営志向が見られた（馬 2012b）。こうした
現状に至る背景を解明するには、親だけではなく、政策の施行に関わる教育部門の関係者や校長など
を対象とする調査が必要となる。 
2.3 博士論文における位置づけ 
 報告者は、中国における親の教育戦略を家族が保有する資本構造の視点から社会学的に検討する博
士論文の執筆を目指している。研究方法は、量的アプローチと質的アプローチを組み合わせる混合研
究方法を用いる予定である。 
 前述したように、報告者は、まず、修士論文の量的なデータを用いて、親の教育期待や学校外教育
投資に関する階層間格差とその規定要因を、家族の保有する学歴資本と経済資本の視点から検討した
（①量的アプローチ）。 
 そして、これらの知見を踏まえた上で、幅広い学歴層や職業層の親を対象とした事例収集を始めた
（②質的アプローチ）。特に親の学校選択意識や行動がどのように形成されるのか、といった具体的な
プロセスの解明を試みた。この部分は博士論文の中核である。 
 本海外調査は、学校選択の当事者（親）ではなく、学校選択に直接関わる第三者に対するデータ収
集を目的としたものであるため、②の質的アプローチの延長線に位置づけられ、その補足となる。こ
れによって、博士論文に向けてのデータ収集がほぼ終了したと言える。 
 
3. 調査とデータの概要 
3.1 調査の概要 

 

 本海外調査は、報告者が 2013 年 7 月 23 日から 8 月 5 日にかけて実施したものである。主に以下の
2 つのデータ収集を行った。①2000 年以降（当該地域で民営学校が拡大した時期）の中学校選択と教
員採用に関する政策、②学校規模、費用、進学実績などに関する公立中学校と民営中学校の学校間格
差である。一部の資料収集は、政府部門（教育局など）や学校のホームページから情報収集を行った。
インターネットでは入手困難な資料と情報については、①教育局担当者、②学校の校長や教務主任、
教員、③学習塾の理事、秘書、講師といった対象者から聞き取った。詳細な内訳は表 1 に示す。聞き



「学生海外派遣」プログラム 

14 

 

取りの際は、半構造化面接法を用いて、すべての対象者に 1 時間から 2 時間の面接を行った。 
 調査の依頼に関しては、まず、報告者のこれまでの調査協力校に依頼し、調査の許可を得た。次は、
これらの学校に報告者指定の学校の紹介を依頼し、許可を得てから自ら電話でコンタクトを取った。
学校を指定する際には、公立学校と民営学校、そして、市内の学校と郊外の学校を含むのが条件であ
った。また、原則的には各学校の校長（学習塾の場合は理事）に依頼したが、学校によっては、校長
より教務主任の方が学校選択の事情に詳しい、あるいは、校長は出張や会議の都合で日程が合わない、
といった状況があったため、校長以外に、学校の教務主任や塾の全般の運営を管理している秘書にも
話を聞いた。 
 調査地域である浙江省慈渓市は、中国南東部沿岸地域の 1 つで、上海・杭州・寧波を結ぶデルタ地
区に位置する臨海工業都市である。面積は 1154km2で，人口は 104.19 万人（2012 年）である 4。冒
頭で紹介したように、北京や上海とは異なり、慈渓市（浙江省）では民営教育が非常に発達している。
例えば、各学校段階における民営学校のシェアについて、慈渓市は浙江省や全国水準を大きく上回っ
ている。陶・王（2010, 2-251）の紹介によれば、中学校段階では、民営学校学校数の割合は、中国全
国は 7.6%で、浙江省は 8.4%であるのに対して、慈渓市は 15.9%と遥かに高い。また、慈渓市で民営
学校に在籍している生徒数の割合は 18.5%と高く、全国の 7.7%と浙江省の 10.0%を超えている。さ
らに、慈渓市では、民営学校の規模や設備、進学実績は公立学校を上回っているのが現状である。ま
た、舒（2004）によれば、慈渓市ではビジネスで成功した企業主の多くは民営教育に投資する傾向が
あって、教育の質（特に進学実績）がよければ、一般の親でも子どもを民営学校に通わせたいという
意識が高い。この点は、2.2.項目で述べた報告者のこれまでの調査結果と一致している。慈渓市では、
全体的に民営学校への志向が非常に高く、親たちが挙げた主な理由は、その進学実績や教員の質にあ
ることが分かった。 
3.2 訪問した機関の概要 
 本項目では、調査で訪問した学校と学習塾の概要を紹介する。 
3.2.1 民営中学校 A校 
 民営中学校 A 校は、企業が出資し、1998 年に設立された寄宿制の学校である。学校は市内にある。
小学校部、中学校部、高校部からなっているが、一般的にイメージする小中高の一貫学校ではない。
各学校段階がほぼ独立しており、進学の際に中学受験や高校受験が免除されるわけではない。本調査
で訪問したのはその中学校部（以降は中学校と呼ぶ）である。この中学校では、43 の学級に 2075 人
の生徒が在籍している。教員数は 138 人で、事務などの職員は 83 人いる。また、市級レベル以上の
有名な教師は 30 人余である。これは、慈渓市で最も規模の大きい中学校である。 
3.2.2 民営中学校 B 校 
 民営中学校 B 校は、2000 年に設立された「国有民営」5の寄宿制学校である。学校は市内からやや
離れた郊外に位置している。全校で 27 の学級があり、1495 人の生徒が在籍している。教職員合わせ
て 120 人余である。 
3.2.3 公立中学校 C 校 
 公立中学校 C 校は、1990 年に市内に設立された学校である。全校では、学級数が 20 で、生徒数が
750 人である。教職員は合わせて 79 人いる。専任教師は 72 人で、高級教師は 17 人、中級教師は 40
人いる。 
3.2.4 公立中学校 D 校 
 公立学校 D 校は、1957 年に郊外に設置された伝統のある中学校である。キャンパスは数回の移転
を経て、学校規模も拡大・縮小したことがある。現在は、全校で 25 の学級に約 1200 人の生徒が在籍
している。教職員は合わせて 75 人である。専任教師は 71 人で、高級教師は 2 人、一級教師は 27 人
である。 
3.2.5 公立小学校 E 校 
 公立小学校 E 校は、1960 年に市内に設立された小学校である。1978 年には寧波地区の重点小学校
に認定された。2011 年に市内にあるもう１つの小学校と合併した。現在は全校で 68 の学級に 3300
人の生徒が在籍している。教職員は合わせて 200 人余いる。全国レベルの優秀教師は 3 人で、省レベ
ルの特級教師は 4 人、高級教師は 30 人いる。 
3.2.6 公立小学校 F 校 
 公立小学校 F 校の前身は、1904 年に始まった学堂である。その後は数回改名し、1996 年に現在の
校名になっている。全校は現在 40 の学級に 2228 人の生徒が在籍している。教職員は合わせて 102
人である。高級教師は 10 人で、市級レベルの有名教師などは 40 人余いる。 
3.2.7 学習塾 G 校と H 校 
 学習塾 G 校と H 校は、それぞれ 2006 年と 2009 年に設置された学校外教育機関である。主に小中
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学生の宿題補習や受験指導を中心に行っている。 
3.3 データの概要 
 聞き取り調査のデータにおいて、慈渓市では、この十年余に民営中学校が大きな発展を遂げたのは
政策の支持があるという点がほぼすべての対象者から言及されている。例えば、毎年の生徒募集で、
民営学校は優先的に独自の試験を行って、成績の良い生徒を取ることができる。それが次第に学校の
進学実績を作り、親や生徒たちの人気を得ている。さらに、公立学校の教員が民営学校に移動しても
教育局での編制は変わらないという政策がある。それは教員の待遇を保障する政策であり、民営学校
にとっては、公立学校を超える給料で、公立学校から優秀な教師を集めやすくなる政策でもある。 
 現状としては、民営中学校は大きな人気を集め、受験の倍率が高くなる一方で、公立中学校全般は
生徒が集まらないのが現状である。ある公立学校では、近年 1 学級が生徒 30 人にも満たない状態が
続き、やむを得ず小規模学級でなんらかの実績を作り出そうという試みをしている。そして、こうし
た公立中学校の凋落は、民営中学校がたくさん存在する市内の公立中学校であるほどより明らかにな
っている。 
 一方、報告者のこれまでの研究では、多くの親たちが挙げた学校選択の理由には、民営学校の教員
の質が公立学校より優れているという点があった。今回の調査における民営中学校の関係者の話では、
上記で述べた政策上の利点もあることで、教員の質は公立学校より良いということである。しかし、
公立小中学校の関係者の話では、単なる教員の質の面から見れば、公立学校と民営学校はそれほど変
わらないという。民営学校では進学実績が高いというのは、ただ入学の時点で、優秀な生徒を集めた
だけであると主張されている。さらに、前述した民営学校の教員募集に政策的な支持がある点につい
て、公立学校の関係者たちからは、政策は変わりやすいものなので、近年は民営学校へ移動する教師
が少なくなったという話もある。この点について、教育局の担当者に話を聞いた結果、これまでは民
営学校に対する政策的な支持があったことは確かであるが、教員の質の面では、公立の学校は劣って
いないという。今後は、公立学校に対する改善策が実施される傾向にある。 
 
4.本海外調査における成果 
 本海外調査には、平成 25 年度「女性リーダーを創出する国際拠点の形成」プロジェクト「学生海
外派遣」プログラムのご支援をいただき、心より感謝申し上げる。 
 本海外調査から収集してきたデータは、報告者がこれまで実施した聞き取り調査の補完である。こ
れまでは学校選択の当事者である親に焦点をあてて、彼らの意識や行動について分析を行ってきたが、
データを解釈する際に、彼らの選択を裏づけるような客観的なデータが欠けていた。この点について
は、本調査によって補うことができた。これで、博士論文に向けてのデータ準備がほぼ終了できた。 
 
5.今後の課題 
 まず、今回収集したデータを整理し、これまでの研究成果を踏まえた上で、政策的な側面から公立
中学校がなぜ凋落したのか、民営中学校がなぜ繁栄したのかについて、分析を行う予定である。その
成果は、日本教育社会学会や日本比較教育学会における学会報告や学会誌への投稿論文の形で社会へ
発信することを目指す。 
 また、今回の調査で得られた知見は、報告者のこれまでの研究成果（親の学校選択行動，学校外教
育投資、教育期待）とともに検討し、最終的に中国における親の教育戦略に関する博士論文として執
筆したいと考えている。 
 
 
注 
1. 原語は「小昇初択校」である。小学校から初等中学校（中学校）に進学するための学校選択の意味である。 
2. 民営中学校とは、日本でいう私立中学校に相当する。なお、本研究では対象外としているが、地方農村からの出稼

ぎ者の子どもを対象とする簡易に設置された民営学校も出現しており、中国では「民工子弟学校」さらに「棚戸（バ

ラック学校）と呼ばれている（篠原 2009, 149）。 
3. 市の教育局のホームページに公開された 2013 年の各学校の募集要項を確認すると、民営中学校では年間学費は

13000〜16000 元で、宿泊費は 1600〜2200 元を要することが分かる。それに対して、公立中学校は義務教育段階

に入るため学費は無償である。（「慈渓市義務段民弁学校各校招生簡章（ 2013 年）」慈渓市教育局，

http://www.cixiedu.net/art/2013/5/15/art_13947_998197.html，2013.9.4 閲覧） 
4. 「2012 年慈渓市国民経済和社会発展統計公報」慈渓市統計局， 
  http://tjj.cixi.gov.cn/art/2013/2/6/art_165_977415.html，2013.9.4 閲覧。 
5. 公立であるが、運営を民間に任せている学校のことである。学費や教員募集などの面においては、ほぼ一般の民営
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学校と同じである。 
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まー ふぁんふぁん／お茶の水女子大学大学院 人間文化創成科学研究科 人間発達科学専攻 

 
 
指導教員によるコメント 
 馬さんは、急速に近代化、高学歴化が進行している中国社会における親の教育戦略をテーマにして、
学位論文に取り組んでいる。 
 これまでは、独自に行った量的調査による研究結果を踏まえて、博士後期課程 2年次の後半から幅
広い層の親を対象とする聞き取り調査を計 3回にわたって行ってきた。今回の調査は、これまで分析
してきた親の教育戦略をより客観的に解釈するために、研究の焦点を当事者である親ではなく、政府
関係部門や校長、教員などの第三者にまで広げた。この調査により、立体的なデータ収集が行えたと
思われ、学術的にも本人が今後執筆する学位論文においても、大いに意義があると評価できる。 
 今後は、綿密な分析を行い、学会報告や学会誌への投稿を通して、今回の助成による成果を社会へ
発信できるものと考える。研究の更なる発展を期待している。 

  
（お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科（人間発達科学専攻）教授・耳塚寛明） 
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学生海外調査研究 

中国と日本の律令国家における「外国人」についての現地調査に基づく比較研究 

高 丹丹 比較社会文化学専攻 

期間 2013 年 9 月 7 日～ 2013 年 9 月 21 日 

場所 中国（北京、西安、洛陽） 

施設 
大唐西市博物館、陝西歴史博物館、西安博物院、西安碑林博物館、洛陽古代
芸術博物館（旧洛陽古墓博物館）、洛陽博物館、洛陽碑誌拓片博物館、洛陽
驛站博物館・古唐寺、北京大学、中国社会科学院、中国国家博物館、中国国
家図書館 

 

内容報告 
1. 海外調査研究の必要性と目的 
報告者は、国際交流と律令国家形成の中で大きな影響力を持った「外国人」という視点から日唐比

較研究を博士論文のテーマとして研究している。具体的には、変化する国際関係の下での「外国人」
の生涯、律令国家の「外国人」への認識・管理、「外国人」に開放された領域について研究を行ってい
る。 
日中文化交流について、唐と日本の律令の比較研究を行うことは従来の研究で注目されてきた。令

の作用とは国家の基本制度を定めることにあり、この令を学んだことは日本にとって大きな出来事で
あった。日唐律令の比較研究は、隋唐時代の中国、日本律令制国家の創立と形成及び日唐文化交流を
研究するにあたり、重要な意味がある。1999 年、中国浙江省寧波市の天一閣博物館所蔵で北宋「天聖
令」の存在が公表されたことは、律令の研究にとって画期的なことである 1。 
卒業論文では、百済における熊津都督府を中心に七世紀東アジア地域の国際情勢について研究を行

った。七世紀東アジア構造における日唐関係において、熊津都督府が重要な役割を果たしていたこと
を指摘した。また、唐朝の律令制度が周辺国家に浸透していったこと、特に白村江の戦いのあと日本
に大きな影響を与えたことに注目した。修士課程に進学した後も律令制国家に関心を持ち、特に文化
交流における制度の重要性を意識するようになった。法制度を整えた唐朝は、周辺国家が競って学習
し模倣する対象となり、政治・社会の発展と変化に重要な影響を与えた。なかでも日本の受けた影響
は突出している。 

2009 年 11 月に、報告者は国立台湾大学で行った「日中文化交流史―日唐令比較研究―」研討会に
おいて、「唐令から見た唐代の内附の民に対する政策」という報告を行い、天聖令の発見によって新た
にわかった唐賦役令にみえる「外国人」に対する管理規定と実際の政策について明らかにした。 
この研究を進める上で、日唐の「外国人」に対する政策の具体的な執行状況の異同、律令国家にお

いて「外国人」がどのようにイメージされ、さらにそのイメージがどのように形成されたか、彼らの
異国における命運、変化する国際関係の下でどのような人生を送ったのかなどについて解明する必要
がある。その中で、日本の律令国家のモデルとなった唐王朝の状況を詳細に把握しなければならない。
その上で、日唐の「外国人」の共通点と差異を明らかにする。 
唐代の「外国人」に関する資料は、文献史料だけではなく、墓誌・碑銘など石刻、壁画、遺物など

出土したものも貴重な史料となる。唐代の国際都市としての首都長安と東都洛陽（現在の西安と洛陽）
は阿倍仲麻呂・井真成・円仁等の人物と各国からの「外国人」が活躍した地域であるため、このよう
な史料の集中地といえる。したがって、長安と洛陽における「外国人」の生活環境・状況などに関す
る遺跡・遺物を自身で調査しなければならない。その生涯・境遇に関する中国にしかない石刻・壁画・
文献史料や最新の考古資料のデータの収集・検討することが必須である。 
そこで、今回の海外調査研究では、唐代の中国における「外国人」の生活環境・商業活動・生涯・

境遇・イメージなどを明らかにするため、西安・洛陽にある唐代の国際貿易を行った場所である長安
西市遺址と中国で亡くなった「外国人」の埋葬地の現地調査を行い、中国で出土した遺物・石刻・壁
画・文献史料等の収集を行った。また、史料収集だけではなく、現在中国の首都としての北京にある
中国史の先端的研究を行う中国社会科学院・北京大学への訪問も予定し、中国の律令制研究と国際関
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係研究の専門家と面会し、研究手法や情報などを学ぶことも今回の調査の目的とした。 

 
2. 調査の内容 
2.1 西安における調査研究 
 西安市では、隋唐の西市遺址の遺跡と遺物などの現地調査を行い、陝西歴史博物館・西安博物院・
西安碑林博物館に収蔵された「外国人」に関する資料を収集した。 
2.1.1 大唐西市博物館（西市遺跡） 
唐代の西市は長安の皇城の南西に位置して、長安城の西側にある開遠門と近い、唐代の国際貿易を

行った場所である。隋の開皇年間から、唐末の破壊まで、三百年以上の繁栄を維持した。シルクロー
ドの西端の出発点として、隋唐時代の西市には中国の対外貿易が集中し、たくさんの外国人が西市で
活躍した。西市遺跡は南北 1031 メートル、東西 927 メートルの長方形を呈して、市内では東、南、
西、北の四つの大街があって、幅が約 16 メートルで、「井」の形であった。現在、その遺跡の上で、
大唐西市博物館が建てられた。館内で、発掘された北東「十字街」遺跡、その北側にある石板橋遺跡、
排水溝遺跡、道路と轍遺跡、井戸遺跡などを見学できた。「外国人」の生活・活動の空間の一部を認識
できた。また、一部の西市遺跡で出土した遺物と館蔵の文物を展示して、当時の人々の商業活動・生
活に関するもの、外国商人のイメージが表現されたもの、国際交流を提示できたものなどがよく見え
る。 
また、近年、大唐西市博物館は歴代の石碑・墓誌など約 950 点を収集した。時代は北朝から明清ま

でにわたっていたが、唐代のものは一番多い。その中で、約 500 点の墓誌は整理・出版された 2。今
年、「貞石千秋―大唐西市博物館珍蔵墓誌展―」という特設展覧があるが、個人では入ることができな
い警備の厳しい地下蔵庫に展示されていたため、予約および別料金の支払いをした上で、スタッフの
案内を受けながら見学する必要があった。展示されていた約 100 点の原石とその拓本は、「外国人」
に関するものもあった。例えば、百済人の陳法子の墓誌に、陳氏は唐軍が百済を滅ぼしたために入唐
し、唐王朝の官僚になって、唐の領域に住んでいたなどと記載された。彼は「外国人」であったもの
の、墓誌には「今為洛陽人」という認識が見られた。これは変化する国際関係の下で「外国人」の異
国の人生、認識などの研究にとって、貴重な史料になった。 
2.1.2 陝西歴史博物館 
陝西歴史博物館は、陝西省で出土した文物の絶品をたくさん収蔵している。常設陳列は史前から清

代までの七部分にわけて陝西の歴史と文化を集中的に反映している。また、「シルクロード：起始段と
天山廊道の路網―中国部分専題陳列―」と「大唐遺宝―何家村窖蔵出土文物展―」という特別展示も
あった。展示された多数の唐代の遺物は、国際的な大都市としての長安が世界の物産・文化の合流・
交流地になって、繁栄を極めた光景をみごとに表現していた。遺物の中には、多国の「外国人」の姿
が見える。特に唐三彩や陶俑の「胡商」が駱駝を引っ張った造形は多数あったが、表情や動作などは
さまざまであった。また、各種の遺物で、「外国人」が騎馬、狩猟、演奏などの姿もあった。 
なお、陝西歴史博物館の唐代陵墓の壁画真品はとても貴重な宝物である。国宝のレベルのものは数

件があった。その中で、「外国人」の姿が現れた有名な壁画は章懐太子墓の墓道の東、西壁から出土し
た「客使図」である。これは「礼賓図」・「迎賓図」ともいえる。東壁の「客使図」には、六人の前に
立った三人が唐の官僚の衣服をして、使者を迎える唐の人物であり、他の三人は蕃使とみられるが、
その出身国はそれぞれ異なる。第一番目の蕃使は東ローマ使節の説、ペルシャ使節の説および景教徒
の説があった。第二番目の蕃使も日本の使節や新羅の使節や渤海の使節や三つの説があった。第三番
目の蕃使は東北少数民族、室韋あるいは靺鞨の使節という意見を持っている人が多い 3。これは、「外
国人」に対する管理、「外国人」のイメージなどの研究にとって、重要な史料である。また、これと梁
の「職貢図」と比較すると、外国の使節のイメージの形成など問題について、今後の検討でより深い
認識を期待できる。 
2.1.3 西安博物院（博物館・薦福寺・小雁塔） 
 西安博物院は博物館・薦福寺・小雁塔の三つの部分がある。博物館は西安の歴史と文化を中心とし
て文物を展示しており、西安にある歴代の都城の発展史を見ることができた。さらに、長安城の国際
的な光景を呈した中外交流の遺物と「外国人」の姿を現れた遺物も陳列されていた。 
 薦福寺は唐の皇室の親族は高宗のために建立した寺である。唐代の僧侶の義浄が仏経を翻訳した場
所として有名である。また、西域の康居国の法蔵、于闐の実叉難陀、中天竺国の王子の金剛智、日本
の僧侶の円仁、葱嶺北何国の僧伽、北天竺国の不空など外国からの高僧も薦福寺に滞在、あるいは活
動していたため、宗教的な国際交流、さらに唐代の「外国人」の活動の空間として捉えられていた。
現在の薦福寺の建築群は明・清時代のものである。 
 小雁塔は唐代の薦福寺の仏塔で、景龍年間に築造され、大雁塔とともに現存する数少ない唐代長安
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城の建築である。小雁塔は本来に方形の密檐式 15 重の磚塔であり、数十回の地震のため、13 重が残
っているが、唐代の建築の美しさを窺うことができた。 
2.1.4 西安碑林博物館 
 西安碑林は北宋の元祐二年（1087）に建てられ、漢代以来の歴代石碑・墓誌など 3000 余点を保存
しているところである。現在、西安碑林博物館は孔廟・碑林・石刻芸術室の三部分からなって、一万
点以上の文化財が収蔵された。西安碑林は中国において古代石碑が最も多く収蔵されている場所であ
り、古代の書道芸術の宝庫と称される。また、中外の文化交流の歴史も反映されている。例えば、第
二室に陳列された「大秦景教流行中国碑」、「広智三蔵和尚碑」（「不空和尚碑」）、「梵漢合文陀
羅尼真言経幢」などは、中国と外国の文化交流、「外国人」が唐の領域内の宗教活動などを研究する
上で貴重な資料である。なお、元々西安の鐘楼にあった唐景雲鐘など遺物、および太宗の昭陵にあっ
た「昭陵六駿」の四駿（ほかの二駿はアメリカにある）など石刻もここで保存され、唐代の芸術の上
級性と文化の発達などが確認できた。 
2.2 洛陽における調査研究 
洛陽では、北邙山のあたりにある洛陽古代芸術博物館（旧洛陽古墓博物館）で現地調査を行い、洛

陽博物館、洛陽碑誌拓片博物館、洛陽驛站博物館にある文物と石碑、墓誌、壁画など資料を収集した。 
2.2.1 洛陽古代芸術博物館（旧洛陽古墓博物館） 
北邙山は商代から歴代の有名な埋葬地になった。帝王から、貴族、官僚、有名人などたくさんの人

が北邙山を埋葬地として選んだ。唐代の詩人王建は「北邙山頭少閑土、尽是洛陽人旧墓」4、白居易は
「何事不随東洛水、誰家又葬北邙山」5 という名句があった。北邙山の陵墓群の規模が想見できる。
その中で、高句麗・百済からの移民も北邙山に埋葬された人が多く、例えば、高句麗人の泉男生・泉
男産・泉献誠・泉毖など 6、百済人の扶余隆・黒歯常之・黒歯俊など 7、さらに家族墓群になった場合
もあった。しかし、洛陽の盗掘が従来から続けているため、たくさんの墓誌の詳しい出土地が不明に
なって、文献により簡略的な地点の記録しかなかった。そのために、墓誌はあるものの墓自体の所在
が明らかでない場合が多い。また、発掘された陵墓はすべて開放されているのではなく、保護のため
に埋め戻すこともよくある。 
そこで、洛陽の北郊の北邙山地域にある洛陽古代芸術博物館（古墓博物館）は歴代の墓葬内部空間、

中国古代の墓の形の発展、墓葬文化の比較を考える上での参考になった。洛陽古代芸術博物館は旧名
が示す通り、洛陽周辺、主な北邙山陵墓群から発掘された墓葬を集めた博物館である。展示区は前漢
から歴代の典型墓葬区、北魏の宣武帝の景陵がある帝王陵墓区、壁画館の三つの部分から構成されて
いた。歴代の典型墓葬区は地下展庁にあって、その墓葬の内部が移築展示されている。その中で、「外
国人」として西域安国人の安菩夫婦の墓を展示された。安菩は入唐の移民として唐の将軍になったが、
胡人の身分を示したこと、元々の祆教信仰を維持したことは墓の内部空間の設置や、図案や、随葬品
などから解明できた 8。異国で、出身国の文化の継続も「外国人」の生活の一部であったことが分か
った。 
また、壁画館に展示された唐代安国相王孺人唐氏・崔氏壁画墓などの墓道壁画に胡人が駱駝や馬を

引っ張っていた造形が多い。その一つの絵に胡服や、胡服と漢服をミックスしていた胡人がそれぞれ
いた。唐代の壁画にある胡人が主人に奉仕していた家奴の姿であることもここの展示から分かった。 
2.2.2 洛陽博物館 
今回訪れた洛陽博物館は 2011 年 4 月に正式開館された新館であり、建物の規模が大きい博物館で

ある。基本陳列展は史前、夏商周、漢魏、隋唐と五代北宋時期の五つの部分に分かれ、洛陽に都が置
かれた時代の河洛文化の形成と発展を展示していた。専題陳列は洛陽珍宝、漢唐陶俑、唐三彩、古代
石刻、宮廷文物、書画館などの展示が行われていた。展示物の胡人俑で、牽駝・馬の胡人は多数あっ
たため、これは唐代の胡人の主なイメージの一つと推定できた。 
また、「洛陽とシルクロード」という特設展示会も行われていた。展示物の中で、2006 年洛陽に出

土した「大秦景教経幢」があって、景教の唐代の流行や、図案から見た異文化の交流を窺うことがで
きた。洛陽がシルクロードの東部出発点となった証拠もいえる。 
2.2.3 洛陽碑誌拓片博物館 
洛陽碑誌拓片博物館は民間会社の社長によって創立され、洛陽の中心地のデパートの三階にある小

さい博物館である。漢魏から明・清時代まで、個人のコレクションの一部を展示しており、気に入っ
たものがあれば販売しているようである。拓本だけでなく墓誌も並んでいたが、全部本物かどうか疑
問を持っている。蔵品の目録や、図録などがまだ発刊されていなかったため、展示されていない所蔵
品については情報が得られなかった。また、個人の収蔵品を利用する際に本物か偽物か十分検討する
必要がある。 
2.2.4 洛陽驛站博物館・古唐寺 
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洛陽驛站博物館も民間会社により成立されたものであり、「周南駅」という高級なレストランと一
体となった。実は、昼食・夕食の時間帯には、食事客でなければ入館できなかった。インターネット
やガイドブックに載っていた遺物も見ることができなかった。また、駅に関係する希少な複製品もレ
ストランを着飾るために設置されようになったのが残念と感じる。 
その代わりに、洛陽城の北東に位置しており、今は昔ながらの村の中である古唐寺に向かっていた。

古唐寺はもとを大福先寺といい、唐代創建である。そして、733 年の遣唐使で洛陽に到来した栄叡と
普照が道璿と出会い、道璿来日の契機となった場所である。また、唐代にインドの僧侶もここで宗教
活動を行った。「外国人」と文化交流と関係ある場所として、重要な意味を持つ。古唐寺は洛河の洪水
により明代に移転したが、大きくは変わっていなかった。現在の建物は民国の修復である。地上に残
る遺跡が少ない洛陽では、民国時期といえども貴重な遺構である。 
2.3北京における調査研究 
北京市では、中国史の先端的研究を行う北京大学・中国社会科学院・中国国家博物館・中国国家図

書館に行き、史料の収集を行い、中国の律令制研究と国際関係研究の専門家と面会して、勉強になっ
た。 

2.3.1 北京大学 
 北京大学では、付属の「賽克勒考古と芸術博物館」に行き、北京大学の考古文博院が収蔵した中国
各時代の遺物の展示を見て、さらに豚についての特設展示会を見学できた。 
 また、北京大学歴史系の唐代の国際関係史の専門家の王小甫先生の「隋唐史研究」のゼミに参加さ
せていただき、学問のやり方や、先生の近年の研究状況や、研究の視角などを提示された。王先生は
近年、「中国中古の族群凝聚」という研究をして、連想の学習方法や、世界史・辺縁史の視角・理論
などを指摘していた。自身の変化する国際関係下の「外国人」の研究にとって、方法や理論上の啓発
があった。なお、北京大学の図書館には多くの唐代に関する資料があり、貴重な資料を得ることがで
きた。 
2.3.2 中国社会科学院 
中国社会科学院では、中国の律令制研究の専門家の黄正建先生や、李錦綉先生や、牛来穎先生や、

孟彥弘先生や、雷聞先生などに面会でき、律令制・国際関係など研究に関する指導をいただき、さら
に、中国社会科学院の付属図書館を案内してもらい、数多くの貴重書籍を見させていただいて、非常
に勉強になった。 
2.3.3 中国国家博物館 
中国国家博物館は天安門広場の東側に位置し、立派な規模を持った博物館であり、中国各地から出

土した貴重な遺物が展示されていた。「外国人」については、牽駝・馬の胡人や胡商など俑がもちろ
んあり、崑崙人の陶俑や、「持壶大食人黄釉陶俑」など造形もあった。さらに、ここでは、ペルシャ
人の阿罗憾、苏谅妻马氏などの墓誌拓本が収蔵され、敦煌・トルファンで出土した文書や、『大唐西
域记』の写本なども展示されていた。なお、唐代の遺物から、その時代の「外国人」だけではなく、
古代中国における人々の生活の一端を窺うことができた。自身の研究にとって、貴重な史料を収集し
た。 
2.3.4 中国国家図書館 
中国国家図書館は中国の図書総庫、古籍の保護中心である。一つの残念なことは総館の南区が工事

中であり、敦煌・トルファン文書など史料を見ることができなかったが、自身の研究に関する多数の
文献史料や貴重な情報を得ることができた。 
 
3.今後の研究計画 
今回の海外調査研究では、日唐の「外国人」に対する政策の具体的な執行状況の異同・「外国人」の

イメージとその経緯の検討を行うため、西安・洛陽と北京における遺跡の現地調査と遺物・石刻・壁
画・文献資料収集を行うことができ、多くのデータを得ることができた。今後はこの海外調査研究で
集めた資料をまとめ、唐代の中国における「外国人」の生活環境・商業活動・生涯・境遇・イメージ
などを解明していく。さらに、日本の律令国家における「外国人」と関係ある遺跡の現地調査や、遺
物・文献資料の収集を行っていく。日唐の両方の状況をともに把握の上で、比較研究を行い、古代日
本および唐代の国際交流と律令国家形成の中で大きな影響力を持った「外国人」のそれぞれの特質・
意義を明らかにしていく。それらの検討をした上で、「外国人」を「中心」と「辺縁」を分けて考察を
進めていき、博士論文の肝心な部分を作成していく。 
また、今回は中国の先端的な機構の研究者と交流でき、指導をいただき、中国の学術界だけではな

く、世界の学術界の情報も入手できた。今回の海外調査研究には、国際的な女性リーダの育成という
目的も含まれていた。その旨を達成するために、今後には自身の視野を広げる必要がある。特に国際
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関係に関わるテーマについて、世界史の視点を養成するとともに欧米の学術界の情報にも注目し、そ
して自身の理論的なレベルを高めていく。その上で、博士論文の理論の部分を完成していく。 
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華書局 
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こう たんたん／お茶の水女子大学大学院 人間文化創成科学研究科 比較社会文化学専攻 

 
 
指導教員によるコメント 
 
高丹丹さんは、律令制下の外国人に関する日唐比較研究を博士論文で執筆中です。日本が律令国家

を形成する上で、外国人（渡来人）の果たした役割の大きさは言うまでもありません。日本の律令に
おける外国人についての規定は、唐律令を模したものです。近年中国で発見された北宋天聖令には、
唐令も含まれており、従来知られていなかった外国人に関する規定も多数見つかりました。また現在、
中国では、外国人が多く居住した唐の都長安や洛陽から、新たに墓誌や壁画などが続々と発見されて
いる状況にあります。今回の海外調査で、これらの新しい史料・資料を収集することができたことに
より、高さんが唐代の外国人について従来とは異なる新しい見解を導き出すことが望まれます。 
さらに、今回の調査の一環で、北京の中国社会科学院歴史研究所や北京大学等の研究者と交流する

ことによって、最新の研究成果を入手できたことも大きな意味を持っています。これらの成果を元に、
日本古代の外国人との比較研究が進捗し、博士論文に活かされることを期待しています。 

 
（お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科（文化科学系）・古瀬奈津子） 
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学生海外調査研究 

日本と唐・渤海などの周辺諸国家との文物交流についての研究 

氏名 谷田 淑子 比較社会文化学専攻 

期間 2013 年 9 月 7 日～2013 年 9 月 21 日 

場所 中国（北京・黒龍江省・浙江省） 

施設 中国国家博物館，首都博物館，北京大学，中国社会科学院，上京龍泉府跡，黒龍
江省博物館，上京会寧府跡，浙江大学世界歴史研究所 

 
内容報告 
 
1. はじめに 
このたびの調査は、女性リーダーを創出する国際拠点の形成を目的としたお茶の水女子大学の助成

プログラムによるものである。この趣旨に基づいて、わたくしは 2013 年 9 月 7 日から 9 月 21 日まで
の 15 日間中国に滞在し、資史料の調査収集および現地研究者との学術交流を行った。 
わたくしの研究テーマは古代日本の対外関係史である。具体的には日本と唐・新羅・渤海の関係を

考察し、複数国家の外交がどのように連関しあっているのかを明らかにしようとするものである。こ
うした研究を進める上では、日本と中国および周辺諸国家の間でなされた交流の様相を比較すること
は必要不可欠なプロセスである。古代東アジアの中でも、特に中国はその優れた文物によって日本・
新羅・渤海からの使節や商人を引き寄せ、当時の東アジア世界における文化の発信地として機能した。
こうした文化的かつ経済的な動向を理解するために、まずは当時の中国の文物の特徴について検討し、
次いで日本・新羅・渤海などの諸国家における文物の特徴と比較し、それぞれにどのような共通点や
独自性が見出せるのかを考察する必要がある。そこで今回の調査では、北京市内の博物館などで資史
料の調査・収集を行うことを第一の目的とした。 
さらに第二の目的として、渤海の遺跡の現地調査を行った。渤海は 7 世紀末から 10 世紀前半まで

存在した国家で、朝鮮半島北部からロシア沿海地方にかけての領域を支配した。日本とも盛んな交流
を行っていたことが『続日本紀』『日本後紀』『続日本後紀』をはじめとする日本の歴史書から確認で
きる。また、渤海が日本との外交を保持した背景には、日本と協力することで新羅に対する立場を優
位にしようとする意図があったことが指摘されている。しかしながら渤海自身が著した歴史書などの
史料は今日残存していないことから、渤海の具体的な外交政策や文化的特徴については明らかでない
部分も多い。渤海に関する文字資料が欠乏しているこうした状況下では、発掘によって得られる考古
学的成果が渤海史研究に占める重要性は極めて高いといえる。そこで今回は渤海の都城のひとつであ
った上京龍泉府遺跡（黒龍江省寧安市）を現地調査し、遺跡や遺物の確認を行った。 
そして第三の目的は、中国各地において現地研究者との学術交流を行うことであった。北京では北

京大学の王小甫氏や中国社会科学院の李錦綉氏と面会した。黒龍江省では黒龍江省社会科学院で渤海
史を研究している胡梧挺氏に同行頂き、渤海の遺跡・遺物を見て回った。浙江省では浙江大学の王海
燕氏が主宰する研究会に参加し、現地の若手研究者と議論する機会を得た。 
初めての中国渡航であり色々と不慣れなことも多かったが、たくさんの方のご助力を頂いて充実し

た調査を行うことができた。調査研究の成果について以下に記す。 
 
2. 北京における調査研究 
2.1 概要 
 北京における主な活動は、中国国家博物館・首都博物館・北京大学での資史料調査および中国社会
科学院での李錦綉氏との面会である。 
中国国家博物館は天安門広場の東に位置しており、60 万点あまりの収蔵品を有する巨大な総合博物

館である。ここでは古代部門の展示だけで半日を費やした。北京大学大学院に在学する学生に案内を
依頼し、中国古代の文物を見て回った。次に首都博物館では、北京の歴史や文化などを扱った常設展
および企画展を見た。この博物館は 2006 年にオープンしたばかりで比較的新しい。施設の構造や展
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示手法などの随所に新鮮な工夫が見られ、博物館学の観点からも興味をそそられる博物館であった。
北京大学では学内の考古芸術博物館や図書館を参観したほか、中国古代史の教鞭を取っている王小甫
氏の授業に参加する機会を得た。王氏の研究テーマは中国隋唐史および古代対外関係史であり、近年
にも御著書を出版なさっている 1。王氏の現在の研究関心などを拝聴できる貴重な機会であった。そ
して中国社会科学院では、対外関係史を研究なさっている李錦綉氏と面会し、わたくしの研究テーマ
である日本・新羅・渤海の交流についてもご意見・ご助言を頂いた。 
2.2 北京における成果 
北京における成果は、第一に資史料の調査および関連書籍の入手ができたこと、第二に現地研究者

との交流ができたことである。入手した書籍をいくつか挙げると、『旧唐書』、『新唐書』、『資治通鑑』
などの史料や、李大龍氏の『漢唐藩属体制研究』、魏国忠の『渤海国史』、拝根興氏の『唐朝与新羅関
係史論』などの研究書である 2。また、北京でお会いした北京大学の王小甫氏、中国社会科学院の李
錦綉氏および同社会科学院の黄正建は貴重なお時間を割いて下さっただけでなく、わたくしの今後の
研究の手助けとなる助言や激励も下さった。この場を借りて御礼申し上げる。 
 
3. 黒龍江省における調査研究 
3.1 概要 
 黒龍江省には 9 月 11 日から 9 月 15 日までの 4 泊 5 日で滞在した。黒龍江省における主な目的は渤
海国の宮城跡である上京龍泉府遺跡の現地調査である。渤海は複数回の遷都を行っており、中京顕徳
府、上京龍泉府、東京龍原府の 3 つが首都として利用された。今回訪れた龍泉府は最も長期間にわた
って都として使用された場所である。上京龍泉府遺跡は黒龍江省寧安市に所在し、宿泊地である牡丹
江からは車で 1 時間の距離であった。遺跡までの道のりにはトウモロコシ畑が続く緩やかな平地が広
がり、時折車窓から見える民家はレンガ造りで煙突が付いており、北方の暮らしぶりが垣間見えた。
遺跡は郊外にあったがわりあいに良く整備されており、宮殿の配置や構造が観察できた。遺跡周辺に
は当時の瓦が多く残存して積まれており、この中から「都」の刻印つきの瓦を発見するという驚きも
あった。このほか出土した遺物は遺跡そばの博物館にて見ることができた。 
 牡丹江に 2 泊したのちは、鉄道で 5 時間かけて黒龍江省省都であるハルビンまで移動し、ハルビン
中心市街にて 2 泊した。ここでは黒龍江省博物館の見学を行ったほか、阿城市の上京会寧府遺跡まで
足を伸ばした。上京会寧府を都とした金王朝は渤海よりも時代は下る 12～13 世紀の王朝であるが、
渤海と同じく北方民族によって樹立された王朝である。渤海文化との比較材料として興味深く観察し
た。 
3.2 渤海遺跡の現地調査とその成果 
3.2.1 上京龍泉府の全体構造 
 上京龍泉府は城壁をともなう平地城で、南北を縦軸として縦長の長方形になっている。城は三重の
城壁を持ち、最も外側を囲むのが外城、ひとつ内側には内城、最も内側にあるのが宮城である。外城
までの全域がいわばひとつの都市であり、住民の居宅や役所や王宮が全てこの内側に包摂されている。
日本でいえば平城京や平安京というような、「京」と呼ばれるエリアである。日本の京は城壁で囲まれ
ておらず都と鄙の境界が曖昧であるが、中国の都城は城壁で囲まれている。長安城は都城全体を城壁
で囲んだ、碁盤の目状の区画を持つ都市である。渤海の上京龍泉府は城壁つきの都城であるから、日
本の場合よりも忠実に長安城を模しているということができる。中国大陸およびその北方地域におい
ては、城壁は都市の防衛上必要不可欠であったものと推測できる。 
 中国においても日本においても、都城の正面玄関は常に北にある。これは「天子は南面す」という
思想に由来するもので、天子が最も南にいるためには当然北側が都城のしも手になるのである。長安
城や平安京では、宮殿および官人の役所は都城内の南北中軸線上の最北部分に位置するという構造と
なっている。龍泉府でも、内城（官人の役所区域）とその内部にある宮殿（天子のすまい）は南北中
軸線上の北側部分に配される。内城の正門をくぐって北へ進むと宮城の正門に至る。宮城は日本でい
う内裏である。 
3.2.2 宮城の構造 
ここからは宮城内部の構造について述べる。宮城の正門を抜けると、北へと延びる縦軸上に 5 つの

宮殿が配置される。5 つの宮殿は基壇の高さも面積も不均一で、最も大きいのは南から 2 番目の第二
殿である。このため第二殿がメインの宮殿であったと考えられる。このように縦一列に複数の宮殿が
配置されているという点が、第一の特徴である。これは中国や日本とも類似する構造である。ただし
長安城の宮殿は両義殿・甘露殿・延嘉殿・承香殿の 4 つで、平安京の宮城は紫宸殿・仁寿殿・承香殿・
常寧殿・貞観殿の 5 つであるものの龍泉府の宮殿とは配置等のバランスが異なる。 
第二の特徴は、宮城の正門の構造である。正門は基壇の高さが 6 メートルあり、基壇壁面は地面か
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ら垂直に切り立っている。人の通行の際には正門の中央部を通るのではなく、正門両脇にある側門を
使用した。こうした正門の構造が、第二の特徴である。この特徴は中国や日本と比べると特異である。
長安城や平安京の宮城正門は高い基壇を持たず門下をくぐり抜けて通行できる構造であり、両脇へ回
って通行する構造は太極殿などの建物に用いられる。 
以上のように、上京龍泉府の宮城は比較的長安城を模しているが部分的には独自の構造を有してい

る。特に宮城正門が高い基壇を持つことで、門の奥にある宮城空間を直視させず、また直進して通行
させないようになっている背景には、渤海独自の皇帝観念もしくは儀式形態があった可能性を示唆さ
せる。 
なお、宮城を構成する石材についても最後に言及しておく。宮城の石材には黒色の火山岩が用いら

れている。龍泉府は長白山の裾野の位置しており、そのためこの地域では火山岩が多く採掘されると
考えられる。火山岩は穴だらけの脆い素材であり、通常であれば用いられない。龍泉府の宮城の礎石
だけでなく、宮城遺跡からやや離れた興隆寺境内に残る渤海時代の石灯籠も同じ火山岩が用いられて
いた。渤海国の風土が感じられる興味深い特徴であった。 
3.2.2 出土遺物 
出土した遺物は、大量の瓦や塼（レンガ）のほか、仏像・土製人形・鉄製武器・舎利容器などが複

数点ある。最も多いのは瓦や塼で、文字の刻印された瓦や蓮華文様の入った塼も多く見つかっている。
宗教的遺物としては金銅製・陶器製の小型仏像、金銅製の舎利容器、石造蓮華台座が出土している。
軍事的遺物としては鉄鏃、鉄剣、甲冑などが出土している。 
また、瓦は宮城遺跡の区画内にも多く残存しており、地面の中に埋もれているものや脇の草むらに

積まれているものが大量にあった。草むらに積んである瓦を見てみたところ、うち 1 点に「都」の刻
印を発見したのは良い記念であった。 
3.3 調査の成果 
以上、上京龍泉府の構造および出土物について述べた。宮城構造や建築資材には渤海の独自性が現

れており、宮城構造からは渤海王権の支配意識や儀式観念が、建築資材からは渤海国の風土的特質が
読み取れる。特に前者については今後考察を進めていきたい。今回の現地調査では、文献資料などで
は分からない現地の「におい」というものを実感することができた。実際に自分の目で見る、自分の
足で歩くことの必要性を再認識する調査であった。また、出土遺物についてはハルビンの黒龍江省博
物館にも収蔵されているはずであったが、この博物館ではその頃ちょうど自然科学系の企画展示を開
催しており、常設の収蔵史料を見ることができなかったのが残念である。 
なお、黒龍江省で充実した現地調査を行うことができたのは同行して下さった方々のおかげである。

黒龍江省社会科学院の胡梧挺氏、および通訳の金さん、馮さんに篤く御礼申し上げる。 
 
4. 浙江省における調査研究 
4.1 浙江大学世界歴史研究所「中国日本歴史文化研究会」概要 
 黒龍江省での現地調査を終えたのち、9 月 15 日から 9 月 19 日まで浙江省杭州に滞在した。杭州で
の目的は浙江大学の世界歴史研究所が主催する「中国日本歴史文化研究会」への参加であった。この
研究会は、國學院大學名誉教授であり横浜市歴史博物館館長でもある鈴木靖民氏が浙江大学教授の王
海燕氏とともに実現させた日中共同の研究会であり、今回がその記念すべき第一回目の会であった。 
 わたくしはその場で口頭発表をすることはなかったものの、鈴木先生の御好意により研究会レジュ
メ集に研究報告を寄稿させて頂くことができた 3。海外の若手研究者との交流を行うことができ、非
常に有意義な体験であった。 
4.2 研究会での所感 
研究会の報告者は、日本側は東京大学・國學院大學・上智大学の大学院生 4 人、中国側は浙江大学・

浙江工商大学大学院生および浙江大学講師の 5人であった。研究する時代範囲は古代から近現代まで、
そして取り扱うテーマも対外関係・気象異常と疫病・女性史・地域史など多岐にわたった。研究会で
の使用言語は日本語で、中国側の研究者が皆流暢な日本語を話すことには大変驚くとともに我が身が
引き締まる思いであった。 
この研究会のテーマは必ずしもわたくしの研究と合致するものではなかったが、しかし中国の若手

研究者との親身な学術交流の機会を得ることができたのは大変光栄であった。なお、特に感銘を受け
たことをひとつ述べるならば、参加した中国側の研究者はリベラルな意識が高かったということであ
る。今回の研究会では近現代の日中関係についての研究報告が複数あり、たとえば第一次大戦期の中
華民国における排日運動などのデリケートな内容もあった。しかしながら報告者自身を含むその場の
日中両国の研究者たちの意見は実に客観的かつ冷静なもので、歴史研究会らしい学問的な議論をする
ことができた。このような形で両国の研究者が歴史について議論し、互いに研鑽を重ねていくことで、
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学術交流を通じた日中両国の歩み寄りができればよい。そのように考える機会にもなった研究会であ
った。 
4.3 杭州および天台の見学 
日本人参加者一同は、王海燕氏のご案内で浙江省内の杭州市および台州市を見学して回ることがで

きた。杭州での見学先は霊隠寺、浄慈寺、雷峰塔である。また台州では、臨海市博物館、龍興寺、国
清寺を訪れた。 
4.3.1 霊隠寺・浄慈寺・雷峰塔 ―杭州― 
杭州は西湖で有名な風光明媚の土地であり、歴史ある寺院などが数多く存在する。まず霊隠寺は、

約 1700 年の歴史を持つ杭州第一の古刹である。4 世紀前半に西インドの僧侶慧理和尚が創建して以
来、仏教の興隆にともない規模を拡大していった。寺院境内には岩肌を利用した仏教彫刻が多く存在
するが、いくつかの石仏は頭部を破壊されていた。これは唐代末の仏教弾圧（会昌の廃仏）によるも
のと考えられる。境内には展示室もあり、幅広い時代の経典・仏具・掛軸などを見ることができた。 
浄慈寺は 10 世紀半ばに創建された寺院である。日本の曹洞宗の開祖である道元に法を授けた如浄

大師の墓があり、日本との宗教文化のつながりを感じた。 
雷峰塔は 10 世紀後半に創建された八角形の塼塔である。雷峰塔は見晴らしのよい小高い山上にあ

り、塔に登ると西湖周辺の景観を一望することができる。10 世紀に創建されたのち、清代までは荒廃
しつつも残存していたのであるが、1924 年に倒壊した。そのため現在の塔は 2002 年に再建されたも
のである。再建にともなって行われた発掘調査では塔の基壇部の遺構や大量の塼（レンガ）が出土し、
これらは今も展示公開されている。 
4.3.2 臨海市博物館、龍興寺、国清寺 ―台州― 
次に訪れた台州では、まず臨海市博物館を訪れた。この博物館では臨海市の現在に至るまでの歴史

を紹介しており、希少な文物を見ることができた。同じく臨海市内にある龍興寺は、日本の天台宗開
祖である最澄が受戒した寺である。寺院に接して旧台州府の城壁が残っており、付近の街並みも旧市
街の趣を感じるものであった。 
そして最後に、霊山として名高い天台山を訪れた。天台山はいにしえより仏教・道教の拠点であり、

特に仏教においては天台宗発祥の地である。天台山は日本の仏教信仰とも強いつながりを持っており、
最澄が天台山を訪れたことを先駆けとして、その弟子たちもたびたび天台山を目指して唐へ渡った。
9 世紀前半に遣唐使とともに唐へ渡って五台山を巡礼した日本僧円仁も、天台山への巡礼を目指した
一人である 4。天台山中には複数の寺院が存在するが、今回わたくし達が訪れたのは国清寺である。
国清寺は 6 世紀末の隋代に建立された、1400 年あまりの歴史を持つ古刹である。隋代に創建された
高さ 60 メートルの六角形の塼塔が現存するなど、歴史的価値が非常に高い。境内には展示室があり、
さまざまな時代の文物を見ることができた。 

 
5. 結びにかえて 
今回の海外調査研究では、中国の北京・黒龍江省・浙江省を 2 週間かけて巡り、資史料収集や遺跡

の現地調査や現地研究者との交流を行った。北京では中国国家博物館・首都博物館・北京大学考古芸
術博物館などの博物館を見学し、中国古代の文物の特徴を調査することができた。黒龍江省では渤海
の上京龍泉府遺跡や金の上京会寧府遺跡を訪れ、都城の構造や遺物の特徴を調査することで、古代に
おける諸国家の文物交流についての考察材料を得た。そして浙江省では浙江大学の研究会に参加し、
現地の若手研究者との学術交流を行うことができた。さらには北京大学の王小甫氏、中国社会科学院
の李錦綉氏、黒龍江省社会科学院の胡梧挺氏、浙江大学の王海燕氏との交流は、わたくしにとって今
後の研究に対する強い激励となった。このほか現地での支えや励ましとなった方々は数え切れない。
多くの方のご助力があって成功した海外調査研究であったと実感する。 
今後はこの調査で得た成果をもとに、古代日本と周辺諸国家との外交関係についてさらに検討を進

めていく。具体的には、東アジアにおける唐・新羅・渤海と日本との外交が、いかなる経済的要因・
軍事的要因に影響を受けていたのかを明らかにする。対外関係史を研究する上では海外の資史料や研
究動向にも目を向けることが必要である。多様な研究視角を取り入れながら、今後とも自己の研究を
深めていきたい。 
 
 
注 
1. 王小甫『中国中古的族群凝聚』中華書局 2012 

2. 李大龍『漢唐藩属体制研究』中国社会科学出版社 2006、魏国忠『渤海国史』中国社会科学出版社 2006、拝根興『唐

朝与新羅関係史論』中国社会科学出版社 2009 



「学生海外派遣」プログラム 

26 

 

3. 谷田淑子「古代日本の対外関係と東部ユーラシア」『中国日本歴史文化研究会資料集』浙江大学世界歴史研究所 2013 

p60~p69 

4. 円仁『入唐求法巡礼行記』 

 
参考文献 
石井正敏『日本渤海関係史の研究』吉川弘文館 2001 

小野勝年『入唐求法巡礼行記の研究』1～4，鈴木学術財団 1964～1969，法蔵館 1989 復刊 

酒寄雅志「渤海の王都と領域支配」『渤海と古代の日本』校倉書房 2001 

鈴木靖民『古代日本対外関係の研究』吉川弘文館 1985 

濱田耕策「日本と新羅・渤海」荒野泰典他編『律令国家と東アジア』吉川弘文館 2011 

 
たにたよしこ／お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科比較社会学専攻 

 
 
指導教員によるコメント 
 
谷田淑子さんは、古代日本の対外関係について、日本と唐・新羅・渤海の関係を中心に、東部ユー

ラシアという新しい視点から博士論文を作成中です。対外関係史を研究する場合、相手国の現地調査
を欠くことができません。今回の海外調査研究で、谷田さんは、渤海の故地である中国・黒竜江省に
赴き、なかなか日本からは行くことができない上京龍泉府の現地調査を行い、現地の渤海史研究者と
の交流を通じて、資史料や最新の研究成果を入手することができました。また、北京では、中国社会
科学院歴史研究所や北京大学で、唐の対外関係史の著名な専門家に教えを請うことができたのも収穫
でした。さらに、浙江大学で開催された国際学会に初めて参加できたことも、今後、谷田さんが対外
関係史を研究していく上で大きな経験となりました。浙江省では、杭州や天台山の史跡・遺跡を見学
して、古代の遣唐使や留学生・留学僧たちの足跡をたどることもできました。このような盛り沢山の
経験と入手した新しい資史料や研究成果を、是非とも博士論文に活かしていただきたいと思います。 

（お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科（文化科学系）・古瀬奈津子） 
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学生海外調査研究 

18 世紀ロシア宮廷クーデターにおける貴族―ドルゴルーキー家の裁判文書を手がかりに 

鈴木 佑梨 比較社会文化学専攻 

期間 2013 年 10 月 11 日～2013 年 11 月 12 日 

場所 モスクワ、サンクト・ペテルブルク(ロシア) 

施設 ロシア国立古文書アルヒーフ、ロシア歴史図書館、ロシア国立歴史アルヒーフ 

 
内容報告 
1. 海外調査研究の意義と目的 
報告者は 18 世紀ロシアにおいて頻発した宮廷クーデターを手掛かりに、主たる参加者であった貴

族の行動様式や役割について研究している。宮廷クーデターが当時のロシア社会において一種の政治
的メカニズムであると仮定し、事件と帝政の一翼を担っていた貴族の関係性を分析することにより、
近世ロシアの統治形態を明らかにし、他国との比較の視点を提示できるものと考えている。 
しかしながら宮廷クーデターを「貴族による寡頭体制政変」とする否定的な評価が長らく続いたた

め、このテーマに関する研究は断片的であり、停滞していた1。近年、ロシア本国で И.В.クールキン
や А.Б.プロートニコフにより 1730 年政変の再評価および新たな史料の紹介が積極的に行われつつあ
るが、まだ十分であるとは言い難い2。報告者は以上の状況から修士論文では特に 1730 年政変に着目
し、この政変において貴族が形成した諸集団の特徴とその形成過程を明らかにした。ただしこの論文
は史料的制約から当該政変に限定して主要な貴族を俯瞰し、事件の全体的な構図を明らかにするにと
どまっており、個々の貴族の家柄や立場、事件前後の立場の変化などといった具体例に肉薄すること
がその後の課題として残った。 
 「女性リーダーを創出する国際拠点形成」プロジェクト「学生海外派遣」プログラムの支援を受け
た本調査では、修士論文におけるこうした課題を克服し、また今後の研究ための準備を行うという観
点からも、ロシアにおける貴族研究の現状を把握し、日本では入手することができないこれらの関連
史料や文献を収集することが最大の目的であった。具体的には 1730 年政変前夜まで繁栄を極めたも
のの、政変によって権力を失った大貴族ドルゴルーキー家（Доругорукий）と宮廷クーデターとの関
係性を史料分析によって再構築する。特に報告者が研究対象とするドルゴルーキー家は、一族の娘と
先代の皇帝が婚約していたため、この分析は皇帝と貴族の関係性を考える上でも非常に有意義なもの
になるはずである。以上の観点から、事件後にこの一族が関わった裁判にまつわる史料や同家の状況
を示す史料をロシア国立古文書アルヒーフやロシア国立歴史アルヒーフで収集、確認し、ロシア歴史
図書館で関連文献や論文を検索、収集した。 
 
2. 調査の概要 
本節では今回の調査で訪問した施設について、報告者にとって研究上特に重要であった 3 館を取り

上げ、各施設の所在や概要、利用方法、閲覧環境、報告者が収集した史（資）料の性格などを紹介し
てゆく。 
2.1 ロシア国立古文書アルヒーフ Российский государственный архив древних актов(略称
РГАДА) 
モスクワの地下鉄フルンゼンスカヤ Фрунзенская 駅から徒歩 10 分ほどのところにある文書館であ

り、同じ敷地内にはロシア連邦古文書館 Государственный архив Российской Федерации も存在す
る。報告者が利用した前者には中世から 19 世紀前半まで、後者には 19 世紀から 20 世紀の史料が保
管されている。開館時間は季節(夏・冬)や曜日によって異なっており、注意が必要である。たとえば
冬季は月曜日と水曜日は 12 時から 20 時まで、火曜日と木曜日は 10 時から 17 時半まで、金曜日は
10 時から 16 時半までで、土日と毎月 1 日は休館である。 
この古文書を利用するにあたっては、紹介状やパスポートを提示して通行許可証を作成してもらい、

それを各建物の入り口に常駐している警官に見せ、閲覧室で預け、帰る際に返却してもらい、各所の
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警官に見せて通してもらう必要がある。荷物やコートを預ける必要は特にない。この文書館に限らず、
ロシアの図書館や文書館は閉架システムであるので、文書を閲覧するためには具体的にその史料や書
籍を挙げて閲覧を申請しなければならず、この文書館も例外ではない。また史料の申請時に、必要と
する史料のフォンド番号のみならず、フォンド名、文書の記された年号、枝番号、タイトルといった
詳細なデータを記載しなくてはならない。このように閲覧申請に必要なデータを調べたり、あるいは
史料を検索したりする場合には、閲覧室に製本して並べられている目録を調べるのだが、最近ではホ
ームページ上でこの目録がある程度閲覧できるようになってきているので大変便利である。報告者も
このシステムを利用して必要とする史料を予め日本で検索しておいたため、現地での時間を有効利用
することができた。ただしホームページで見ることができる目録は限られており、ホームページで見
られない場合にはやはり閲覧室で調べなければならない。この文書館では 1 日に申請できる史料は 3
件までで、2 日後に用意される。報告者が申請した史料は 18 世紀のものであるため、マイクロフィル
ムの形式で準備されていた。このような場合はマイクロフィルムリーダーが置かれている別室で閲覧
する必要がある。機械は 16 台ほど設置されているが古いものや壊れているものもあり、また古い史
料は報告者の事例のようにマイクロフィルムの形態で提供されているために機械の利用者が多いので、
良い機械で閲覧したいのであれば早めに文書館へ行ったほうがよい。なお閲覧室でもマイクロフィル
ム室でも、撮影は厳禁である。 
コピーは利用者本人で行うことはできず、それを専門に扱う部局に出向いて申し込まなければなら

ない。申請してから受け取りまでに 1 週間ほどかかるため、早めに申請する必要がある。最近はコピ
ー料金に加えて CD-ROM の料金を支払えば、データを焼いてもらうこともできる。しかし、コピー
料金は 1 枚あたり 195 ルーブルと高額であり、また先述の通り撮影も禁止されているため、コピーを
申し込む人は少ない。ほとんどの研究者がパソコンを持ち込んでそこに打ち込むことで、史料を入手
している。なお、コピー代金の支払いは文書館ではなく、銀行で行わなければならないので少し手間
がかかる。 
ここで報告者は、第６フォントの史料(国家犯罪に関する刑事事件)からピョートル 2 世の遺言書を

偽造したドルゴルーキー家の裁判に関する文書を何点か閲覧した。そして、特に裁判の初期―すなわ
ちドルゴルーキー家に対する法令や諸機関の報告などを数点コピーし、裁判の判決に関する項目を筆
写した。これまで史料を刊本によって見てきた報告者にとって、マイクロフィルムの形式とはいえ手
書きの史料を見ることは初めてであり、最初は文字の形や書き手の癖、単語の略し方などで戸惑い、
苦労したが、少しずつ慣れてきたことは大きな収穫であった。また文書館の館員は非常に親切で、身
振り手振りを交えつつ懇切丁寧に史料の請求の仕方やマイクロフィルム室の利用方法について教えて
くれた。また、コピー代金の払い方など重要事項に関しては英語を話すことができる館員を通じて細
かく指示を出してくれた。コピーを申し込む際に報告者が短期滞在であることを伝えると、通常より
も急いで準備してくれさえした。このような館員の親切や厚意によって融通を利かせてもらうことで、
短期間の訪問にもかかわらず複数の史料を確認・入手することができたのである。一方で、先述のよ
うな史料の複写の難しさがあり、報告者は当初予定していた史料のすべてを期間内に入手することは
できなかった。あくまでもこの文書館は長期間通い詰めて史料を地道に写していく場であり、短期滞
在者には不向きなである。改めて 2 週間という短期間で史料収集をすることの限界を感じた。ただし、
こうした文書館の現状を実際に経験し、知ることができたという点では収穫であったといえよう。  
2.2 ロシア歴史図書館 Государственная публичная историческая библиотека России (略称
РГИБ) 
モスクワの地下鉄キタイ・ゴーラト Китай-город 駅から徒歩 5 分ほどのところにある歴史を専門と

する図書館である。月曜日から金曜日までは 9 時から 21 時まで、土曜日は 9 時から 20 時まで開館し
ており、日曜日および月末の金曜日は休館である。この図書館では鞄やカメラ、飲料などの持ち込み
が禁止されており、これらはクロークでコートとともに預けなければならない。筆記用具や貴重品な
ど必要なものは、館に用意されているロゴ入りのビニール袋に入れて持ち運ぶ。なお、この袋の表面
には持ち込んでよいもの、禁止されているものが図入りで表示されているため、たとえ利用者がロシ
ア語を知らなくとも容易に理解することができる。 
利用に際しては、初回に窓口でパスポートや紹介状、必要事項を記入した申込用紙を提示して有料

で通行許可証を発行してもらい、それを毎回入口で機械に通して利用証を受け取る。帰る際にはこの
利用証に署名をし、受付で返却し、通行許可証を再度機械に通す。 
検索システムの搭載されたコンピューターで必要とする資料の請求番号を調べ、それをもとに必要

事項を記入した請求書を提出すると、翌日には資料を受け取ることができる。このシステムは資料を
検索すると、その資料の分類が表示され、そこから関連する資料も併せて検索できるので大変便利で
ある。また図書目録カードは体系立てて綺麗に整理されており、関心を持つ項目を引くと検索システ
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ムでは調べきれなかった資料を見つけることができる。そのため、このカードを見ているだけでも様々
な情報を得ることができるのである。書籍のみならず論文も調べることができるので非常に使いやす
い。また場所によっては無料の wi-fi が利用できるため、調べ物をする際には非常に便利である。しか
し文書館とは異なり、大学生や高校生といった若者も多く利用しているため、土曜日や放課後などは
閲覧室や資料請求カウンターは非常に混雑するので注意が必要である。 
コピーは別室で館員を通して行わなければならない。代金は申し込みの際に現金で支払う。当日中

であれば 1 枚あたり 25 ルーブルで 1 時間以内に受け取ることができる。急いでいない場合は 2 日後
に用意され、その場合は 1 枚あたり 15 ルーブルである。 
この図書館では、「ドルゴルーキー」、「最高枢密院3」、1730 年政変によって即位した「アンナ・イ

オアンノヴナ Анна Иоанновна（1693-1740、在位 1730-1740）」などの用語で検索をかけ、関連資料
のデータを筆写した。特に今回の調査対象としているドルゴルーキー家の人物など当時の貴族数人に
ついて Д.А.コルサーコフが短い論文を発表していたことを知ることができたことは非常に有意義で
あった。また裁判の後、修道院に監禁されたヴァシーリー・ルキーチ・ドルゴルーキー公 Василий 
Лукич Долгорукий（1672-1739）に関する E.A.マカーリーの記述を発見し、コピーすることができた。 
2.3 ロシア国立歴史アルヒーフ Российский государственный исторический архив(略称 РГИА) 
 サンクト・ペテルブルクの地下鉄ラードシスカヤ Ладожская 駅から徒歩 5 分ほどのところにある
文書館である。ここは 18世紀から 20世紀初頭のロシア史研究者にとって重要な文書館であり、地理、
鉱業、司法、芸術、政治、各種機関などに関する様々な史料を所蔵している。開館時間は月曜日から
木曜日までは 10 時から 17 時まで、金曜日は 10 時から 16 時まで、土日、祝日、月末の金曜日は休館
である。なお臨時に開館時間が短縮されることもあるが、館内に掲示される。 
 この文書館を利用する場合には、ロシア国立古文書アルヒーフと同様に紹介状やパスポート、必要
事項を記入した用紙、証明写真を提出して通行許可証を作成してもらい、それを来館の度に窓口でそ
の日の利用証と交換し、利用証を警官に提示して中に入れてもらう必要がある。そして入館前にクロ
ークでコートを預け、シューズカバーを装着しなくてはならない。なお、帰宅の際は利用証を窓口で
通行許可証と引き換える。 
 閲覧室や検索室では、入室時に台帳に氏名を記入し、署名する。史料を検索する際は、コンピュー
ターに搭載された独自の所蔵史料検索システムに、関心のある用語や人名を入力すると容易に調べる
ことができる。ただし館員の説明によると、システム上に反映されていない史料も多く存在するため、
最終的には図書目録カードを利用して検索するべきである。 
 この文書館では一部の史料を除いて 1 日当たりの申請数に上限はないが、史料が用意されるまでに
3 日待たなければならない。この点からこの文書館もやはり短期滞在者向けとは言い難い。報告者の
必要とする史料の場合は 1 日あたり 2 件までしか申請できなかった。しかし閲覧室内の申込みカウン
ターで掛け合った結果、館員の厚意であらかじめ 4 件受け取って 2 日に分けて申請してもらうことが
できた。閲覧室内にはマイクロフィルムリーダーも設置されているが、時間帯によっては満席になっ
てしまうため注意が必要である。わからないことがあれば館員に尋ねると親切に教えてくれるので、
初めての利用者の多くが館員と一緒に操作を行っていた。 
 報告者はここでわずかではあったが、1730 年前後の宮廷における皇帝から貴族へ金製品などの下賜
に関する記録を確認、筆写した。多くの史料に目を走らせてドルゴルーキーの名前を探し、見つかる
と名前が含まれている史料そのものを写すという作業で、ロシア国立古文書アルヒーフでの調査とは
だいぶ異なっていた。この文書館の館員も大変親切で、館内や各種機器の利用方法を辛抱強く説明し
てくれた。検索室の館員は報告者が宮廷クーデターとドルゴルーキー家に関して研究していることを
話すと大変興味を持ち、検索システムを操作してくれたり、史料請求に必要な情報を書きだしてくれ
たり、その史料の概要について説明してくれたりするなど親身になって対応してくれた。そのおかげ
で、限られた時間を最大限に利用してできるかぎりの史料を請求し、確認することができたのである。 
2.4 調査のまとめ 
以上のように報告者は上記の 3 施設を中心に史（資）料収集をおこなった。実際に文書館に足を運

び、各施設の利用方法や特徴を学ぶことができたことは大きな収穫であった。特に閉架式であること
の不便さと複写資料の入手の困難さについては考えるところも多かったが、それも経験しなければわ
からないことであった。また事前に調べていた史料だけでなく、思いがけない史料に出会うことがで
きたことや周囲で研究者たちが勉強しているところに身を置くことで良い刺激を得ることができた。
彼らが互いに史料や研究についてわからないことを尋ねたり、教えあったりしているところを見て、
何よりも人とのつながりは非常に重要であることを強く感じた。報告者は研究者たちと積極的にかか
わることはできなかったが、各施設の館員に大いに助けられて様々な情報を得、目的の史（資）料を
閲覧することができた。今後はこのような施設において自発的に他の研究者たちと関わり、様々なこ
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とを学んでゆきたい。 
また、上記の施設以外にもロシア貴族の邸宅、皇帝の宮殿、博物館や美術館などを見学し、彼らが

使用したり収集したりした様々な品々を目にすることができた。これらの見学により、今後多角的に
研究を行っていくために報告者が専門とする政治史だけではなく、当時の貴族文化や彼らの心性を併
せて研究する必要性を認識することができた。 

 
3. 今後の研究計画、展望 
本調査で収集した史（資）料を翻訳し、分析を組み合わせることにより、「18 世紀ロシア貴族と専

制―ヴァシーリー・ルキーチ・ドルゴルーキーと宮廷クーデターを手がかりに―」（仮題）というテー
マで宮廷クーデターに対するこの貴族の関係性と彼の政治上の興亡を再構築してゆく。そして近世ロ
シア貴族のあり方、ロシア政治史における宮廷クーデターの意義を再考する。その研究成果の投稿先
は現状では未定であるが、査読論文として発表して本調査の成果とし、宮廷クーデターと貴族、皇帝
の関係性について分析する予定である博士論文に結びつけてゆきたい。 
 
 
注 
1. 現在ではこのような評価は少なくなってきているが、Е.В.アニシーモフなどのようにこの評価を支持する研究者も 
存在する。Анисимов, Е.В., Россия без Петра : 1725-1740., Санкт-Петербург, 1994. 

2. Курукин, И.В., Плотников, А.Б,. 19 января - 25 февраля 1730 года: События, люди, документы. (Серия 
<Исторические исследования>), Москва, 2010.  

3. 1726 年に外交に特化した皇帝諮問機関として設置された。事実上皇帝に次ぐ最高府であったが、1730 年政変後に

廃止された。 
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すずき ゆり／お茶の水女子大学大学院 人間文化創成科学研究科 比較社会文化学専攻 

 
 
指導教員によるコメント 
今回海外調査の機会をえた鈴木佑梨さんは、本年 4 月に大学院博士後期課程に進学し、近世ロシア

政治史の本格的専門研究に従事し始めたばかりである。彼女の専門は 18 世紀前半のロシアの政治、
とりわけそこで頻繁に繰り返される宮廷クーデターの構造分析とその意義の解明であるが、この時代
はピョートル改革とエカチェリーナ 2 世の啓蒙専制政治の狭間の時代として、これまで歴史家の関心
を惹いてこなかった。しかしロシアの近代化と独自の統治構造の解明を考える際に、あえてこの時代
の政治的特質を解明することはロシア近世史研究にとって大きな意義を持つ。今回の調査では、修士
論文で論じた 1730 年政変においても重要な役割を果たした大貴族ドルゴルーキー公関連の史料収集
を主たる目的として、ロシア国立古文書アルヒーフなど代表的な 3 つの文書館・図書館を訪れ、各種
の貴重な史料を入手した。ロシア史の資史料は、往事に比べ格段にアクセスしやすくなったとはいえ、
まだまだ日本にいて簡単に入手できるものは少ない。なにより海外の文書館を実際に訪れ、手探りで
利用方法を習得し史料収集を行った経験は、今後の彼女の研究推進にとってたいへんに貴重なものと
なったことは間違いのないところであり、今後の研究のさらなる進展が期待されるところである。  

（お茶の水女子大学人間文化創成科学研究科（文化科学系）・安成英樹） 
 

 

                                                   
1 現在ではこのような評価は少なくなってきているが、Е.В.アニシーモフなどのようにこの評価を支持する研究者も存

在する。Анисимов, Е.В., Россия без Петра : 1725-1740., Санкт-Петербург, 1994. 
2Курукин, И.В., Плотников, А.Б,. 19 января - 25 февраля 1730 года: События, люди, документы. (Серия 
<Исторические исследования>), Москва, 2010. 
3外交に特化した皇帝諮問機関として設置され、皇帝に次ぐ最高機関であったが、1730 年政変後に廃止された。 

http://www.naukajapan.jp/detail.php?id=105054
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学生海外調査研究 

舞踊家 Trisha Brown(1936-)の身体観を探る 
―カンパニーメンバーおよび後進への教育実践に着目して― 

氏名 白澤 舞 比較社会文化学 専攻 

期間 2013 年 7 月 12 日～2013 年 7 月 30 日 

場所 アメリカ合衆国 ニューヨーク 

施設 ニューヨークシティセンター 
ニューヨーク公立図書館（パフォーミングアーツ別館） 

 

内容報告 
1. 調査の意義と目的 
報告者は、踊る者や観る者に肯定的イメージや開放感を与える舞踊について、研究調査と教育現場

での実践と考察を行ってきた。特に学位論文に向けては、1960-70年代アメリカでダンスの原点を探
求したポスト・モダン・ダンスの活動家であり、半世紀に渡り旺盛な活動を続け、「インスピレーショ
ンを与える」1「生きる喜びを感じさせる」2などのイメージを与える舞踊家Trisha Brownの思想と実
践について研究を行っている。これまで彼女の舞踊作品の特徴と時代的コンテクスト、作品創作過程
に見られる作品創作意図、Trisha Brown Dance Company(以下TBDC)で採用されているテクニック
について調査・分析を行ってきた。 
舞踊という文化形態の研究において、なかでも舞踊家の思想を探るにあたり、すでに言語化された

資料からの検討だけでなく、実践的なアプローチが必要である。舞踊は、身体の感覚や表現であり、
全てを厳密に言語化することが難しいからである。また舞踊家自身によって既に言語化されているも
のを理解するうえでも、実際の体験によって獲得された体感や知識に基づかなければ、本人の意図を
正しく解釈するのは難しい。 
そのため舞踊家の思想研究において、すでに言語化された資料からの検討だけでなく、研究者自身

が実際にワークショップ参加などの体験を通して実践から体感を得、その体感に基づいて実践者たち
へインタビューやディスカッションをすることによって再言語化した資料からの検討という２つの方
向からの探究が有効であると考えられる。 

2008年に海外アカデミック・ディスカッションの助成による「舞踊家の思想に関する実践的研究」
では、カンパニーメンバーから創作過程の実際について聞き取りを行い、文献調査のみの研究で即興
表現とされていた作品が、実際には緻密に決定された動きで構成されていたことがわかった。舞踊と
いう活動形態の研究において実践的研究手法が有効であることが明らかになった3。 
今後、学位論文において、教育についての理念とその実践を明らかにすることで、Trisha Brownの

思想の根幹をなす身体観を考察する予定である。舞踊家の思想研究において身体観を考察することは
重要である。学位論文に向けてより明確な身体観を読み取るためには、これまでの研究に加え、教育
という他者への意図的な働きかけを調査し考察することが必要であり、有効であると考えている。  
そのため今回、学生海外派遣プログラムに参加することにより、これまでの研究成果に基づき、実

践からの理論の検証を行うことができ、より正確な研究を行うことができると考えた。 
そこで本調査研究の目的は、舞踊家Trisha Brownの身体観、すなわち踊る身体をどのように捉え、

扱っているかについて、カンパニーメンバーや後進への教育活動に着目することで明らかにすること
である。晩年を迎えているTrisha Brownが後進へ伝え残そうとするものは何か、それを実際にどのよ
うに実践に具体化しているかを明らかにすることにより、彼女がこれまでの舞踊活動の中で培ってき
た思想とそれを実践へと具現化するノウハウが明確になると考えられる。さらに、国際的に舞踊芸術
の地平を拡げる女性舞踊家の先駆者であるBrownの教育活動を研究することは、舞踊家Trisha Brown
の思想研究にとどまらず、今後、国際的な女性リーダーの育成や、教育実践の場での応用や実用化に
つながる基礎研究となる点が、この調査に基づく研究の意義であり目的である。 
1.2学位論文における本調査研究の位置づけ 
報告者は、国際的に活躍している舞踊家Trisha Brownの長年に渡る旺盛な創造的活動を、舞踊作品
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の斬新さや変化の多様さといった外観について扱うことに加え、そのような新しさや変化を彼女自身
がどのように生み出し続けているのか、創作の動機や動力といった内的な側面について実践的検証を
通して明らかにすることを目的とし研究を行っている。 
学位論文においては、次の３部構成で研究を進めている。 
第1部において、舞踊作品をTrishaがCycleと呼んで分類している作品群ごとに、言説・批評文分析

により、時代的コンテクストと照らし合わせて作品特徴と活動を概観する。 
第2部において、舞踊作品の創作過程に着目し、作品創作意図、すなわち作品創作過程をどのよう

に捉え、その中でどのように踊る身体を扱い、創作しているのかを考察する。文献・VTR資料および
インタビュー調査に加え、作品の振付けクラスを受講し、より正確な言語資料の分析を行う。 
第3部において身体観、すなわち踊る身体をどのように捉え、扱っているかについて、カンパニー

メンバーや後進への教育活動に着目し、考察する。 
以上から、彼女にとって舞踊という創造的活動とは何かについて明らかにし、創造的活動を続ける

ことを可能にするTrisha Brownの思想と実践を考察することを予定している。 
本海外調査研究では、第3部で行う身体観の考察において基盤となる実証的資料を得たいと考えて

いる。そのため、夏季集中クラスの参与観察により、集約され体系化されている教育実践の実際と、
クラス講師およびメンバーへのインタビューによりBrownの教育方針を調査する。それにより教育の
理念と実際を明らかにし、長年の舞踊活動で培い実践し伝えようとするBrownの身体観を考察するこ
とができると考えている。 
 
2. 調査の概要 
 まず、TBDC における教育の実際を調査するため、毎年 1 回、2 週間に渡って行われている TBDC
の夏季集中クラスの参与観察を行った。2013 年は、Trisha Brown が今年 2 月の公演を最後に、体調
を理由に引退を表明したため、周囲では開催が危ぶまれていたが、ニューヨークシティセンターにお
いて 7 月に開催され、参与観察を行うことができた。さらに、引退を表明したためか、夏季集中クラ
スの参与観察では、これまで行われていなかった舞踊作品の創作プロセスの実際を体験できるようプ
ログラムされており、晩年を迎えた Brown が後進へ伝え残そうとする活動が、集約され体系化されて
いる Trisha Brown 教育実践の実際を調査することができた。夏季集中クラスでは、レクチャーが設け
られており、クラス講師である元カンパニーメンバーへ質問することができる場が設けられており、
インタビューを行うことができた。 
加えて、クラスが開講されていない土曜日を利用し、ニューヨーク公立図書館のパフォーミングア

ーツ別館において資料収集を行った。ここでは特に、Trisha Brown の活動初期 1960 年代の雑誌記事
等、日本国内では入手困難な資料を中心に調査した。 
2.1 夏季集中クラス 
 2013 年７月に行われた夏季集中クラスは、トリシャ・ブラウンの身体活動において固有のプロセス
と形式を探求するよう立案されている。①テクニック＆レパートリークラス、②レクチャー＆ビデオ
上映、③コンポジション＆インプロビゼーションクラスで構成されている。前半 1 週間と後半 1 週間
とに分かれており、1 週のみ参加することも可能である。毎週終わりには、外部者が見ることのでき
る発表の場（④スタジオ・ショーイング）が設けられており、レクチャーでは、文書資料も提供され、
全体を通して技術的な動きの原理、作品創作の構造、即興について深い理解を得られるようになって
いる。プログラム内容の詳細については次の節でクラスごとに述べる。参加対象者は、１７歳以上の
プロフェッショナルもしくは上級レベルのダンサーを対象として企画されている。 
 1 週目の講師は、Irene Hultman と Eva Karczag であった。Hultman は、1983～1988 年まで TBDC
のカンパニーメンバーであり、2006～2009 年には、TBDC のリハーサルディレクターを務めていた。
Karczag は、1979～1985 年まで TBDC のメンバーとして活動し、今回の 1 週目のクラスで取り扱わ
れたダンスレパートリー≪Son of Gone Fishin’≫（1981）のオリジナルメンバーであった。 
 2 週目の講師は、Carolyn Lucas と Laurel Jenkins Tentindo であった。Lucas は、1984 年から TBDC
のメンバーであり、1993 年からは、Brown のダンスやオペラ作品の創作過程で振り付け補佐として
の役割も果たしてきた。Tentindo は、2007 年から昨年 2012 年まで TBDC のメンバーであり、Brown
の最新４作品のオリジナルメンバーであった。 
 参加者は、各週とも 30 名以内であった。フランス、イギリス、イタリア、ドイツ、フィンランド
などヨーロッパからの参加者が多くおり、Brown のヨーロッパでの活躍を伺うことができた。また、
クラスは 1 週間単位で受講するようプログラムされていたが、時折、元カンパニーメンバーが部分的
にクラスに参加して一緒に受講するや、スタジオ・ショーイングの多くの元カンパニーメンバーが見

に来ることもあり今回の集中クラスの注目度が伺えた。 
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表１ 2013 年夏季集中クラス スケジュール 

2013 年夏季集中クラス スケジュール 
期日：2013 年 7 月 15 日～26 日 

7 月 15 日 
～ 

7 月 19 日 

10：00～13：00 テクニック＆レパートリークラス 
講師：Irene Hultman 

13：30～14：00 レクチャー＆ビデオ上映 
講師：Irene Hultman、Eva Karczag 

14：00～17：00 コンポジション＆インプロビゼーションクラス 
講師：Eva Karczag 

17：00～17：30 
＊19 日のみ 

スタジオ・ショーイング 
講師：Irene Hultman、Eva Karczag 

7 月 22 日 
～ 

7 月 26 日 

10：00～13：00 テクニック＆レパートリークラス 
講師：Carolyn Lucas、Laurel Jenkins Tentindo 

13：30～14：00 レクチャー＆ビデオ上映 
講師：Carolyn Lucas、Laurel Jenkins Tentindo 

14：00～17：00 コンポジション＆インプロビゼーションクラス 
講師：Carolyn Lucas、Laurel Jenkins Tentindo 

17：00～17：30 
＊26 日のみ 

スタジオ・ショーイング 
講師：Carolyn Lucas、Laurel Jenkins Tentindo 

 
2.1.1 テクニック＆レパートリークラス 
テクニック＆レパートリークラスは、１日 3 時間のクラスで毎日行われる。ウォーミングアップと

簡単なムーブメント・ワークで始まる。およそ 1～1.5 時間かけて身体のトレーニングを行い、TBDC
のレパートリーを踊る準備をしていく。その後、TBDC のレパートリーである、ブラウンの振付作品
から抽出されたフレーズを習い覚える。 
具体的には、1 時間程度、骨格や重心移動を意識しつつ身体ほぐしながら、身体内部のスペースを

広げ、動き出しや動きの連続性のスキル、全身の隅々まで意識を高められるように導かれる。後でレ
パートリーを踊る際に要求される身体の状態を築きあげていく。簡単なムーブメント・ワークでは、
ペアになり、他者に触れてもらうことによって、身体内部への気づきを促したり、他者という外部へ
の意識を高めるトレーニングがあった。担当するクラス講師によって採用しているテクニックやアプ
ローチが異なっていた。1 週目は、アレクサンダーテクニックとマスナガテクニックをベースとした
ウォーミングアップを行った。2 週目はアレクサンダーテクニックとスキナーリリーシングテクニッ
クをベースとしていた。 
ウォーミングアップが終わるとレパートリーの振り付けを教わり覚えていく。動きの外形だけでは

なく、動きの始点や連続性、経路など身体内部に起こる動きにも注意が払われ、動きの構造や成り立
ちまで詳細に指導された。 
2.1.2 レクチャー＆ビデオ上映 
レクチャー＆ビデオ上映は、午前と午後のクラスの間に毎日 30 分程度行われた。ビデオを見なが

ら、その日のテーマに沿ってレクチャーが行われる。Brown のダンス活動への関わり方や、作品の創
作過程について実際の様子や説明があった。講師たちの実体験に基づいたレクチャーで、Brown との
思い出話なども多くあり、自由に質問することもできた。 
ビデオで作品を見ながら、創作過程についてのレクチャーを受けた後、午後のコンポジション＆イ

ンプロビゼーションのクラスで実際に創作過程を体験する日もあった。資料としてレジュメが配布さ
れることもあった。また、レクチャー後に、補足資料が参加者へメールで送信された。 
2.1.3 コンポジション＆インプロビゼーションクラス 
 コンポジション＆インプロビゼーションクラスは、１日 3 時間のクラスで、毎日行われる。軽いウ
ォーミングアップで始まる。ウォーミングアップでは、午前中にテクニッククラスを受けているので、
短い時間であったが関節の開放性が強調されていた。日によって異なる方法で簡単なムーブメント・
ワークを実行しインプロビゼーション（即興）を行った。 
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その後、テクニック＆レパートリークラスで取り扱われている舞踊作品の創作過程の実際を体験す
ることができるようになっていた。その作品がどのように形作られたのか、そのプロセスを追うこと
で、作品の構造と成り立ちの詳細を学ぶことができた。それと同時に、その舞踊作品の創作過程で用
いられたムーブメント・ワークやアイデア、構成の手法が明らかにされた。舞踊作品の創作過程を実
際に体験しながら、テクニック＆レパートリークラスで習い覚えたオリジナルのムーブメントフレー
ズを再構成し、その作品が創作された手法を用いて新しい一連の動きを完成させるという活動を行っ
た。 
2.1.4 スタジオ・ショーイング 
 スタジオ・ショーイングは、毎週末に行われ、その週のテクニック＆レパートリークラスで習い覚
えたオリジナルフレーズと、コンポジション＆インプロビゼーションクラスで創作した動きのフレー
ズを発表した。外部からも見に来ることができ、参加者は２名まで知人を招くことができる。元カン
パニーメンバーや TBDC の関係者も見に来ていた。 
 はじめにクラス講師が 1 週間行ってきたクラスの内容について簡単に紹介する。その後、クラス講
師が考えた発表のプログラムに沿って、1 週間のクラスの成果として発表する。習い覚えた動きや創
作した一連の動きを踊るだけでなく、他者に見せる、見られるという舞踊芸術の基本構造の中で、1
週間に渡って意識が促されてきた、身体内部への集中と外部空間への意識の働かせ方など、多くの学
びのフィードバックを行うことができた。 
2.2 ニューヨーク公立図書館（パフォーミングアーツ別館） 
ニューヨーク公立図書館のパフォーミングアーツ別館は、リンカーンセンター内のニューヨークメ

トロポリタン劇場の隣にあり、そのパフォーミングアーツに特化したリサーチコレクションは国際的
にみても優れている。特に、ニューヨークに活動拠点をおくアーティストのリサーチコレクションは、
アーティストごとに新聞・雑誌記事、講演記録等のスクラップや、VTR 資料、インタビュー記録など
もまとめられている。 
リサーチコレクションの閲覧には、ライブラリーカードを作成する必要があった。リサーチコレク

ションの閲覧スペースへは、荷物を預けて入室し、レファレンスカウンターに資料請求書類を提出し
閲覧することができた。また、コピーカードを購入してコピーをすることができた。スクラップなど
の資料は製本されておらず傷みやすいためと、希少性から職員によるコピーに制限されていた。 
 
3．今後の計画、展望 
 今回の調査では、TBDC で行われている夏季集中クラスの参与観察を行うことで、現在行われてい
る Trisha Brown の教育活動に加え、過去の舞踊作品の創作過程についてもその実際を知ることができ
た。収集した情報を整理し、分析を行っていきたい。 
テクニック＆レパートリークラスの参与観察によって得られた資料については、これまで調査して

きた文献資料の言説を照らし合わせることで、Brown の身体観の一側面である、ダンサーに求められ
る身体的技能がどのようなものであるかを明確にすることができるのではないかと考えている。 
また、コンポジション＆インプロビゼーションクラスの参与観察では、Brown の旺盛な創作活動の

内側である、作品創作の方法論を知ることができたことが非常に有意義であった。過去に TBDC 開催
されていた集中クラスのコンポジションやインプロビゼーションのクラスでは、TBDC の舞踊作品と
は特に関連性のない活動が行われていた。しかし、今回の調査で参与観察を行ったクラスでは、かつ
て実際にその作品が作られた手法を、その当事者であるオリジナルメンバーから学ぶことができた。
今回得られた資料は、これまでに発表した Brown の舞踊作品の創作過程をめぐる研究の裏付けとなる
非常に有意義なものとなるため、早急に整理するとともに分析していきたいと考えていえる。 
さらに、スタジオ・ショーイングという発表の場が設けられていることにより、舞踊芸術活動に存

在する、身体的トレーニング、作品創作、発表という一連の活動を通して得られる舞踊家としての探
求の全体的プロセスを体験し学ぶことができた。 
舞踊芸術活動の全体的プロセスをダンサーが経験することで獲得される技能の多様性と範囲の広さ

を体感することができたのはとても貴重な機会であった。今後、Brown の教育活動の実際から身体観
を探るにあたり、彼女がダンサーの身体に求める技能の多様性と範囲の広さを明らかにする上で言説
を実証する資料として用いていきたいと考えている。さらには学位論文において、彼女にとって舞踊
という創造的活動とは何かについて明らかにし、旺盛な創造的活動を続けることを可能にする Trisha 
Brown の思想と実践を考察していく重要な手掛かりになると考えられる。 
レクチャー＆ビデオ上映でのクラス講師である元カンパニーメンバーのコメントやインタビュー調

査で得られた言説資料については、今後 Trisha Brown の教育方針や理念を考察する際にも非常に有効
な手掛かりとなることが期待できる。 
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夏季集中クラスで配布された文書資料とニューヨーク公立図書館で収集した資料についても、今回
の参与観察によって得られた実践方法や体感を明確に言語化するため、また、理論と実践をより正確
に考察するために、これまで集めた資料と合わせ役立てていきたい。 
今回の調査による研究成果については、査読論文や学会発表において公表していきたいと考えてい

る。また、学位論文において、これまでの研究を発展させ、より精緻な舞踊家 Trisha Brown の思想の
根幹をなす身体観の検証につなげていきたい。 

 
 
注 
1. 2008 年 8 月 23 日 in NY カンパニーメンバーTodd Stone に対し、本人自宅にて行ったインタビュー調査より。 
2. 雑誌 2006『ダンスマガジン』p66 にて三浦雅志が Trisha Brown との対話で語った。 
3. この成果については、(2009)「Trisha Brown(1936-)研究―劇場舞踊作品《Set and Reset》(1983)の創作過程に見る
作品創作意図」『人間文化創成科学論叢第 11 巻』ｐ67-77 にまとめ発表した。 

 
参考文献 
(2002) TRISHA BROWN：DANCE AND ART IN DIALOGUE ，1961－2001, THE MIT PRESS Massachusetts 

Institute of Technology Cambridge Massachusetts.  

(1998)TRISHA BROWN：DANSE, PRECIS DE LIBERTE, Musees de Marseille – Reunion des musees nationaux, 

Marseille 

 
しらさわ まい／お茶の水女子大学大学院 人間文化創成科学研究科 比較社会文化学専攻 

 
 
指導教員によるコメント 
報告者である本学生は、舞踊家 Trisha Brown について卒業論文、修士論文から継続的に研究を行っ

てきている。これまでに、実践的アプローチを含め Trisha Brown の調査研究を行い作品創作意図や身
体観に迫る思想研究を進めてきた。 
今回のプログラムを利用して行った実地での参与観察とインタビュー調査による資料は、学位論文

提出にあたり、これまでの研究成果の検証と、最終的な思想をまとめ上げていく際に有意義な資料と
なり、研究の成果が期待できる。 

Trisha Brown Dance Company で行われている教育実践の実際を確認できたことは、Trisha Brown
がダンサーにどのような踊る身体を要求しているのか、その理論の中心となる身体観をより正確に考
察する重要な手掛かりになったと考えられる。特に、晩年を迎えた Trisha Brown が引退を公表した現
在、今後このような調査を行う機会を得ることは困難であると考えられ、貴重な調査であったと評価
できる。 

（お茶の水女子大学人間文化創成科学研究科文化学系・猪崎弥生） 
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学生海外調査研究 

中国大学における日本語を専攻している学習者の会話教育の実態 

―日本語中上級学習者を対象に― 

秦 松梅 比較社会文化学専攻 

期間 2013 年 10 月 22 日～2013 年 11 月 1 日 

場所 中国黒竜江省ハルビン市 

施設 ハルビン A大学 

 

内容報告 
1.海外調査研究の背景 
近年、中国における大学教育の大衆化に伴い、日本語を専攻とする学習者が年々増えている。国際交

流基金の海外日本語教育機関調査によると中国における日本語学習者の全体数は世界第一位で中・上級

段階に達する学習者が非常に多いということが特徴 1 である。グローバル化の進む現代社会において、

人的交流がますます頻繁になり、中国の大学の言語教育においてもコミュニケーション力の養成が重視

されるようになった。大学の日本語教育において、日常会話、運用能力の応用に直接関連している授業

は会話授業である。会話授業の目標２は仕事や日常における実際のコミュニケーションにすぐ役に立つ

ような日本語力を身につけることが目標となっている。しかし、中国の大学で日本語を専攻３している

学習者は精読の力４は優れているが、運用能力がついていない(堀口 2003)、豊富な語彙量、高度な文法

知識を持っているにも関わらず、簡単な日常会話も流暢にできず、運用能力が非常に低い（楊 2006）と

いう指摘があった。知識があるのに運用ができないという問題の背後には様々な要因があると考えられ

る。社会の急速な変化によって、学習者の多様性、学習者のニーズ変化、学習者の意識変容など新たな

課題になった。中国の大学における会話授業を焦点にしてコミュニケーションの鍵を担う会話授業のよ

り良い改善策を立てる前に、日本語会話授業の実態を明らかにする必要があると考えられる。 

そこで、本報告は中国における大学の日本語中上級学習者を対象に調査を行い、日本語専攻における

会話教育の実態を明らかにすることを目的とする。中国の大学においてどんな会話授業を行っているか、

教師はどのように教えているか、学生達は会話授業に対してどのような希望を持っているかを明らかに

しなければ、問題点をよりよく改善することは不可能であると考えられる。会話授業の実態を明らかに

することで、学習者中心の会話授業の改善案がよりよく考えられ、中国での日本語教育への示唆を得る

ことが期待できると考えられる。 

 

2.本調査研究が博士論文における位置づけ 

本報告者の博士論文では言語生態学を理論として中国の大学日本語教育における会話授業のモデル

を提案することを目的としている。以下五つの研究を行う予定である。 

研究 1 は生態学的リテラシーの育成のプロセスの実態を探る。 

題目：中国の大学における日本語を専攻している学習者の会話教育の実態－日本語中上級学習者を

対象に－ 

研究 2 は当事者の評価を大切にして、新たな会話授業のデザインに対して日本語母語話者と中国人 

日本語学習者両方から調査する。 

2－1 題目：中国人学習者は事前課題と日本語母語話者の参加を取り入れたグループワークによる内容

重視の会話授業をどう受け止めたか－中国の大学における日本語専攻クラスの場合－ 

2－2 題目：内容上の事前準備は会話参加をどのように促し支えるか－中国の日本語専攻大学生を対 
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象とした会話活動におけるやりとり分析から－ 

2－3 題目:中国における日本語専攻会話授業で学習者としての日本語母語学習者を導入した場合、日本

語母語話者は何を得たか－内容重視の会話活動においての学習者同士のやり取りから－ 

研究3は中国における生態学的リテラシーの育成をめぐる日本語会話教育の可能性を研究する予定であ

る。 

題目：卒業 1年後に内容重視の日本語会話活動に参加した学習者に対してどのような影響があるか 

最後に研究 1 から研究 3 までの結果を博士論文にまとめ、その結果から得た知見から生態学的リテラシ

ーの育成をめぐる日本語会話教育のデザインへの提起をする予定である。 

今回の調査研究は研究 1 である。博士論文の研究結果と実際の教育現場での指導に結びつく重要な一

環になる。さらに、博士論文執筆の展開において、大きな意義を持っている。 

 

3.先行研究 

長坂・木田（2011）は非母語話者日本語教師研修における、教授法授業の会話指導の内容を再考する

ことを目的に、中国の大学で日本語教育に携わる非母語日本語教師 85 名を対象に無記名の質問紙調査

（選択・自由記述）を実施した。海外では日本人との接触や,生の日本語を取り入れる機会は限られてい

る。その海外で中・上級話者を生み出している高等教育機関の教室現場では、大学の非母語話者日本語

教師が、どのようなことを目的に会話授業に行い、どのような教室活動を実施しているのか、また、ど

のような教室活動が会話力向上に貢献すると考えられるか、中・上級会話指導における困難点は何かな

どについて調査を行った。その結果、まず、教師が会話授業において仕事や日常での実際のコミュニケ

ーションにすぐ役に立つような日本語力を身につけることが目標となっており、実用志向が強いことが

分かった。次に、中国の大学における会話授業で行っている教室活動では学習者の発話の自由度の低い、

音読、翻訳、繰り返し、暗記、聞き取りなどが上位を占めている。学習者の考えや意見を表す自由度の

高い活動で上位を占めたのは、原稿を用意するスピーチ、自由な会話文作成と発表、ロールプレイを「よ

く、時々」実施し、意見や感想を述べたり、説明や描写を学習者が行ったりする自由度の高い活動は実

施率が低くなっていることも分かった。さらに、会話指導の難点について本人の考え方や日本語として

自然な表現を教えることが難しい。また、授業の指導方法、学習者の動機や意欲を強めることや、覚え

た表現を実際に使い、自分の考えや意見などを話させることが難しいということが分かった。これらの

結果から中国の多くの若い学習者にとって興味・関心のある素材が、教室活動にはまだ取り入れられて

いないことが窺える。また、学習者主体の会話活動を行っていないことが分かった。 

そこで、会話は人を主体して変化しているものであるから、会話をする人は自分の置かれている現状

及びその現状をさまざま角度から考えながら言いたいことを言語化していく過程は大切であると考え

られる。本調査研究では、調査を実施する大学で会話授業のやり方、学習者の生活状態及び学校での日

常生活も含めて参与観察の方法で必要な情報や資料を収集した。さらに、中上級の日本語を専攻してい

る学習者と会話授業を担当している教師両方を対象に、半構造化インタビューを行った。これらの調査

を通して、中国の大学における会話授業の実態を明らかにする。 

 

4.研究目的・課題 

研究目的：中国の大学における日本語専攻会話活動の実態を明らかにして、今後の会話活動のあり方

について示唆を得ることを目的とする。そのため、研究課題は以下のように設定する。 

 研究課題：  

(1）中国の大学においてどんな会話授業を行っているか。 

1-1 教師はどのように教えているか。 

1-2 学習者はどのように会話授業に参加しているか。 

(2) 学習者は会話授業に関してどんな希望を持っているか。 

 

5.研究方法 

 

5.1 フィールドの概要： 
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今回、調査研究を行った場所は黒龍江省直轄の理工系を主体として経済学、文学、法学などの学部も

備える総合大学 A である。A 大学の日本語科は 1991 に年創立され、20 年の歴史を持ち、インタビュー

を行った当時、日本人教師は 4 名である。日本語科に在籍していた 530 人の学部生の中で日本語を専攻

している三年生の学部生は 120 人であった。本報告者は 2013 年 10 月 23 日から 11 月 1 日の間に、中

国黒竜江省 A 大学の日本語科の了承を得て、会話授業がある学部三年生を対象に、在籍している中国人

日本語専攻学習者 10 名を募集した。学習者の日常生活に影響しないように学習者の授業外の時間を調

整した。1 人につき、約 40 分から 60 分程度で、学習者が学校でいつも利用している教室において中国

語でフォローアップインタビューは半構造化インタビューをフォローアップインタビューとして起こ

った。また、A 大学の普段の会話授業の様子を知るために、異なるクラスの会話授業を見学できた。担

当教師の了承を得て授業中のやりとりの録音をした。Ａ大学の 2人の日本人先生の協力を得て、日本語

で半構造化インタビューも行った。学習者及び日本人先生の同意を得たうえで録音をし、全て録音の文

字化資料を分析資料とした。 

 

表 1 「A大学の調査対象者の内訳」 

番号 学習者(仮名前) 性別 学年 

1 ＷＳ 女 3 年 5 組 

2 ＬＭ 女 3 年 5 組 

3 ＹＮ 女 3 年 1 組 

4 ＳＦ 女 3 年 2 組 

5 ＷＱ 男 3 年 2 組 

6 ＷＦ 女 3 年 1 組 

7 ＷＨ 女 3 年 5 組 

8 ＷＸ 男 3 年 5 組 

9 ＬＱ 女 3 年 2 組 

10 ＷＪ 男 3 年 5 組 

 

5.2 半構造化インタビューの内容 

 

学生にインタビュー内容 教師にインタビュー内容 

1 クラスの中に何人いますか。会話授業の開始時

期及び一週間当たりの時間数、担当している教師

は日本人ですか。その授業はどうですか。 

1 一週間当たりに担当している授業のコマ数を教

えていただけますか、また、現在使用している教

材は何でしょうか。 

2 普段の会話授業に参加する目標は何ですか。そ

の流れを教えてください。 

2 会話授業でどのような目標を持っていますか。

その目標を達成するために、どのような工夫をし

ていますか。また、その困難点はありますか。 

3 普段の会話授業で話し合ったトピックの内容は

何ですか。面白い授業はありますか。どんな内容

ですか。その内容についてどう思いますか。つま

らない内容はありますか。どんな内容ですか。 

3 会話授業はどのように行っていますか。よく取

り入れる内容（トピック）は何でしょうか。 

 

4 どのように教えられましたか。自分はどのよう

に参加していましたか。 

4 何故その内容を選ばれましたか。 

 

5 今後、会話授業においてどのような活動がした

いですか。どんな内容を会話授業で話したいです

か。 

5 今後の会話授業はどのように行う予定でしょう

か。(今後の会話の授業について、先生はどのよう

にお考えでしょうか。) 

6 教室外で日本人と日本語で話したことがありま

すか。 
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5.3 分析方法 

今回の調査研究では、学習者は会話授業に関してどんな希望を持っているかを主に見ることとする。

そこで、学習者の希望の全体図を見るため、インタビューデータを基に修正版グラウンデッド・セオリ

ー・アプローチ(木下 2003、以下 M-GTA とする) を援用して課題を質的に分析する予定である。なお、

分析の際には、教師のインタビューデータや普段の会話授業の録音データ、報告者の観察なども参考に

した。M-GTA では質的データの解釈をしながら分析を進める予定である。 

 

6.まとめ 

このたび、平成 25 年度「女性リーダーを創出する国際拠点の形成」プロジェクト「学生海外派遣」

プログラムの支援をいただき、調査研究を行われること、心より感謝を申し上げる。 

従来のように一斉授業や教師主導など教える側の経験や固定化した教授法によって教育は行われる

困難であることはいけなくなる。岡崎他 (2001)はどのようなタイプの学習者にも有効な「唯一絶対の

教授法」を求めてもそれは現実的ではないと考えられるようになったと述べている。例え、同一授業に

対しても教師と学習者の言語観や学習観が異なることも考えられる。池田他（2007）は、日本語という

言語を、日本語を母語としない人々に教える時、何をどのように教えるのかがよいのか、という日本語

教育における言語教育観も時代とともに変化してきた。それをあえて一言で言うとすれば、言葉を教え

るということは、「学び手に言語構造を中心とした知識を伝達することだ」という考え方から「学び手

が、実際にコミュニケーションができることに加え「学び手が自らを発見するために日本語を使い、ま

た日本語を自律的に学ぶことができるように支援することだ」という考え方に移ってきた。教師の関心

も、それに伴って「言語の仕組み」から「教え方（教授法）」へ、さらに、学習者の学びとその支援へと

移ってきたと考えられる。 

今回の調査研究において筆者の観察と学習者及び教師のインタビューデータを通して中国の大学に

おける会話授業の実態を明らかにすることで、次の会話授業の実践においてのデザインや教案の準備が

強く繋がっていると考えられる。これから、今回の調査研究で得られた貴重なデータを分析して、得ら

れた知見を中国における日本語教育現場にどのように活かすかを考えていきたい。なお、今回の調査研

究にあたっては多くの方々からあらゆる面で助力を頂き、そのおかげで今回の調査研究を大変充実した

ものにすることができた。改めて御礼申し上げる。 

 

7. 今後の課題  

今回の「女性リーダーを創出する国際拠点の形成」プロジェクト「学生海外派遣」プログラムで得ら

れたデータは、現在まで収集した資料やデータなどを加え、2015年の国際学術大会で発表する予定であ

る。その後、査読論文の形で公表するとともに、現在執筆中の博士論文の一部として組み入れ、本海外

調査研究の成果とする予定である。お茶の水女子大学の2015年日本語言語文化研究学術誌や『人間文化

創成科学論叢』等に投稿する予定である。 

 

 

注 
1国際交流基金「海外日本語教育機関調査」2012 年参照＜http://www.jpf.go.jp/ ＞国際交流基金「日本語教育国別情

報 2009 年度」＜http ://www.jpf.go.jp/j/japanese/survey/country/2009/china.html＞2010 年 9 月 8 日参照 
２中国の教育部によって制定された教育指導要領「大学日本語専攻高学年段階教育大網 2001」会話授業の目標には、仕

事で日本語を使えるようになること、日常会話ができるようになること、自由に流暢に話すこと、日本人とのコミュニ

ケーションできること、学んだ知識を運用して話すことが挙げられている。 
３尹松（2002）は中国の大学における日本語教育は、日本語を専攻とするかどうかによって 2 種類に分けられている。

ひとつは日本語を主専攻とする「日本語専攻」であり、もうひとつは第一外国語や第二外国語として学習する「非日本

語専攻」である。本研究では日本語を主専攻とする「日本語専攻」について調査を行っている。いずれも大学に入って

初めて日本語を学習する学生である。 
４精読の力というのは読み書き能力である。 
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しんしょうばい／お茶の水女子大学大学院 人間文化創成科学研究科  

 

 

指導教官によるコメント 

秦松梅さんは貴プログラムの支援を受けて、中国国内での会話授業の実態に関する半構造化インタビ

ュー調査を行いました。調査対象者は学習者 10 名、日本語教師 2 名です。今後は、これらのデータを

M-GTA の手法で質的に分析する予定です。 

秦さんの調査の特色は、これまでの中国会話授業に関する多くの研究が量的調査をもとした研究であ

ったのに対し質的調査を行った点、学習者と教師双方に同様の調査を行った点にあり、より深く中国の

日本語会話教育の実態に迫るものです。調査結果を学会発表や投稿論文としてまとめ広く公開していく

ためにデータの整理、分析を現在行っているところです。 

今回の秦さんの調査は、博士論文の一つの柱を構成するものとなる（もう一つの柱は実際の授業分析

から得られた知見です）貴重なデータを収集できた点、実際のコミュニケーション場面で役に立つ日本

語指導への貢献が期待される点で高く評価されます。 

 

（お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科 比較社会文化学専攻 佐々木泰子） 

http://www.amazon.co.jp/池田-玲子/e/B004LUVUKE/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1383822656&sr=8-1
http://www.amazon.co.jp/舘岡-洋子/e/B004LUVUMW/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1383822656&sr=8-1
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学生海外調査研究 

アクアポリン 8 ノックダウン脂肪細胞における電子伝達系複合体 IVの機能測定 

氏名 伊香賀 玲奈 理学 専攻 

期間 2013 年 8 月 6 日 ～ 2013 年 8 月 29 日 

場所 ロンドン（イギリス） 

施設 University College London 

 
派遣報告 
1. 海外調査研究の目的と必要性 
1.1 研究背景 
脂肪細胞のサイトカイン分泌とミトコンドリア機能異常の関係を示唆する結果が報告され[1]，脂肪

細胞におけるミトコンドリアの機能が注目されている．ミトコンドリアは生命の様々な活動に必要な
エネルギーを産生し，副産物として多量の水を自らのマトリクスへ産出する．ミトコンドリアを囲う
二重の膜のうち内膜は透過性が低く，生成した多量の水を排出するなんらかのしくみが存在すると考
えられる．AQP8は水チャネルアクアポリンの一つである．ほとんどのアクアポリンが細胞膜に存在
する中，AQP8はミトコンドリア内膜での局在がいくつかの組織・細胞で確認された興味深いタンパ
ク質である[2,3]. 

申請者は，これまで脂肪細胞の研究に広く用いられている 3T3-L1 脂肪細胞を用いて，AQP8 が発
現していること，AQP8の細胞内局在がミトコンドリアであることを初めて明らかにし，さらに，AQP8
の発現抑制はミトコンドリア膜電位の過分極，FAD／FADH 比の低下を引き起こすことを蛍光顕微鏡
によるイメージングで明らかにしてきた．この結果は AQP8 の抑制はミトコンドリア機能を低下させ
ることを示している．研究の次の段階として、このミトコンドリア機能低下がミトコンドリア内から
の水排出異常によるものであることを証明する必要がある． 

 

1.2 本研究の目的 
AQP8の発現を抑制した細胞のミトコンドリアで水排出異常が起こっていることを証明する方法と

して，以下のような測定が考えられる． 
（1）水生成反応を触媒する複合体IVおよびATP合成酵素の活性測定：ミトコンドリア内からの水排出
が滞ると，多量の水を生成する複合体IVおよびATP合成反応は抑制されると考えられる． 
（2）ミトコンドリアの体積測定：水排出の異常は，ミトコンドリアの体積を増加させる． 
 本海外調査研究では，複合体IVにおける酸素消費量を測定することを主目的とし，また，帰国後に
行うミトコンドリア体積変化の実験手法を学ぶことを第二の目的としている． 
1.3 研究先の選定 

Oxygraph-2kは酸素消費量をリアルタイムでかつ高感度に測定できるため，電子伝達系異常におけ
る各複合体の活性測定に極めて有能な装置(図1)であるが，所有する研究室はまだ少ない．訪問先の
Michael Duchen博士は，ミトコンドリア研究ならびにOxygraph-2k・蛍光顕微鏡などを用いたリアル
タイムイメージングの権威であり，生物系の一流国際誌であるScienceなどにも多くの論文を発表し
ている．更に当研究室は各国のミトコンドリアの研究者が集まっており，高いレベルのディスカッシ
ョンが日々行われている． 

Oxygraph-2kによる酸素消費量測定を行うことができること、ミトコンドリア研究およびリアルタ
イムイメージングに関する世界のレベルの技術および知識が得られ，さらに昨年3か月間の滞在経験
があることから，短期間でも十分な研究成果をあげられると期待できるので，訪問先として選定した
． 
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図 1．The Oxygraph-2k(OROBOROS Instruments) 
 
1.4 本研究の位置づけと意義 
測定脂肪細胞は単なるエネルギーの貯蔵器官であると長らく考えられてきたが，現在では自ら様々

なサイトカインを分泌する内分泌器官と認知されている．正常な機能を失うとより多くのサイトカイ
ンが分泌され，慢性的な炎症が引き起こされる.この慢性炎症は肥満，糖尿病，動脈硬化などの生活習
慣病に共通する基盤病態として知られてきている．加えて，脂肪細胞のミトコンドリア機能が肥満や
2 型糖尿病の潜在的治療という視点から近年見直されてきた[4]．一方で，ミトコンドリアの機能制御
に関する研究は近年飛躍的に発展し，ミトコンドリア機能異常を原因とする疾病についてもその発症
機序の解明が進んできたが，水の排出機構とミトコンドリア機能との関係に着目した研究はまだ無い． 
脂肪細胞において，AQP8 がミトコンドリアの水輸送機構にどのように関わり，さらにその発現抑

制がミトコンドリア機能にどのような影響を与えるかを調べることは，脂肪細胞の病態変化とミトコ
ンドリアとの関係を明らかにするだけでなく，ミトコンドリア機能低下を原因とする様々な疾患の発
症メカニズムに対して新たな知見を提供できると考えている． 
 
2. 本研究の成果 
 University College London の Mitochondrial cell biology 研究室に滞在し実験を行った．また当プロ
グラムで計画している実験の方針についての議論のみならず，申請者のこれまでの研究ならびに帰国
後に予定している実験についても多くの方々とディスカッションする機会を得ることができた． 
 
2.1実験の成果 
2.1.1 実験の概要 
ミトコンドリア電子伝達系は図2に示すように，4つの複合体から構成されている．NADHおよびFA

DHから複合体Iと複合体IIに供給された電子はCoenzyme Q，複合体III，Cytochrome Cを経て，最終
的に複合体IVに伝達されて酸素から水を生成する反応に使われる．OROBOROS Oxygraph-2kは，測
定系中の酸素量の変化をリアルタイムでモニターすることにより，複合体IVで単位時間あたりに消費
される酸素量すなわち電子伝達系の反応速度を測定することができる装置である。この装置を用いて
アクアポリン8ノックダウン細胞の電子伝達系全体の活性および複合体IVの活性の測定を行った． 

 
図 2．ミトコンドリア電子伝達系(模式図) 
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2.1.2 測定方法について 
細胞懸濁液を常に均一に懸濁された状態下に保ちながら以下の1〜4の試薬を段階的に添加し，酸素

量の変化をモニターした．各試薬添加後の酸素量変化の微分値すなわち酸素消費速度を，電子伝達系
の活性，および複合体IVの活性を表す値として，コントロール細胞と比較した． 
 1．Oligomycin 
ミトコンドリアATP合成酵素の阻害剤．ATP合成酵素の阻害は電子伝達系を停止させる. この状態

で消費される酸素は電子の漏れ出しに依存することから，この状態をLEAK respiratory stateとした. 
 2．FCCP（Carbonyl cyanide-4-(trifluoromethoxy) phenylhydrazone） 
ミトコンドリア脱共役剤である．ATP合成反応は、電子伝達系複合体によって形成されたプロトン

濃度勾配の解消とADP+Pi→ATPの反応との共役反応であるが，FCCPはイオノフォアの一つであり，
ATP合成を伴わずにプロトン濃度勾配を解消する．プロトン濃度勾配を失ったミトコンドリアは，プ
ロトンを補うために電子伝達系の活性を高めようとする．つまりFCCPの添加により最大限に引き上
げられた酸素消費量は，電子伝達系の最大能力値（ETS respiratory state）と定義できる．  
 3．Antimycin A 
電子伝達系複合体IIIの阻害剤．Antimycinを添加すると電子の流れは複合体IIIで停止する.そのため複

合体IVにも電子は流れず酸素の消費が行われない．この状態を電子伝達系が機能しない状態（non mi
tochondrial respiration(nmt)）として酸素消費量の最低値とした． 

4．TMPD（N,N,N’,N’-Tetramethyl-p-phenylenediamine dihydrochloride）／Ascorbate 
ミトコンドリア電子伝達系複合体IVの活性を測定するために用いた．TMPDはCytochrome Cに直接

電子を渡すことができるため，Antimycinの添加で電子の流れが停止した複合体IVに再び電子を渡すこ
とで水生成部分の複合体IVの活性が測定できる． 
2.1.3 結果及び考察 
本節では得られた結果の一部を掲載する．当プログラムにて得られた結果を含めた内容を論文投稿

する予定のため，全結果の記載を避けることをご了承いただきたい． 
最終的には図3に示すようなデータを各細胞について9回得て平均を比較した．Control細胞はAQP8

ノックダウン細胞に比べてRoutine(平常値)及びETS respirationレベルが低く，複合体IVの活性も低下
していた．よってAQP8ノックダウン細胞では，ミトコンドリア内の水の蓄積が複合体IVの活性を低
下させていると考えられた． 
今後，ミトコンドリア体積や内部構造を観察することで，AQP8と水の流れの関係を他の角度から

も検証する予定である． 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図3 Oxygraph-2kで得た結果（例） 
青線は測定系中の酸素量，赤線は酸素量の微分値（変化量），各試薬を添加した時点は青文字で示した． 

電子伝達系の活性（Routine，LEAK，ETS）および複合体IVの活性を示す範囲を赤文字とその上部の枠で示した． 

 
2.2 人的交流の成果 
 訪問期間中には、研究室内外で多数の研究者とのディスカッションを通して、多くの知識および研
究視点を得ることができたが、特に以下の方々との交流は、本海外調査研究での成果としてここに記
したい． 
 
Michael Duchen 博士 
 昨年度，Michael Duchen 博士のもとで研究を行った際，申請者のこれまでの研究内容についてディ
スカッションおよびアドバイスを頂いている．申請者がお茶の水女子大学博士後期課程に入学後行っ
た研究結果について報告し，また今回のプログラムで計画している研究方針についてディスカッショ
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ンを行った． 
 
Vassilios Kotiadis 氏 
 Duchen Lab の PhD である Vassilios Kotiadis 氏は Oxygraph-2k を用いて数多くの実験を行ってい
る．Oxygraph-2k の使用方法や得られた結果についての解釈を教えていただいた． 
 
Zhi Yao 氏 

Gyorgy Szabadkai Lab の PhD である Zhi Yao 氏は細胞や組織のミトコンドリア単離とミトコンド
リア機能測定に精通している．申請者のこれまでの研究についてディスカッションおよびアドバイス
をいただいた． 
 
Sam Ranasinghe 氏  
  研究先で所有している共焦点顕微鏡の技術者である Sam Ranasinghe 氏には，共焦点顕微鏡を使用
するに当たり適切なミラーや波長の選択の方法や撮像するためのテクニックなどを教えていただいた．
また申請者は帰国後に共焦点顕微鏡を用いてミトコンドリア形態変化を比較しようと考えており，そ
の実験方法について具体的な構想を話し合った． 
 
Juan Carlos Corona 氏 

Duchen Lab の PhD である Juan Carlos Corona 氏は活性酸素の測定を主に行っている．申請者は日
本にて活性酸素の測定を試みたが，細胞の性質から 2 種類の細胞の比較は困難であった．この研修期
間中，活性酸素を標準化する方法や実験のテクニックなどを教えていただいた． 
 
3.外部機関への公表 
本プログラムの成果を含め来年度までには国際誌の論文投稿ができるよう準備を進めている．また

全結果は学位論文の一部とする．得られた結果は以下の学会で報告する予定である． 
○伊香賀玲奈，Vassilios Kotiadis，Michael Duchen，行方衣由紀，田中光，小川温子，飯田-田中直子
「Oxygraph-2k を用いた AQP8 ノックダウン細胞の酸素消費量の測定」第 86 回 日本生化学会大
会，2013 年 9 月 13 日，神奈川（ポスター発表） 

○Reina Ikaga，Vassilios Kotiadis，Michael Duchen，Iyuki Namekata，Hikaru Tanaka，Haruko Ogawa，
Naoko Iida-Tanaka“Knockdown of aquaporin-8 in adipocytes induces mitochondrial functional 
decline.”The 4th International Symposium on Dynamics of Mitochondria， October 28 – November 
1，2013，Okinawa（Poster session） 

 
4.謝辞 
この度はお茶の水女子大学文部科学省特別経費「女性リーダーを創出する国際拠点の形成」プロジ

ェクト「学生海外派遣」プログラムに採択していただき，ご支援していただきましたことを感謝申し
上げます．本プロジェクトを遂行するに当たり研究留学を快く受けてくださいました Michael Duchen
教授に深く感謝いたします．また，ディスカッションや実験方法を教授いただきました Vassilios 
Kotiadis 氏，Sam Ranasinghe 氏，Zhi Yao 氏，Juan Calros Corona 氏をはじめ，研究室に温かく迎
え入れてくれた Duchen Lab および Szabadkai Lab の皆様にも感謝の念が堪えません．また，今回の
研修留学を応援してくださいました大妻女子大学の田中直子教授，ならびに本学指導教員の小川温子
教授，にも深く感謝申し上げます．この経験をもとに自らの研究を更に発展させていきたいと思って
おります． 
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指導教員によるコメント 

まず指導教員として、伊香賀玲奈さんを学生海外調査研究プログラムに採択して下さり、英国への

派遣をご支援くださいましたことにお礼を申し上げます。 

今回、滞在した Duchen 教授の研究室は、伊香賀さんの修士時代の指導教員であった田中直子先生

（大妻女子大学教授）が留学しておられたラボです。昨年、伊香賀さんが一度訪問した折には田中先

生の留学期間中でしたのでとても心強かった訳ですが、今回は伊香賀さんにとって初めての、単独の

研究留学でした。報告書に書かれていますように、3 週間という短期間にもかかわらず、重要な研究

成果を上げることができ、また多くの方との議論によって今後の研究への展望が大きく開けたようで

す。単に装置の借用に留まらず、Duchen 博士ならびに関連するさまざまな研究者と交流できました

ので、今後の伊香賀さんの研究と国際的な活躍に役立つ経験を積むことができたと考えられます。今

回の経験を研究面でも精神面でも大切に発展させ、国際レベルで研究推進していくことを期待したい

と思います。 

（大学院 自然・応用科学系 小川温子） 
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学生海外調査研究 

カンボジアにおける児童・生徒がおやつと飲料から摂取する糖類量調査 

氏名 鹿内 彩子 ライフサイエンス 専攻 

期間 2013 年 8 月 15 日～2013 年 8 月 25 日 

場所 カンボジア王国 プノンペン市とその近郊 

施設 カンボジア王国 プノンペン市とその近郊の小・中学校 

 

1. 序論  
ひとの生来の嗜好性において、甘味は受容的であるといわれており、その特性ゆえに過剰摂取にな

りやすい。食物中の糖類の一つであるグルコースは、特に脳へのエネルギー源として常に必要である。 
しかし、砂糖をはじめとする糖類の過度な摂取は肥満や生活習慣病の発症に関係することがわかって
いる。日本では、砂糖の消費量は平成 3 年には一人当たりの消費量として 21 ㎏であったが、平成 23
年には 16.3 ㎏にまで減少している。 一方で、飲料や冷菓に使用される異性化糖の使用は増加してい
る。アメリカでは、一日の摂取エネルギーのうち、10%以上が果糖から摂取されており、30%が糖の
添加された飲み物(sugar-sweetened beverages)であると報告されている。この異性化糖も、ほかの糖
類と同様、多量に摂取すればエネルギー過剰となることから、嗜好飲料等を毎日多量に取り続けるこ
とによる健康への影響は明らかである。だが、個人の摂取量について、また、長期間の人体への影響
等については、議論がなされているところであり、まだ、統一された見解は出ていない。 
 
2. 糖質について 
2.1 糖質 
糖質とは炭水化物から食物繊維を除いた多糖類と少糖・二糖・単糖類の総称である。 少糖類とは、

単糖が少数結合した糖であり、オリゴ糖がよく知られている。その単糖が 2 個結合したものがニ糖類
であり、通常、糖類というと糖質から多糖類であるでんぷんまた、糖アルコール、少糖類などを除い
た単糖・二糖類をさす。 
 
2.2 糖類の定義とその問題 
糖類の定義としては、WHO では、食品に加えられるすべての単糖、二単糖と自然に存在するはち

みつ、シロップそしてフルーツジュース(果物や牛乳に含まれる糖については含まれない)としている。
この定義では、多量の牛乳や果物を飲食した場合のラクトースやフルクトースについては、問題にな
らない。これは、欧米をはじめとする乳製品の摂取頻度が多い地域では、例えば乳製品を日常的に摂
取する習慣が少ない東南アジアよりラクトースからの糖類摂取量が多いことが予想される。一方、年
間を通して様々な果物が豊富で人々の日常に果物が欠かせない東南アジアでは、果物からの果糖等の
摂取量が多い事が予想される。 
以上のように、糖質・糖類の定義については統一されていない。このことについては、今後、検討

の余地があると考えられる。 
 
炭水化物 = 糖質+食物繊維 
糖質 ＝ 多糖類+少糖類(糖類(二糖類+単糖類)) 
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2.3.1 単糖類 
単糖類は主に、グルコース・フルクトース・ガラクトースがあり、それぞれの構造式は以下のよう

にあらわされる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

グルコースは、ブドウ糖とも呼ばれる単糖の一つであり、人間を含む動物や植物が活動するためのエ
ネルギーとなる。食事から摂取された炭水化物は、腸内では消化吸収されない食物繊維を除き、小腸
でグルコースに分解され吸収されてから、体内でエネルギー源として利用されており、特に脳での通
常時のエネルギー源として利用されている。 
 
フルクトースは果糖とも呼ばれその名の通り、果物に多くみられる単糖の一つである。甘さが天然に
存在する糖の中では最も強く、砂糖の 1.73 倍とされている。フルクトースは高温では砂糖の 60%の
甘味度しかなく、40℃以下でないと砂糖よりも甘くならない。この特性により、フルクトースを含む
果物や転化糖・異性化糖は冷やすと甘味が強くなるため、飲料類や冷菓等に多く使用されている。 
 
転化糖は、酸または酵素によって、砂糖をフルクトースとグルコース 1 対 1 に加水分解した糖である。
甘さが砂糖の 1.2 から 1.3 倍になるほか吸湿性があり、焼き色が付きやすい性質があるためにその性
質を利用したい菓子等に使用される。 
 
異性化糖は、デンプンに水と酵素を加えてできた糖液を異性化した液糖であり、グルコースとフルク
トースの割合により日本では数種類の規格に規定されている。 
その生成過程は、３回の酵素反応と精製、そして、濃縮にわけられる。まず、でんぷんに水と加水分
解酵素(αアミラーゼ)を加え加熱、液化する。これにより、高分子であるデンプンがある程度小さく
なる。液化終了後、冷却し、さらに酵素(グルコアミラーゼ)を加える。この反応で、糖はさらに細か
く分解され、グルコースになる。その後また酵素(異性化酵素 グルコースイソメラーゼ)を加え、約
半分のグルコースをフルクトースに変化(異性化)させる。異性化糖の名称はこのグルコースがフルク
トースに異性化する反応に由来している。これを精製し濃縮することにより、フルクトース(果糖)分 
42% のブドウ糖果糖液糖が得られる。異性化酵素は、工業的にはブドウ糖を 42％しか果糖に変換で
きなかったが、イオン交換樹脂によるクロマト分解という新技術が開発され、異性化糖液から果糖を
90％以上の純度で分離できるようになった。これにより、果糖分 55% の果糖ブドウ糖液糖や果糖分 
95% の高果糖液糖などが作られる。アメリカでは、トウモロコシでんぷんを原料とすることから High 
Fructose Corn Syrup(HFCS)と呼ばれるが、ヨーロッパ圏(EU)では、異性化糖(ブドウ糖果糖液糖
Glucose-Fructose Syrup(GFS と呼ばれる))の占める割合は多くて 5% 以下であり、あまり普及してい

 

 

 

 

 

図 2. グルコース   フルクトース    ガラクトース 
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ない。日本では、砂糖類需要量の 25%を占めている。 
 
日本では、異性化糖は、日本農林規格で規格が以下のように制定されている。 
ブドウ糖果糖液等：果糖含有率が 50%未満のもの 
果糖ブドウ糖液等：果糖含有量が 50%以上 90%未満のもの 
高果糖液糖：果糖含有率が 90%以上のもの 
砂糖混合異性化糖 上記の液糖に 10%以上の砂糖を加えたもの 
 
2.3.2 二糖類 
二糖類は、単糖類が２個結合したものでよく知られる砂糖(蔗糖/スクロース)も二糖類である。ほか

には、牛乳に多く含まれるラクトースなどがある。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

3. 糖類摂取量 
糖類の摂取量については、生活習慣病予防の観点から総摂取エネルギーの 10％以内が望ましいとす

る WHO の考え方と、Shieiham A. の齲歯予防の観点から飲料水中のフッ素量により 40-45g/日または、
40g 以下が望ましいとする考え方が主流である。 
いずれの推奨量も、一般的な人のエネルギー総摂取量から考える WHO の考え方では、例えば、一

日の総エネルギー摂取量が 2000 キロカロリーである人の場合、総摂取エネルギーの 10％では、望ま
しい糖類摂取量は 50g 以内となる。子どもなど摂取エネルギーが低い場合、例えば総摂取エネルギー
が一日 1250 キロカロリーの 6 歳の子ども場合では望ましい糖類摂取量は 32.5g 以内となる。 
大まかではあるが、上記の 2 つの推奨量が示しているように、通常の活動量の成人では 50g 程度、

子どもの場合年齢にもよるが 40g 以内が糖類摂取量として望ましい、大まかな目安といえるのではな
いだろうか。 
 

3.1. 子どもの糖類摂取量 

3.1.1 海外の子どもの糖類摂取量 

肥満に起因する疾病、たとえば、生活習慣病、糖尿病、高脂血症、高血圧、心疾患等々が大きな社
会問題となっているアメリカでは、子供の食事摂取量調査で 5 歳から 12 歳の子ども 1 日あたり糖類
を 134.3g 摂取している。主な摂取源として、ミルク(食品群としての乳類)、そのほか、ケーキ、クッ
キー、パイ、嗜好飲料や果物、果物ジュースとの順となっている。ヨーロッパ圏、例えばオランダで
は、135g/日、イギリスでは、84g/日と報告されている。 
 
3.1. 2 日本と東南アジアの子どもの糖類摂取量  
日本を含め、東南アジアは、米飯が主食であり副菜の調味など食事にも砂糖が使用されることが多

く、アメリカやヨーロッパとは、供給源や摂取の方法が異なると考えられる。また東南アジア独特の
気候のために食事からの糖類の摂取の他にも、飲料類・冷菓からの糖類の摂取も多いと考えられる。 
日本の国民健康・栄養調査では、7-14 歳の糖類の摂取量について、家庭での食事から調味料その他

甘味料として 5.5g となっている。そのほかは、飲料 294ｇ、菓子類から 43.6g と、飲料と菓子につい
ては、食品総重量のみの記載となっており、そこに含まれる糖類については計算がされていない。こ
れは、飲料類や菓子類に含まれる糖類の含有量が分からないためである。そこで、竹市らが糖類の成
分表を作成した。この糖類の成分表は、蔗糖(スクロース)、ブドウ糖（グルコース）、果糖（フルクト
ース）、乳糖（ラクトース）の 4 種類について 106 種類の食品の糖類を分析している。その結果、日
本では、和菓子や家庭で作られるおやつには蔗糖のみが使われていたが、飲料類には、異性化糖由来

 

 

 

 

 

図 3. スクロース   ラクトース 
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と思われるブドウ糖および果糖が多く使用されていることが分かった。この糖類成分表を使用して行
われた日本の調査では日本の子どもの糖類摂取量は一日おおよそ 30g であるとした。糖類の主な摂取
源は、飲料 25％、焼き菓子類 19％ アイスなど冷菓類 17％、そしてゼリー類 10％などとなっていた。 

 
以上、砂糖摂取量と子供の齲歯に関する研究、また、近年では、HFCSに代表される異性化糖が含

まれる飲料摂取と子供の肥満に関する調査は多くなされてきている。しかし、砂糖を含む糖類の成分
表は東南アジア各国では日本・台湾を除いては作成されておらず、おやつを含む食物からの「糖類」
の摂取量は計算できず、その摂取量に関する調査はほとんどなされてこなかった。 

 
そこで、ベトナム、カンボジア両国で市販されている飲料類、菓子類、冷菓類を酵素法により分析

し、ベトナム・カンボジアの糖類の成分表を作成した。これは、ベトナムやカンボジアなど、東南ア
ジアでは一般的に食品の流通が各国間にまたがっており、ベトナムやタイなど東南アジア各国で生産
されている食品が自国ではまだ工業化が進んでいないカンボジアなどでは輸入され一般的に流通して
いるため、共通の糖類の成分表が必要になることが考えられた。そこで、ベトナム・カンボジアで流
通している食品を分析し、糖類の成分表を作成し、栄養調査後の糖類摂取量の計算で使用することと
した。 
これは、同じ米飯を主食とする食文化を持つ東南アジア圏と日本、そして、食文化の異なる欧米の

それと比較検討することも可能となると同時に、カンボジアの子どもたちが、糖類を「何から」「ど
のくらい」取っているかも明らかとなる。 
 
4. 本研究について 
4.1 カンボジア 
カンボジアは、1970年代のポルポト政権の終焉から内戦、その混乱を経て、近年では経済発展が続

いている。しかしながら、2008年の人口センサスによると、都市人口は全人口の19.5％とされており
、国民の80.5%を占める人々は農村部にすみ、主には農業を生業として生活をしている。このような
農村部では、母子保健(妊産婦や乳幼児・小児)の栄養問題として、衛生環境の改善と低栄養(微量栄養
素不足)の改善が重要な解決するべき問題として認識され取り組みが行われている。しかし、人々の食
事から栄養問題への解決についての議論はいまだほとんどなされていない。一方、都市部では、第3
次産業の拡充から中間所得者層も次第に増えてきている。そこでは、カンボジアの伝統的な食事形態
であるコメを主食として、野菜や魚などがメインとなった副菜をとる食形態から、ファーストフード
店でピザ、ハンバーガーやフライドチキン、また、ショッピングモールやレストランなどでの外食を
楽しむ頻度の増えた都市生活者の食生活における変化がみられる。以上から、国として現在では、農
村部や都市での低栄養問題と主に都市部での生活習慣病等の両方の健康問題いわゆる“Double 
burden”が大きな問題とされている。 

 
このような状況から、カンボジアでも栄養について専門的な知識を持った人材が必要であるが、今

まで、栄養を専門に学ぶ高等機関はなかった。医療従事者である医師や看護師にも栄養について基本
的な知識が十分教えられていない。昨年、様々な国から栄養の専門家を招く形で国立公衆衛生大学に
栄養コースが設置されたばかりである。しかし、このコースのカリキュラムは栄養疫学が中心であり
、栄養学を基礎から専門にいたるまで学ぶ環境がいまだ整備されていない。また、海外で栄養学を学
んだ人材も政府機関に少数存在するのみである。 

 
以上から、国の施策として日本のような国民健康・栄養調査にあたる調査はいまだ行われていない

ため、実際の食事摂取量からの国民の栄養素やエネルギー取量は明らかではない。また、国全体の栄
養調査がなされていないため、国民の栄養問題に対する適切な政策がなされているとは言い難い。  

 
そこで、本調査では、東南アジアでも栄養摂取量調査のなされていないカンボジアで、カンボジア

の一般の家庭料理から摂取する砂糖の量と飲料を含めたおやつからの糖類の摂取量を調査することと
した。特に、今回はプノンペン市内とその近郊の子どもの糖類摂取量を明らかにするとともに、健康
問題（特に肥満）との関連についても明らかにすることを目的とした。 
現地では、カンボジアの栄養問題を取り扱うNGOで、栄養調査に向けてトレーニング済みのスタッフ
とともに、カンボジア市内とその近郊の小・中学校の児童・生徒に対して3日間の24時間思い出し法
による栄養調査を行った。 
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4.2 調査の概要 
4.2.1 方法 
栄養摂取量調査 
3 日間の 24 時間思い出し法 
 
4.2.2 調査対象 
プノンペン市内の小中学校の児童生徒 約 120 名 
プノンペン市近郊の小中学校の児童生徒 約 120 名 
 
4.2.3 準備 
現地 NGO、Asian Nutrition and Food Research Center（ANFRC）と連絡を取り、保健省、教育省、
現地小中学校校長等関係機関との調査のアレンジを依頼した。 
 
4.2.4 現地での経過 
現地滞在期間中(8 月 6 日~24 日)は、調査の他に、まず、ANFRC スタッフへのオリエンテーション、

スタッフへと調査にかかわる準備(調査票や配布資料の準備と印刷、被験者へ渡すセットにまとめるな
ど)を行ったほか、NGO 代表者 Dr.PannSan 氏とともに調査予定の学校訪問を行い、学校長への挨拶
と調査の詳細について直接話し合いをもった。 
今回の調査直前、カンボジアでは、5 年に１度の総選挙が行われた。カンボジアでは、1993 年の内

戦終結以来、首相であるフン・セン氏の率いる与党が一党独裁政権を長く続けていた。しかし、2009
年、現政権のベトナムに対する姿勢を非難し、ベトナムとの国境を定める杭を抜いたため罪に問われ
た野党第一党の救国党のサム・ランシー氏は、この件で懲役刑が言い渡された。そのため、国外に逃
れ、以後カンボジア国外で政治活動を続けていた。しかし、国王の恩赦を受けて選挙戦中の７月 19
日に帰国したということであった。 その結果、選挙戦は激しさを増し、結果、与野党の獲得議席が拮
抗し、どちらもが勝利宣言をするという事態に陥っていた。そのため、国内の情勢が不安定となって
いた。市民の日常生活は、一見通常通りのようであったが、一方では、治安や政治的状況について様々
な憶測が流れている状況であった。 

 
前述のように、カンボジアでは、栄養や栄養調査について正式に学ぶ機関がなく、栄養問題に取り

組む国際機関や国際 NGO に所属するカンボジア人スタッフや、調査に参加したカンボジア人ボラン
ティアなどが栄養調査についてその都度トレーニングを受け、調査を行う調査員となることが常であ
った。Dr.PannSan 氏が代表を務める NGO、ANFRC も、同氏の医師としての経験、国際 NGO の保
健プロジェクトや給食プロジェクト勤務での経験から、食事や栄養が人々の健康維持や疾病予防に非
常に重要な因子であること、しかしながら、このことをカンボジアの若い世代が広く学ぶ機会がない
ため、人々に対しての啓蒙活動や栄養調査に従事するための知識やスキルを持つ若者を育てようとい
う趣旨で設立され、若いスタッフが集められていた。スタッフは、すでに栄養調査についてトレーニ
ングを受けており、本調査の趣旨や調査方法については一定の理解があった。 
しかしながら、栄養調査は、日本でも栄養士が主に調査員として行うことが多く、それだけ専門性

が求められる調査である。彼らが理解し、学校教員や被験者へ調査について十分に説明ができること
が必要であるため、現地のスタッフへの説明にはできる限り時間を割き、彼らの疑問や質問に答える
ように注意した。 

 
以上のような現地側の大変な努力と、学校長らとの連携、教育省担当官、保健省担当官からのアド

バイスにより、教員・参加者への説明会の開催、それに続き、調査の実施を行うことが可能となった。 
以下、調査日程とその活動についてまとめた。 
 
8 月 6 日 現地入り後 NGO の代表者と打ち合わせ。 
8 月 7・8 日 打ち合わせ、調査用資料作成、調査準備 
8 月 9 日 NGO 現地スタッフ全員とミーティング、スタッフへのオリエンテーション 
8 月 12 日 調査学校の訪問、学校の校長と打ち合わせ 
8 月 13 日~16 日 配布資料、オリエンテーション打ち合わせ、スタッフミーティング 
8 月 17 日 参加者へのオリエンテーション(図 4・5・6) 
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8 月 18 日~21 日 調査・調査用紙回収 
8 月 19 日 プノンペン郊外の学校長訪問 
8 月 20 日 スタッフミーティング、調査票・資料の整理、データ入力準備、次回調査の準備等 
8 月 21 日 プノンペン市内・郊外の学校長訪問、打ち合わせ 
8 月 22 日 教育省・保健省訪問、スタッフミーティング、資料作成・整理、 
8 月 23 日 学校訪問・学校長と打ち合わせ・教員へのオリエンテーション(図 7・8) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 月 24 日 参加者へのオリエンテーション(図 9・10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 月 25 日~28 日 調査・調査票回収 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2.5 結果 
収集したデータとその解析については、現在解析中であり、その詳細については、投稿論文中、ま

た、学位論文にて公表する予定である。 
 
5. 結び 
博士前期課程において、カンボジアの小児病院での病院給食の実施にかかわってきた経験から、カ

ンボジアの病院給食における適切な献立について研究を進めた。博士前期在学期間を含め、カンボジ
アでの約4年の滞在で、日本や東南アジアでは米飯が主食の食文化圏でありながら、各国で様々な独
自の食文化が発展しているため、ベトナム、タイ、カンボジアなどそれぞれの国での食の共通点や相

 

図 4．オリエンテーション 

 

 

 

図 5. インタビュー 

 

図 6. 身長・体重測定 

 

図 7．学校内食堂 

 

図 8．教員へのオリエンテーション 

 

図 10. 身長・体重計測 

 

図 9. オリエンテーション 

 

図 11 調査票の確認作業 
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違点、食や栄養と人々との健康問題について継続して今後も研究をしていきたい。また、栄養士であ
り研究を志すものとして、人々の健康問題の解決に食を通して貢献をしたいと考えている。以上のよ
うな経緯から現在は、東南アジアでの子どもの糖類の摂取量調査に取り組んでいるが、これからは、
子どもの肥満など健康問題に糖類摂取量がどのように関連しているかをより広く、深い視点から検討
していきたい。 
さらに、将来にわたっては、今後も、カンボジアを含む東南アジアの栄養と健康問題の動向に興味を
持ち、自国の栄養問題に取り組む若い人たちとともに彼らの栄養知識の充実と栄養調査知識とスキル
の発展にも貢献できるような研究を共に行えるよう、つねに研究計画を作成し実施していきたい。子
供の栄養と健康に関する調査のほかにも各国、地域などで栄養摂取量調査を簡便に行うことができる
FFQの開発、そして、その作成と使用を通して栄養調査を現地の人々とともに行うことで、栄養学の
発展や知識の伝達や共有、国の健康・栄養問題について貢献していくことができたらと考えている。 
 
また、本研究の詳細と結果の解析については、Journal Nutritional Science and Vitaminology に投稿

する予定である。そのテーマとしては、東南アジアの子どもの糖類の摂取量とその国際比較に関する
内容になる予定である。また、本調査研究は、学位論文の中で中核的な位置を占めることになると考
えている。 
 
最後に、本調査は、お茶の水女子大学国際的に活躍する女性リーダー育成推進事業の学生海外派遣

プログラムの支援を受け行われたことをご報告させていただきます。 
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指導教員によるコメント 
鹿内氏の調査は、子供のカンボジアの一般家庭料理からの砂糖摂取量とおやつからの糖類摂取量を

調べ、糖類摂取量の地域差を明らかにするとともに、肥満との関連についても明らかにすることを目
的としている。そのためにこれまで作成されていなかったベトナム、カンボジア両国で市販されてい
る飲料類、菓子類、冷菓類の糖類を実際に定量して成分表を自身で作成し、解析に用いている。鹿内
氏の調査は栄養調査が全くなされていない地域で行われたもので、子どもの糖類摂取量を始めて明ら
かにした。この結果は非常に重要なもので、今後のカンボジアの栄養調査研究の基礎となる。鹿内氏
の調査は子どもの肥満など健康問題解決の一助になるものであり、カンボジアにおける健康増進に貢
献できるものと考えられる。 

（指導教員の所属:ライフサイエンス専攻・鈴木恵美子） 
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学生海外調査研究 

家庭背景が学業成績に関する原因帰属と自己効力感に与える影響―ケニアを事例に― 

氏名 子浦 恵 人間発達科学専攻 

期間 2013 年 7 月 6 日～7 月 24 日 
場所 ケニア共和国ウアシンギッシュ県エルドレッド市 

施設 私立小学校 4 校、公立小学校 3 校 

 

 内容報告 

1．研究背景と目的 

1.1 研究背景 

 近年、ケニアの就学状況 1 は飛躍的に改善しているものの、子どもたちの間に見られる教育格差、

とりわけ学力格差は顕著である。報告者は、博士論文において、ケニアにおける学力の階層格差につ

いて研究を進めている。貧しい家庭の子どもたちが学力形成過程において、どのようにして家庭背景

を克服しえるのかという点に関心を持っている。報告者はこれまで「教育の質調査のための南東部ア

フリカ諸国連合」（SACMEQ）が実施する学力調査のデータを用いて学力格差の規定要因を分析して

きた。まず、博士後期課程 1 年次では学力の学校間格差の規定要因（子浦 2012）について検討した。

その結果、低階層の子どもたちが多く通う学校（低階層校）では、学校平均点は通う児童の社会経済

階層（SES）平均より学校要因との間に強い関係があるが、それ以外の子どもたちが多く通う学校（中・

高階層校）では学校平均点は SES 平均点に強く規定されていることが明らかになった。途上国におい

ても生徒の学力に対して学校要因より家庭背景の影響力が大きくなった理由として、教育の大衆化に

むけて教育投資が行われ、最低基準以上の教育の質が供給されるようになったためと説明されている

（Backer et al. 2002）。中・高階層校の教育の質は最低基準以上に維持されているが、低階層の子ど

もたちが多く通う学校の教育の質には格差や課題が残っているため、学力に対して学校要因が強く影

響していると推測される。博士後期課程 2 年次では子どもの居住地・階層別に学校効果（子浦 印刷

中）を検討し、子どもの居住地や社会経済階層によって学力に影響する学校要因が異なることを明ら

かにした。これまでの二次データを用いた分析から、ケニアの子どもたちは通う学校や居住地、社会

経済階層によって受けている教育の質は大きく異なっている点が明らかになった。学力格差の緩和に

は必要な資源を地域や学校に投入していくことが重要であることが指摘できる。そして、注目したい

点は、子どもの居住地や社会経済階層によって教育条件の差による学力差が異なるということである。

同程度の教育条件であっても、学校効果が限定的になる可能性が示唆された。このことから、学校要

因以外の要因にも目を向ける必要があると考えた。OECD による PISA（生徒の学習達成度調査）の

報告書によると、社会経済的背景が不利な子どもでも自信ややる気が高い子どもは学力の階層差を克

服していることが明らかになっている。子どもたちの自己意識にも家庭背景による差があるのではな

いだろうか。 

しかし、SACMEQ では、子どもや教員の意識といった情報は不足しており、意識の格差は検討さ

れていない。児童と教員は学業成績の原因をどのように捉えているかのだろうか。Weiner（1985）
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によると、生徒本人の学業的成功と失敗の原因についての判断は、未来における生徒本人の能力の予

測を決定するものだという。努力が不十分であったことに帰属される失敗は、遂行する動機を増大さ

せるが、これに対し、自分の能力のなさに帰属される失敗は努力のための動機づけを下げる。高い効

力感を持つ生徒は、効力感の低い生徒が自分の失敗を能力のなさに帰属するのに対して、失敗を努力

不足に帰属する（Bandura 1995）。自己効力感 2の高い子どもほど学業成績も良く、知能の影響を取

り除いても同じであり、効力感を高めることによって学業成績がかなり良くなることが示唆されてい

る（桜井 1987）。不利な立場にある貧しい家庭の子どもたちの自己効力感を高めることは、学力格差

の是正に繋がる可能性がある。現地調査によって学業成績に対する原因帰属や自己効力感の情報を収

集することが必要であると考えた。 

1.2 海外調査の目的と方法 

 そこで、本研究は、ケニア・エルドレッド市を事例に、子どもの学業成績に対する原因帰属・自己

効力感が家庭背景によってどのような影響を受けているのか明らかにすることを目的とした。本研究

のリサーチクエッションは以下のとおりである。①児童の学業成績に対して児童本人と教員はどのよ

うな原因帰属を行っているのか。②児童と教員の自己効力感は原因帰属とどのような関係があるのか。

③児童の家庭背景は原因帰属と自己効力感にどのような影響を与えているのか。④教員の原因帰属と

自己効力感は、本人の特徴と勤務する学校の特徴（通う児童の階層など）によって違いがあるのか。 

エルドレッド市は、ケニア西部に位置し、ウアシンギッシュ県に属する。標高が 2100m の高原地

域であり、人口は約 28 万人（2009 年人口センサス）、国際空港や国立大学を有するケニアで 5 番目

に大きな地方都市である。農業地帯ではあるが、繊維産業が盛んでいくつもの工場があり、様々な家

庭的背景を有する子どもたちを抽出するのに適していると判断した。対象校は貧困層の子どもたちが

多く通う公立校と比較的裕福な子どもたちが通う私立校を選出し、対象児童は 6 年生と 8 年生とした。

児童の学業成績に対する原因帰属については、児童本人が児童の学業成績が良い（悪い）と仮定する

場合に、その原因として 6 要因（能力、努力、課題、先生の教え方、学校環境、家庭環境）との関係

を 4 段階評価による調査を行った。教員に対しては、児童の学業成績に対する原因として最も重要だ

と思う要因を 6 要因から選んでもらった。また児童・教員の特徴や家庭背景、自己効力感を併せて調

査した。調査方法は、児童に対する自記式質問紙調査、教員に対するインタビュー調査、その統計分

析である。 

また、本研究は、今後のアフリカ支援を担う国際的な女性リーダーの育成に関わる調査研究である。

日本政府はアフリカ諸国のミレニアム開発目標の達成を目指し、2011 年から 5 年間で 35 億ドルの教

育協力支援を公約している。また 2013 年 6 月には日本政府が主導する「アフリカ開発会議」（TICAD 

V）が横浜で開催された。このようにアフリカ支援は重視されており、海外調査の経験によってアフ

リカ支援に貢献できる人材を目指すものである。 

 

2．調査とデータの概要 

2.1 調査の概要 

本海外調査では当初、小学校 6 年生の約 300 名を調査対象とすることを目指していた。小学校 6 年
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生としたのは、報告者がこれまで分析してきた SACMEQ の調査対象者が 6 年生であるため、比較検

討が可能であると考えたからである。しかし、エルドレッド市で調査を実施した期間は、ケニアでは

公立小学校の教員組合によるストライキが実施されており、調査対象者を一部変更せざるを得なかっ

た。エルドレッド到着（7 月 9 日）後は、公立小学校のストライキは直に終了するのではないかとの

情報もあり、調査第一週目は私立校（3 校、E,F,G）の 6 年生 111 名に質問紙調査を実施した。しか

し、翌週（7 月 15 日の週）になっても、ストは続いており、調査を予定していた A 校を訪問したと

ころ、初等教育修了試験（Kenya Certificate Primary Education: KCPE）の受験を控えた 8 年生だ

け（通常児童数の 3 分の 2）が学校で授業を受けていた（半日のみ）。6 年生はストの期間中は祖父母

の家にいるなど、6 年生を集めることは困難であった。ケニアでは初等教育修了試験の結果によって、

進学できる中学校が決まるため、小学校 8 年生にとって学業成績は切実な問題である。調査対象者を

8 年生に変更することに問題はないと判断し、調査を実施した。他の公立小学校（B,C 校）でも 6 年

生は数名しか登校しておらず、8 年生で調査を実施した。また、本研究では、私立校と公立校を調査

することで、家庭背景による違いを検討することを目的としているため、私立校に 8 年生の調査を依

頼し、調査を実施することとした。最終的には、8 年生は 324 名（有効回答数）に質問紙調査を行っ

た。 

質問紙調査の内容は、①児童の性別や年齢、前学期の成績（算数）、家族の状況（家族の構成、親（保

護者）の最終学歴）、②家庭で所有しているもの（本の数や家財の所有数）、③学業成績に関する原因

帰属（成績が良かった場合と悪かった場合にその原因として、能力、努力、課題、先生の教え方、学

校の学習環境、家庭環境がどの程度あてはまるか）、④児童の自己効力感（Morgan-Jinks Student 

Efficacy Scale を使用）、⑤家庭での保護者の関わり（しつけや PTA への参加など 9 項目）である。

質問紙は英語で書かれたものを使用した。ケニアの公用語はスワヒリ語と英語であり、小学校 4 年生

からは英語で授業が行われている。しかし、英語のみで調査を実施した場合、混乱する恐れがあるた

め、ケニア人大学生のリサーチ・アシスタントを雇い、すべての項目に対し、英語とスワヒリ語で質

問項目の説明を行いながら調査を行った。また、随時、質問項目の意味を理解しているか、確認しな

がら調査を行った。 

教員へのインタビューは、公立校 1 名と私立校 4 名の 6 年生または 8 年生を担当する算数教員に行

った。教員へのインタビュー質問内容は、①基礎項目（年齢、学歴、出身地、雇用形態、経験年数、

教員研修参加の有無、今の学校に配属になった経緯）、②児童の学業成績に対する原因帰属、③児童の

学力に対する家庭の影響に関する見解、④やる気や学力の低い児童に対する指導の困難さや対処方法、

⑤学習内容が児童にとって難しい場合の指導方法、⑥児童の学業問題に役立った教員経験や研修、⑦

授業について校長や同僚との話し合いの機会である。 

2.2データの概要 

2.2.1 児童への質問紙調査 

 表 1 は、調査対象校の概要を示した。まず、公立校であるが、A 小学校と B 小学校は市の郊外にあ

り、 C 小学校は市の中心部にある学校である。A 小学校は児童数 2,000 名を超える大規模な学校であ

る。8 年生の年齢は入学年齢である 6 歳で入学し、留年をしていない場合、13 歳から 14 歳であるが、
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A 小学校と B 小学校は平均年齢（15.1 歳）が C 小学校（14.3 歳）より若干高い。児童の成績（算数）

については、前学期（2013 年 1 月から 4 月）の成績を 5 段階（A:5,B:4,C:3,D:2,E:1）で質問してい

る。それぞれの学校でテストの内容は異なるが、算数成績の平均は 3.3～3.4 である。また、本調査で

は家庭背景の指標として、親（保護者）の学歴と家財（16 品目）3の所有の有無を聞いている。ここ

では、母親（女性保護者）または父親（男性保護者）のどちらかのみと生活している児童やどちらか

の学歴を知らないと答える児童が多いことから、母親または父親のうち、どちらかの高い最終学歴を

世帯の最終学歴とし、中等教育卒業以上（中等卒）と大学卒業（大卒）の割合を示した。A 小学校（中

等卒以上：58.0％、大卒：14.8％）と B 小学校（62.5％、8.3％）に比べ、C 小学校（74.3％、30.3％）

の世帯の最終学歴が高い。また、家財の所有物数についても、A 小学校（7.8 個）と B 小学校（6.9

個）より C 小学校（11.0 個）の家財所有物数が多い。市の中心部にある C 小学校に通うには、交通

費がかかることもあり、比較的豊かな子どもたちが通っていると考えられる。最後に、2012 年の初等

教育修了試験（KCPE）の学校平均点である。2012 年の KCPE 受験者は 81 万人、500 点満点中 250

点以上を獲得した受験者は 41 万人（51％）である。エルドレッド市が属するウアシンギッシュ県の

平均点は 270 点、47 県中 4 位と成績が良い。A 小学校と B 小学校の平均点は 250 点以下と県平均よ

り低く、C 小学校の平均点は 300 点弱である。 

 次に私立校の概要である。いずれの私立校も市の中心部から少し外れたところにある。公立校に比

べ、校内が非常に綺麗に清掃されているという印象を受けた。小学校 6 年生の年齢は 11 歳から 12 歳

となるので、私立校（E,F,G）の 6 年生の平均年齢は適齢といえる。算数の成績は公立校より高く、

特に F 小学校と G 小学校の平均は 4.5 と児童が学校の試験で高い得点を獲得していることがわかる。

また、世帯の最終学歴ではほとんどの親（保護者）が中等卒以上であり、大卒である割合も高い。家

財の所有数は 16 品目中 12～13 品目である。KCPE の学校平均点はいずれも 350 点以上であり、成

績優秀校として知られている。 

  

表１ 調査対象校の概要 

A小学校 Ｂ小学校 C小学校 Ｄ小学校 Ｅ小学校 Ｆ小学校 Ｇ小学校

学年 8年 8年 8年 8年 6年 6年 6年

女子児童 109(59.6%) 11(45.8%) 25(37.9%) 26(51.0%) 18(56.3%) 21(42.9%) 16(53.3%)

男子児童 74(40.4%) 13(54.2%) 41(62.1%) 25(49.0%) 14(43.8%) 28(57.1%) 14(46.7%)

合計 183(100.0%) 24(100.0%) 66(100.0%） 51(100.0%) 32(100.0%) 49(100.0%) 30(100.0%)

平均年齢 15.1 15.1 14.3 14.2 12.5 11.8 11.8

算数・成績の平均 3.3 3.3 3.4 4.0 3.9 4.5 4.5

世帯の最終学歴中等卒以上(％) 58.0 62.5 74.3 88.1 96.9 95.9 86.7

（うち大卒(％)） 14.8 8.3 30.3 52.9 81.3 73.5 60.0

家財所有物数の平均 7.8 6.9 11.0 12.5 13.2 13.5 13.2

KCPE学校平均点 250点以下 250点以下 300点弱 350点以上 350点以上 350点以上 350点以上

公立 私立

女子　226名　男子　209名　総数　435名  

 

学年別にみると、6 年生は私立校のみのため、親の学歴が高く、家財の所有数が多い子どもたちが

多い。来年、エルドレッド市で再度調査をする予定があり、その際に公立小学校の 6 年生に調査を行
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うかは、今後の分析結果を踏まえ検討したい。8 年生(324 名)については、様々な家庭背景の子どもた

ちから回答を得ることができた。8 年生の家財の所有物数の平均は 8.9 である。平均値と人数に配慮

して、家財の所有物数 0～7 を生活水準（低）グループ（116 名）、所有物数 8～11 を生活水準（中）

グループ（116 名）、所有物数 12～16 を生活水準（高）グループ（92 名）と定義し、3 つのグループ

に分けることができる。本研究は家庭背景による違いをみることを目的としており、本海外調査によ

って様々な家庭背景の子どもたちに質問紙調査を実施することができた。 

2.2.2 教員へのインタビュー調査 

インタビュー調査を行った教員は公立校 1 名、私立校 4 名の計 5 名である。いずれも男性教員であ

り、公立校の教員は 54 歳、経験年数が 30 年のベテラン教員、私立校の教員は年齢が 26 歳から 32

歳、経験年数が 2 年から 8 年の若手教員である。いずれの教員も教員養成学校を卒業している。私立

校の 2 名（2 名とも 26 歳）は臨時採用であり、私立校の 1 名の教員（26 歳）は現職研修を受けたこ

とがない。どのように現在勤務する学校に採用になったかと質問したところ、私立校の教員は学校の

求人に応募し採用となり、公立校の教員は教員の人事を担当する Teachers Service Commission に希

望する州を申請し、その州の中にある現在の学校に配置されている。 

児童の学業成績に関する原因帰属について質問したところ、回答は以下のとおりである。児童の学

業成績が良かった場合の原因として一番重要な要因は、「学校の学習環境が良い」と答えた教員が 2

名、「先生の教え方が良い」と答えた教員が 2 名、「児童の努力」と答えた教員が 1 名であった。一方、

児童の学業成績が悪かった場合の一番重要な要因としては、「先生の教え方が悪かった」と答えた教員

が 1 名、「家庭環境が悪い」と答えた教員が 2 名、「課題が難しかった」と答えた教員が 1 名、「児童

の努力が足りなかった」と答えた教員が 1 名だった。その他の質問項目についても、今後、ノートと

録音した IC レコーダーをもとに文書化し分析する。教員ストの影響により、インタビューできた公

立校の教員は 1 名のみであるが、教員の児童の学業成績に対する原因帰属や自己効力感を検討する上

で貴重な調査ができた。ただし、当初目的としていた教員の特徴や学校の特徴による差異を明らかに

するには、公立校の教員に対する追加調査や調査対象者を増やし検討する必要性を感じている。 

 

3．今後の課題と予定 

今後は、本海外調査で得られたデータを整理し、児童の学業成績に対する原因帰属・自己効力感に

関する家庭背景による違いについて統計分析を行う。分析結果は、2013 年 12 月に開催される国際開

発学会において、「家庭背景が学業成績に関する原因帰属と自己効力感に与える影響―ケニア・エルド

レッド市を事例に―」と題し、口頭発表をする予定である。併せて学会誌（日本比較教育学会）への

投稿を予定している。なお、報告者の博士論文は、第一部では二次データ（SACMEQ）の分析、第

二部では現地調査による検討によって構成される予定であり、本研究は、第二部のひとつの章に位置

づけられる。 

 

4．謝辞 

 本海外調査に対し、平成 25 年度「女性リーダーを創出する国際拠点の形成」プロジェクト「学生
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海外派遣」プログラムのご支援をいただいたことに心より感謝を申し上げる。また、ケニア、エルド

レッド市での調査を実施するにあたり、道普請人（Community Road Empowerment(CORE)、Kenya）

の喜田副理事長はじめ事務所のスタッフの皆様からご協力、ご助言をいただいた。リサーチ・アシス

タントのペトロニーラさんには調査校への同行や児童質問紙の翻訳などでご尽力いただいた。皆様に

感謝の意を表したい。そして、本調査のために、時間を割いてくださった小学校の校長先生、教員の

皆様、児童の皆様に心よりお礼を申したい。 

 

 

5．注 

1. ケニアは初等教育 8 年、中等教育 4 年、高等教育 4 年の 8－4－4 制をとっており、初等教育は 2003 年から無償化

政策が実施されている。世界銀行のデータによると、ケニアの初等教育の純就学率は 83％（2010 年）である。 

2. 自己効力感（self-efficacy）とは、自分が意図する結果を生じさせるために必要な行動を、うまくできるかどうかと

いう自信である（桜井茂男・桜井登世子 1991）。 

3. 家財の所有の有無について質問した品目は次のとおりである。品目は SACMEQ III の児童質問紙を参考にした。新

聞、時計、水道水、机、ベッド、勉強部屋、自転車、電気、テレビ、ラジオ、電話（携帯も含む）、オーディオ機器

（CD）、ビデオ機器（DVD, VCD など）、冷蔵庫、車、バイク。 
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指導教員によるコメント 

 子浦恵さんは、博士後期課程においてケニアの初等教育における学力階層間格差の研究を行ってき
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ました。これまでは二次的なデータ分析を中心としてきましたが、今回の助成を受け、ケニアの小学

校において児童・教員を対象に、学業成績に関わる原因帰属と自己効力感に関する調査を行いました。

開発途上国、とりわけアフリカにおける初等教育の質向上は国際的な関心事となっており、学業成績

も「教育の質」の一つの側面として注目されています。今回の調査は、これまでほとんど着目されて

こなかった、「学業成績に影響する生徒の心理面」に注目したことが高く評価されます。日本からアフ

リカへの教育協力は上位目標として学力向上を目指したものが多く、学力形成のメカニズムの解明は

援助の実践に対しても貢献するところが大きいと思われます。今回の調査によって、子どもの社会経

済的背景と「学力の原因帰属」、「学力に関する自己効力感」が明らかにされることによって、援助を

実施する際の介入のポイントや教員研修の設計に示唆を与えると考えられます。 

（お茶の水女子大学大学院人間文化創成科学研究科（人間科学系） 准教授・浜野 隆）  



松﨑 真実：ドイツ・ギーセン大学にて EEGの手法を獲得する 

62 

 

Master the EEG method in Giessen University 
 
 

Mami Matsuzaki 
 

Now music perception is a popular field of research in psychology. However, music perception in 
preschool children has not been studied well especially in the musical memorial task where there 
were very limited previous researches. 
 Professor Skrandies, professor of Giessen University is an authority of the analysis in brain 
waves, and also is specialized in the study of linguistics. 
In Germany, I analyzed the data I brought from Japan, and investigated the specific EEG pattern 
in music memory.  
From now, I will carry out the EEG experiments in the young children. The whole experiments will 

be finished by November, and I will perform data analysis and start writing my doctoral thesis from 
2014. 
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Family Factors of School Dropout in Mexico 
: From the Interviews of the NGOs 

 
 

Yuriko Kato 

 

The aims of this research are to investigate the details of family factors which cause the dropouts of 

the Mexican high-school students and learn the point of view to reduce it through the interviews to the 

NGOs’ staffs. The main findings are as follows: there are a lot of the family factors like violence, 

precocious pregnancy, lack of communication, drugs and alcohol, lack of value etc. besides lack of 

money, and it is useful to make a comprehensive assistance program which include not only a 

scholarship and counseling, but also a knowledge acquisition for the rights of children, nutrition, 

reproductive health, communication, prevention of drugs, and an education to the parents. 

 

 



馬 芳芳：公立中学校の凋落と民営中学校の発展 

64 

 

The Decline of Public Junior Middle Schools and the Development of 
Private Junior Middle Schools in Cixi City of Zhejiang Province, China 
  

 

Fangfang Ma 
 

  In this paper, taking Cixi city of Zhejiang province, one of the most developed regions of private 
education in China, as an example, the author investigates the decline of public junior middle 
schools and the development of private junior middle schools in the background of 
industrialization of education. The semi structured interviews mainly focus on choosing junior 
middle schools and the formation of teachers. The 14 interviewees include directors of the 
education bureau, principals, teachers, and secretaries from different public schools, private 
schools, and training classes.  
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A Field Investigation Report of “Foreigners”  
in Ancient Eastern Asian Precept States 

 

 

Dandan Gao 

 

This field investigation is a part of the comparative study of the foreigners in Precept States of 

ancient China and Japan. There are many historical remains and unearthed relics in Xi’an and 

Luoyang, which were the capital and the second capital of China in Tang Dynasty. By investigating the 

historic sites and collecting historical information in these two cities, the careers, commercial and 

religious activities, circumstances, and images of the foreigners in Tang China could be traced. The 

data concerning foreigners in Tang China was also collected in Beijing, where an extensive literature 

and historical materials could be found. 

 



谷田 淑子：日本と唐・渤海などの周辺諸国家との文物交流についての研究 
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A Study of the Cultural Exchanges with neighboring Countries 
-Tang, Bohai and Japan- 

 
Yoshiko Tanita 

 
In this investigation, I researched about the features of cultural productions in China. 7~10 

century, Japan had the diplomatic relations with Tang, Bohai and Silla. Tang, especially in these 
neighboring countries, was the epicenter of culture. Many cultural productions were spread from 
China to other countries. Therefore I examined the difference of productions in these countries, 
and tried to make the movement of culture clear. 

The activities that I have done are the following three points: obtaining historical records, a field 
survey of the ruins of Bohai, and academic exchanges with Chinese scholars. Through these 
activities, I have examined the cultural exchange with China, Bohai and Japan and have gotten 
the knowledge useful for the study. 



鈴木 佑梨：18世紀ロシア宮廷クーデターにおける貴族 
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Palace Revolution and Aristocracy in Eighteenth Century 
: Dorugolukies and their Judicial Documents 

 

 
Yuri Suzuki 

 
The purpose of this research is to explore how was aristocracy involved in palace revolutions and 
what is the political role of palace revolution in the eighteenth century by reconstructing the life of 
Dolugorukies. They were great powerful noble family at that time but they were in decline after the 
palace revolution because of the forgery of Tsar’s will. I visited Russian State Archive of Ancient 
Acts, Russian Historical Library in Moscow, and Russian State Archive of Historical Acts in St. 
Petersburg to collect historical sources such as judicial documents, decrees and reports. The 
materials I collect will be a great contribution to my future research.   



白澤 舞：舞踊家 Trisha Brown(1936-)の身体観を探る 
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Trisha Brown’s View of the Dancing Body 
: Focusing on the Educational Activity 

 
 

Shirasawa Mai 
 
This overseas research examined Trisha Brown's view of the dancing Body by focusing on the 
educational activity in Trisha Brown Dance Company. In this research, I did participant 
observation of Summer Intensive Class which the educational activity currently opened in Trisha 
Brown Dance Company and interviewed to current and former Trisha Brown Dance Company 
members who taught the classes. The 2013 Summer Intensive class was designed to explore the 
process and forms inherent in Trisha Brown's body of work. The classes offered students a 
deeper knowledge of technical movement principles, compositional structure, and improvisation. 
It has become clear that Brown's view of the dancing body. 



秦 松梅：中国大学における日本語を専攻している学習者の会話教育の実態 
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Japanese Conversation Education in Chinese Universities 
―the Case of Advanced Japanese Learners who Major in Japanese― 

 
 

                             QinSongmei 
 
The author has got the funding from the Project of “Student Overseas Visits Project”, through the 

“International Research Program for the Advancement of Women in Leadership” program. 
Through this research, I would like to clarify the actual conditions of Chinese universities’ 

Japanese major’s conversation activities. By analyzing these data collected from the practical study, 
I intend to provide recommendation for the conversation classes. I gathered almost all the important 
information concerning this area of my research. The data will be summarized and analyzed in a 
statistical way to get the scientific and significant results. 



伊香賀 玲奈：アクアポリン 8ノックダウン脂肪細胞における電子伝達系複合体 IVの機能測定 
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Measurement of mitochondrial complex IV activity  
in aquaporin-8 knockdown adipocytes. 

 

 
Reina Ikaga 

 
Aquaporin-8(AQP8) was identified as a water channel in pancreas and liver. However, its function 

remains mostly unclear. Recently, we have found that it was expressed in mitochondria of 3T3-L1 
adipocytes, and that AQP8-knocked down(shAQP8) cells showed hyperpolarized mitochondrial 
membrane potentials and higher FADH/FAD ratios than control cells, that is, low mitochondrial 
activities. In this study, we investigated the role of AQP8 on mitochondrial respiration by repressing 
AQP8 gene expression in 3T3-L1 adipocytes. Oxygen consumption rates were analyzed by 
Oxygraph-2k. The routine respiration and ComplexIV activities of shAQP8 cells were lower than 
in controls, leading us to a hypothesis that decline of mitochondrial water flux in shAQP8 cells may 
weaken the water-forming reaction at ComplexIV. 

 



鹿内 彩子：カンボジアにおける児童・生徒のおやつと飲料から摂取する糖類調査 
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Sugar Intakes from Snacks and Beverages by Children in Cambodia 
 
 

Saiko SHIKANAI 
 

The tastiness of sugars may be favored to everybody. It is easy for people to have much more 
quantity than required and concerned with both short-term and long-term health problem(s) such 
as dental decay and chronic diseases. Economic condition in Cambodia is continuously 
developing and it is easy for children to have more sugars in their daily life. In this research was 
investigated sugar intakes of Cambodian children who lives in City and suburban area for 3days 
using 24 hour-recall method. 

Total sugar intakes and its analysis will be analyzed and published sooner or later, as well as 
my doctoral dissertation. 



子浦 恵：家庭背景が学業成績に関する原因帰属と自己効力感に与える影響 
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Effect of Family Background on Causal Attributions and Self-Efficacy 
in Relation to Pupil Achievement in Kenya 

 
 

Megumi Shio 
 
The aim of this survey is to investigate how pupils’ family backgrounds affect causal attributions 
and self-efficacy in relation to pupil achievement in Kenya. By means of the survey, it is hoped to 
understand the actual condition of pupil efficacy through a consideration of differences in home 
background. This survey was conducted from 6th July to 24th July, 2013 in the city of Eldoret, 
Kenya. The survey was conducted by having six-grade and eight-grade pupils fill out 
questionnaires. The total 435 research data were collected from 4 private schools and 3 public 
schools. 
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