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メインテーマ：日韓の経済・経営および文化の諸問題

開　催　日　時：2022 年 11 月 15 日（火）　10：30 ～ 15：00

開　催　形　態：ハイブリッド（オンライン・オフラインどちらでも参加可能）

開　催　場　所：桃山学院大学　聖ペテロ館　5階　第 4会議室

＜午　　前　　の　　部＞

開 会 式
10：30

～

10：50

挨　拶：桃山学院大学学長� 中　野　瑞　彦

挨　拶：啓明大学校経営大学長� 洪　　寬　　洙

挨　拶：桃山学院大学総合研究所所長� 小　島　和　貴

司　会：桃山学院大学国際教養学部教授� 有　川　康　二

第 1報告
11：00

～

11：30

テーマ：�Monetary�Policy�Announcements�and� the�Korean�Stock�

Market

報告者：啓明大学校経営学専攻助教授� 尹　　載　　善

討論者：桃山学院大学学長（経済学部教授）� 中　野　瑞　彦

司　会：桃山学院大学国際教養学部教授� 有　川　康　二

第 2報告
11：50

～

12：20

テーマ：�Measuring�Job�Skill� Importance� for�Job�Changers�using�

Counterfactual�Explanation

報告者：啓明大学校経営情報学専攻副教授� 金　　洋　　錫

討論者：桃山学院大学経営学部教授� 三　輪　卓　己

司　会：桃山学院大学国際教養学部教授� 有　川　康　二

第 43回�桃山学院大学・啓明大学校�国際学術セミナー
――実施概要――
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＜午　　後　　の　　部＞

第 3報告
13：30

～

14：00

テーマ：�Extracurricular�Club�Activity�Reform� in�Japanese�Junior�

High�Schools:�Issues�and�Challenges

報告者：桃山学院大学経済学部准教授� 川　口　　　厚

討論者：啓明大学校観光経営学専攻助教授� 文　　馨　　珢

司　会：桃山学院大学国際教養学部教授� 有　川　康　二

第 4報告
14：10

～

14：40

テーマ：�Codification�of�Administrative�Law:�A�Comparative�Study�

Between�Japan�and�China

報告者：桃山学院大学法学部講師� 松　本　未希子

討論者：啓明大学校経営学専攻助教授� 權　　純　　煥

司　会：桃山学院大学国際教養学部教授� 有　川　康　二

閉 会 式
14：45

～

15：00

挨　拶：啓明大学校経営大学長� 洪　　寬　　洙

挨　拶：桃山学院大学副学長� 角　谷　嘉　則

挨　拶：桃山学院大学総合研究所所長� 小　島　和　貴

司　会：桃山学院大学国際教養学部教授� 有　川　康　二
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　第 43 回桃山学院大学・啓明大学校国際学術セミナーが 2022 年 11 月 15 日（火），「日韓

の経済・経営および文化の諸問題」をメインテーマとして開催された。開催形式は対面お

よび遠隔を併用するハイブリッドであった。今回の開催校は桃山学院大学であり，聖ペテ

ロ館5階第4会議室を会場とした。司会は有川康二桃山学院大学国際教養学部教授であった。

　研究報告に先立つ開会式では以下の通りこのセミナーの意義を踏まえた開会に向けた挨

拶が執り行われた。

＜開 会 式＞

挨　拶：桃山学院大学学長　　　　　　　　　　　　　　　中　野　瑞　彦

挨　拶：啓明大学校経営大学長　　　　　　　　　　　　　洪　　寬　　洙

挨　拶：桃山学院大学総合研究所所長　　　　　　　　　　小　島　和　貴

　研究報告会における当日の報告テーマ，報告者，討論者は以下の通りである。

＜第 1報告＞

テーマ：Monetary�Policy�Announcements�and�the�Korean�Stock�Market

報告者：啓明大学校経営学専攻助教授　　　　　　　　　　尹　　載　　善

討論者：桃山学院大学学長（経済学部教授）　　　　　　　 中　野　瑞　彦

＜第 2報告＞

テーマ：�Measuring� Job� Skill� Importance� for� Job� Changers� using� Counterfactual�

Explanation

報告者：啓明大学校経営情報学専攻副教授　　　　　　　　金　　洋　　錫

討論者：桃山学院大学経営学部教授　　　　　　　　　　　三　輪　卓　己

＜第 3報告＞

テーマ：�Extracurricular�Club�Activity�Reform�in�Japanese�Junior�High�Schools:�Issues�and�

Challenges

報告者：桃山学院大学経済学部准教授　　　　　　　　　　川　口　　　厚

討論者：啓明大学校観光経営学専攻助教授　　　　　　　　文　　馨　　珢

第 43回�桃山学院大学・啓明大学校�国際学術セミナー活動報告

� 総合研究所所長　小島和貴
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＜第 4報告＞

テーマ：�Codification�of�Administrative�Law:�A�Comparative�Study�Between�Japan�and�

China

報告者：桃山学院大学法学部講師　　　　　　　　　　　　松　本　未希子

討論者：啓明大学校経営学専攻助教授　　　　　　　　　　權　　純　　煥

　研究報告会終了後閉会式が執り行われ，今回のセミナーを振り返りながら，このセミナー

の意義が再確認された。閉会式では両校の研究が有益であったことも確認された。

＜閉 会 式＞

挨　拶：啓明大学校経営大学長　　　　　　　　　　　　　洪　　寬　　洙

挨　拶：桃山学院大学副学長　　　　　　　　　　　　　　角　谷　嘉　則

挨　拶：桃山学院大学総合研究所所長　　　　　　　　　　小　島　和　貴

　この国際学術セミナーは，1982 年に本学と啓明大学校とのあいだに姉妹校協定が締結さ

れたのを契機にはじまり，今回で第 43 回目を迎えた。日韓両国の関係者のご助力により一

度も途切れたことはない。

　ところで 2020 年度は新型コロナが流行した。そのため日韓両国で調整した結果，遠隔会

議システムを用いての開催となった。この学術セミナーが始まって以来，初めての遠隔シ

ステムの活用ということで，日韓担当者で何度も打ち合わせと機器の調整をすることとなっ

た。2021 年度も新型コロナの流行を前にして対面での開催は見送られた。今回は対面での

開催を予定し開催校である本学は研究報告会及びエクスカーションの準備を進めたが新型

コロナの流行が無視できない状況となったことで三度遠隔システムを活用することとなっ

た。ただ，新型コロナの流行という未曽有の危機を前にしてもこの国際学術セミナーが開

催できたのは，両校のこの国際学術セミナーを継続しようとする強い意志と現実的・柔軟

な発想と行動の賜物であると考えたい。

　本来であれば研究報告会終了後には，懇親会などを通して親睦を深めることが可能とな

るが，昨年度に続きこれが実施できず残念であったとの思いは両校共通していた。

　閉会式終了後，第 44 回桃山学院大学・啓明大学校国際学術セミナーは啓明大学校が開催

校となること，そして次回こそは対面で言葉を交わしながら一層の研究の発展と親睦を深

めることができるよう確認した。

　今回のこのセミナーの開催にあたり，洪寬洙啓明大学校経営大学学長はじめ，このセミ

ナーの準備から当日の運営に関係した両校のみなさま，そしてこれまでこのセミナーの継

続に尽力してこられたすべての教職員に心より感謝申し上げます。
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Monetary Policy Announcements and the Korean Stock Market  
“FOMC meetings and the non-U.S. stock market: evidence from Korea”

Jae sun YUN

Abstract

This study investigates the effect of Federal Open Market Committee （FOMC） meetings 

on the non-U.S. stock market, comparing them to those of domestic central bank 

announcements. The main findings are the followings. Over the period from September 2002 

to December 2019, Korean market excess returns are higher around FOMC announcement 

days and in even weeks over the FOMC cycle. The higher return is accompanied by a 

reduction in market uncertainty and is stronger following periods of high volatility or 

market downturns. Our findings suggest that the FOMC effect also exists in the non-U.S. 

stock market and is mainly due to the uncertainty reduction. On the other hand, we find no 

comparable effect for the domestic central bank, which is puzzling.

Keywords :  Monetary, Central bank, FOMC, Bank of Korea, Cycle
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Measuring Job Skill Importance for Job Changers 
using Counterfactual Explanation

Yang Sok KIM
Mijin NOH

Choong Kwon LEE

Abstract

Frequent job changes are common for working individuals in the 4th Industrial Revolution. 

In order to successfully change jobs, workers must be aware of the skillsets required to 

fulfill the responsibilities of their prospective jobs. Previous job skill analysis focused on 

extracting sets of skills required by specific jobs, but placed little focus on specific analysis 

of job skills workers require in the context of changing between jobs. We propose a novel 

job skill analysis method that uses job advertisements, pairwise job classification, and their 

counterfactual model explanation to analyze job skills with a focus on the context of job 

change. To examine the suitability of the method used to measure skill importance for use 

in the context of job change, we analyzed job change scenarios in data related jobs. The 

analysis results show that our counterfactual explanation-based skill importance method 

effectively analyses the importance of skills required for workers. 

Keywords :  Job change, job skill analysis, job skill recommendation, counterfactual explanation
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Extracurricular Club Activity Reform in Japanese 
Junior High Schools: Issues and Challenges

KAWAGUCHI Atsushi
KATAGAMI Kentaro

Abstract

Extracurricular club activities （ECAs） have played an essential educational role in Japanese 

school education. The Courses of Study （Ministry of Education, Culture, Sports, Science 

and Technology 2017） indicate that ECAs contribute to developing students’ motivation to 

learn and cultivating a sense of responsibility and solidarity. Conversely, Japanese schools 

have subjects and special activities centered on year and class groups composed of students 

of the same age. ECAs allow students to join clubs according to their interests and to 

interact with older/younger students. Therefore, ECAs are an essential educational function 

in which students learn communication skills and how to relate to others in different age 

groups （Kawaguchi 2020）. Additionally, the Courses of Study state the need for schools 

to cooperate with local people and social education facilities to establish a sustainable 

management system for ECAs. According to an Organisation for Economic Cooperation and 

Development （OECD） study published in June 2014, Japanese junior high school teachers 

work 53.9 h weekly. The study showed that Japanese junior high school teachers worked 

the most extended hours among all participating countries and spent 7.7 h supervising 

ECAs after school, compared to the average of 2.1 h in the participating countries. Working 

hours for teachers have long been a problem, but the OECD survey triggered the issue as 

a social problem. This impact has also spilled over into the reform of ECAs. It has been the 

norm for teachers to supervise ECAs. However, the Government has stated the importance 

of reducing the burden on teachers by minimizing the amount of time they spend leading 

ECAs. Thus, teachers can then concentrate on teaching subjects and school duties. The 

Sports Agency has proposed reforming ECAs in 2022. In this proposal, the Sports Agency 

states that from 2023, schools should shift sports ECAs from school to community-based 

activities （such as community sports clubs）. Prefectural and municipal boards of education 

Keywords :  Extracurricular club activities, School-based, Community-based
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have responded to this proposal by establishing their study committees to reform ECAs 

based on local conditions. This presentation reports on a practical case study of the reform 

of ECAs in the Takarazuka City Board of Education in Hyogo Prefecture. Takarazuka 

City is in the southeast of Hyogo Prefecture. The city has 12 junior high schools, with an 

enrollment of ~5200 students; 82% of these students participate in ECAs. In March 2020, 

before the proposals of the Sports Agency, Takarazuka City set up a committee to examine 

ECAs and has been working on reforming club activities in the city’s public junior high 

schools. The presenters are members of this committee. We will report on Takarazuka 

City’s ECAs reform in detail on the day of our presentation. We will also discuss the current 

situation and issues related to club activity reform.

This work was supported by JSPS KAKENHI Grant Number JP 20K02838.
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Codification of Administrative Law:  
A Comparative Study Between Japan and China

MATSUMOTO Mikiko

Abstract

Administrative law is a generic term that refers to laws relating to public administration. 

Unlike constitutional law, civil law, or criminal law, there is no particular law or set of laws 

that is called “administrative law.” This is a feature not only of the administrative law of 

Japan but of most other countries. However, this typical attribute of administrative law 

may be beginning to change. In March 2021, Korea enacted the General Act on Public 

Administration （行政基本法）, and the following month in China, the standing committee of 

the National People’s Congress issued the Legislative Work Plan for the year 2021, noting 

“administrative basic code （行政基本法典）” on the list. There has been much discussion in 

Chinese administrative jurisprudence regarding the codification of administrative law, and 

the aforementioned developments have further stimulated that debate. However, in Japan, 

the significance and necessity of the codification of administrative law has not always been 

the central focus of academic and governmental concerns, although it has been discussed 

by some scholars. Focusing on Japan and China, this paper aims to elucidate some of the 

background information behind the differences in these discussions of administrative law.

　A comparison between the academic debates in Japan and China on the issue of the 

codification of administrative law reveals the two essential points. One is that, to a certain 

extent, China and Japan share the common purpose of codification, which is to reduce 

the inconsistencies in the individual laws, as well as simplify the laws. China, however, is 

confronted with a relatively large legislative blank, which increases the need for codification 

of basic principles. Then there is the challenge of how administrative law can have its own 

unique system. Studies on Japanese administrative law, which deny public–private law 

dualism, have been reluctant to delve into the legal system that is unique to administrative 

law. On the other hand, in China, drawing a line between public and private law is an issue 

of greater importance so much so that the need to construct a unique system of public law 

Keywords :  public–private law dualism, systematization of administrative law
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is more frequently discussed and debated upon there. It is the conclusion of this paper that 

these two points, the space of a legislative blank and the relationship between public and 

private law, define the difference between Japan and China in the discussions on the need 

for an administrative code.
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〔共同研究：経済学部独自アンケート（E-folio）の深化に向けて〕

経済学部統一テストの分析
――3 年間の軌跡から見えてくるもの 1）――

荒 　 木 　 英 　 一
井 　 田 　 憲 　 計
矢 　 根 　 眞 　 二

1　はじめに

　桃山学院大学経済学部では，2019 年度から「学部統一テスト」を開始した 2）。

　これは，毎年度秋学期の終盤近くに，経済学部 3 回生と 4 回生の全在籍者を対象に行う

一斉テストであり，経済学部教育の質保障の観点から，3 回生終了時と 4 回生終了時におけ

る各学生の「経済学部生としての基礎学力」を測ろうとするものである。ただし，正課の

単位や成績にはいっさい関係せず，通常は経済学部専任教員が担当するゼミナール（演習Ⅲ，

演習Ⅳ）において実施される。スマートフォン等により各自の自宅から受験することも可

能である 3）。

　小論では，過去 3 年間にわたり実施された統一テストの結果を集計整理するとともに，

その結果を教務データ（各学生の正課科目の成績，GPA，取得単位数）4）と接合することに

より，分析を試みるものである。小論ではとりわけ，経済学部カリキュラムに関する含意

に焦点をしぼって，分析が進められる。

　以下，続く第 2 節で 2019 年度と 2020 年度における統一テストの結果を吟味し，第 3 節

で 2021 年度統一テストの結果に関する分析結果を紹介する。結語において，小論で得られ

た分析結果を要約する。

  1） 小論は，総合研究所共同研究プロジェクト 20 共 275 の成果である。
  2） 統一テストのアイデアは，当時の経済学部長であった中野瑞彦教授によるものである。本共同研究

プロジェクト（20 共 275）が，3 年間にわたって，集計分析を担当した。プロジェクト内外から寄せ
られた有益なコメントの数々に感謝する。

  3） テスト自体は LMS（Moodle3）の小テストモジュールをベースにして構築されている。
  4） 2022 年 3 月 11 日時点の教務データを用いている。教務データ自体は，本学事務システムを介して，

本学教務課より提供を受けたものである。
キーワード： 経済学部カリキュラム，統一テスト，科目間の連携，必修科目の忘却曲線，教育の質

保証
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2　2019年度，2020年度学部統一テスト

2. 1　概要

　2019 年度と 2020 年度には，12 の分野から 5 問ずつが出題され，計 60 問を制限時間 30

分以内に回答するかたちで実施された。回答はすべて四択形式で，2019 年度も 2020 年度も

同一問題が出題された。3 回生の問題は以下の 12 分野から 5 問ずつ（世界市民・ミクロ・

マクロ・日本近代史・数学・現代技術論・情報・日本経済論・日本経済史・地域経済論・

経済政策・銀行論），4 回生の問題は以下の 12 分野から 5 問ずつ（世界市民・ミクロ・マク

ロ・日本近代史・数学・現代技術論・日本経済論・公共経済学・日本経済史・地域経済論・

経済政策・銀行論）が出題された。

　各年度における受験状況は表 1 のようである 5）。

表 1：2019・2020 年度統一テストの受験状況

対象学生総数 受験者 受験率

2019 年度 3 回生（17e 生） 341 184 0.5396 （2020 年 1 月実施）

2019 年度 4 回生（16e 生） 318 137 0.4308 （2020 年 1 月実施）

2020 年度 3 回生（18e 生） 369 179 0.4805 （2021 年 1 月実施）

2020 年度 4 回生（17e 生） 344 149 0.4331 （2021 年 1 月実施）

　制限時間 30 分のオンラインテストであり，基本的にはゼミの時間に（各自のスマホ等か

らの）受験をうながす形式だが，欠席者やゼミを履修していない学生はリモート受験も可

能である。図 1 は，各学生が回答に要した時間を回生別に集計したものである。30 分じっ

くりと回答した学生もいれば，5 分以内に早々と切りあげた学生もいる。

　10 分以内に回答を切り上げた者の比率は，3 回生（2019 年度 14.1%，2020 年度 5.6%）に

対して，4 回生（2019 年度 23.4%，2020 年度 27.5%）であり，この統一テストに対する取り

組みの姿勢に差が見られる。図 2 が示すように，当然ながら，回答時間が長いほど得点は

高くなる傾向がある（図のなかの r は相関係数。図 2 では 2019 年度の結果のみ示したが，

2020 年度もほぼ同傾向である）。

  5） 2020 年度については，経済学部ゼミに所属する他学部生の受験登録も許可したので，試験サイトへ
の登録者数（対象学生総数）は経済学部生の総数を若干超えている。
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図 1：回答に要した時間（年度別学年別）0 ～ 30 分

図 2：受験時間と得点（2019 年度学年別）
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　また，年度別学年別得点の基本統計量と分布を，表 2 と図 3 に示す。

　3 回生のほうが得点が高くなっているが，これは，次のような事情の複合作用と考えられ

るだろう。

　　◦ 取り組みの姿勢（回答時間）に差がある（4 回生は卒業間近の時期）。

　　◦ 現在履修中の科目については，得点が高くなる（3 回生は多くの科目を現在進行形で

履修中）。

　　◦ 過去に履修した科目については，忘却の度合いに応じて，得点が低くなる（3 回生は

在籍年数が 1 年少ない）。

　　◦ 履修したことがない科目については，得点は低くなる。

　　◦ 過去に解いたことがある問題については，得点は高くなる 6）。

  6） 世界市民とミクロ経済学のみが 3，4 回生で同一問題となり，17e 生は 2019 年度には 3 回生として
2020 年度には 4 回生として同一問題を解いているわけだが，個別集計によると効果は定かではない。

図 3：得点分布（年度別学年別）0 ～ 60 点

表 2：年度別学年別得点の基本統計量（60 点満点）

最低点 第 1 四分位点 中央値 平均点 第 3 四分位点 最高点

2019 年度 3 回生（17e 生） 10.02 22.98 28.50 28.26 34.02 52.02

2019 年度 4 回生（16e 生） 6.00 19.98 24.00 23.58 28.02 39.00

2020 年度 3 回生（18e 生） 0.00 25.02 30.00 30.19 34.98 52.02

2020 年度 4 回生（17e 生） 9.00 18.00 22.98 23.41 27.00 43.02
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2. 2　科目別の得点分布

　各科目の得点分布に差異が見られる。

　教科内容そのものの難易差や問題の難易差に加えて，履修者数の違いなどの複合要因に

よるものだろう。

　以下の表 3，表 4 において，平均点欄の太字下線は全体平均より平均点が高かった科目を

示す 7）。

表 3：2019 年度 3 回生（各科目は 5 点満点，合計点は 60 点満点）

最低点 第 1 四分位点 中央値 平均点 第 3 四分位点 最高点
世界市民 0.00 2.00 2.50 2.52 3.00 5.00

ミクロ 0.00 0.00 1.00 1.40 3.00 4.00
マクロ 0.00 1.00 2.00 1.97 3.00 5.00

日本近代史 0.00 1.00 2.00 2.10 3.00 5.00
数学 0.00 2.00 3.00 2.98 4.00 5.00

現代技術論 0.00 2.00 3.00 3.02 4.00 5.00
情報 0.00 1.00 2.00 2.05 3.00 5.00

日本経済論 0.00 2.75 4.00 3.38 4.00 5.00
日本経済史 0.00 3.00 3.00 3.24 4.00 5.00
地域経済論 0.00 1.00 2.00 1.70 2.00 4.00

経済政策 0.00 1.00 2.00 1.96 3.00 5.00
銀行論 0.00 1.00 2.00 1.93 3.00 5.00

合計点 10.00 23.00 28.50 28.26 34.00 52.00

表 4：2019 年度 4 回生（各科目は 5 点満点，合計点は 60 点満点）

最低点 第 1 四分位点 中央値 平均点 第 3 四分位点 最高点
世界市民 0.00 2.00 3.00 2.62 3.00 5.00

ミクロ 0.00 0.00 1.00 1.23 2.00 4.00
マクロ 0.00 1.00 2.00 1.64 2.00 5.00

日本近代史 0.00 1.00 2.00 1.95 3.00 4.00
数学 0.00 1.00 2.00 1.74 3.00 5.00

現代技術論 0.00 2.00 3.00 3.04 4.00 5.00
日本経済論 0.00 2.00 2.00 2.42 3.00 5.00
公共経済学 0.00 1.00 2.00 1.72 3.00 5.00
日本経済史 0.00 1.00 2.00 1.96 3.00 5.00
地域経済論 0.00 1.00 2.00 1.87 3.00 5.00

経済政策 0.00 1.00 1.00 1.48 2.00 4.00
銀行論 0.00 1.00 2.00 1.92 3.00 5.00

合計点 6.00 20.00 24.00 23.58 28.00 39.00

  7） 2019 年度 3 回生 4 回生の結果のみ示すが，2020 年度においても結果はほぼ同様である。
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2. 3　科目間の連関（得点の相関）

　さらに，表 5 と表 6 に，各科目得点のあいだの相関行列を示す 8）

　相関行列より，各科目の得点間にほとんど相関が見られないことがわかる。つまり，た

とえば「数学の得点が高い学生はミクロの得点も高い」とか「マクロの得点が高い学生は

日本経済論や経済政策の得点も高い」といった傾向が見られない 9）。

表 5：科目別得点間の相関係数（2019 年度 3 回生：184 名）

世界 ミク マク 近代 数学 技術 情報 日本 経史 地域 政策 銀行
世界市民 1.00 − − − − − − − − − − −

ミクロ 0.14 1.00 − − − − − − − − − −
マクロ 0.15 0.25 1.00 − − − − − − − − −

日本近代史 0.21 0.17 0.24 1.00 − − − − − − − −
数学 0.14 0.06 0.27 0.15 1.00 − − − − − − −

現代技術論 0.26 0.21 0.30 0.39 0.28 1.00 − − − − − −
情報 0.19 0.14 0.23 0.15 0.18 0.34 1.00 − − − − −

日本経済論 0.05 0.14 0.19 0.34 0.18 0.49 0.25 1.00 − − − −
日本経済史 0.23 0.03 0.22 0.35 0.29 0.41 0.19 0.42 1.00 − − −
地域経済論 0.21 0.11 0.20 0.22 0.23 0.22 0.02 0.22 0.10 1.00 − −

経済政策 0.34 0.15 0.35 0.25 0.24 0.32 0.24 0.21 0.27 0.15 1.00 −
銀行論 0.08 0.06 0.28 0.31 0.22 0.27 0.09 0.13 0.23 0.21 0.24 1.00

表 6：科目別得点間の相関係数（2019 年度 4 回生：137 名）

世界 ミク マク 近代 数学 技術 日本 公共 経史 地域 政策 銀行
世界市民 1.00 − − − − − − − − − − −

ミクロ 0.08 1.00 − − − − − − − − − −
マクロ 0.25 0.03 1.00 − − − − − − − − −

日本近代史 0.09 0.14 -0.00 1.00 − − − − − − − −
数学 0.02 0.09 -0.09 -0.01 1.00 − − − − − − −

現代技術論 0.09 0.14 0.05 0.31 0.06 1.00 − − − − − −
日本経済論 0.21 0.21 0.15 0.27 0.09 0.37 1.00 − − − − −
公共経済学 0.16 0.15 0.26 0.12 0.11 0.14 0.23 1.00 − − − −
日本経済史 0.15 0.14 0.11 0.17 -0.08 0.29 0.28 0.19 1.00 − − −
地域経済論 0.07 0.19 0.08 0.22 -0.09 0.28 0.19 0.15 0.33 1.00 − −

経済政策 0.05 0.09 0.09 0.20 0.02 0.11 0.26 0.34 0.15 0.17 1.00 −
銀行論 0.15 0.11 0.06 -0.03 -0.09 0.17 0.06 0.15 0.25 0.07 0.19 1.00

  8） 2019 年度のみについて示すが，2020 年度についても同傾向である。
  9） 表中の太字下線は，相関係数が 0.4 以上の組み合わせを示す。0.5 を超えるペアは皆無であるが，先

の科目別得点集計表とあわせれば，相関係数 0.4 以上のペアについては「今回のテストが簡単だった」
という以外に共通点を見いだすことは困難にみえる。真剣に取り組んだ（たとえば回答時間 10 分以
上の）学生のみを対象にした主成分分析等でも同様の結果となる。
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　この 2 回にわたる統一テストではこうした点を特に意識して 12 科目が選択されたわけで

はない。また，これが本学特有の現象なのか，あるいは全国の多くの経済学部に共通する

ものなのかは未調査ではあるが，この結果が，本学部におけるカリキュラムの不備（関連

科目群のあいだでの，あるいは基礎から応用への連携不足）を示唆する可能性は否定でき

ないだろう。

3　2021年度学部統一テスト

3. 1　概要

　2022 年 1 月に実施された 2021 年度統一テストの受験状況は，表 7 のとおりである。

表 7：2021 年度統一テストの受験状況

対象学生総数 受験者 受験率

2021 年度 3 回生（19e 生） 350 171 48.9%

2021 年度 4 回生（18e 生） 341 113 33.1%

　2021 年度統一テストでは前年度までの出題対象分野を大幅に変更し，経済学部選択必修

科目の 3 科目（ミクロ経済学・マクロ経済学・経済原論）のみにしぼった。学生は，各自

の選択必修パタンに応じて，以下の 3 コース（20 点満点）のいずれかを選択し，計 20 問を

制限時間 30 分以内に四択形式で回答するかたちとなった 10）。

　　◦ミクロ経済学（10 問，10 点満点）＋マクロ経済学（10 問，10 点満点）

　　◦ミクロ経済学（10 問，10 点満点）＋経済原論（10 問，10 点満点）

　　◦マクロ経済学（10 問，10 点満点）＋経済原論（10 問，10 点満点）

　表 8 に結果の基本統計量を示す。

表 8：2021 年度統一テスト得点の基本統計量

――選択コース別得点――
受験者数 最低点 1st.Q. 中央値 平均 3rd.Q. 最高点

ミクロ＋マクロ（3 回生） 77 2 7 8 8.40 11 17

ミクロ＋原論（3 回生） 60 3 5.75 8 7.93 11 13

マクロ＋原論（3 回生） 34 2 6 8 8.68 11.75 15

ミクロ＋マクロ（4 回生） 33 2 4 6 6.21   8 12

ミクロ＋原論（4 回生） 34 4 6 7.5 7.85   9.75 14

マクロ＋原論（4 回生） 46 3 7.25 9 9.83 13 16

10） 経済学部履修要項には，ミクロ経済学・マクロ経済学・経済原論（マルクス経済学）から 2 科目を
選択して必修とすることが定められており，学生は自由意志によって，自分自身の選択必修パタン（3
科目のうちどの 2 科目を履修するか）を選択する。
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――科目別得点――
受験者数 最低点 1st.Q. 中央値 平均 3rd.Q. 最高点

ミクロ（3 回生） 137 0 3 4 3.61 5 8

マクロ（3 回生） 111 0 3 4 4.40 6 9

原論（3 回生） 94 0 3 5 4.64 6 8

ミクロ（4 回生） 67 0 2 3 3.15 4 8

マクロ（4 回生） 79 0 2 4 4.08 6 8

原論（4 回生） 80 1 4 5 4.89 6 10

　科目別得点集計に顕著なようにミクロ経済学の平均点が低い。マクロ経済学や経済原論

に比してミクロ経済学の場合には，たとえば無差別曲線や余剰計算などの基本単元におい

ても最低限の数理的素養が必要とされる内容が多く，やはり経済学部生にとっての難関科

目のひとつと言えるのであろう。

　以下では，この統一テストの結果を，各学生の正課における履修状況（教務データ）と

接合して，分析を進める。

3. 2　選択必修科目の履修状況

　まず，教務データ（2022 年 3 月 11 日時点）を集計して，経済学部における選択必修科目

の履修状況を整理しておく。

　表 9 は 3 回生（19e 生）350 名の選択必修科目履修状況を，表 10 は 4 回生（18e 生）341

名の選択必修科目履修状況を集計したものである。

表 9：選択必修科目の履修状況：3 回生（19e 生）350 名

取得者数 2 春 2 秋 3 春 3 秋 4 春 4 秋 S A B C D11） X GPA（平均）

ミクロ 219 103 75 1 40 − − 152 31 19 17 18 19 2.451

マクロ 238 10 186 32 10 − − 115 61 41 21 35 8 2.393

原論 215 21 41 61 115 − − 114 43 31 27 13 6 2.220

在籍者
ミクロ

+ マクロ
ミクロ
+ 原論

マクロ
+ 原論

すべて
取得

ミクロ
のみ

マクロ
のみ

原論
のみ

すべて
未取得

350 114 87 102 15 3 7 11 11

11） のべ人数（一人が D や X を 2 度取得したら 2 と数える）
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表 10：選択必修科目の履修状況：4 回生（18e 生）341 名

取得者数 2 春 2 秋 3 春 3 秋 4 春 4 秋 S A B C D12） X GPA（平均）

ミクロ 177 73 31 37 30 1 5 73 39 39 26 24 28 2.126

マクロ 210 6 146 2 46 8 2 45 53 58 54 44 17 2.151

原論 296 68 152 24 47 3 2 130 63 45 58 20 3 2.100

在籍者
ミクロ

+ マクロ
ミクロ
+ 原論

マクロ
+ 原論

すべて
取得

ミクロ
のみ

マクロ
のみ

原論
のみ

すべて
未取得

341 36 117 152 21 3 1 6 5

　入学年度によって必修科目の履修パタンが異なるように見えるが，3 回生（19e 生）の場

合には，2 回生春学期にミクロを，2 回生秋学期にマクロを履修するパタンが多い。選択必

修科目（ミクロ・マクロ・原論）のうちどの 2 科目を選択履修するかを見ても，ミクロ＋

マクロを選択する者がもっとも多く，マクロ＋原論の選択者数がそれに続く。

　4 回生（18e 生）の場合にも，2 回生春学期にミクロを不合格となった者が 2 回生秋学期

に原論に流れたと解釈すれば，基本的には同パタンと推測できるようにも思われる。しかし，

複数担当者のあいだでの講義内容や採点スタンスの違い等の影響や，コロナ禍での遠隔授

業導入の影響，さらに入学年度によって入学前学力に差異があること等の影響もうかがえ

る 13）。

3. 3　GPA と正課科目の成績，GPA と統一テストの得点

　さて，ここから先は，分析対象を 3 回生の統一テスト受験者（19e 生 171 名）にしぼって，

分析を進めたい 14）。

　まず，GPA と選択必修科目の正課での成績の相関を見たものが図 4 である。

　表 12 のとおり，GPA と正課成績のあいだには正相関が確認できる。

12） のべ人数（一人が D や X を 2 度取得したら 2 と数える）
13）参考までに，表 11 に，3 回生終了時点での GPA を，3 回生（19e 生）と 4 回生（18e 生）について

比較したものを示す。19e 生は 18e 生に比べて GPA と取得単位数がいくぶん高いが，この差は上述 3
つの要因等によるものと推測される。

表 11：3 回生終了時の GPA，取得単位数（19e 生，18e 生）

最小 1st.Q. 中央値 平均 3rd.Q. 最大
19e 生 GPA 0.250 1.802 2.315 2.285 2.837 3.780
18e 生 GPA 0.140 1.567 2.065 2.039 2.480 3.800
19e 生取得単位数 45.0 110.5 118.0 115.1 124.0 161.0
18e 生取得単位数 51.0 106.0 116.0 112.4 124.0 154.0

14） 4 回生 113 名についても，ほぼ同様の結果が得られている。
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表 12：GPA と正課成績の相関（19e 生）

相関係数 p 値

ミクロの正課成績 0.218 0.003494

マクロの正課成績 0.446 1.145e-11

経済原論の正課成績 0.531 2.2e-16

　そして，GPA と統一テストでの得点の相関を見たものが，図 5 である。

　表 13 のとおり，GPA と統一テスト得点とのあいだには相関が確認できない。

表 13：GPA と統一テスト成績の相関（19e 生）

相関係数 p 値

ミクロの統一テスト得点 0.187 0.1031

マクロの統一テスト得点 0.085 0.5133

経済原論の統一テスト得点 0.105 0.5535

図 4：統一テストを受験した 3 回生（19e 生）171 名：GPA と正課成績
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　GPA と正課成績には正相関が存在するが，GPA と統一テスト得点には相関が見いだせな

い。

　確かに，統一テストの得点は，正課成績や単位にはまったく反映されない。しかし，こ

の点を勘案しても，統一テストの得点が GPA とまったく相関をもたないことは奇異に思え

る。優秀な学生は正課でも良い成績をおさめるであろうし，学部統一テストに対しても（た

とえ単位には反映されないものであったとしても）真剣に取り組むであろうと期待される。

しかるに，この非対称な結果は何を意味するのであろうか。

　ひとつの要因として，正課科目としての単位取得以後に，科目内容が忘却されてしまう

可能性はないだろうか。

　この点を考察するために，節をあらためて，いわば必修科目の忘却曲線とも呼べるもの

を推計してみることにしたい。

3. 4　必修科目の忘却曲線

　統一テストでミクロ経済学を受験した 3 回生（19e 生）を対象として，以下の 3 通りの線

型回帰を行った。

図 5：統一テストを受験した 3 回生（19e 生）171 名：GPA と統一テスト得点
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　　◦回帰（A）：ミクロ経済学を受験した全員をサンプルとして含む 15）

　　◦回帰（B）：統一テストで回答時間に 15 分以上を費やした者のみを含む

　　◦回帰（C）：全科目の 3 回生終了時の GPA が 2.5 以上の者のみを含む

　すなわち，（A）は全員をサンプルとして，（B）は統一テストにまじめに取り組んだ者の

みをサンプルとして，（C）は正課 GPA が高い者（全般的に成績が良好な者）のみをサンプ

ルとして，回帰を行った。

　回帰式と各変数は，以下のようである。

　　Score = α + β1 GPA + β2 Time + β3 Evaluation + β4 Distance + ϵ

  Score  統一テストでの当該科目の得点（0 ～ 10）

  GPA  直近の GPA 値（0.0 ～ 4.0）

  Time  統一テストでの回答時間（1 ～ 30 分）

  Evaluation  当該科目を正課として履修した時の成績（4：S，3：A，2：B，1：C）

  Distance   当該科目単位取得時からの経過時間（セメスタ数，0：現在履修中，1：半

期前に履修，2：一年前に履修，3：...）

　OLS による推計結果は，以下のとおりである（各係数推定値直下のかっこ内は，有意性

検定の p 値）。

Intercept GPA Time Evaluation Distance R̂2 Sample size
（A）ミクロ 3 回生 1.84663 0.28951 0.07100 0.06552 -0.21568 0.1802 110

全員 （0.15973） （0.00003） （0.69246）  （0.09096）
（B）ミクロ 3 回生 1.18964 0.40059 0.09611 0.08272 -0.37701 0.1708   70

回答時間≥ 15 （0.12305） （0.00327） （0.69955）  （0.01578）
（C）ミクロ 3 回生 -0.61993 1.02668 0.06493 0.30037 -0.46934 0.2546   58

GPA ≥ 2.5 （0.06763） （0.00583） （0.26802）  （0.04029）

　上の結果より，3 通りのどの回帰においても，以下のことが見てとれる。

　　◦ 統一テストでの回答時間は，統一テストの得点に有意に影響する。

　　◦  GPA とミクロ経済学の正課成績は，統一テストの得点に影響しない。

　　◦ ミクロ経済学を正課として単位取得した時からの経過時間は，統一テストの得点に

有意に影響する。

15）2021 年度統一テストにおいてミクロ経済学を受験した 3 回生（19e 生）は（表 8 に示したように）
137 名であるが，そのうち，すでに正課としてミクロ経済学の単位を取得済みの 110 名のみを対象と
している。
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　全員（A）ではもちろん，まじめな学生でも（B），成績良好の学生でも（C），Evaluation（ミ

クロ経済学の正課での成績）は Score（統一テストにおけるミクロ経済学の得点）に影響し

ない。しかし，Distance（ミクロ経済学を正課として単位取得した時からの経過時間）は

Score に有意にマイナスに作用している。

　この結果を次のように解釈することはできないだろうか。すなわち，多くの学生は，時

間の経過とともにかつて学んだミクロ経済学の内容を忘れてしまう。なぜならば，ミクロ

経済学を取得した後にその科目内容を思い起こす機会がないから，すなわち，ミクロ経済

学の内容が他の科目で応用されることがないからではないだろうか。

4　結びにかえて

　小論では，過去 3 年にわたる学部統一テストの結果を集計整理し，さらに教務データ（正

課成績，GPA，取得単位数）と接合して一定の分析を試みた。学部カリキュラムに関する

いくつかの示唆が得られたが，そのうち主要なものは以下のとおりである。

　　◦ 12 科目を網羅した 2019 年度・2020 年度実施の統一テストでは，各科目得点のあい

だに相関がほとんど見られない。たとえば，「数学の得点が高い学生はミクロの得点

も高い」「マクロの得点が高い学生は日本経済論や経済政策の得点も高い」といった

傾向がまったく見られない。このことが，本学部カリキュラムにおける関連科目群

のあいだでの連携不足，あるいは基礎から応用への連携不足を示唆する可能性は否

定できないように思われる。

　　◦ 選択必修の 3 科目（ミクロ経済学・マクロ経済学・経済原論）に出題をしぼった

2021 年度実施の統一テストに関しては，線型回帰により，必修科目のいわば「忘却

曲線」が析出された。まじめな学生でも，優秀な学生でも，正課の成績は統一テス

ト得点に影響しない。それに対して，必修科目を正課として単位取得した後の経過

時間は，統一テストの得点に有意にマイナスに作用している。これは，時間の経過

とともにかつて学んだ必修科目の内容を忘れてしまうことを示唆するものである。

忘れてしまう理由のひとつとして，必修科目を履修した後にその科目内容を思い起

こす機会がないこと，つまり必修科目の内容が他の上位科目で応用されることがな

いからという解釈はできないだろうか。

　本学部の「統一テスト」の得点は正課の成績や単位にはまったく反映されない。このこ

とが，確かに，学生のモティベーションを弱めている側面はある。しかし小論における分

析結果はトリビアルなものではなく，むしろ我々の知る限り，こうした分析例は少ないよ

うにも思われる。さらに，小論が指摘する問題は，実は本学だけでなく，日本の多くの経

済学部においても観察されるものではないかとも考える 16）。

16） 数学が学習におけるハードルになるといった問題や，オーストリア学派，マネタリズム，ケインズ派，
マルクス派等の経済思想が混在する状況等は多くの大学に共通するものではないかと思われる。
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　もちろん，小論での分析は限定された条件のもとで行われたものであり，上の命題の妥

当性についてはより慎重に分析を重ねる必要があろう。就職関連のデータや入試関連のデー

タとの接合，さらに新入生アンケート（経済学部 E-folio）の回答結果との接合による分析

については，次稿を期したい。

関連文献
「経済学基礎知識 1000 題による学部教育の標準化と質保障」児島完二 et al., 『論文誌 IT 活用教育方法研究』

第 9 巻第 1 号 pp.11-15，私情協，2006
「ロンドン大学の経済学カリキュラムから考える経済学教育」東郷賢，『武蔵大学論集』第 69 巻第 1 号

pp.43-53，2021
『学力の経済学』中室牧子，ディスカヴァー・トゥエンティワン，2015
『大学教育の分野別質保証のための教育課程編成上の参照基準 経済学分野』日本学術会議 経済学委員会，

2014
「経済学分野の授業：経済学演習」荒木英一，『私立大学の授業を変える−マルチメディアを活用した教

育の方向性』pp.89-92，私情協編，1996 年

  （2022 年 11 月 21 日受理）
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経済学部統一テストの分析

What we can see from the three-year trajectory  
of our “Common Test”

ARAKI Eiichi
IDA Norikazu
YANE Shinji

　The economics  faculty at Momoyama Gakuin University has been administering a 
common economics test every January since the fiscal year 2019. The examinees are all 
faculty students in their third or fourth year, and the test aims to assess how well they 
understand economics. The scores of this test do not count toward regular course credit, 
and the percentage of students who take it has always been around 50%. 
　After analyzing its results in conjunction with students’ official academic records（regular 
course grades）, we obtained the following two propositions.
　（1） Almost no correlation exists between the scores in any pair of subjects in the 2019 
and 2020 common tests, which cover 12 subjects, For example,  there  is no tendency for 
students who perform well in “Mathematics” to perform well in “Microeconomics,” or for 
students who perform well in “Macroeconomics” to perform well in “Japanese Economy” 
or “Economic Policy”. This  appears  to  indicate a  lack of  coordination among related 
subject groups in our faculty’s curriculum, or a lack of coordination from the basic to the 
applied level.
　（2） The questions on the 2021 common test are limited to three required/compulsory 
subjects （“Microeconomics,” “Macroeconomics,” and “Marxian Economics”）. Using  linear 
regressions  of  the “forgetting  curve”, we discovered  that  the  time elapsed  since  the 
student earned credits for required subjects significantly negatively affected common test 
scores. This could  imply that students forget the content of required subjects they once 
learned as  time passes. Students may  forget because they do not have the opportunity 
to recall  the content of  the required subjects after  taking them. That  is,  the content of 
required subjects is not applied in other upper-level courses.
　The results of this common test have no bearing on the official regular course grades, 
which may have weakened  the students’ motivation. However, we believe our  findings 
are  far  from trivial, and such analysis  is, as  far as we know, uncommon. Furthermore, 
we  suspect  that  such  problems  can  be  found  not  only  in  our  faculty,  but  also,  to 
varying degrees,  in economics departments of many other Japanese universities where 
mathematics  is  impeding students’  learning, and some contrasting economic  ideas of  the 
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Austrian school, Monetarism, Keynesian economics, and Marxian economics are mixed.
　In any case, our analysis may be insufficient, and a more comprehensive analysis will be 
required. In future studies, we would like to analyze the data in conjunction with the data 
on entrance examinations, the data of the success or failure of job-hunting activities, and 
the results of our new student survey （E-folio）.

Keywords:  Curriculum  in  economics,  Common  test,  Connections  between  subjects, 
Forgetting curve, Quality assurance in university education
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〔共同研究：発展途上国における世帯資産評価と起業行動に関する実証的研究〕

ミャンマー・マンダレー及び�
その周辺地域における起業行為

～起業行為の複線化～

関　　　浩　成
山　田　伊知郎

はじめに
第 1章　フィールドワーク周辺の概略
　第 1節　現在のミャンマー情勢
　第 2節　フィールドの説明
　第 3節　当時のマンダレー及びその周辺地域の概要
第 2章　起業行為の実例
　第 1節　実例のルポルタージュ
　第 2節　�ミャンマーにおける起業行為の特徴，複業家（ポリワーカー）について

と仮説の導出

はじめに

　ミャンマーにおける起業の現状をフィールド調査し，独自の視点で起業形態を整理・分

類し，暫定的な仮説を提示することで，今後の実証研究への道筋をつけ，ミャンマーを含

む発展途上国の今後の活発な起業の一助とすることが本研究の目的である。ここではまず，

ミャンマーにおける起業を報告・議論するにあたり，近年の政治，経済，国際関係状況を

大まかに整理する。調査対象とする起業を含む経済活動がこうした社会状況に大きく影響

を受けていると考えるからである。

政治・経済状況について

　2011 年に連邦議会が招集され，2012 年にテインセイン大統領が選出された。それまでの

23 年間にわたる軍事政権から，民主化へのステップの一つとしてとらえられる。民主化へ

の一歩前進であるが，憲法により多くの重要な地位は軍人などに占められ，NLDは選挙の

時点で締め出されていたため，完全な民主化には遠く及ばないことは想像できる。そのよ

うな状況ではあるが，テインセイン大統領就任により，次のような変化が起こっていった。

キーワード：ミャンマー，起業，フィールド調査，マンダレー
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　アウンサンスーチー氏との関係改善，NLD党員の選挙参加，それに関連して，アウンサ

ンスーチー氏と親しい経済学者であるウー・ミン博士の大統領顧問への就任である。彼の就

任には経済改革へ積極的であるという姿勢が読み取れる。2011 年 8 月以降，正常な市場経

済を目指した政策として，コメや豆類などの農産物の輸出税を軽減し，民間の銀行に対する

外貨交換業務の認可，マイクロファイナンス法の発布といった経済政策を行った。さらに，

2012 年には，二重為替問題を解消するため，政府公定為替レートを廃止した。当時，政府

公定レートは，1米ドル約 6チャット強であるのに対し，市場レートは，1米ドル 800 チャッ

ト程度と，130 倍ほどの差があった。政府公定レートは，軍関係者が天下りする国営企業に

非常に有利な仕組みとなっており，経済をゆがめる大きな原因となっていた（根本，2014）。

　2021 年 2 月 1 日に国軍によるクーデターが起こり，国軍総司令官であるミン・アウン・

フライン氏が国家行政評議会議長に就任した。これ以降は，政情不安定のため，調査の対

象としての活動は行えていない。

国際関係状況について

　おおむね 1990 年以降のミャンマーに対する国際社会の対応は，大きく 3つのグループに

分かれていた。第 1のグループはミャンマー軍政を積極的にサポートする国家群であり，

ロシア，中国，インドがその代表的な国々である。特に中国とインドは，ミャンマーと国

境を接しており，安全保障面でも重要な関係にある。これらの国は，ミャンマーの地下資

源や大きな市場に注目し，経済的な利益を優先している。このグループに属する国々は，ミャ

ンマーの民主化が進展していった時代にも外交方針に変化はなかった。第 2のグループは，

ミャンマーの民主化を重要視する国々であり，ミャンマー軍政に制裁を加えるなどして民

主化を推し進めたい意図がある。アメリカ，ヨーロッパ，カナダなどの国がある。特にア

メリカは経済的な結びつきが大きくなかったため，1997 年以降は経済制裁を行い，軍に対

する批判は強固であった。2009 年に民主党のオバマ政権が発足して以降は，制裁と対話の

両面から軍政に対応するという変化はあった。第 3のグループは，民主化を望みながらも

軍政との関係をつなげていた国々であり，東南アジア諸国連合（ASEAN）や日本が該当す

る。ミャンマーは 1997 年にASEANに加盟した。ASEANとしては，第 2グループ，特に

アメリカからの軍政批判に対し，ASEAN内のミャンマー問題は，ASEAN内で解決すると

いう姿勢で対応していた。第 3グループは，海外からの投資をきっかけにして，ミャンマー

の経済的な発展につなげようとしてきた。ASEAN加盟国の中には民主化や人権に疑問符が

付く国もあり，ASEANとしての一貫性を保つうえでも，ミャンマーの問題を際立たせるよ

うな対応をとることはなかった。また，ASEANでは全体一致での決議となっているため，

ミャンマー批難の決議はできないという仕組みになっている 1）。

�1）�本論の「はじめに」は，根本（2014）の第 9章，第 10 章に多くを寄っている。
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　以上みたように，ミャンマーの軍政に対して三者三様な国際社会としての態度があり，

これが一致した対応が取れなかった理由の大きな要因である。ミャンマー自身も，情報機

関や警察，軍に大きな力を維持してきたこと，天然ガスや宝石，森林資源といった天然資

源が豊富に存在していたこと，国外の勢力が批難一辺倒でなかったことなどがこのような

状況をある程度の期間，継続できた要因であろう（根本，2014）。ミャンマーにおいて国軍

が大きな力を持ち続けたことは，この国の経済活動，とくに起業環境に独自の影響をもた

らした可能性がある。山田・関（2022）においてはフィリピンの起業についての調査研究

がなされているが，発展途上国というひとくくりではなく，複数の国におけるフィールド

調査が各国の特異点と共通点を浮き彫りにすることが期待できる。

第1章　フィールドワーク周辺の概略

第 1節　現在のミャンマー情勢

　現在，国難ときくとウクライナ情勢に目が向けられがちであるが，2021 年 2 月 1 日に突

如として起きた軍事クーデターによるミャンマーの政治的，経済的混乱状況は，2022 年 10

月現在も変わっていない 2）。

　ミャンマーの現状に関しては様々な評価がなされている。その中には，たとえば「ミャ

ンマーにおいてアウンサンスーチー率いるNLD政権は例外的な民主制の期間だった」「ミャ

ンマーの〈国軍　対　民衆〉の構図はずっと変わらない」といった長いスパンから見るも

のもあるが，現に今を生活し，国難をしのごうとしている彼らにとっては，それらは悲し

い論評に見られるだろう。

　軍事クーデターが起きた都年の 2021 年 10 月より，ミャンマー北部マンダレー市内にあ

る日本語学校（すみれ日本語学校）に対しては週 4回の日本語の遠隔講義を，また，北西

部のミンジャン村にある日本語学校（WINNER�TRAINING�CENTER）に対しても週 2回

の遠隔講義を継続している。受講生は大学生相当の生徒がメインで，日本語検定の初級に

合格している 100 名ほどが受講している。

　この節では続く論の展開に必要な範囲で，ミャンマーの学生達から直接聞いた現地の情

報を挙げる。毎回の授業自体が国軍によって盗聴されている可能性もあるため，授業中，

直裁に軍政への感想を聞くことは避けているが，彼ら，彼女達から聞いた話には，以下の

ようなものである。

1）�デモをやっていたら軍に無作為で捕まり留置場に収監されたが，親がお金を払ったの

で 1週間ほどで出てくることができた。（23 歳男性）

2）�道を歩いていたら，巡回していた軍関係者にいきなり携帯電話を取り上げられて，内

�2）�クーデターとミャンマー民政 10 年―「軍政 vs 民政化勢力」の復活？―（アジア太平洋論叢 23 号　
池田一人），終わりがみえないミャンマーの軍事政権（アジア太平洋論叢 24 号　今村真央）

31



桃山学院大学総合研究所紀要　第48巻第 3号

容を検査されることがある。（38 歳女性）

3）�大学は現在全て止まってしまっているので，家にいることが非常に多い。家にいる間は，

日本語の授業の他は，スマートフォンでゲームをして過ごす。（19 歳男性）

4）�日本への留学が決定し，出国する 1ヶ月前にクーデターが発生し，日本への留学がで

きなくなった。みんなでデモをしてもデモ側に一方的にけが人が出るばかりで軍には

勝てない。そのため，地元の少数民族の軍に入り，森の中や山中で軍事訓練を受けて

きた。（25 歳男性）

5）�マンダレー市内はショッピングモールなども開いており，まとめ買いをしてくれば，

生活に特に支障はない。ただし，ミャンマーの貨幣価値は大きく下がり，対日本円で

も 1/2 以下になってしまったため，物価高に付いていけない。（22 歳女性）

6）�金融機関の機能が止まっていたり，ATMでの現金が引き出しが非常に難しくなってい

るため，現金を自宅に置く習慣が復活した。（38 歳女性）

7）�マンダレー北部や西部の集落は紛争（ミャンマー国軍と少数民族軍の戦いか？）で危

険なため，マンダレーやミンジャンなどの都市部に寄宿しながら日本語の授業を受け

ている。（複数学生）

8）�時折爆発音が響くが，これは少数民族軍側のテロである場合が多い。しかしミャンマー

軍側はコンサート会場や小学生の野外授業を無差別銃撃するなど，互いの報復合戦が

止まらなくなっている。（19 歳男性）

9）�電気の供給は管区によって順番が決まっており，定時サイクルで停電となる。たとえば，

日によって，夜の 4時間だけ通電したり，昼間の 4時間だけ通電したりする。通電し

た時にスマートフォンの充電や充電器への充電，その他洗濯などを一気に行う必要が

ある。（複数学生）

10）�若者は家にいた方が安全であり，不用意に外出すると，政治活動に加わっていると疑

いをかけられて尋問されたりする。街角には軍の人間がいる。そのため家にいる時間

が圧倒的に多い。（20 歳男性）

11）�現在も夜間 20 時から朝まで外出禁止であり，外出した場合には軍や警察に捕まる恐れ

がある。夜行バスなども止まっており，以前は数百円で移動できた都市間移動も不便

になっている。（複数学生）

　これらのちょっとした証言からも，軍事クーデター以後，ミャンマー人の生活は大きく

変わってしまった観がある。視察を行っていた 2013 年から 2020 年という時期はクーデター

が起きる以前であった。ミャンマー国内の起業活動も海外からの投資も活発であり，学校

や病院や通信，エネルギー供給などのインフラも，不自由しない程度に機能していた。し

かしクーデターが起きてからは，このような社会的背景が大きく異なっている。したがっ

て第 2章での実例の分析は地域的にも時期的にも限定的なものにみえるが，この点に関し
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ては後ほど考察する。

第 2節　フィールドの説明

　本論では，ミャンマーで行ってきたフィールドワークのうち，2013 年 8 月から 2020 年 8

月に行った地域を基にしている。ミャンマーで行ったフィールドワークの大部分は，マン

ダレー管区を中心にしたミャンマー北部である。マンダレーを起点として，北はミッチーナ，

西はカレーミョウ，東はメイミョウ，南はタウンジーやメイティーラで，どの都市も第二

次世界大戦において旧日本軍が大きな戦禍を残した場所である。原則としてどの都市もミャ

ンマーの学生の紹介や案内によっていった場所である。

　一般にミャンマーは熱帯モンスーン気候で 5月から 10 月までは雨季，11 月から 9月まで

は乾季とされているが，ミャンマーの国土は広く，そして起伏に富み，地域によって体感

する気候は大きく異なる。マンダレー市内は熱帯モンスーンそのままの雰囲気で気温も 40

度を超える日も珍しくなく，昼夜問わず蚊が大量発生して飛び寄ってくるが，北のカチン

州や西のカレーミョウ，そして避暑地ともいわれるタウンジーあたりになると山岳部であ

り，乾季の時でも夜は比較的涼しいくらいである。

　ミャンマーの中央を流れるエーヤワディー川は雨季には増水し，地域によっては定期的

に氾濫し，大河の水は居住地域にも流れ込んでくる。しかし氾濫した場合もその氾濫した

状態で日常生活は継続される。人々は池や川と化した住居や道を自宅に数隻用意してある

ボートを浮かべて通勤通学を行う。また，仕事を乾季に集中させて雨季はのんびりと過ご

している一家もある。家のつくりも氾濫に対応できるように三階建て仕様の家も多く，雨

季対策のために一階には家具は何も置かれていない。

　このような地域では社会的インフラのイメージが日本とは大きく異なり，日本ではコス

トが非常に安く安定したサービスが，不安定で高額なサービスとなって日本で思い描かれ

るような起業行為のイメージを困難にさせる場合もある。逆に，そのような社会的インフ

ラであるからこそ成立する起業行為もある。

第 3節　当時のマンダレー及びその周辺地域の概要

その 1　根付いている上座部仏教の精神と寄付文化

　ミャンマーは仏教徒の割合が 9割を占め，全体的に仏教（上座部仏教＝上座仏教＝南伝

仏教）に対する信仰心が高く，僧侶に対する畏敬の念の高さやそれに伴って当然なされる

サービス（電車は無料で乗れる等）が存在するなど，日本における仏教に対する一般的な

イメージとは大きく異なる。男性は一生に一度以上，剃髪をして出家をすることになって

いる。女性は，公式には出家ができないが剃髪して自主的に出家をする女性も少なくはない。

この差は社会的に作られたものではなく，本拠地であるスリランカの比丘尼が戦乱で絶え

てしまったため，旧ビルマには教えが伝播されなかったためとされている。
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　お寺（パゴタ）は各地区に必ず存在し，地元住民の日々の奉仕によって維持されている。

日々のパゴタの清掃，パゴタ表面に塗ってある金箔の張り替え，そして小さな修復も地元

住民によって行われており，第二次世界大戦中にミャンマー各地で亡くなった旧日本陸軍

のパゴタも周辺住民の奉仕活動で私達の知らないところで維持されている。

　仏教への奉仕精神の現れの一端として，ミャンマー人の寄付文化がある。ある統計では

ミャンマーの所得に対する寄付率は世界一のようであるが，それを思わせるエピソードを

一つ紹介する。

　マンダレー市内に乾期でも水が引ききらず，居住が難しいエリアがあった。水道やガス

はもちろん，電気もひかれていない地域であったが，そこに少なくとも 30 世帯は住んでい

た。その中の 1世帯にインタビューを行ったことがある（関，2019）。8 人家族のその世帯

では，定期的に入る現金月収は，5,000 円であった。その家庭に 2時間程度のインタビュー

に協力してもらったため報酬として 5,000 円を支払ったところ，臨時に入ってきた大金だか

らといって，母親は娘に命じて全額を寄付させるためにお寺に行かせた。見渡せば，天井

付近の壁（竹を編んだ壁）には，お寺からの寄付に対するお礼状のような紙が 10 数枚貼っ

てあった。

　このような寄付の習慣は珍しくなく，マンダレー周辺では，収入に対して一定金額をお

寺に寄付していると答える人は多かった。日本においては寄付行為は支出の一部として計

算されるかもしれないが，ミャンマーでは収入の一部が寄付として予め天引きされる場合

が多いと考えるのが正しい。つまり，個々人の収入や支出の多寡は，この寄付行為という

慣習によって変動するし，企業の収支やGDP等のマクロな算出も影響を受ける。

その 2　意外と少ない家族構成

　ミャンマーと聞けば，開発途上国のイメージが強いかもしれない。たしかにミャンマーは，

開発途上国に分類されており，経済協力開発機構（OECD）の開発援助委員会（DAC）が

作成する「援助受取国・地域リスト」（DACリスト）第 I部にも記載されている。しかし国

民総所得（GNI）でみれば，世界的には 70 位ほどを保っており，比較的高い地位にあるこ

とになる 3）。また，1960 年代に使用された途上国という用語ではすでに貧困が見えなくなる

部分も多く，国別に開発途上かどうかを見るという指標は，今ではもはや誤解を生みやす

い用語である。

　開発途上国という用語から連想されやすい子だくさんや大家族というイメージも，ミャ

ンマーには当てはまらない。マンダレー近郊に限らず，北西部のカレーミョウ近郊におい

ても，フィールドワークで話を聞いた人々の世帯人数は，祖父母を含めなければ 4，5人と

�3）�世界銀行は発展途上国を「低所得国」「下位中所得国」「上位中所得国」の 3つに分け，低所得国は
GNI が 1,005 米ドル（約 11 万円）以下の国，下位中所得国は 1,006 米ドルから 3,955 米ドル（約 43 万
5,000 円）までの国，上位中所得国は 3,956 米ドルから 12,235 米ドル（約 1,345,000 円）までの国とする。
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いう家族構成が多かった。世界銀行の統計からしても，ミャンマーの合計特殊出生率は 2.12

で，201 ヶ国中 103 位である 4）。合計特殊出生率は，15 ～ 49 歳までの全女性の年齢別出生率

を合計したもので，大まかに一人の女性が一生の間に産むとしたときの子供の人数とされ

ている。この数値が 2.1 を切ると次世代の人口が自然減するとされるが，この意味でミャン

マーでは子供が二人いる世帯が典型的であり，人口増減が今後あまりない国だともいえる

だろう。

その 3　教育熱の高さ

　子供に対する教育熱は軒並み高かった。読み書き計算はできて当然という感覚が共有さ

れているようで，学校が終わったあとは，お寺が運営している塾（読み書きの他，仏典の

パーリー語も教えているところが多い）や学習塾，語学教室に通う生徒も珍しくはなかった。

統計上もミャンマーの識字率は 92％である。

　ミャンマーの教育は，かつて宗主国であったイギリスの学校制度をベースにしており，

小学校は 5年間（0～ 4年生），中学校は 4年間（5～ 8年生），そして高等学校が 2年間（9，

10 年生）で，5歳から小学校に通う。このうち義務教育は小学校のみである 5）。しかし，中

学卒業という学歴では働ける職種が限られてしまうため，高等学校まで進学する生徒が多

く，大学進学率も 30％程度はあるとされている。なお，ミャンマーでは高校になると，教

科書は全て英語版しかないようで，英語の読み取りができなければ学習が非常に困難にな

る。一方で教育支援の制度は日本より整っている側面もあり，たとえば一年間の国立大学

の学費は数百円程度で，経済的には多くの人が無理なく大学進学することができる。

その 4　現地のおける金銭感覚

　ミャンマーの GDPは，調査を始めた 2013 年時で約 601 億ドルであるが，これは日本の

GDPと比べて 1/8.5 程度に相当する。しかしながら，この貨幣価値の比は現地の多くの人々

の日常的な金銭感覚を反映するものではない。

　2013 年時，マンダレー市内の国内中小企業の会社員の月給は 5,000 円程度，大手銀行

（カンボーザ銀行）に勤める女性の月収は 8,000 円～ 10,000 円程度，公務員や学校の教員は

15,000 円～ 20,000 円程度であった。ミャンマー北部のこの大都市から離れて，地方都市に

行くと，この月収は公務員を除いて数割程度落ちたので，おおまかに現地の金銭感覚は日

本の金銭感覚の 20 分の 1という感覚になっていると考えて行動をしていた。日本における

大卒初任給平均給与や銀行員初任給平均給与を単純比較すれば，計算上は 25 分の 1 ～ 30

分の 1 となるかもしれないが，ミャンマーでは全額が現金支給になっていなかったり，労

�4）�https://www.globalnote.jp/post-3758.html
� 5）�ミャンマーの学制 https://studyinjapan-asean.jp/up_load_files/freetext/forjapanese/file/myanmar_
edu2020.pdf
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働時間や休日のイメージが日本とは異なり単純比較ができないため，ミャンマー人の貨幣

感覚を日本円に換算するときには約 20 倍と見積もることにする。

　なお，ミャンマーでは副業を持っていることが一般的であり，たとえば家の近くの遊閑

地に豚を飼っておき，まとまった金額が必要な時にはその豚を売って現金化している家庭

もあった。銀行は無担保ではお金を貸してはくれず，ローンのような貸し金制度も未発達

のようで，支払いは現金一括払いしか選べないようであった。また，ATMは故障も多く，

銀行窓口に行っても全て手計算で現金の出し入れを行っていたため，時間がかかった。結局，

ミャンマー北部では銀行には頼らず，家の中にまとまった現金を置いておく習慣があった。

村によっては，各家庭から一定金額を拠出させて貯めておき，そこから大学に通う学生に

生活費や学費を補助したりしている集落もあったが，そこでも銀行は利用されず，現金で

蓄えられていた。

　本論では便宜上，収入等の金額に言及する場合にはこの1：20の比率を用いる。調査を行っ

ていた年の日本円とミャンマーチャット（k）の市中交換レートは，1円 9k ～ 12k 程度であっ

た。したがって，かりに 1万チャットの収入がある場合，日本円にして千円の収入と換算

した上で，現地金銭感覚としては 2万円程度と算出し，かっこ書きで追記することにする。

第2章　起業行為の実例

第 1節　実例のルポルタージュ

　以下の実例は現地の視察をする間に目にとまったビジネスにインタビューなどを行った

ものである。マンダレー市内やその周辺都市にはスーパーやショッピングモールが存在す

る都市も多く，カフェやホテルやタクシー運営組織も複数存在する。したがってここでは，

あまり見かけないような起業行為ばかりを採り上げたことになるかもしれない。この点に

関しては次節に考察を加える。

その 1　西瓜の種のブレスレットを売る子ども達

　マンダレーから西へ 1時間ほど車を走らせ，ザガイン管区へ入ったところに古都，イン

ワがある。インワは1364年にシャン族の王宮が建立されてから，ビルマ族のタウングー王朝，

コンバウン朝時代にいたるまで約 500 年の間に数度に渡って王都として栄えた町であるが，

現在はその遺跡や遺構が観光地となっている。インワには対岸から渡し舟を使っていくこ

とになるが，船は 1隻しかなく，その渡し船を待つ時間がある。

　待っていると，どこからか現れた小中学生の女子達が 8名ほどやってくる。待っている

のは私達しかいないため，全員が周りに集まってきて，黒いブレスレットのようなものを

手に持って勧めてくる。よく見ると，それは西瓜の種を一つ一つつないだものである。彼

女達は日本語も英語も話せないようで，恥ずかしそうに売り込んでくる。日本円で一つ 15

円程度（現地金銭感覚に変換すれば 300 円以上）なので，説明をしている女子から一つ買
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うと，順番を変わるようにして次の女子が恥ずかしそうに売り込みをしてくる。商品は全

く同じだが，とにかく値段は 15 円程度と安いので，次々と順番に並ぶ女子全員から 1つず

つ買ってあげた。そういうわけで，私達はそれぞれが 8つの西瓜の種のブレスレットを手

にすることになった。女子達は嬉しそうに手を振りながら帰って行った。

　すると入れ替わるようにして，女子達が帰って行った方向から，熟年の女性が 2，3名やっ

てきた。今度はネックレスを手にしている。先ほどの西瓜の種をつないだものではなく，

つやのある大粒の綺麗な黒い種を通したネックレスだった。1本 200 円程度だが，珍しいの

で 1本だけ買った。女性達が去ったあと，私達には，さらに合計 5本のネックレスが残さ

れた。

　女性達がニコニコ去って行った方向から，今度はすぐに男性が一人でやってきた。手には，

おそらく周辺の木を切って，それで作った手彫りの水牛の彫り物を持っていた。私には非

常に端正に作られているように見えた。これを 1,000 円で売ってきた。ブレスレットとネッ

クレスを手にぶら下げたまま私達は考えたが，船が出そうになったので，インワにいって，

帰りがけにまた考えようと思ってその場を離れた。男性はニコニコ手を振りながら見送っ

てくれた。

　インワにつくと，名物の観光用の馬車が数台並んでいた。そして馬車を利用する外国人

観光客達の数名は，西瓜の種のブレスレットや，あのよく分からない綺麗な種のネックレ

スをしていた。インワから帰り，船場に着くと，あの女子達は船から降りてくる客には目

もくれず，船を待っている客だけを狙って売っている。あの女性達も男性も，商品を複数

手に提げたり持ったりして売っている。通り過ぎるときに私達が手を振れば，ニコニコ手

を振り返してくれた。

　この渡し船待合場所近辺には土産物屋さんがなかった。かりに土産物屋さんがあった場

合，お客はわざわざ買いに行かないかもしれない。地元の人が手作り感満載で売り込みに

くるから余計な分まで買ってしまうのである。しかも，値段と商品に段階があり，それが

売上げを伸ばす工夫になっている。

　仮に 15 円のブレスレットや 200 円のネックレス，そして 1,000 円の木彫りなどの商品を，

観光客一人平均 100円ずつ買っているとする。インワの向こう岸には 50人程度の人がいて，

これが 1日に 6回ほど回転する（船に乗る時間は 10 分ほどであるが，停泊時間を入れて 1

時間に1往復していると考える）と考えると，1ヶ月の売上げは100円×50人×6回×30日＝

900,000 円という金額になる。先述のようにマンダレーという大都市部でも月に 10,000 円ほ

どの月給であるから，この起業行為は非常にうまくいっている事例と評価できる。

　しかし，推定年商 1000 万円（現地の金銭感覚換算 2億円相当）を超えるような巨大なビ

ジネスを，どうして地元の企業は商機に結びつけないのだろうか。考えられる要因としては，

まず，ミャンマー北方では民主化が進んだとはいえ軍政下の経済体制の影響は大きく，観

光ビジネスがまだまだ未発達な点である。たとえばマンダレー空港でさえ海外からの観光
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客が相当数いるにも関わらず，お土産になるような商品数は少ない。したがって，観光客

数が少ないローカルな地域には，企業が進出してきていないということが考えられる。そ

もそも観光系の企業が参入しようとしても，1日に推定 300 人程度の観光エリアに店を構え

るだろうか。基礎人数が 300 人で，待ち時間が 0～ 20 分程度のため，店舗への集客率はあ

まり良くないことも併せて考えると，この商売は，インワの周辺に住む地元の人による段

階的な対人式の売り方だからこそ，ある程度売上げを伸ばすことができるのだろう。

その 2　鳥かごの小鳥を逃がす商売

　ミャンマー屈指の観光地にバガンという都市がある。バガンはカンボジアのアンコール・

ワットやインドネシアのボロブドゥールとともに，世界三大仏教遺跡のひとつとされてお

り，2019 年には世界遺産に登録もされた都市である。欧米からの観光客も非常に多いが，

現地では，観光客目当てにさまざまな商売がある。

　客が行き交う道の上に，スズメなどの小鳥が数羽入った鳥かごが置いてある。オートバ

イも行き交う騒然とした路上に，ポンと置かれたかごの中の小鳥達は，狭い空間に十羽程

度入れられて上下左右へと飛び跳ねており，決して飼われているわけではないことが分か

る。そして側にいる女性がそれを指さしながら，何かを言っている。

　上座仏教国なのにスズメを食用に売っているのかと思い，通訳を通して女性に説明を聞

いてみれば，閉じ込められている小鳥を逃がすための逃がし料をとるという商売で，商売

をしている女性は「逃がしませんか？」と勧めていたのである。この小鳥を逃がすことで

功徳が積めるらしく，見ていると時折お金を払って小鳥を逃がす人がいた。小鳥は 1匹逃

がすのに日本円換算で 20 円ほどであった。したがって，鳥かごの中の小鳥全てを逃がすと

200 円ほどだろうか。

　その女性や通訳に聞いた話によれば，誰かが組織的にやっているわけではなく，逃がす

ための小鳥は地元の子ども達が捕ってきて，それを売人が二束三文で購入して商売をして

いるという話であった。

　この商売の月収を推測してみる。仮に 1日 8 時間働き，1時間に全ての小鳥が逃がされ

るとすると，月間の売上げは 20 円× 10 羽× 8時間× 30 日＝ 48,000 円となる。年商にして

も 60 万円に満たず，一見サイドビジネスとも思えるが，現地の金銭感覚に換算すれば月商

960,000 円程度，年商では 1,000 万円を超える商売となる。しかもこの商売に参入するのは

元手もかからず，非常に簡単である。

　では，なぜこの商売がそんなに流行らないのか。それには宗教的な理由が考えられる。ミャ

ンマーでは上座仏教の信仰者が圧倒的多数を占め，パゴタを中心とした共同体も根強く残

り，仏教行事への参加も良き習慣としても保たれている。殺生や生き物を虐待することは

慎むべきこと，とされており，たとえば現地では腕に止まって血を吸っている蚊を叩いて

殺すことも悪いこととされている。したがって，小鳥を捕まえてきて商売にする者は忌み
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嫌われる傾向もある。

その 3　レンタル電動バイク

　ミャンマー屈指の観光スポットにバガンがある。広大なエリアに 3000 以上のパゴダが存

在するといわれる国際観光都市，バガンを見て回ることは，熱帯の気候も手伝って，徒歩

ではとても厳しい。道路の都合上，タクシーでは観光ルートが決まってしまうため，個人

で自由に回るにはバイクが便利である。しかもエンジン音を考えると，電動バイクの方が

適している。

　実際，バガンには，既に 2015 年には複数の電動バイクのレンタルサービスがあった。観

光客は，中国製の電動バイクを自由に乗り回し，思い思いの場所に止めてバガン観光をし

ていた。見れば，高校生，あるいは中学生のようにも見える観光客達もバイクを乗り回し

ている。しかもヘルメットも装着せず，3人乗りなどで走っている姿もある。現地の人達の

中には，母親が子ども 3，4人を乗せて走らせている姿も珍しくはない。

　通常，バイクの運転には免許証が必要である。しかし，ミャンマーでは少なくとも電動

バイクに関しては免許は不要なようで，自国の免許を国際免許証に切り替えていなくても，

あるいはそもそも免許を持っていなくても，バイクは観光客の運転免許や技術の確認なく

レンタルされていた。これは，現地では電動バイクが自転車と同じような感覚で乗られて

いたからかもしれない。

　なお，レンタルしたバイクの中には十分充電がされていないためか，あるいはシステム

上のトラブルがあるためなのか，スピードが上がらなくなったり，止まってしまうバイク

もあった。そういう場合は，その場に乗り捨てて去ってよいようで，その乗り捨てバイク

の回収はレンタルバイク屋同士で連絡を取り合って回収されているようであった。

　この電動バイクレンタル業者は複数あり，街中に店を構えているケースもあれば，路肩

でレンタルバイクを商っているケースもあれば，ホテルのフロントに頼むケースもあった。

　このレンタル電動バイク業に検討を加える。

　レンタルされたバイクは全て中古であまり手入れもされていなかった。レンタル電動バ

イクの店に入って，向こうの言い値で 1日バイクを貸してくれるのだが，その後は店の前

に止めてある電動バイクから適当に選んで乗っていく場合もあれば，店のスタッフ，ある

いは仲間が電動バイクにどこからか乗っておいてゆく場合もあった。値段も特に決まって

はおらず，1日 2,000 円～ 4,000 円程度であった。仮に 1日 2,000 円とすると，1ヶ月レンタ

ルされれば，60,000 円になり，新しい電動バイクが購入できることになる。

　バイクはおそらく自分達が乗り回した中古のバイクをレンタルとして貸し出しており，

客が多くてレンタル用バイクが足りないときには友人や仲間に連絡を取って融通しあって

いたのだろう。したがって，自分の使用している電動バイクを乗り換えようと思う者がい

れば，以前の不要な方の中古バイクをレンタルに出せばいいので，この電動バイクレンタ
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ル業に無駄なく参入できることになる。観光客の増減で大きく収入は変わってくるし，参

入業者の数によってもレンタル料は変わっていくかもしれないが，副業としては申し分の

ない収入を得られる。

その 4　サイカー（自転車タクシー）

　マンダレー市内には，自転車の後輪の荷台部分に客車を連結させ，そこにお客を乗せる

タクシーに改造したサイカー（自転車タクシー）が走っていた。客車といっても小さいも

ので，客 1人と荷物でいっぱいになる程度の大きさであるが，それでも運転手である自転

車の漕ぎ手には重労働である。

　マンダレー市内は 1年のうち，12 月から 2月には最低気温が 15℃を下回るが，日中の最

高気温は一年中 30℃から 40℃である。炎天下，マンダレーのような都市部のアスファルト

の路上の温度計が 40℃後半を示しているのも珍しくはないため，日中に自転車タクシーは

あまりみかけず，よく見かけたのは日が暮れて気温が下がる頃からの時間が多かった。

　視察を始めた2013年頃は，マンダレー市内の治安状態も分からず，土地勘も全くなければ，

野犬も多かった。徒歩での移動は不安があったが，タクシーやバイクタクシーだとどこか

へ連れ去られる危険もある。そこで，サイカーならば逃げようと思えば飛び降りることも

できるため，しばしばこのサイカーを利用していた。料金もバイクタクシーよりも安く，1

時間貸し切りで乗ると 500 円程度（ただし，現地の金銭感覚に直せば 1万円程度）であった。

とはいえ，お客を何時間も乗せて移動するのは体力的に無理だろうし，夜間のお客という

のも限られてくるため，1日に 1回，このような 1時間利用のお客が見つかればいい方なの

かもしれない。仮に月に 20 日外国人観光客に利用してもらっているとしても，年収は 500

円× 20 日× 12 月＝ 120,000 円。現地の経済感覚からすれば年収 240 万円程度ということに

なる。そしてこれに外国人以外のマンダレー市内のお客を乗せた収入が加わるため，年収

は 300 万円を超えるようなイメージになる。

　ただし，この金額は，外国人観光客に応対できることが要件で，サイカー運転手の中で

は高収入な部類である。英語のできない多くのサイカー運転手の場合，この年収が格段に

落ちる。英語を話せない運転手は，現地のミャンマー人相手に，時間で借り上げられる利

用形態ではなく，目的地に応じてお金が支払われる形態となる。その場合には 1回 30 円～

50 円程度であり，年収 300 万円程度にするためには，毎日働いて（先の外国人対応可能な

運転手は月 20 日計算）1日に 10 回以上お客を乗せなければならないことになる。

　英語が話せる自転車タクシー運転手に話を聞いた。英語は外国人と話をしながら独学で

習得したという。ずっとサイカー運転手をやってきてもう 45 歳になるという。そしてこの

運転手によると，自転車タクシーよりは，バイクタクシーにする方が収入的には割がいい

という話であった。というのも日中も働くことができる上に，マンダレー市外へ行くよう

な遠距離の依頼に応えることができるため，借り上げの時間数も稼げるからだという。また，

40



ミャンマー・マンダレー及びその周辺地域における起業行為

ガソリン代も上乗せ請求できるという。彼はバイクタクシーの運転手になるのがずっと夢

だったというが，家族（子ども二人）を養いながらバイクの購入資金を貯めるのは無理だ

という。

　このサイカーは 2015 年頃には，マンダレー市内では見かけなくなった。しかし，サイカー

を見かけなくなったのは，サイカーの需要がなくなったからではない。バイクタクシーや

素人タクシー（自動車）に乗るのは拉致の不安や事故の危険が伴いがちであるが，サイカー

だと速度もあまり出ない。近距離で急がないような場合には非常に安全で便利な乗り物だ

といえるうえ，海外からの観光客には物珍しさも手伝うため，一定の需要があるだろう。

　それでも見かけなくなったのは，バイクタクシーの方が収入がいいからという理由もあ

るが，それよりはバイクの値段が下がったことが大きいかもしれない。かつてはバイクに

対して自転車は圧倒的に低コストで，サイカー運転手を始める参入コストが安かったが，

中国やインドから非常に安価なバイクが出回ってきて（60,000 円程度～）参入コストの差

がなくなってしまった。そしてこの格安バイクの各家庭への普及により，地元の人達がバ

イクタクシーや自転車タクシーを使用する回数が減り，また，市中にバイクの数が増えて

客車付き自転車が走りにくくなった。さらに観光客に対するバイクタクシーの数が急増し，

自転車タクシーと同程度かそれよりも安くなった。

　まだ理由はある。マンダレー市内のバイクの乗車規制は 2019 年頃には相当取り締まりが

厳しくなり，ヘルメット着用が義務づけられ，定員も二人までしか乗れないようになった（交

通法規上はもともとそうだったが，現実に取り締まりが強化された）。それはバイクタクシー

にお客は 1名しか乗れなくなることを意味し，バイクタクシーの台数的な需要を増したが，

一般家庭で使用されるバイクや需要に応えて数を増したバイクタクシーが市中に増えて道

路を占領した。そしてこれはサイカーの走行には非常に不利にはたらいた。

　馬車のように観光に特化して値段を上げて再登場する可能性もあるかもしれないが，自

転車タクシーがほぼ消えてしまったのは，格安バイクの普及と交通法規の厳格化があった

といえる。

その 5　バイクタクシー

　観光客にとって，マンダレー市内や市内から郊外へ移動するのによく用いられるのがバ

イクタクシーである。ヤンゴン管区とは違ってマンダレー管区ではバイクの乗り入れ規制

はなく，マンダレー市内にはバイクタクシーが数台固まって道路の交差点の一角などで客

待ちをしているのをよく見かけた。

　行政からの営業許可といった公認のものはないようで，各自が自家用バイクをタクシ－

として使用して営業していた。これは通常の 4輪自動車タクシーも同じであるが，自動車

の場合は自動車運転免許が必要なようであるが，バイクの運転免許は必要ではない，ある

いは必要だという認識がないようで，バイクタクシーの運転手達は，営業許可どころか運
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転免許さえない状態で営業していた。

　交通違反に関しては，罰金のみが存在し，免許を持っていようといまいと所定の罰金を

その場にいる警察官に現金で支払うようである。この検問は警察官の胸算用で行われるよ

うであり，徴収された罰金に対する反則金切符や領収証などの書面は警察側から手渡され

ない。一般的な感覚としては，運の悪い人が運の悪い日に，警察官からお金を私用に盗ら

れるという感覚のようである。

　バイクタクシーは電動式ではなく 250cc や 400cc のエンジンバイクである。これは急斜

面や山岳部，悪路をお客を乗せていくためには相当の馬力が必要だからである。したがって，

バイクの購入やバイクのレンタルには元手がかかる。格安のバイクであれば，6万円台で出

回っていたし，中古となるともっと安く手に入れられるだろうが，メンテナンスの費用が

かかるようで，日本のバイクは非常に人気が高かった。HONDA社のスーパーカブは，中

古でも 100 万円超で取引をされていたようである。しかし地元企業の正社員の月収が 5000

円くらいであることを考えると入手は難しい。そこで多くのバイクタクシーの運転手は，

レンタルバイクをすることになる。

　バイクはバイク屋さんが中古バイクをレンタルしていることが多く，レンタル料は 1台

一日 500 円ほどだが，この料金はまとめて払うことはできず，原則として毎日支払わなけ

ればならない。そして海外からの観光客は気前よく 1日観光地を案内すると 4千円から 5

千円を支払ってくれるが，地元の住人の場合には，少し（1kmほど）乗って 150 円ほどに

しかならないから，経営的には大変だという。

　外国人を相手にするには英語を話せることが必須であるが，英語を話せる運転手は極端

に少ないため，外国人相手の場合には英語を話せる限られたドライバーがお客に対応する

ことができる。そして外国人が複数いる場合や自分のほかの仕事と重なってしまった場合

には仲間に応援を頼み，そのツアーをコーディネートする役割を担うことになる。ここでは，

お仕事あっせんのマージンを徴収していることもあるだろう。

　ここでバイクタクシー業について少し検討する。

　まず，バイクをレンタルして営業した場合の大まかな収入を推計する。ミャンマーのガ

ソリン価格は日本とさして変わらず，現地のガソリンスタンドでのガソリン 1L 当たりの

価格は，日本のガソリンスタンドの 2割引き程度の値段であった。外国人観光客が来る時

期には波があるが，月に 4日程度は外国人観光客からの仕事があるとする（話を聞いた英

語を話せるバイクタクシー運転手は月に半分は海外客だと言っていた）。毎日 5人ほどの

地元客の依頼があるとする。すると月の売り上げは 4,000 円× 4 件＋ 150 円× 5 件× 30 日

で 25,000 円ほどになる。ここからガソリン代とバイクレンタル代を差し引く。バイクが 1L

あたり 20km走るとして，外国人観光客相手の日は 1日 20km ほどを走り，地元の住人は

5回で 5kmを走るとする。ガソリン価格が 1L で 130 円とすると，20km× 4 件× 130 円 /�

20km ＋ 5km × 130 円 /�20km × 30 日の 553 円ほど。これにレンタル料 500 円× 30 日の
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15,000 円を合わせると毎月 15,553 円の経費がかかるので，差し引きでは 25,000 円－15,553

円で，月収 1万円弱の収入となる。もっとも，ツアーの途中でバイクが故障してしまった

場合の補償はすべて自分でやることになるうえに，この金額は観光シーズンにまとまって

入ってくる金額を見積もり平均したもので，毎月定期的に入ってくる収入ではない。

　しかしながらこの金額は地元で働く正社員のおおよそ 2倍相当の月収といえる。また，

この話を聞いたバイクタクシーのドライバーのように，その語学力を生かすことができれ

ば，この数倍の収入も可能である。

その 6　違法メディア販売

　ミャンマー北方のミッチーナという都市に行ったとき，現地で知り合った大学生に周辺

を案内してもらった。彼らは素朴にNLD（アウンサンスーチー率いるミャンマー国民民主

連盟）を支持し，絶対的な信頼を置いており，これでミャンマーも必ず良くなると信じて

疑わなかった。彼らの熱い政治談義を聞きながら，両親の職業が気になったため，その中

の中心的な青年に聞いてみると，彼は母子家庭であった。日本の同世代の大学生と比べる

と実に大人びており，社会のことや国のことに関する考え方もきちんと語ることができる

という好青年である。

　その大学生に母親は何の仕事をしているかを聞いたところ，今から会わせてあげるとい

うのでそのまま付いて行った。夜店が並ぶマーケットをどんどん進んでゆくと，その中の

一つに彼は入っていった。そしてすぐに母親と一緒に出てきて，一緒に挨拶をしてくれた。

　その店は，アメリカやアジアの映画や音楽を一律200円程度で売っている店であった。ジャ

ケットの印刷も家庭用プリンタでできるような粗末な量産品で，違法にコピーされた海外

の作品が，ビデオCDや DVD，CD-ROMとして数千作品は並んでいた。お客はいなかった。

これを売って生計を得られるのか，気になったので聞いてみると，ここで売れなくても中

継ぎの卸業のようなことをやって大量に売っているため，店での売れ行きはたいして気に

していないという話であった。

　警察からの取り締まりはないのかと聞くと，不定期に摘発があるが，警察も心得ていて，

お金次第で見逃してくれるため，あらかじめ〈罰金〉を用意しておけば彼らも適当な取り

締まりをやって去って行くから大丈夫とのことであった。

　この違法メディア販売について少し検討する。まず，店は市場とはいえ路肩に立ててあ

るため経費はかからないようで，主な経費はお店を始めるときの初期投資と在庫を維持す

るための仕入れと警察への罰金である。警察は無慈悲に多額の罰金を搾り取るのではなく，

小遣い稼ぎ程度の感覚で不定期に徴収を行うようである。仮に多額の罰金を取る警察官が

いれば，お店側は別の警察管区へ移動して出店すればよく，結局警察側としても自分達の

管区に徴収先が複数軒あるほうが都合がいいことになり，適当な少額徴収を複数件から徴

収することになりそうである。
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　次にDVDやビデオ CDといった媒体自体が，インターネット配信の有料映画チャンネル

や無料動画配信サービスの登場で消えてしまいそうであるが，逆にインターネットで配信

されないようなジャンル（アダルト向けや激しい暴力シーンがあるもの等）に特化し，そ

の違法性を承知で販売すれば単価当たりの利益は大きくなるかもしれない。

その 7　日本の商品の転売

　インターネットで日本の化粧品を購入し，それを数倍の値段にして売っている店がマン

ダレー市内のショッピングモールにあった。当時，ミャンマーの土地は中国からの投機対

象となっているようで高騰しており，地価はその他の商品に比べてかなり高く，感覚的に

マンダレー市内の土地は日本国内の都市部と同程度の地価であった。したがって，ショッ

ピングモールへの出店料も比較的高く，1区画で月額レンタル料は 20 万円程度という話で

あった。

　ミャンマー国内でもスマートフォンさえ手に入れられたら，日本の化粧品を含めてイン

ターネットからの物品の購入は誰でも可能である。スマートフォンは中国製の随分と安い

機種が中古でも売買されており，ネットの使用料も安く，電波状況も比較的安定していた。

ミャンマーの北西部のトゥマという田舎の村に行っても，スマートフォンをいじっている

学生をみかけた。

　それにもかかわらず，なぜインターネットで購入しただけの商品を数倍で売るという商

売が成り立つかというと，インターネットで商品を購入することに関して信頼性が低いか

らである。まず，インターネットで注文しても商品が来ない場合がある。そしてその原因

が発送元にあるのか，サイトに問題があるのか，輸送過程なのかを追求するのは難しい。

また，違う商品が配達されてきたり，同種の偽物が到着したりする場合がある。それが故

意によるものか過失によるものか判断するのも難しい。その点，店頭で手にとって購入す

れば，確実に手に入るし，巧妙な偽物を販売していた場合にはその店自体が遠からず潰れ

てしまうだろう，という期待がある。このような信頼性に基づいて成立している転売業は，

商品を売買している店舗への信頼感というよりは，社会的インフラへの不信感や不整備を

背景としてできあがった相対的な信頼感だといえる。

　なお，社会的なインフラが十分に整備されたとしても，格安の商品を購入して割高で転

売し，利ざやを稼ぐ転売業（いわゆるセドリ）は，日本でもよく見られる起業形態である。

その 8　零細養豚業

　マンダレー市内のスラムに分類されるような地域で，ある家族の聞き取り調査を行った。

父親は亡くなり，母と子ども 5人で暮らしている一家であった。世帯収入は 1万 6 千円ほ

ど。しかし日々の食費は 500 円程かかるため，世帯収入はほぼ食費に消えるようであった。

そこで，病気になったり怪我をしてしまった場合にどうするのか聞くと，近所から借りて，
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それでも足りない分は，豚を売るそうである。見てみると床下に 2頭の豚がいた。

　豚のえさは，近くの市場から廃棄食をもらえるらしい。また，この家にはトイレは豚の

いる真上でするようで，豚の食費はほぼかからないのかもしれない。豚は子豚を 4千円ほ

どで買ってきて，成長して成獣豚となれば市場で 3万円ほどで売れるようである。そして

その養育期間は約 8ヶ月あればいいそうである。だから時期をずらして飼っておけば，い

ざというときの備えになるということであった。

　えさ代も土地代もかからず，8ヶ月で 8倍の値段になるというなら，どうして規模を大き

くしないのだろうか。聞いてみれば，餌の問題と広さの問題とそれにかける時間の問題が

あるそうで，この状態で豚を飼うのは 3頭が限界だそうである。過去に 5頭でやってみた

ところ，日々のえさの入手に追われる上に，予防接種も打たないために病気で死んでしまっ

たようである。また，殺生は禁忌とする宗教上の理由もあり，できるだけ命を奪う行為は

慎みたい，という話であった。

　結局，養豚業は，いざというときに備えての保険的な役割に止め，不安定ながらも他の

仕事を組み合わせて生計を維持してゆくのが良いという話で，数年前と比べて暮らしぶり

は随分と良くなってきたと母親は語っていた。

その 9　翡翠の原石の購入

　ミャンマー北方の中国南西部と国境を接するカチン州は，翡翠の世界的な産地である。

カチン州北部のチンドウィン川からイラワジ川の分水嶺を成す丘陵地帯に，良質の翡翠を

産出する場所が数ヶ所あり，トーモー（Taw�Maw），ミェンモー（Mien�Maw），パンモー

（Pang�Maw），ナムシャモー（Namsh�Maw）などが有名で，付近に翡翠の原石の売り場が

あり，一般人にも販売されているという。

　マンダレー市内の裕福な家で時折見かけたのは，数個の翡翠の原石である。ちょうど生

まれたての子どもくらいの大きさの卵形に加工された翡翠の原石が数個，家の中や外に無

造作に転がっている。話によれば原石一つは 150 万円で，これに翡翠の塊が入っているか

否かで 10 万円から 1億円になるという話であった。購入時には翡翠の塊がこの原石の中に

入っているかどうかは分からず，周囲から少しずつ削っていき，大きな結晶の塊が入って

いたら 1億円程度になり，塊がなければ 10 万円以下になってしまうようで，これは一種の

宝くじのような感覚で購入されているようであった。塊が見つかったといって喜んでいる

一家に行き，現物を見せてもらうと，たしかに強い光を当てると親指大の緑色っぽい塊が

あるのが分かった。

　原石の中にある翡翠の結晶には質があるようで，値段も大きく変わってくるようである。

理想は 1個体当たりが 90％以上を翡翠輝石が占めるものとされるが，翡翠輝石の性質上，

他の成分（クロム，鉄，カルシウムなど）と混和しやすく，塊が見つかったとしても翡翠

とは呼べない状態のものも多いようである。そしてこれらを見分けるのは素人では難しい
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そうで，専門家に鑑定してもらう必要があるらしい。

　地下資源は民主主義の阻害要因ともいわれるが，翡翠を豊富に産出するミャンマー北方

のカチン州は，独自の軍隊を有する独立心旺盛な州である。翡翠の採掘もカチン州が独自

にやっており，ミャンマー国軍でさえも手を出せない領域だともいわれている。したがっ

て，翡翠のうち硬石に分類されるヒスイ輝石の産出量はミャンマーが世界一とされている

が，実際のところ正確な産出量は把握されていないようである。

　この翡翠原石の購入であるが，宝くじと同じようなギャンブルと思ってしまうが，ギャ

ンブルとは異なり，購入によって集められたお金から予め利益をとっておく胴元的存在や，

税として定率で徴収する政府がおらず，この点はカジノなどの民間の賭博場，そして宝く

じや競馬といった公営ギャンブルとは異なる。したがって，翡翠の原石の売買は，その性

質上，未上場株式やFXへの投機といった投機的金融商品に近いといえる。

その 10　日本語や韓国語の語学学校

　ミャンマーは，日本，韓国，タイ，シンガポール，マレーシア，マカオ，アラブ首長国

連邦（UAE），カタール，ヨルダンの 9ヶ国に，毎年 30 万人程度の労働者を派遣している。

圧倒的に多いのが地続きで隣国のタイである。しかし，割合こそ少ないが，収入の大きさ

を考えて日本や韓国への出稼ぎや留学を考えるミャンマー人も多い。そこで，日本語や韓

国語に挑戦し，資格取得ができなければ近隣諸国や西アジアへ行く，という人生上の選択

肢が出てくる。アニメが動画で出回っている影響で，留学先として日本は人気である。

　比較的挑戦しやすい日本への出稼ぎとしては技能実習制度がある。技能実習生は，月収

は低く抑えられてしまうが，タイへ肉体労働をしに行くよりは多額の収入が得られるうえ，

技能実習を終了後，特定技能者という資格で日本の労働者と同じ条件で働くことができる

ようになるため，人気が高い。しかし日本語の習得が難しく，技能実習生として日本で働

くためには，日本語検定で 3級（N3）から 4級（N4）が必要である。

　このため，ミャンマーには各地で日本語学校が増えており，2013 年頃はまだ珍しかった

日本語学校であるが，ミャンマー国際基金の調べでは，2017 年には 200 校ほど，そして

2020 年には 500 校ほどの日本語教育機関があるとされている。

　日本語学校の主な収入源は，生徒からの月謝ではなく，技能実習生として日本へ送り出

す送り出し機関へのマージンや，留学生として日本の語学学校への諸続きを代行する事務

手数料である。

　技能実習生の場合，日本側は，技能実習生を受け入れるために，技能実習生の渡航費用

80,000 円前後（航空券等実費），申請書類作成・取次費用 20,000 円程度，雇用前健康診断費

用 10,000 円前後，1ヶ月事前講習費用 70,000－100,000 円前後，講習手当 50,000－70,000 円

前後を支払うことになるが，現地の技能実習候補生達も重ねて講習費用（制服費その他の

名目を付けられている）や寮での生活費など，200,000－400,000 円を取られているようであ
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る。したがって，ミャンマー現地の教育機関併設の技能実習生送り出し機関は，一人当た

り 50万円程度の売上げを上げているといわれている。一回 100人の生徒を送り出すとして，

半年に一回技能実習生を送り出せば，一年間の売上げは 1億円となる。

　なお，日本語を学ぶ生徒達の中には，日本語学校で資格を取り，ある程度日本語を話せ

るようになると，ミャンマー国内の都市部へ出て大きな日本語学校で講師業を始める場合

もある。

その 11　インレー観光ショップ

　マンダレーから東へ車を走らせると，観光地として有名なインレー湖がある。インレー

湖は南北に 18km，東西に 5kmに渡って広がる湖であるが，ここでは港に留まっているた

くさんの舟に観光客が 5人程度ずつ乗り込み，そのままのんびりと数時間ほどでインレー

湖を周遊する観光が定番のようである。出発してから数十分ごとに観光客を意識したイベ

ントがある。たとえば少数民族インダー族が足で舟を漕ぎながら投網漁（伏せ網）をして

いる姿は，観光舟の通り際で必ず行われているが，観光客の目に付きやすいところから移

動せずに散発的に漁をやっているところからすれば，自分達の生活のために漁をしている

というよりは，観光イベントとしてやっているようにも見える。

　舟は休憩のために数ヶ所，水上マーケットに停泊する。インレー湖には水上に木と竹で

作られた簡単なお土産ショップが建てられている。名産品である絹織物とその加工品のマー

ケットもあれば，首長族ともいわれるパガウン族の店もある。ここでは，パガウン族が伝

統工芸品や民族衣装を売っており，店の前には首の長い女性が数名座っている。お菓子や

地元の食材を売っている店もあれば，民芸雑貨を売っている店，Tシャツを売っている店

もある。これらの水上マーケットは，団体ごとに行き先が異なる。船頭とショップはつながっ

ており，舟頭にはマージンが支払われているようである。

　舟は 1人 1 日 4,000 円でゆっくりと周遊する。5人乗りであるため，満席ならば 2万円程

度の売り上げとなる。舟は常に満席とは限らないが（ただし現地では満席になったら出発

していた），1ヶ月 20 日間働くとすれば年間では 480 万円である。これを現地金銭感覚に換

算すれば，1,000 万円弱となり，十分な収入源である。

　また舟の台数をざっと 100 艘とすると，1日 500 人の観光客が店を訪れることになる。一

人当たり 1,000 円程度の買い物をするとすれば，全ての店舗を合わせれば 1日 50 万円，年

商では 1億 8000 万円（現地金銭感覚では 36 億円）となり，ここに周辺への経済効果（ホ

テルやタクシー，案内人，お土産品店などの一時的波及効果，そして働きに来る人々がも

たらす二次的波及効果など）を併せて考えると，インレー湖の周辺には大きな市場が存在

していることになる。
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その 12　クンヤの販売（ベテルチューイング）

　クンヤ（Kwun-ya）はミャンマーの伝統的な嗜好品の一つである。このクンヤは，ミャ

ンマーだけではなく，南アジアや東南アジアに広がっている。吉田集而によると，クンヤ

などのベテルチューイングはマレー半島が起源で東南アジア全域に広まり，そしてインド

に伝わると洗練され，逆に東南アジアにインド式のものが広まっていったとされる。一般

的にはベテルチューイング（Betel�chewing）と言われているが，噛みタバコとも違い，口

の中に入れたまま，噛み砕いて汁を吸い出してから，その真っ赤な汁を吐き出す。一つの

クンヤで効果は 1時間程度とされている。「頭が冴える」ために愛好者は多く，2017 年のミャ

ンマー保険庁の調査では 15 歳以上の男女の 43％程が愛好しているとされる。口の中もはき

出した唾液で道路も真っ赤になるため，初めてクンヤを嗜んで口から真っ赤な液体を垂ら

していた人を見たときには，口内に何らかの怪我をして出血した人かと思ってしまったほ

どである。

　主成分はヤシ科の植物ビンロウジュで，少ない量でカフェインやニコチンと同様の刺激

作用が起こり，多量を用いると心拍数上昇，高血圧，不整脈など，コカインに似た刺激反

応が起きる。2019 年には，歯の汚れや，歯や歯茎の損傷，さらには口腔がんなどを誘発す

るとしてNLD政権からは反クンヤキャンペーンが行われていた。マンダレー近郊の若者の

間では，法的には禁止されているがインドから陸路で入ってきている身体に有害な薬物と

いう認識があり，クンヤ離れの動きもあった。

　ミャンマーではタバコもよく吸われるが，2006 年に制定されたタバコ規制法（Myanmar�

Tobacco�Control�Law�of�2006）により，たばこのパッケージには身体に有害である旨や肺

がんを誘発する旨の広告をしなければならず，たとえば摘出された内側が黒くなった肺の

生写真をパッケージの中央に大きく載せるなど，かなりグロテスクな見栄えにしている。

しかし，クンヤの場合，現行のようなクンヤの形態ではコントロールは難しい。というのも，

クンヤはクンヤ屋で売っているが，その味は多様で，店によって大きく違う。いわば定食

屋のように，行きつけの店が各人によって異なる。ビンロウジュとタバコの葉を混ぜたも

のをキンマと呼ばれるコショウ科の葉で包むというものだが，その中にアルコールやライ

ムや蜂蜜などをいれてアレンジするため，辛いものから甘いものまで，バリエーションが

豊富である。したがって値段も 1つ 3円から 10 円までさまざまである。

　常用する人からすると，値段だけから考えれば，現地で売られているミャンマー産タバ

コとさして変わらない。ただし，電車やタクシーで移動する間に，タバコは煙を出すが，

クンヤは窓を開けて車外に吐き捨てればいいので，クンヤの方が便利なのかもしれない。

あるいはタバコとは違って火を使わないで済むし，タバコと比べて味のバリエーションが

豊富なこともあるかもしれない。

　しかし恐らく販売側からすればクンヤの方が利益が大きいのかもしれない。というのも，

クンヤはタバコと比較すれば，規制が存在しないに等しい。タバコと同様に依存性や健康
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被害があると指摘されているが，タバコとは違って課税対象からは外れている。政府公認

の製造場所で作られるわけではないため，売り上げの把握をすることは外部からは難しく，

店側からすれば売り上げの申告の調整が容易で，税金逃れをしやすい。クンヤの店に一日

にどれくらい売れているかを聞いてみると，人のよさそうな母親達が，笑いながらも答え

てくれないのはそれが要因かもしれない。

第 2節　�ミャンマーにおける起業行為の特徴，複業家（ポリワーカー）についてと仮説の

導出

　前節にみたようにミャンマー北部という地域をざっと視察しても複数の起業，あるいは

起業行為が存在するのが分かる。これらは同じASEAN諸国の一つであるフィリピンの開

発途上エリア（ミンダナオ島中西部）における起業行為とも異なるようにみえる。

　しかし前節の 12 種類の起業行為を以下のように分類すると，起業行為の図式の一側面が

見えてくる。

　まず，3レンタル電動バイクは，今のところ個別ばらばらに経営されているが，今後はバ

ガンのホテルや旅行代理店によって観光業の一環として系統立てられてしまうだろう。ま

た，5のバイクタクシーはサイカーに取って替わったが，中古車市場が成熟してきて自動車

の価格が安くなったり，あるいはローン制度が発達してきて自動車の購入が可能になった

りすれば，旅客の主流は自動車タクシーが取って替わるかもしれない。この二者は，日本

や先進国の観光地でも見られる業種である。また，11 のインレー観光地におけるシステム

も同様に他の国々でも見られるし，同様に，7のネット入手商品の転売もそうである。この

4種を，他の地域や国でも見られる典型的な起業という意味で，普遍主義型起業と呼んでま

とめる。

　次に，1手作りネックレス売り，2鳥逃がし，4サイカータクシー，8零細養豚業は，日

本や他の先進国では散見されない起業形態である。これらは地域特有の事情や条件を背景

に成立しており，逆に言えばその地域限定で成立している起業といえるかもしれない。また，

この形態で起業を行う人々は，この限定性を理解しており，他の地域へも拡大して巨大組

織に発展させようという意欲はあまりなく，どちらかといえば，適度に無理なく働いて稼

いでいこうという意欲を持ち合わせている人が多かったように思われる。この 4種を自治

型起業形態と呼んでまとめる。

　さらに，6違法メディア販売，9翡翠原石購入，10 語学学校，12 クンヤ販売業は，ミャンマー

という国，あるいは行政組織（含む警察組織）の特性によって成立している起業としてま

とめることができる。これは，政府（地方政府を含む）が保護・促進しようとする流れを

活用している起業形態（9翡翠原石購入や 10 語学学校）と，政府は規制／促進しようとす

るが，現実的には何らかの欠陥があって規制／促進できていないためグレーゾーン化して

おり，起業が成立しているもの（6違法メディア販売，12 クンヤ販売業）とに細分化できる。
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これら 4種を制度依存型起業形態と呼んでまとめる。

A普遍主義型起業形態＝先進国でも同種のものが見られるような起業形態

　3レンタル電動バイク，5バイクタクシー，7ネット入手商品転売，11 インレー観光

B自治型起業形態＝地域特有の要因に依るため，規模が限定される起業形態

　1手作りネックレス売り，2鳥逃がし，4サイカータクシー，8零細養豚業

C制度依存型起業形態＝ミャンマー特有の法制度や行政システムに起因する起業形態

　Ca制度活用型　9翡翠原石購入，10 語学学校

　Cb制度欠陥型　6違法メディア販売，12 クンヤ販売業

　これら三つの形態のうち，A普遍主義型起業形態のみが本来的な起業形態であり，残り

二つは，経済発展や制度の変更・整備によって消えてゆく一過性の起業形態に過ぎないと

も考えられる。しかし，B自治型起業形態や C制度依存型起業形態は，日本などの先進国

と言われる各国でも特有の存在感をもってそれとは独立した経営形態として存在している

ように思われる（山田・関，2022）。

　また，起業行為を営む主体である起業家に着目すれば，ミャンマー北方での起業行為の

特徴は，複業家（ポリワーカー）であった点にも留意すべきである。

　ミャンマー北部では，複数の仕事を有し，しかも季節や時期によって仕事の種類を大き

く変動させながら生活をしている人が多い。たとえば自宅の周辺に広大な水田があるとし

ても，ある時期には牧畜を手伝いに行ったり，中古車輸入の貿易をやったり，輸送業をやっ

たり，竹を切ってきて建材を作ったりする，というように，主業や副業，あるいは複数やっ

ている複業の種類の組み合わせが，その時期によって不定期で変わることもある。したがっ

て，第三者的に見れば農家に見えても（あるいはその逆で農家に見えなくても），実際には

仕事や起業は大きく異なる世帯が多いだろう。

　たとえば日本では，世帯の主収入は父親の会社からの給与であるが，娘が家庭菜園（10a

程度）をやっていて，その生産物を使って定期的に即売会や料理会などのイベントをして

毎月 4万円ちょっとの収入を得ていた場合，農林水産省の分類に従えば，この世帯は農家（副

業的販売農家，あるいは自給的農家）に該当する。しかし，そのようにして第三者的から

農家に分類されてしまうと，当事者には違和感があるだろう。

　ここで重視されるべきは，経営学や起業論が対象とする，全世界で通用するはずの典型

的な起業とそれ以外の過渡的な消えゆく零細起業行為という構図ではなく，当事者である

起業家が，単業家（モノワーカー）であるか複業家（ポリワーカー）であるか，という視

点である。起業家を起業行為に全ての時間と資源を集中して生計を営む単業家（モノワー
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カー）と見るのではなく，複数の異種の事業を複業的に選択して組み合わせ，小さな収入

を重ね合わせてゆくことによって家計の安定化を図ろうとする複業家（ポリワーカー）を

評価し直す必要がある。

　今回の研究を通じて以下のような仮説を立て，今後の検証につなげることにする。

仮説 1

　社会的インフラが不安定な地域においては，複数の事業を営むポリワーカーの方が収入

を安定化できるため，自治型起業戦略や制度依存型起業戦略が普遍主義型起業戦略より多

く採用され，標準的な手法となる。

仮説 2

　社会的インフラが安定した地域においては，法制度の整備により自治型起業戦略や制度

依存型起業戦略は非常に限定されてしまうため，単一の労働や単一の事業を行うモノワー

カーの方が収入を安定化できる。その際，普遍主義型起業形態が標準的に観察されるが，

それは，第三者によって数値的に把握され易い，顕在的な大小の企業や専業起業家を対象

としているからである。

　実際は，普遍主義型企業形態，自治型起業形態，制度依存型起業形態がそれぞれの存在

感を持って混在しており，個々人の零細な個人事業をはじめとした潜在的な小規模経営行

為を複数営むポリワーカーの経済的な成果は，大きな暗数的存在となってしまっている。

　このうち，仮説 1を検証するためには，ミャンマーやフィリピンの都インフラが比較的

安定した都市部，並びにインフラが整っていない地域（都市近郊の僻地やスラム地域等）

に行き，世帯調査を行い，その分析を行う必要がある。その際には，2020 年にミャンマー

のモンユワその他村落で行った起業アンケート調査の分析が一つのエビデンスとなるだろ

う。
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Startups�in�Entrepreneurship�before�the�Military�Coup:
Field�Studies�in�Mandalay�and�the�Surrounding�Area

SEKI�Hironari�
YAMADA�Ichiro�

This�paper�considers� the�method�of� the�entrepreneurial�behavior� in�Myanmar�before�
the�military� coup� in�February� 2021.�Based�on� the� fieldwork� in� the�northern�part� of�
Myanmar,�we�identified�12�types�of�entrepreneurial�behavior.�While�superimposing�these�
classifications�with�our�similar�fieldwork� in�Mindanao�Island� in�the�Philippines,�we�focus�
on�the�work�styles�of�entrepreneurs�or�poly-workers.�Through�this�study,�we�classified�
the�12�cases� into�the� following�three�categories,�A�through�C.�Category�A� is� “Universal�
Entrepreneurship�Form”�which� is� seen� in�developed� countries.�Category�B� is� “Self-
Governing�Entrepreneurial�Form”�whose�scale�is�limited�due�to�regional�factors.�Category�
C�is�“System-Dependent�Entrepreneurial�Form”�due�to�Myanmar’s�unique�legal�system�or�
administrative�system.�As�subcategories�of�C,�C1�is�the�form�of�system�utilization�type�and�
C2�is�the�form�of�institutional�defect�type.�Of�these�types,�we�tend�to�think�that�Category�
A�or� “Universal�Entrepreneurship�Form”� is� the�norm,�while� the�other� two� tend� to�be�
seen�as�transiently�unstable�and�exceptional.�But�this�study�argues�that�these�two�have�
a�unique�presence,�even� in�areas�that�have�stable�social� infrastructures.�So,�we�propose�
the�following�two�hypotheses,�and�we�reason�that�the�target�is�a�management�body�that�
makes� it�easy� for� third�parties� to�obtain�explicit� figures.�Hypothesis�1:� In� the�unstable�
social� infrastructure,�poly-workers�with�multiple�businesses�can�stabilize� their� income.�
Thus,� self-governing�entrepreneurial� strategies�and�system-dependent�entrepreneurial�
strategies�are�adopted�more�often� than�universal�entrepreneurial� strategies,�and� those�
then�become�standard�methods.�Hypothesis�2:� In� the�stable� social� infrastructure,� self-
governing�entrepreneurial� strategies�and�system-dependent�entrepreneurial� strategies�
are�extremely� limited�due� to� the�development�of� legal� systems.�More�entrepreneurs�
in� the�stable�structure�can�stabilize� their�own� income.� In�doing�so,� the�universal� type�
of� entrepreneurial� style� is�normally� observed,�because� it� targets� obvious� companies,�
large�and�small,�and� full-time�entrepreneurs�that�are�easily�quantifiable�by�third�parties.�
In�reality,�all� the�entrepreneur� forms�coexist,�each�with� its�own�presence.�Finally,� the�
economic�results�of�the�poly-workers�become�big�dark�figures.

Keywords:�entrepreneurship,�strategy,�social�structure,�poly-worker,�Myanmar
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〔共同研究：地域文化財の掘り起こしと活用の研究〕

日本仏教揺籃の地としての南大阪（Ⅵ）
行基の足跡（1）

梅 　 山 　 秀 　 幸

　学生のころ，折口信夫の『死者の書』を読んで，それにいざなわれるように，奈良の当

麻の里にしばしば出かけ，歩きまわったことがある。中将姫の伝説をもつ「当麻曼荼羅」

はもちろん謎めいて好奇心を刺激したし，伝えられているとおり，聖徳太子の弟の麻呂子

王の草創だとすれば，法隆寺に匹敵する古い由緒を持つ当麻寺のひっそりと静まった暗い

お堂の中で，古風な四天王像の忿怒の眼差しにも弥勒菩薩の穏やかな表情にも，青年期に

特有な驕慢をたしなめられもし，またともすればデスペレートになった感情を癒されもし

た。境内に出て歩きながら，色づいた紅葉の影から姿を現した三重の塔のたたずまいは今

でも目に焼き付いている。当時の当麻の里の風情もなつかしいもので，それが何を意味す

るのか調べないままに，民家の玄関先には半紙に朱で人びとの手形を捺したものが貼り付

けてあったのを思い出す。

　そして，夕刻，空を深紅に染めて荘厳と二上山に沈んでいく夕陽。

　それは「当麻曼荼羅」，すなわち「観無量寿経変相図」の説く浄土に往生するまず第一の

方法である「日想観」を促すものであった。『観無量寿経』は次のようにいう。

　「仏，韋
い だ い け

提希に告げたもう，『汝および衆生は，まさに，専心に，念を一処に繋
か

けて，西

方を想うべし。いかに，想いをなすや（と言わば），およそ，想いをなすとは，一切衆生の，

生
しょう

盲
もう

にあらざるよりは有
う

目
もく

の徒，みな，日没を見る。まさに，想念を起し，正坐し，西に

向いて，諦らかに日を観ずべし。心を堅住し，想いを専らにして，（他に）移さざらしめ，

日の没せんと欲して，（その）状，懸
けん

鼓
く

のごとくなるを見よ。すでに日を見おわらば，目を

閉じても開きても，みな，（日没のかたちを）明了ならしめよ。これを〈日想〉となし，名

づ〈初観〉という』」

　二上山の向こうには西方極楽浄土があると，大和の人びとは浄土への想いを駆り立てら

れる。七宝の楼閣があり，観音・勢至の二菩薩をしたがえた阿弥陀如来がいまし，清浄な

池には蓮の花が咲き乱れ，天人たちが音楽を奏でている。愁苦に満ちた現世とは別の歓喜

の世界が山のかなたにあって，この世の終わりとともに，そこに生まれ変わることができ

るという幻想を味わうことができる。しかし，『観無量寿経』の「観」とは，それこそ観念，

すなわちイマジネーションを意味していよう。すべて苦しみも喜びも心のもちようである

キーワード：行基，瑜伽唯識，土塔，四十九院，三島由紀夫
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とすれば，イマジネーションは現実よりも真実であり，強靭なイマジネーションは現実を

克服する力をもつこともできよう。

　それから三十年後，私は二上山のまさに西側を，朝の太陽が東に昇るのを眺めながら通

勤するようになった。かつて幻視の中にあった西方浄土がありふれた日常生活の場になっ

たわけだが，しばらくして，私のいるそこが確かに一つの仏国土であったと思うようになっ

た。それが，この論考を書き続けている理由なのだが，さらに最近のこと，泉北高速線で

深井の駅にさしかかるとき，真東に二上山の姿があり，その雄岳と雌岳の間から朝日が昇る。

私と二上山を結ぶ線上に大野寺の土塔があるはずだと気が付いた。その線をさらに西に私

の背後に延長すれば，その線上に行基が生れた母の家を寺にした家原寺があるのではない

か。そして，まことに迂闊というしかないが，「深井（fukai）」という地名そのものが，仏

に水を供えるために行基が掘った「閼伽井（akai）」の転訛したものではないかと思いついた。

和泉地方の仏国土が一つのくっきりとした輪郭を取り始めてきたのである。ここには行基

を中心として仏法を信奉しつつ日々の生業にいそしむ人びとのコミューンがあったはずで

ある。

土塔について

　大野寺の土塔は忘れられた存在であったようである。大阪府教育委員会編『大阪府の文

化財』（1962 年）は「史跡大野寺土塔の保護」の項で次のようにいう。

　「大野寺の東南に，当時の考古学会では土塔方形墳などと呼ばれ，古墳と認められていた

特異な方錐状土山があったが，昭和二十七年頃になってその東北隅角から採土破壊が頻り

となった。それが稀有な塔婆形式の土塔そのものであることを確認した本府教育委員会で

は，その保存に努力を傾注した。その土壌および敷地の買収について府費予備費の支出を

画し，幸い十月十日には土地所有者および土地買収者から，買収の契約を了するまでにこ

ぎつけ，永劫の保存を期しうることとなった。そして翌二十八年一月十七日には史跡の仮

指定をおこなった。ついで文化財保護委員会あて史跡の本指定を申請し，同年三月三十一

日付で官報告示があった。これが本府において，またおそらく全国的にみても地方庁が史

跡等の買収保存に踏み切った最初の事例であった」

　高度経済成長下の宅地開発，道路整備などで，多くの文化財が失われたことはいうまで

もないが，この土塔も存在価値を認められず，荒れ果てるにまかされ，危うく姿を消すと

ころだったのである。方錐かつ段状で特異な形をしているとはいえ，この地方におびただ

しくある古墳の一つだと考えられ，住民たちが土を採取して破壊するままに放置されてい

た。大阪府教育委員会のこの本は，地方自治体として予算を組んでその保護に乗り出した

のは画期的な事例であったと幾分かは誇らしげに語っている。そして，墳墓と考えていた

のは誤りで，その調査の過程で，土を盛った塔婆であることがわかったのである。『大阪府

の文化財』はまた「大野寺土塔の実測調査」の項で次のようにいっている。
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　「堺市土塔町の真言宗大野寺から，道をへだてた東南の畑中に，土塔または塔山と呼ば

れる方錐状の堆土がある。この寺は神亀四年，僧行基によって建立された大野寺の法燈

を継ぐものであり，この堆土は，家原寺に所蔵する重要文化財『行基菩薩行状絵伝』の大

野寺の部分に，その原形の描きとどめられている土塔そのものである。昭和二十七年，大

阪府教育委員会ではこの土塔の緊急保護措置として，史跡仮指定をおこなったが，その

ため実体を把握する必要があり，堅田直氏に嘱して，寺跡一帯と土塔そのものの地形測量

をおこなった。現状では土塔の東北隅角は，はなはだしく採土せられ，また周囲の畑地耕

作による蚕食があって，その形態を損じ，高さ九メートル，東辺長五十二メートル，西辺

長四十八メートル，南辺長五十七メートル，北辺長五十三メートルを測るが，元来は辺長

五十メートル強を有したことが推測された。そしてその断面に現れた柱状土層から，その

層数は十三重であったことも確認された」

　日本において，法隆寺や薬師寺を始めとして木造の塔は珍しくはないものの，土の塔は

珍しい。玄昉の頭が落ちて来たところという奈良の高畑の頭塔は有名だが，そちらは『東

大寺要録』の新薬師寺について述べるところに，「仁聖皇后（光明子）之建立也。実忠和尚

西野建石塔」とあり，周りに石仏があるために「石塔」とするが，実忠が建てたものとし

て，かつては広かったらしい新薬師寺の境内に属するものと考えられていたらしい。現在

はこじんまりとした新薬師寺の本堂の門前には鏡神社があり，そこに祀られるのが反乱を

起こして殺され，怨霊となり，九州に左遷されていた玄昉を食い殺した藤原広嗣であるこ

とを考えると，玄昉の頭の落ちて来たところという言い伝えには何か意味のあるものらし

現在の土塔
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く，一笑にふす気にはなれない。私は三月とはいえまだ寒く雪の残る若狭でお水送りの行

事を見たことがある。小浜郊外の神宮寺の閼伽井で閼伽（水）を汲み，遠敷川の鵜の瀬に

注いで奈良の東大寺の二月堂下の若狭井まで送る，二月堂のお水取りの前段階の行事であ

る。お水取り，すなわち十一面観世音菩薩悔過会は，それこそ実忠が始めたものとされる

が，小浜から奈良まで地下を通して水が届くなどと発想して人びとに信じこませ，そして

千三百年後の今もそれを続けさせている実忠は，現代のシニカルな感覚からいえば食わせ

物なのだが，やはり古代の人びとの敬虔な心性からは真実と考えられたのであろう。実忠

は呪師として貴い存在と考えられて，またその効験も持ち合わせていたのだと思われる。

玄昉も中国で高度な唯識の思想を学んで持ち帰った有為な学僧でありながら，政治と高貴

な女性たちに深入りし過ぎたばかりに大宰府に左遷されて不慮の死を遂げざるを得なかっ

た，都に帰ることなく死んだということでは天神（菅原道真）さんの先例であり，広嗣と

同様に鎮魂すべき存在ではあった。その鎮魂に実忠がかかわったとしてもおかしくない（さ

らに付け加えれば，新薬師寺の本尊のあの沈鬱な薬師如来はなぜか行基作と言い伝えられ

ている。同じく唯識を学んだ同時代者でありながら，玄昉と行基は対照的な生き方をしな

ければならなかった。行基作という伝承にも意味がありそうである）。

　その頭塔は方二十四メートルというから，方五十メートル強の大野寺の塔の方がはるか

に大きいことになる。なぜ，行基はそのように大きな土塔を造ろうとしたのか，井上薫氏

は「和泉国大野寺土塔の源流」（『奈良大学文化財学報』第 1 集　1982 年）において，西安

の慈恩寺の大雁塔の影響を指摘している。おそらくその通りであろう。

塔の意味　玄奘が伝えたもの

　遠くインドに求法の旅に出た玄奘和尚はインドで無数の塔を見た。アショカ王は八万四千

の塔を建てたといわれるが，玄奘和尚が北インドに入って，濫
ラン

波
パ

国か那
ナ

掲
ガ

羅
ラ

曷
ハル

国にたどり

着く。するとまず，

　「那掲羅曷国は東西六百余里，南北二百五，六十里あり，山が周辺を周り，峻岨な山にへ

だてられている。国の大都城は周囲が二十余里ある。命令する大君主はなく，迦
カー

畢
ピ

試
シー

国に

隷属している。穀物が豊かに花や果が多い。気候は暑熱に，風俗は質実である。勇猛果敢で，

財貨を軽んじ学を好む。仏法を篤く敬い，異道を信じるものは少ない。伽藍は多いけれども，

僧徒は僅かである。もろもろの窣
ス

堵
トウ

波
ーパ

は荒れはてて壊れている。天祀は五カ所，異道のも

の百余人である」

と，その国の概観を述べる。国の規模を述べ，その境域は険峻な山がめぐり，首都として

の城市があるけれども，主権をもつ君主がいず，カーピシー国を宗主国としていて，人々

は仏教を信奉しているものの，もろもろのストウーパが荒れ果てているという。そして，

次のような記述が続く。

　「城の東方二里のところに窣堵波の三百余尺のものがある。無憂王（阿
ア シ ョ カ

輪迦王）が建てた
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ものである。石を畳んで非常に高く，彫刻をしてりっぱに作ってある。［むかし］釈迦菩薩

が然燈仏にお会いしたとき，鹿皮の衣を地に敷き，髪の毛を敷きひろげて［然燈仏の通路の］

泥を掩い，受記（未来に仏になるという予言）を得たところである。日月は［すでに］破

壊劫の長きを経たけれども，この遺跡は滅びることはなかった。時には斎日にあたり天よ

り種々の花を雨とふらし，群衆は心よりきそって供養を行なうこともある。その西の伽藍

には少しく僧徒が居る。その南の窣堵波はむかし［釈迦が髪の毛で］泥を掩った地である。

無憂王が大通りを避けて側に建てたものである。

　城内に大きな窣堵波の基礎の跡がある。これを先達たちの話に聞けば，むかしは仏の歯

が収納されていて高くもあり広くもありりっぱだった，ということである。今はすでに歯

はなく唯基礎の跡が残っているだけである。その側に窣堵波の高さ三十余尺のものがある。

人々の言い伝えによれば何時のころからとも知らないとのことで，空から下りてきてここ

に高く基礎したという。人間の造ったものとも思われず，まことに霊瑞が多い。

　城の西南十余里に窣堵波がある。［むかし］如来が中印度から虚空を凌いで遊行教化し，

この国に遺跡をのこした。人びとはそのあとを慕ってこのありがたい塔を建てたのである。

その東，遠からざるところに窣堵波がある。釈迦菩薩がむかし然燈仏にお会いし，ここで

花を買っ［て然燈仏に供養し］たところである」

　まだ菩薩の位にあった釈迦が然燈仏に出遭って，鹿皮の衣を敷いたところと髪の毛で泥

を覆ったところに大小の卒
ス

塔
トゥ

波
ーパ

があり，大きなものは三百尺あまりもある。釈迦の歯を納

めた卒塔波の跡地も残っていて，その側には三十尺あまりの卒塔波があって，人間の造っ

たものとは思われず霊瑞が多いといい，城の西南には釈迦が中印度から虚空を飛んでやっ

て来てこの地に遊行教化した記念に人びとの建てた卒塔波がある。また釈迦が然燈仏のた

めに花を買って供養したところにも人びとは卒塔波を建てた。玄奘はその卒塔波の存在を

丁寧に書き記し，その伝承も書き留める。

　東日本大震災の起こった 2011 年の夏，奈良国立博物館で「天竺へ―三蔵法師 3 万キロの

旅」と題する特別展が行われ，そこで『玄奘三蔵絵』全十二巻が展示された。全長 190 メー

トルという。フランスのバイユーで，ノルマンディー公のギヨームのいわゆるノーマン・

コンクェストを描いたマチルドのタピスリーを見たことがあるが，それが 70 メートルだと

いうから，その三倍近くあることになる。その第三巻，雪の天山山脈を重装備で越え，さ

らにトカラ国を過ぎて北インドに入って，ナガラハルのこの然燈仏と釈迦との出会いを記

念する卒塔婆の前に座して合掌をささげている玄奘と二人の従僧の姿が描かれている。卒

塔波の横には花の咲いている木があり，風に吹かれて舞い散っている。卒塔波は真っ白な

柱のようで，鎌倉時代の絵師，あるいは注文者は中国や日本とは材質や形状が違うという

ことまでは理解していたようである。その詞書には次のようにいう。

　「また北天竺のさかひ，那掲羅喝国の大城の東南二里に窣塔婆あり。たかさ三十丈余也。

これ，如来むかし釈迦菩薩として，第二僧祇の満心に燃燈仏にあひて，髪を泥にしきて，
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供養せし時，当作仏の記別にあづかり給し所也。壊劫の時にもこの跡ひとりかくるゝこと

なし。天花をちらしてつねに供養すといへり」

　那掲羅曷国についで，玄奘は健
ガン

駄
ダー

邏
ラ

国に入る。那掲羅曷国と同じく，『大唐西域記』は国

の概観を述べた後に，王城の布路沙布邏の外の東南方八，九里に卑鉢邏樹の高さ百余尺のも

のがあるといい，

　「釈迦如来はこの木の下で南面して坐られ，阿難に告げて『私が世を去った後四百年，一

世に秀でた王が出て，迦
カ ニ シ カ

膩色迦と名のり，ここより南方遠くない所に窣堵波を起てるであ

ろう。私の体のあらゆる骨肉舎利は，ここに多く集まるであろう』と言われた」

とし，かっての釈迦の予言をいい，迦膩色迦大塔の由縁の物語を続ける。

　「卑鉢邏樹の南に窣堵波がある。迦膩色迦王が建てたものである。迦膩色迦王は如来入滅

の後四百年目に，天下に君臨し運に乗じて贍
ジャンブ

部州を一統した。［王は］罪福を信ぜず，仏の

教えを侮った。草野に出猟して白兎に出会ったところ，王は自ら追いかけて，ここ［塔の

ある所］までやってきたが，ふと見えなくなった。牛飼いの子供が林の中で小さな窣堵波

―その高さは三尺のもの―を作っているのが目に入った。王は，

　「お前は何をしているのか」

というと，牧童は，

　「昔，釈迦牟尼仏が聖明なる智慧をもって『きっとある国王がこのすぐれた土地に窣堵波

を建てるであろう。我が身の舎利は多くその中に集まるであろう』と予言をされました。

大王はすぐれた徳を前世に殖えられ，お名前も昔の［釈迦の］予言にぴったりあっています。

りっぱな手柄とすぐれた福運とで，うまくこの時期にお会いなされました。それで私は今

まずお知らせしようとしたのです」

と答えた。この言葉を言いおわるや，忽然として見えなくなった。王はこの言葉を聞き大

いに喜び，自分の名が聖人の予言にあうことを誇り，それが縁で正しい信仰を発し深く仏

の教えを敬うようになった。小窣堵波を周って更に石の窣堵波を建てたが，功徳の力で小

窣堵波を覆いかぶせようと願った。ところが石窣堵波の大きさが増加するにつれて，小窣

堵波も大きくなり常に三尺は出ていた。このようにしてだんだんと高くなり四百尺を越え，

その基礎が立っているところは周囲一里半，基壇は五階で高さ百五十尺になり，やっと小

窣堵波を覆うことができた。そこで王は喜び，さらにその上に二十五層の金銅の相輪をたて，

如来の舎利一斛（十斗）をその中に安置し供養を修した。工事がやっとおわり，見ると小

窣堵波は大きな基壇の東南隅の下に横にその半分を出していた。王は心穏やかならず，す

ぐさま作業をとりやめてしまった。その上もとの所にもう一つ小窣堵波が出てきた。それ

で王は元気を落としがっかりして，

　「ああああ，人の仕事は迷い易く，仏のなさることは掩い尽くし難い，み仏が扶助される

こと，どんなに腹を立てたところで追いつき得ようや」と言い，すっかり恥じいり，自分

の咎を詫びて帰った。その二つの窣堵波は今もなお現在している。病気にかかり平癒する
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よう祈ろうと願う者は，香を塗り花をまき，真心をこめて帰依すれば全治のご利益を蒙る

ことが多い」

　玄奘は釈迦を欽慕し，その事跡をたどる。釈迦の事跡が伝承されているところには，そ

れを称揚するために，大小の卒塔婆が建てられている。名もない人びとが懇志で造った小

さな卒塔婆もあれば，アショカ王やカニシカ王のような仏法護持の権力者の手に成る大き

な卒塔婆もある。玄奘の『大唐西域記』はさながら卒塔婆の総目録のような観がある。そ

のいちいちが興味深いエピソードをもっていて，日本のたとえば『今昔物語』などの仏教

説話集の種本にもなっているのだが，玄奘が学んだのは摩
マ ガ ダ

掲陀国の那
ナー

爛
ラン

陀
ダ

の僧院であった。

その付近の雁塔について次のように記述している。

　「因
イン

陀
ド

羅
ラ

勢
シャ

羅
イラ

窶
グ

訶
ハ

山の東峰の伽藍の前に窣堵波がある。亘
ハン

娑
サ

（雁）と言っている。昔，こ

の伽藍では小乗を学習していた。小乗は漸教である。それで三種の浄肉を免除していた。

この伽藍は小乗の教えに遵い，この習慣を失ってはいなかった。しかし，後々に三浄の肉

は時には手に入らないこともあった。ある比丘が散策をしている時に，ふと雁の群れが飛

んでいるのを見て，戯れに，

　『今日は僧たちに食事は十分ではなかった。摩
マ

訶
ハー

薩
サット

埵
ヴァ

は［もし雁に化現していられるな

らば，その肉を施される］今まさにその時であることを知られるべきである』

と言った。その声がまだ終わらないうちに一匹の雁が後戻りして，ちょうどその前に身を

投じて自殺してしまった。比丘はこれを見て詳しく僧たちに話した。この話を聞くものは

悲しみ，みな互いに，

　「如来は諸種の法門を設けて人々を機に臨み指導されましたのに，私たちは愚かにも漸教

を遵奉していました。大乗は正理です。今までの習慣を改めて仏のみ教えに従うべきでしょ

う。この雁は教訓を垂れ，りっぱに指導をしてくれました。その厚徳を表彰しこの事跡を

永久に伝えるべきでしょう」

と言いあった。そこで窣堵波を建ててその遺業を明記し，その死んだ雁を塔の下に埋めた」

　同じく雁をとり上げていて，宮沢賢治の『雁の童子』を想起させる。賢治の作品は短編

ながら生命の厳かさと悲しさを書いて比類のない傑作であり，やはり大乗仏教を踏まえた

ものといってよいだろうが，テーマはちがう。『大唐西域記』のこの逸話，註釈を参考にす

ると，「三種の浄肉」というのは小乗の戒律が比丘に食べることを許す肉で，その一は自分

のために殺すのを見ないもの，その二は自分のために殺すと聞かないもの，その三は自分

のために殺したのではないかという疑いのないもの，だとする。また，法隆寺の玉虫厨子

に描かれている捨身飼虎図で虎のわが身を食らわせるのは雪山童子だが，『賢愚経』などの

バリエーションでは「摩訶薩埵」となっている。いずれにしろ釈迦の前世の姿であり，雁

は摩訶薩埵の行をまねて自殺してみずからの肉を与えようとして，布施行，すなわち利他

の行いの極を示した。それが自利の小乗の僧たちに利他の大乗の尊さを教えたことになる。

　玄奘はナーランダでの修学の合間に，何度もこの雁塔を見たのであろう。修学の成果と
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ともに多くの経巻を携えて西安に帰って来た玄奘はその経巻と仏像を納めるために，大慈

恩寺の境内に塔を造る。それが大雁塔だということになる。玄奘が造ったものは土で作り，

その表面を磚で覆ったものだったというが，内部から崩壊したので，新たに磚だけで造ら

れたのが今の大雁塔の姿なのだという。玄奘の法燈，つまり唯識法相宗は留学して直接に

玄奘に師事した道昭に受け継がれ，それがまた行基に受け継がれる。大野寺の土塔は玄奘

がナーランダで出遭いみずからのものにした大乗の精神を受け継ぐことを意識して建てら

れたものであったといっていい。大野寺の土塔は土で築かれ，周辺から瓦が発見されるから，

瓦で葺かれたものであったらしい。高さが 70 メートルあまりもある大雁塔のように空に直

立してそびえるような外観はなく，底辺が 50 メートル強，今現在の高さだとはいえ，9 メー

トルしかないとすれば，緩やかな傾斜をもつ方錐としか見られない。しかし，土を使って

倒れない形状を追求すれば，技術的にはこの形状しかなかったであろうと思われる。

土塔を造った人びと　女性たちの参与

　法王庁のあったアヴィニョンの旧市街を囲む城壁を出ると，ローヌ川の河畔から対岸の

ヴィル・ヌーヴ・ダヴィニョンに架けられ，17 世紀の洪水以来，川の途中で途切れた，あ

の民謡で有名なアヴィニョンの橋，正確には橋の建設者の名前をとった聖ベネゼ橋がある。

ベネゼ（Bénézet）はプロヴァンス語でベネディクト（Bénédict）の転訛であるらしいが，

ミシェル・ムール（Michel Mourre）の『歴史百科事典』（Dictionnaire Encyclopedique 

アヴィニョンの聖ベネゼ橋
橋上に聖ニコラのチャペルがあり，その下に聖ベネゼの廟がある。
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d’Histoire）には次のようにある。

　「BÉNEZET 聖 人（1165 頃 ～

1184 年 4 月 14 日）プロヴァンス

の伝承では，近郊のヴィヴァレ

の若い羊飼いで，アヴィニョン

のローヌ川に橋を架けよという天

の啓示を受けて，周囲に懇志者を

募って聖職者有志団体を組織し

て，1177 年から 1189 年にかけて

素晴らしいアヴィニョンの橋を架

けた」（一般的には Bénézet の表

記が通用しているように思われるが，ムールは Bénezet としている）

　あくまでも伝承により，正確な誕生年はわからないが，十九歳で死んで，橋の完成まで

は生きていなかったらしい。神の啓示を得て大きな仕事を成し遂げ，十九歳の若さで死ん

だという点ではジャンヌ・ダルクと同じである。若くて柔らかい心の持ち主の方が神の啓

示を感受しやすいのであろう。聖ベネゼの場合，みずから大きな石を担いで橋の礎石とし

たといった言い伝えもあるが，特に橋梁建設資金を得るために駆け回って，懇志の団体

（confrérie des Frères pontifes）を組織したことに彼の大きな功績があるようである。橋の

上に聖ニコラのシャペルがあり，さらにその下に聖ベネゼのシャペルがあって，今でも蝋

燭の火が絶えない。

　行基も橋を架け，池を掘り，港を開くなど，社会事業に奔走したわけだが，もちろん

一人でそれをなしたわけではなく，彼の周りには宗教を核として組織された集団があっ

た。その集団の構成員を明示してくれる資料が幸いにもある。この土塔周辺で採集された

人名瓦の存在である。森浩一氏の「大野寺の土塔と人名瓦について」（『文化史学会』13 号　

1957 年）という論文がある。

　「堺市の南郊，仁徳陵や履中陵などの前方後円墳が郡在する百舌鳥古墳群よりわずかに離

れて土塔という一集落がある。現在は堺市土塔町であるが，合併以前は泉北郡東百舌鳥村

大字土師字土塔であった。この集落のなかに，真言宗に属する大野寺があって，そのすぐ

南に方形の土塔がある。この土塔及び大野寺境内など附近一帯にはおびただしい古瓦が散

乱しており，その瓦にはしばしば奈良時代の人命が箆書されていることが大正時代の初年

以後次第に注目されるようになり，その蒐集もさかんにおこなわれた」

　まだ，その考古学的な価値が認識されていなかった時代には，勝手に採取して持ち帰っ

てもよかったようで，森氏のこの論文によれば，高橋健自博士の「古瓦に現れたる文字」（『考

古学雑誌』5-12　1915 年）でとり上げられて後も，「大野寺の人名瓦の蒐集はたえずおこな

われ，土地の百姓達も一字数円という法外な価格で売買するほどになった」という状況で

アヴィニョンの橋（聖ベネゼ橋）で踊る。
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あった。そして，早熟な考古学少年であった森氏の地元のこの人名瓦との関わりが書かれ

ている。

　「私も中学生のころ，はじめて大野寺を訪れた。同じころ，古瓦の収集家としても，また

研究家としても名高い堺市の前田長三郎氏を訪れて，高橋氏の紹介されておらない人名瓦

を見せていただき，次第にその研究に魅了されるようになってきた。ところが堺市が空襲

をうけ，前田氏宅が焼失し，これらの人名瓦の大部分は行方不明になってしまった。私達

は前田氏の許可をえて，焼跡に散乱する古瓦をできるだけ集めて，勤労動員の余暇をみつ

けては，大八車で当時の堺中学校（現在の三国丘高校）へ運んでその散逸をふせいだ。し

かしすでに主な古瓦類は古物商たちのために持出されて，人名瓦はほとんど集めることが

できなかった」

　こうして残念なことに多くが散逸してしまったわけだが，前田氏が拓本をとっていたも

のや，古物商を通して現在の所有者の協力を得て，その人名瓦の「人名」を写真とともに

紹介している。その名前を列挙してみる。

　1 秦公色夫智□／ 2 白鳥村主牛養／ 3 百済君刀自古／ 4 大宅連□／ 5 岡田臣姪／ 6 岡田

史石□／ 7 山口伊美□／ 8 片野連足嶋／ 9 坂本臣刀良女／ 10 荒田直□／ 11 大友寸主□／

12 倉臣□／ 13 高市連□／ 14 土師宿祢□／ 15 土師宿祢茅□／ 16 平羣朝□／ 17 上村主白

□／ 18 高志史□／ 19 土師知足／ 20 徒部刀自女／ 21 調大魚／ 22 淡海麻里／ 23 津守御杖／

24 丹比在古／ 25 船大宅／ 26 神人□／ 27 茨田□／ 28 大伴□／ 29 志止理小万呂／ 30 葛木

刀自古／ 31 秦玉女／ 32 丈部□／ 33 春日□□／ 34 綿野／ 35 長山／ 36 宮道／ 37 林□／

38 板持□／ 39 本厳／ 40 法興／ 41 智雲／ 42 蓮光／ 43 蓮光／ 44 善名／ 45 行尊／ 46 徳摂／

47 実勝／ 48 善智尼／ 49 信蔵尼／ 50 徳足／ 51 徳足／ 52 犬足／ 53 書麿／ 54 足嶋／ 55 大嶋／

56 安衣／ 57 麻須弥／ 58 正光／ 59 県麿／ 60 賢実／ 61 東人／ 62 嶋足／ 63 刀自古／ 64 野真／

65 弟村／ 66 葛女／ 67 平女／ 68 法良女／ 69 弟日女／ 70 椅万侶／ 71 勢明／ 72 妹刀女

　以上，下部が欠損していてもほぼ解読しうる例として 72 例が挙げてある。39 本厳から

47 実勝の九名は正式に得度を済ませてうるかどうかは別として僧侶であり，48 善智尼と

49 信蔵尼はもちろん尼になるが，この二人に加えて，刀自古，刀自女，刀良女は女性であ

ろうし，あるいは玉女，葛女など「女」字や「姪」字がつくのも女性であろう。下部が欠

損して□にしているものも，そこにあった文字は「女」かも知れず，かなりの女性たちが

この土塔の建設の事業に参与していることがわかる。それが女性たちの敬虔な信仰心を語

るのは勿論だが，「家刀自」たちが家政を主導していた昔の社会のありようも示していよう。

寄付行為など，通い婚かも知れず常住していない夫の顔色をうかがうことなく，自己の裁

量でできたのではないかと思われる。あるいは，それだけではないのかもしれない。もっ

こで土を運び盛り上げてピラミッドを造ったのは男たちだけの労力だと思い込むのは間

違っているのかもしれない。女性たちが同じように力仕事をしていてもいいはずである。

　クロード・レヴィ＝ストロースに『やきもち焼きの土器つくり』と言う本がある。アメ
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リカ大陸の土器つくりの神話をとり上げたものだが，この本を読みながら，この本のテー

マとは別に考え込まされたことがあった。原題は〈〈La Potiére Jalouse〉〉であり，土器つく

り（Potiére）は女性名詞になっているのである。アメリカ大陸では女性たちが土器を作っ

ていた事実を端的に示している神話がある。私たちは弥生土器や縄文土器を見るとき，そ

の作者は男性であることを前提としてはいないだろうか。岡本太郎は縄文土器の芸術性を

再発見して高く称揚し，私が師事していた梅原猛先生も縄文土器の燃え上がるような生命

力の表現を愛されていたが，お二人ともに制作者が男性であることを疑ってはいなかった

と思う。しかし，女性たちが力感のみなぎる作品を仕上げていけないわけではない。

　行基集団を問題にするとき，優婆塞・優婆夷と書かれているにもかかわらず，堀一郎氏

にしても，また網野善彦氏にしてさえも男性集団をしか考えていないような気がする。人

名瓦そのものがその誤りを教えてくれる。

　森浩一氏はこの 72 枚の瓦以外に，上部や下部が大きく欠損しているものを参考として挙

げている。

　73 □臣□日女／ 74 □門連薬／ 75 □君百□／ 76 □直広□／ 77 豊□／ 78 飯□／ 79 連盛／

80 耳□／ 81 日□／ 82 明前／ 83 □自古／ 84 多□志／ 85 □忌寸虫田気／ 86 □井浄□／

87 □師姉□／ 88 □易女／ 89 □玉比女／ 90 大王□／ 91 □第四竈十月十日／ 92 □作三十□

　91 と 92 は人名ではないようだが，ここにも女性たちが少なくとも五名はいて，□に女文

字を入るとすれば，半数ほどは女性になるはずである。

行基に伝えられた教え

　さて，行基という人はどのような人だったのだろうか。『続日本紀』天平勝宝元年（749）

二月二日に彼の薨伝がある。

　「二月丁酉，大僧正行基和尚遷化す。和尚は薬師寺の僧なり。俗姓は高志氏，和泉国の人

なり。和尚は真粋天梃にして，徳範夙
はや

く彰
あらは

る。初め出家せしとき瑜伽唯識論を読みし即ち

その意を了
さと

りぬ。既にして都鄙を周遊して衆生を教化す。道俗化を慕ひて追従する者，動
ややも

すれば千を以て数ふ。所
ゆ

行く処和尚来るを聞けば，巷に居る人无く，争ひ来りて礼拝す。

器に随ひて誘導し，咸
みな

善に趣かしむ。また親
みずか

ら弟子等を率ゐて，諸の要
ぬ み

害の処に橋を造り

陂
つつみ

を築く。聞
きき

見
み

ることの及ぶ所，咸来りて功を加へ，不日にして成る。百姓今に至るまで

その利を蒙れり。豊
とよさくらびこ

桜彦 天
のすめらみこと

皇 甚だ敬重したまふ。 詔
みことのり

して，大僧正の位を授けたまひ，

并せて四百人の出家を施す。和尚，霊異神験，類に触れて多し。時の人号
なづ

けて行基菩薩と

曰ふ。留
と ど ま

止る処には皆道場を建つ。その畿内には凡そ卌九処，諸道にも亦往々に在り。弟

子相継ぎて皆遺法を守り，今まで住持せり。薨する時，年八十」

　高志は「こし」と読むことになるが，本来的には「たかし」なのだと思う。大阪に高石

市があり，今は漢字につられて「たかいし」というが，もともとは「たかし」であり，高

師とか「高脚」とか書かれた。そこに蟠踞した士族として「高志」の表記をいつからか音
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読みするようになり，「こし」とよびならわすようになったのであろう。母は，鎌倉時代に

竹林寺の行基の墓から出てきたという舎利瓶に刻まれていた文章から，蜂田氏であり，名

前は古爾比売といったらしい。行基はその母の家で生まれて，それが今は家原寺になって

いる。高志氏は日本に初めて文字をもたらした王仁を祖とする西文氏から分かれたという

から，もともと文字に親しみがあり，朝鮮半島の文化との接触があって，早くに仏教とも

親しんだと考えられるが，薬師寺に入ると，そこで瑜伽唯識論をよんで，すぐに習得した

のだという。

　この瑜伽唯識の教え（法相宗）はどのように師承されて来たのか，鎌倉時代に日本の仏

教の諸宗派について概要を記した凝然の『八宗綱要』に依って，おぎないながら記すと，

まずインドに五人の論師が存在した。如来滅後九百年，弥勒菩薩（マイトレーヤ）が兜率

天から中インドに下って来て阿瑜遮那（アユシャナ）国の講堂で五部の大論を説いたが，

このとき『瑜伽師地論』をもたらした。マイトレーヤが歴史上実在の人物かどうかは問題

だが，これがまず最初の論師。弥勒菩薩に次ぐ二人目の論師が無著菩薩（アサンガ）であり，

弥勒の教えに詳しい解説を加え，『摂大乗論』を著した。無著は弟の世親菩薩（ヴァスバン

ドゥ）を小乗から大乗に転向させる。三人目の論師である世親は弥勒の『瑜伽師地論』に

もとづいて『唯識二十論』・『唯識三十頌』を現した。その後に四人目の論師である護法菩

薩（ダルマバーラ）が現れて『唯識三十頌』に対する註釈を行い『成唯識論』の原型を作る。

護法の弟子が五人目の論師である戒賢論師（シーラバドラ）であり，法相唯識宗の教えを

すべて伝え，釈迦の教説すべてに通じたとされる。

　玄奘法師はナーランダの僧院でこの戒賢に唯識を学ぶことになる。『玄奘三蔵絵』では，

戒賢は正法蔵と呼ばれ，玄奘と正法蔵の感銘的な出会いが描かれている。

　「法師，膝行肘歩して師資の礼をつくす。諸僧座してのち，法蔵のたまはく，『いづれの

所より，なにの心ざしありてかきたれる』と。法師こたへたまはく，『我は大唐国よりきた

れり。『瑜伽論』をならひたてまつらんと思なり』と。

　玄奘がインドに渡ったのは瑜伽論を学ぶのが第一の目的だったのである。正法蔵はそれ

を聞いて啼泣する。なぜか。自分が護法から継承したそれを中国から学び取るためにはる

ばる中国からやって来る僧侶を待ちわびていたからである。正法蔵は弟子の覚賢をしてそ

れを語らせる。正法蔵は二十年ものあいだ風病（リュウマチ）を患っていた。苦痛がひど

くて堪えられず，三年前には食事を断ってみずから死のうとした。すると，ある夜の夢に，

黄金・白銀・瑠璃の三人の天人が現れる。まず瑠璃の天人が，あなたが今苦しんでいるの

は過去世で国王だったとき，多くの人びとを悩ましたからであり，その罪を懺悔しながら

経論の講説を続けなさい，そうすれば苦痛は消滅するといった。この瑠璃の天人は観世音

菩薩だった。次に白銀の天人は弥勒菩薩であるというので，正法蔵がいつもあなたのとこ

ろに行きたいと思っていたが，その願いは聞き届けられるだろうかと尋ねると，あなたは

ひろく正法をひろめれば私の兜率天に生まれることができるだろうという。金色の天人は
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地蔵菩薩であり，あなたは瑜伽論などをまだ知らない人に教えなくてはならない，それを

学ぶために中国からやって来る人がいるので，それを待たなくてはならないというのであ

る。そうして夢から覚めると，リウマチは癒えていたという。玄奘法師はそれを聞いて感

銘する。

　「法師，このことをききて感悦はなはだしくして，『我まさに筋力をつくして習学すべし。

ねがはくは，尊，慈悲をたれて教授したまへ』と申す。法蔵かさねてのたまはく，『そもそ

も故郷をいでてよりこのかたいくばくのとしをかをくりたまふ』と。法師，『凉燠三廻にな

りぬ』と申たまへば，夢の告げたがはずとて，ねんごろに誨諭したまひけり」

　正法蔵も熱心に教えたし，玄奘も「筋力をつくして習学」した。「智力」でないところが

むしろ真に迫っている。こうして多くの経典とともに，瑜伽唯識を長安にもちかえった玄

奘のもとに，日本から道昭がやってくる。道昭と玄奘の出会いもまた感動的である。『続

日本紀』には，名僧，妖僧を含めて六人の死去とそれにともなう伝記がある。その六人と

は道昭（文武 4 年 3 月 10 日），道慈（天平 16 年 10 月 2 日），玄昉（天平 18 年 6 月 18 日），

行基（天平勝宝元年 2 月 2 日），鑑真（天平宝字 7 年 5 月 6 日），道鏡（宝亀 3 年 4 月 2 日）

であるが，手もとの本の原漢文の長さでは，道昭が 34 行，道慈が 12 行，玄昉が 7 行，行

基が 12 行，鑑真が 18 行，道鏡が 18 行となっていて，道昭の伝記がいちばん長い。そこに

描かれる玄奘との出会いもきわめて感動的である。

　「初め孝徳天皇の白雉四年，使に随ひて唐に入る。適
たまたま

，玄奘三蔵に遇ひて，師として業を

受く。三蔵，特に愛でて，同じ房に住ましめ，謂ひて曰はく，『吾，昔，西域に往きしとき，

路に在りて飢
う

乏うれども，村の乞ふべきところ無かりき。忽ち一
ひとり

の沙門有り，手に梨の子
み

を持ちて，吾に与へて食
くら

はしめき。吾啖
くら

ひしより後，気力日に健
すくよか

なりき。今汝は是れ梨を

持ちたる沙門なり』といへり」

　玄奘は道照（『続日本紀』は「昭」ではなく「照」を用いている）を自分と同室に起居さ

せたという。それは道照が，玄奘がインドに求法の旅に出て餓えたとき，梨をくれた沙門

の生まれ変わりだからだというのだが，玄奘はさらにことばを続けた。

　「また，謂ひて曰はく，『経論は深妙にして，究
く

竟
きやう

すること能
あた

はず。如
し

かじ，禅を学びて

東土に流伝しめむには』といへり。和尚，教
をしへ

を奉
う

けて，始めて禅定を習ふ。悟るところ稍
やうや

く多かりき。後に使に随ひて帰
か へ

朝る。訣
わかれ

に臨みて，三蔵，持てる舎利・経論を以て，咸
ことごと

く

和尚に授けて曰はく，『人能く道を弘む。今斯の文を以て附属せむ』といへり」

　玄奘は現実的である。経論を読破して習得することは難しい。だから，禅を学びなさい

という。「禅」ということばも，その教えもすでにあって，道昭を通して，奈良時代にはす

でに日本には伝わっているという議論にもなりかねないが，これはしかし，瑜伽行の一つ

としての瞑想をいうものと思われる。玄奘自身がインドにわたり，そのことばに苦労しな

がらも学び，いま長安に帰ってさらに苦労して翻訳作業をしている瑜伽唯識を理解しうる

のは短期間では不可能であるというのだが，実は道昭は白雉 4 年（653）に渡唐して，斉明
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天皇 7 年（671）に日本に帰ってきている。二十数年におよぶ玄奘のインド滞在には及ばな

いものの，かなりの長いあいだ中国にいて，瑜伽唯識も学習することができたものと思わ

れるが，まずは瑜伽の行法を実践しなさいということだったのではないか。その道昭から

行基は瑜伽唯識を受け継ぐことになる。

瑜伽唯識

　行基は「初め出家せしとき瑜伽唯識論を読みし即ちその意を了
さと

りぬ」という。いま，私

の机の上に国訳一切経の『瑜伽師地論』と玄奘が講義したものをその弟子の窺基がまとめ

た『成唯識論述義』があるのだが，まったくもって歯が立たない。学生のころ，ヘーゲル

の『精神現象学』を開いたときにも頭を悩ませたが，その比ではない難解さである。解説

書を読んで，唯識思想とは，世界はただ識によって存在する，識には眼・耳・鼻・舌・身・

意の六識があり，その下に末那識があり，さらにその下にすべての識を統轄する阿頼耶識

が存在していて，阿頼耶識こそがすべて世界の根源だとする思想である，ということまで

は理解する。その阿頼耶識とは何か，良遍の『法相二巻抄』は次のように説明している。

　「阿頼耶識，これは一切諸法の根本なり。諸法の種子をおさめたもてる心なり。この心な

くば諸法の種子をば誰かこれをたもたん。たもちおさむる所なくば，諸法の種子なかるべし。

もし種なくばいずこより生ぜん。先の七つの心はみな種子をたもつことあたわず。この八

識にとりて，先の六識は起らざる時もありあり。その様またさまざまなれども，暫く人の

よく寝入りて夢見る時は眼・耳・鼻・舌・身の五識みな起らざる時なり。夢に物を見，聞き，

味い，あつし，つめたしと思うは，皆第六識の分別なり。五識の起れるには非ず。夢も見

えぬ程に寝入りぬれば，意識も亦滅しぬ。只彼の末那識，阿頼耶識のみあり。さればこの

心は，いかなる時も起らぬという事なし。生るる時も死する時も，覚めても寝ても，長時

相続して絶ざる心なり。いま此の二の心ありという事，極めて知りがたし。中にも第八阿

頼耶識はきわめて甚深なり，甚細なり。この故に小乗浅近の教の中には是を説かず。大乗

最極の教の中にのみ是を説けり」

　学生のころ貪るようにして読んだ，三島由紀夫の『豊饒の海』四部作の中に唯識思想が

展開されていたはずだと思い出して，書庫の奥から取り出して見る。もう五十年もの年月

が経っていることに感慨を禁じ得ないが，三島由紀夫は 1970 年 11 月 25 日の朝，この四

部作の最後の『天人五衰』を書き終えると，市ヶ谷の自衛隊に乗り込んでひとしきり自衛

隊員に蹶起するようクーデタを呼びかけるアジ演説を行った後，割腹自殺を遂げた。この

『豊饒の海』四部作は平安時代の物語である『狭衣物語』にヒントを得て，輪廻転生を物語

の軸にして構成されている。第一作の『春の雪』の紅顔の美青年の松枝清顕は恋のために

二十歳で死んで，第二作の『奔馬』の右翼青年の飯沼勲は暗殺を試みて失敗して二十歳で

割腹死する。第三作の『暁の寺』のタイの同性愛に耽る美しい王女のジン・ジャンも二十

歳で蛇に噛まれて死ぬが，松枝清顕の同級生であった本多繁邦は飯沼勲ともジン・ジャン
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ともかかわって，清顕が死んで勲が生まれ，勲が死んでジン・ジャンが生まれ，ジン・ジャ

ンが死んで，しかも三人ともに右の脇下に三つの黒子をもっていたことにより，これら

二十歳で死んだ人間の輪廻転生を信じる。最終作の『天人五衰』の灯台員の少年の安永透

も同じように右の脇の下に三つの黒子をもっていて，本多繁邦は彼をジン・ジャンの生ま

れ変わりではないかと考えて養子として引き取る。

　『暁の寺』の中で，本多の述懐として，

　「さるにても唯識は，一旦「我」と「魂」を否定した仏教が，輪廻轉生の『主體』をめぐ

る理論的困難を，もつとも周到精密な理論で切り抜けた，目くるめくばかりに高い知的宗

教的建築物であつた。その複雑無類の哲学的達成は，あたかもあのバンコックの暁の寺の

やうに，夜あけの涼風と微光に充ちた幽玄な時間を以て，淡青の朝空の大空間を貫いていた。

　輪廻と無我との矛盾，何世紀も解きえなかつた矛盾を，つひに解いたものこそ唯識だつた」

と，三島由紀夫らしい華麗な比喩を用いながら彼自身の唯識論が展開される。

　「もし迷界としての世界の實有が，究極の道徳的要請であるならば，一切諸法を生ずる阿

頼耶識こそ，その道徳的要請の源なのであるが，そのとき，阿頼耶識と世界は，すなはち，

阿頼耶識と染汚法の形づくる迷界は，相互に依據してゐると云はなければならない。なぜ

なら，阿頼耶識がなければ世界は存在しないが，世界が存在しなければ阿頼耶識は自ら主

體となつて輪廻転生をするべき場を持たず，従つて悟達への道は永久に閉ざされることに

なるからである」

　三島由紀夫の唯識についての思弁は輪廻転生から離れることはない。それが小説の主題

だからであるが，『天人五衰』の安永透は二十歳になっても死ななかった。松枝清顕→飯沼

勲→ジン・ジャンの生まれ変わりとして二十歳で死ぬことが期待されていた透は服毒する

ものの，失明するだけに終わる。小説の大団円，本多繁邦は，松枝清顕のかつての恋人で

その死の原因となり，奈良の帯解の寺で尼門跡となっている綾倉聡子に会いに行く。六十

年ぶりの再会のはずである。しかし，聡子は本多とは初対面のふうであり，松枝清顕など

知らないという。そんなはずはないという本多に，

　「いいえ，本多さん，私は俗世で受けた恩愛は何一つ忘れはしません。しかし，松枝清顕

さんといふ方は，お名をきいたこともありません。そんなお方は，もともとあらしやらな

かつたのと違ひますか？　何やら本多さんが，あるやうに思うてあらしやつて，實ははじ

めから，どこにもをられなんだ，といふことではありませんか？　お話をかうして伺つて

ゐますとな，どうもそのやうに思はれてなりません」

といい，さらに，

　「その清顕といふ方には，本多さん。あなたはほんまにこの世でお會ひにならしやつたの

ですか？」

と続ける。

　「記憶というてもな，映る筈もない遠すぎるものを写しもすれば，それを近いもののやう
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に見せもすれば，幻の眼鏡のやうなものやさかいに」

ともいう。まさに唯識の思想なのである。そうして，最後，

　「しかしもし，清顕君がはじめからゐなかつたとすれば」と本多は雲霧の中をさまよふ心

地がして，今ここで門跡と會つてゐることも半ば夢のやうに思はれてきて，あたかも盆の

上に吐きかけた息の曇りがみるみる消え去つてゆくやうに失はれてゆく自分を呼びさまさ

うと思はず叫んだ。「それなら，勲もゐなかつたことになる。ジン・ジャンもゐなかつたこ

とになる。……その上，ひよつとしたら，この私すらも……」

　門跡の目ははじめてやや強く本多を見据ゑた。

　「それも心々ですさかい」

　三島なりに解釈した唯識の思想を物語として展開して，見事というしかないのだが，こ

のような結末を書いて，すぐに自衛隊に行って腹を切るという行為にどうして結びつくの

か，五十年が経ってもやはり謎のままに残される。阿頼耶識には血まみれになった種子が

残ることになる。行基はといえば，瑜伽唯識を学んで理解し終えるやいなや，利他の行動

に移る。『瑜伽師地論』をひもとくと次のような一節に出会う。

　「当に知るべし此の中正行の功徳殊勝なる菩薩は自他を利せんが為めに勤めて正行を修

し，利他の事を以て自事と為す。声聞，独覚は則ち是の如くならずと。諸の菩薩は利他の

事を用つて自事と為るに由るが故に，一切の有情に於て自己の如き平等の心を起す。是の

如き平等の心を起すに由るが故に，諸の有情に於て常に恩恵を施し，其の報を望まず。菩

薩是の如く勤めて修行する時常に希望を発起し，彼をして利益安楽を得しめんと欲し，是

の利益安楽の意楽に由りて常に能く不虚加行を起作す」

　行基菩薩と人びとは彼を呼ぶ。『続日本紀』にすでにそう記されている。すでに声聞，縁

覚の境位ではなく，利他の菩薩行を実践する真の菩薩だったのである。

行基の利他の行

　瑜伽唯識を習得するや，行基は人びとの教化におもむく。『続日本紀』には「既にして

都鄙を周遊して衆生を教化す。道俗化を慕ひて追従する者，動
ややも

すれば千を以て数ふ。所
ゆ

行

く処和尚来るを聞けば，巷に居る人无く，争ひ来りて礼拝す。器に随ひて誘導し，咸
みな

善に

趣かしむ」とあった。自己が救済されるだけでなく他者もまた救済されなくてはならな

い。汚濁に充ちた世の中で呻吟しつつ，ともすれば悪に染まることもある人びとに魂の用

いるべき用い方を教えて，善に赴かしめる。さらには「親
みずか

ら弟子等を率ゐて，諸の要
ぬ み

害の

処に橋を造り陂
つつみ

を築く。聞
きき

見
み

ることの及ぶ所，咸来りて功を加へ，不日にして成る。百姓

今に至るまでその利を蒙れり」とある。行政府がやらなければならない仕事を民間の僧侶

が率先して，その指示のもとに集まる人びとを指導して成就させたというのであり，行政
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府も得体が知れず，排除すべき宗教者，むしろ妖僧とみなしていた行基を認めざるを得ず，

「豊
とよさくらびこ

桜彦 天
のすめらみこと

皇 甚だ敬重したまふ。 詔
みことのり

して，大僧正の位を授けたまふ」という事態になっ

たのである。反体制派であったものが体制に取り込まれてしまったというような物言いは

あまり意味がないであろう。そして，行基は「留
と ど ま

止る処には皆道場を建つ。その畿内には

凡そ卌九処」とあって，四十九の道場を造ったことが語られる。

　12 世紀に編まれた泉高父の『行基年譜』には年次を追ってその四十九院を挙げている。

そして，天平十三年，行基七十四歳のところに，彼の関わった土木事業が列挙されている。

土木事業の方から先に挙げてみる（続々群書類従本の『行基年譜』は誤字が多いといい，

地名辞典などを参考にして適宜修正をほどこすことにする）。

【架橋 6 所】

　泉大橋　　　山城国相楽郡泉里

　山崎橋　　　　〃　乙訓郡山崎郷

　高瀬大橋　　摂津国嶋下郡高瀬里

　長柄　　　　　〃　西成郡

　中河　　　　　〃　　〃　

　堀江　　　　　〃　　〃　

【直道 1 所】

　自高瀬生馬大山登道　　河内国茨田郡・摂津国

【池 15 所】

　狭山池　　　河内国丹比郡狭山里

　土室池　　　和泉国大鳥郡土師郷

　長土池　　　　〃　　〃　　〃　

　薦江池　　　　〃　　〃　深井郷

　檜尾池　　　　〃　　〃　和田郷

　茨城池　　　　〃　　〃　蜂田郷

　鶴田池　　　　〃　　〃　日下部郷

　久米田池　　　〃　泉南郡丹比郷

　物部田池　　　〃　　〃　　〃　

　崑陽上池　同下池　院前池　中布施尾池　長江池　　摂津国河辺郡山本里

　有部池　　　摂津国豊嶋郡箕丘里

【溝 6 所】

　古林溝　 （長 3200 丈，広 6 尺，深 4 尺）　　　河内国茨田郡古林里

　崑陽上溝（長 1200 丈，広 6 尺，深 4 尺）　　　摂津国河辺里山本里

　同下池溝（長 1200 丈，広 6 尺，深 6 尺）　　　　〃　　〃　　〃

　長江池溝（長 60 丈，広 6 尺，深 6 尺）　　　　　〃　西成郡
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　物部田池溝（長 60 丈，広 5 尺，深 5 尺）　　　和泉国泉南郡

　久米田池溝（長 2000 丈，広 5 尺）　　　　　　　〃　　〃　

【樋 3 所】

　高瀬堤樋　　　河内国茨田郡高瀬里

　韓室堤樋　　　　〃　　〃　韓室里

　茨田堤樋　　　　〃　　〃　茨田里

【船息 2 所】

　大輪田船息　　摂津国兎原郡宇治郷

　神前船息　　　和泉国日根郡日根里近木郷

【堀 4 所】

　比売嶋堀川（長 600 丈，広 80 丈，深 6 丈 5 尺）　　摂津国西成郡津守

　白鷺嶋堀川（長 100 丈，広 60 丈，深 9 尺）　　　　　〃　　〃　　〃　

　次田堀川（長 700 丈，広 20 丈，深 6 尺）　　　　　　〃　嶋下郡次田里

　大庭堀川（長 800 丈，広 12 丈，深 8 尺）　　　　　河内国茨田郡大庭里

【布施屋 9 所】

　大江布施屋　　　山城国乙訓郡大江里

　泉寺布施屋　　　　〃　相楽郡高麗里

　崑陽布施屋　　　摂津国河辺郡崑陽里

　垂水布施屋　　　　〃　豊嶋郡垂水里

　度布施屋　　　　　〃　西成郡津守里

　楠葉布施屋　　　河内国交野郡楠葉里

　石原布施屋　　　河内国丹北郡在原里

　大鳥布施屋　　　和泉国大鳥郡大鳥里

　野中布施屋　　　　〃　　〃　土師里

　『続日本紀』には「諸の要
ぬ み

害の処に橋を造り陂
つつみ

を築く」とあったが，たとえば京都の南の

広大だった巨椋池が姿を消したように，当時とはどこも景観を変えているだろうとはいえ，

堤や橋があったろう河岸を歩いてみて，その「ぬみ」の意味を実感することは今でも難し

くない。「治」という漢字がサンズイなのは，中国で世をおさめることはまず水をおさめる

ことだったからであろう。氾濫すれば田畑を荒廃させるし，流れを手なずけることができ

れば田畑を潤し穀物の豊穣をもたらす。また，川は交通を阻みもするが，交通路そのもの

にもなって，物資や人の往来をむしろ促進させる。山城や河内には大きな自然の池があり，

大河があり，摂津には海が開けていて，ヴェネチアのように laguna（潟）には canale（堀）

をはり巡らせれば，それが行き来する通路にもなる。ところが，特に行基の故郷である和

泉地方には数は多いものの，それぞれ小さな河川が東の山間から西の大阪湾までたがいに

合流する暇もなく一気に流れ出て水が保たれない。日照りになると，水田耕作が不可能に
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なるから，水を貯める人工的な池が必要になる。すべて水を治める「治政者」の仕事であ

るべきなのを，利他の精神に満ちた行基とその信奉者の集団が行ったことになる。

　また，布施屋は慈善の旅人宿ということになるが，『続日本紀』和銅五年（712）正月

十六日に，

　「五年春正月乙酉，詔して曰はく，「諸国の役民，郷に還らむは，食糧絶え乏しくして，

多く道路に饉ゑて，溝壑に転び塡
うづも

るること，その類少なからず。国司ら勤めて撫養を加へ，

量りて賑恤すべし。如し死ぬる者有らば，且く埋葬を加へ，その姓名を録して本属に報
つ

げよ」

とのたまふ」

とある。

　和銅三年（710）に平城京に遷都があって，長安に模した大規模な城市の建設に諸国から

人びとが徴発される。上京し，仕事をしている期間は貴重な労働力として食事も与えられ

ようが，それが終わるとどうやら丸裸で故郷に帰らなくてはならなかったようだ。この記事，

一瞬，誇張ではないかと疑いが生じるほどであるが，故郷にたどりつくこともできず，街

道で飢え死にする人びとが多かった事実を語る。それに対して，朝廷もすこしは気が咎め

たのか，国司らに対して帰国する人びとに撫養を加え，もし死体が溝や谷に放置されてい

たら丁重に埋葬し，死者の姓名を記して故郷の官衙に知らせよと命じたことになる。

　同じく，和銅五年十月二十九日に，

　「乙丑，詔して曰はく，「諸国の役夫と運脚の者と，郷に還る日，粮食乏少にして，達
いた

る

こと得るに由无し。郡稲を割
さ

きて別に便の地
ところ

に貯
たくは

へ，役夫の到るに随ひて任
まにま

に交易せしむ

現在の狭山池
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べし。また，行旅の人をして，必ず銭を齎
も

ちて資とし，因て，重担の労を息
や

め，亦銭を用

ゐる便を知らしめよ」とのたまふ」

とある。先の詔にもあった役夫に運脚の者がここには加わる。諸国から租庸調を都に運ぶ

人たちである。その人たちも帰途は食料が乏しく，背に米を担いだ分を炊いで凌ぐしかなく，

それがなくなれば，餓えるしかなかった。郡衙では米を蓄えておき，それを銭をもった行

路の人に売るようにしろといい，改元の理由になって，まだ流通のおぼつかないわが国最

初の貨幣である和同開珎の流通を奨励したということになる。官衙のやることだから，中

央からの通達のまま人びとのもった貨幣は米と交換できたのだろうが，政府は役夫や運脚

夫たちに十分に和銅開珎を与えたのだろうか。

　いずれにしろ，古代にあって，物見遊山の旅などなく，布施屋は政府に徴用されながらも，

政府の恩恵を被ることがない，放っておくと飢え死にしかねない人びとの行路を助けるた

めの施設だったということになる。

四十九院について

　『続日本紀』は「道場」ということばを使い，それを四十九カ所に作ったという。それを

四十九院と言い習わしているのは，弥勒菩薩の兜率天の宮殿には四十九院があったといい，

それを踏まえるとされる。それらがどの地の，現存すればどの寺に当たるのか，学者によっ

てその比定は多少異なっている。井上薫氏は『行基年譜』により，行基の年齢をおって時

代順に四十九院を揚げているので，それを列挙してみる。

1 ，慶雲元年（704）　　　37 歳　　家原寺　　（和泉国大鳥郡家原）

2 ，　　二年（705）　　　38 歳　　大修園院　（　〃　　〃　大村）

3 ，　　三年（706）　　　39 歳　　蜂田寺　　（　〃　和泉郡横山）

4 ，　　四年（707）　　　40 歳　　生馬山房　（大和国平群郡生馬）

5 ，和銅元年（708）　　　41 歳　　神鳳寺　　（和泉国大鳥郡大鳥）

6 ，霊亀二年（716）　　　49 歳　　恩光寺　　（大和国平群郡床室）

7 ，養老二年（718）　　　51 歳　　隆福院　　（　〃　添下郡登美）

8 ，　　四年（720）　　　53 歳　　石凝院　　（河内国河内郡日下？）

9 ，　　五年（721）　　　54 歳　　菅原寺　　（右京三条三坊）

10，神亀元年（724）　　　57 歳　　清浄土院　（和泉国大鳥郡葦田）高渚寺

11，　　　　　　　　　　　　　　　 尼院　　（　〃　　〃　草部）

12，　　二年（725）　　　58 歳　　久修園院　（河内国交野郡一条）

13，　　三年（726）　　　59 歳　　檜尾池院　（和泉国大鳥郡和田）

14，　　四年（727）　　　60 歳　　大野寺　　（　〃　　〃　大野）

15，　　　　　　　　　　　　　　　 尼院　　（　〃　　〃　〃　）
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16，天平二年（730）　　　63 歳　　善源院　　（摂津国西生郡津守）

17，　　　　　　　　　　　　　　　 尼院　　（　〃　　〃　〃　）

18，　　　　　　　　　　　　　　 舟息院　　（　〃　兎原郡宇治）

19，　　　　　　　　　　　　　　　 尼院　　（　〃　　〃　〃　）

20，　　　　　　　　　　　　　　 高瀬橋院　（　〃　嶋下郡穂積）

21，　　　　　　　　　　　　　　　 尼院　　（　〃　　〃　〃　）

22，　　　　　　　　　　　　　　 楊津院　　（　〃　河辺郡楊津）

23，　　三年（731）　　　64 歳　　狭山池院　（河内国丹比郡狭山郷）

24，　　　　　　　　　　　　　　　 尼院　　（　〃　　〃　〃　　）

25，　　　　　　　　　　　　　　 崑陽施院　（摂津国河辺郡山本）

26，　　　　　　　　　　　　　　 法禅院　　（山城国紀伊郡深草）

27，　　　　　　　　　　　　　　 河原院　　（　〃　葛野郡大屋）

28，　　　　　　　　　　　　　　 大井院　　（　〃　　〃　大井）

29，　　　　　　　　　　　　　　 山崎院　　（　〃　乙訓郡山崎）

30，　　　　　　　　　　　　　　 隆福尼院　（大和国添下郡登美）

31，　　五年（732）　　　66 歳　　枚方院　　（河内国茨田郡伊香）

32，　　　　　　　　　　　　　　 薦田尼院　（　〃　　〃　〃　）

33，　　六年（733）　　　67 歳　　隆池院　　（和泉国和泉郡下池田）

34，　　　　　　　　　　　　　　 深井尼院　（　〃　大鳥郡深井）

35，　　　　　　　　　　　　　　 吉田院　　（山城国愛宕郡）

36，　　　　　　　　　　　　　　 沙田院　　（摂津国住吉郡住吉）

37，　　　　　　　　　　　　　　 呉坂院　　（　〃　　〃　御津）

38，　　九年（737）　　　70 歳　　鶴田池院　（和泉国大鳥郡山田）

39，　　　　　　　　　　　　　　 頭陀院　　（大和国添下郡矢田岡本）

40，　　　　　　　　　　　　　　　 尼院　　（　〃　　〃　　〃　　）

41，　　十二年（740）　　73 歳　　泉橋院　　（山城国相楽郡大狛）

42，　　　　　　　　　　　　　　 隆福尼院　（　〃　　〃　〃　）

43，　　　　　　　　　　　　　　 布施院　　（　〃　紀伊郡石井）

44，　　　　　　　　　　　　　　　 尼院　　（　〃　　〃　〃　）

45，　　十七年（745）　　78 歳　　大福院　　（摂津国西生郡御津）

46，　　　　　　　　　　　　　　　 尼院　　（　〃　　〃　〃　）

47，　　　　　　　　　　　　　　 難波度院　（　〃　　〃　〃　）

48，　　　　　　　　　　　　　　 枚松院　　（　〃　　〃　〃　）

49，　　　　　　　　　　　　　　 作蓋部院　（　〃　　〃　〃　）
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　もちろん，そのままの形ではないとしても，現存している寺は，1 の家原寺，4 の生馬山房（竹

林寺），7 の隆福院（霊山寺），9 の菅原寺（喜光寺），12 の久修園院，14 の大野寺，15 の尼

院（華林寺），25 崑陽施院（崑陽寺），33 の隆池院（久米田寺），41 の泉橋院（泉橋寺），45

の大福院（三津寺）である。

【この論考は本学共同研究プロジェクト 20 連 279「地域文化財の掘り起こしと活用の研究」

の研究助成を受けた成果の一部である】

★引用しかつ参考にして大いに刺激を与えられた書物は以下の通りである。

　『新日本古典文学大系　続日本紀　一～五』（岩波書店　1989 ～ 1998）

　『東洋文庫　大唐西域記　1 ～ 3』（平凡社　1999）

　『続日本の絵巻　玄奘三蔵絵　上・中・下』（中央公論社　1990 年）

　『行基年譜』（『続々群書類従　第三史伝部』国書刊行会　1907）

　『大阪府の文化財』（大阪府教育委員会　1962 年）

　 三島由紀夫『豊饒の海一　春の雪』『豊饒の海二　奔馬』『豊饒の海三　暁の寺』『豊饒の

海四　天人五衰』（新潮社　1969 ～ 1971 年）

　凝然大徳／鎌田茂雄訳注『八宗綱要』（講談社学術文庫　1981 年）

　井上薫『人物叢書　新装版　行基』（吉川弘文館　2013 年）

　　〃　「和泉国大野寺土塔の源流」（『奈良大学文化財学報』第一集　1982 年）

　 森浩一「大野寺の土塔と人名瓦について」（『文化史学』第 13 号　1957 年　ただし参照し

たのは『森浩一著作集　4』新泉社　2016 年）

　石田茂作『日本仏塔の研究　上・下』（吉川弘文館　2016 年）

 （2022 年 12 月 7 日受理）
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Southern Osaka: 
The Cradle of Japanese Buddhism （6）

UMEYAMA Hideyuki 

Gyoki （行基）, who was born in Izumi, currently a city in the southern part of Osaka 
Prefecture in Japan, became a bonze at Yakushi-ji temple （薬師寺）. It was in this temple 
that he studied and mastered Yuga-Yuishiki （瑜伽唯識）, the most highly developed 
Buddhist philosophy - and the most arduous to learn. Not satisfied with himself as a 
learning bonze in the closed monastery, however, he went out into the world to engage in 
missionary work and to strive to participate in various social contributions honoring the 
altruistic principle of Mahayana Buddhism. He gathered many devotional collaborators 
around him. He constructed bridges over rivers and harbors, dug reservoirs and irrigation 
canals, and built many lodging houses for poor travelers, some of which still exist as 
Buddhist temples. Herein, we trace the remnants of the works of Gyoki, in particular those 
located in Izumi, Osaka. The toponym of Fukai （深井） is supposed to have originated 
from Akai （閼伽井） which was dug by Gyoki as an offering of sacred water （閼伽＝aqua） 
to Buddha. Fukai still has Doto （土塔＝earth stupa）, which is covered with tiles and has 
names of Gyoki’s followers engraved on its surfaces. Much attention and pondering should 
be given to the fact that a half of those on the engraved list of follower names are women.

Keywords: Gyoki, Japanese Buddhism, Mahayana Buddhism, Osaka, history
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Non-Referentialist CHL as Error Minimization:
Toward a Valuation-Free Agree Model

ARIKAWA Koji

Abstract

What are uninterpretable features （uFs, or morpho-syntactic features such as ϕ and case）? 

What exactly is Agree? Where do they originate from? Two assumptions are utilized: the 

converse of the referentialist doctrine for the computational procedures of human natural 

language （CHL） （i.e., words do not refer; axiom one） and the error minimization hypothesis 

（EMH） for nature, which contains EMH for CHL, resulting in a valuation-free Agree model. 

The axiom one and EMH state that （a） both the conceptual-intentional system （CI） and 

sensory-motor system （SM） are disconnected in the human brain, （b） as a result, the 

human brain must connect two systems that are fundamentally different, namely, geometry-

building narrow syntax （NS） and sound-wave-computing SM, and （c） uFs are errors that 

emerge in our brain as a result of the mutated disconnection. CHL （NS） is a system that 

strives to offset errors in order to approach a perfect computational system, deducing 

the strong minimalist thesis （SMT）. The valuation-free Agree model is based on the 

grammatical feature hypothesis （consequent upon axiom one） and the error-minimization 

algorithm （EMA） （a subset of EMH）. The grammatical feature hypothesis holds that all 

morpho-syntactic features are NS-computable and SM/CI-uncomputable. The valuation-free 

Agree model is supported by evidence from languages such as English, French, Hindi, and 

Japanese, being as it is that there are two types of EMA: error elimination under matching 

（EMA ①） and error neutralization （EMA ②）. EMA ① eliminates probe-goal uF （case and 

ϕ） under the matching, where two Agree types exist in terms of feature inheritance timing. 

EMA ② neutralizes uF: it eliminates ϕ as a reflex of case elimination, forcing the predicate 

ϕ to default. The control issue （i.e., null case elimination of infinitive） and the seeming lack 

of ϕ-agree in east Asian languages are incorporated in EMA ②.

Keywords :  error minimization algorithm （EMA）, error minimization hypothesis （EMH）, referentialist 
doctrine, seeming lack of ϕ-agreement, valuation-free Agree model
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1  A problem

Chomsky （2001a, 16） posed a question about the computational procedures of human natural 

language （CHL）, where uF = uninterpretable feature.1）

（1） A fundamental question

 A fundamental problem is why uF and Agree exist.

In considering Chomsky’s question, I propose a plausible solution. Specifically, I am looking 

for a pointer to answering fundamental questions, as shown in （2）.

（2） Fundamental questions

 a. What exactly is uF? What exactly is Agree? （Identification）

 b. When, how, and why did they both emerge in the human brain? （Evolution）

According to a popular consensus, the minimalist program （MP） has already answered （2） 

in Chomsky （2000a） and Chomsky （2001b）, as shown in （3）.2）

（3） What is the function of uF?―The standard answers.

 a.  The uFs are the driving force of the internal merge （IM; movement）, in which 

case-feature elimination is a consequence （side effect） of phi-feature matching and 

elimination. The EPP-feature attracts the goal to the probe’s edge.

 b.  Chomsky （2001b） and Chomsky （2008） hypothesized that “the size of phases is in 

part determined by uninterpretable features,” which are “a striking phenomenon of 

language that was not recognized to be significant, or even particularly noticed, prior 

to Vergnaud’s original ideas about the role of structural Case.” 3）

Is there a uF because CHL requires IM to function? Where is the origin of uF? Why does 

an IM exist in the first place? Is uF present because CHL needs to execute phase-cyclic 

computation? Previous attempts to answer the aforementioned questions about uF and also 

the discussions as a consequence on why it exists in the human language system are lacking 

 1） The uF is redefined as SM/CI-uncomputable features in Subsection 3.1.1.
 2） Epstein et al. （2013） examines how MP has approached and developed the uF accounts.
 3） A personal letter by Jean-Roger Vergnaud to Noam Chomsky and Howard Lasnik in 1977 
（Vergnaud （1977, 22-23））. Vergnaud first pointed out that UG （i.e., CHL theory） consists of invariant 
principles and variable parameters. Chomsky （2022） states that （3b） is inaccurate.
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in detail. Therefore, unanswered is the underlying problem of uF.

　The remainder of the paper is organized as follows. Section 2 introduces the two 

assumptions adopted in this study. The first assumption is a converse of the referentialist 

doctrine of CHL （i.e., words do not refer） as axiom one （Subsection 2.1）. As a result, CI 

and SM are unconnected in the human brain, forcing the association of two fundamentally 

different systems, namely, the geometry-creating narrow syntax （NS） and sound-wave-

computing SM.4） The NS-SM connection generates errors, which are morpho-syntactic 

features （case and ϕ）. The second assumption is the error minimization hypothesis （EMH） 

for nature, which includes the EMH for CHL （Subsection 2.2）. As a result, uF is reconsidered 

as an error that emerged in the mutated human brain, and the strong minimalist thesis 

（SMT） is deduced from EMH.

　Section 3 proposes a valuation-free Agree model that simplifies the conventional Agree. 

The axiom one contradicts valuation, necessitating the grammatical feature hypothesis: all 

formal features are NS-computable and CI/SM uncomputable （Subsection 3.1）. The EMH 

guarantees two types of error-minimizing algorithms （EMA）: uF elimination via feature 

matching （EMA ①） and uF neutralization （counteraction） （EMA ②） （Subsection 3.2）. 

Furthermore, in terms of feature-inheritance timing, EMA ① employs two patterns of 

Agree.

　Section 4 addresses the empirical implications of the current proposals. EMA ① and ② 

simplify and unify seemingly unrelated data analyses. More notably, EMA ② allows us to 

combine two challenging problems: the PRO-infinitive （Subsubsection 4.2.1） and the seeming 

lack of ϕ-agreement in east Asian languages （Subsubsection 4.2.2）. Section 5 （conclusion） 

closes the paper by highlighting the outstanding issues. Figure 1 illustrates paper’s 

organization.

　Figure 1 depicts the concept of the current investigation, which comprises fundamental 

questions: What is uF? What is Agree? And Where do they originate from? The study 

adopts two assumptions: an alternative to the referentialist doctrine （axiom one） and the 

EMH for nature, a subset of which is EMH for CHL. Axiom one conflicts with valuation, 

leading to the grammatical feature hypothesis: all morpho-syntactic features are NS-

computable and CI/SM-uncomputable. The EMH redefines uF as a human brain error, 

deduces SMT, and guarantees EMA. Based on the grammatical feature hypothesis and 

 4） I choose to narrow definition of NS （LF computation, where LF = logical form: CHL-CI interface）, 
which is equivalent to CHL. For each sentence, NS = CHL builds a binary-branching structure using a 
lexical array containing specific features and words selected once from the Lexicon （Adapted from 
Chomsky （2000a, 100-101））.
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EMA, a valuation-free Agree model was proposed, supported by a consistent analysis of 

seemingly unrelated data, including the PRO-infinitive and the apparent lack of ϕ-agreement 

in east Asian languages.

2  Assumptions

2.1  Axiom one: Converse to the referentialist doctrine of CHL

As explained in Chomsky （2000b, 37-42） and Chomsky （2015c, 44-45）, I assume to be 

inaccurate the referentialist doctrine regarding human language, i.e., the direct reference 

theory of human natural language, in which CI and SM are inexorably connected. For non-

human animals’ externalization relates to a certain internal state or external object, i.e., what 

they externalize corresponds to what they “think.” By adopting a basic principle proposed in 

Gallistel （1990）, Chomsky stated that: “Animal ［non-human］ communication is based on the 

principle that internal symbols have a one-to-one relation to some external event or internal 

state. But that is simply false for human language – totally” （Chomsky and McGilvray 

（2012））.5） Given that the referentialist doctrine is false for CHL, its converse is true, as 

demonstrated in （4）, which I consider as axiom one.

 5） For a related discussion, see Dobler （2013, 295）.

Figure 1: Paper’s organization illustrated
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（4） Axiom one （converse to the referentialist doctrine）
 Words do not refer to external objects.

As Chomsky asserts, humans perform referring actions with words composed of meanings 

with sounds, but words themselves do not refer to anything: meaning and externalization 

do not refer to a specific internal state or external object/phenomenon （Figure 3）. I quote a 

critical claim by Chomsky （5） in Chomsky and McGilvray （2012, 29） discussing the logical 

implication of axiom one.

（5）  ［Given the axiom one, there is］ “no semantics at all―that is, no reference relation―

just syntactic instructions to the conceptual apparatus which then acts” （ibid）.

Where a related topic is seen in Subsection 3.1.1, in which the grammatical feature 

hypothesis is proposed. What is important are syntactic instructions based on phonemic, 

phonetic, formal, and conceptual features that do not have a one-to-one relationship with any 

mental or external state.6）

　I assume Figure 2 as a corollary of axiom one that in the human brain, CI is disconnected 

from SM, but the two external systems are linked in non-human brains. In non-human 

brains, SM and CI are reflexes that combine to generate instinct. A mutant CHL （NS） 

evolved in the human brain, resulting in SM and CI becoming disconnected, which is the 

reason why we, Homo sapiens, （can） lie and act. The formation of mutant CHL triggered the 

SM-CI disconnection, which required the association of two separate systems （NS-SM/NS-

CI）, resulting in an error, i.e., morpho-syntactic features.

　In Figure 2, CI, SM, and CHL form loops, as illustrated by the facts that a speaker’s thought 

is a starting point and input to CHL, any universal-phonetical-sound set can be computed as a 

sentence, and a speaker computes the sound and meaning that she externalizes while saying 

and comprehending it simultaneously. Loops help to maintain a steady flow of information,7） 

while being graph-theoretical solutions to Kirchhoff’s current law, which is the balance 

equation expressing system equilibrium （Strang （2016, 455））.

 6） A caution is necessary here to distinguish the use of terminology “refer” in the referentialist 
doctrine and that in anaphoric relation within a sentence, e.g., in a sentence such as John believes 
that Bill hates himself, the anaphor himself “refers” to Bill, not John, within this particular example. 
More strictly, Bill, not John, is the antecedent of the anaphor himself. Axiom one states that the 
words in this sentence do not refer to any external object.

 7） A complex system such as CHL is characterized by feedback loops （Krivochen （2018, iii））. For a 
graph-theoretic approach to CHL, see Arikawa （2019） and Arikawa （2020）.
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2.2  The error minimization hypothesis （EMH） for CHL

“Nature distributes the currents to minimize the heat loss ［error］ （Strang （2009, 428））.” A 

natural object （order） inevitably produces heat （entropy or disorder）. Nature tends to offset 

errors.

（6） The error minimization hypothesis （EMH） for nature

 Nature tends to minimize errors.

In the presence of EMH, CHL tends to become a “perfect system” by meeting the interface 

criteria in the most computationally efficient way. Chomsky compares CHL to a snowflake: 

the basic attribute of CHL evolves by obeying natural laws such as the principle of least 

action and minimal computation （MC）. “In the absence of external pressures, the Basic 

Property should be optimal, as determined by laws of nature, notably MC, satisfying SMT （7）, 

rather as a snowflake takes its intricate shape” （Chomsky （2016, 23））.8）

（7） SMT

  Language ［CHL］ is an optimal ［computationally efficient］ solution to legibility conditions 

［posed by CI and SM］ （Chomsky （2000a））.

The logical form （LF） and phonetic form （PF） are interfaces connecting CHL-CI and CHL-

SM, respectively. CI and SM force CHL to produce optimal information at LF and PF, which 

is subsequently transmitted to and exploited by CI and SM. The legibility conditions are 

requirements that CHL must meet by supplying CI/SM-legible （readable） information to LF 

 8） Regarding MC, see Chomsky （2015a）, Chomsky （2015b）, Chomsky （2016）. See Fukui （1996） for 
more information on how and why the principle of least action applies to CHL.

Figure 2:  Axiom one: CI and SM are linked 
in non-human brains; they are 
unconnected in human brain

Figure 3: We refer but words do not
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and PF.

　A “perfect system” can be the most computationally efficient. However, an error （morpho-

syntactic feature） enables the computational system to “become a perfect system.” A 

“perfect” system does not necessarily imply an error-free system. A system cannot 

completely eliminate errors. To live in a superior system （human brain）, a new subsystem 

（CHL） attempts to interact with surrounding old-timers （SM and CI） and achieve efficient 

computing by eliminating errors. I propose a hypothesis that CHL is an error-minimizing 

system. The language system （an ordered natural object） inevitably produces morpho-

syntactic features （disordered “heat” or errors） and attempts to eliminate the errors.9）

（8） The EMH for CHL

  CHL has evolved into an error-minimizing system that seeks to eradicate error （uF）, 

aspiring to perfection （computational efficiency）.

Language errors are morpho-syntactic traits that evolved in our ancestral brain when CI 

and SM were severed （Subsection 2.1; Human brain in Figure 2）.10）

　Why did the errors emerge after CI and SM were disconnected? Chomsky （2021b, 12） 

offers a convincing explanation: it was because externalization relates “two systems that are 

entirely independent, both in character and evolutionary history: language proper ［NS］ and 

SM.” The geometry （binary branching structure）-creating NS, which is limited to humans, 

appeared very suddenly （Chomsky and McGilvray （2012, 23）） within a very small window 

of 50,000 to 100,000 years ago （Chomsky （2015c, 3））, whereas the sound-wave computing 

SM, with which we share core processes with other animals, first appeared 60 million years 

ago.11） CHL had to contend with “the mismatch ［incompatibility］ between narrow syntax, a 

system of pure structure, and SM, which imposes a requirement of linear order for reasons 

that have nothing to do with language.” 12） Thus, morpho-syntactic features are errors caused 

 9） Strang （2009, 428） stated in its graph theory section that “nature distributes the currents to 
minimize heat loss.” In this context, “currents” refer to information flow, and “heat loss” refers to 
error. Thus, nature strives to minimize errors.

10） Piattelli-Palmarini and Uriagereka （2004） proposed that morpho-syntactic features are viruses 
emerged in the human brain, consistent with this study assuming that viruses are errors inevitable 
to any system. The language-system virus is not merely “an elegant metaphor,” as mentioned in 
Lasnik （2002, 435）.

11） “Take, say, the bone of the middle ear. They happen to be beautifully designed for interpreting 
language, but apparently, they got to the ear from the reptilian jaw by some mechanical process of 
skull expansion that happened ［about］ 60 million years ago” （Chomsky and McGilvray （2012, 25））.

12） The “reasons that have nothing to do with language” refers to the fact that PF and SM are 
constrained by a physical law that states that a single articulator cannot order two sounds linearly 
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by the emergence of a “mismatch” between SM and NS. CHL （NS） and errors （morpho-

syntactic features） are identical pairs. CHL originated as a system that seeks to minimize 

errors caused by NS and SM incompatibilities. However, it would have been impossible for 

CHL to generate infinite discrete structures with semantic and phonetic features, which are 

inputs to CI and SM without the errors （i.e., morpho-syntactic features）. An error-containing 

system （e.g., DNA, CHL） is resilient, flexible and productive, whereas an error-free system 

（if such a system existed） would be rigid and inefficient. With the SMT （Chomsky （2001a）） 

being a generative syntactic guideline, and, more specifically, the optimal scenario being that 

UG （CHL theory） reduces to the simplest computational principles that work in compliance 

with computational efficiency conditions （Berwick and Chomsky （2015, 94））, the EMH 

explains why SMT is correct and valid. The EMH is more general than the SMT in that it 

holds for error minimization （optimal computation） in general for natural objects. The SMT 

is deduced by the general EMH.

3  Valuation-free Agree model

3.1  Grammatical feature hypothesis
3.1.1  DP ϕ is uninterpretable （CI-uncomputable）

Let us go through the first axiom again （4）, which is renumbered as （9）.

（9） Axiom one （converse of the referentialist doctrine）
  Words do not refer to external objects. （Chomsky （2000b, 37-42） and Chomsky （2015c, 

44-45））

A word is comprised of two parts: sound and meaning. According to axiom one, human 

linguistic sound and meaning do not relate to （i.e., do not have a one-to-one relationship 

with） any mind-internal states or external objects. Humans, not the words, employ sound 

and meaning to perform a referring action （Figure 3）.

at the same time, i.e., it cannot externalize both sounds at the same time. One might wonder why 
SM and CI connect perfectly in the non-human brain. In this case, I employ a testing Hypothesis 3 
that was mentioned by Hauser et al. （2002）: Only FLN ［faculty of language-narrow sense; CHL］ is 
uniquely human. Humans and non-humans share the fundamental CI and SM properties. However, 
unlike in non-human, human CI and SM are no longer reflexes or instincts. Phototaxis, I believe, is 
an example of a primitive SM-CI connection. A euglena exhibits positive phototaxis, and showing 
that more photons are safe and fewer photons are dangerous. An earthworm exhibits negative 
phototaxis, where we consider that an earthworm’s brain （its SM） detects information （several 
photons） and sends it to the CI, which computes its meaning, i.e., its survival instinct tells it to 
choose fewer photons. The CI orders SM to relocate to a less photon-intense position. There is no 
room for errors when CI and SM communicate as reflexes and instincts.
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　Consider the difference between interpretable/uninterpretable. Pesetsky and Torrego 

（2007, 264） stated the difference as shown in （10）.

（10）  A feature F is interpretable iff F of a certain lexical item contributes semantically to its 

interpretation. Otherwise, F is uninterpretable. （Adapted from Pesetsky and Torrego 

（2007, 264））.

The phrase “semantic contribution” indicates that interpretability is specified for CI rather 

than SM here. However, interpretability must be defined for both CI and SM. The term 

“interpretable” is misleading because it usually refers exclusively to CI-interpretability. 

It is necessary to include not just semantic contribution but also phonemic/phonetic 

contribution. I propose that the term “interpretability” be replaced with a more generic term 

“computability.” Assume that the conceptual features can only be computed and used in CI, 

and that phonemic/phonetic features can be computed and used in SM.

　Consider grammatical （morpho-syntactic; formal） features such as case and ϕ. The 

prevailing opinion is that ϕ-features are interpretable in relation to DPs but not in relation 

to predicates; for example, Chomsky （1995, 278） claimed that “the Interpretable features are 

categorial features generally and ϕ-features of nouns.” In this context, “interpretable” refers 

to CI-computable.13） For example, ϕ （plural） morpheme “s” in “books” is CI-computable, 

whereas ϕ （third person, singular） morpheme “s” on a verb is CI-uncomputable, e.g., “s” 

on “reads” in a sentence “She reads books.” The conventional logic is as follows: the plural 

“s” on DP is CI-computable because “a book” and “books” have different references, i.e., one 

book vs. more than one book; the singular “s” on the verb “read” is CI-uncomputable since it 

does not relate to a singular reading event. However, axiom one prevents us from claiming 

that “s” on “books” is CI-computable because it refers to a collection of numerous books that 

exist in the external world. To begin with, the idea of “semantic contribution” based on the 

referentialist doctrine is false. Nothing is referred to by a CI-computable feature （meaning）. 

As a result, the CI-computable/noncomputable distinction for ϕ based on the referentialist 

doctrine is untenable, causing the conventional analysis to collapse: ϕ on a noun is CI-

computable （interpretable）, but ϕ on a verb is CI-uncomputable （uninterpretable）.

　In this section, I propose a simplified model: The grammatical feature hypothesis holds 

that all grammatical （i.e., morpho-syntactic; formal） features, such as case and ϕ, are NS-

computable but SM/CI-uncomputable （11）.

13） Bobaljik （2006, 1） admits that “［t］he issue is not as simple as saying that ϕ-features are 
interpreted on nouns but not on verbs （to roughly paraphrase Chomsky （1995, 278））.”
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（11） The grammatical feature hypothesis

  All grammatical features are NS-computable but are SM/CI-uncomputable.

Consider the valuation/interpretability biconditional （Chomsky （2001b, 5））, which is adopted 

from Pesetsky and Torrego （2007, 266）.

（12） Valuation/Interpretability Biconditional

  A grammatical feature F is uninterpretable iff F is unvalued.

Although the condition （12） is ambiguous as to which system F is uninterpretable, given 

the biconditional logic （12）, a grammatical feature F is interpretable iff F is valued. Let us 

assume that “interpretability” here refers to “CI-computability.” As a result, a grammatical 

feature F is CI-uncomputable iff F is unvalued, and F is CI-computable iff F is valued. 

Chomsky’s purpose for postulating valuation, as stated in Pesetsky and Torrego （2007, 266）, 

was to make the model reflect that NS cannot check F’s CI-computability, which is what CI 

does, but it can inspect F’s value （Chomsky （2001b）, Chomsky （2008））. However, valuation 

creates a contradiction. If a probe’s case values a matching goal’s case, the case is valued 

and interpretable （CI-computable）. As a result, case is CI-computable as meaning. Case, 

however, lacks intrinsic meaning: a contradiction. Therefore, valuation must be avoided. If 

all grammatical features F is CI-uncomputable and unvalued, then no grammatical feature 

F is CI-computable and valued. It is sufficient to postulate that a grammatical feature F 

is NS-computable and SM/CI-uncomputable （11）. CHL （NS） is a “blind merge machine” 

（D’Alessandro （2020）） that focuses solely on NS-computable features. NS not only ignores 

word order and sound computed in SM, but it also ignores meaning processed and is 

employed in CI.

　After stating that interpretable （CI-computable） features include tense, aspect and 

modal for T, and ϕ for nominal, and uninterpretable （CI-uncomputable） features include 

ϕ for T, and case for nominal, Radford （2009, 287-288） concedes that the analysis leaves 

complexities, as demonstrated in （13）.

（13）  There are a number of potential complications which cloud the picture. For example, 

ϕ on expletives appear to be uninterpretable, as do the gender on nouns, e.g., feminine 

gender ［FEM］ of the French noun table ‘table’）. Tense determined by sequence of 

tense may be uninterpretable. However, we set aside such complications here. （Adapted 

from Radford （2009, 287-288））
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However, I maintain that we reconsider the very complications （13） seriously, rather than 

ignoring them. Where the apparently challenging grammatical features in （13） are NS-

computable and SM/CI-uncomputable, the axiom one （9） and the grammatical feature 

hypothesis （11） resolve these complications.

3.1.2  More evidence for the grammatical feature hypothesis

This section provides evidence for the grammatical feature hypothesis （11）. It is generally 

assumed that the gender feature ［FEM］ of a Hindi word such as laṛkī ‘girl’ is interpretable 

（CI-computable） since the word has a conceptual （meaning） feature ［feminine］.14） A good 

example to demonstrate that morpho-syntactic features such as ϕ-features are independent 

of DP meaning is the word boireannach, which means “woman” in Scottish Gaelic （Indo-

European, Celtic; VSO）, whereas, as proven by transgender facts, grammatical gender 

differentiation lacks biological basis and strong predictability. Furthermore, according to 

axiom one, the meaning ［feminine］ relates to nothing. It is not apparent what it means to 

say that ϕ is CI-computable in terms of DPs. How is ϕ ［FEM］ interpretable （CI-computable） 

in relation to the Hindi word kitāb ‘book’?15） As shown in （14） （adapted from Adger （2003, 

40））, this word has a morpho-syntactic feature ［MASC］ （grammatical gender feature 

masculine） and a conceptual （meaning） feature ［fem］.

（14） Thànig  am   boireannach  mòr  agus  shuidhe  i  sios.

  arrive ［past］ the woman ［MASC］  big ［MASC］  and  sat  she ［fem］  down

  ‘The big woman arrived and she sat down.’

In the Scottish Gaelic example （14）, the adjective mòr ‘big’ agrees with the noun 

boireannach ‘woman’ according to the grammatical feature ϕ ［MASC］. The feminine form 

of the pronoun i ‘she’ has the meaning feature ［fem］. The masculine pronominal form is e 

‘he,’ which is grammatically incorrect in the sentence （14） （ibid. 41）. In the same language, 

the word chaileag ‘girl’ has the morpho-syntactic feature ［FEM］. With it being plausible 

to argue that grammatical gender （morpho-syntactic feature） is independent of meaning 

feature, in modern spoken Dutch （Indo-European, Germanic; SOV）, the word meisje ‘girl’ 

has a neuter gender ϕ （［NEUT］）, occurs as it does with the neuter article and triggering 

14） Hindi: Indo-European, Indo-Aryan; basic word order SOV.
15） Regarding Hindi DP gender, Agnihotri （2007） states that “the assignment of gender is often 

arbitrary” and that “［b］asically, one has to learn the gender of each noun,” implying that Hindi DP 
gender is uF （CI-uncomputable）.
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neuter agreement on relative pronouns （ibid. 41）. Despite denoting a feminine entity, the 

German noun Mädchen ‘girl’ is intrinsically neuter in gender （Radford （2004, 8.4））.

　Furthermore, it is wrong to conclude that T’s tense feature is interpretable （CI-

computable） （Chomsky （2001b）, Chomsky （2008））. A temporal morpheme ta in Japanese, 

for example, can carry future/present/past tenses, perfect aspect, and modality （Teramura 

（1971））, suggesting that the morpheme ta lacks a fixed intrinsic meaning, i.e., it is uF （CI-

uncomputable）. Consider （15）; inf = infinitive, acc = accusative, dat = dative.

（15） a. ［DP ［CP  ichiban  haya-ku  kimono-o  ki-ta］  hito］-ni  age-ru

   most  fast-inf  kimono-acc  wear-future  person-dat  give-future

    ‘I will give it to a person who will wear the kimono the fastest.’

  b. ［DP［CP kimono-o  ki-ta］  hito］

              kimono-acc  wear-present/perfective  person

     ‘a person with a kimono’/‘a person who has worn kimono’

  c. kinoo       kimono-o    ki-ta

     yesterday kimono-acc wear-past

     ‘I wore kimono yesterday.’

  d. haya-ku  ki-ta  ki-ta

     fast-inf  wear-imperative  wear-imperative

     ‘Wear it quick.’

T morpheme ta means future tense （15a）, present tense/perfective aspect （15b）, past 

tense （15c）, and imperative modal （15d）. The morpheme ta lacks a fixed intrinsic meaning. 

T’s tense feature is a uF, i.e., CI-uncomputable.16） According to the current method, 

DP ϕ-features are uninterpretable （CI-uncomputable） as DP case and ϕ on predicates. 

Valuation （Chomsky （2000a）, Chomsky （2001b）） is untenable because it assumes that a 

16） Chomsky （2021a, 33-34） states that “tense is a feature of v, not of INFL,” based on （ia） with the 
structure （ib）.

 （i） a. John arrives every day at noon and met Bill yesterday.
    b. C, ｛ John3 , ｛ INFL, 〈&, ｛ 1 v, ｛ arrive, John1 ｝｝, ｛ 2 John2, ｛ v*, ｛ meet, Bill ｝｝｝〉｝｝
 In （ib）, INFL has ϕ-features that are fixed for conjuncts, but tense is not fixed. Chomsky’s proposal 

is similar to the current proposal that tense is uninterpretable （CI-uncomputable）: v is the location 
of typical grammatical features like uCase and uϕ. We equate T with INFL.
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goal （DP） bears interpretable （CI-computable） ϕ, erroneously presuming that such ϕ on a 

noun corresponds to an outer-world distinction.17） The current study employs a simplified 

approach （the grammatical feature hypothesis （11））: all case and ϕ （morpho-syntactic） 

features are NS-computable and SM/CI-uncomputable; they are errors or viruses that cause

SM and CI to freeze unless they are eradicated within the NS.

3.2  Two types of error-minimizing algorithm （EMA）
3.2.1  EMA ① and EMA ②

I propose two versions of EMA （Table 1）: error elimination via feature matching （EMA 

①） and error neutralization （counteraction） without matching （EMA ②）, where error is 

uF: uCase and uϕ （SM/CI-uncomputable case and ϕ）. EMA ① eliminates uF by matching; 

valuation is unnecessary （Subsection 3.1.1）. As a result, EMA ① is less complicated than 

the conventional Agree.

Error elimination via matching （EMA ①） Error neutralization （EMA ②）

uCase uCase elimination via matching uCase （null） neutralization by infinitive

uϕ uϕ elimination via matching uϕ neutralization by case markers

Table 1: Two types of error minimization: EMA ① and ②

Furthermore, in terms of feature-inheritance time, EMA ① employs two logically necessary 

Agree patterns （Agree 1 and 2） （Subsection 3.2.2）. Both EMA ① and EMA ② search 

errors minimally （minimal search （MS）） to reduce them （i.e., morpho-syntactic features）. 

To eliminate uF, EMA ① leverages feature matching between probe （head） and goal （DP） 

uFs （uCase and uϕ）. To neutralize uF, EMA ② uses infinitival T and case markers.18） In 

EMA ②, MS detects case markers before heads, and those case markers are the ones 

which encapsulate nouns containing uϕs, and these are eliminated as a reflex of uCase 

elimination via feature matching in EMA ①.19） Thus, “reflex” here means “neutralization” 

17） Thus, a presupposition in Chomsky （2000a, 124） that “ϕ-features are interpretable （CI-computable） 
only for N” is false.

18） The current proposal in terms of EMA ① is compatible with Mark Baker’s intuition: “The 
intuition here is that both members ［probe and goal］ of the Agree relation must have some 
deficiency that gives them a motive for participating in Agree” （Baker （2013, 615））. “Deficiency” 
means an error that must be eliminated. The uF-neutralization （EMA ②） deals with a deficiency in 
a broad sense in that probe-ϕ becomes neutral （default） because goal-ϕ is eliminated as a reflex of 
uCase elimination and probes do not require uϕ for Agree.

19） The current analysis postulates that uϕ is eliminated as a reflex of uCase-elimination in EMA ②, 
which is the opposite to the standard analysis where uCase is eliminated as a reflex of ϕ-elimination 

（Chomsky （2000a, 122））. Regarding EMA ②, uCase-elimination is a prerequisite to ϕ-elimination.
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or “counteraction” （Subsection 4.2.2）. EMA ② employs non-externalization to neutralize the 

PRO case, as a result of the infinitive necessitating PRO, which is not externalized. As a 

result, PRO does not require any specific agreement form in control structures, resulting in 

default agreement. The infinitival T relates to case markers and forces PRO to be devoid of 

phonetic content and neutralize case, i.e., making the PRO case to be null （Subsection 4.2.1）.20）

　My proposal has the following merits: （a） it integrates uF elimination with uF 

neutralization, （b） it subsumes control structures under uF neutralization, and （c） it 

subsumes a long-standing problem of apparent lack of ϕ-agreement in east Asian languages 

such as Japanese and Korean under uϕ neutralization （EMA ②）, which is a reflex of uCase 

elimination （EMA ①）.21） The fact that EMA① and ② are UG （CHL theory） principles rather 

than parameters, implies that a language exhibits both EMA ① and ②. 

3.2.2  Two logically required EMA ① Agree patterns

Assume that feature inheritance （phase head → nonphase head: v → V, C → T; Chomsky 

（2008）） is feature-transfer, not feature-copying. As shown in （16）, there are two uF-

elimination patterns that are logically essential.

（16） Two logically necessary Agree patterns

  a. Feature inheritance → Error elimination （Agree-1）

  b. Error elimination → Feature inheritance （Agree-2）

In Agree-1, the error elimination is postponed （16a）. Critically, the two patterns are 

analogous to two distinct types of theorem proof, namely, the basic-property-forming UG 

axioms that may lead to external variation. The two Agree patterns are schematically 

represented in Figure 4, where H is a phase head, x is an error, and dotted arrow shows 

feature inheritance, and solid arrow signifies IM.

In Figure 4（a） （Agree-1）, a probe uF ［X］ in a phase head H is transferred to its 

complement head Y, therefore removing ［x］ contained in Y’s complement XP. Figure 4

（b） （Agree-2） shows that probe uF ［X］ minimally detects a viral ［x］ in the c-commanding 

domain （MS） prior to feature inheritance, internally merging XP containing ［x］ to the HP 

edge, and thus eliminating the error ［x］. A probe uF ［X］ is relatively excited from the 

20） The Case Filter is proposed in Chomsky （1981, 49）: *NP if NP has phonetic content and has no 
Case. A neutralized case is not equal to no case. This paper adopts a hypothesis that PRO bears a 
null case （Chomsky and Lasnik （1993））.

21） Non-externalized implementation of error neutralization can be seen in languages like Chinese 
where all uFs are neutralized.
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outset. As a result, feature inheritance is utilized only sparingly in Agree-2. Figure 4（b） 

attempts to distribute uF features, but there is nothing to spread on the non-phase head, Y.

4  Discussion

4.1  EMA ① issues
4.1.1  Evidence for Agree 1/2: English-French asymmetry

The Agree-1/2 model allows for an external variation, i.e., differences in V-movement 

between languages. The new approach makes it easier to analyze a well-known English-

French contrast （17） （Pollock （1989, 367）, Chomsky （1991）; nom = nominative case）.

（17） a. John often kisses Mary.

  b. Jean       embrasse       souvent Marie （French）

     Jean-nom kiss.3.sg.masc often     Marie

     ‘Jean often kisses Marie.’

Figure 5 illustrates the geometry of the English example （17a）, while Figure 6 illustrates 

the geometry of the French example （17b）. I presume that temporal adverbs such as “often” 

and “souvent” adjoin within a TP system with T （tense） as the head.22） English employs 

Agree-1, which means “feature inheritance precedes error elimination,” whereas French uses 

Agree-2, which means “error elimination precedes feature inheritance.” To use standard 

terminology, the French C is “strong” in that it avoids procrastination when it comes to 

error elimination. Unlike the standard analysis, the relevant phenomenon is determined by C’s 

22） The adverbs “often” and “souvent” are treated as VP-adverbs in Chomsky （1991）, a view of which 
is followed by an article （Epstein et al. （2013）） in a handbook of cutting-edge generative syntax. 
However, we believe that these adverbs are TP-adverbs as stated in Jackendoff （1972） （a seminal 
work on the related area）, Potsdam （1998）, and Alexiadou （2013）; these adverbs express the 
frequency of events in time, not a property of the events.

Figure 4: Two logically necessary patterns of error elimination: 
（a） feature inheritance first （Agree-1）  （b） error elimination first （Agree-2）

（a） First logically necessary pattern （b） Second logically necessary pattern
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property rather than T’s. Because error elimination is delayed, the English C is “weak.” As a 

result, C, rather than T, exhibits UG-based logically required potential patterns. In assuming 

that the CP phase heads （C and T） are equipped with a probe uF ［F］ that seeks an error ［f］ 

in V, the two logically essential Agree patterns are not parameters; rather, they are built in 

as UG principles. I ignored sequential head adjunction.23）

If we consider feature inheritance as an axiom, the two error elimination patterns are the 

two logically essential potential consequences available in CHL. The current analysis does 

not require T parametrization （i.e., French T attracts V before Spell-Out, whereas English 

T attracts V after Spell-Out）, as proposed in Chomsky （1991）. Both attractions take place 

before Spell-Out in Figures 5 and 6. The current model, which is based on logical necessity 

within the UG, is less complicated than language-specific parameter proliferation within 

a head. Importantly, Agree 1 and 2 are not language-dependent fixed parametric options. 

Therefore, the English-French contrast is caused by the logically necessary computations 

provided in the set of UG principles.

4.1.2  Evidence for Agree 1/2: Hindi ERG-ABS vs. ERG-DAT

How do Agree-1/2 accommodate for a language-internal variance? In Hindi data adapted 

from Mahajan （1990, 73）, ERG-ABS （ergative-absolutive） （18a） exhibits Agree-2, whereas 

ERG-DAT （ergative-dative） （18b） exhibits Agree 1.

23） Incidentally, Pollock （1989, 397, （77）） proposed a consecutive head movement （i.e., V to v, ｛V + v｝ 
to T, and ｛V + v + T｝ to C, as in Figure 6） for an English sentence.

Figure 5:  English: feature inheritance 
precedes error elimination

Figure 6:  French: error elimination precedes 
feature inheritance
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（18） a. raam-ne                  roTii                 khaa-yii                  th-ii

     Ram （3.sg.masc）-erg bread （3.sg.fem） eat-perf.part.3.sg.fem be.past-3.sg.fem

     ‘Ram had eaten bread.’

  b. baccoN-ne                   siitaa-ko               dekh-aa                    th-aa

     children （3.pl.masc）-erg Sita-dat （3.sg.fem） see-perf.part.3.sg.masc be.past-3.sg.masc

     ‘The children had seen Sita.’

Figures 7 and 8 show the geometries of （18a） and （18b）, respectively. The example （18b） 

demonstrates uϕ neutralization; the geometry （Figure 8） further elaborated in Subsection 

4.2.2. Figure 7 is a geometry generated by Agree-2: the v probe uFs are excited that 

they forbid procrastination. Prior to feature inheritance, the v-probe uFs minimally detect 

viral features in the patient DP, compute that the probe uFs and errors are remote （i.e., 

separated by a VP）, instigate IM of the DP, destroy viruses, and vanish.

Figure 8 depicts a geometry generated by Agree-1: the v probe uF ［ACC］ travels to V, and 

the viral ［acc］ is eliminated in situ.

　In the instance of a patient DP agree, I adopt Legate （2008, 56-57）, i.e., Hindi belongs to “a 

class of ergative-absolutive languages as absolutive as a morphological default （ABS = DEF） 

（ibid. 56）,” where “T assigns ［nom］ to the intransitive subject （S） and v assigns ［acc］ to 

the transitive object （O） （ibid. 57）.” “In this class of ergative-absolutive languages, ［nom］ 

and ［acc］ morphology is lacking （ibid）,” a situation “entirely parallel to that of English 

nouns, for which ［nom］ on the subject and ［acc］ on the object are both morphologically 

realized by a （null） default ［i.e., no phonetic feature］ （ibid. 55-56）.” I do not follow Woolford 

（2006） here, in which T skips an agree-inactive ergative agent DP to assign ［nom］ to the 

agreeing patient DP, because this violates MC and is more computationally complex than 

Figure 7: Hindi ERG-ABS; Agree-2 Figure 8: Hindi ERG-DAT; Agree-1
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Legate’s system. I agree with Woolford （2006） on ［erg］: v assigns ［erg］ to DP at the vP 

edge （the vP-internal ergative subject hypothesis）.24） The geometrical contrast between 

Figures 7 and 8 is verified by a specificity consideration. A VP-external agreeing DP is 

interpreted as specific, while a VP-internal non-agreeing DP is interpreted as non-specific 

（Mahajan （1990, 103-106））. Deleting the ［dat］ case marker ko makes the object specific 

（19a）, and a non-agreeing VP-internal DP is non-specific （19b）.

（19） a. baccoN-ne                   laRkii             dekh-ii                    th-ii

     children （3.pl.masc）-erg girl （3.sg.fem） see-perf.part.3.sg.fem be.past-3.sg.fem

     ‘The children had seen the girl.’

  b. baccoN-ne                    laRkii-ko             dekh-aa                    th-aa

     children （3.pl.masc）-erg girl-dat （3.sg.fem） see-perf.part.3.sg.masc be.past-3.sg.masc

     ‘The children had seen a girl.’

See Enç （1991）, Diesing （1992）, and Woolford （2015） for a correspondence between 

semantics （e.g., specificity） and geometry （VP-externality）.

4.1.3  Evidence for Agree-1: Cancerous suffix in direct passive 

Consider how the EMA ① and the Agree 1 deal with grammatical direct passive examples 

（English （20） and Japanese （21））, whose geometries are depicted in Figures 9 and 10, 

respectively. The derivation is the same.

（20） He was beaten by her.

（21） kare-ga  kanojo-ni  nagur-are-ta                      （Japanese）

  he-nom  her-by  beat-passive-past

  ‘He was beatn by her.’

Assume Agree-1: the v probe uF ［ACC］ is transmitted to V （feature inheritance）, and 

assume that the cancerous ［ACC］ （in boldface type） in the direct-passive morpheme 

24） According to Anand and Nevins （2006）, the vP-internal ergative subject hypothesis was proposed 
by Nash （1995） and Woolford （1997）: ［erg］ is not a structural case assigned by T, but rather 
a lexical case due to thematic role, and Ura （2000）: ［erg］ is a structural case assigned in theta 
position.
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destroys the inherited probe uF ［ACC］ （virus buster） in V. Then assume Agree-2 is 

realized, i.e., virus detection and elimination precede feature inheritance. Henceforth, the v 

probe uF ［ACC］ cannot finish its task because there is no viral ［acc］, and the probe uF 

［ACC］ remains in v, and spreads to V. With the cancerous ［ACC］ eliminating ［ACC］, and 

it vanishing, a viral ［nom］ is subsequently removed. All errors are eliminated, and CI and 

SM converge. As a result, both Agree 1 and 2 make accurate predictions. Agree-1 is clearly 

simpler than Agree-2. Is there another reason why Agree-1 is chosen here? I propose that 

Agree-1 is chosen here because the phase head v in a passive/unaccusative structure differs 

from a v* with full transitivity （Chomsky （2008, 147））, precisely, a non-transitive v must 

spread probe uF ［ACC］ to V as soon as possible, which generates Agree-1.

4.2  EMA ② issues
4.2.1  Null case elimination as uCase neutralization

Due to non-externalization, PRO is neutralized by the EMA ②, rendering it a null case. 

As a result of uCase elimination, CHL uses EMA ① to eliminate PRO uϕ. CHL generates the 

geometry shown in Figure 12 for an English subject-control example （22） （Chomsky （1982））.

（22） The police1 tried ［PRO1 to uphold the rules］

According to Figure 12, EMA ② neutralizes PRO, i.e., PRO is constrained against 

externalization and exhibits a null case. By matching with ［NULL］ in the infinitival to with 

EMA ① eliminates ［null］. Finally, EMA ② eliminates uϕ because of uCase elimination. 

Since uϕ elimination is unnecessary, V’s ϕ becomes the default （neutral）; V is the bare 

infinitive form.

Figure 9: English passive geometry Figure 10: Japanese direct passive geometry
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4.2.2  Apparent lack of ϕ-agreement as uϕ neutralization

East Asian languages, such as Japanese and Korean, have long been considered to lack 

ϕ-agreement, which means that their predicate inflections do not agree with DP forms in 

terms of person, number, and gender. Proposing a hypothesis （23）, I contend that these 

languages exhibit systematic uϕ neutralization.25） Therefore, I propose a neutralized ϕ 

agreement hypothesis （23）.

（23） Neutralized ϕ agreement hypothesis

  A language without overt ϕ-agreement has a default ϕ-agreement.

Hindi is a good example for investigating the relationship between EMA ① and ②, and 

how the latter evolves. The examples （18） are repeated here as （24）, where the boxes 

in gloss indicate relevant uϕs. When at least one DP-case ending is not externalized （not 

pronounced）, CHL uses EMA ①, as shown in （24a） and Figure 13. However, when DP-case 

endings are externalized, CHL invokes EMA ②, i.e., the predicate agreement is neutralized 

and fixed as default ［3, sg, masc］ （i.e., third person, singular, masculine） （Mahajan （1990, 

25） According to Fukui （1986）, there are no characteristics of agreement features in Japanese. Kuroda 
（1988） states that a set of typological distinctions emerge from a single parametric distinction, i.e., 
agreement is forced in English but not in Japanese. Dissimilar to Fukui, Kuroda did not claim that 
Japanese is devoid of agreement, which is consistent with the current paper’s claim: Japanese has a 
case agreement and neutralized ϕ-agreement.

Figure 11: EMA ① and ② working in Japanese Figure 12: English PRO neutralization
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73））, as demonstrated in （24b） and Figure 14.26） In more detail, in （24a） the patient DP 

agrees with V in uϕ including ［fem］, and in （24b） DP shows no ϕ-agreement, i.e., V’s 

agreement is neutralized and the default ϕs ［3, sg, masc］ are shown systematically. In （24b）, 

no feature matching is observed. How does CHL eliminate uϕs in （24b）?

（24） a. raam-ne                  roTii                   khaa-yii                    th-ii

     Ram （3.sg.masc）-erg bread （3.sg.        ） eat-perf.part.3.sg.        be.past-3.sg.        

     ‘Ram had eaten bread.’

  b. baccoN-ne                    siitaa-ko                dekh-aa                     th-aa

     children （3.            ）-erg Sita-dat （3.           ） see-perf.part.3.             be.past-3.             

     ‘The children had seen Sita.’

Figure 7, renumbered here as Figure 13, is the geometry of （24a）. Figure 8, renumbered as 

Figure 14, is an elaborate geometry of （24b）.

For （24a）, CHL generates a geometry as demonstrated in Figure 13, where EMA ① 

eliminates errors （uCase and uϕ） through feature matching. The viral buster ［ACC, III, SG, 

FEM］ in the phase head v draws （internally merges） the patient DP roTii ‘bread’ bearing 

matching viruses ［acc, 3, sg, fem］ to the vP edge. When the agent DP Ram-ne externally 

merges at the vP edge, a virus ［erg］ in the ergative case marker ne is removed by a virus 

buster ［ERG］ in v. In a later step, the phase head v internally merges with T, causing T to 

exhibit an identical ϕ pattern that is ignored here.

　For （24b）, CHL generates a geometry as shown in Figure 14, where EMA ① eliminates 

uCase via matching and EMA ② neutralizes uϕ, which are eliminated because of uCase 

26） Agnihotri （2007） called non-agreeing ［3, sg, masc］ as “default.”

fem fem fem

pl.masc sg.fem sg.masc sg.masc

Figure 13: Hindi ERG-ABS; Agree-2; EMA ① Figure 14: Hindi ERG-DAT; Agree-1; EMA ②
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elimination. Because uϕs disappear as a result of uCase elimination, the heads v and T do 

not need to have matching viral busters, resulting in default （neutralized） agreement ［III, 

SG, MASC］.

　Languages that appear to lack ϕ-agreement systematically, such as Japanese and 

Korean, use neutral （fixed; default） ϕ-agreement （EMA ②）. These languages have case 

markers and a somewhat flexible word order. The nominative and accusative case markers 

systematically block ϕ-agreement in a Japanese example （25）; the geometry illustrated in 

Figure 11, that this language has neutral ϕ-agreement （i.e., uϕ neutralization）, as seen in the 

Hindi example （24b）.

（25） kodomo-ga             siitaa-o                mi-ta            （Japanese）

  child（ren） （3）-nom Sita-acc （3.sg.fem） see-past

  ‘The child（ren） saw Sita.’

In the Japanese example （25）, a neutralized ϕ-agreement exists, forced by the existence of 

case markers. In its original form, a neutralized-ϕ agreement exhibits no externalization, as 

in Japanese and Korean, which is more efficient than selecting a fixed ϕ-set ｛3, sg, masc｝, as 

in Hindi.27）

　Based on Chomsky’s notion that case elimination is a reflex （side effect） of ϕ elimination, 

Preminger （2015, 67-68） drew a similar conclusion as the current proposal. If “case is seen 

as a result of phi-agreement,” it follows that “there is a phonologically covert agreement in 

phi-features between the putative case assigner and the case-marked DP （ibid.）” even if 

the ϕ-agreement is not heard. As a result, if case is a side effect of ϕ-agreement, then every 

language has ϕ-agreement and this is because all languages contain cases, where, even if 

ϕ-agreement is not audible in a language, the language contains silent ϕ-agreement. Contrary 

to Preminger’s opinion where he adopted the popular perspective that case is a side effect of 

ϕ-agreement, the current paper contends that ϕ-agreement （uϕ-elimination） is a side effect 

（result） of case-agreement （uCase-elimination） （EMA ②）, implying that case is a more 

fundamental uF than ϕ in CHL.

27） I leave an open question as to what the morpho-syntactic status of the case markers is. They 
are not projecting postpositions, according to evidence from anaphor binding and floating numeral 
quantifiers. However, it is uncertain whether we can conclude that they are non-projecting suffixes. 
Another challenge is determining how to investigate a language lacking both ϕ-agreement and case 
markers, such as Chinese. Chinese and English are similar, but the former has a worsening poverty 
of uF-agreement externalization （EMA ② dominance）.
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5  Conclusion

This paper posed two questions: （a） What exactly is uF/Agree? （identification）, and （b） 

Where is its origin? （evolution）. I adopted two assumptions: the failure of the referentialist 

doctrine （axiom one: words do not refer） and the EMH for nature, comprising EMH for 

CHL as its subset. These assumptions are the basis for the valuation-free Agree model, 

resulting in （a） SM-CI disconnection, （b） the human brain’s last resort to associate two 

heterogeneous systems: CHL （NS） and SM, and （c） emergence of uF as errors due to the 

unnatural NS-SM association. CHL is a common error-minimizing system found in nature that 

aims to offset errors. The SMT is deduced from EMH.

　A valuation-free Agree model is ensured by axiom one and EMH for CHL. From the 

axiom one, we obtained the grammatical feature hypothesis, which states that all morpho-

syntactic features are NS-computable but SM/CI-uncomputable, eliminating the need for a 

valuation. The EMH for CHL allows for two types of error-minimization algorithms （EMA）: 

error elimination under matching （EMA ①） and error neutralization （EMA ②）. Under 

matching （EMA ①）, where two types Agree in terms of feature inheritance timing, EMA 

① eliminates probe-goal uF （case and ϕ）. EMA ② neutralizes uF by eliminating ϕ as a 

reflex of case elimination, causing the predicate ϕ to default.

　The merits of valuation-free Agree model are that （a） EMA combines uF elimination and 

uF neutralization, （b） it subsumes control structures under uF neutralization, and （c） it 

resolves a long-standing issue of apparent lack of ϕ-agreement in east Asian languages such 

as Japanese and Korean. The proposal is supported by various empirical evidence.

　Finally, we highlight two outstanding issues for future research: （a） how strong is the 

case for a hypothesis that DP ϕ is uninterpretable? （Subsection 3.1.1）, and （b） how strong 

is the case for a hypothesis that languages apparently lacking ϕ-agreement have neutral 

（default） ϕ-agreement? （Subsection 4.2.2） Problem （a） requires further investigation 

to determine if valuation is truly based on the referentialist doctrine （Subsection 2.1）. 

Concerning problem （b）, a minute comparative study is necessary between default 

ϕ-agreement in a language like Hindi and an apparent lack of ϕ-agreement in languages like 

Japanese and Korean.
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地域共生社会構築に向けた方法論研究
――都城市地区社会福祉協議会役員へのインタビュー調査から――

南　　友　二　郎

第1節　問題の所在と研究の目的
第 2節　研究の方法
第 3節　研究結果
第 4節　考察

第1節　問題の所在と研究 �1）の目的

　少子超高齢社会の進展が世界の先頭を行く現在の日本では，高齢・障害・児童を問わず，

地域での生活上で発生する課題（以下，地域生活課題）が，これまでにもまして，複合化・

重層化している。具体的には，8050 問題 �2），障害者の親の高齢化という問題，ダブルケア 3）

の問題，性的少数者であることに起因する問題等に対して，社会が対応できていない現実

がある。その現実への対応として，障害者総合支援法（2012），生活困窮者自立支援法（2013），

子どもの貧困対策基本法（2013）などの制定や，全世代・全対象型地域包括支援体制構築

の提唱（2015）後の「我が事・丸ごと」地域共生社会実現本部の立ち上げがある。

　さらにその実現に向け，地域共生社会に向けた包括的支援と多様な参加・協働の推進に

関する検討会（座長：宮本太郎，中央大学教授，以下，地域共生社会推進検討会）が組織

され，2019 年 7 月には中間とりまとめが発表された。その中で，包括的支援体制の整備促

進に向けた方策として，大きく 3つの機能があげられ，それらを一体的に具えることが必

要だとされた。3つの機能とは，第一に断らない相談支援，第二に参加支援（社会とのつな

がりや参加の支援），そして第三に地域やコミュニティにおけるケア・支えあう関係性の育

成支援というものである。これらは新たに見出された機能というより，これら機能を統合

的に包括的に提供できる体制が求められると読みとれる。なお，社会福祉法改正で第 106

条の 4に規定された重層的支援体制整備支援事業が，2021 年 4 月から施行されている。

　さて，社会福祉法第 106 条の 3 は，市町村が包括的支援体制の整備に努めなければなら

ないと規定している。包括的支援体制とは，①小地域における住民の主体的な活動と活動

を通じたニーズ発見という単位，②日常生活圏域でそうした活動を支援しつつ，ともに課

題解決に取り組む専門職の単位，③地域での解決が難しく，適切でない場合に市町村単位

キーワード：地域共生社会，包括的支援体制，ソーシャルワーク機能，実践方法論
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で相談を受け止め，解決するための体制の三層から構成されるものである（永田　2018）。

　地域共生社会推進検討会に先立って組織された，地域における住民主体の課題解決力強

化・相談支援体制の在り方に関する検討会（委員長：原田正樹，日本福祉大学教授，以下，

地域力強化検討委員会）では，包括的支援体制構築手段としてのソーシャルワーク（以下，

SW）への期待を強調しつつ，その展開方法および役割・機能については，各地域の実情に

応じたものになると述べている（地域力強化検討委員会　2016）。したがって，包括的支援

体制構築に向けた SWの展開方法・役割・機能のあり様は様々であり，その実践モデルを

探るには，まず先進地を対象とした丁寧な調査研究を行うことしかないということとなる。

　筆者は，包括的な支援体制の構築に向けた SWの展開に関する研究を続けている。既に，

地域福祉政策において先駆的な取り組みを展開しているとの評価を得ている，宮崎県都城

市において，2つの調査を行った。

　第一に，自治公民館で多大な役割を長年果たしてきた地域住民（1名）を対象とした調査

を行った。結果，課題のアセスメント，関係者との連携，そして社会資源開発が地域住民

によって，一定なされていたことを明らかにした（南　2019）。

　その上で，歴代の都城市社会福祉協議会（以下，都城市社協）職員を対象に第二の調査

を行った。結果，地域住民との協働において，都城市社協元職員は，「気づく」「考える」「悩

む」「動く」という SW実践プロセスを循環させながら，「小さなことの積み重ね」「小さな

成果の見える化」そして「共有と評価」という協働のプロセスをも循環させていたことを

明らかにした（南　2020）。

　そしてそれら 2つの調査結果を踏まえ，制度横断的な知識あるいは確とした価値・理念

を有すると同時に土地柄への理解も深めたうえで，専門職として地域にあるニーズの把握

を行い，そのニーズ解決のために必要だが住民が繋がれない関係者との連絡・調整，そし

て住民との議論を重ねた結果としての計画策定までを，社協がその機能として行っていた

と結論づけた。

　さらに筆者は，現在の都城市社協職員を対象とした調査研究を行い，これまでの調査結

果と照らし合わせた上で結果の検証を実施するとともに，包括的な支援体制構築に向けた

SW実践のポイント，今後に向けた課題について考察した（南　2021）。結果として，歴史

的に都城市社協が展開してきた SWが，現在でも多くの部分で引き継がれていた。一方で，

地域での気づきを組織に持ち帰る作業が生まれており，都城市社協が市町合併含め組織と

して大きくなり，互いの情報共有および気づきあい，学びあいのためにも，気づきを深め

る場が求められていた。

　そうした組織の大型化，職員数の増加は，包括的な支援体制構築に向けた SWの展開が

できる職員，個別支援と地域支援の循環をマネジメントできる職員の育成が，これまで以

上に「組織として」重要な課題として表出していた。その意味で，今後様々な場面で実践

する「個」を「組織」がいかに支えていけるかが大きな課題ともいえた。また，「個」のさ

106



地域共生社会構築に向けた方法論研究

らなる成長に向けては，「やってみる」「いってみる」そして「感じてみる」ことが，包括

的な支援体制構築に向けた SWの展開において，何より大切であると結論づけた。

　では，都城市における地域福祉実践の最前線とも言える 15 ある地区社協において役員を

務める方の目には，社協による実践はどのように映っているのだろうか。これまでの調査

研究は社協という「組織」とそこで働く（いていた）人に焦点を当ててきた。いわばメゾ

レベル調査であった。

　そこで今回の調査は，メゾレベルにおける実践の影響を大いに受けるミクロレベルで実

践を展開されている，地区社協の役員に対してインタビュー調査を行うこととした。その

中では，①地区社協における実践の状況（必然的にコロナ禍における実践となる），②実践

を行う上での課題，そして③コロナ禍を含めた社協との協働に関する評価を明らかにして

いきたい。

　なお都城市を取り上げる理由としては，大きく 4つある。それら理由とは，第一に，地

域福祉政策の展開において先駆的な取り組みを展開しているとの評価を得ていること（日

本地域福祉学会より 2018 年，第 15 回地域福祉優秀実践賞を授与されている），第二に，日

本地域福祉学会研究プロジェクトにおいても研究の対象となっていること（日本地域福祉

学会研究プロジェクト　2018），第三に，都城市における地域福祉実践には常に研究者（例

えば，大橋謙策，上野谷加代子，原田正樹，永田祐）が関わってきており，実践の可視化

に向け，研究者を活用しようとする意気込みが実践者側にあること，そのうえで第四に，

筆者が 10 年にわたり現地を繰り返し訪問し議論を深めてきた結果，信頼関係ができている

ことである。

　ここで，都城市の概要について触れておく。都城市の面積は 653.36km2 で，その人口はお

よそ 16 万人である。都城市における地域福祉の歴史的な展開は，表 1のとおりである。そ

の展開を簡潔にまとめれば，1998 年より都城市社協が市内 11 圏域（中学校区）に地区社協

を設立した。都城市は，2006 年に 4町（山之口，高城，山田，高崎）と合併をした。その結果，

現在地区社協の数は 15 となっている。各地区社協が活動計画を立て，週 1－ 2回の「福祉

なんでも相談」やサロン，見守り活動などを展開している。またより小地域における地域

福祉に欠かせない拠点となっているのが，市内302か所に設置されている自治公民館である。

自治公民館での活動の組織化の結果が，地区社協となった歴史がある。また，2017 年から，

15 ある地区社協それぞれに担当をつけ，2018 年からは地域力強化推進事業および多機関の

協働による包括的支援体制構築事業にも取り組んでいる。さらに，2020 年 3 月には，第 4

次地域福祉活動計画が策定された。2021 年からは，重層的支援体制整備事業移行事業にも

着手している。
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表 1　都城市の地域福祉～学び（福祉教育）を積み上げて～

年 社協による展開 行政
1984年（昭和59年） 福祉センター建立（幕開け）
1986年（昭和61年） 第 1回福祉まつり
1987年（昭和62年） 点字図書館
1992年（平成 4 年） 地区福祉推進委員会活性化
1993年（平成 5 年） 地域福祉総合推進事業（ふれあいのまちづくり事業）
1995年（平成 7 年） 第 1次都城市地域福祉活動計画
1996年（平成 8 年） 都城市地域福祉構想

1993 年～ 1997 年
（平成 5年～ 9年）

平成の組織化活動（市地区福祉推進委員会連絡協
議会，市社会福祉施設等連絡会，市社会福祉普及
推進校連絡会，都城ボランティア協会）

1998年（平成10年）
地区社協構想→地区社協モデル事業，在宅福祉サー
ビス（24 時間，居宅，事業所統合）

第 3次都城市総合計画

2002年（平成14年） 11 地区地域福祉活動計画 第 1次都城市地域福祉計画
2004年（平成16年） 第 2次都城市地域福祉活動計画

2005年（平成17年）
合併→保育園からデイサービスまでの総合社協へ
の道

2007年（平成19年） 地区地域福祉活動計画（旧三町）
2009年（平成21年） 第 2次都城市地域福祉計画
2013年（平成25年） 第 2次地区地域福祉活動計画（10 地区）
2014年（平成26年） 第 2次地区地域福祉活動計画（2地区）

2015年（平成27年）
第 3 次都城市地域福祉活動計画，第 2次地区地域
福祉活動計画（3地区）

2016年（平成28年）
日本福祉教育・ボランティア学習学会第 22 回大会
in 都城

2017年（平成29年）
地区担当制導入，介護保険生活支援体制整備事業
（第 2層生活支援コーディネーターの配置）

2018年（平成30年）

富山県氷見市社会福祉協議会との人事交流スター
ト，「経営改善計画 2019 ～考動する社協へ～」策定
日本地域福祉学会第 15 回地域福祉優秀実践賞，地
域力強化推進事業，多機関の協働による包括的支
援体制構築事業

2019 年（令和元年）

指定管理物件（高崎支所・高崎通所介護事業）か
らの撤退，支所再編，各種事業の事務移管（認知
症サポーター支援事業，NPO等協働体制確立事業，
障害福祉サービス利用支援計画事業，移送サービ
ス）

第 3次都城市地域福祉計画

2020 年（令和 2年）
支所サテライト化，第 4次都城市地域福祉活動計
画，宮崎県社会福祉協議会との人事交流派遣と受
け入れ

2021 年（令和 3年）
重層的支援体制整備事業移行事業，都城市介護保
険生活支援体制整備事業第 1層協議体受託，全国
社会福祉協議会との人口交流派遣と受け入れ

都城市社会福祉協議会作成資料を元に筆者加筆修正
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第2節　研究の方法

　本研究は調査研究で行う。具体的には，2022 年 8 月 8，9，10 日，都城市地区社協（A，B，

C）役員 3名に対する個別のインタビュー調査を実施した。調査対象の選定については，都

城市社協からの推薦を受け，行った。

　インタビュー調査を採用した理由は，実践の現場で起こった事実を描き出す必要があり，

質的研究法がより妥当と考えたことがある。大枠の質問項目は上述したとおり，①地区社

協における実践の状況（コロナ禍における実践），②コロナ禍において実践を行う上での課

題，そして③�コロナ禍を含めた社協との協働に関する評価と設定した。だが，インタビュアー

である筆者が，上記 3項目に固執するよりも，より自由に「ありのまま」を語ったもらう

ほうがよいと判断をした。調査時間はそれぞれ 1時間～ 1時間半である。調査場所は，各

地区社協である。

　記録した音声データの逐語録を作成し，社協職員に確認をいただいた。分析に際しては，

佐藤（2008）の質的データ分析法を参考に，意味のまとまりにコードを付し，グループ化

するという過程を往復した。その結果についての記述は，本来調査対象者の言葉の意味を

大切にするため，コードを＜　＞によって，グループを【　】によって示し，直接引用を

用いることが多いが，本稿では読みやすさを重視し，言葉の持つ意味を崩さないように，

できるだけ平易な文章にすることにした。

　なお調査は，「日本地域福祉学会研究倫理指針」に則って行った。面接時に，研究目的，意義，

方法，参加協力の自由意志と拒否権，プライバシーの保護，発表方法などを説明し了承を

得た。また，都城市社協等の公表についても同意を得ている。ただし，調査対象者は匿名

化し，個人が特定されることのないよう，可能な限り配慮した。

第3節　研究結果

　調査で得られた質的データを分析した結果，大きく 6つのグループに集約することがで

きた。それらは，【地域福祉活動の相次ぐ中止】，【厳然と存在する地域の課題】，【コロナ禍

でもニーズはあり，できることはある】，【地区社協と社協の協働による活動の展開】【組織

が抱える困難】，そして【地域が抱える困難】である。

　以下，それぞれのグループについて詳述していく。なお，調査で得たデータを表にとり

まとめたものは，本節末尾に掲載してある。

（1）【地域福祉活動の相次ぐ中止】

　2020 年初頭以降のコロナ禍で，地区社協役員が直面していたのは【地域福祉活動の相次

ぐ中止】であった。このグループは，大きく 2つのコードから構成された。それらを具体

的に言えば，＜様々な活動の中止＞と＜様々な交流の場の中止＞であった。
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　以下，それぞれのコードについて，詳述していく。

ⅰ．＜様々な活動の中止＞

　調査対象 3つの地区社協すべてにおいて，想像に難くないが＜様々な活動の中止＞が見

られた。とりわけ，緊急事態宣言が発出されている間はもちろん，新型コロナウイルスへ

の感染者の増加傾向が，各地区社協においてコロナ禍前には様々に展開されていた活動の

多くが，延期あるいは中止となっていた。

　より具体に中止になった活動をあげる。B地区では，料理をしながらの学習支援や親子

ふれあいサロン，各自治公民館におけるサロン活動，さらにはボランティアで行っていた

障害児者施設の洗濯物などが中止になっていた。C地区では，小学校と中学校で行ってい

た車いすを使用した福祉学習や民生委員とボランティアで開催する予定であった交通安全

教室も中止となっていた。なお，学校関連の行事・イベントでは，製作した雑巾を寄付す

ることさえ拒否されていた。さらにA地区では，感染者数が急激に増加していた 2022 年 7

月末から 8月までの間，すべての地区社協による活動が，中止となっていた。

　このようにコロナ禍は，それ以前に非常に活発に展開されていた地区社協による地域福

祉実践を大きく停滞させたのである。

ⅱ．＜様々な交流の場の中止＞

　次に，＜様々な交流の場の中止＞である。それはより具体にいえば，実践を展開してい

る活動主体が意見や課題，悩みなどを交流の中で共有し，交流後の実践に何らかの光を見

出してきた機会の喪失であった。

　現在民生委員の立場にある方の任期は，2019 年 12 月 1 日から 2022 年 11 月 30 日までの

3年間である。ということは，就任直後からの期間すべてが，コロナ禍であるといえる。コ

ロナ禍前までは行われていた，民生委員と学校との交流（運動会，入学式，卒業式などへ

の出席）は，調査時までに一度もなされていなかった。地域住民の代表として子どもにも

目を配り，気にかける存在である民生委員が，日中子どもを教育している学校と，意見を

交える場が失われていたのである。そうした交流の喪失は，学校とだけではなく，自治公

民館長と民生委員の交流会も同じ状況であった。

　このように，地域福祉実践の停滞だけでなく，実践を担う活動主体間の交流も滞らせ，

情報共有や互いのエンパワメントの機会をも，地区社協から奪っていた。

（2）【厳然と存在する地域の課題】

　上述したように，コロナ禍で各地区社協における地域福祉活動は，停滞を余儀なくされ

ていた。しかし，各役員には，【厳然と存在する地域の課題】が頭をよぎっていた。より具

体的には，危機感としての＜つながり続けることが大切＞との思いがあり，各地域には＜頭
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に浮かぶ心配な子ども＞の存在があった。さらに，心配なつまり課題を抱えた子どもたち

だけでなく，一般論として地域にいる他の＜子どもに対する危惧＞が，地区社協役員の心

の中にはあった。

　以下，それぞれのコードについて詳述していく。

ⅰ．＜つながり続けることが大切＞

　コロナ禍による活動や交流の中止が相次ぐ中，各地区社協役員には＜つながり続けるこ

とが大切＞との思いがあった。その思いは，危機感とも言い換えられる。その危機感とは，

これまで苦労して継続してきた活動をずっと止めたままにしておくと，住民の心が荒んで

いくというものであった。また活動は一度途絶えると，次再開しようとしても，また 1か

らのスタートになるといった危機感でもあった。さらに，コロナ禍以外にも，社会におけ

るAI（人工知能）の進展やデジタル化の波によって，地域福祉において最も大切な人と人

とのつながりが，置き去りにされていっているという，危機感でもあった。

　このように各地区社協役員は，コロナ禍で地域福祉活動や交流の多くが中止になる中で

も，3重の危機感としての＜つながり続けることが大切＞との思いを持っていたのであった。

ⅱ．＜頭に浮かぶ心配な子ども＞

　つながりの分断とも言える状況下でも，＜頭に浮かぶ心配な子ども＞が気がかりになっ

ていた。このコードはA地区で強く出たものである。

　コロナ禍前からA地区では学習支援を行っていた。その対象となる子どもは，生活困窮

世帯の子ども，低学力の子ども，知的レベルがグレーゾーンにある子どもたちであった。

彼らは，一人ひとり個別の支援が必要な子どもたちであった。その中でも，家庭教育にも

課題が見られる家庭の子どもは，特に気がかりであった。その家庭は多子世帯であり，子

どものうち 3人が，学習上の課題を抱えていた。夏休みに支援をしないまま終わり二学期

になれば，何かさらなる課題が浮上するという思いも，A地区社協の役員は持っていた。

　このようにA地区では，活動を中止にせざるを得ない中でも，＜頭に浮かぶ心配な子ど

も＞への支援を継続すべきとの思いが駆け巡っていた。

ⅲ．＜子どもに対する危惧＞

　上述した個別に課題を抱えた子どもへの支援の継続への懸念とともに，それ以外の地域

に住まう＜子どもに対する危惧＞も，各地区社協役員にはあった。

　今の子どもたちは学校が終わっても，スポーツ団や塾などで忙しい。以前の子どもたちは，

夕方学校帰りに地区社協に立ち寄り，様々なことを学んでいたという。具体的には，挨拶

や人とのコミュニケーションの取り方，人と関わる際に必要な様々なエチケットなどを，

地区社協にいる大人たちから学んでいた。しかし，平日に子どもたちが地区社協にやって
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くることはなくなった。現状では，夏休みや冬休みといった長期休暇の間だけ，そうした

学びができている状況にある。結果として，少なくない子どもたちが，「分からない」といっ

た不安を，言葉で吐露出来なくなってしまっているのである。

　このように各地区社協役員には，個別に課題を抱えた子どもたちだけでなく，地域に住

まう全ての子どもたちに対する，言わば社会教育の必要性も感じていたのである。

（3）【コロナ禍でもニーズはあり，できることはある】

　コロナ禍で地域福祉活動や様々な交流が中止となった。しかし，各地区社協役員の頭の

中には，存在し続けている地域の課題や個別に課題を抱えた子どもたちへの支援の必要性

があった。また，これまで継続して活動を行っていた結果，つながっていた人びとまでも

が分断されてはいけないとの思いもあった。

　そうした中，【コロナ禍でもニーズはあり，できることはある】との思いから，行動を起

こそうとした。そもそも各地区社協役員にとって，＜地域福祉は楽しい＞ものである。そ

して＜活動を求める住民＞もいた。その願いにこたえるべく，＜今できること＞をしてい

く方に，各地区社協役員は舵を切った。そうする中で役員たちは，個別に＜子どもにして

あげられること＞と＜高齢者にしてあげられること＞に思いを巡らせた。そのうえで，し

てあげられることは具現化するために，役員たちは＜出来る方法を模索＞し始めた。その

中では，それぞれの＜地域に合ったやり方＞が取られていた。

　以下それぞれのコードについて，詳述していく。

ⅰ．＜地域福祉は楽しい＞

　このコードは，言葉として強く出たものではない。しかし，調査における対話を通して，「や

らされている感」はどの地区社協役員からも感じられなかった。むしろ役員たちは，「本当

に地域福祉って楽しいなって思います。」（A地区）と述べ，「活動も楽しいといえば楽しい。」

（B地区）と，活動そのものを前向きに捉えていた。

ⅱ．＜活動を求める住民＞

　このコードも，言葉として強く出たものではない，とはいえ，コロナ禍で様々な活動や

交流がストップし地区社協役員が頭を抱える中，住民の側から「（中止と連絡を受けた活動

だが）やっぱりダメですよね？」との SOS が発せられたことは，上述のとおりこれまでの

活動にやりがいを見出している役員たちには，一筋の光明であった。

ⅲ．＜今できること＞

　楽しいと思いながら活動をしてきた地区社協役員たちにとって，前項で述べたとおり，

住民の側からの活動へのリクエストは，＜今できること＞を考える契機になっていた。そ
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の思いは，「コロナで何もできないとは言っても，なんかできるやろう，なんかしないとい

けないだろう（原文ママ）」という言葉に，如実に表れている。

　具体的には，コロナ禍になる以前多様に展開して活動を，すべて中止にするのではなく，

そのうち 1つでも，例えば密にならない在宅介護者の集いを開催してはどうかと考えた。

また，コロナ禍で飲食の場が敬遠されるようになったことを受け，料理教室はお弁当の製

作までは皆でやり，食べるのはそれぞれが自宅に持って帰ってという形を考えた。男性向

けの料理教室では，1か所に集まっていた開催形態を 2か所に分散させ，各自治公民館から

それぞれ 1名のみ参加という形を取れば，開催可能と考えた。それ以外にも，子育てサロ

ンは毎月継続開催できる，多様な主体との協働による花火を開催できる，あちこちを回る

紙芝居も継続開催できるという，前向きな思考で考えていた。

　このように，住民からのニーズを前に，地区社協役員たちは感染症予防を踏まえ，＜今

できること＞に思いを巡らせるようになっていたのである。

ⅳ．＜子どもにしてあげられること＞

　＜今できること＞に思考の舵が切られ，＜出来る方法を模索＞するとともに，これまで

培ってきた＜地域に合ったやり方＞で，活動を開催しようと地区社協役員たちはしていた。

その中でとりわけ焦点が当たっていたのが，子どもと高齢者であった。以下，＜子どもに

してあげられること＞として語られた内容について述べていく。

　コロナ禍において，学校では子どもの感染対策に重きが置かれてきた。そうなると，課

題を抱えた子どもが，置いてきぼりにされてしまう可能性が高かった。であれば，学習支

援という名を借りつつ，地区社協では子ども一人ひとりの特徴に寄り添った支援ができる

と，役員たちは考えた。それぞれの子どもが得意なものを伸ばす支援をしていくことで，

本人に自信がついていき，得意なものが特技になって，特技が人生を作っていけるのでは

ないか，と考えたのである。より具体には，モノづくりや絵画，はたまた縫い物などであり，

夏休み中に完成させれば，それを作品として学校に提出することも可能になるとも考えた。

　多様な活動が中止に追い込まれる中，地区社協役員たちには＜頭に浮かぶ心配な子ども＞

の存在があったことは，先述したとおりである。そうした＜子どもにしてあげられること＞

を，緊急事態ともいえるコロナ禍の中でも，地区社協役員たちは具体的に支える方法とと

もに考えていたのである。

ⅴ．＜高齢者にしてあげられること＞

　子どもに対してだけでなく，地区社協役員たちはコロナ禍で家に閉じこもりがちな高齢

者に向けても，より具体の活動あるいは支援の方法を考えていた。そうした＜高齢者にし

てあげられること＞を考えるうえでも，「屋内ではなく屋外で」がキーワードであった。

　A地区の山間部には，住民のほとんどが高齢者である自治公民館圏域がある。高齢者同
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士電話では話をしているとのことであったが，交流の場がなくなっていた。そこでA地区

社協役員は地域包括支援センターのケアマネージャーと協働し，オープンスペースでテー

ブルもある場所で交流の場が持てると考えた。その場は午前中開催とし，まず高齢者自身

でモノづくりなどを行い，支援員にお弁当を作ってもらい，感染対策のため自宅に持って

帰ってもらうプランを立てたのであった。

　このように災害ともいわれるコロナ禍において，脆弱性の高い主体の双璧とも言える子

どもと高齢者に特に焦点を当て，＜子どもにしてあげられること＞と＜高齢者にしてあげ

られること＞について，具体的な方策まで地区社協役員たちは考えていたのである。

ⅵ．＜出来る方法を模索＞

　コロナ禍というある意味緊急事態が続く中，地区社協役員たちは今できることは何かに

ついて考える方に，思考の舵を切った。そのうえで，より具体に活動などが＜出来る方法

を模索＞していた。その方法の模索をするうえで，地区社協役員たちが回避しようとした

のは，いわゆる「3密（密閉，密集，密接）」の回避であった。その回避法を集約すれば，「分

かれる」「減らす」「屋内ではなく屋外で」というキーワードとなる。

　より具体には，まずコロナ禍以前にはすべての自治公民館が集まってやっていたものを，

4か所に分けて開催した。学習支援では，対象を小学 5－ 6 年生のみとし，学年を減らし

て開催した。2022 年 8 月開催予定であった行事（結果として中止）の計画段階では，屋内

で開催していたものを外でしかもキャンプという形態ではどうかとの計画が練られていた。

さらにゴミ拾いでも，参加者が間隔さえ意識をすれば開催ができるのではないかと考えて

いた。また企業との協働で実現してきたコンビニエンスストア（以下，コンビニ）の移動

販売では，長年地域で親しまれてきたが閉店した店のスペースが提供されることで，新た

な居場所になる可能性も考えていた。

　このように地区社協役員たちは，コロナ禍でも「どのようにすれば活動を展開できるか」

という方法について思索をめぐらせていた。3密を回避するために，「分かれる」「減らす」「屋

内ではなく屋外で」をキーワードに，＜出来る方法を模索＞していたのであった。

ⅶ．＜地域に合ったやり方＞

　＜出来る方法を模索＞するうえで，地区社協役員たちは当たり前に＜地域にあったやり

方＞も同時に視野に入れていた。地方都市である都城市だが，中心部があれば山間部があり，

人口が増えているところもあれば，過疎化が進んでいる地区もある。そうした違いがあれ

ば当然，地区ごとに課題が違ってくる。そうするとその課題を解決する方法も違ってくる。

よってこれまで地区社協では，それぞれの地域特性を鑑みた「自分たちのやり方」を考え

ながら，活動を展開してきた。そのやり方は，コロナ禍であっても変わることはなかった。

中心部であればコンビニはいくつもあるが，採算の取れない山間部では地域の店が閉まっ
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てしまうと，車で買い出しに行くか，コンビニの移動販売に頼るしかない。また，人口の

増えている地区であれば，民生委員の数も自ずと多くなり，協力してくれる主体も増え，

山間部とは違う形での活動の開催が可能となる。

　このように＜出来る方法を模索＞する中でも，コロナ禍前までに創出してきた＜地域に

合ったやり方＞をベースに，活動をいかに開催できるかについて，地区社協役員たちは様々

に考えを巡らせていたのである。

（4）【地区社協と社協の協働による活動の展開】

　コロナ禍でも活動を展開できる方法を，地域にあったやり方も踏まえたうえで，地区社

協役員たちは模索し，そしてできることを開催していた。それは，【地区社協と社協の協働

による活動の展開】というプロセスを経ていた。そもそも＜地区社協にとって社協が基盤＞

であり，何事も＜地区社協と社協が議論し共有＞したうえで物事が進行していた。その中で，

地区社協役員たちは＜時に自分で動き判断＞しつつも，最終的には＜社協が判断すべき＞

との思いを持っていたのである。

　以下，それぞれのコードについて詳述していく。

ⅰ．＜地区社協にとって社協が基盤＞

　コロナ禍であろうとなかろうと，＜地区社協にとって社協が基盤＞であることには変わ

りはなかった。後述するが，行政（市）を語れば，批判ばかりが目立つ結果であった。市

は地域福祉計画を策定し，社協は地域福祉活動計画をそして各地区社協は地区活動計画を

策定してきている。地区社協の動きの基本は，地域福祉活動計画だと言い切る役員もいた

ほどであった。社協に対する地区社協役員たちの信頼は厚い。連絡，調整，お願い等はす

べて社協の担当職員に行い，反対に社協が新たな視点を提案したりしていた。

ⅱ．＜地区社協と社協が議論し共有＞

　前項で述べた信頼関係は，やはりことあるごとに＜地区社協と社協が議論し共有＞して

きた賜物であった。地区社協役員たちは自分の考えに固執することなく，社協の職員に思

いを伝え，それをきちんと受け止めてくれ，考えが違う場合にはきちんと説明を役員に行

い納得を得ていた。もちろん時に職員による場の回し方，言葉の使い方によっては，住民

に思いが伝わりきらない場合もある。その時には逆に，同じ議論でも地区社協役員たちか

ら社協職員に対して疑問の投げかけも行われていた。色々な人の考えを聞くというスタン

スが，地区社協と社協双方にあることが示唆された。

ⅲ．＜時に自分で動き判断＞

　前項の記述と裏表になるが，地区社協役員たちは＜時に自分で動き判断＞する場面にも
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遭遇していた。遭遇する場面の状況を見るに，社協職員の判断を待つではなく，地区社協

役員たち自身で決断していかなければならないこともあったという。「自分たちで変えてい

かないといけない。自分から声をかけないといけない。地域のこと待っている人のところ

に自分で入っていかないと，人は教えてくれない。」（B地区）との言葉からは，いかに役

員たちが主体的にかつ能動的に動き，判断しているかが汲み取れる。

ⅳ．＜社協が判断すべき＞

　コロナ禍において様々な判断が求められてきた。しかしどんな状況でも，行政が活動な

どを「止めてくれ」とは言わなかったとのことである。とすれば，活動をしていいのかど

うか，やはり最終的には＜社協が判断すべき＞と，地区社協役員たちは考えていた。役員

たちからすれば，地区にはニーズがあるから，活動をしたい。しかしコロナ禍で 3密は避

けろといわれている。では開催してもよいのかどうかについて，役員たちが迷うことは自

然である。役員たちからすれば，きちんとした出来ない説明があれば納得するという思い

があり，社協が悶々としている姿には，歯がゆさを覚えていた。

（5）【組織が抱える困難】

　【組織が抱える困難】とは，具体的には＜社協への注文＞，＜判断しない行政＞そして＜学

校の限界＞といった 3つのコードが浮かび上がった。＜社協への注文＞について語られた

ことは，コロナ禍云々ということではなく，社協の人員配置や体制についてであった。一

方で，＜判断しない行政＞はまさにコロナ禍における，地区社協役員たちが感じたいらだ

ちの表明である。そして＜学校の限界＞は，コロナ禍前から抱えていた脆弱性が，災害と

してのコロナ禍によって，一気に噴出した印象を受ける語りであった。

　以下，それぞれのコードについて詳述していく。

ⅰ．＜社協への注文＞

　まず，＜社協への注文＞として出たのが，地区担当制が社協において敷かれる前の状況

についてである。具体的には，担当制以前は1人の社協職員が複数の地区を掛け持っており，

1つの地区だけに注力することができない状況にあった。結果，地区社協役員は何をするに

も自分でする必要があったというのである。逆に言えば，地区担当制が敷かれている現在は，

状況が好転したからこその発言と取れる。

　もう 1つの＜社協への注文＞は，地区を担当する職員の資質を見極めた配置についてで

ある。より平易に言えば，A地区を担当する職員は，A地区のことを熟知して当然である

というものである。熟知していないのであれば，甘えることなく，勉強することが望まれ

ていた。（この注文が出てくる背景には，生活困窮者自立支援事業など行政委託の業務には，

有資格者の配置が必要であることが挙げられる。結果，地区担当に資格を有しない職員や
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若手が当てられるケースが増えているとのことであった。）

ⅱ．＜判断しない行政＞

　次に＜判断しない行政＞である。コロナ禍においても，地域に存在する課題に立ち向か

うため，様々な活動をいかに開催できるかについて思索をめぐらせ，奔走していた地区社

協役員たちにとって，開催をするのかどうかといった判断を自らはせず，委ねてくる行政

の姿は，「ずるい」（A地区）ものと映っていた。例えば高齢分野においてある活動を開催

しようとした時，市の介護保険課は「開催はできない」とは言わず，「するんですか？する

んですか？」や「やるんですか？やるんですか？」と何度も言ってきたという。責任を負

わない姿勢は，「馬鹿なことばっかりやって」と地区社協役員を落胆させていたのであった。

ⅲ．＜学校の限界＞

　最後に＜学校の限界＞である。この困難は，コロナ禍においてより鮮明になったもので

あった。換言すれば，コロナ禍以前に存在していた脆弱性が，一気に表出した形となった

のである。

　まず校長先生の考え方 1つで，外部との協働を拒否する傾向が，より強まったようであ

る。例えば，地域住民同士の交流を目的に，月に 1度調理や会食，レクリエーション等を

行ってきていた地区において，コロナ禍において困窮世帯の児童に少しでも支援になれば

と，その活動案内の配布を学校に依頼した。しかし，学校は結果案内の配布を了承しなかっ

た。その理由は，その案内を受け取った児童が，困窮世帯の子どもであることが特定され

る可能性があるからとのことであった。

　また別の例では，課題を抱えた児童を放課後に支援している事業所を学校に紹介した時

にも，学校が持つ外部への拒否反応が表出した。結果としてその児童は，地区社協から事

業所の紹介を受けた学校からの勧めで，その事業における支援を受けられるようになった。

しかし，地区社協役員が当該事業所に話を聞くと，実は以前にサービスを案内すべく，担

当者が学校に説明にいっていたというのである。一人ひとりの児童へのケアが，＜学校の

限界＞の 1つとして浮かび上がっていた。

　一方で，学校の先生が孤立しているという限界も表出した。以前の学校現場では，教頭

先生が核になって，子どもの課題があれば職員皆でその子どもを見守っていた。昼休みに

その児童がどのような行動を取っているのか，その日一日の状態はどうであったかについ

て，情報の共有や支援の方法についての相談が出来たという。一般的に学校の先生が忙し

すぎることは知られているが，今や先生自身が抱える悩みを同僚に聞けない状況にあると

のことであった。

　このように学校では，忙しすぎると言われる先生方が相談や協働の機会を喪失し孤立す

ることで，一人ひとりの子どもに対するケアが満足にできていないという限界があった。
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その限界に現場トップが気づき，外部に支援を求めれば，脆弱性の高い，課題を抱えた子

どもはまだ救われるかもしれない。しかし，現実は外部との協働を，コロナ禍になりより

強く拒否する傾向にあった。結果，課題を抱えた子どもがより孤立するという悪循環に陥っ

ていた。

（6）【地域が抱える困難】

　コロナ禍において，地区社協によるさまざまな活動や交流が中止に追い込まれたことは

先述のとおりである。さらに感染対策を施した上で何かをしようとしたときにぶち当たっ

たのが，＜意志統一の難しさ＞と＜つながり方を伝承する難しさ＞という【地域が抱える

困難】があった。

　以下，それぞれのコードについて詳述していく。

ⅰ．＜意志統一の難しさ＞

　この＜意志統一の難しさ＞というコードは，コロナ禍における活動の開催可否を考える

うえで，当然出てくるであろう困難である。感染症という怖いものが中心にある。地区社

協役員たちは，それでも何とか活動や交流ができないかと考える。しかし感染症にそこま

で立ち向かっていかなくてもよいのではないかと考える人もいた。役員たちに「なぜそこ

までするのか。そこまでしなくていのではないか。」との考えを表明する人がいたようであ

る。

　一方でそうした開催否定派とは真逆にいる人たちもいた。会食は 4人以下でとする，宮

崎県知事の方針が出ているにも関わらず，民生委員児童委員協議会が大勢で集まり，会食

を行おうとしていたのであった。その開催可能とする理由は，ワクチンを打っているから

大丈夫とのことであった。

　このように地区の中には上述しただけでも，活動の開催に対する 3つの考え方があった。

それらは，①コロナ禍だから開催しなくてよい，②感染対策をきちんとしたうえで可能な

ことを開催すべき，③ワクチン接種済の方が増えたから，出来るだけ開催すべきといった

ものであった。こうした＜意志統一の難しさ＞は地区社協役員たちを，課題を抱え支援を

求める人たちとの板挟みにしている状況が見えた。

ⅱ．＜つながり方を伝承する難しさ＞

　課題を抱えた子どもだけでなく，地域に住まう子どもたちの「挨拶ができない」「大人と

のコミュニケーションが取れない」などといった今日的な課題に，地区社協役員たちが憂

いを覚えていることは，先述のとおりである。この＜つながり方を伝承する難しさ＞とい

うコードは，子どもたちの忙しさを表すものでもある。

　具体的には，上述したとおり限界を抱えている学校での生活を終えた子どもたちは，平
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日塾にいく，スポーツ少年団の活動に行く。休日も，スポーツ少年団に入っている子ども

たちは，そちらの活動に行く。結果，平日は地区社協における社会教育活動はできず，休

日もその対象者が限定的となっていた。

表 2　地域福祉活動の相次ぐ中止

グループ コード 発　　　　　　　言

地
域
福
祉
活
動
の
相
次
ぐ
中
止

様々な活動
の中止

自分の判断で7月末から8月は全部やめますって関係者にはハガキを出して。
今は中止にしている。（A-1）通常，コロナ前はここで料理をみんなでやりな
がら，空いてる時間で宿題を見たりしてたので。学習支援と上手く繋げてい
ければいいなってことで。今回夏休みの期間だし，宿題みようかっていって。
来週末やる予定だったんですけど，コロナが流石にってことで，取りやめま
したね。（B-2）親子ふれあいサロンっていうのと，小学校の参観日預かり保
育をしてるんですけど。今はコロナでできなくて，ひと月に一回，親子でこ
こにきて行事を組んでるから，参加してくださってたんですけど。去年も 2
回くらいしかできなかった。（B-11）コロナ前は 18 あるので，全てそういう
活動（サロンなど：筆者加筆）をしていた。寂しいですね。（B-17）各地区
で〇〇学園の子どもたちの洗濯物を取りに行ってる。今のところコロナで全
く行ってないけど。（B-19）（交通安全教室を：筆者加筆）民生委員とボラン
ティアの方で。やるはずだったのに，内部でコロナが出て中止。（C-3）福祉
学習は車椅子の体験学習で小学校と中学校でしている。社協も手伝いに行っ
ている。でも，コロナでそれも中止。学校側が人を寄せ付けない。いったけど，
雑巾を渡す，寄付することもダメ。3年前も拒否された。（C-8）今月も食べ
ることだから難しいねって。老健でのイベントも中止。（C-11）

様々な交流
の場の中止

今年度も（民生委員の交流会を：筆者加筆）7月にする予定だったんだけど。
計画したときはコロナが少なかったから。延期ということで。楽しみにして
たのにね。（B-9）新しく民生さんになった人は一回もそういうこと（学校の
運動会，入学式，卒業式：筆者加筆）には行ってない。今年なかったら本当
に一回も行かないことになる。（B-12）今度，公民館長さんと民生委員の交
流会をしないと，全く民生委員と顔を合わせることがない。（B-15）前はふ
れあい福祉があったから，接することもあったけど。もう今は全く何もない
から。事務局長は事務局長で会議があるから会うけど。色んな方達の意見を
聞いて，内容的なことも，した方がいいかなって。（B-25）館長はまったく，
社協とは関係ない。ただ，福祉協力金をもらうから。でも，全然交流がない。
そこで交流会しようとしている。中止しようがないから，11 月までにはしよ
うとしている。3月も楽しみにしていたのに。（B-27）

筆者作成

表 3　厳然と存在する地域の課題

グループ コード 発　　　　　　　言

厳
然
と
存
在
す
る

地
域
の
課
題

つながり続
けることが
大切

だからといって活動をずっと辞めてしまうっていうのも，ちょっとみんなの
心が荒んでいったりすると。（A-12）密にならないように繋げていくように
していかないと，そこでぷっつり切れちゃうと，次始める時はまた 1からに
なる。私たちも学校とも地域の人たちともずっと繋がっていたいなと思うの
で。（A-15）社会がどんどんAIとかデジタルとか，そういう機械の世界になっ
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グループ コード 発　　　　　　　言

厳
然
と
存
在
す
る
地
域
の
課
題

つながり続
けることが
大切

てしまって，地域福祉っていう1番基本な人と人の繋がりだったり温もりだっ
たりっていうのが，もう置き去りにされてしまう。（A-36）ずっとお弁当を
配食して繋がってる方もいるし，新しい方もいる。（B-3）

頭に浮かぶ
心配な子ども

本当に心配でたまらない子どもたち，学習支援をしてるので，その対象者，
生活困窮だったり，主に低学力の子だったり，グレーゾーンの子たちだった
り，一人ひとり支援をしないといけない子たちってのがいるので，これで休
んでいいかなって（A-2）特にこの子が心配だっていう子がいるもんだから。
このまま夏休みが終わって二学期が始まれば何か起こるよって。親も教えら
れないんですよ。家庭教育が難しい人たちなので。そうなると本当に取り残
されちゃうよって。（A-5）その 2人ともう 1人 6年生にいるんですけど，中
学生になったら絶対ついていけないって子がいるので。その 3人だけでもや
りたいんだけどって。（A-7）本当にかわいそうな子たち，その子たちはそう
いうものって思ってるから，私たちの範疇，見方では大変だよねって見方な
んですよね。でもその子たちにとっては普通かもしれないんですよ。（A-9）

子どもに対
する危惧

以前は平日も夕方学校帰りに来てやってたんです。そこでいろんなことを教
えられてたんです。挨拶だったり，色んなエチケットにしたりっていうこと。
今はそれがなくなって，夏休みとか冬休みだけ。長期休みの時だけポンポンっ
てやっとこさ入れられる状態。本当に子どもの人とのコミュニケーションの
取り方とかなってない。挨拶もきちんとできない。（A-33）大学生だけじゃ
ないと思う。小学生もそうだと思う。何もわからないのに，じーっとみてま
すもんね。わからないって言えない。（A-35）私の地域のことで言いますと，
隣と挨拶しない。子どもが隣，小学 1年生の子がいるんだけど，全く挨拶も
しないし。逆の隣の方も持ち家なんだけど，挨拶全くしない。（B-6）

筆者作成

表 4　コロナ禍でもニーズはあり，できることはある

グループ コード 発　　　　　　　言

コ
ロ
ナ
禍
で
も
ニ
ー
ズ
は
あ
り
，
で
き
る
こ
と
は
あ
る

地域福祉は
楽しい

本当に地域福祉って楽しいなって思います。（A-58）活動も楽しいと言えば
楽しい。（B-22）

活動を求め
る住民

今日電話があって，やっぱりダメですよね？って言われて。だから，夏休み
だから家に置き続けるっていうのも。（A-18）本当にそうですよ。それって
人としてですよ。今はデジタル化して，全てが機械的になってしまって，会
話が少なくなる。もう危ういと思う。（A-34）

今できること

本当にできるところから手を差し伸べていかないと，このコロナで何もでき
ないとは言っても，なんかできるやろう，なんかしないといけないだろうっ
て。（A-22）配食するときは「いついつ何時にお願いします」って毎回お願
いして配食してますね。（B-5）なかなかできないけど，その中でも一つでも
していこうかなって。在宅介護者の集いとか。そんなに密にならないから。
（B-13）お弁当やらを作ってた。ここで食べられないけど。そういうことは
できるんだなと思って。（B-14）コロナで大変な時には資料だけ配布。それ
が 2回か 3回してる。今月もそうなると思う。（B-16）男の料理教室もして
いる。一昨年は中止だった。去年から二手に分かれて，12 公民館の中から 1
人ずつ，男前料理教室ということできてもらって，食改善ということで。作っ
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グループ コード 発　　　　　　　言

コ
ロ
ナ
禍
で
も
ニ
ー
ズ
は
あ
り
，
で
き
る
こ
と
は
あ
る

今できること

て持って帰って家で食べてもらうという形。（C-1）子育てサロンも毎月ここ
でしている。学校に行ってる子は保育園に行ってない子を対象。（C-2）6 月
は花火大会をした。5～ 10 分くらいの公民館単位でするもの。神社や共催関
係の企業から寄付もらって（C-4）紙芝居でボランティアであちこち回って
るんですけどね。招き猫の会っていう紙芝居のボランティアグループをして
いる。（C-12）

子どもにし
てあげられ
ること

勉強じゃないんですよ，私がやりたいと思っているのは。その子の特徴が
あって，学校からも言われてるんですけど，モノづくりだったり，絵が好きっ
て言われてて，縫い物だったりを夏休みの作品として作って出せば気持ちに
自信がついていくからなって。（A-8）コロナ禍だからって，大人数はダメ
だけど，そういう課題のある子は手を差し伸べるべきなんではないのかなっ
て。（A-10），学校で対策できないなら地域で何かできないかなって思って。
（A-40）得意なものが特技になって，特技が人生を作っていければいいかなっ
て思ったりして。（A-41）そういうふうにポツンって置かれるよりも，なん
か周りが気がついてあげられれば，その子って救われるじゃないですか。1
つでも。そういう学習支援でありたいなって。（A-48）

高齢者にし
てあげられ
ること

高齢者ばっかり。どうしようかっていった時に，包括のケアマネージャーさ
んから，助け合って使いたいっていう人がいるんですけどって。じゃあ訪問
してみましょうってことで，昨日と一昨日いった時にお話を色々聞いたんで
すね。そしたら，明るい方で，隣も隣も電話では話をするんだけどねって言
われて。ほんなら，ここでサロンして良いか？貸してっていって。そもそも
外なんです。外にテーブルがあって，オープンだから。（A-65）午前中にやって，
モノづくりでも自分でやって，支援員さんにお弁当でも作ってもらって，お
弁当でも持って帰ってもらおうかって。お年寄りだから十分な栄養もね，な
かなかでしょうから。（A-23）

出来る方法
を模索

できる範囲のところは少しずつでも繋いでいかないといけないんじゃないか
なって思ってるんですね。去年もうち結構やってるんですよね。人数を減ら
して，一回でやるものを地区ごとに分けて。山田は 4地区に分かれてるんで
すけど，4地区に分けて，少人数にしたりとか。学習支援は 5，6年生だけとか，
学年を減らしてやったりとか。（A-13）8 月に中止になったものをいつしよ
うかって。午前中は計画を立てて，こうしよ，ああしようって言って，流れ
的なもので，外でやろうとか。キャンプにしようとか。知恵を絞り出してや
らないことにはですね。（A-16）出来なかったら，外でできて密にならんこ
とやったらいい。ゴミ拾いでも間空けてだったら良い。（C-5）買い物支援に
ついても，例えばコンビニの移動配達が 20 ～ 30 分来たら買い物よりおしゃ
べりになる。「あー久しぶり」から始まってですよ。最近集まらないから久
しぶりなんですよ。それでも良いと思うんですよ。「元気やったんやね」か
ら始まるね。（C-6）行事をどうしていくか。人がいたらあかんし，どうにか
したいけど，会うこともできないし，難しい。何があるんだろう。（C-7）今
まで拠り所だったお店が，店主が 88 歳になってお店を辞められて。そこを
解放してくれて，それが次の居場所になって。（C-15）

地域に合っ
たやり方

課題も違うじゃないですか。〇〇と△△って。地域地域によって課題も違う
し，手立ても違うし，いろいろ自分達のやり方を考えながらやるわけだから，
全部同じにしないでよって言いたいです。（A-21）大きいところは大きいと
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グループ コード 発　　　　　　　言

コ
ロ
ナ
禍
で
も�

ニ
ー
ズ
は
あ
り
，�

で
き
る
こ
と
は
あ
る

地域に合っ
たやり方

ころで，民生さんとか頑張って協力して貰えば，別の形でできるんじゃない
かなって。（A-24）セブンイレブンさんも買い物人をね，社協を通して，し
ていいよって言ってくれるのはありがたいですよね。（C-13）

筆者作成

表 5　地区社協と社協の協働による活動の展開

グループ コード 発　　　　　　　言

地
区
社
協
と
社
協
の
協
働
に
よ
る
活
動
の
展
開

地区社協に
とって社協
が基盤

行政の地域福祉計画ってあるじゃないですか。社協が作ってくれる活動計
画ってあるじゃないですか。それに地域でやるA地区の活動計画作るじゃな
いですか。自分達が基本にするところはやっぱり社協なんです。行政が作っ
たものでは無く，社協が作ったものが基本で動く。（A-26）やっぱり社協さ
んとの連絡とか調整とか，お願いとかが多いですよね。地区社協っていうの
は。（A-27）社協があって，現状を言うわけじゃないですか。行政はあんま
り私は考えないですね。社協がおかしいぞって思った時は言うんですけど。
（A-28）結構信頼してるんですよ。（A-29）社協の方達が頑張ってくださって，
立ち上げができた。（B-10）今は全てのことをお願いできる。自分ができな
くてもしてもらえたらって。そこで話をしたりして。（B-23）社協が色々提
案して，新しいことに向けさせてくれるからいいですね。（C-14）

地区社協と
社協が議論
し共有

やっぱり言って，言ったことをちゃんと受け止めてくれて，こうじゃない
よって説明を受ければ納得するし。そうですねって受けてもらえることもあ
るし。お互いに納得しないと上手く行かないことだし。（A-30）職員さんの
回し方だったり，言葉の使い方だったり，想いを地域の人に伝えたりできる
かってところですね。こうあるべきではなくて，こうでいきたいよねってい
う。こうありたいよねっていう。それが地域の人に伝わってないかもしれな
い。（A-59）社協の役員会でもそうなんですよね。色んな意見を言ってほし
いと思う。自分たちの考えだけじゃなくて，色んな人の考えを聞いて。（B-21）

時に自分で
動き判断

誰に聞くでも無く，その時々の状況判断で決断していかないといけないかな
と思ってるんですよね。（A-17）自分達でこの人大変じゃないかなって自分
達で探す。大人の方でも，1人ここにオムツをもらいに来られて，色々聞い
たら随分と困ってるなと思って，こういうのあるんですけどって案内したら
是非受けたいって言われて。（B-4）自分達で変えていかないといけない。自
分から声をかけないといけない。地域の困ってる人のところに自分で入って
いかないと，人は教えてくれないよねって。（B-7）こんな人がいるよっての
は聞いたら教えてくれる。私が散歩で歩いている時に，困ってる人いないか
なって探している。（B-8）

社協が判断
すべき

行政からは止めてくれとは言わないけど。こっちの判断になるんですね。始
めるのもこっちの判断なので。（A-4）社協が悶々としてれば歯がゆい。白黒
つけろよって。やるならやる，やらないならなんでだっていう説明をきちん
としてくれれば，ちゃんと納得するし。（A-31）

筆者作成
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表 6　組織が抱える困難

グループ コード 発　　　　　　　言

組

織

が

抱

え

る

困

難

社協への注文

社協が人事をする時に，ある程度わかっている人じゃないと，初心というか
まだ新人の人じゃ，それぞれの地区をまだ理解できてないわけじゃないです
か。さっきから言うように地区それぞれが課題もやり方も違うんですよね。
担当はそれを絶対把握しないといけないって私は思うんですね。まだ新人だ
からとかっていう甘えじゃなくて。私は〇〇のことで相談するじゃないです
か。〇〇のことをわからない人が，その担当でいてくれても仕方ないんです
よ。やっぱりなるんであればもっと勉強してほしい。（A-51）他のことでも
そうだと思うんです。ボランティアセンターもそうだし。やっぱり厳しいよ
うだけど，社協の人に相談するわけだから。（A-52）私ならやっぱり最初は
地域福祉かなって思いますよ。地域福祉をまず勉強して，社会福祉みたい色
んな専門のところに行くといいのかなって思いますけど。なんか物足りない。
なんとなく。（A-53）自分の担当地区はわかるだろうけど，何でわかるのっ
て言うと，そこに行くわけじゃないですか。そこで色んな人の話を聞くじゃ
ないですか。そうするだけで，この人はこういう人かってところがわかるわ
けだから。それを他の地区にも行って同じように覚えれば，ここはこんな感
じなんだ，ここが同じなんだって。（A-54）前は自分でしないといけなかっ
たんですよ，何をするにも。係の人がいたけど，掛け持ちで。一時間くらい
したら次のところに行ってました。（B-23）

判断しない
行政

行政は基本判断しない（A-3）行政ってずるいですよね。（A-19）介護保険
課から「するんですか。するんですか。」って言ってきたんですよ。もう今
のままだとやりませんみたいな。じゃあどこがするんですか？みたいになっ
て。結局，さっき課長が言われたように責任を取らないんですよね。市の介
護保険課がダメです。（A-20）市が「やるんですか。やるんですか。」って何
度も言ってきて，結局担当の包括が行ったり来たりして。馬鹿なことばっか
りやってるわって思ってて。言ってくれればいいのにって。（A-14）

学校の限界

学校側もそれをわかってて。だけど，一人ひとりに学校で指導できるってわ
けではないので。私たちもその子に毎日関わってるわけではなく，1週間に
一回なので。（A-6）学校はいっぱいいっぱいなんですって。できないんですっ
て。（A-39）学校には言ってたみたいなんですけどね。「〇〇」さんも 4月当
初に学校に行ったんですけどって言ってて。でも学校はなかなか受け入れな
いだろって。（A-44）クラスでも周りはみんなわかってる。わかってるから
こそポツンって独りぼっちみたいなところもあるかもしれない。だから，も
う少し学校も一人ひとりのケアをね。（A-47）学校の先生から孤立しているっ
て話を聞くんですね。自分の悩みも同僚に聞けなかったり。昔は教頭先生が
核になって，子どもの課題があればみんなの職員の人たちで，昼休みに他の
ところでどういう行動をしているか見とって，今日はどうでしたみたいな。
そういうのが今はないって。（A-60）学校はスマイルカフェで，困ってる方
達に文書とか配布してほしいってお願いするんですけど，なかなかOK出し
てくれない。それもらったらうちが貧乏とか，偏見的な見方をしたらいけな
いから，そういうことはできないってことですね。（B-1）学校はなかなか難
しいですよ。校長先生がかわれば，まだね。（B-26）

筆者作成
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表 7　地域が抱える困難

グループ コード 発　　　　　　　言

地
域
が
抱
え
る
困
難

意志統一の
難しさ

今，民児協が，会食をするっていうのを聞いてて，それダメやろって言って
て。今までも去年もそうだったんですけど，この拡大する前も 4人以下でっ
て知事の方針が出ていたにも関わらず，ワクチン打ってるから大丈夫とか，
一人ひとりの感覚でやられるわけですよ。（A-11）結局コロナっていう，怖
い中心のものがあるじゃないですか。それに立ち向かってやらなくてもいい
んじゃないっていう人もいるんです，確かに。そこまでするのって。そこま
でしなくてもいいんじゃないっていい人もいる。（A-25）

つながり方
を伝承する
難しさ

今子どもたちも塾だったり，スポーツ少年団に入ってて，平日はほとんど活
動できないんです。土日もスポーツ少年団に入ってる人はそっちに行っちゃ
うので。（A-32）

筆者作成

第4節　考察

　本稿の目的は，都城市社協による実践の影響を大いに受ける，地区社協の役員に対して

インタビュー調査を行い，①地区社協における実践の状況（コロナ禍における実践），②実

践を行う上での課題，そして③コロナ禍を含めた社協との協働に関する評価を明らかにし，

これまでの調査結果の検証を行うことであった。

　まず①地区社協における実践の状況（コロナ禍における実践）について，改めて以下要

約する。

　2020 年初頭以降のコロナ禍で，地区社協役員は地域福祉活動の相次ぐ中止に直面してい

た。より具体的に言えば，様々な地域福祉活動が中止になるだけでなく，民生委員と学校，

民生委員と自治公民館長といった様々な活動主体による交流も，その多くが中止となって

いた。

　そうした地域福祉活動の停滞状況にありながら，地区社協役員たちには，厳然と存在す

る地域の課題が頭をよぎっていた。より具体的には，役員たちには危機感としてのつなが

り続けることが大切との思いがあった。また各地域には頭に浮かぶ心配な子どもの存在も

あった。さらに，心配なつまり課題を抱えた子どもたちだけでなく，一般論として地域に

いる他の子どもに対する「つながり方が伝承していけない」との危惧が，地区社協役員の

心の中にはあった。

　そうした中，コロナ禍でもニーズはあり，できることはあるとの思いから，地区社協役

員たちは行動を起こそうとした。そもそも各地区社協役員にとって，地域福祉は楽しいも

のである。そして地域には，活動を求める住民もいた。その願いにこたえるべく，今でき

ることをしていく方に，各地区社協役員は舵を切った。個別に子どもや高齢者にしてあげ

られることに思いを巡らせた。そのうえで，してあげられることを具現化するために，役

員たちは出来る方法を模索した。その中ではコロナ禍以前に培ってきた，それぞれの地域
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に合ったやり方が，「分かれる」「減らす」「屋内ではなく屋外で」をキーワードに，取られ

ていた。

　そうしたコロナ禍でも活動を展開できる方法の具現化は，地区社協と社協の協働による

活動の展開というプロセスを経ていた。コロナ禍以前からの協働関係から，地区社協にとっ

て社協が基盤であり，何事も地区社協と社協が議論し共有したうえで物事が進行していた。

その中で，地区社協役員たちは時に自分で動き判断しつつも，最終的には社協が判断すべ

きとの思いを持っていたのである。

　次に②実践を行う上での課題である。

　地区社協役員たちがコロナ禍において実践の展開において課題ととらえていたことには，

大きく 2つあった。それらは，第一に社協，行政，そして学校という組織が抱える困難であっ

た。そして第二に地域が抱える困難であった。

　まず社協への注文としては大きく 2つあった。第一に，地区担当制以前は 1人の社協職

員が複数の地区を掛け持っており，1つの地区だけに注力することができない状況にあった。

ただ地区担当制が敷かれている現在は，状況が好転したからこその発言とも取れる。第二は，

地区を担当する職員の資質を見極めた配置についてであった。地区を担当する職員は，そ

の地区のことを熟知して当然であるというものであった。

　次に行政は，開催をするのかどうかといった判断を自らはせず，委ねてくる行政の姿は，

「ずるい」ものと映っていた。そして学校の限界という困難は，コロナ禍においてより鮮明

になったものであった。それは，第一に外部との協働を拒否する傾向が強まったことであり，

第二に学校の先生が孤立しているという限界であった。忙しすぎると言われる先生方が相

談や協働の機会を喪失し孤立していた。その結果として第三に，一人ひとりの子どもに対

するケアが満足にできていないという限界があった。

　一方で，地域にも困難があった。地区社協役員たちが何かをしようとしたときにぶち当

たったのが，意志統一の難しさとつながり方を伝承する難しさであった。

　地区の中には，コロナ禍における活動や交流の開催に対する 3つの考え方があった。そ

れらは，①コロナ禍だから開催しなくてよい，②感染対策をきちんとしたうえで可能なこ

とを開催すべき，③ワクチン接種済の方が増えたから，出来るだけ開催すべきといったも

のであった。こうした意志統一の難しさは地区社協役員たちを，課題を抱え支援を求める

人たちとの板挟みにしている状況があった。

　次につながり方を伝承する難しさは，子どもたちの忙しさとも言い換えられるものであっ

た。平日は地区社協における社会教育活動はできず，休日もその対象者がスポーツ少年団

に加入している子どもたち以外となっていた。

　さてここからは，本研究の目的③コロナ禍を含めた社協との協働に関する評価を明らか

にし，これまでの調査結果の検証を行っていきたい。

　まず地区社協役員たちは，自身が実践を展開するうえで，社協の存在や社協が策定する
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地域福祉活動計画を基盤としていた。実践を展開するうえで必要な連絡，調整，お願いな

どはすべて社協の地区担当者に依頼がなされていた。それは長年の協働によって，確固た

る信頼関係が生まれている証といえるものであった。

　そのことは，コロナ禍で活動や交流に規制がかかる中でも，可能なもの・ことを展開す

るうえでも，大いに効果を発揮した。活動や交流の開催にかかる最終判断をしようとしな

い行政ではなく，その判断を社協がすべきと地区社協役員たちが考えていたことも，その

信頼関係があるからこその願いだともいえるであろう。さらに地区担当制を敷いたことへ

の前向きな評価もあった。担当制以前は地区を掛け持ちしており，1つの地区にかけられる

熱量も限られていたものと思われる。しかし現在はいわゆる「がっぷり四つ」で地区社協

役員と地区担当者が協働している状態にある。

　一方で社協に対する厳しい評価が下った点が，あった。それは，地区担当者には担当地

区の人・もの・ことなどについて熟知しておいてほしいといったものである。もし熟知し

ていないのであれば，足を運び，人・もの・ことなどを知り，分からないで済まさず，努

力をすることが当然だということであった。

　この課題は一部先述したが，社協の組織としての人員配置の課題でもある。より詳細に

いえば，社会福祉士資格を持つ職員は生活困窮者自立支援事業や権利擁護事業を展開する

部署に配置せざるを得ない。結果として，若く，経験がなく，資格を持たない職員が，地

区担当者になることが多くなってきているである。換言すれば，個別支援に有資格者が多

く配置され，地域支援に無資格者が配置されがちな状況になっているのである。もっと言

えば，「個」を強化する必要性と個を支える「組織」を構築する必要性ともいえる。

　現在の社協職員調査においても「個」の強化が必要であることが表出した（南　2021）。

その際，筆者は勝部（2016）や越智（2020）による論考を取り上げながら，まず「やってみる」

「いってみる」そして「感じてみる」ことが，包括的な支援体制構築に向けた SWの展開に

おいて，何より大切であることを指摘した。同様の主張は，デザインを通した社会課題の

解決を行っている筧（2013）によってもなされている。彼は，「現場を歩く」ことは「身体

で感じる」ことであり，それこそが課題解決に向けた最初のステップであるとしているの

である。

　また鈴木（2022）は，場面に応じて専門職としての態度を脱いで人としてかかわり，多

様な主体とつながる一方，専門職としての実践力を発揮する『「専門職としての自己」の着脱』

力が，ソーシャルワーカーにとって必要な能力だと主張している。またそのために必要な

ことは，対人関係の構築こそ必要だとしている。対人関係の構築には，やはり「やってみる」

「いってみる」そして「感じてみる」ことが必要だといえる。我々は，コロナ禍によって，「人

とのつながり」が生きていくうえで不可欠であることを改めて教えられた。（新保　2022）

とすれば，専門職こそ，人とのつながりをどん欲に求め，行動すべきだと考える。

　またそうした「個」を支える「組織」の構築が必要であることも主張した。具体的に「個」
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を支えるために「組織」がなすこととして，［重層的スーパービジョンの体制整備］，［役割

の明確化］そして［OJT・ジョブローテーション］があった（南　2021）。このことは，現

職員マネジメント層が感じていた「組織」の課題が，いみじくも地区社協役員調査からも

出たということとなる。よって，こうした体制整備が，都城市社協にとって喫緊の課題で

あると言えるであろう。「個」の強化と「個」を支える「組織」の構築が，［個別支援と地

域支援の循環］をマネジメントできる職員の育成につながり，結果として包括的な支援体

制の構築に大きく前進するといえると考える。

　既に都城市社協では前回行った現職員調査から表出した課題を踏まえ，「人事考課制度構

築」に 2020 年 12 月から着手している。具体的には，キャリアパスシステム，キャリアプ

ラン作成，考課ツール開発などを通して，採用から育成・配置・評価・処遇などをトータ

ルに管理する人事管理システムを構築しようとしてきた。また，階層別研修や他業務体験

など縦と横を組み合わせた研修の体系化を，2019 年度より行っている。これらによって，

個別支援と地域支援の循環，介護と保育の交流，さらには国，県や市行政との人事交流な

ども行っていく予定となっていた（一部すでに開始されている）。

　こうした組織としての体制整備を踏まえつつ，今回表出した今後に向けた課題と方策に

ついて，現在の社協の現場がどのような状態にあり，どのような課題を有しているのかに

ついて今後明らかにしていきたい。また，現在の地区担当者が抱える課題を明確化したう

えで，どのような研修を若手・中堅職員に実施すべきなのかについても，現場と協働しな

がら研究を続けていきたい。

注
1）�本研究は，JSPS 科研費�JP19K13999（研究課題名：包括的支援体制構築方法としてのソーシャルワー
クの展開方法・役割・機能，研究代表者：南友二郎）の一部である。

2）�ひきこもりの長期化などにより，本人と親がともに高齢化し，支援につながらないまま孤立してしまっ
ている状態を指す。子が 50 代，親が 80 代の世帯が多く，深刻な社会問題となっている。

3）�子育てだけでなく，親の介護も同時に行われなければいけないという課題を指す。この課題は，子ど
もが発達上の課題を抱えている，あるいは（同時に）親の身体・精神状態等の悪化により，より深刻
になる可能性をはらんでいる。
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Toward�a�More�Inclusive�Society:
Interviews�with�Social�Welfare�District-Council�Leaders�in�Miyakonojo

MINAMI�Yujiro

Community�development� faced�difficulties� to�practice�during� the�COVID-19�Pandemic�
in�Miyakonojo�City,�Miyazaki�Prefecture� in� Japan.� Semi-structured� interviews�were�
conducted�with�three� leaders�of� the�social�welfare�district-councils,�and�these� interview�
subjects�were�chosen�because�they�have�won�substantial�acclaim�in�the�field�of�community�
development�by�contributing�to�the�creation�of�an� inclusive�society� in�Miyakonojo.�This�
study�found�that�firstly,�during�the�COVID-19�Pandemic,�various�activities�and�exchanges�
took�place� in�the�community.�The�district-council� leaders�tried�hard�to�conduct�possible�
activities,�contemplating�how�such�activities�could�be�practiced� in� the�pandemic.�Their�
decisions�were�made�with�the�city�council�of�social�welfare.�Secondly,�while�struggling�to�
conduct�activities,�the�leaders�faced�two�major�difficulties.�One�was�the�difficulty�with�the�
organizations�such�as�the�City�Council�of�Social�Welfare,�the�Miyakonojo�City,�and�schools.�
The�other�difficulty�was�what�the�district�itself�had.�Finally,�challenges�towards�the�future�
were� identified.� It� is�necessary� for�each�social�worker� to�develop�diverse�professional�
experiences�to�support�a�variety�of�problems� in�the�community.� It� is�also� inevitable� for�
the�city�council�as�an�organization� to�build� the�method� to�support�each�social�worker�
resourcefully.� In�order� to�clarify�practical�methods� to�deal�with� the�above�challenges,�
further�research�should�be�conducted�with�respect�to�the�younger�workers�of�the�council�
of�social�welfare�in�the�city.

Keywords:�inclusive�society,�total�support�system,�social�work�function,�method
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日加学習者の COIL における 
国際産学官連携型 PBL 科目の学習事項

稲 　 田 　 優 　 子

1．はじめに

　世界中で高等教育における EMI（English as Medium of Instruction）として英語による

科目学習（Coleman, 2006; Macaro, Curle, Pun, An, & Dearden, 2018）が急速に拡大してお

り，日本も例外ではない。Macaro, et al.（2018, p.37）は，EMI を「国民の大多数が英語を

母国語としない国や地域で，英語以外の学問を教えるために英語を使用すること」と定義

している。EMI を実施する高等教育機関は，2000 年以降に顕著に増加した。留学生の増加

やグローバル人材育成のため積極的に導入する高等教育機関が増加したためである（嶋内，

2016）。EMI に関する研究で，学習者は英語による科目の授業が理解できていないことも報

告されており（Hino, 2017; Shimauchi, 2018; Tsuneyoshi, 2005），教育的効果を明らかにする

必要がある（Macaro, et al., 2018）。

　 留 学 の 効 果 に 関 し て， 岩 城（2014），Hennings & Tanabe（2018）， 水 戸・ 森 本・

Hennings・田邉（2019）の研究がある。Hennings & Tanabe（2018）は日本の大学に在籍

する留学生は，日本語やコミュニケーション能力の向上，自己成長を認識し，約 90% が留

学生活に満足していることが明らかとなった。一方，留学を経験した日本人学習者は，授

業の内容や課題の理解，ルームメイトや現地の方とのコミュニケーションに困難を感じた

（岩城，2014；水戸ら，2019），北米の留学生は日本での授業のやり方や内容などの改善要

望がある（Tanabe ＆ Hennings, 2017）ことを示した。大学間の協定に基づいた日本人の留

学者数は 2010 年に 28,804 人であり，2019 年に 66,450 人と 2.3 倍の伸びを示す。しかしながら，

2020 年にはコロナウイルス感染症（COVID-19）の影響で 532 人と激減した（日本学生支

援機構，2022）。教員と学習者は，オンライン教育に適応するという課題に直面した。また，

教員は，学習者との有意義な関わり合いや学習者同士の活動など，教育の質を確保するこ

とが求められた（Misha, Gupta, & Shree, 2020; Neuwirth, Jović, & Mukherji, 2020）。

2．COIL（Collaborative Online International Learning）

　コロナウイルス感染症は，オンライン教育や COIL（Collaborative Online International 

キーワード：異文化間教育，COIL，PBL，協働学習，KH Coder
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Learning）1）などの越境した遠隔学習を世界的に加速させた。COIL は，「地理的に離れた場

所にいる教員と異なる言語的背景を持つ学習者が，オンライン・コミュニケーション・ツー

ルを使ってコミュニケーションをとり，協働学習を行う新しい教育であり学習方法」であ

る（Guth, 2013, p.2）。

　COIL が誕生した背景には，米国のニューヨーク州立大学（SUNY）が大きく関連してい

る。2006 年にニューヨーク州立大学で COIL を推進していくために SUNY センター 2）が開

設された。COIL のミッションは，学習者が自己理解や自己の文化の認識を向上し，「他者」

からどのように認識されているか，「他者」をどう認識しているのかについて理解を深める

ことである。そして，学習者が，異文化の視点を取り入れたより広い世界に感化されるこ

とや学術的な学習を強化することである。COIL は，テクノロジーを活用し，留学，教育デ

ザイン，チームティーチングを通じて教員の架け橋となり，カリキュラムの枠を超えて国

際教育の経験を促進，統合，向上させることを目指している。

　SUNY COIL センターは，COIL の授業を開始するにあたり，所属する大学の構成や人的

資源を整理し，提携大学を選定し，協定を結ぶ必要があると示す。大学の構成や人的資源

の情報に関しては，組織の教職員の情報リスト，学事暦，時差，使用言語，授業内容，評価，

プラットフォーム等のテクノロジー，教育機関の文化や期待事項，運用管理や国際プログ

ラム支援体制が含まれる。また，SUNY COIL センターでは，COIL の授業設計に関して図

表 1 の 10 項目を推奨している。その内容には，双方の大学や教員間で授業設計をするにあ

たり，信頼関係を築くコニュニケーションの取り方や授業の内容に異文化間教育やアイス

ブレイクの活動と協働学習における課題の設定やリフレクション等を含有する。このよう

に，COIL では，大学間で教育方針，コースデザイン，教育スタイル，評価，学事暦，タイ

ムゾーンなどが異なるケースが多々あり，時間をかけて大学間の協力が必要である。COIL

のメリットとしては学習者や教職員が，経済的コストや移動時間をかけずに国際交流がで

きることである（Rubin, 2017）。

　オンライン教育には，非同期型と同期型の 2 種類の技術がある（Bradshaw & Hinton, 

2004; Sher, 2009）。Moore（2014）は，非同期型のオンライン学習環境では，学習者の自己

の規律と仲間とのコミュニケーションのために仮想コミュニティが必要であることを示し

た。同期型は，学習者と教員が同時につながっているため，物理的に教室にいるのと似た

感情を呼び起こすことができる。池田（2016）は，同期と非同期の COIL は両方ともコミュ

 1） 文部科学省は COIL を「オンラインを活用した国際的な双方向の教育手法」と記載している。文
部科学省　平成 30 年度「大学の世界展開力強化事業～ COIL 型教育を活用した米国等との大学間
交流形成支援～」の選定事業の決定について https://www.mext.go.jp/a_menu/koutou/kaikaku/
sekaitenkai/1408256.htm（最終閲覧日：2022 年 11 月 10 日） 

 2） SUNY COIL Center「Faculty Guide for Collaborative Online International Learning Course 
Development」Version 1.4 http://www.ufic.ufl.edu/uap/forms/coil_guide.pdf（最終閲覧日：2022 年
11 月 10 日）
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ニケーションの向上が見られることを明らかにしている。Callahan, Umeda, & Matsubara

（2021）は，学習者のエンゲージメントを向上するため，もしくは，非同期型を補完するた

めに同期型の授業を推奨している。

　COIL における学習成果に関しては，肯定的な研究成果と否定的な研究成果がある。

COIL と対面のアプローチの比較に関しては，COIL に参加した学習者が COIL に参加しな

かった学習者よりも肯定的な学習の成果（Appiah-Kubi & Annan, 2020）や COIL が対面と

同様の学習結果が出ている（Inada, 2022）ものもある。COIL において，学習者同士の協働

学習を可能にし（McInnerney & Roberts, 2009），学習者の課題に対する興味関心をひき，

学習者の知識の習得や異文化間能力が向上していたこと（Kayumova & Sadykova, 2016），

協働学習は，文化や言語の壁，時差にもかかわらず，異なる視点から多様なアイデアを得

ていたこと（Appiah-Kubi & Annan, 2020），学習者が自律性を高めることを享受している

こと（Fisher & Coleman, 2001）が明らかとなった。

　日本と海外の大学で提携している COIL の効果に関しては近年，研究結果が報告されつ

つある。小玉（2018）の米国のカリフォルニア州立大学サンノゼ校と鹿児島大学の日本文

化の授業では，学習者の異文化間の理解や世界観の変化が見られた。永田（2019）の伯（ブ

ラジル）と関西大学の授業において，学習者は，多角的な視点から，課題解決力，コミュニケー

ション力，ディスカッション力，プレゼンテーション力の向上に気づいた。学習者は COIL

でコミュニケーションをとることや英語での会話が困難であったことが報告されたが，学

習者は，自ら発言することや共有することの大切さや英語を練習すれば英語で伝えること

が向上することを認識していた。高山・サリッチ・服部（2022）の土（トルコ），波（ポー

ランド），日本の 3 大学間によるデザインワークショップに関しては，学習者の授業に対す

る満足度が高かった。齊藤・マーケン（2022）の米国のオールド・ドミニオン大学と北九

州市立大学の日本語のクラスにおいても双方の学習者にとって語学の観点から刺激が多く，

図表 1　COIL の授業設計

1 可能であれば，パートナー教員と直接面談する。
2 誠実さとオープンなコミュニケーションを育む。
3 パートナー教員と大学から確約事項を書面で交わす。
4 異文化間能力の促進の場として授業を構想する。
5 実際の授業や授業計画を立てる。
6 テクノロジーを試行する。
7 アイスブレイクの活動で学習者同士が交流できるようにする。
8 国境を越えた協働学習の環境でできる課題を学習者に少なくとも1つ課す。
9 学習者に批評的なリフレクションの機会を提供する。
10 柔軟性を持たせて予期せぬ事態を想定する。
出所） SUNY COIL Center 「Faculty Guide for Collaborative Online International Learning 

Course Development」Version 1.4. Issues of Process: COIL Center Suggestions. 
http://www.ufic.ufl.edu/uap/forms/coil_guide.pdf（最終閲覧日：2022 年 11 月 10 日）
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メディアリタラシーを促進する上でも良い機会になった。畝田谷（2022）は，泰（タイ）

と鹿児島大学の日本の文化を含む異文化理解の授業において，個人の認識，相互理解やコ

ミュニケーションの積極性の向上，留学に関しての意識について肯定的な結果が報告され

ている。

　一方で，COIL が否定的な成果であったことも報告されている。Ramírez（2020）の米

国と墨（メキシコ）の学習者を対象とした授業である。米国在住の学習者の半数が授業は

肯定的な影響を与えたと述べたのに対し，墨在住の学習者はスケジュールの衝突，馴染み

のない議題，教員がファシリテーターとしてではなく，従来の教員主導の授業に対する

期待から，否定的な経験であったと示している。同様に，Zhou, Jindal-Snape, Topping, & 

Todman（2008）は，米国の学習者は，教員がファシリテーターとして活動し，学習者の

自主性を尊重しているのに対し，中国の学習者は教員を教室の権威者としての振る舞いを

期待していることを明らかにした。Gray, Asojo, Lindgren, Nolan, & Nowak（2021）は，

COIL における教育，技術，異文化トレーニングの重要性を強調している。同様に，SUNY 

COIL センターの示唆にもあるように COIL は慎重に計画された授業計画，課題の設定，活

動，教授法，リフレクション，コミュニケーションツール，評価をする必要がある。

3．産学官連携型 PBL 科目

　Project Based Learning（PBL）では学習者が主体となって他者と課題を解決する（Brassler &  

Dettmers, 2017）。PBL では，学習者の創造性，リーダーシップ，コミュニケーション能力，

柔軟性，自発性，社会性，生産性，論理的な思考力などを伸ばすことができる（Mohamadi, 

2018）。また，企業経営への関心やキャリア意識を呼び起こし（森下，2019），学習者の学

習姿勢，高度な思考力や問題解決力，協調性やコミュニケーション，自立心などを高める（宮

脇・小森・前田，2015）。さらに，PBL は学習者のテクノロジーの事業に関するスキルや市

場・顧客理解を向上することができる（高田・松橋・中川・加藤・松行，2018）。

　飯塚（2018）は，大学は「研究（知の蓄積）」や「教育（知の継承）」だけでなく，「地域貢献（知

の還元）」が，社会的な役割として求められていることを指摘する。文部科学省（2020）は，

Society 5.0 時代に求められる人材と大学教育に関して，実践的な問題解決の産学官連携型

PBL 科目が必要であると示している。日本経済団体連合会（2015）は，産業界が卒業時に

大学生に期待する素質，能力，知識として，「主体性」「コミュニケーション能力」「実行力」

「チームワーク力・協調性」「課題発見・解決能力」を示す。グローバル社会で活躍する人

材には，主体性と他者と協働する力が重視されている。スーパーグローバル大学創設支援

事業など留学やインターンシップ支援の需要は年々拡大する。グローバル人材育成推進会

議（2011）は，グローバル化が加速する中，温暖化，医療，教育，戦争，難民，テクノロジー

など国際問題に対して，幅広い教養と深い専門性，課題発見・解決能力，チームワーク，リー

ダーシップ，公共性，倫理観，コミュニケーション能力（特に英語），メディア・リタラシー
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を兼ね備え，積極的に事業創造にチャレンジする人材育成が不可欠であると提唱する。

　安岡・宮田・井上・菊地（2018）は，図表 2 の産学連携・協働の視点において，実習，

インターンシップなどの実践の場，カリキュラム編成・開発，教職員・社員研修，就職・

採用，学校運営・教育評価・講師派遣において教育機関と企業の連携は重要であることを

示した。

　産学官連携型 PBL 科目の事例研究に関しては，例えば，亀田・中村・駒谷・神沼・黒田（2007）

の東京工科大学と NTT ソフトウェア株式会社，鞆（2018）の近畿大学と関西紙工株式会社

や株式会社レオパレス 21，木村・松尾・橋爪・中陳・張（2019）の湘南工科大学と東信電

気株式会社，郭・杉本・森下・金塚（2021）の東京未来大学と足立区菓子の業界団体，藤本（2021）

の崇城大学と理科学系企業や食品，不動産等がある。日本における産学官連携 PBL 科目の

事例が少ないことは明らかである（亀田ら，2007；木村ら，2019；鞆，2018）。特に，産学

官連携型 PBL 科目の課題に関して，授業内容や教授法（飯塚，2018），成果物の精度や評

価基準（鞆，2018），企業と大学の連携ができる人材の育成（文部科学省，2021）がある。

　海外の大学や企業と連携する国際産学官連携型 PBL 科目に関しては，Inada（2022）の

本研究を基盤とした授業の効果検証や藤掛（2022）とInada（2023）3）の研究がある。藤掛（2022）

 3） 2022 年 9 月にこの論文は受理された。記載形態は，オンライン，CD-ROM，印刷がある。オ
ンライン上では，すでに記載されている。http://buscompress.com/uploads/3/4/9/8/34980536/
riber_12-2_05_s22-032_97-117.pdf（最終閲覧日：2022 年 11 月 15 日）

出所）安岡・宮田・井上・菊地（2018）p.298

図表 2　産学連携・協働の視点
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の研究では，学習者は，授業の活動で他者とのコミュニケーションや自己表現の機会で肯

定的な感情になることができたため，授業に満足していたことが明らかとなった。Inada

（2023）の国際産学官連携型 PBL 科目の授業において，2020 年の対面と 2021 年の COIL を

比較し，「知識」「問題解決能力」「コミュニケーション能力」「異文化理解とチームワーク

能力」「自信とモチベーション」の 5 項目において授業の効果測定を実施した。その結果，

COIL は，対面の授業で実施した飲食や居住を一緒にすることはできないが，その 5 項目に

おいて対面と同様の学習効果があったことが明らかになった。このような国際産学官連携

型 PBL 科目の授業内容や教育の効果を検証している研究は少ない。グローバルキャリア人

材教育の観点から，高等教育機関で英語による科目学習の実施が強化され，異文化間教育

の理解や国際ビジネスを学習する機会は増加傾向にあるが，課題も多い。COIL における学

習成果に関する実証データはまだ発展途上である（Villar-Onrubia & Rajpal, 2016; Ramírez, 

2020）。つまり，COIL を用いた国際産学官連携型 PBL 科目の教育内容や学習効果の研究は

近年開始され，その実態が明らかとなっていない。よって，本研究は，COIL を用いた国際

産学官連携型 PBL 科目の教育内容を示し，テキストマイニングを使用して，学習者の学習

事項の効果を可視化することを目的とする。

4．調査方法

　関西学院大学は 2014 年にスーパーグローバル大学創設支援事業に採択され，世界トップ

レベルの大学と交流・提携を実現し，英語による科目学習の実施や留学・インターンシッ

プ支援などグローバルキャリア人材育成を強化している。企業・団体の協力を得た日加（日

本・カナダ）学習者の協働学習グローバルキャリア人材育成プログラムは 10 年以上の歴史

がある。本研究は，加の 3 大学 4）（トロント大学，クイーンズ大学，ウエスタン／キングス

大学）と日本の 1 大学（関西学院大学），3 つのパートナー企業・団体（マニュライフ生命

保険株式会社，株式会社リコー，駐日カナダ大使館）が協働で運営する 2021 年に開催さ

れた Cross-Cultural College（CCC）プログラムの 1 つであるオンラインのグローバルキャ

リアの授業を対象とする。授業の内容は，企業や組織が実際に直面している課題に対して，

日加の学習者が英語で議論し，その課題を解決するために新たな価値を Business Plan と

して提案することである。この授業で，学習者は，経営，マーケティング，ファイナンス，

マネジメントなどのビジネスに関する知識やスキルが必要とされ，チームメンバーとの協

働が必要となる。この授業を受講することで，学習者が異文化やグローバルビジネスを理

解し，ビジネスの課題を分析し，国際的なチームビルディング力やオンラインコミュニケー

ション力を向上することを目的としている。

　遠隔ツールについては，Zoom を活用し，授業専用の HP で録画動画を Vimeo で共有，

 4） マウントアリソン大学は CCC プログラムの協定校であるが 2021 年度 6 − 8 月のグローバルキャリ
アの授業で参加者はいなかった。
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個人的なレポートの課題提出は Google Drive，協働学習のツールとしては，Jamboard や

Canva を使用した。グループ内でのやり取りはチームでやり取りがしやすいツールを選択

して WhatsApp，Facebook，Line 等で実施した。評価は，授業への参加や積極的な発言に

よる貢献が 10%，Inspiring Ideas，SWOT，Business Model Canvas，Business Plan の個

人の課題レポートが 20％，個人のリフレクションレポートが 10%，グループでの SWOT，

Business Model Canvas のプレゼンテーションが 20%，企業や団体の課題解決策の Business 

Plan の発表が 40% である。個人の成果が 40%，グループでの成果が 60% を占める。

　授業は，2 部制の COIL で実施された（図表 3）。第 1 部は，2021 年 6 月から 7 月にかけ

て非同期（オンデマンド）形式で講義を主とした個人学習である。授業は 15 回である。1

回目は，授業の概要に関する説明や教員と学習者はお互いを知るために自己紹介をした。2

回目は，企業や団体から産業や企業の内容の説明や課題の提示があった。課題に関しては，

若者の留学促進，デジタルコミュニケーションを活用したブランド戦略や若い世代の働き

方やコミュニケーションの活性化についてであった。3 回目は，異文化交流やチームビル

ディング，チームでの意思決定を学ぶため「Inspiring Ideas」というワークショップを実施

した。各自が最も感動した商品もしくはサービスを紹介し，チームで最も良い商品もしく

はサービスを決定し，その後，クラス全員で 1 つに決定する活動が実施された。4 回目で 2

回目の企業からの課題の提示に対しての質問をチームで考え，5 回目にその質問を直接，企

業や団体の担当者に聞く会を設けた。6 回目から 12 回目は，企業や団体の分析，課題の把

握，機会発見，課題解決のためのアイデア創出のために SWOT や Business Model Canvas

等のビジネスのフレームワークの基礎知識を学習した。そして，学習者が個人でそれらを

使用して実社会のビジネス課題を分析し，ビジネスをデザインして実践的な解決策を見出

し，個人課題を提出した。その後，13 回目から 15 回目までは，個人で作成した SWOT 分

析や Business Model Canvas，Business Plan をグループで共有し，チームとしてそれらを

まとめた。1，3，5 回目の授業は同期で実施し，それ以外は非同期で実施した。

　第 2 部は，2021 年 8 月に同期形式で 10 日間の協働学習である。日加の 14 時間差で日

本の大学の学習者は午前 8 時，加の学習者は午後 19 時から授業を開始し，90 分もしくは

120 分の授業であった。学習者は，第 1 部のグループで作成した SWOT や Business Model 

Canvas，Business Plan を 1 回目から 3 回目でクラス全体に発表し，教員やクラスメイト

からフィードバックを受けた。3 回目の発表後から 6 回目まで毎回，学習者は 5，6 名のグ

ループで日加の食べ物やおすすめの訪問先，将来のキャリアや自由に題材を設定して話し

あい，異文化交流をした。4 回目から 8 回目で学習者は，教員のコーチングを受け，グルー

プで Business Plan をより良いものになるように試行錯誤を繰り返し，Business Plan の作

成と発表の練習を実施した。9 回目に学習者は，プロトタイプと共に企業・団体の代表者に

Business Plan を発表し，フィードバックを受けた。10 回目で全体の総括をして，リフレク

ションを実施した。授業後に，学習者は，個人で 3 つの項目に関してリフレクションレポー
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トを提出した。そのレポートの題目は，組織や業界，グループワークでの自分自身の認識

や行動についての学習事項やキャリアについてである。

　本研究の調査対象者は，グローバルキャリアセミナーの授業を受講した学習者は 34 名で

ある。本研究のリフレクションレポートを基にした調査対象者は 30 名である。加の大学は

14 名，日本の大学は 16 名である。ヒックス・平賀（1998）の人間科学における研究倫理に

ついて基づき，学習者に調査の協力は任意であることを伝え，調査は教育や研究目的に使

用することを説明し，同意を得ている。調査対象者の女性が 70%，2 年生が 33％，3 年生が

47％，4 年生が 20％であった。また，調査対象者の 30％が商学，経済学，経営学等のビジ

ネス関連の学部に所属していた。その他の学習者は，法学，社会学，政治学，国際学，総

図表 3　グローバルキャリアのシラバス
Part 1　個人学習シリーズ

授業 内容 形式
1 授業概要，自己紹介 同期
2 提携企業・団体の産業や企業説明と課題の提示 非同期
3 ワークショップ：異文化交流，チームビルディング 同期
4 グループワーク：Q&A を考える 非同期
5 提携企業・団体の課題に関する質疑応答 同期
6 ビジネスデザイン 非同期
7 価値提供
8 Business Model Canvas
9 SWOT
10 Web 戦略
11 ビジネスプラン 1（コンセプト）
12 ビジネスプラン 2（プレゼンテーション）
13 グループワーク：SWOT 非同期
14 グループワーク：Business Model Canvas
15 グループワーク：Business Plan

Part 2　協働学習シリーズ
授業 内容 形式

1 プレゼンテーション：SWOT 同期
2 プレゼンテーション：Business Model Canvas
3 プレゼンテーション：Business Plan
4 コーチング
5 グループワーク：Business Plan
6 コーチング
7 リハーサル
8 グループワーク：Business Plan
9 ビジネスプランの発表
10 総括，リフレクション

出所）著者作成
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合政策学部などであった。この授業を受講するにあたり，学習者は願書と志望動機等のエッ

セイを提出した。日本の大学の学習者は，IELTS の 5.5 以上等の一定の英語力が必要であり，

個人や集団のディスカッションの面接があった。したがって，その学習者は中級上以上の

英語力を有していたといえる。

　日加学習者のリフレクションレポートの分析方法は，テキストマイニングによる

KH Coder を使用した。KH Coder は，膨大なテキストデータ中に埋め込まれた概念を可視

化することができる。例えば，KH Coder の共起ネットワーク分析では，抽出された語句は，

出現回数が多いほど大きな円で提示され，線が太いほど強い関連性を示す。円の色の濃淡

は，それぞれの語がネットワークの構造の中でどの程度中心であるのかを示す。円同士の

距離は意味をもたない（樋口，2014，p.155-158）。KH Coder の利点は，データ内の正確な

単語構造を用いて分析するため，研究者が質的データを分析する際，自身のバイアスを回

避できることである（樋口，2013）。KH Coder の研究として，鈴木・板垣・林・小野（2015）

の看護学生の早期体験実習の教育の効果検証，吉川（2016）の日本人学習者の英語学習の

動機づけの推移に関する研究がある。分析の手順は，ワードのデータを KH Coder で読み

込めるエクセル形式に変更し，KH Coder の読み込みと前処理を実施した。そして出現回数

と共起ネットワークの分析を実施した。

5．結果と考察

　リフレクションレポートのデータは，加の学習者は 15,494 語，日本の学習者は 19,073 語

である。図表 4 に日加の学習者の総抽出語数，異なり語数，出現回数の平均，出現回数の

標準偏差を示す。加の学習者に関しては，総抽出語数は 14,658 語，異なり語数は 1,773 語，

出現回数の平均は 5.04，出現回数の標準偏差は 19.47 であった。日本の学習者に関しては，

総抽出語数は 16,859 語，異なり語数は 1,494 語，出現回数の平均は 6.87，出現回数の標準偏

差は 27.69 であった 5）。図表 5 に加の頻出 150 語の抽出語と出現回数を示す。図表 6 に日本の

頻出 150 語の抽出語と出現回数を示す。

図表 4　 日加の学習者の総抽出語数，異なり語数，出
現回数の平均，出現回数の標準偏差

加 日本

総抽出語数 14,658 16,859

異なり語数 1,773 1,494

出現回数の平均 5.04 6.87

出現回数の標準偏差 19.47 27.69
　　　　　　　　　　　出所）著者作成

 5） 総抽出語数は，助詞，助動詞を含まない。

139



桃山学院大学総合研究所紀要　第48巻第 3号

図表 5　頻出 150 語の抽出語と出現回数（加）

抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数
I 484 culture 28 world 16
be 453 digital 28 % 15
have 210 want 28 challenge 15
we 178 its 27 lot 15
my 174 what 27 own 15
it 124 idea 26 research 15
learn 94 know 26 SWOT 15
business 92 really 26 example 14
company 80 take 26 face 14
Japan 80 able 25 future 14
group 71 Embassy 25 knowledge 14
they 71 give 25 office 14
work 71 market 25 so 14
not 70 student 25 as 13
also 64 brand 23 awareness 13
do 62 get 23 communication 13
Ricoh 58 go 23 country 13
industry 54 however 23 customer 13
course 52 assignment 22 develop 13
japanese 52 find 22 information 13
other 50 need 22 issue 13
program 50 presentation 22 new 13
team 47 solution 22 see 13
Canada 46 way 22 well 13
different 45 you 21 who 13
that 44 provide 20 become 12
which 43 thing 20 cultural 12
work 42 year 20 employee 12
life 39 analysis 19 focus 12
make 38 realize 19 offer 12
more 38 still 19 product 12
how 37 such 19 study 12
when 37 problem 18 abroad 11
Manulife 36 service 18 best 11
plan 36 skill 18 canadian 11
time 36 use 18 communicate 11
experience 34 always 17 due 11
more 34 CCC 17 feel 11
think 34 gain 17 KGU 11
insurance 33 important 17 never 11
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抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数
member 33 model 17 only 11
people 33 most 17 order 11
opportunity 32 much 17 process 11
career 30 myself 17 start 11
help 30 apply 16 study 11
international 30 background 16 then 11
create 29 canvas 16 website 11
many 29 future 16 achieve 10
very 29 global 16 aspect 10
come 28 teammate 16 better 10
出所）著者作成

図表 6　頻出 150 語の抽出語と出現回数（日本）

抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数
I 685 understand 34 difference 19
be 607 skill 32 employee 19
my 222 different 31 english 19
it 171 good 31 help 19
have 161 how 30 job 19
we 161 problem 30 myself 19
not 159 solution 30 study 19
they 114 find 29 talk 19
company 97 important 29 well 19
think 96 say 29 analysis 18
do 88 ability 28 go 18
group 85 even 28 kind 18
learn 83 improve 28 know 18
student 82 new 28 knowledge 18
make 81 only 28 Manulife 18
program 79 opportunity 28 many 18
also 78 use 28 participate 18
business 70 like 27 see 18
Canada 66 now 27 you 18
so 63 such 27 day 17
time 63 who 27 first 17
other 62 that 26 information 17
experience 61 canadian 25 listen 17
japanese 58 country 25 more 17
work 55 insurance 25 person 17
team 54 its 25 realize 17
people 53 situation 25 try 17
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抽出語 出現回数 抽出語 出現回数 抽出語 出現回数
industry 51 take 25 become 16
work 50 very 25 customer 16
what 49 assignment 24 especially 16
which 48 future 24 goal 16
Japan 46 give 24 point 16
presentation 46 way 24 really 16
member 45 career 23 session 16
able 44 discussion 23 most 15
when 44 embassy 23 same 15
abroad 43 feel 23 SWOT 15
want 43 need 23 come 14
course 42 first 22 confidence 14
opinion 42 speak 22 example 14
English 41 communicate 21 gain 14
idea 40 communication 21 great 14
get 39 other 21 increase 14
thing 39 start 21 just 14
lot 38 addition 20 service 14
RICOH 38 create 20 share 14
more 37 foreign 20 something 14
study 36 future 20 tell 14
however 35 life 20 university 14
plan 35 change 19 ask 13
出所）著者作成

　共起ネットワーク分析では，最小出現回数が 10 回以上の語を用いた 6）。抽出された加の大

学の学習者の共起ネットワークは，11 のグループに分類された（図表 7）。グループ 1 は，

「business」「company」「plan」「Japan」「japanese」「Canada」「Embassy」「other」「they」「what」

「also」である。グループ 2 は，「I」「have」「be」「my」「we」「make」「it」「learn」「group」

「when」「not」「do」「course」「that」「which」「work」「program」である。グループ 3 は，

「Manulife」「brand」「awareness」「insurance」「%」「market」である。グループ 4 は，「study」

「abroad」「country」である。グループ 5 は，「canadian」「cultural」である。グループ 6 は，

「realize」「member」である。グループ 7 は，「Ricoh」「employee」である。グループ 8 は，「final」

「presentation」「order」である。グループ 9 は，「well」「as」である。グループ 10 は，「KGU」

「CCC」である。グループ 11 は，「SWOT」「analysis」「model」「canvas」である。このネッ

トワークから，次のようなことが示唆された。1. 「Manulife」「Canada」「Embassy」，「Ricoh」

の具体的なパートナー企業や団体や「KGU」，「CCC」と大学やプログラム名を加の大学の

 6） 描画する共起関係の選択：Jaccard を上位 100 に設定した。
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学習者は記載していた。2. 「Canadian」「cultural」と自国の文化や「final」「presentation」

で課題のアウトプットを加の大学の学習者は意識している。3. 「SWOT」「analysis」「model」

「canvas」 か ら 分 析 方 法 は SWOT analysis や Business Model Canvas を 示 し て い る。

4. 「learn」「group」「work」「program」や「realize」「member」でグループワークからの

学びを示している。5. 「study」「abroad」「country」で留学先の国を示している。

　抽出された日本の大学の学習者の共起ネットワークは，15 のグループに分類された（図 8）。

グループ 1 は，「I」「have」「be」「my」「program」「they」「also」「learn」「we」「group」「do」

「it」「not」「think」「people」「which」「so」「company」「more」「make」「experience」「work」

である。グループ 2 は，「canadian」「student」「abroad」「study」「Canada」「number」「increase」

「online」である。グループ 3 は，「class」「question」「ask」「consider」である。グループ 4 は，

「meet」「service」である。グループ 5 は，「what」「when」「talk」である。グループ 6 は，

「future」「career」「become」である。グループ 7 は，「first」「time」である。グループ 8 は，

「however」「solution」である。グループ9は，「come」「survey」である。グループ10は，「reason」

「why」である。グループ 11 は，「foreign」「country」「live」である。グループ 12 は，「English」

「ability」である。グループ13は，「communication」「include」である。グループ14は，「opinion」

「speak」「discussion」である。グループ 15 は，「SWOT」「analysis」である。

　このネットワークから，次のようなことが示唆された。1. 「we」「learn」「think」「company」

「work」「experience」から日本の大学の学習者は企業や職場の経験を考える機会があった。

2. 「canadian」「student」「abroad」「culture」「canada」と日本の大学の学習者は加の文化

や留学に関して興味関心を持っていた。3. 「what」「when」「talk」や「English」「ability」

や「communication」「include」，「opinion」「speak」「discussion」，「class」「question」「ask」

「consider」，「reason」「why」で日本の大学の学習者は英語能力やいつ何を話したらいいの

か，質問したり，考えたり，根拠を示して意見を述べたり，ディスカッションをしたりな

ど英語のコミュニケーションを意識している。4. 「SWOT」「analysis」，「come」「survey」

から分析方法は SWOT analysis やアンケート調査の印象が強かったようである。また，

「however」「solution」とあるように分析方法だけではなく，日本の大学の学習者は最終の

解決策にも着目していた。5. 「foreign」「country」「live」で日本の大学の学習者は外国に住

むことを意識している。6. 「future」「career」で日本の大学の学習者は将来のキャリアに関

しても関心を示している。7. 「first」「time」から英語でビジネスの授業やグループディスカッ

ション等を初めて実施した学習者が多かったようである。

　加の大学の学習者と日本の大学の学習者で共通点は，4 点ある。1 点目は，「SWOT」

「analysis」とあるように SWOT 分析が印象的であったようである。協働学習の授業前に

学習者は，各自で SWOT 分析や Business Model Canvas を使用して企業や団体を分析す

る課題があった。また，グループワークでそれを各自で発表し，グループで SWOT 分析や

Business Model Canvas の作成に取り組んだ。日加学習者の 70% はビジネス関連以外の学
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部に所属しており，SWOT 分析や Business Model Canvas を使用して企業や団体を分析す

ることや他大学の学習者と英語でアイデアを出したり，整理したりする協働学習をする機

会が初めてだった可能性が高い。

　2 点目は，「final」「presentation」「solution」とあるように最終のプレゼンテーションの

課題の解決策を考えることを学習者は意識していた。企業や団体の課題発表，質疑応答，

グループワーク，最終プレゼンテーションの解決策を提示するまでのスケジュールにおい

て，時間が限られていた。また，オンラインで開催しているため，時差もあり各チームで

協働学習の時間や個人の作業等のスケジュールの管理を徹底していた状況にあったようだ。

　3 点目は，「study」「abroad」「country」「canada」とあるように双方向とも留学を意識し

ていた。オンラインで授業は開催されていたが，双方の文化紹介やキャリアなどの日常を

話す機会やグループワークの時間があり，それらの協働学習をすることにより留学を意識

し，留学の雰囲気を味わえた可能性がある。

　4 点目は，「realize」「member」と「canada」「member」とあるように双方とも課題をグルー

プで一緒に取り組む時にクラスメンバーもしくはグループメンバーを意識していた。従来

の学習者への一方的な知識伝達（Harasim, 1990）とは異なる協働学習の大きな利点は，学

習者がグループ内で交流し，課題解決能力やコミュニケーション能力を向上させることで

ある（Yazici, 2005）。Maier（1967）は，協働学習の過程でチーム内の他のメンバーからフィー

ドバックを受けると，チームメンバーは知識を得て，課題解決のためのインプットや解決策

をより多く得られ，意思決定プロセスを学習すると示している。協働学習とチームスキル

は，学術的な取り組みだけでなく，ビジネスでも重要であると認識されている（Napier &  

Hasler-Waters, 2002）ため，学習者がグループワークの取り組みを意識することは有意義

である。

　相違点は 3 点ある。1 点目は，加の大学の学習者は，企業や団体や大学を明確にし，その

特徴を示しているが，日本の学習者は，企業と示しているだけであった。加の大学は企業

や団体の課題やその取り組み，日本の大学が運用する CCC プログラムに関してより関心を

持ち，授業に取り組んでいた可能性がある。また，授業設計や運用が所属する大学と異な

るため，注意を払っていた可能性がある。

　2 点目は，日本の学習者は，授業やグループワークで英語能力やいつ何を話すかのタイ

ミングや質疑応答を考え，根拠を示して意見を述べ，ディスカッションなど英語のコミュ

ニケーションの方法を模索している。授業で第二言語を使用する日本の大学の学習者は，

COIL で実施されるビジネスの新しい知識やフレームワークを活用して，短期間で加の大学

の学習者と一緒に課題に対する解決策を導く授業内容の理解やグループワークでより多く

の挑戦事項があったことが推察される。日本の大学の学習者は，IELTS 5.5 以上で一定の

英語の語学力があり，第 1 部のオンデマンドの個人学習セッションで，授業内容を理解し，

個人で課題の準備をしていた。永田（2019）の研究で，学習者は COIL でコミュニケーショ
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出所）著者作成

図表 7　共起ネットワーク（加）

出所）著者作成

図表 8　共起ネットワーク（日本）

145



桃山学院大学総合研究所紀要　第48巻第 3号

ンをとることや英語での会話が困難であったことが報告された。本件においても学習者は，

第 2 部の協働学習でその準備をもとにグループで英語を使用して質問や議論をすることが

初めての経験であり，挑戦的であった可能性がある。

　3 点目は，日本の学習者は授業で将来のキャリアを意識している。その学習者は，国際的

な企業や団体の取り組みに刺激を受け，加の大学の学習者と一緒に協働学習における解決

策を発表したことによって，将来グローバルに働くことに対して興味を示した可能性があ

る。

　COIL は，実践学習を重視したインタラクティブなグループワークを促進し，学習者が協

働学習においてお互いを知る機会を与えながら，課題を一緒に取り組む。この取り組みに

より，授業の内容の理解を広げ，そして深めるとともに，グローバルなクラスメイトの視

点に学術的かつ個人的に関わることで，異文化コミュニケーション能力を身につけること

ができる（Guth, 2013）。Napier & Hasler-Waters（2002）は，支援を受けること，知り合

いになること，信頼すること，コミュニケーション，チームを組織することが，オンライ

ンチームワーク環境におけるチームの満足度に関係することを明らかにしている。グルー

プでの学習は，学習者が安全な教育環境の中で自分自身の能力を試しながら，クラスメイ

トの助けを借りて成長することを可能にする（Hasler-Waters & Napier, 2002）。高等教育

でチームワークを成功させるには，協働学習が必要である（Riebe, Roepen, Santarelli, & 

Marchioro, 2010; Scott-Ladd & Chan, 2008; Yazici, 2005）。

　本研究の授業では，SUNY COILセンターが推奨するCOILの授業設計に関する10項目は，

ほぼすべて実施していた。学習者は企業や団体から課題を得た後，質疑応答の時間があり，

最終の課題解決の発表後にフィードバックを頂いた。また，学習者はリフレクションのレ

ポートで実施し，授業でチームでのリフレクションの意見交換の時間があった。しかしな

がら，学習者が企業や団体とよりリラックスして話す時間は限られており，リフレクショ

ンに関する口頭による発表には時間の制限があった。今後は，一人一人の授業における成

長を発表し，その情報を企業，団体を含めたクラス全体でシェアする等のリフレクション

や将来のキャリアに対して話す時間をもう少し時間を確保できると，学習者の学びがより

深くなり，将来のビジョンについて異なる視点を得て，異文化間や国際ビジネスの理解の

促進になったかもしれないと考えられる。

　PBL，COIL，EMI を融合した授業内容やその効果に関する研究は非常に少ない。安岡ら

（2018）は，産学連携・協働の視点において，実習，インターンシップなどの実践の場が必

要であると示唆している。大学や国内外の企業と連携し，グローバル人材育成の発展のた

めに PBL，COIL，EMI を融合した授業内容を理解し，学習者に対する授業の効果検証をす

ることが重要である。また，Rubin（2017）が示唆するように，COIL を発展させるために，

大学は教職員や学習者を技術的・教育的に支援する必要がある。
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6．おわりに

　コロナウイルス感染症（COVID-19）は，世界的に遠隔教育を加速させ，高等教育におい

ても異文化間教育や協働学習を用いた COIL による産学官連携型 PBL 科目を実施されてい

る。しかし，このような授業に関する効果検証の研究は少ない。本研究では，日加大学の

学習者 30 名を対象としたグローバルキャリアの授業において，学習事項を KH Coder を使

用してテキストマイニングを実施した。その結果，日加学習者の学習事項の共通点は，ス

ケジュールの管理をしながらグループメンバーとビジネスフレームワークを使用して課題

の解決策を考えることや留学を意識していたことが明らかとなった。相違点に関しては，

加の大学の学習者は，企業，団体，大学やその特徴を明確に示し，日本の大学の学習者は，

EMI の授業によるグループワークのビジネスに関するディスカッションで英語のコミュニ

ケーション方法や将来のキャリアをより意識している傾向にあった。日加学習者の学習事

項に相違点はあるが，日加学習者は，異文化間教育や国際ビジネスを理解し，ビジネスフレー

ムワークを使用しながら課題解決を提案することが可能であったと考えられる。また，日

本の大学の学習者は，英語によるコミュニケーションの向上意識やグローバルなキャリア

に関して考える機会があったと考えられる。本研究の授業では，SUNY COIL センターが推

奨する COIL の授業設計に関する 10 項目は，ほぼすべて実施していた。しかしながら，リ

フレクションの口頭発表の機会，将来のキャリアに対して話す時間を増やすことで，学習

者の学びがより深くなり，異文化間や国際ビジネスの理解を促進できるかもしれない。今

後も授業内容を試行錯誤しながら継続的な授業の効果検証が必要である。

　本研究の限界や課題を述べる。本研究は 1 つの授業を対象にしているため，協働学習に

関する縦断的な研究が必要である。また，今後の課題として，異文化間教育とビジネスに

関連する活動の場を拡大するために，COIL における国際産学官連携型 PBL 科目の内容や

その効果を反映した大学におけるグローバルキャリア人材教育プログラムを発展させるこ

とである。さらに，それらの知見が蓄積されることで，国内外の教育機関，企業や団体と

の提携をして，中等・高等学校，大学院，生涯教育にまで幅広く COIL における国際産学

官連携型 PBL 科目を実施することが可能になると考えられる。
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Collaborative Online International Learning and Challenges:
Project-Based Learning for Canadian and Japanese Students

INADA Yuko

The COVID-19 pandemic accelerated the demand for distance education worldwide. In 
higher education, industry-academia-government collaborations have been implemented 
in Project Based Learning （PBL） courses with Collaborative Online International 
Learning （COIL） using cross-cultural education. However, few studies have explored the 
effectiveness of these courses. A text mining analysis was conducted on student learning 
outcomes in a global career course for 30 Canadian and Japanese university students from 
June to August 2021. The students collaborated to propose business solutions to Canadian 
and Japanese organizations. Their reflection reports were analyzed using KH Coder. The 
results demonstrated the commonalities between Canadian and Japanese students which 
included their schedule managements and business framework usages with their group 
members for problem solutions. The students were also aware of the possibilities to study 
abroad. Both student groups implemented industry-academia-government collaborations 
in PBL courses with COIL, understood differences in cultures and international business, 
and proposed some problem solutions using business frameworks. The Canadian students 
tended to indicate the company, organization, university, and each of their characteristics 
more clearly in their native language of English, while Japanese students had to struggle 
with the challenge of using English as their second language. Nevertheless, with 
experience, the Japanese students became more aware of English communication methods 
and future careers. Oral presentations for reflections and discussions about their future 
careers were effective opportunities for students to deepen their learning and to better 
understand international business.

Keywords: COIL, PBL, Cross-Cultural Education, Collaborative Learning, KH Coder
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研究ノート

3 分間バーピーテストと Yo-Yo Intermittent 
Recovery Test の関係について

山 　 下 　 陽 　 平

概　要
　最大酸素摂取量および筋力は体力の基本要素である。これらの能力を向上させるこ
とは，健康において非常に有益である。最大酸素摂取量値の妥当性は，臨床，スポー
ツ，および研究関連のコンテキストで広く重要性を持っている。そこで本研究では，す
でに妥当性が確認されているフィールドテスト（Yo-Yo Intermittent Recovery Test）
と 3 Minutes Burpees Test（3 MBT）の関係性について調査を行った。結果，Yo-Yo 
Intermittent Recovery Test から得られる推定式最大酸素摂取量とバーピーのサイクル
数に関係がみられた（p<0.001）。3 MBT はプランク姿勢と立位姿勢が行える空間があ
れば，いつでも，どこでも実施可能なフィールドテストである。非常に短時間で経済的
であり，全身の筋群を使用するため，費用対効果が高く，新たなフィールドテストとし
て，非常に有用であると考えられる。

緒　言

　最大酸素摂取量および筋力は体力の基本要素である。これらの能力を向上させることは，

健康において非常に有益である。定期的な有酸素トレーニングと筋力トレーニングは，体

力の維持・向上だけでなく，疲労の予防や自分自身にとって重要な取り組みを維持するた

めに役立つとされている 1 ）。

　最大酸素摂取量は，自発的な疲労まで行われる激しい運動中にエネルギーを生成するた

めの酸素利用の生理学的上限を表しており  2-3 ），心肺フィットネスのゴールドスタンダー

ド尺度として広く見なされる。通常，臨床，応用生理学，スポーツおよび運動科学の設定

で心肺運動負荷試験（Cardiopulmonary exercise test：CPET）を使用して決定され  4-7 ），

American Thoracic Society（ATS）からガイドラインも作成されている  8 ）。

　また，最大酸素摂取量は，心血管疾患の診断  9 ），全死因死亡率の予測  10-12 ）などに使用さ

れるだけでなく，運動処方を作成  4, 14 ）し，運動プログラムの有効性について評価すること

も可能である  15-17 ）。

　そのため，心肺運動負荷試験中に得られた最大酸素摂取量値の妥当性は，臨床，スポーツ，

および研究関連のコンテキストで広く重要性を持っている。

キーワード：3 MBT，Yo-Yo IRT，最大酸素摂取量，体力，フィールドテスト
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　しかし，心肺運動負荷試験を行うためには，ガス分析機などの機器だけでなく，医師ま

たは看護師や熟練した専門家などが必要であり，多くの対象を調査するためには時間も要

するため不向きである。

　そこで，多くの対象を現場ですぐに評価するために，クーパー走やシャトルランテスト

など多数のフィールドテストが開発されている  18 ）。

　フィールドテストの多くは継続的な運動によって評価されるが，球技などの多くは断続

的な運動であり，アスリートが激しい運動を繰り返し行う能力と関係している。例えば，

サッカーの質は，試合中の高強度ランニングの量と関係していることが明らかとなってい

る  19-21 ）。

　そのため，サッカーなどの球技スポーツでは，アスリートが激しい運動を繰り返し行う

能力と激しい運動から回復する能力を評価することが望ましいと考えられる。この理論的

根拠に基づいて，Yo-Yo Intermittent Recovery Test（Yo-Yo IRT）が開発され  22 ），様々な

報告からその妥当性が確認されている。

　また，Cunningham らは，ボート選手において，主に下肢筋力を用いる自転車エルゴメー

ターと下肢筋力だけでなく上肢の大筋群も用いるローイングエルゴメーターで，最大酸素

摂取量を比較した結果，自転車エルゴメーターのほうがわずかに高い値がみられるが，そ

の差はきわめて小さいことを報告している  23 ）。

　このことから，全身の大筋群を用いる運動負荷法は，下肢系筋を主とする運動負荷方法

ときわめて類似した結果を得ることが可能であると考えられ，下肢筋力を用いる代表的な

フィールドテストに代えられる全身の筋群を用いた運動と最大酸素摂取量の測定法の妥当

性について調査することが本研究の目的である。

　そして，この全身の筋群を用いた運動とはバーピーである。バーピーはスクワットスラ

ストで始まり，立位で終わる運動である。

　バーピーはアスリートの間で非常に人気があり，様々な様式のテストが開発されている

が，最大酸素摂取量との関係はまだ明らかとなっていない。以前の報告によると 3-Minute 

Burpee Test（3 MBT）は，若い女性の筋持久力の正確な評価に対する有効性や完了したバー

ピーサイクルの数と体重，体積や BMI が，有意に負の相関があることが明らかになってい

る  24 ）。

　バーピーテストと最大酸素摂取量の関係が明らかになれば，特定の用具や広い場所を必

要とせず，多人数を同時に測定することが可能となり，多くの現場にとって非常に有益な

ものとなると考えられる。

方　法

Yo-Yo Intermittent Recovery Test（Yo-Yo IRT）

　Yo-Yo Intermittent Recovery Test（Yo-Yo IRT）は，徐々に速度を上げて行われる繰り
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返し運動であり，信号音に合わせて片道 20m の往復スプリントと 10 秒間の回復時間（スター

ト位置から 5m の位置にあるマーカーまでジョギングで往復させる）を挟み繰り返させる

ものである。レベルが上がるごとに信号音の間隔が短くなっていき，時間内にスタートラ

インに戻れなかったときを失敗とする。失敗は 2 回までとなっており，2 回目に戻れなかっ

た時点での走行距離から評価される。本調査ではレベル 2 を採用したため，13km/h の速度

（2 × 20m を 11 秒で走る）から開始した。

3 Minutes Burpees Test（3 MBT）

　バーピーとは 1930 年代にアメリカの生理学者 Royal Huddleston Burpee によって発明

された運動  25 ）であり，多くのスポーツや軍隊でトレーニングツールとして使用されてい

る  26-27 ）だけでなく，世界中の人がインターネット上で開催されるオンラインチャレンジに

参加するほど非常に人気が高い。

　また，バーピーは，大胸筋，三角筋，大腿四頭筋，ハムストリングスや体幹など身体の

主要な筋群を活性化させる多関節運動であり  28-29 ），代謝機構に高い負担をかけることがで

きるだけでなく，特定のジムや用具がなくても，どこでも行うことが可能である  30-31 ）。

　バーピーを段階的に分けると，スクワット，プランク，プッシュアップ，ジャンプアッ

プの 4 つに分けることが可能であるが，本調査では，プッシュアップとジャンプアップは

除外した。

　また，バーピーの手順は立位姿勢から始まり，スクワット，プランク，スクワット，立

位姿勢から頭上に両手を上げるまでを 1 サイクルとした。

　3 MBT は，早く回数を高めることを目指すのではなく，正しい姿勢で行うことを特に注

意して行わせ，一連の動作のうち一つでも正しく行えていない場合は，失敗とみなしカウ

ントされなかった。被験者は 3 MBT の信頼性を高めるために，先行研究の方法の通り，週

一回のペースで 5 回練習を行った  30 ）。

　テスト実施前には 10 分間のウォーミングアップとして，ジョギング，ジャンピングジャッ

ク，マウンテンクライマーおよびストレッチングを行った。これらの運動は，バーピー中

に使用される大胸筋，三角筋，大腿四頭筋，ハムストリングスや体幹の筋温を上昇させる

ために行った。

　また，ウォーミングアップ終了から 5 分間の休息後に 3 MBT を開始した。

統計処理

　すべての測定値は平均値（±SD）で表した。すべての統計検定の有意水準は p<0.05 とした。

3 MBT と Yo-Yo IRT は，ピアソンの積率相関分析（r）を使用し，相関の解釈は，Hopkins

らの方法と同様に小さい（0.1 ≤ |r| ≤ 0.29），中程度（0.3 ≤ |r| ≤ 0.49），大きい（0.5 ≤ |r| ≤ 0.69），

非常に大きい（0.7 ≤ |r| ≤ 0.89），ほぼ完全（0.9 ≤ |r| ≤ 0.99），完全（|r|＝1.0）とした  32 ）。
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結　果

　週一回，90 分以上の運動歴がある若年男性 60 名（平均年齢 18.9 ± 0.5 歳，平均体重

60 ± 7.7kg）を対象に調査を行った。

　Yo-Yo IRT での推定式最大酸素摂取量は平均 47.45 ± 2.5ml/kg/min であり，最高は

52.4ml/kg/min であった。

　3 MBT は，平均 66.3 ± 10.2cycles/3min であり，最高記録は 86cycles/3min であった。

　Yo-Yo IRT での推定式最大酸素摂取量と 3 MBT は非常に強い正の関係がみられた（図 1）。

考　察

　これまで，バーピーを使用したテストは，10 秒  33 ），20 秒  24 ），30 秒  24, 29 ），60 秒  24 ）など様々

なテストが開発されてきた。10-20 秒程度の短時間では主に瞬発力，30-60 秒では除脂肪体

重とバーピーの実施サイクル数に関係があることが明らかとなっていたが，最大酸素摂取

量との関係はまだ明確になっていなかった。

　最大酸素摂取量は，自発的な疲労まで行われる激しい運動中にエネルギーを生成するた

めの酸素利用の生理学的上限を表す。全身の大筋群を用いる運動負荷法は，下肢筋群を主

とする運動負荷方法ときわめて類似した結果を得ることが可能であると考えられるが，最

大酸素摂取量との関係が明らかとなっていない原因は，これまでのバーピーテストは実施

時間が短すぎるためだと考え，調査を行った。

　調査の結果，Yo-Yo IRT を用いた推定式最大酸素摂取量と 3 MBT のサイクル数に非常

に大きい正の関係がみられ（r＝0.8），やはり全身の筋群を用いる運動負荷は，下肢筋群を

主とする運動負荷方法ときわめて類似した結果を得られることが明らかとなった。

図 1．3 MBT と Yo-Yo IRT の関係
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　本研究でのバーピー運動でも，立位姿勢からスクワットやプランクなどを行うため，下

肢筋群だけでなく，大胸筋，腹直筋や三角筋など上肢の大筋群も用いる全身運動であると

考えられるため，主に下肢を使用したフィールドテストとかなり近い関係がみられたと考

えられる。

　バーピーは本来，一連の動作でプッシュアップ（腕立て伏せ）とジャンプアップ運動を

行うが，3 つの理由で除外した。1 つ目は予備実験で 3 分間のバーピーテストを行った結果，

プッシュアップの技術の差（上肢の下げ幅）や回数を重ねるとプッシュアップを行えない

ものが多数出現したこと，2 つ目は，ジャンプアップのジャンプ高に規定がなく，個人差が

大きいこと，3 つ目は先行研究の方法と統一させるためであった  34 ）。

　また，本研究の被験者は，半数以上がテニス経験者であり，Yo-Yo IRT の断続的な運動

と短い休息を繰り返す運動が，テニスの競技特性と同様であることも強い関係性が見られ

た要因の一つである可能性が高いため，様々な集団を対象にさらなる調査が必要である。

　近年では，筋力と疾病リスクや余命との関係について様々な報告があり，消防士を対象

としたものでは，ベースラインの腕立て伏せの回数が 10 回未満の人と比べ，41 回以上でき

た人は心疾患のリスクが 96% も低く，トレッドミルテストよりも心疾患を正確に予測する

ことができる  35 ）こと，17 カ国で 14 万人分の健康状態を調べた結果，握力が 5kg 減少する

ごとに，がんや心臓病などすべての死因をあわせた全死亡率が 17% 上昇する  36 ）ことや，過

去に行われた 50 件の調査から老人の健康データを統計処理したところ，握力が強ければ強

いほど，死亡率が低く，寝たきりになる確率が低く，認知機能が衰えにくく，病気からの

回復が早い傾向があることが明らかになる  37 ）など，筋力を用いる調査が有益である報告が

されている。

　本研究において，3 MBT は Yo-Yo IRT を用いた推定式最大酸素摂取量との関係がみら

れた。最大酸素摂取量との関係があることから，体力，健康，疾病リスクや寿命とも関係

があることが考えられる  10-12 ）。

　3 MBT はプランク姿勢と立位姿勢が行える空間があれば，いつでも，どこでも実施可能

なフィールドテストである。非常に短時間で経済的であり，全身の筋群を使用するため，

費用対効果が高い。自宅でも実施可能ではあるが，運動負荷試験と同様に強度が非常に高

いため，疾病リスクが高いものや高齢者などは医師と相談してから行うなどの注意が必要

である。

結　論

　本研究では，運動歴のある若年男性を対象に調査を行ったため，今後，対象者を追加し，

さらなる検証が必要であるが，3 MBT はこれまで簡易的と言われていた Yo-Yo IRT，クー

パー走や握力テストよりも簡易であり，用具も必要としない新たなフィールドテストとし

て，非常に有用である可能性が高い。
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3 分間バーピーテストと Yo-Yo Intermittent Recovery Test の関係について

Relationship between the 3-Minute Burpee Test  
and the Yo-Yo Intermittent Recovery Test

YAMASHITA Yohei

　Maximal oxygen uptake （V’ O2 max） and strength abilities are the basic components of 
physical fitness that significantly contribute to health benefits.  The validity of maximal 
oxygen uptake values is of widespread importance in clinical, sports, and research-
related contexts.  Therefore, this study investigated the relationship between a field test 

（Yo-Yo Intermittent Recovery Test） and the 3-Minute Burpee Test （3 MBT）, which has 
already been validated. Results showed a relationship between the estimated formula 
maximal oxygen uptake obtained from the Yo-Yo Intermittent Recovery Test and the 
number of burpee cycles （p<0.001）. 3 MBT is a field test that can be performed anytime 
and anywhere there is space for plank and standing postures.  Because it is very brief, 
efficient, and uses muscle groups throughout the body, it is effective and potentially quite 
useful as a new field test.

Keywords: 3 MBT, Yo-Yo IRT, maximal oxygen uptake, field test, physical strength
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第 1 条　　桃山学院大学学則第12条に基づいて，本大学に桃山学院大学総合研究所を付置する。
第 2 条　�　本研究所は，人文・自然・社会の諸科学の専門分野の研究ならびに各分野の枠にとら

われず，相異なる専門分野間の共同研究・共同調査を推進し，もって新たな文化の創造
と学術の進歩に貢献することを目的とする。

第 3 条　　本研究所は，前条の目的を達成するため，次の事業を行う。
　　　　　 1．共同研究または個人研究による研究調査
　　　　　 2．研究・調査のため必要な資料の収集・整理・目録の刊行
　　　　　 3．官庁，会社その他の依頼による調査・研究
　　　　　 4．桃山学院大学の機関誌その他の図書雑誌の編集・刊行
　　　　　 5．研究会，講演会および公開講座等の開催
　　　　　 6．国内外の大学および研究機関との交流
　　　　　 7．その他本研究所の目的を達成するために必要な事業
第 4 条　　本研究所に，研究所委員会を設ける。
　　　　 2　研究所委員会は，研究所の運営に関する基本方針を協議決定する。
　　　　 3　研究所委員会は，次の構成員をもって組織する。
　　　　　 1．桃山学院大学専任教員の中から選出された若干名の運営委員
　　　　　 2．研究所長，専任研究員および事務職員
第 5 条　　本研究所に，次の職員を置く。
　　　　　所長，運営委員，所員，専任研究員，兼任研究員および事務職員
第 6 条　�　所長は，所員総会において単記無記名投票による過半数得票をもって選出する。第 1

回目の投票で過半数得票者がない場合は，上位2名の決選投票によって過半数得票をもっ
て選出する。

　　　　 2　所長は，研究所の事業を統括し，研究所委員会の議長となるものとする。
　　　　 3　所長の任期は，2年とする。ただし，再任を妨げない。
　　　　 4 �　所長に事故あるときは，研究所委員会は運営委員の互選により所長代理を選出できる

ものとする。
第 7 条　�　運営委員は，各学部教授会に所属する所員の中から各 1名を推薦し，所員総会におい

て承認を得るものとする。
　　　　 2　運営委員の任期は，2年とする。ただし，再任を妨げない。
　　　　 3 �　運営委員に事故あるときは，当該学部教授会において所属する所員の中から1名を運

営委員代理として推薦し，研究所委員会がこれを承認することができるものとする。
第 8 条　　本大学の専任教員は，すべて所員となる。
　　　　 2 �　所長は，必要に応じて所員総会を招集することができる。所員総会は，所員の過半数

の出席をもって成立するものとする。
　　　　 3 �　所員の 3分の1以上の者が，会議の目的事項を示して請求したときには，所長は臨時

の所員総会を招集しなければならない。
　　　　 4 �　所員総会は，次の事項を審議する。ただし，所員である学長は，第1号の事項につい

ては審議に参加しないものとする。
　　　　　 1．所長，運営委員を新たに選任することに関する事項

桃山学院大学総合研究所規程
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　　　　　 2．研究所の運営に関する事項
　　　　　 3．その他
第 9 条　�　専任研究員は，本学専任教員中から，別に定める規程により，研究所委員会が推薦し

た者を学長が任命する。専任研究員の任期は，1年または 2年とする。
　　　　 2 �　兼任研究員は，研究所の研究調査に参加する本学の専任教員であって，研究所委員会

の推薦と所属学部教授会の承認とを得たものを所長が委嘱する。兼任研究員の任期は，
1年または 2年とし，再任を妨げない。

　　　　 3 �　学外研究員は，学外の研究者であって，研究所委員会が共同研究・調査に必要と認め
たものを所長が委嘱する。学外研究員の任期は，1年または 2年とし，再任を妨げない。

第 10 条　�　事務職員は，庶務，会計，編集，出版および資料の収集・整理・閲覧・管理等に関す
る事務を処理する。

第 11 条　�　本規程の改訂は，研究所委員会における全構成員の3分の 2以上の賛成を経て所員総
会に提案し，出席者の3分の 2の賛成によって決定される。

　　　　　　　　　　付　　　　則
この規程は，1975 年（昭和 50年）4 月 1 日から施行する。
この規程は，1977 年（昭和 52年）4 月 1 日から改訂施行する。
この規程は，1977 年（昭和 52年）11月18日から改訂施行する。
この規程は，1983 年（昭和 58年）4 月 1 日から改訂施行する。
この規程は，1984 年（昭和 59年）4 月 1 日から改訂施行する。
この規程は，1986 年（昭和 61年）4 月 1 日から改訂施行する。
この規程は，1987 年（昭和 62年）11月 20日から改訂施行する。
この規程は，1991年（平成 3 年）1 月18日から改訂施行する。
この規程は，1993 年（平成 5 年）4 月 1 日から改訂施行する。
この規程は，2002 年（平成14年）4 月 1 日から改訂施行する。
この規程は，2014 年（平成 26年）10月 8 日から改訂施行する。
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『桃山学院大学総合研究所紀要』投稿規程

1．�本誌に投稿できる者は，総合研究所所員（以下「所員」という）とする。ただし，共
同研究プロジェクトに関する投稿については，所員以外であっても，同プロジェクトの
参加者である所員の推薦に基づき投稿できるものとする。

2．�所員であった者の投稿については，研究所委員会での審査により，投稿を受理するこ
とがある。

3．�それ以外の投稿については，所員の推薦に基づき，研究所委員会での審査により，投
稿を受理することがある。

4．原稿内容は，論文，研究ノート，翻訳，書誌，資料，書評，その他とする。
5．�原稿は，手書き・ワープロを問わず横書きを原則とする。原稿の分量は，論文および
翻訳では，24,000 字（欧文の場合は12,000 語），その他では12,000 字（欧文では 6,000
語）を一応の限度とする。この限度を超過するものについては分載することもある。

6．論文には必ず 500 語程度の英文抄録を添付するものとする。
7．投稿者による校正は，三校までとする。
8．論文・研究ノートについては5�項目以内のキーワード（日本語）をつける。
9．�本誌に掲載された論文等の著作権のうち「複製権」と「公衆送信権」の行使は，桃山
学院大学総合研究所に委託する。

10．�本誌に掲載された論文等については，桃山学院大学学術機関リポジトリに公開するこ
とを原則とする。

� （2015�年 4�月 15�日　研究所委員会改訂承認）
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