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インバウンド観光における観光土産の
受け手のブランド認知

――消費者関与を考慮した階層効果モデルによる観光土産の分類――

辻 　 本 　 法 　 子

1．はじめに

　2020 年に始まったコロナウイルス感染症の世界的な流行により，旅行者の移動が世界的

に制限される事態となり，日本のインバウンド観光のマーケットは大幅に縮小している。

2020 年の目標訪日観光客数は 4000 万人であったが，実績は 412 万人となり，2021 年はわ

ずかに 25 万人であった。（日本政府観光局 2021，2022）。しかし今後も，インバウンド観光

は我が国の重要な地域振興の政策であることに変りはなく，コロナウイルス感染症の収束

後をみすえ，インバウンド観光に対するマーケティング・コミュニケーション戦略に有用

な消費者の購買行動に関する知見を得ることが重要である。

　コロナウイルス感染症の流行によりインバウンド観光のみならず，国内観光の需要も減

少するなかで，地域の観光土産事業者は観光土産のオンラインによるお取り寄せのプロモー

ションを行い，消費者向けの電子商取引（B to C-EC）に活路を見出している。このような

観光土産事業者の取り組みに対する自治体の支援も行われ，例えば大分県では「新型コロ

ナウイルス感染拡大の影響で，急激に客足が途絶えて苦境に立たされている土産品製造業

者などを応援しようと，県の公式通販サイトで県産品を詰め合わせた復興応援『復袋』の

販売」（朝日新聞，2020）などが行われた。辻本（2015）は，観光土産の消費拡大のためには，

観光土産として購買された商品を，その後の定期的な購買（リピート購買）につなげる必

要があり，IT の発展により参入が容易になったオンライン・ショップは，観光土産として

購買された特産品のリピート購買の有力なチャネルとなる可能性を秘めているとしている

が，今回のコロナウイルス感染症の流行下において，オンライン・ショップの販売チャネ

ルとしての重要性が明らかになったといえる。今後，インバウンド観光においても越境 EC

（国境をまたぐオンライン上の商取引）によるチャネルが構築できれば，パンデミックなど

の不測の事態に対応でき，経営リスクの分散化につながると考える。

　観光土産の特徴として，お土産として他者への贈与を目的として購買される場合が多い

ことがあげられる。観光土産の購買者である「買い手」に加え，観光土産を受け取った「受

け手」が受贈した観光土産を気に入った場合，その後も受け手により連鎖的に購買される（連

キーワード：観光土産，受け手，ブランド態度，インバウンド，中国人消費者
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鎖消費）と，さらなる観光土産の消費拡大が見込める。そのため，受け手のブランド認知

の特徴を把握することは，コロナウイルス感染症の収束後をみすえたインバウンド観光に

おける観光土産の消費拡大のために必要であると考える。そこで本論文では，中国人旅行

者が購買した観光土産を受贈した受け手に焦点を当てて論じる。

　受け手が観光土産を受贈し消費を行ったのちに，当該観光土産を気に入り，自ら当該観

光土産の購買を行う場合には，当該観光土産の企業名や製品名を記憶し，購買の際に再生

できることが必要である。そこで本論文は，日本を訪れた中国人旅行者から観光土産を受

贈した経験のある中国国内に居住する消費者を対象にインターネット調査を行い，観光土

産の主要購買商品カテゴリである菓子のブランド態度に焦点をあて，受け手の観光土産の

ブランド認知やブランド態度の特徴から，観光土産ブランドを分類し，ブランド態度の形

成に影響を与える消費者関与を把握することで，連鎖消費の促進に効果的なマーケティン

グアプローチの方法についての新たな知見を得ることを目的としている。

2．先行研究

　消費者の購買意思決定プロセスでは，意思決定は，「問題認識」，「情報探索」，「選択肢評

価」，「購買」，「購買後評価」の順に行われる（Blackwell et al. 2006）。図表 1 の辻本ら（2013）

の消費者の購買意思決定プロセスにもとづいた観光土産の購買意思決定モデルでは，観光

土産の具体的な購買の意思決定は，まず購買者である買い手が自分自身で消費する目的や，

第三者に贈与する目的で観光土産を購入したいという動機が生じ，次に旅行前にガイドブッ

ク，インターネットなどのメディア，家族や友人などのクチコミなどにより観光土産に関

する情報を収集し，さらに旅行中における多様な体験により収集した情報が追加され，こ

れらの情報にもとづき買い手は観光土産の商品の選択肢を評価する商品評価基準を形成し，

購買に至る。購買後には，商品についての評価がなされるが，観光土産は買い手自身が消

費する場合と，買い手が第三者へ贈与する場合がある。そのため，買い手自身が消費する

場合は買い手による購買後評価が，贈与された受け手がいる場合には双方により評価され

る。贈与が行われた場合，買い手は当該観光土産の消費経験をしている場合としていない

場合の二つの可能性が考えられるが，受け手は当該観光土産の消費を経験しているとみな

辻本ら（2013）231 頁より一部修正して引用

図表 1　消費者の購買意思決定プロセスにもとづく観光土産の購買意思決定モデル

問題認識 情報収集 選択肢評価 購買

購　買

購買後評価

購買（贈与）動機
贈与
自己購買

事前の情報
収集・旅行
での体験

商品の
選択基準

受け手に
よる評価

買い手に
よる評価
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せるため，受け手の購買後評価について考慮することは，観光土産の意思決定プロセスを

考えるうえで非常に重要である。

　ブランド認知とは，あるブランドがある商品カテゴリに明確に属していることを，潜在

的購買者が認識あるいは想起することができることで，契約（リピート購買）の決定的な

要因になり，ブランドを単に記憶しているという以上のシグナルであるとされる（Aaker 

1991, 1995）。つまり，観光土産の企業名や製品名などのブランド名を受け手がブランド想

起できるか否かが，受け手の連鎖消費が発生するための重要な要因になると考えられる。

そのため，受け手の連鎖消費のメカニズムを明らかにするには，観光土産の受け手の観光

土産のブランドに対する態度に焦点を当てて分析する必要がある。

　ブランドに対する態度（ブランド態度）は，認知（Cognition），感情（Affect），行動（Behavior）

の 3 要素から形成され  1），認知，感情，行動の 3 つの要素のうちどれが最初に来るものであ

るかは，状況に応じて変化する（Lavidge and Steiner 1961, Solomon 2014）。図表 2 の「認

知 → 感情 → 行動」の態度形成は標準的学習階層（Standard Learning Hierarchy）モデル

であり，まず製品に対する知識を蓄積して信念が形成され，次に製品に対する感情が形成さ

れ，好意の感情が生じた場合に購買するという行動につながる（Solomon 2014）。「感情 →  

行動 → 認知」の順番の態度形成は経験階層モデル（Experiential Hierarchy）であり，感

情的な反応を基礎とするモデルで，まずパッケージデザインや広告，ブランド名や何らか

の経験を得る環境の存在により感情が形成され，次に購買や消費などの行動が形成され，

その結果として知識を得ることで態度が形成される（田中 2006，Solomon 2014）。

　辻本（2021）は，日本のインバウンド観光のマーケットが過去最大となった 2019 年に日

本を訪れた中国人旅行者を対象に，菓子のブランド認知に焦点をあて，中国人旅行者に観

光土産として選択されることが多いブランドである「白い恋人」を対象に，消費者関与，

過去の訪日経験，年代がブランド態度の3つの要素に及ぼす影響を分析している。辻本（2021）

は図表 3 のとおり，青木ら（1988）によるブランドに対する消費者の愛着等を主な成分と

 1） Lavidge ら（1961）は，ブランド態度の 3 要素を Cognitive, Affective, Conative と表現している。

出典：Solomon（2014）303 頁をもとに筆者作成

図表 2　標準的学習階層モデルと経験階層モデル

標準的学習階層モデル

経験階層モデル

認知 感情 行動

感情 行動 認知
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するブランドに対する関与（ブランド・コミットメント），製品の使用を通しての自己表現

への関心を主な成分とする製品に対する関与（製品関与），購買意思決定の適切性について

の関心を主な成分とする購買意思決定とそれに伴う情報処理に対する関与（購買意思決定

関与），さらに井上（2009）によるブランド・コミットメント以上の排他的で強い思い入れ

を有する陶酔的な要素を含む尺度を用い，日本製に対する強い愛着や陶酔的な尺度（日本

菓子へのロイヤルティ）を追加し，消費者関与とブランド態度の関係について論じている。

結果として，ブランド・コミットメントが「白い恋人」のブランド態度の 3 つの構成要素

に正の影響を及ぼしていること，日本菓子に対するロイヤルティが「白い恋人」のブラン

ド態度の認知と感情に正の影響を及ぼしていること，訪日経験の浅い回答者が「白い恋人」

へのブランド認知や購買を行う傾向にあること，年代の比較的若い回答者が「白い恋人」

へのブランド態度を形成する傾向にあることが明らかになった。しかし，この研究ではブ

ランド態度の形成過程に関する検証はなされていない。そこで，本論文ではブランドごと

の態度の形成過程について論じる。

図表 3　日本の菓子カテゴリの消費者関与に関する質問項目

構成概念 質問項目

ブランド・
コミットメント

①お気に入りの銘柄（ブランド）がある
②次回にも購入したい銘柄（ブランド）がある
③ 他の銘柄（ブランド）の価格がいくら安くなっていても購入する銘柄（ブランド）

を変えない
④自分の好みにあった銘柄（ブランド）がある

製品関与 ⑤食べて楽しい気分になれる商品である
⑥購入，消費する銘柄（ブランド）に愛着のわく商品である
⑦購入，消費する銘柄（ブランド）によって，個性が反映される商品である
⑧自分らしさを表現するのに必要な商品である
⑨この商品について豊富な知識を持っている

購買意思
決定関与

⑩商品についての情報を集めたい商品である
⑪銘柄（ブランド）間でいろいろな特徴を比較してから購入する
⑫多少時間やお金をかけても，品質の良いものを買いたい
⑬ いつもとは違う銘柄（ブランド）を購入する時，期待どおりであるかどうか心配

である
⑭できる限り時間をかけて慎重に銘柄（ブランド）を選ぶ

日本菓子への
ロイヤルティ

⑮日本の菓子だったら，多少ほかのブランドより高くても買う
⑯日本の菓子は自分にぴったり合っている
⑰日本の菓子を信頼している
⑱日本の菓子に対して愛着や親しみを抱いている

辻本（2021）より引用
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3．仮説と調査概要

3. 1　仮説の設定

　本論文では，観光土産として選択されることが多い菓子のブランドの態度形成について，

標準的学習階層と経験階層のどちらの態度形成が行われるのかを，辻本（2021）の「観光

土産のブランド態度に関する検証モデル」に態度形成のプロセスを組み入れた「観光土産

のブランド態度形成に関する検証モデル」を用いて検証する（図表 4）。

　受け手の観光土産のブランド態度の形成について，日本の各地域で観光土産として購買さ

れる地域限定のチャネルを持つ菓子のブランド（Regional Brands, RB）の場合，「感情」→ 

「行動」→「認知」の順の経験階層モデルによりブランド態度が形成されるのではないかと

考える。なぜならば，受け手は訪日観光で観光土産を購買した買い手から観光土産を受贈

するという体験によってはじめて当該ブランドに接する。この場合，友人・知人などの親

しい者とのギフトを介したコミュニケーションという経験により当該観光土産に対する態

度形成が始まると考えられる。続いて当該ブランドを消費するという行動が生じ，その結

果として当該ブランドの認知が形成される。そのため，RB は経験階層モデルによるブラン

ド態度の形成が行われている可能性がある。

　一方，大手製菓メーカーなどの全国的な展開を行うブランド（National Brands, NB）は，

既に中国に現地法人を設立するなどして，中国国内において販売を行っている場合が多

い。例えば，明治は菓子の製造販売および，輸入販売，マーケティングを行う明治制果食

品工業（上海）有限公司や，チョコスナック類の製造，販売を行う廣州明治制果有限公司 

Guangzhou Meiji Confectionery Co.,Ltd. を  2），不二家は中国での菓子製造，卸売，菓子の輸

入販売を行う不二家（杭州）食品有限公司を  3），森永はキャンディの製造，日本製品の輸入，

販売を行う上海森永食品有限公司を  4）有している。この場合，受け手は観光土産の受贈を経

験する以前に中国国内において当該ブランドの情報を取得することで認知が形成されてい

る可能性が考えられる。そのため，NB は認知から始まる標準的学習階層モデルによるブラ

ンド態度の形成が行われていると考えられる。そこで，受け手の観光土産ブランドの態度

形成について以下の仮説を設定する。

仮説 1：RB は，経験階層モデルによるブランド態度の形成が行われる。

仮説 2：NB は，標準的学習階層モデルによるブランド態度の形成が行われる。

 2） 株式会社明治ホームページ，https://www.meiji.co.jp/corporate/group/overseas/　アクセス日，
2022 年 3 月 18 日。

 3） 株式会社不二家ホームページ，https://www.fujiya-peko.co.jp/company/company/business.html　
アクセス日，2022 年 3 月 18 日。

 4） 森永製菓株式会社ホームページ，https://www.morinaga.co.jp/company/about/group. html　アク
セス日，2022 年 3 月 18 日。
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図表 4　観光土産のブランド態度形成に関する検証モデル

a）標準的学習階層検証モデル

　

b）経験階層検証モデル

　

認知

感情

行動

製品関与

日本菓子への
ロイヤルティ

訪日経験

年代

消費者関与

ブランド・コ
ミットメント

購買意思決定
関与

感情

行動

認知

製品関与

日本菓子への
ロイヤルティ

訪日経験

年代

消費者関与

ブランド・コ
ミットメント

購買意思決定
関与
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3. 2　調査概要

　調査は，日本を訪れた中国人旅行者から観光土産を受け取った中国人（北京，上海，広州，

深圳の 20 代から 60 代の居住者）を対象に，2021 年 3 月 11 日から 3 月 19 日にインターネッ

ト調査会社（クロス・マーケティング社）経由で実施した。有効回答数は 372（男性 192，

女性 180）である。

　質問項目は，回答者の属性（性別，年齢，居住地，世帯月収，職業），日本への観光経験（回

数），消費者関与尺度に関する項目，日本の菓子カテゴリについての純粋想起，菓子カテゴ

リを中心に 60 ブランド  5）に関する認知の有無（ブランド態度の認知），好意の有無（ブラン

ド態度の感情），購買経験および購買検討の有無（ブランド態度の行動）に関する項目である。

　回答者の職業は，経営者・役員が 5.1％，管

理職が 41.9％，医師・弁護士・公認会計士など

の専門職が 5.4％，一般社員が 29.6％，自営業（商

工サービス）が 5.4％，公務員・教職員・非営

利団体職員が 3.5％，その他が 9.1％である。

　回答者の訪日経験は，日本を訪れたことがあ

る者が全体の 79.8% であり，約 8 割に訪日経験

があり，訪日経験がないのは 20.2％である。最

も多い訪日回数は 1 回（39.8%），次いで 2 回

（22.3%）であり，ヘビーユーザーとみなせる 5

回以上の訪日回数の回答者が 6.7% である（図

表 5）。

4．分析結果

4. 1　受け手のブランド認知

　ブランド態度を構成する要素のひとつであるブランド認知は，Arker（1991）によると，

あるブランドがある商品カテゴリに明確に属していることを，潜在的な購買者が認識ある

いは想起することができることである。ブランド認知のレベルはブランドを知っていると

いう感覚から，その製品クラスではそれしかないという信念に至るまで様々であり，ブラ

ンド認知の最低限のレベルをブランド認識（ブランド名を提示しそのブランド名を聞いた

ことがあるかどうかを確認する助成想起テストで確かめられる），次のレベルをブランド想

起（ある商品カテゴリを示しブランド名をあげさせる純粋想起テストで確かめられる），さ

らに純粋想起テストの際に最初にあげたブランド（第一想起ブランド）が，回答者の心の

中のトップの認知（トップ・オブ・マインド）という特別の地位を獲得しているとみなせ

 5） ブランドの選択にあたっては，辻本（2021）の 60 ブランドを用いた。

図表 5　回答者の訪日回数
 単位：人，％

訪日回数 度数 構成比
0 回 75 20.2
1 回 148 39.8
2 回 83 22.3
3 回 29 7.8
4 回 12 3.2
5 回 14 3.8
6 回 6 1.6

7 回以上 5 1.3
合計 372 100.0
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るとしている（Arker 1991）。

　中国人旅行者から観光土産を受贈した受け手が，その観光土産を気に入って，自らも購

買する可能性を考える場合，ブランドを想起ができるかどうかが重要な手がかりとなる。

そこで，観光土産で選択されることが多い商品カテゴリである菓子カテゴリに焦点をあて，

ブランド認知について純粋想起テストと助成想起テストを実施した  6）。純粋想起は回答者に

「日本の菓子ブランド」というカテゴリ的な手がかりを与えブランド名をあげてもらい，最

初にあげたブランドをトップ・オブ・マインド，それ以外の純粋想起ブランドをブランド

想起として集計している。助成想起テストでは，辻本（2021）に準拠した日本の菓子の個

別ブランド（商品名）と企業ブランド（企業名）60 ブランドを提示  7）し，ブランド名を知っ

ているかどうかを確認している。図表 6 は，純粋想起率の上位 10 ブランドである（順序は

トップ・オブ・マインド率順）。地域限定のチャネルを持つブランド（RB）が 5 ブランド（「白

い恋人」，「石屋製菓」，「六花亭」，「ROYCE」，「じゃがポックル」），全国的なチャネルを持

つブランド（NB）が 5 ブランド（「明治」，「不二家」，「森永」，「丸京」，「カルビー」）であっ

た。RB はすべて北海道で販売される観光土産となり，インバウンド観光における北海道の

観光土産の強さが際立つ結果となった。NB では，「どらやき」が主力製品である中堅菓子メー

 6） 調査はインターネット上で実施され，純粋想起テストの回答が終了した後に助成想起テストが開始
されるよう設定しているため，回答者は純粋想起テストに回答する以前に，助成想起テストにおける
出題ブランド名を知ることはない。

 7） 60 ブランドの中で 1 ブランドを架空のブランド名で提示し，助成想起テストで「知っている」と回
答した者を不正回答者とみなし除外することで，データの信頼性を担保している。

図表 6　回答者の日本の菓子カテゴリのブランド認知
 単位：人，%

ブランド
種別

ブランド
トップ・オブ・

マインド
ブランド想起 ブランド認識 ブランド未知

度数 構成比 度数 構成比 度数 構成比 度数 構成比
RB 白色恋人（白い恋人） 52 14.0 21 5.6 162 43.5 137 36.8
NB 明治 15 4.0 13 3.5 242 65.1 102 27.4
NB 不二家 13 3.5 13 3.5 225 60.5 121 32.5
RB 石屋制菓（石屋製菓） 13 3.5 11 3.0 100 26.9 248 66.7
NB 森永 12 3.2 11 3.0 121 32.5 228 61.3
RB 六花亭 11 3.0 8 2.2 92 24.7 261 70.2
NB 丸京 10 2.7 9 2.4 106 28.5 247 66.4
RB ROYCE 8 2.2 8 2.2 79 21.2 277 74.5
RB 薯条三兄弟（じゃがポックル） 6 1.6 11 3.0 148 39.8 207 55.6
NB 卡乐比（カルビー） 5 1.3 11 3.0 128 34.4 228 61.3

※ RB：地域限定のチャネルを持つブランド，NB：全国的なチャネルを持つブランド
※ 助成想起テストで「知っている」と回答した回答者のうち，トップ・オブ・マインドとブランド想起を除いた回

答者数をブランド認識として集計し，「知らない」と回答した回答者をブランド未知として集計している。
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カーの「丸京」が大手菓子メーカーと並んでランクインしている。「どらやき」は中国でも

大変人気のあるアニメ「ドラえもん」の主人公が好む菓子であり，アニメというコンテン

ツがブランド認知に影響を与えている可能性が考えられる。

　最もトップ・オブ・マインド率が高いブランドは「白い恋人」で回答者全体の 14.0% であっ

た。「白い恋人」は 2 位のブランドのトップ・オブ・マインド率（「明治」4.0%）を 10.0 ポ

イント上回っており，菓子カテゴリにおいて回答者の心の中に強固な地位を占めているブ

ランドとして圧倒的な強さを持つといえる。次いで，「明治」（4.0%），「不二家」（3.5%）の

順になっており，トップ・オブ・マインド率の上位 3 ブランドの順位は，辻本（2021）の

買い手を対象とした調査と同様の順位であった。

　純粋想起率（トップ・オブ・マインド率とブランド想起率の合計）が最も高いブランドは「白

い恋人」の 19.6% で，次に「明治」（7.5%），「不二家」（7.0%）となっている。辻本（2021）

において，買い手の「白い恋人」の純粋想起率が 13.3% であったことから，受け手の「白

い恋人」の純粋想起率が 6.3 ポイント高くなっている。観光土産の場合，買い手は自ら消

費せずに贈与のみ行い消費経験がない場合があるが，受け手は実際の消費体験があるため，

消費体験がブランド想起をより強化する機能を有しているのではないかと推測される。そ

うであれば，受け手の連鎖消費が買い手よりもより生じやすい可能性があるといえる。トッ

プ・オブ・マインドとブランド想起，ブランド認識を合わせたブランド認知率が最も高い

ブランドは「明治」の 72.6% であり，次に「不二家」（67.5%），「白い恋人」（63.2%）の順になっ

ている。日本における売上高では，「江崎グリコ」「カルビー」「森永」が「不二家」を上回っ

ているが，「江崎グリコ」は上位 10 位に企業ブランド，個別ブランドともランクインせず，「不

二家」が「明治」に次いで 3 位にランクインし，認知率では「カルビー」「森永」と比較し

て圧倒的に高くなっている。「不二家」は「ペコちゃん」「ポコちゃん」というキャラクター

を有し，中国市場でもこのキャラクターを活用したマーケティング・コミュニケーション

を行っているため，企業キャラクターというコンテンツがブランド認知に影響を与えてい

る可能性が考えられる。受け手の「丸京」「不二家」の認知率の高さについては，今後コン

テンツの影響に焦点を当てた研究が必要であると考える。

4. 2　仮説の検証

　純粋想起率の上位 10 ブランドについてブランド態度に関する検証モデルを用いて仮説を

検証する。ブランド態度については回答者の回答を，「認知」はトップ・オブ・マインド，

2 番目の純粋想起，3 番目以降の純粋想起，助成想起のみ，ブランド未知，「行動」は 2 回

以上の購買，1 回の購買，購買検討あり，購買検討なし，ブランド未知，「感情」はとても

好意がある，まあ好意がある，どちらでもない，好意がない，ブランド未知，に分類しそ

れぞれ 5 段階で評価している。

　まず，モデルの消費者関与に関する尺度の項目間の内的一貫性を確認するために信頼性
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分析を実施した。信頼性の係数である Crombach のα係数は，ブランド・コミットメント

が 0.767，製品関与が 0.755，購買意思決定が 0.667，日本の菓子へのロイヤルティが 0.843

であった。Crombach のα係数は 0.6 以上が許容範囲で 0.7 以上が望ましいとされる。購買

意思決定のα係数が 0.7 を下回っているが許容範囲であるため，このまま分析を行う。

　10 ブランドについて，それぞれ標準的学習階層検証モデル，経験階層検証モデルにつ

いて共分散構造分析により推定を行った。分析に使用した統計ソフトウエアは IBM 社の

SPSS Amos （ver. 25）である。モデル選択の指標として，情報量基準である AIC（Akaike 

information criterion）と BIC（Bayesian information criterion）　を用いた。AIC と BIC は

値が小さいほどあてはまりの良いモデルであるとされる（豊田 2007）。

　2 つのモデルを検証した結果，RB の「白い恋人」，「石屋製菓」，「六花亭」，「じゃがポックル」，

「ROYCE」は経験階層検証モデルが選択された（図表 7）。このことから，仮説 1 の「RB は，

経験階層モデルによるブランド態度の形成が行われる」は，5 ブランドすべてが支持される

結果となった。

　NB の「明治」「不二家」「森永」「丸京」は標準的学習階層検証モデルのあてはまりが良く，「カ

ルビー」は経験階層検証モデルのあてはまりが良かった。このため，仮説 2 の「NB は，標

準的学習階層モデルによるブランド態度の形成が行われる」は，4 ブランドが支持され，1

ブランドが棄却される結果となった。「カルビー」が標準的学習階層検証モデルよりも経験

階層検証モデルのあてはまりが良かった理由として，北海道限定の RB である「じゃがポッ

クル」が「カルビー」の子会社である「ポテトファーム」の名義で製造されているため，「カ

ルビー」から「じゃがポックル」のイメージが連想されブランドの態度形成が行われてい

る可能性があるためではないかと考えられる。

　以上の結果から，地域限定のチャネルを持つブランドの態度形成は，観光土産の受贈経

験による「感情」の形成から始まる経験階層モデルで行われていることが明らかになった。

図表 7　仮説の検証

ブランド
種別

ブランド 仮説
学習階層検証モデル 経験階層検証モデル

AIC BIC AIC BIC
RB 白色恋人（白い恋人） 経験階層 1002.986 1253.795 985.964 1236.773
NB 明治 学習階層 995.541 1246.350 1004.451 1255.260
NB 不二家 学習階層 999.065 1249.874 1007.504 1258.314
RB 石屋制菓（石屋製菓） 経験階層 1001.127 1251.936 992.208 1243.017
NB 森永 学習階層 992.568 1243.377 1007.908 1258.717
NB 丸京 学習階層 990.896 1241.705 1032.912 1283.721
RB 六花亭 経験階層 1008.560 1259.370 1001.204 1252.014
RB 薯条三兄弟（じゃがポックル） 経験階層 1003.803 1254.613 986.189 1236.998
NB 卡乐比（カルビー） 学習階層 1038.188 1288.998 1012.159 1262.968
RB ROYCE 経験階層 993.684 1244.493 992.897 1243.706

※網掛はモデルの選択指標である AIC，BIC により選択されたモデル
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また，全国的なチャネルを持つブランドの態度形成は，中国国内でのマーケティング・コミュ

ニケーションが行われる結果，「認知」の形成から始まる標準的学習階層モデルで行われて

いる可能性が高いことが明らかになった。

4. 3　消費者関与とブランド態度の関係

　次に，消費者関与，訪日経験，年代がブランド態度に及ぼす影響について検証する。図

表 8 は，RB の 5 ブランドのパスの標準化推定値である。それぞれのブランドについて，「感

情」「行動」「認知」と消費者関与，訪日経験，年代の関係を考察する。

　「白い恋人」の場合，ブランド態度の「感情」の形成にはブランド・コミットメント（標

準化推定値β=0.455, 有意確率 P<0.000）がかなり強い正の影響を与えている。一方，製

品関与（β=-0.321, P<0.000）は負の影響を与えている。「行動」の形成には製品関与

（β=0.136, P<0.010）は正の影響を与え，購買意思決定（β=-0.060, P<0.014）は負の影響を

与えている。「認知」の形成には購買の意思決定（β=-0.121, P<0.009）が負の影響を与え

ている。「白い恋人」はトップ・オブ・マインド率が圧倒的に高いブランドであり，「感情」

にブランド・コミットメントが正の影響を与えているという結果は，Arker（1991）の言う

「回答者の心の中に特別の地位を獲得しているブランド」であるトップ・オブ・マインドの

概念と整合的である。

　「石屋製菓」の場合，ブランド態度の「感情」の形成にはブランド・コミットメント（β=0.223, 

P<0.031）と訪日経験（β=0.208, P<0.000）が正の影響を与えている。「行動」の形成には製

品関与（β=0.216, P<0.000）は正の影響を，ブランド・コミットメント（β=-0.133, P<0.003）

は負の影響を与えている。「認知」の形成にはブランド・コミットメント（β=0.183, P<0.005）

が正の影響を，製品関与（β=-0.254, P<0.003）が負の影響を，訪日経験（β=-0.086, P<0.007）

がやや負の影響を与えている。

　「六花亭」の場合，ブランド態度の「感情」の形成には購買の意思決定（β=0.140, P<0.026）

と訪日経験（β=0.125, P<0.014）が正の影響を与えている。「行動」の形成には購買の意思

決定（β=0.070, P<0.004）がやや正の影響を，訪日経験（β=-0.038, P<0.045）がやや負の

影響を与えている。「認知」の形成には購買の意思決定（β=-0.085, P<0.050）と年代（β=-0.094, 

P<0.006）がやや負の影響を与えている。

　「じゃがポックル」の場合，ブランド態度の「感情」の形成には訪日経験（β=0.226, P<0.000）

が正の影響を与えている。「行動」「認知」の形成に影響を与える項目に有意なものはなかっ

た。

　「ROYCE」の場合，ブランド態度の「感情」の形成には訪日経験（β=0.220, P<0.000）

が正の影響を与えている。「行動」の形成に影響を与える項目に有意なものはなかった。「認

知」の形成にはブランド・コミットメント（β=0.126, P<0.033）が正の影響を，訪日経験

（β=-0.066, P<0.031）がやや負の影響を与えている。
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　以上の結果から，それぞれの態度の形成に関して 5 ブランドに共通する有意な項目は確

認されなかったが，最もブランド認知が高い「白い恋人」を除き，4 ブランドの「感情」の

形成には訪日経験の高さが影響を及ぼしていることが明らかになった。また，「白い恋人」

ならびに「白い恋人」の企業ブランドである「石屋製菓」に対する「感情」の形成にはブ

ランド・コミットメントの高さが影響を及ぼしていることが明らかになった。日本の菓子

に対する信頼感の尺度である「日本菓子ロイヤル」はどの態度形成においても全てのブラ

ンドで有意とならず，日本製の菓子だからという理由でブランドの態度形成がなされるわ

けではないといえる。

　図表 9 は，NB の 4 ブランドのパスの標準化推定値である。それぞれのブランドについて，

「感情」「行動」「認知」と消費者関与，訪日経験，年代の関係を考察する。

　「明治」の場合，ブランド態度の「認知」の形成にはブランド・コミットメント（β=0.220, 

P<0.031）が正の影響を与えている。「感情」の形成には日本菓子ロイヤル（β=0.177, P<0.009）

が正の影響を与えている。「行動」の形成に影響を与える項目に有意なものはなかった。

　「不二家」の場合，ブランド態度の「認知」の形成には製品関与（β=-0.271, P<0.036）が

図表 8　経験階層検証モデルの推定結果

パス

白色恋人
（白い恋人）

石屋制菓
（石屋製菓） 六花亭 薯条三兄弟

（じゃがポックル） ROYCE

標準化
推定値 有意確率 標準化

推定値 有意確率 標準化
推定値 有意確率 標準化

推定値 有意確率 標準化
推定値 有意確率

行動 ← 感情 0.932 0.000 0.924 0.000 0.925 0.000 0.924 0.000 0.954 0.000
認知 ← 行動 0.685 0.000 0.805 0.000 0.753 0.000 0.775 0.000 0.812 0.000

感情

← ブランド・コミットメント 0.455 0.000 0.223 0.031 0.127 0.204 0.189 0.057 0.117 0.235
← 製品関与 -0.321 0.016 -0.078 0.538 0.006 0.962 -0.109 0.374 0.049 0.687
← 購買意思決定関与 -0.007 0.903 -0.007 0.907 0.140 0.026 -0.023 0.704 -0.016 0.791
← 日本菓子ロイヤル -0.019 0.822 -0.033 0.702 -0.039 0.651 0.073 0.388 -0.020 0.814
← 訪日経験 0.063 0.207 0.208 0.000 0.125 0.014 0.226 0.000 0.220 0.000
← 年代 -0.040 0.424 -0.030 0.549 -0.097 0.056 -0.020 0.691 -0.097 0.051

行動

← ブランド・コミットメント -0.045 0.280 -0.133 0.003 -0.012 0.753 0.054 0.147 -0.002 0.953
← 製品関与 0.136 0.010 0.216 0.000 0.022 0.628 -0.008 0.854 0.036 0.317
← 購買意思決定関与 -0.060 0.014 0.015 0.563 0.070 0.004 -0.043 0.061 0.002 0.932
← 日本菓子ロイヤル 0.004 0.907 -0.056 0.130 -0.009 0.772 0.052 0.102 0.010 0.689
← 訪日経験 -0.031 0.118 -0.023 0.276 -0.038 0.045 -0.035 0.068 -0.005 0.746
← 年代 0.024 0.222 -0.015 0.456 0.000 0.982 0.032 0.082 -0.008 0.594

認知

← ブランド・コミットメント 0.047 0.526 0.183 0.005 0.055 0.409 0.047 0.476 0.126 0.033
← 製品関与 -0.045 0.613 -0.254 0.003 -0.045 0.586 -0.030 0.705 -0.045 0.536
← 購買意思決定関与 -0.121 0.009 -0.058 0.132 -0.085 0.050 -0.060 0.136 -0.064 0.084
← 日本菓子ロイヤル -0.033 0.594 0.055 0.318 0.024 0.676 -0.064 0.246 -0.016 0.747
← 訪日経験 0.018 0.630 -0.086 0.007 -0.039 0.250 0.000 0.996 -0.066 0.031
← 年代 0.046 0.211 0.021 0.510 -0.094 0.006 0.014 0.672 0.017 0.577

適合度 RMSEA 0.091 0.091 0.092 0.091 0.091

※網掛は，有意確率が 5% 以下の標準化推定値
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負の影響を与えている。「感情」の形成に影響を与える項目に有意なものはなかった。「行動」

の形成には訪日経験（β=0.046, P<0.030）がやや正の影響を与えている。

　「森永」の場合，ブランド態度の「認知」の形成には訪日経験（β=0.120, P<0.017）が正

の影響を与え，購買の意思決定（β=-0.144, P<0.022）が負の影響を与えている。「感情」の

形成にはブランド・コミットメント（β=0.145, P<0.025）と訪日経験（β=0.147, P<0.000）

が正の影響を与えている。「行動」の形成には，製品関与（β=0.138, P<0.009）が正の影響を，

年代（β=0.057, P<0.005）がやや正の影響を与えている。

　「丸京」の場合，ブランド態度の「認知」の形成に影響を与える項目に有意なものはなかっ

た。「感情」の形成には訪日経験（β=0.181, P<0.000）が正の影響を，年代（β=-0.092, P<0.002）

がやや負の影響を与えている。「行動」の形成には製品関与（β=0.157, P<0.006）が正の影響を，

年代（β=0.044, P<0.042）がやや正の影響を，訪日経験（β=-0.088, P<0.000）がやや負の

影響を与えている。

　以上の結果から，「明治」「不二家」と比較して回答者のブランド認知度が低い「森永」と「丸

京」では，共通に有意な項目が見られ，「感情」の形成には訪日経験の多さが影響を与えて

いること，「行動」の形成には菓子に対する関心の高さが影響し，比較的年代の高い回答者

図表 9　標準的学習階層検証モデルの推定結果

パス
明治 不二家 森永 丸京

標準化
推定値 有意確率 標準化

推定値 有意確率 標準化
推定値 有意確率 標準化

推定値 有意確率

感情 ← 認知 0.634 0.000 0.661 0.000 0.746 0.000 0.789 0.000
行動 ← 感情 0.881 0.000 0.914 0.000 0.919 0.000 0.916 0.000

認知

← ブランド・コミットメント 0.220 0.031 0.194 0.055 0.001 0.991 -0.117 0.254
← 製品関与 -0.114 0.365 -0.271 0.036 0.249 0.051 0.207 0.108
← 購買意思決定関与 -0.066 0.290 0.005 0.940 -0.144 0.022 -0.04 0.526
← 日本菓子ロイヤル -0.044 0.613 -0.039 0.656 -0.081 0.348 0.007 0.934
← 訪日経験 0.025 0.631 0.047 0.357 0.120 0.017 0.079 0.122
← 年代 -0.016 0.753 -0.057 0.265 0.043 0.390 -0.008 0.883

感情

← ブランド・コミットメント 0.141 0.073 0.143 0.057 0.145 0.025 0.112 0.061
← 製品関与 -0.182 0.066 -0.175 0.067 -0.117 0.152 -0.137 0.070
← 購買意思決定関与 0.007 0.882 0.058 0.202 -0.042 0.288 0.071 0.052
← 日本菓子ロイヤル 0.177 0.009 0.024 0.706 0.013 0.813 0.041 0.421
← 訪日経験 -0.020 0.608 -0.023 0.546 0.147 0.000 0.181 0.000
← 年代 -0.008 0.843 -0.061 0.105 -0.048 0.137 -0.092 0.002

行動

← ブランド・コミットメント 0.016 0.731 0.056 0.189 -0.076 0.062 0.007 0.879
← 製品関与 0.066 0.246 -0.007 0.895 0.138 0.009 0.157 0.006
← 購買意思決定関与 -0.037 0.190 -0.013 0.624 -0.004 0.880 -0.045 0.092
← 日本菓子ロイヤル 0.034 0.385 0.009 0.798 -0.010 0.771 -0.062 0.096
← 訪日経験 -0.030 0.193 0.046 0.030 -0.037 0.073 -0.088 0.000
← 年代 0.038 0.094 0.033 0.123 0.057 0.005 0.044 0.042

適合度 RMSEA 0.091 0.092 0.091 0.091
※網掛は，有意確率が 5% 以下の標準化推定値
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が購買を行っていることが明らかとなった。しかし，4 つのブランドに共通する項目は確認

できなかったため，NB のブランド態度に影響を与える要因は，それぞれのブランドで異な

ると解釈できる。

5．まとめと今後の課題

　本論文では，訪日中国人旅行者から観光土産を受贈した中国国内に居住する受け手を対

象に菓子のブランド態度に焦点をあて，ブランドの態度形成の特徴，受け手のブランド態

度の形成に影響を与える消費者関与の特徴について分析を行った。

　結果として，1）ブランドの純粋想起は，地域限定のチャネルを持つブランド（RB）は

すべて北海道で販売される観光土産となり，インバウンド観光における北海道の観光土産

の強さが際立ち，そのなかでも「白い恋人」が圧倒的な純粋想起率であること，2）RB は，

経験階層モデルによるブランド態度の形成が行われること，3）全国的なチャネルを持つブ

ランド（NB）は，標準的学習階層モデルによるブランド態度の形成が行われる可能性が高

いこと，4）RB の「感情」の形成には訪日経験の高さが影響を及ぼしていること，が明ら

かになった。

　観光土産として選択されることの多い地域限定の商品のブランドの態度は，「感情」→「行

動」→「認知」のプロセスである経験階層モデルで形成される結果となり，これは，先行

研究における，何らかの経験を得る環境の存在により感情が形成されるということと整合

的な結果となった。また，観光土産としての受贈だけではなく，訪日という経験を得るこ

とによって，感情から始まる態度形成がなされる可能性を示す結果となった。一方，中国

に現地法人があり，中国国内で流通チャネルを保持し，マーケティング・コミュニケーショ

ンを行っている NB に関しては，学習階層の態度形成が行われる可能性が高い結果となった。

　企業は標準的学習階層モデルを前提に認知度を高め，購買を促し最終的に好意的な感情

を形成してもらうために様々なマーケティング活動を行うが，地域限定のチャネルを持つ

観光土産ブランドは，まず感情の形成が行われる経験階層モデルによる態度形成が行われ

る。そのため，受け手のリピート購買の促進には，認知以前に感情の形成がなされること

を前提に，認知のための情報の提供を同時に行うことが必要である。例えば，観光土産に

ブランドの知識形成を図るための中国語によるカタログの添付などの情報提供や，インター

ネットで検索した際に中国語による情報の入手が容易にできることなどが考えられる。観

光土産の受贈において，「感情」の形成が最初に行われるならば，実務でのマーケティング

戦略においても認知を図るためのマーケティング・コミュニケーション（広告など）の費

用を「感情」を形成しているターゲットに集中して投下することが可能となるため，経営

資源が少ない地域の事業者にとっても取り組みが比較的容易になると考える。

　今回の調査では，ブランドごとにブランドの態度に影響を与える消費者関与は異なって

いる結果となり，消費者関与とブランド態度の形成には，RB，NB ごとにブランドに共通
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する特徴は把握できなかった。ブランドの想起率の程度により，ブランドを細分化してさ

らに検証を行う必要がある。NB では中堅メーカーの「丸京」や「不二家」の認知率の高さ

から，アニメや企業のキャラクターといったコンテンツがブランド認知に影響を与えてい

る可能性が考えられ，コンテンツがブランド認知に与える影響についての研究を行う必要

があると考える。

　さらに，コロナウイルス感染症の収束後をみすえ，インバウンド観光の再開に向けて観

光の多様化に対応する買い手や受け手の観光意向（観光関与）とブランドの態度形成の関

係を明らかにする予定である。
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Attitudes toward Souvenir Brands:
Effects of Recipients’ Involvements  

and Japan-Visit Experiences

TSUJIMOTO Noriko

　Many tourists purchase confectioneries as travel souvenirs for gift giving. Certain 
brands of such souvenirs bought by tourists from China have experienced surges of 
popularity and sold exponentially in Japan. However, a travel souvenir is typically a one-
time purchase during a visit to a location. Therefore, it is essential that the recipients 
make repeat purchases such that there is an increase in the sales of souvenirs. This study 
determines the impact of recipients’ involvements in purchasing souvenirs by examining 
how their Japan-visit experiences affect the attitudes toward the confectionery brands 
produced in Japan. In particular, we pay attentions to the Chinese souvenir recipients’ 
attitudes of the hierarchy of the Japanese confectionery brands. Attitudes are comprised 
of three components ― cognition, affect, and behavior ― and the hierarchy of effects model 
concept is employed to explain the relative impact of the three components. The analyses 
focus on the learning and the experiential hierarchy processes, develop two validation 
models to clarify brand characters related to the attitudes, and test a total of ten brands. 
The matching model for each brand was selected based either on the nationwide or on the 
regionally-limited marketing coverage. The following hypotheses were framed: H1: The 
brand with regionally-limited marketing coverage is related to the experiential hierarchy 
process. H2: The brand with nationwide marketing coverage is related to the learning 
hierarchy process. The results revealed the following: （1） H1: The results supported five 
of the five confectionery brands. （2） H2: The results supported four of the five brands. 

（3） For the Chinese recipients, “Shiroikoibito” ― langue de chat cookies manufactured 
and sold in northern Japan’s Hokkaido prefecture ― was the top-of-mind brand among 
all the confectionery souvenirs from Japan. （4） The effect component of brands with the 
regionally-limited marketing coverage is related to the recipients’ Japan-visit experience, 
with their visiting frequency having a positive impact.

Keywords:  travel souvenir, recipient, attitude toward brand, inbound marketing, Chinese 
consume
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〔共同研究：インドネシアとの相互的文化交流に関する総合的研究（Ⅲ）〕

YouTube を通して発信するスンバ
――インドネシア東部における伝統の再活性化――

小 　 池 　 　 　 誠

1　はじめに

　本稿は YouTube にアップされた動画をおもな研究対象として，インドネシア東部に位置

するスンバ島の住民がどのような種類の動画を，いかなる背景のなかでアップロードして

いるのか明らかにしたい。そして，ソーシャルメディアを取り巻く現在進行中の現象だけ

に焦点を当てるのではなく，筆者がフィールドワークを実施した 1980 年代後半のスンバの

地域社会［小池 2005］における広義のメディアのあり方と，現在のデジタル化の動向を結

びつけてメディアの変化について考察したい。

　2020 年から始まったコロナ禍でインドネシアにおける現地調査がずっと不可能になって

しまった。文化人類学と地域研究に従事する者にとってフィールドワークは必要不可欠な

研究手法であり，研究上の危機に陥った。しかし，もともと YouTube の動画を授業資料と

して利用していたので，日本にいても調査が可能なインドネシア東部のスンバ島から発信

されるソーシャルメディアをおもな研究対象として，そこに書かれたメッセージを読み解

くことを現地調査に代替する調査法として構想した。そのため，この論文はコロナ禍にお

けるオンライン調査の可能性を探る一つの試みにもなっている  1）。ソーシャルメディア，と

くに YouTube の人類学的研究は国内外問わずあまり先行研究のない領域であり，筆者に

とっても試行的で挑戦的な研究として位置付けられる。

　日本のソーシャルメディアの研究で YouTube が対象になることは少なく，おもな対象と

なってきたのは Twitter，Facebook，Instagram，LINE など一般に SNS（Social Network 

Service）と呼ばれてきたアプリである［法政大学大学院メディア環境設計研究所編 2020］。

上記 4 つでもそれぞれ特徴が異なり，対象とする研究領域と分野も異なっている。たとえ

ば Instagram ではインフルエンサーに注目しマーケティングやツーリズムに関連する研究

成果が目立っている。ソーシャルメディアといっても，その主要な特徴を比べると，メッ

 1） このような危機的事態状況は，筆者のようなすでに何度も調査地でフィールドワークを実施してき
た研究者よりも，調査中またはこれから調査を始めようとしている若手研究者にとってより深刻であ
る。若手の人類学研究者のさまざまな模索が座談会の報告に提示されている［飯田ほか 2021］。

キーワード：現代インドネシア，スンバ，メディア，YouTube，伝統
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セージのやり取り（Twitter）が中心か，動画の共有（YouTube）が中心か，また，メッセー

ジのやり取りが開かれているか（Twitter はオープン型），閉ざされているか（LINE はク

ローズ型）など，多様で一概に括ることは難しい。世界的にみても研究分野ごとにソーシャ

ルメディアの定義も多様である［Aichner et al. 2021］。筆者の考えでは，ソーシャルメディ

アは新聞やテレビなどのマスメディアと対照的にデジタル空間上で一般の個人が送り手に

なってコンテンツ（メッセージや写真，動画など）を発信でき，さらに送り手と受け手の

間で相互作用が可能なメディアと定義することができる。YouTube はたんに動画を共有す

るのではなく，受け手が動画に対して評価とコメントを発信できる場となっている。

　次の章で触れるように世界中にソーシャルメディアの使用が広まるとともに，2010 年前

後からとうぜん人類学者も注目することになり，デジタル人類学という研究分野が誕生し

た。ユニヴァーシティ・カレッジ・ロンドン（UCL）のミラー（D. Miller）はデジタル人

類学の先駆者の 1 人である。『世界はソーシャルメディアをどのように変えたか』［Miller et 

al. 2016］はミラーが中心となって進められた研究プロジェクト  2）の総まとめとして出版され

た。Facebook などのプラットフォームよりも，それらを通して投稿されるコンテンツ自体

が研究上重要であり，世界各地にみられるコンテンツの多様性を比較研究するという研究

目的［Miller et al. 2016：1］は，デジタル人類学と関連する本研究につながる視座である。

　本稿は「映画とインスタグラムが誘うスンバ」［小池 2020a］ 3）の続編ともいえる。前稿では，

スンバにおける観光の発展をインドネシア映画というマスメディアだけでなく，Instagram

というソーシャルメディアと結びつけて論じた。その結論部分を引用する。「スンバで撮影

した映画を観た人がスンバに旅することもあれば，映画は観なかったが，多様なサイトや

インスタグラムにアップされている写真を観て，スンバに興味を持つ人も出てくる。映画

だけではなく，人々がパソコンやスマートフォンでアクセスできるさまざまな情報が人々

をスンバ島に誘っている」［小池 2020a：76］。ここで取り上げている Instagram に写真をアッ

プしているのはおもに島外から来た観光客であった。一方，本稿が取り組むのは，スンバ

島の住民がアップした動画と，それに付随するメッセージであり，その点で前稿とは研究

対象が違うし，その社会的意味も異なっている。

　本稿は 2019 年度に開始した共同研究プロジェクト「インドネシアとの相互的文化交流に

関する総合的研究（Ⅲ）」（19 連 273）の成果報告である。このプロジェクトの研究目的は

「教育や宗教，芸能，映画など多様な分野において，日本とインドネシアとの間の一方向的

ではない相互的な交流を進ませるために現在何が求められているか模索したい」である。

YouTube にはスンバ文化の理解に役立つ貴重な動画（たとえばスンバ独自の葬送や婚姻儀

礼の動画）が数多くアップロードされているので研究する価値は大きい。

 2） ミラーなど 9 人の人類学者がブラジルとチリ，中国，イギリス，インド，イタリア，トリニダード，
トルコでソーシャルメディアの利用に関して調査を実施した。

 3） この論文の内容に新しい資料も加えて，2021 年に ICAS という国際学会で発表した［KOIKE 2021］。
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2　インドネシアにおけるソーシャルメディアの重要性

　東南アジアに位置するインドネシアと聞くと，まだまだ経済的に遅れていてインターネッ

ト環境が悪く，ソーシャルメディアを含めてデジタル化が進んでいないというイメージが

強いかもしれない。しかし，じっさいにはインドネシアも含めて新興国でインターネット

と情報端末が 2010 年代に急速に普及し，とくに 2010 年代半ば以降には「デジタル化の時代」

が到来しつつある［伊藤 2020：44-45］。インドネシアでも経済発展は顕著で，世界銀行は

2020 年 7 月にインドネシアを下位中所得国から上位中所得国に引き上げた。なお東南アジ

アではマレーシアとタイがすでに上位中所得国に入っている  4）。経済発展とともにインドネ

シアにおいてもデジタル化の進展がいちじるしい。2021 年 1 月のインターネット利用者は

2 億 260 万人に達し，前年と比べて 16％も増加している。全人口に対する普及率は 73.7％

となる。インターネット利用者といってもパソコンよりもスマートフォンなどのモバイル

機器を使っている人が圧倒的に多い。モバイル機器の利用者は 3 億 4,530 万人である。もち

ろん 1 人で複数の機器を持っていることから人口比では 125.6％になる。肝心のソーシャル

メディア利用者については，1 億 7,000 万人で人口の 61.8％となる  5）。インドネシアの中央統

計局（BPS）によると 2021 年 9 月で生活に最低限必要な収入水準（貧困線）以下で暮らす

貧困層は人口の 9.71％となっている  6）。このような貧困層を除く人びとにインターネット利

用者が幅広く普及していると考えることができる。インドネシア人の 1 日のソーシャルメ

ディアの利用時間を調べた調査結果を紹介する（2021 年 1 月の調査で対象は 16 ～ 64 歳の

インターネット利用者）。インドネシアは 3 時間 14 分で，世界平均の 2 時間 25 分を大きく

上回っている。ちなみに 1 位はフィリピンで 4 時間 15 分，日本は 51 分で，この調査対象

では最下位になっている  7）。2 億を超えるインドネシアのインターネット利用者はどのよう

なソーシャルメディアを使っているのだろうか。Facebook の利用者が際立って多く，続い

て YouTube，Instagram，Twitter という順番になる  8）。YouTube の視聴者数はインド，ア

メリカに次ぐ第 3 位で 1 億 2,700 万人に達している（2022 年 1 月） 9）。

 4） 世界銀行では 1 人当たり国民総所得（GNI）を基準として 4,046 ドルから 1 万 2,535 ドルまでの国を
上位中所得国としている。

 https://www.jetro.go.jp/biznews/2020/07/c264c2bdfb2cb36d.html（最終確認 2022/02/20）
 5） 2021 年 1 月時点のデータは以下を参照している。
 Digital in Indonesia: All the Statistics You Need in 2021 ― DataReportal ― Global Digital Insights
 https://datareportal.com/reports/digital-2021-indonesia（最終確認 2022/02/21）
 6） https://www.bps.go.id/pressrelease/2022/01/17/1929/persentase-penduduk-miskin-september-

2021-turun-menjadi-9-71-persen.html（最終確認 2022/02/21）
 7） https://datareportal.com/reports/digital-2021-global-overview-report（最終確認 2022/03/06）
 8） https://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/indonesia/#monthly-202101-202201
 （最終確認 2022/02/21）
 9） https://www.statista.com/statistics/280685/number-of-monthly-unique-youtube-users/
 （最終確認 2022/02/21）
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　インドネシアにおけるソーシャルメディア研究として先ず注目されるのは『ソーシャル

メディア時代の東南アジア政治』［見市・茅根編著 2020］に収められた，インドネシアに

おいてソーシャルメディアが 2019 年の大統領選挙キャンペーンでどのように使用されたか

を論じる 2 本の論考である。2020 年のアメリカ大統領選挙で話題になったようなフェイク

ニュースが，その前年にインドネシアでも飛び交っていた。本名［2020］は現職のジョコ・

ウィドド大統領側による世論扇動にソーシャルメディア，とくに Facebook が大きな役割を

果たしたことを明らかにする。また，茅根［2020］は対立候補であるプロボウォ側のイス

ラーム説教師ソマドが Instagram と YouTube を駆使して，一部のムスリムの間で支持拡大

に成功したことを明らかにした。ソーシャルメディアといっても，そのコンテンツによっ

て Facebook が使われたり，YouTube が使われたりする。たとえばソマドの人気説法のよ

うな長い動画は YouTube にアップロードされる。2 人の報告のどちらにしても，受け手の

感情に訴えるような内容がソーシャルメディアに頻出した。否定的なイメージを「敵」に

付与して，「味方」を増やすという選挙キャンペーンの常套手段にはソーシャルメディアが

とても使いやすい道具であることを示している。

　次章から取り上げるスンバ島では筆者の知る限り，感情を煽るような形でソーシャルメ

ディアが大規模に悪用されたことはないと思う。「敵」を設定するのではなく，自分たちの

文化を強調して自らのアイデンティティを高めようとする傾向が強い。また，本稿は一般

的に都市的現象と考えられるソーシャルメディア研究と，スンバ島というインドネシアの

「辺境」とみなされる地域の研究を繋ごうという目的で始められたものである。現在のスン

バ社会を理解するため，スンバの社会経済的概況と民族誌的背景を次章で取り上げる。

3　スンバ社会の現況

　スンバ島は，インドネシア東部を東西に広がる小スンダ列島の中の 1 つの島で，バリ島

とティモール島のほぼ中間に位置する。スンバ島は行政上，東ヌサ・トゥンガラ州（Provinsi 

Nusa Tenggara Timur，以下 NTT と省略）に属し，東スンバ県と，中部スンバ県，西スン

バ県，南西スンバ県という 4 つの県に分かれている。島全体の面積は約 11,000km 2（四国の

約 5 分の 3）で，島全体の総人口がわずか約 78 万人（2020 年）なので，1km 2 当たりの人

口密度が 71 人と低く，州の中でも人口密度が低い島である。さらに県別でみると，人口密

度がもっとも低いのが東スンバ県の 35 人で，もっとも高いのが南西スンバ県の 210 人であ

る［Badan Pusat Statistik Provinsi Nusa Tenggara Timur 2021：13, 108, 111］。参考とし

てインドネシア全体を考えると 2021 年の人口密度は 142 人である［Badan Pusat Statistik 

2022：89］。

　このような人口密度の低さはスンバ島の自然環境に起因している。島全体がサバナ気候

に属し，インドネシアのなかでも乾燥した地域として知られている。とくに東スンバ県は

オーストラリアから吹いてくる乾いたモンスーンの影響を受け，4 月から 9 月頃にかけての

22



YouTube を通して発信するスンバ

乾季はほとんど雨が降らず非常に乾燥している。スンバ島の土壌はおもに石灰岩質のため

農業には適さない地域が多い。東スンバ県において水田は一部にみられるだけで，生業の

中心はトウモロコシや，イモ類，豆類の栽培である。いっぽう比較的雨量の多いスンバ島

西部では水田耕作がひろく行われている。スンバ島全体で草原を利用した家畜飼養が盛ん

で，馬のほか水牛・牛・豚・鶏などの家畜が飼育されている。

　このように低い農業の生産性と，農業以外の産業がほぼ存在しないため，スンバ島はイ

ンドネシアのなかでも貧困が大きな問題となっている。2021 年にインドネシア統計局が出

した統計書にもとづき貧困率  10）をみていこう［Badan Pusat Statistik 2021a］。インドネシア

全体では 10.14％で，NTT の貧困率は 20.99% であり（つまり 5 人に 1 人が貧困者となる），

これは全 34 州のなかで 3 番目に高い数字である。全国で貧困率がもっとも高いのがパプア

州の 26.86％で，次が西パプア州の 21.84％である。貧困率をスンバ島の県レベルで比べる

と，中部スンバ県が 34.27％，東スンバ県が 29.68％，西スンバ県が 28.39％，南西スンバ県

が 28.18％である。

　貧困率とともにある地域の開発の度合いを比較するための指数として，インドネシア統

計局は IPM（Indeks Pembangunan Manusia，人間開発指数）を発表している。これは，平

均年齢と就学年数，個人支出という 3 つの指標を組み合わせて算出される。2021 年はイン

ドネシア全体で 72.29 であるのに対し，NTT は 65.28 しかない  11）。これはパプア州の 60.62，

西パプア州の 65.26 に次いで全国で 3 番目に低くなっている。スンバ島の 4 県で比べると，

最高が東スンバ県の 65.74 で，最低が中部スンバ県の 61.80 である。このような IPM の低さ

はスンバ島の教育水準を反映している。中学校の純就学率  12）は全国で 80.59% であるのに対

して，NTT は 69.99％で，高等学校の純就学率は全国が 61.65％で，NTT が 54.29％（全国

で 4 番目に低い率）である［Badan Pusat Statistik 2021b：137］。

　このように経済的に貧しいスンバ人  13）はインドネシアの多数派であるジャワ人とはまっ

たく異なる文化をもっている。その特徴の一つがマラプ（marapu） 14）に対する信仰である。

マラプは多義的な言葉であるが，一般に「祖先，祖霊」の意味である。キリスト教化が

進む前は，中核村単位でマラプへの供犠儀礼が大規模に執行されていた。国家公認の宗教

（agama） 15）であるイスラームやキリスト教に対して，スンバ人はスンバ独自の信仰をインド

10） 貧困線（最低限の生活を送る上で必要となる 1 人当たりの月額）以下で暮らす人の比率。たとえば
NTT の貧困線は Rp 423,505（約 3,400 円）である。

11） https://www.bps.go.id/indicator/26/413/1/-metode-baru-indeks-pembangunan-manusia.html
 （最終確認 2022/03/06）
12） インドネシアでは 1994 年から中学校までが義務教育となった。
13） スンバ人（スンバ語で tau Humba）は，スンバ島の圧倒的な多数派民族集団である。スンバ島には，

スンバ人以外に周辺のサブ島などから渡って来た住民も居住している。
14） 本稿ではスンバ語だけイタリック体にしている。
15） インドネシア政府が認めた宗教は，イスラームと，プロテスタント，カトリック，ヒンドゥー，仏教，

儒教という 6 つである。なお，建国五原則パンチャシラ（Pancasila）の 1 つに「唯一神（Tuhan）へ
の信仰」が掲げられている。
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ネシア語で「マラプ教（Agama Marapu）」と呼んでいる。インドネシア全体でスンバ島の

ように地域固有の宗教が現在まで存続している地域は少ない。とはいえ，スンバ全体で「近

代化」の具体的な表れとしてキリスト教，とくにプロテスタントに改宗するスンバ人が年々

増加している。たとえば東スンバ県では，1986 年に人口の 37.6％がマラプを信仰していたが，

2021 年にはわずか 6.5％まで減少している  16）［Kantor Statistik Kab. Sumba Timur 1987：

68；Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumba Timur 2022：117］。スンバにおいては学校教

育という「近代化」の装置のなかで，キリスト教に改宗することが当たり前と感じられる

ようになっている。マラプ信仰は周縁的な存在となり，中学校入学時か，高校へと進学す

る過程で教師によって洗礼名が付与され，生徒はキリスト教に改宗させられる。子ども本

人にも学校教育のなかでマラプ祭祀と村での生活を遅れたものとみなす価値観が植えつけ

られ，キリスト教徒になることを当然視するようになる。その結果，親と祖父母の世代が

改宗しないのに，子どもだけが中学校進学以降に改宗するケースが多い。

　東スンバ県でマラプを信仰する多くの夫婦が婚姻証明書（Akta Perkawinan）を持って

いないという事実が明らかになった［小池 2017b］。インドネシアの法律上，カップルは属

する宗教に従って婚姻しないと正式な夫婦と認められないし，婚姻証明書が発行されない。

さらに，生まれた子どものために夫婦が出生証明書の手続きをしようとした場合，正式な

婚姻ではないので父親の名前は記載されず，母親の名前しか証明書に記載されないことに

なる。このように公認宗教に属していないという理由で，マラプ信仰のスンバ人には国民

としての権利が認められていなかった。また，マラプ信仰者の子どもは中等教育と高等教

育に進学するのが難しい，また身分証明書の宗教欄が空欄のため公務員への就職が困難で

あるという社会的差別も受けていた。

　マラプ儀礼を執行するスンバ人も減り，スンバの文化は大きく変化している。一方で，

独特なとんがり屋根をもった慣習家屋（マラプの家）と，家屋の前に建てられた支石墓（ド

ルメン），さらに東スンバ県の一部で織られている具象的な模様が描かれた絣織物は，今日

でもスンバ島のあちこちで見ることができる。これらはスンバらしさを構築する重要な要

素であり，観光資源にもなっている。2010 年代以降に進んだ観光化  17）はホテルや観光施設

の建築など経済発展には寄与しているが，同時にスンバ人の周縁化も推し進めている。そ

の典型的な例は，投資家による投機目的の土地の買い占めである。たとえば東スンバ県の

県都ワインガプから海岸に沿った道を西に向かうと，海岸部の土地がずっと柵で囲われて

いるのがよく分かる。スンバ島内外の投資家が将来の観光開発を期待して住民から安い価

格で土地を買い取り囲っているのである。

　このようにインドネシア全体で考えればスンバ島の住民が貧しいことは確かである。残

念ながら，スンバ島における 2 章で紹介したようなインターネット利用者の比率とモバイ

16） 統計書には「その他の信仰（Aliran Lainya）」または「その他（Lainya）」と記載されている。
17） スンバの観光化とメディアの関連については小池［2020a］で論じている。
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ル機器（スマートフォン）の保有率を示す調査データは入手できない。ジャワ島の村落部

と比べると普及率は低いかもしれないが，2010 年代後半になってスンバ島を訪れると，高

校生の世代から中年世代までスマートフォンをもっている人が多いことを実感する。2010

年に東スンバ県ハハル郡カダハン村とウンガ村  18）で実施した調査では合計 100 世帯のなか

で 41 世帯に携帯電話をもっている人がいた［小池 2012］。その後，携帯電話がスマートフォ

ンに変わっていくとともに，その保有率も増えていると考えられる。

　この章で明らかにしたスンバ島の概況を背景にして，次章でスンバ島の住民がどのよう

な動画を YouTube にアップロードしているのか，具体的に調べていくことにする。

4　YouTube 動画に表れたスンバ人アイデンティティ

（1）Lii Marapu プロジェクト

　スンバに関連して多くの動画がアップロードされているなかで，最初に取り上げるの

は，Lii Marapu Project 19）（マラプ伝承プロジェクト）というチャンネル  20）である。これは

「東スンバのマラプという少数派の宗教を信仰している人たちの儀礼と文化，音楽」と説

明されている。このプロジェクトは Sumba Integrated Development（SID，スンバ統合開

発）という NGO 21）が「伝統的なマラプ文化財の再活性化」（Revitalising traditional Marapu 

cultural assets）という題目で Voice 22）というオランダの国際的 NGO に申請し始まったもの

である。Voice から 24,891 ユーロの資金援助を受けた SID が Marungga Foundation 23）とい

う NGO と協力して，スンバの伝統的な音楽文化の記録と継承を第一目的として活動を開始

したのが Lii Marapu プロジェクトである。

　 最 初 に 紹 介 す る の は Lii Marapu Project（Marungga Foundation/Sumba Integrated 

development/Voice）という 3 分 9 秒の短い動画である  24）。この動画のナレーションで，マ

ラプが「スンバ人固有の宗教」（agama asli orang Sumba）であり，「人間と創造神」と「人

18） 1985 ～ 88 年にこれら 2 村（当時はウンガ村）で筆者は人類学的調査を実施した。その調査結果は
小池［2005］参照。

19） lii は多義的な言葉で，祖先から代々伝えられてきた「神話，伝承，儀礼，祈りの言葉」を意味する。
20） https://www.youtube.com/c/AtaRatu
 （最終確認 2022/03/24，2018 年 3 月 21 日登録，チャンネル登録者数 2,690 人）
21） 2010 年に設立された NGO（インドネシア語で LSM）で，とくに子どもと女性のエンパワーメント

を目的としている。本部は東スンバ県の県都ワインガプにある。
 https://www.devex.com/organizations/subma-integrated-development-sid-143927
 （最終確認 2022/03/18）
22） Voice はオランダ外務省から資金提供を受けている。
 https://voice.global/grantees/revitalising-traditional-marapu-cultural-assets/（最終確認 2022/03/17）
23） 正式名称は Yayasan Masyarakat Tangguh Sejahtera（福祉強靱社会協会）である。東スンバ県だ

けでなく東ヌサ・トゥンガラ州の他の県でも活動している。
24） https://www.youtube.com/watch?v=PbMjxXpqnPs
 （最終確認 2022/03/18，2022 年 1 月 27 日公開済み，394 回視聴）
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間同士」，「人間と自然」という 3 つの調和的な関係を尊重すると説明する  25）。「新体制」以降，

マラプ信仰者が国家から差別され，一般社会から「迷信」（aliran sesat）や「不信仰者」（kafir 26））

とみなされてきた。しかし，このプロジェクトは東スンバ県におけるマラプ信仰者の政治

と教育への参加を保証し，国家と一般社会から差別されることなく，国民としての権利が

十分に保障されるようにすると，その目的を語っている。このような語りに合わせて映像は，

スンバ独特の家屋から始まり，葬送儀礼やマラプへの祈願，そして最後はマラプ信仰者の

権利擁護のための会合の映像（これまでアップロードされた動画を編集したもの）が出て

くる。

　このチャンネルには全部で 84 本の動画がアップロードされている。そのなかにはジュン

ガ（jungga）というスンバの弦楽器を弾きながらスンバ語で歌唱する歌（lúdu）が多いが，

スンバの儀礼とマラプを説明する内容の動画も含まれている。また，Marapu/Ancestors 

Part 1_Low Resolution Version（「マラプ／祖先第一部」低解像度版） 27）は 2018 年に東スン

バ県リンディの Parai Yawangu 28）という中核村で挙行された死者儀礼の貴重なドキュメン

ト映像であり，papanggangu という死者の付き人  29）に焦点を当てている。これらの動画には，

Joseph Lamont 30）という民族音楽学の研究者が録音と制作に参加している。

　Lii Marapu プロジェクトは，最初に取り上げた映像の後半に描かれた周縁化したマラ

プ信仰者に対して進める支援活動も指している。これは 3 章で取り上げたように「二級市

民」のような扱いを受けているマラプ信仰者に関して「政治参加の強化を通して東スンバ

県のマラプ信仰者のための教育と社会的サービスへのアクセス向上」を目的としたプロジェ

クトである。この活動については YouTube ではとくにアップロードされた動画はないが，

Facebook 上では Marungga Foundation のアカウントでその活動が詳細に報告されている。

県レベルの講習者を養成するための講習会が東スンバ県ワインガプで開催されたことを伝

える記事が参加者の集合写真とともに投稿されている（2021 年 2 月 1 日付け）。

（2）ウィラ・ワチャナ・スンバ・キリスト教大学の学生制作短編映画

　 ウ ィ ラ・ ワ チ ャ ナ・ ス ン バ・ キ リ ス ト 教 大 学（Universitas Kristen Wira Wacana 

25） このようなマラプの説明は，スンバ人固有の考えというよりも，ある程度学歴をもった人が語る近
代的なマラプ観である（5 章参照）。

26） カーフィルはもともとアラビア語で，イスラーム以外の宗教を指す言葉である。スンバ島ではキリ
スト教徒がマラプ信仰者に対して侮蔑語として使ってきた。

27） https://www.youtube.com/watch?v=UHU2asSbS6s
 （最終確認 2022/03/18，2020 年 3 月 9 日公開済み，1,187 回視聴，5 分 4 秒）
28） 人類学者 Forth が 1970 年代に調査した地域である［Forth 1981］。現代でもマラプ信仰者の割合が

多い。
29） 死者の付き人が使われるのは貴族層（maràmba）の葬儀だけである。リンディでは papanggangu だ

が，筆者の調査地であるハハル郡では pahapanggangu と呼ばれる［小池 2005：167］。
30） オーストラリア出身で，東京芸術大学に留学していた経歴をもっている［Facebook で知り合いメッ

セージを交換した］。
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Sumba，略称は Unkriswina）は，1997 年に設立されたウィラ・ワチャナ・スンバ・キリス

ト教経済単科大学（Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kristen Wira Wacana Sumba）が 2015

年に改組して誕生したスンバ島で唯一の大学である。

　ここで取り上げる短編映画（film pendek）は，科学技術学部の情報技術研究プログラ

ム（Program Studi Teknik Informatika） 31）に所属する学生がマルチメディア（Multimedia）

授業の実習として制作したものである。学生みずからが出演し，編集・制作した作品が

Multimedia Unkriswina Sumba 32）というチャンネル名でアップロードされている。このチャ

ンネルには全部で 30 本の動画がアップロードされていて，そのうち 13 本が短編映画であ

り，その他，大学行事の動画などが含まれている。短編映画のなかからスンバの社会的・

文化的背景が色濃い作品を紹介しよう。視聴回数が 36,078 万回ともっとも多いのが Film 

pendek − “Palai nganddi secara paksa karna dipaksakan”（短編映画「強制されるので強制

的に連れ去る」） 33）であり，これを最初に取り上げる。先ず分かりづらいタイトルを説明する。

Palai nganddi は東スンバ県で広く使われるカンベラ語［Kapita 1982］では palai ngàndi と

表記される。「連れ去る」（インドネシア語では bawa lari）が意味である。これはスンバに

おける婚姻の一つの方法として慣習で認められている［Kapita 1976：125］。女性側の親の

合意を得ないまま男性が女性と駆け落ちし，その後，男性側と女性側の間で婚資の交渉  34）が

始まることになる。しかし，このような慣習とは違う，一種の強制婚（kawin paksa）ない

しは誘拐婚（kawin tangkap）がこの作品で描かれている。このようなスンバの慣習を知ら

ずに映画を観ると，インドネシア人であっても理解できないような筋立てになっている。

　舞台はワインガプ近郊の農村で，若い女性が 3 人組の男性に強引に男性の家に連れて行

かれる。その後，女性の親族が男性の家を訪ね，結婚に向けての話し合いの日程が相談さ

れる。しかし，女性は親族に結婚したくはない，無理矢理に結婚させられれば自殺すると

伝える。その後，女性側は村長（Lurah）と相談し，村長とともに男性側の家を訪問する。

話し合いのなかで，女性は他に好きな人がいると話し，もう 1 人の当事者である男性もこ

のような結婚は望まないと自分の意思を示す。その結果，強引に進めようとしていた男性

31） この大学は経済経営人文学部と科学技術学部，教育学部という 3 学部，そして 10 研究プログラム
から構成される。

 https://unkriswina.ac.id/unkriswina/admisi-program-sarjana/（最終確認 2022/03/19）
32） https://www.youtube.com/c/MultimediaUnkriswinaSumba2019
 （最終確認 2022/03/27，2020 年 1 月 30 日登録，チャンネル登録者数 8,100 人）
 収められている動画の視聴回数は 3.6 万回から 100 回までさまざまである。やはり短編映画が視聴回

数の上位を占めている。
33） https://www.youtube.com/watch?v=lKJGzP-pVwM&list=PLJ5oA5Jvwev6PYDJxihWFfEaAWd97

QzYz&index=2（最終確認 2022/03/19，2020 年 4 月 8 日公開済み，12 分 15 秒）
34） スンバでは慣習に従い夫側と妻側の間で婚資の交換が行われ , 初めて婚姻は正当なものと社会的に

承認される｡ 婚資は婚姻の当事者である夫婦とその間に生まれた子どもの帰属に関係する｡ 婚姻儀礼
において夫側は馬と金属の装飾品を妻側に贈り，それと交換に妻側は豚と布・織物を夫側に贈るので
ある［小池 2005：153］｡
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の父親も仕方なく結婚話を断念する。強制的に結婚させられそうになった 2 人は慣習上，

結婚すべき親族関係にあるので，両方の家族が和解し，映画は終る。

　映画のなかで系譜関係は明示されていないが，男性の母親は連れ去られた女性の父方オ

バ（父親の姉妹）に当たる。つまり，この男性にとって彼女が親族名称上の「母方交叉イ

トコ（母方オジの娘）」［小池 2005：134-140；2017a］ 35）であることが，この連れ去り事件の

背景になっている。一般の日本人の目からみたら，映画で描かれているケースは誘拐監禁

事件に当たり警察が介入すべき刑事事件であるが，スンバでは今日でも親族間の問題とし

て処理されることが多い。この映画の描き方には雑な部分が目立ち，出演学生の演技も上

手いとはいえないが，女性連れ去り事件とその解決法（実際には女性が渋々と親の意向に

従い，そのまま結婚に至るケースもある）自体は，現代のスンバ社会が抱える問題の一端

を描いている。

　この映画に対して 42 件のコメントが寄せられていた。出演者，とくに連れ去られた女性

役の演技に関して「もっと真剣に」という注文が目立った。また，内容面について「『連れ

去る』は 2 人が好き合っているのが前提で，両方の家族が結婚を同意しない場合」という

スンバの慣習を知っている立場からの批判も書かれていた。

　次は最初の作品と同様に結婚を取り上げた Film Pendek - Ana Tuya Ana Mamu（短編

映画「母方オジの子，父方オバの子」） 36）である。この映画は全編スンバ語が使われていて，

インドネシア語の字幕が出てくる。題名から分かるように，すでに説明した母方交叉イト

コ婚がテーマになっている。YouTube には次の粗筋が書かれている。「この話はスンバ島

の文化にもとづき，それぞれの子どもを結婚させようとする兄弟と姉妹に関する話である。

このような結婚の約束は，子どもがまだ小さい時から結ばれている。生活がすでに近代的

になるとともに，このような文化は子どもが婚約に従うか，従わないかを選択する時，ジ

レンマを生じさせる。」映画は田園風景を映し出した後，妹が夫とともに兄の家に来て，息

子と兄の娘エルリンとの結婚の話を切り出す場面からストーリーが始まる。もうすぐエル

リンが高校卒業だから小さい時からの約束通り，兄はその話を進めようと承諾する。その

3 か月後に高校教師が来て，エルリンは学校でもっとも優秀な生徒で奨学金が出るからと，

ジョクジャカルタの大学への進学を勧める。しかし，父親はすでに申し込まれた結婚話が

あるからと，それを明確に断る。その後，妹夫婦は息子を連れて来て，これから結婚のた

めの話（婚資の交渉）を進めていこうと両者は合意する。その会話の間，エルリンは下を

向いて黙っているだけである。その後，教師は校長とともに来てエルリンの父親を説得し

ようとするが，父親の考えは変わらないので教師は進学の話を諦める。その数年後，エル

35） スンバ島を含む東インドネシアでは，レヴィ＝ストロースの『親族の基本構造』［2000］が論じて
いる一般交換が社会全体を律する重要な役割を果たしている。単純化していえば，男性は母方交叉イ
トコを含む親族カテゴリーに含まれる女性との結婚が規定されている。

36） https://www.youtube.com/watch?v=aZKGomNdJIY
 （最終確認 2022/03/19，2021 年 2 月 16 日公開済み，25,301 回視聴，15 分 36 秒）
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リンは結婚し，小さな子どもが 2 人いる場面で映画は終る。

　最初の作品と同様にエルリンが自分の意思を表明し，その言葉に従って父親も進学を認

めるという結末かと予想して観ていたら，エルリン自身が一言も発言しないままストーリー

は展開した。YouTube の内容紹介には結婚するかどうかの「ジレンマ」と書かれていたが，

それが描かれることはなく，彼女の父親の言葉だけが聞こえてくる映画だった。この映画

に対して 47 件のコメントが書かれていたが，否定的なコメントは 2 件だけで，他は前の作

品とは違い，「良くできた」（mantap）とか「かっこいい」（keren）という好評価ばかりだった。

批判的なコメントの 1 つには，「これは娘の親が家畜を欲しいだけで，子どもの将来を考え

ていない」と書かれてあり，もう 1 件は，理由なく「このビデオは良くない，削除」と厳

しい意見だった。仮にスンバの大学生を集めて，この映画を視聴した後，結末について意

見を聞くフォーカス・グループ・ディスカッション （Focus Group Discussion）を実施すれば，

このような批判的な意見がどの程度出るのか，興味深い課題である。

　このチャンネルにアップロードされている短編映画のなかには，スンバ社会における奴

隷（ata，インドネシア語で hamba） 37）の問題，とくに奴隷も教育を受ける権利を取り上げ

た Film Pendek - INNA WELLI TANAH HUMBA （Mama dari Tanah Sumba）（短編映画

「スンバから来た母」） 38）もある。この映画は Tamu Umbu（高位の貴族の敬称）がもう奴隷

としての地位を廃止すると宣言して終る。スンバ社会の深層に根付く奴隷の問題の描き方

としては明らかに物足りない。このようにスンバの大学生が現実にスンバで問題になって

いる強制的な婚姻と，慣習に基づく親族間の結婚規則，奴隷制の存在を取り上げていると

いう意味では，これら 3 作品に取り組んだ学生にとって身近な問題にアプローチしている

と考えられる。ただし，それぞれの描き方があまりに表面的で，学生らしい視点から現実

の問題を掘り下げていない点が残念である。また，学生が制作した 13 本の短編映画に共通

する特徴は，そのターゲットが同じ文化を共有するスンバ人向けになっている。スンバの

ことをよく知らない人が視聴したら，スンバ的背景がまったく説明されていないので，よ

く理解できない筋立てになっている。ただし，使用言語はインドネシア語の作品もスンバ

語（インドネシア語字幕）の作品もある。

（3）ランボヤの教師が制作した短編映画

　次に紹介するのは，スンバ島を舞台にして高校生の学校生活を描いていても，スンバ島

以外の人たちが観て楽しめるような一般性をもった作品になっている。この点で大学生の

短編映画とは違っている。Pak Guru Hits Sumba（スンバのヒット先生）というチャンネ

37） 現在のスンバ社会においてこの言葉が公然と使われることはないが，貴族層に従属し，結婚などで
自己決定権をもたない人びとは存在する（経済的にはある程度自立している場合もある）。ただし，
このような階層制の問題は地域的な多様性が大きく，一概に論じるのは難しい。

38） https://www.youtube.com/watch?v=13hNypYwYWY&t=39s
 （最終確認 2022/03/20，2020 年 2 月 19 日公開済み，34,628 回視聴，13 分 19 秒）
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ル  39）は登録者数 11.8 万人で，すでに紹介した Multimedia Unkriswina Sumba の 10 倍以上

である。2020 年 6 月 13 日にアップロードされた Gadis Kampung Menjadi PUTRI SUMBA

（「村の娘がミス・スンバになる」）から，2022 年 2 月 19 日の最新作 Film NTT 2022：“RASA”

（2022 年 NTT 映画「感情」）まで合計 17 本の短編映画がアップロードされている。脚本か

ら編集まで西ランボヤ第一公立中学校（SMPN1 Laboya Barat）の教師であるソアリヒン・

アスディン（Soalihin Asdin）が担当している。

　最初に 1,206,788 回とこのチャンネルでもっとも視聴されている Adi Nona（「若い娘」） 40）

の粗筋を紹介する。仲良し女子高校生 3 人組の登校場面から始まる。その 1 人エステル

（Ester）は生徒会会長に選ばれていて，遅刻した 2 人に草むしりを命じる。その日は成績

発表の日で翌日から休みに入るので，3 人でピクニックに出かける約束をする。草原で踊っ

て楽しんでいると，2 人の友だちがバイクで通り過ぎたので，バイクに乗って追いかけよう

とする。海岸で小学生にクリスマス・ソングを歌い，英語を教えている 2 人とその弟に会う。

みんなで一緒に英語を教えるようになる。スマートフォンで写真を撮っていると，1 人が腹

痛になり保健所（Puskesmas）に行く。その後，高校生たちはみんなで協力して村の子ど

もたちに英語を教えるようになる。

　前に紹介した大学生制作の短編映画と正反対の雰囲気をもつ映画で，実際の女子高校生

が等身大で明るく生き生きとそれぞれの役を演じている。YouTubeにジャンルとして「教育・

コメディ」と書かれているように，エステルという主人公が少しコミカルな役割を果たし

ている。舞台となっているランボヤ（Lamboya）は西スンバ県の県都ワイカブバックから

離れた「僻地」（pelosok）の村落部であるし，人びとは自然に恵まれた環境のなかで暮ら

している。ただ，女子高校生からはそのような感じをまったく受けず，都市部の女子高校

生と同じような雰囲気で友だち同士でふざけ合っている。少なくともこの映画からは，貧

困とか慣習の束縛などの否定的な面を描こうという制作者の意図はまったく感じられない。

登場する高校生はピクニックに行く時にバイクを使っていて，それはジャワ島と同じであ

る。

　このように高校生の生活の明るい面に焦点を当てるのは続編の Film Pendek NTT：ADI 

NONA 2（NTT 短編映画「若い娘 2」） 41）も同様である。YouTube に書かれた説明では，

アートの分野で私たちの地域を発展させることができると制作者は書いている。また，映

画でスンバ島の自然の美しさと観光をプロモーションしたいという。このように前向きに

取り組む高校生を主人公にすることで，制作者はスンバという地域性を超えた人びとにこ

39） https://www.youtube.com/channel/UCrRAugyAxDL-DinUfORoZsA/featured
 （最終確認 2022/03/25，2020 年 4 月 5 日登録）
40） https://www.youtube.com/watch?v=a4PzKfqU49Y
 （最終確認 2022/03/20，2020 年 12 月 17 日公開済み，16 分 57 秒）
41） https://www.youtube.com/watch?v=S_-1LMKNNKI&t=58s
 （最終確認 2022/03/25，2021 年 2 月 27 日公開済み，909,043 回視聴，30 分 42 秒）
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の映画を楽しんでもらおうとしている。その意図は視聴者に伝わっていて，第一作と続編

のコメント（1,838 件と 1,815 件）をみても好意的なコメントばかりである。その典型は

続編のコメント「インドネシアのテレビで放送するのがふさわしい。すべてが自然で作り

ごとのようにみえない」によく表れている。制作者はコメントそれぞれに返信していて，

YouTube がソーシャルメディアであることを示している。

　映画のなかで具体的に名前は出ていないが，ランボヤでは「英語が村に入る」（English 

goes to Kampung） 42）という NGO が村の子どもたちの英語教育に力を入れていて，その活

動が「若い娘」の後半で取り上げられている。この最後にマネージャーとしてクレジット

されている，英語教師ロスウィタ・アスティ・クラ（Roswita Asti Kulla）が団体の代表

を務めている。ちなみにランボヤの海岸にある高級リゾートホテルのニヒ・スンバ（Nihi 

Sumba）が地域貢献の一環として，この活動に資金援助している。

　次に取り上げるのは，Film Pendek Sumba “Jalan Kaki 12 km”（スンバ短編映画「徒歩

で 12km」） 43）は，村の貧しい姉妹を主人公にしたドキュメントである。姉妹の親は貧しく自

転車を買うこともできないので，2 人は朝早く起きて，12km の道を歩いて中学校に通う。

平坦な道ではなく山を越えなくてはいけないし，道中，蛇やサソリが出ることもある。2 人

の通学の写真を中学校の先生（制作者のソアリヒン・アスディン）が Facebook にアップロー

ドし，それをみたジャワの人から自転車が姉妹のために寄贈されたという実話の映像化で

ある。ナレーションは 2 人の中学生の勉強に対する前向きな姿勢を強調しているが，前提

となる内陸部の村に住む子どもたちが直面する厳しさもきちんと描かれていて，その点，

最初に紹介した「若い娘」シリーズとは違っている。また，Perempuan SUMBA bercerita

（「スンバの女性は語る」） 44）は南西スンバ県東ウェウェワ郡マレダ・カラダ村で子どもたちの

ために学校外の教育活動に献身する女性エンプリアニ・マギ（Empriani Magi）を描いたド

キュメントである。この 2 本の短編映画のようにスンバの子どもたちの現実を描いた動画

はドラマ仕立てと比べて視聴回数でははるかに少ないが，スンバの現状を知るためにはと

ても貴重である。

（4）多様な YouTube 動画

　スンバの文化の記録化と継承を目指した動画と，短編映画を取り上げたが，スンバを取

り上げた YouTube 動画は多様である。もちろん，テレビ局などのマスメディアの番組がアッ

プロードされていたり，スンバ島外の人が描いたスンバの動画も多い。この節では，スン

バ島に住む人が開設した動画チャンネルをいくつか紹介しよう。

42） https://nihi.com/sumba/philanthropy/english-goes-to-kampung（最終確認 2022/03/20）
43） https://www.youtube.com/watch?v=7fMxCfSBbkE
 （最終確認 2022/03/25，2020 年 10 月 6 日公開済み，71,455 回視聴，6 分 56 秒）
44） https://www.youtube.com/watch?v=QFlrKwLa4JI
 （最終確認 2022/03/20，2020 年 6 月 28 日公開済み，20,202 回視聴，13 分 27 秒）
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　Sinetron Sumba（「スンバのシネトロン」） 45）というチャンネルは，北マルク州西ハルマヘ

ラ県出身で西ジャワ州の神学校でキリスト教を学び，現在は西スンバ県ワイカブバックで

高校教師をしているフェリックス・ジャング（Felix Djangu Jr.）が開設した。シネトロン

（sinema elektronik の略語） 46）という名前が示すように一般のテレビ局が放送するテレビド

ラマを意識して制作された短編映画を 13 本（そのなかで 5 本は予告編）アップロードして

いる。FILM PENDEK NTT: DI SUMBA ADA CINTA - PALING SEDIH SEPANJANG 

MASA, KAMU AKAN MENANGIS!（NTT 短編映画「スンバに愛がある」これまででもっ

とも悲しく涙を誘う） 47）というタイトルから分かるように不治の病にかかった女性が登場す

る恋愛物である。ただし，最新作 FILM SUMBA 2022：Seamin Tak Seiman（2022 年スン

バ映画「宗教が異なる一つのアーミン  48）」） 49）はスンバの多数派であるキリスト教徒とムスリ

ムとの反目と融和を描いている。なお，まだ数は少ないが，「スンバ・コメディ」というジャ

ンルも登場している。Wunga Rhato chanel というチャンネル  50）には KOMEDI SUMBA || 

Woi Katopo lucu ||ngakak||（スンバ・コメディ「オイ，おかしな刀」） 51）があり，スンバ語で

刀をめぐる掛け合いが展開する。スンバ・コメディはこのチャンネル以外でも数多くアッ

プロードされている。

　これまで取り上げたようなドラマ仕立ての動画だけでなく，音楽のチャンネルもある。中

部スンバ県の県都ワイバクル（Waibakul）に自分たちのサンガル・オサ（Sanggar Osa） 52）

を作って活動するミュージシャン，エルソン・ウンブ・リアダ（Elson Umbu Riada）は 2

つのチャンネルを YouTube に登録している。OSA ELSON OSA - OSA MUSIC STUDIO 53）

45） https://www.youtube.com/c/SinetronSumba/about
 （最終確認 2022/03/21，2021 年 5 月 31 日登録，チャンネル登録者数 8,630 人）
46） さまざまなタイプのテレビドラマが放送されているが，いわゆるメロドラマが主流を占めている［小

池 1995b］。
47） https://www.youtube.com/watch?v=YUkvG7vojO4&t=774s
 （最終確認 2022/03/21，2021 年 8 月 19 日公開済み，45,605 回視聴，30 分 13 秒）
48） インドネシアにおいてアーミン（amin）は祈りの最後にキリスト教徒でもムスリムでも「同意」の

意味で唱える言葉である。
49） https://www.youtube.com/watch?v=0p5VCrOvL-Q
 （最終確認 2022/03/25，2022 年 3 月 19 日公開済み，4,120 回視聴，30 分 32 秒）
50） https://www.youtube.com/channel/UCQiXRqKdG1iBYMHEKKiIN0g
 （最終確認 2022/03/21，2021/01/30 登録，チャンネル登録者数 1,000 人）
51） https://www.youtube.com/watch?v=9OCoqlDxotA&t=84s
 （最終確認 2022/03/21，2021 年 11 月 6 日公開済み，47,774 回視聴，8 分 42 秒）
 なお ngakak という単語については意味不明である。
52） インドネシア語の sanggar は訳しづらいが，インドネシアの芸能を考える上で重要な概念である。

サンガルは伝統音楽や舞踊などを学ぶ場（教室）でもあり，同時に，そこに集う人びとの集団も指す。
タウフィック・ダルウィスという舞台芸術家はサンガルという語には上下関係が含意されていると指
摘する。

 https://jfac.jp/culture/features/f-ah-tpam2019-taufik-darwis/（最終確認 2022/03/21）
53） https://www.youtube.com/user/Elson1980able
 （最終確認 2022/03/21，2009 年 6 月 20 日登録，チャンネル登録者数 36,600 人）
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と OSA MUSIC STUDIO 54）である。後者は多くの動画をアップロードしているが，そのな 

かにはイギリスのサッカーなどスンバとは関係ない動画も含まれているので，2009 年から

始まっている前者だけを取り上げる。200 本もの動画がアップロードされ，そのなかには音

楽だけでなく，スンバ島，とくに中部スンバ県の文化（巨石墓や儀礼，踊りなど）を紹介

する動画も含まれている。彼が演奏する音楽はジュンガ（Lii Marapu プロジェクトの節で

紹介）というスンバの弦楽器を弾きながらスンバ語で歌う伝統音楽からギターの弾き語り

によるバラード，バンドで歌う音楽（民族楽器とのフュージョンも）まで多様で，スンバ

語の歌もインドネシア語の歌もある。また，さまざまな音楽家やアーティストとも共演し

ていて，「ダンシングティアーズ−エルソンウンブリアダ ft。大島直，坪内淳」 55）ではオンラ

インで日本人のダンサーともコラボレーションをしている。彼の歌を通して伝わってくる

のはスンバ島（スンバ語で tana humba）とその文化に対する強い思いである。それがもっ

ともよく表れているのは Elson Umbu Riada - TANAH LELUHUR （music video） | mini 

album spirit 202OSA | Elson Osa（エルソン・ウンブ・リアダ「祖先の土地」） 56）というイ

ンドネシア語の歌である。スンバに対して祖先の土地と呼びかけ，土地も水も，山も海も，

水田も畑も，稲もトウモロコシも祖先のものであり，私たちは祈りとともに守っていくと

歌っている。

　もう 1 人スンバ人（東スンバ県レワ出身）のミュージシャン，ヤント・マラプ（Yanto 

Marapu）はマラプという名のレゲエのバンドをジョクジャカルタで結成し，現在はバリ

島を拠点に活動している  57）。Marapu Music Channel 58）というチャンネルには，33 曲の動画

が収められている。そのなかの 1 曲 MARAPU - WELCOME TO SUMBA （Official Music 

Video） 59）はタイトル通り，観光プロモーション用の美しいスンバ各地の風景を映して，「ス

ンバの地，マラプの地」（tanah Sumba, tanah marapu）にようこそ，山の上には「マラプ

の村々」があると，歌詞のなかでマラプを強調している。ヤント・マラプはキリスト教徒だが，

スンバを離れた彼にとってマラプという言葉はスンバと同一視されている。

　敬虔なキリスト教徒であると同時に，自分たちの祖先の由来を突きとめようという気持

ちが強く表れているのが東スンバ県ハハル郡のジェクソン・ハンバ・プル（Jekson Hamba 

54） https://www.youtube.com/c/OsaMusicStudio
 （最終確認 2022/03/21，2020 年 11 月 4 日登録，チャンネル登録者数 2,950 人）
55） https://www.youtube.com/watch?v=JGJup9nnNaI
 （最終確認 2022/03/21，2020 年 5 月 23 日公開済み，1,365 回視聴，5 分 42 秒）
56） https://www.youtube.com/watch?v=DjBBBRLo6cU
 （最終確認 2022/03/21，2022 年 3 月 17 日公開済み，112 回視聴，5 分 14 秒）
57） 2020 年 6 月 26 日，Instagram の Galerisumba というアカウントで行われたライブで本人から確認。
58） https://www.youtube.com/c/MarapuMusicChannel/featured
 （最終確認 2022/03/21，2015 年 11 月 6 日登録，チャンネル登録者数 15,600 人）
59） https://www.youtube.com/watch?v=1ZuX5J0V1vs
 （最終確認 2022/03/21，2020 年 11 月 18 日公開済み，423,447 回視聴，5 分 55 秒）
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Pulu）という人が開設した同名のチャンネル  60）である。その動画のなかでもっとも視聴回

数が多いのが SEJARAH SUMBA LENGKAP ASAL - USUL LELUHUR ORANG SUMBA 

DI NTT 61）（「完全なスンバの歴史　NTT におけるスンバ人の祖先の起源」）で，スンバ人の

最初の祖先（マラプ）である男女がエデンの園で生まれたと最初に語る。その後，スンバ

の口承伝承において儀礼言語で語られる地名を中東各地の地名に当てはめ，世界史の教科

書に使われるような挿絵や写真を使って祖先たちの移動ルートを映像化している。もちろ

んスンバ人も含まれるオーストロネシアン全体の拡散史に関する研究成果はまったく参照

されていない。この動画に 63 件のコメントが寄せられているが，そのほとんどが「良くで

きた」（mantap）など肯定的な評価である。キリスト教に改宗したスンバ人にとって，『旧

約聖書』に登場する話とスンバ人の起源が重なるのは受け入れやすいのであろう。

　この他，スンバでの儀礼（葬儀，巨石墓のための石曳き，パソーラなどの祭礼）の動

画が数多く YouTube にアップロードされている。たとえば筆者の調査地であるウンガ村

に焦点を当てても，いくつか動画が存在する。その一つが Penguburan SEJARAWAN Di 

SUMBA, KAMPUNG WUNGA（中核村ウンガにおけるスンバの歴史家の埋葬） 62）には，平

たい石を使った墓の作り方が 5 分 59 秒の映像のなかに収められていて貴重である。また，

ウンガ村の若い世代  63）が中心となって結成した中核村ウンガ共同体（Komunitas Parengu 

Wunga，略称は KO’MANUNGGA）の宣言式を描いた動画 Deklarasi KO’MANUNGGA（中

核村ウンガ共同体の宣言） 64）が Desa Wunga（ウンガ村）というチャンネル  65）に収められて

いる。これは 2020 年 1 月 22 日に登録されたが，チャンネル登録者数 はまだわずか 16 人で

ある。

5　YouTube 動画増加の背景

　ここで紹介したスンバに関連する YouTube 動画は，数多くの動画のごく一部に過ぎない。

たとえ部分的な紹介であっても，多様なジャンルの動画が数多く YouTube にアップロード

されていることが明らかになった。2010 年代後半，とくに 2019 年頃からアップロードされ

る動画は増えていて，スンバで展開される最新の現象と呼ぶこともできる。とはいえ，本

稿はソーシャルメディアという先端の動きだけを捉えることを目指していない。スンバに

60） https://www.youtube.com/channel/UCzSlfN7efe_0TKf4LQcbefw/featured
 （最終確認 2022/03/21，2018 年 5 月 31 日登録，チャンネル登録者数 2,310 人）
61） https://www.youtube.com/watch?v=P-okjdGiMM8&t=4s
 （最終確認 2022/03/21，2021 年 1 月 29 日公開済み，22,368 回視聴，10 分 10 秒）
62） https://www.youtube.com/watch?v=i9zVj8XKKpc
 （最終確認 2022/03/21，2019 年 4 月 15 日公開済み，630 回視聴）
63） メンバーのなかには大学卒が多い。
64） https://www.youtube.com/watch?v=QsjbBe3s0Q4
 （最終確認 2022/03/22，2020 年 1 月 22 日公開済み，63 回視聴，3 分 28 秒）
65） https://www.youtube.com/channel/UCYYpseb9TtpwJZBbUF5Nlzg
 （最終確認 2022/03/25，2020 年 1 月 22 日登録）
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おける広義のメディア史を通時的変化，とくに 1980 年代後半以降の社会変化に結びつけて

考える必要があると考えている。また，スンバ特有の現象ではなく，もっと広い地域的文

脈に置いて考えなくてはいけない。第一に伝統とか慣習と称されるものが，どのようなメ

ディア（口頭も含めた広義のメディア）によって継承されてきたのか，第二に，メディア，

とくに娯楽と情報に関わる狭義のメディア（マスメディアとソーシャルメディア）の地域

化と多様化の進展という点から考察することが重要である。

（1）伝統の継承と再活性化

　筆者が最初にフィールドワークを実施した 1985 ～ 88 年のウンガ村において，古老

（bokulu）と呼ばれた人たちは上位世代から口頭で伝えられてきた慣習（horu） 66）に従って，

中核村（paraingu）単位の儀礼を実施していた。かれらの多くは小学校を出てなく，インド

ネシア語の読み書きができなかった。当時，30 代の村人一人が儀礼に関してノートに書い

ていただけだった。1986年の大祭（mangajingu）の執行を最後に，中核村内の13戸の家（uma）

すべてが参加する大規模な儀礼は行われなくなった。1990 年代に入りマラプ（祖先）のた

めに儀礼（具体的には祈願と供犠）を実施するのを当たり前とみなす村人は減ってきた［小

池 2005：179-227］。インドネシアでは 1994 年より中学校の義務教育化が実施され，村内に

中学校がないウンガ村では村を離れて，中学校，さらには高校に進学する子どもたちも増

え，さまざまな儀礼に触れながら子どもたちが村のなかで成長することはもはや過去の話

になった。以前のような文字を介さず意識しないで上位世代から下位世代へ口頭で伝わっ

ていた伝統はしだいに途絶えるようになり，対句を特徴とする儀礼言語を使った祈願を朗

唱できる村人は減ってきた。さらに，3 章で説明したようなキリスト教，とくにプロテスタ

ントへの改宗も一般化し，マラプ儀礼に参加しないスンバ人も増えている。このような社

会変化は，その時間的進行や程度に違いはあれ，調査地ウンガだけでなく，スンバ島の他

の地域でも確実に進展している。

　2010 年以降，筆者がスンバを訪れると，1980 年代の調査結果を教えてくれ，何かインド

ネシア語で読める物を書いてないかと質問されることが増えてきた。キリスト教に改宗し

大学を出たスンバ人のなかで，自分たちの伝統や歴史は意図的に学ぶこと，文字を読んで

知ることに変わってきたのである。一方で，スンバの伝統にこだわりをもち，古老から聞

き取った伝統，とくに祖先の系譜を文字に記録し，それをブログに記事として掲載したり，

Facebookにアップロードする人も出てきた。YouTubeのチャンネルを開設したジェクソン・

ハンバ・プル（4 章 4 節参照）はその代表的な人物である。このように公開を前提に文字化

された「伝統」 67）はまさに近代的なものである。そもそも祖先の系譜を軽々しく公表するこ

66） カンベラ語では húri であり，インドネシア語の adat（慣習）に近い概念である［Onvlee 1984：
103］。

67） バリの「伝統」の語り方を論じる中村は「伝統を語る近代特有の様式がある」［中村 2009：67］と
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とは，私の調査時点（1980 年代）ではマラプの怒りを買うと恐れられた行為であった。

　4 章 1 節で取り上げた Lii Marapu プロジェクトは，まさに近代的な文脈で「伝統」の再

活性化を目指す運動といえる。さらに環境保護とマラプ信仰を結びつけて，2012 年から複

数の NGO が始めたスンバの水フェスティバル（Festival Wai Humba） 68）も，このような「伝

統」の見直しと深く結びついている。また，2019 年 10 月には大規模サトウキビ・プラン

テーションと地元の慣習社会（masyarakat adat）との土地紛争を発端にして，紛争の当事

者である慣習社会も含め多様な NGO が東スンバ県議会と県知事庁舎にデモを行い，慣習

社会の存在を認める条例の制定を求めた  69）。土地収用とか環境汚染など，自分たちが当たり

前に享受してきた権利や環境が剥奪されるような状況に直面し，慣習や伝統の「再活性化」

（revitalization）［Reuter & Horstmann 2013：2］の動きが顕著になる。

　音楽の分野では，Lii Marapu プロジェクトとは違う方向性ではあるが，再活性化と呼べ

るのはエルソン・ウンブ・リアダとその仲間が結成するサンガル・オサである。ヤント・

マラプのようにスンバを離れて活動するのではなく，中部スンバ県という地域に根ざして，

農業をしながら独自の音楽作りを進めている。ジュンガという伝統的な弦楽器や，儀礼な

どで使われるゴングを取り入れた新しいスンバの音楽を目指している。上で取り上げたよ

うな運動だけでなくサンガル・オサの音楽作りも，YouTube や Facebook というソーシャ

ルメディアがなければ成り立たないものである。

　「伝統」または「慣習」の再活性化は，「慣習社会」または「慣習共同体」（komunitas 

adat）という名称を使って，スンバだけでなくインドネシア全体で起きていることであ

り，そのネットワークを活用し活動はより活発化している。当然，インターネット上の

公式サイトだけでなく，多様なソーシャルメディアが活動を広めるために使われている。

そのような活動の全国的組織としてヌサンタラ慣習社会連合（Aliansi Masyarakat Adat 

Nusantara ，略称は AMAN）が 1999 年に結成された  70）。この団体の YouTube チャンネ

ル  71）に収められている動画の一つが Agama Leluhur（「祖先の宗教」） 72）である。4 人の慣習

社会の代表者（南カリマンタン州の Meratus と，中部ジャワ州の Sedulur Sikep，リアウ州

の Talang Mamak，中部マルク州の Nuaulu）がそれぞれの直面する問題，とくに子どもの

教育と森林の土地問題を訴えている。「宗教をもたない」（tidak punya agama）という理由

述べている。筆者の「伝統」も同様の趣旨で用いている。
68） これは毎年 1 回スンバ島で開催されてきた。筆者は 2016 年 10 月 26 ～ 29 日に東スンバ県ハハル郡

で開催されたフェスティバルを調査し，その成果の一部を Koike［2019］で報告した。
69） https://voxntt.com/2019/10/03/aliansi-masyarakat-sumba-tuntut-adanya-perda-masyarakat-adat-

dan-pansus-pt-msm/52279/（最終確認 2022/03/21）
70） https://www.aman.or.id/profil-aliansi-masyarakat-adat-nusantara（最終確認 2022/03/23）
71） https://www.youtube.com/user/masyarakatadat/featured
 （最終確認 2022/03/23，2013 年 2 月 20 日登録，登録者数 1,980 人）
72） https://www.youtube.com/watch?v=DOpexrCuCoM
 （最終確認 2022/03/23，2016 年 11 月 24 日公開済み，3,684 回視聴，20 分 15 秒）
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で身分証明書が発行されないなど，スンバ島のマラプ信仰者と同じ問題に苦しんでいるこ

とが明らかになる  73）。

（2）メディアの地域化と多様化

　もう一つ忘れてはいけない点は，YouTube に数多くアップロードされている短編映画と

地域のニュースはメディアの地域化と多様化の流れがさらに進展した，現時点での帰結と

いうことである。1962 年に TVRI（インドネシア共和国テレビ）の開局によって始まった

テレビ放送は，1982 年に民放 RCTI が放送を開始し，TVRI の一局独裁体制は終わり，そ

の後，多局化の時代に入った［小池 1995a］。テレビ番組が国民の娯楽の大きな部分を占め

るようになり，高視聴率のシネトロン（テレビドラマ）がいくつも話題になったり，また

視聴者参加型オーディション番組で「国民的スター」が誕生した。さらに 21 世紀に入ると，

中央集権的なナショナリズムから一転して，地方分権化が進み州レベルで民放テレビ局が

放送を開始した。たとえば 2002 年に開局したバリ・テレビ（Bali TV）はバリ文化とバリ

語を前面に出した番組作りを進めた［内藤 2009］。そして，2010 年代半ば以降になると，

テレビに代表されるマスメディアだけでなく，多様なソーシャルメディアが娯楽や情報源

（ニュースも含め）の選択肢に加わったのである。そのなかには本稿で取り上げたようなス

ンバを舞台にした短編映画も含まれている。もちろん，人びとがテレビ番組を観なくなっ

たというわけではなく，YouTube などソーシャルメディア，さらに Netflix などの配信サー

ビスが加わって，きわめて多様なメディアから個人の嗜好や目的・関心に合わせて各自が

選択する時代になったといえる。そして，メディアを通して視聴する対象には，国民的な

娯楽や地方色豊かな動画だけでなく，グローバルなコンテンツ（たとえば K-Pop や日本ア

ニメ）も含まれている。

　テレビよりも長く国民文化の一翼を担っていた映画は，ジャカルタの映画会社によって

作られた作品が圧倒的に多く，国語であるインドネシア語ではなく地方語（たとえばジャ

ワ語）を使った劇場版映画はきわめて限られていた。一方，1990 年代末以降，一部の地域

では地方語を使った映画がビデオ CD（VCD）の形式で販売された［西 2021：43-44］。そ

して，今日では Pak Guru Hits Sumba（4 章 3 節）や Sinetron Sumba，Komedi Sumba（4

章 4 節）の例から分かるように，YouTube という格好の媒体を使って数多くの短編映画が

公開されるようになった。パソコンを使って一般の人でも編集が簡単にできるため映画制

作のハードルが低くなり，短編映画がインドネシア全体でトレンドになった。ソアリヒン・

アスディン自身がこのことを YouTube 上の ADI NONA 2 の作品紹介に書いている。多く

の若者が映画制作でその才能を示し，制約のある NTT でも多くの作品を作っている。ティ

73） 2017 年に「宗教」に帰依する人も「宗教」に帰依しない「信仰者」（penghayat kepercayaan）も，
等しく憲法に明記されている権利を保障されるべきだと憲法裁判所が認めたため，この問題は改善さ
れつつある［小池 2020b；Butt 2019］。
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モール島や，フローレス島，NTT の州都クパンの名前を冠した地方の短編映画（それぞれ

Film Timor， Film Flores， Film Kupang と呼ばれる）が YouTube にアップロードされて

いる  74）。ただし，一般の人が動画を制作するのは日本も含めて世界中で起きているが，短編

映画が注目を集めるのはインドネシア的な現象なのかもしれない。

　スンバ島で制作された短編映画という点は共通でも，Unkriswina の学生が授業の実習と

して制作した作品と，ソアリヒン・アスディンが制作した作品では，映像制作の技術面だ

けでなく，その内容がまったく違う。婚姻などスンバの慣習にこだわり，作品によってス

ンバ語を使ったものは，そのターゲットが限られている。一方，Pak Guru Hits Sumba チャ

ンネルに収められた短編映画は，スンバ文化色がほとんど感じられず，コメディも交えた「青

春ドラマ」と呼べるジャンルの作品になっていて，視聴回数が 120 万回を超える作品もあり，

学生作品の 30 倍以上に達している。つまりスンバ島を越えてアピールする短編映画に仕上

がっている。

6　おわりに

　当初，YouTube だけでなく，Facebook と Instagram のようなソーシャルメディア全体

を視野に入れて報告を書こうと思ったが，YouTube を調べているだけで，次から次へと新

しい動画に出会い，結局，YouTube に焦点を当てて議論を進めることになった。とはいえ，

本文中にも言及したように，YouTube をメインにして動画を発表している人であっても，

Facebook と Instagram を使って，多様な情報を発信しプロモーションを進めている。複数

のプラットフォームを目的に応じて使い分けるのが，ソーシャルメディアの有効的な活用

法であり，ここで紹介した人たちはそれを実践している。

　ただし，YouTube に動画をアップロードするのは，ごく少数であり，多くのスンバ人は

Facebook か Instagram だけを使って多様な情報を発信している。ソーシャルメディア，と

くに Facebook 自体はユニバーサルなメディアであるが，スンバ人が発信するメッセージを

みていると，そこには明らかに日本とは違うスンバ的な特徴を読み取ることができる。本

稿では触れることができなかった Facebook と Instagram に次の報告では焦点を当ててみた

い。
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Videos Uploaded from Sumba on YouTube:
The Revitalization of Tradition in Eastern Indonesia

KOIKE Makoto

　This paper is the first report on the research project titled “Interdisciplinary Study of 
Mutual Cultural Exchange between Japan and Indonesia （III）,” which was funded by the 
Research Institute of St. Andrew’s University. It aims to explore the kinds of videos that 
people on the island of Sumba have uploaded on YouTube and their backgrounds. This 
study focuses not only on the ongoing phenomena but also on a more broadly defined 
media that have completely changed since the late 1980s. Presently, many anthropologists 
face difficulty in conducting research owing to COVID-19. This research project is a kind 
of tentative online ethnography that connects the newest digital data with the materials 
on hand. In Indonesia, an emerging economy in Southeast Asia, internet users have been 
increasing rapidly, and most of them use mobile phones.
　The island of Sumba is located on the periphery of eastern Indonesia and one of the 
country’s most sparsely populated and impoverished regions. Before the Christianization 
began, all the Sumbanese believed in marapu （ancestral spirits）. However, with continuous 
modernization, the number of marapu followers has decreased drastically. They have also 
faced legal and social discrimination. Their marginalization should be considered based on 
the background of videos made by the Sumbanese. The paper examines three YouTube 
channels and other genres of videos. First, the “Lii Marapu Project” channel, funded by 
NGOs, intends to revitalize traditional marapu cultural assets, such as Sumbanese music. 
Second, students of the Christian University of Wira Wacana Sumba make and upload 
short movies. Most of the movies are based on the theme of the Sumbanese customs, 
such as marriage prescription, which they are concerned with. Third, a junior-high school 
teacher produces short movies depicting cheerful high school life in which local students 
perform. Compared to serious stories made by the university students, these movies are 
produced with relatively less local culture and have a larger audience. Besides these short 
movies, this study also explored a video made by another Sumbanese teacher depicting his 
own version of history in which Sumbanese ancestors appear to originate from the Garden 
of Eden.
　These YouTube videos can be discussed in terms of two kinds of changing media. 
First, the media through which Sumbanese history and traditions are disseminated have 
completely changed. During the late 1980s, village elders abided by customs passed down 
aurally from generation to generation and conducted annual rituals for marapu. There 
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was no written text of customs. Threatened with the extinction of these aural traditions 
today, some educated and Christian Sumbanese have been eager to learn their history and 
tradition. They post their own research results on blogs and videos of Sumbanese history 
on YouTube. These videos are thought to be modernly revitalized tradition. Second, 
media have been localized and diversified in Indonesia. After the age of national and local 
television broadcasts, as internet use is proliferating, videos on YouTube made by ordinary 
people have become an alternative Indonesians can choose among various media contents.
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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〕

ミャンマーにおける起業を探る

山 　 田 　 伊 知 郎

研究の意義

　ミャンマーという国は，多くの企業や国から注目を集めている。バングラデシュと同じ

ように，経済的に貧しいことが知られている �1）。例えば，国民一人当たりの所得を見てみると，

東南アジア諸国（タイ，ベトナム，インドネシア，フィリピン）と比較して，もっとも低

い �2）。したがって，労働力市場として注目されることが多い。

　このような状況の中で，ミャンマーの起業に注目する理由は，どこにあるのだろうか。

以下に整理してみたい。

　低所得者層が多く住む地域の経済的発展についての研究は，Prahalad�C.K. による Base�of�

Pyramid（1998 出版），Prahalad�C.K.（2010）などにみられるように近年特に注目を浴びる

ようになってきている。特にミャンマーは，歴史的に見て軍事政権下の統制経済から資本

主義経済への移行期にあり �3），将来発展の可能性が高い地域を多く含んでいる。本研究によ

り得られる成果は，貧困問題についての研究に対しても基礎的な知見を提供できる。ミャ

ンマーの都市近郊部における経済的成功例から，発展途上国における経済的な発展への適

用可能性が見えたことから本研究の着想に至った。

　ミャンマーにおいては，比較的多くの日本人が実地調査や援助を行っている。例えば，ミャ

ンマーの都市近郊部および農村部に滞在し，NPO を立ち上げて現地の人々への教育活動を

行っている �4）。そのため，現地の人々との深い交流があり，通訳や交通の面で全く支障はな

く現地調査の実現可能性が比較的高いことがあげられる。

既存研究からみた本研究の位置づけ

　J.�Morduch ら（2009）の資産の価値評価方法は，経済的な未発達地域における研究にお

いて特筆すべき視点であった。われわれの研究は，Morduch ら（2009）の研究方法，すな

わち財務だけでなく非財務的な資産の評価方法も用いて貧困地域における資産を正当に評

� 1）�堀江正人「ミャンマー経済の現状と今後の展望～アジアのラストフロンティアとして注目される
ミャンマー～」（2020 年 3 月 18 日）三菱�UFJ リサーチ & コンサルティング

� 2）�1,441 ドル（2020 ／ 21 年度，IMF 推計）
� 3）�2021 年 12 月現在の状況については，後述する。
� 4）�すみれ日本語学校開校，現校長。関浩成氏。
キーワード：ミャンマー，貧困，開発途上国，起業，金融
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価する方法をベースに置くことに特徴がある。Morduch ら（2009）は，バングラデシュ，

インド，南アフリカなどでの調査を行っているが，本研究の対象は，ミャンマーのマンダレー

地区近郊としており，研究対象地域を拡大するという貢献部分がある。

　経済的に未発達な地域における研究は多いが，既存研究の多くは経済的発展の研究であ

る。本研究は起業を進展させるメカニズムに注目したミクロの視点からの経営学的研究

であり，既存研究には見当たらない。ミャンマーという地域の特性に関しては，総人口

53 百万人のおよそ 7 割が農村地域に居住し，近年その割合は低下しているものの依然とし

て農業が国内総生産の 23.7% を占めている（ADB,�Key�Indicators�2018）。ミャンマーに限

らず途上国において，現実の農村部での起業は小規模な「インフォーマル・セクター」に

おけるものが中心である。しかし，こうした就業は，「起業行動」としてはほとんど研究さ

れておらず，一般には世帯維持のための収入多角化と位置付けられてきたといえる。ミャ

ンマーについても，農村起業に関する関心やミクロデータの収集は，農業技術と普及，流

通市場機構，農村信用市場などの研究テーマに付随する農家世帯分析の「一面」として取

り扱われているのが通常である。途上国の開発問題においては，市場条件や技術条件など

が課す制約と，その下で「農家世帯」を経済主体として，どのような選択や行動を取るの

かといったミクロ経済学による定量分析アプローチが主流となっている。他方で，具体的

に起業行動そのものに焦点を当て，その発生と展開（失敗）のメカニズムと構造，またイ

ンセンティブや行動原理を捉えていく経営学的アプローチはほとんど行われてこなかった。

不完全情報・不確実性下の途上国の経済発展モデルの解明には，いわばミクロ経済学と経

営学を融合させていくことで新たなフロンティアを開拓する余地があると考えられる。

　特に，ミャンマーのように低開発性が強く，農村の貧困状態が地域・村落レベルで極め

て多様であるという状態等を考慮すると，「起業」そのものの経営学的分析が持つ意義や有

用性は高いであろう。

既存研究

　開発途上国における起業の可能性を検討するにあたり，既存の貧困問題に関する既存研

究を整理しておきたい。J.�Morduch ら（2009）は，貧困世帯の経済・金融の特徴を把握す

るため，ミクロの視点を用い，従来になかった知見を見出している。C.K.�Prahalad（2010）

は，ピラミッドの最底辺に位置する多くの貧しい人々を BOP（Bottom�of�Pyramid）と名付け，

BOP に属する人々を対象とする事業が経営的にも成り立つことを示した。

貧困世帯の金融（最底辺のポートフォリオ）

ファイナンシャル・ダイアリー

　J.�Morduch ら（2009）は，ファイナンシャル・ダイアリーという手法を用いて，発展途

上国における貧困層に対して，どのような経済・金融状況であるのかを探った。調査対象は，

44



ミャンマーにおける起業を探る

バングラデシュの農村部から 21 世帯，都市部における 3 つのスラムから 21 世帯，インド

農村部から 28 世帯，都市部における 3 つのスラムから 30 世帯（最終的に 20 世帯），南ア

フリカ農村部から 58 世帯，ヨハネスバーグ郊外の黒人居住区から 60 世帯，（最終的に 49

世帯），ケープタウン郊外にある黒人居住区から 60 世帯（最終的に 45 世帯）である。これ

らのサンプル世帯は，貧困世帯に分類され，特にインドとバングラデシュの農村部の世帯

は世界の中で最も貧しい世帯とされる。彼らの調査動機は，一人当たりの収入が 1 日 2 ド

ル未満という低所得者がどのように生活しているのかを明らかにすることと同時に，現状

では多くの人が貧困世帯の金融について誤った思い込みをしており，また正確には明らか

にされていないということにあった。調査の過程で，貧困層においても金銭管理の重要性

は大きく，収入管理するための手段が乏しいということが明らかにされてきた。貧困層に

おける金銭管理を明らかにするために，彼らが考え出した方法がファイナンシャル・ダイ

アリーであった。

　ファイナンシャル・ダイアリーの手法を用いて，J.�Morduch ら（2009）は，次のような

事柄を明らかにした。収入が少額，しかも日によるばらつきが大きいため，頻繁に小規模

な金融仲介サービスを利用していた。金融手段も多様であり，商売関係，親戚関係，地域

関係といった非公式な体制であった。多くの対象世帯では，より信頼性の高い金融手段を

望んでいた。また，これら世帯における発生頻度の高い緊急事態とその対処についても調

査している。主なリスク要因としては，重いけが，病気，当該世帯や親せきの葬儀，窃盗

の被害，暴力・犯罪の被害，農作物や家畜の損失，定職の喪失や，事業の失敗などがある。

特にバングラデシュにおいては，スラムが警察やインフラ建設のため業者によって住居な

どを一掃され，財産を失うというケースが多い。インドでは貯蓄，バングラデシュでは生

命保険・死亡保障付き養老保険，南アフリカでは葬儀保険のケースが紹介され，そのどれ

もが保険契約者にとって保険料の支払いがやりやすいように工夫されていた。ただし，保

険でリスクを負った生活がすべて解決するわけではない。そのような場合，緊急ローンを

組んで少しずつ返済するということになる。治療に関するもう一つの問題は，貧困により

支出を制限し，ぎりぎりの状態になるまで，医療機関にかからず，結果的に大きな費用となっ

てしまったり，手遅れになってしまったりしてしまうことである。

求められる銀行の機能

　マイクロファイナンスに関して，我々の常識とは異なる点が明らかにされている。これ

らの国においては，インフレ率は 10% と高く，かつばらつきの程度も大きい。また，最貧

困層を対象とするサービスでは，小口の融資と少額の預金からなる。銀行としては，規模

の経済が働きにくく，その他の多くの要因から影響を受けるため，融資コストが非常に高

くなってしまう。貧困層に属する顧客と取引すればするほど，コストがかかるという事実

がある。南アジアの国々における銀行からの借入利率は年率 20% から 40% という場合が多
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く，メキシコのマイクロファイナンス銀行であるコンパルタモス銀行からの借入金利は年

率 100% を超えていた。しかし，2008 年現在で顧客数は百万人を超えている。一方，グラ

ミン銀行の創設者であるムハマド・ユヌスは，顧客の立場の弱さや選択肢の不足につけ込

むとしてこのような高金利を批判している。

　貧困世帯に属する顧客がなぜ高い借入金利を受け入れるかについて，筆者らの見解は以

下のようである。一般には預金すれば銀行から利息をつけてもらえるのは当然と考えられ

るが，貧困者の場合は，貯蓄のために手数料を支払うことがある。さらに別の理由として，

貸金業者は当初高い利率を課しておき，最終的に当初決めた利率以外の利率（高い場合も

低い場合もある）で決済することもあるという。地元の高利貸しから借りた場合は，年率

100% を超えることもある。

　貧困世帯にとって重要な金融機関であるが，バングラデシュにおいてはマイクロファイ

ナンスで有名な上述のグラミン銀行がある。

　J.�Morduch ら（2009）がファイナンス・ダイアリーを用いて貧困層の世帯を調査した結果，

大きな需要がありながら，供給が不十分な領域として，次の 3 点を示している。

　1）貧困世帯の日々の金銭管理を支援する機会

　2）貧困世帯の長期的な貯蓄を支援する機会

　3）貧困世帯がどんな目的でもお金を借りられるように支援する機会

　グラミン銀行は，ローンの柔軟性を高めたことで，取引の幅を広げた。このことによって，

J.�Morduch ら（2009）が指摘した問題点が，貧困世帯の金融に貢献していることが分かる。

研究方法論としてのファイナンス・ダイアリー

　貧困層に対してミクロ的視点から現実を明らかにできたという点で，ファイナンシャル・

ダイアリーという手法は，従来になかった方法論であるといえる。従来になかった方法論

を用いて検証することによって，既存の調査手法では得られなかった結果を得ることの可

能性が高まることは十分に考えられる。一方で，新しい調査手法には，成果に対する評価

についても振幅が大きくなる。この節では，調査の方法論について述べる。

　貯蓄クラブをメインとした貧困者層の金融に関しては，人類学者を中心に調査されてき

た（Ardener,�S.,�1964；Geertz,�C,.�1962）。これらの研究では，個々の事例はそれぞれ事象

としては正確であり，社会学的民俗学的には価値が高いが，経済的経営的政策的な面から

は異なるアプローチによる調査研究が必要であることが分かる。インフォーマル金融市

場のメカニズムや商品に焦点を当てたものが多い傾向にある（例えば，Bouman,�F.�J.�A.,�

1989）。こうしたミクロな調査の対局として，ローンや貯蓄に関するアンケート調査も行わ

れてきた。これらの調査では全般的な概要を得ることはできるが，正確なデータを得るこ

との困難さから，信頼性の乏しい結果しか得られない可能性が高い。

　ファイナンス・ダイアリーという手法は，定性的かつ定量的調査を行える手法として考
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え出された。新しい調査手法の困難さとしては，対象地域の選択，対象とする世帯の数（ケー

スの数），ダイアリーの調査項目，正確さの確保（調査対象から世帯の金融情報を提出する

にあたっての調査者が被調査者から得ておくべき深い信頼），未知の習慣や文化に対する臨

機応変な態度，長期にわたる地道なデータ収集などがあげられる。

J.�Morduch ら（2009）の研究に対する評価

　J.�Morduch ら（2009）は，現実の貧困世帯に入り込み，ファイナンス・ダイアリーと名

付けられた手法で，どのような金融（お金の融通のし合い）をしているのかを明らかにした。

一方，彼らの調査研究を客観的に把握するため，彼らの研究に対する批判も確認しておこう。

以下（shahidur�R.�Khandker,�1988：大川修二訳）は，その一例である。

　「お金をめぐる家計内の駆け引きがあまり描かれていない。例えば，先行研究では女性は

お金の使い方を管理することができない傾向がある，と言われている。個々の家計構成員

のデータを得るのはむつかしいとしても，ジェンダーに焦点を当てた分析が期待される。

　本書の対象範囲は限定されたものであり，小標本に伴う偏りがあるので，本書の事例が

貧困層一般を代表するものとは言えない。確かに多様な貧困層が網羅されているが，本当

の極度の貧困や農村の貧困層の問題はあまり描かれていない。対象地域も南アジアの二か

国と南アフリカだけであり，ラテンアメリカやアジアの国は主要な分析対象に含まれてい

ない。また（中略）政治や経済発展が不確かな，いわゆる「脆弱国家」まで含んだ比較研

究ではない。そのために，本書からは一般化に耐えうる結論は得られないのではないか。

そのためには，本書の知見がどこまで一般化できるかはわからない。

　本書の分析は貧困層の金融取引を事後的に分析したものであり，金融へのアクセスを改

善することが，低所得（あるいは低支出）という形での貧困をどのようなメカニズムで削

減できるのか，あるいはマイクロファイナンスをどのように変革すれば金融へのアクセス

不足による貧困を減少させられるのか，といった政策に結び付く議論が行われていない。」

　これら批判に対しては，様々な意見が存在する。Shahidur�R.�K.（1988）の批判は的を得

ているが，一方新しい調査研究手法を用いて既存研究にない成果を導いた貢献も非常に大

きいといえる。

Bottom�of�Pyramid

　例えば，携帯電話，例えば衛生用品といった先進国では市場ニーズはあるが，貧困層に

おいては，そのような市場は成り立たないと考えられてきた。例えば，以下のような言説

である。

　経済ピラミッドの底辺には市場はない。彼らには使うお金がない。先進技術を生活に取

り入れようとせず，その必要もない。BOPがイノベーションの源となることなどありえない。

多国籍企業は彼らを必要としない（Prahalad�C.K.,�2010 より）。
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　以上のような言説に対し，C.�K.�Prahalad（2010）は，世界の貧困問題を解決するために，

50 億人の貧困状態にある人々を対象に収益性のあるビジネスを創造することを通じて貧困

の撲滅を目指せると主張した。彼は，その対象とする世界の貧困層に属する人々を BOP

（Bottom�of�Pyramid）と名付けた �5）。彼がそう主張する理由を以下に整理する。第 1 に，民

間企業が市場原理に基づいて世界の最貧層の消費者を対象として市場が成り立ち，民間の

企業が利益を上げることが可能であることが分かってきた。多くの多国籍企業のリーダー

たちは，上記の考えを創造的資本主義として提唱している。第 2 に，先進国市場の消費者

からも BOP 市場に積極的にかかわる姿勢がある。例えば，携帯電話市場は，BOP 市場に

おいても必須となっており，貧富の差を超えて，情報のやり取りを行えるようになってき

ている。

　インドにおける携帯電話について，先進国とどのように相違点があるのかを示してみよ

う。インドにおいても，携帯電話の機能は通信手段以外に，娯楽，金融取引など地域特有

のシステムに組み込まれている。

　インドにおける携帯電話の一分当たりの通話料は 0.01 ドル以下であり，世界一安いとさ

れる。インドでの携帯電話会社の特徴は，プリペイドカードを販売したり，携帯電話の貸

し出しをしながら通話料を徴収するなど，インドの人々のニーズに合わせた経済エコシス

テムになっていることがあげられる。このように，C.�K.�Prahalad（2010）は，ユニリーバや，

マイクロソフトなど多くの企業の成功事例を挙げながら，従来の先進国市場向けのアプロー

チではなく，現地のニーズと制約にあったアプローチを行うことで，収益を上げることと

当該地域に貢献することが両立できることを示した。本書をきっかけに，貧困地域の経営

に研究者の多くの視点が集まった。

貧困と闘う知

　Duflo（2010）は，ランダム化比較実験 �6）（「ランダム化された」評価）�という手法を用いて，

貧困対策の実際の効果を確認し，従来の手法と比較して，より正確で効果的な対策を見つ

け出すことに成功している。ランダム実験とは，ランダムに選択したサンプル（例えば，

村単位）に対し特定のプログラムを実施し，その得られた結果を，対照群と比較する。あ

るいは複数の対象群に対して，複数の介入方法を行い，その結果を比較するというもので

ある。

　Duflo（2010）は，教育，健康問題，マイクロファイナンス，ガバナンスと汚職について，

� 5）�C.�K.�Plaharad（2010）が「貧困層」の代わりに，「BOP」という言葉を使用した理由は，貧困層と
いう言葉に庇護すべき弱い人々という意味が結びついてしまっており，主張したい論文の内容に合わ
ないからだとしている。さらに，BOP という言葉についてであるが，世界の貧しい人々をピラミッド
の Bottom としていることに抵抗を感じている人々がある。したがって，BOP を Base�of�Pyramid と
読み替える研究者等も存在する。

� 6）�日本語訳では，ランダム化対照試行と訳されることもある。
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調査してきた。

人間開発

　途上国の教育についての経済政策では，過去 30 年間就学と費用の 2 つの課題を重要視し

てきた。例えば，アフリカの，ケニア，ガーナ，ウガンダといった国の子供たちを就学さ

せるために，小学教育の無償化を実施してきた。中等教育の無償化を実施している国もある。

しかし，無償化だけでは効果的ではなかった。インドでは学生の出席率を高めるため，日

によっては無料で給食を提供した。ところが，給食がある時だけ授業に参加する学生が出

てくる。その理由もさまざまであるが，一つは授業に出ることで家庭での仕事ができなく

なることである。出席率を上げるよう対策を打つことに注力しても，成績が上がるとは限

らない。そこには，親の教育に対する理解や，教師のモチベーションも関係してくる。

　学校教育を効果的にするためには，目標と政策を整合させることも必要である。これら

の地域では教員の報酬は，最も優秀な生徒の成績であることが多い。その結果，教員は優

秀でない学生たちを無視してしまう。多数派の子供たちに読み書きを教えることが教員に

とって成果とはみなされないからである。ランダム化比較実験を繰り返し，これら様々な

要因を検討して初めて貧困層の教育の成果が生まれてくることを確認できた。

健康

　貧困層の健康問題を探るうちに，治療にはコストをかける一方，予防にはほとんど力点

が置かれていないことが分かった。もし，感染症対策などの予防策を十分に行っていれば，

治療に関するコストは大幅に減少させることができる。そこには，様々な原因があった。

貧困層には，費用を負担することを先延ばしする傾向がある。このことを Duflo は，時間的

不整合と名付けている。

　ケニアでは，シュガー・ダディーと呼ばれる思春期の多くの女の子たちはしばしば既婚

である男性と性交渉を持つ。その理由は，養育関係とまではいかないが，プレゼントを受

け取ったり，学校教育の費用を負担したりするなどの取引関係があるからである。年齢の

高い男性はエイズに感染している可能性が高い。その結果，15 歳から 19 歳までの女子の感

染率は，同年代の男性の 5 倍となっている。女子が将来，同年代の男性との性交渉により，

国全体に伝染病が蔓延することになってしまう。

　このような状況で，エイズウイルスへの感染を防ぐ目的で 2 つのアプローチが検討され

た。一つは ABCD プログラム �7）であり，もう一つは，シュガー・ダディープログラムと呼

ばれるものである。ABCD プログラムは，エイズに感染することは危険であり，性交渉を

� 7）�東アフリカで用いられているキャンペーン。A は性交渉を慎め（Abstain），B は特定のパートナー
に忠実であれ（Be�faithful），C はコンドームを使え（use�a�Condom），D はさもなければ死ぬ（Die）
である。
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なるべく行わないよう知識を与えるものであった。その結果，ケニアの若い女子の多くは，

ABCD プログラムによって誰もがエイズウイルスを持っていることを認識している。しか

し，同年代の男性がエイズウイルスを持っていないという知識は欠落している。一方のシュ

ガー・ダディープログラム（シュガー・ダディーに気をつけろ）は，同世代の男性はエイ

ズに感染している確率が低いことを知識として与えることであった。年長の男性との性交

渉を行う機会を 2/3 に減少させることができ，結果として，ABCD プログラムよりも，シュ

ガー・ダディープログラムの方が効果的であった。

　マラリア予防に関しては，殺虫剤を練りこんだ蚊帳が最良の手段であることが分かって

いる。蚊帳を無料で配布すべきという考えと，少額でも費用を負担させる方が良いという

意見があった。IPA ケニア協会とパスカリーヌ・デュパは，蚊帳の無料配布券，大幅な割

引券，小幅な割引券の 3 種の券を同一地域に発券し，どのように購入し，使用するのかと

いう実験を行った。貧困層では，価格感受性が高いことは知られていて，ここでも小幅な

割引券を配布された世帯の購入率は一番低かった。一方，どのような券で購入した世帯で

も，2/3 の世帯で蚊帳を使用していた。無料で配布した世帯の使用率が下がるということは

なかったのである。

　教育や保健に関する政策が一向に効果的でない理由は，一度決めた制度を大幅に増大さ

せたり継続させたりはするが，貧困層の行動を確かめて，効果的かどうかを確認しないこ

とにある。

自立政策

　マイクロファイナンス（少額融資）について，取り上げる。金融に関しても，ランダム

化比較実験の結果，例えば次のような事実が明らかにされてきている。

　グラミン銀行を創設したムハマド・ユヌスは，メキシコのコンパルタモス銀行の貸出金

利が高すぎると批判した。一方，貧困層の人々がお金を借りる状況を考えてみると，この

批判に対しては 2 つの反論がある。一つ目は，貸出額が少額であるがゆえに，銀行の管理

費の割合が高くなってしまうことである。また，メキシコは最貧国ではなく，職員の給与

もある程度高くなる。さらに，メキシコの銀行においては，75% という金利は一般的なも

のであった。二つ目は，貸し手の借り手側の情報不足により，返済不履行のリスク回避の

ために金利が高くなることであった。

　インドやパキスタンでの一般の商店への貸付金利はばらつきがあるが平均 80% 程度で

あった。しかし，彼らは毎日このような金利で実際にお金を借りていた。たとえ金利が高

くとも，借りたり貸したりできているのである。別の実験では，金利を下げても借り手は

増えなかったことが明らかにされている。マイクロファイナンスは，比較的高い金利では

あるが，貧困層の生活に役立っていることが明らかにされている。

　貯蓄に関しても，ランダム化比較実験がおこなわれている。フィリピンのマイクロファ
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イナンス機関「グリーン・バンク」は，1,777 人の顧客からランダムに 710 人を選び，その

うちの 28% の顧客が実験システムに参加した。この実験システムとは，銀行に貯蓄した預

金の引き出しが可能になるまでの取引不能期間あるいは貯蓄目標額を顧客自身が設定する

が，それ以外には何のメリットもないシステムである。参加しようとする動機は，時間的

不整合の問題を抱えている人たちであった。すなわち，安価で品数が多く，短期的で小さ

な欲望を満たしてくれる誘惑財（例えば，お茶，スナック，お酒）を消費するのではなく，

将来これを使えると想像することからも喜びが生まれる切望財（例えば，テレビ，冷蔵庫，

子供たちが通う私立学校など）にお金を使いたい人たちが多くいたからである。

ガバナンスと汚職

　インドネシアでは，道路建設における汚職が頻繁に起きている。建設資材の横領や建設

作業員への給料の支払いで 1/4 は正しく使われずに消滅している。1）建設途中で会計監査

をする，2）ボランティアが現場をチェックする，3）その両方を行う（インドのラージャ

スターン州）という対策が考えられた。その結果，ほとんど効果がなかった。1）では，監

査する側が警察署長側に取り込まれてしまった。2）では，給料の未払いが半減したが，そ

の一方で，建設資材の多くが盗難にあってしまった。材料の盗難や請求書の偽造を見抜く

ことがむつかしかったからである。したがって，3）も効果的ではなかった。

　以上，Duflo（2010）によるランダム化比較実験によって解明されてきたことを紹介してき

た。まだまだ解決できていない問題もあるが，一方で従来の貧困層の現場を理解せず，無

駄や害になる投資を続けてきたことが明らかになってきたことからランダム化比較実験は，

効果的な実験方法であることは明らかであろう。一方，比較的大きな時間と労力というコ

ストが必要であると想像できる。

貧乏人の経済学

　Banerjee&Duflo（2011）は，貧困層の生活に対する既存の思い込みに対し，実際の調査

の結果，あるいはランダム化比較実験によってそれとは異なる新しい知見を見出している。

Banerjee&Duflo（2011）では，食料，健康，教育，リスクヘッジ，金融，企業，政策などに

ついての調査結果が明らかにされている。ここでは，貧困層の食糧問題と，リスクヘッジ

について取り上げる。非貧困層からの思い込みによる政策では，問題解決にならないこと

を示す。

　貧困層においては，カロリーベースで十分な食料が得られていないと考えられている。

したがって，安価な穀物を提供しなければならないといった主張である。実際，貧乏な人々

に必要なのは，安価な穀物だけだという考えにとらわれたまま，食糧政策が行われている。

しかし，貧乏な人々は収入が増えても食事の量や質を改善しようとはしない。カロリーを

重視した食料を買う代わりに，テレビやおいしい食べ物にお金を使う。食べ物と競合する
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圧力や欲望が多いからだとしている。幼少期の栄養摂取は，生涯所得にプラスになること

が分かってきた。効果的な食糧援助としては，妊婦への栄養補給，人々が食べたがる食べ

物に付加的な栄養素を添加するなどといったことが有効であることが分かってきている。

　貧しい世帯は，高い所得水準を犠牲にしても，リスクを抑える予防措置を取る傾向にある。

また，貧しい人々の収入を得ることに関しても，同様な性向がある。起業をすることの可

能性を考えてみる。安定した予測可能な所得は，将来の支出にコミットできるようにして

くれるし，自分の事業成長に必要な投資が可能となる。こうした事業は将来の安心感につ

ながり，将来の事業を考える余裕につながる。マイクロファイナンスは貧しい人々の生活

を守るうえでは必要不可欠ではある。しかし，かれらが貧困から抜け出すためには，長期

的なビジョンを持って，将来に目を向ける政策が望まれる。

既存研究の調査方法・研究成果

　J.�Morduch ら（2009）は，ファイナンス・ダイアリーという手法で貧困層と非貧困層と

の様々な相違を明らかにしてきた。Duflo（2010）や，Banerjee&Duflo（2011）によるランダ

ム化比較実験で明らかにしてきたことも同様である。これらの研究からわかることは，現

地で直接対面して話を聞き，現地の人々の考え方をもとに対策を考える必要性を明らかに

したといえる。

　Praharad�C.K.,（2010）の研究は，既存の大企業においても貧困層のマーケットから十分

に利益を上げられることを示した。ただし，先進国向けのアプローチではなく，現地のニー

ズと制約にあったアプローチであることが必要であることを示した。

　これらの研究からわかることは，貧困層に対してはお金がないから，お金を貸そうとか，

寄付しようといったことで貧困問題は解決できないことを示している。実際に貧困層の生

活や考え方などを考慮して，あるいは社会実験を行って本当の原因を明らかにし，効果的

な対策をうつという必要があることが分かる。

　さらに，貧困に関する研究と経営学との間に大きなギャップがうかがえる。貧困からの

脱却，あるいは経済発展を研究するうえで，既存の経営学研究とのかかわりが，Praharad�

C.K.,（2010）の研究以外にあまり見当たらない。経営学研究の中において貧困の研究がと

りのこされているように思える。特に，貧困地域における起業の研究は，重要な社会的・

実務的研究意義があるにもかかわらずである。

　以上のことから，既存研究ではあまり取り上げられていない国，また世界で最も貧しい

といわれている国であるミャンマーを取り上げ，現地の人々の起業に関する意識調査を行

うことの意義を確認できる。

ミャンマー調査の課題

　ミャンマーは世界の中でも最貧国のひとつであり，同時にアジア最後のフロンティアと

52



ミャンマーにおける起業を探る

呼ばれていた。2021 年 2 月 1 日に軍によるクーデターにより，ミャンマーでは大きな変化

が起こった �8）。表 1 に主な変化を示す。

表 1　クーデター前後のミャンマーの変化（2022 年 1 月 30 日　朝日新聞）

クーデター前 クーデター後

治安 街中で抗議デモや爆発はほとんどなかった 国軍が抗議する市民を弾圧し，約 1,500 人が
犠牲に（現地の人権団体調べ）

経済 「アジア最後のフロンティア」と期待され，
2011 年の民政移管後の国内総生産（GDP）の
成長率はおおむね 5% 以上

政情不安とコロナ禍で失業が増加。市中両替
商では一時，現地通貨の価値が対ドルでクー
デター前の半分以下に。外資の撤退も相次ぐ

外交 日 本 や 欧 米， 中 国， 東 南 ア ジ ア 諸 国 連 合
（ASEAN）と外交関係を維持

欧米は国軍幹部らに経済制裁。日本は途上国
援助（ODA）の新規案件を停止。ASEAN は
首脳会議に国軍トップを招かず

教育 教育改革に着手。教育への政府支出は対 GDP
比で民政移管後，約 2 倍に

国軍への抗議のため学校に来ない教員や子供
が増加。昨年 6 月時点の通学者は約 3 割にと
どまる（国営紙）

医療 病院や医者が不足。日本の支援などで公衆衛
生の整備を促進

国軍への抗議のため医者や看護師が出勤せず，
多くの公立病院で業務停滞。コロナ禍で病床
不足が一時深刻に

報道 検閲制度が廃止され，多くの民間メディアが
誕生。記者が当局に拘束される事案は継続

国軍に批判的なメディアの免許を取り消し。
拘束され，死亡したカメラマンも。記者の国
外脱出が相次ぐ

� 8）�「アジア最後のフロンティア」と呼ばれたミャンマーの経済が，クーデター後の混乱で苦境にあえ
いでいる。国際労働機関（ILO）の推計では，昨年約 160 万人が失業した。家族を養うために体を売っ
てしのぐ女性も増えている。

� � ヤンゴン中心部から北へ車で約 20 分の幹線道路。日傘をさした民族服の女性たちが等間隔に並ぶ。
たまに車が近づいて価格交渉し，宿に向かう。朝 10 時から 5 時間客を待った女性（19）はナンチョー
カインと名乗った。果物を売り歩いていたがクーデター後は売れなくなった。売春以外に仕事がない。
たまに軍の車が通る。「俺たちが嫌いか ?」。そう茶化す兵士もいる。視線は合わさない。普通に働く
ためのコネも学歴もない。いつか国軍に自分たちのしたことの代償を払わせてやりたい。店舗での売
春もある。中部マグウェー出身の女性（24）はヤンゴンの工場の作業員として月 20 万チャット（約 1
万 3 千円）を稼ぎ，半分を実家に送っていた。だがクーデター後の工場閉鎖で解雇された。今はカラ
オケ店でユヤと名乗って働く。休みは月 2 日で，店の基本給は月 3 万チャット（約 2,000 円）。約 20
人いる同僚の多くが客とホテルに行き，個別に稼ぐ。働き始めて 3 か月後。常連客の一人にユヤも誘
われた。道すがら不安と恐怖が押し寄せた。1 回あたり 3 万チャットから 5 万チャット（約 2,000 円
から 3,200 円）。「お金がないばかりに…」みじめさがこみ上げた。昨年 7 月には一時，嗅覚を失った。
新型コロナウイルスに感染したと感じた。ただ，他の症状はなく，店に出続けた。ユヤには心を寄せ
る男性もいた。故郷にいたころからの知人。「私の仕事がばれたんだと思う。電話も来なくなった」。
故郷の母の電話に心を乱される。午前 8 時に起き，開店に合わせて化粧をしているところに電話が鳴
る。店の大音量の音楽や，同僚の声を何度か聞かれた。「母は感づいていると思う。『仕送りはいらな
い。早く帰ってきなさい。家族でご飯を食べましょう。』毎日そればかり言う」。店には軍人も来る。
無料で飲み食いし，帰っていく。「上司からは政治の話はするなと言われている。私は接客しながら，
心の中で彼らを呪っている」。貯金が 100 万チャット（約 6 万 5 千円）たまったら，故郷で雑貨屋を
開くつもりだ。「そのころには市民が国軍を倒していると思う」。そう願いながら店に出る。（福山，
2022）

53



桃山学院大学総合研究所紀要　第48巻第 1号

　現在ミャンマーにおいては，クーデターという政治的な大きな変化により，現地での起

業のメカニズムを調査することは困難な状況である。

おわりに

　本論文は，桃山学院大学共同研究（19 共 269「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」）の研究成果の一部である。共同研究期間中の研究費補助により

現地調査等が可能になったことを記し，感謝いたします。一方，当該研究期間においては，

世界中のコロナ禍による海外渡航の制限，さらにはミャンマーにおける政変によって，大

きな影響を受けたことは残念であった。
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ミャンマーにおける起業を探る

Possibility�of�Entrepreneurship�in�Myanmar

YAMADA�Ichiro

　The�economic�enterprise� in�Myanmar�has�the�potential� for�further�development.�With�
the�hope�to�add�some�value�to�the�daily�lives�of�the�people�of�Myanmar,�in�this�endeavor,�
the�present�study�reviews�the�extant�literature�of�other�countries�developed�earlier�than�
Myammar.�An�exceptional�study�from�the�viewpoint�of�international�business�by�Praharad�

（2010）�shows�that�large�companies�could�contribute�to�the�enhancement�of�human�life�in�
developing�counties.�Five�billion�people� in�such�countries�could�escape�poverty�through�
the�creation�of�highly�profitable�businesses.�Thus,�instead�of�using�approaches�designed�for�
developed�nations,�large�companies�could�employ�specific�tactics�to�improve�the�wealth�of�
both�their�companies�and�those�in�developing�countries.�Morduch�et al.�（2009）�utilized�the�
original�research�method�of�dairy� finance�to� investigate� financial�activities� in�developing�
countries,�and�found�a�scarcity�of�opportunities�for�support�in�the�following�areas:�1）�daily�
finance�management,�2）� long� term� financial� savings,�and�3）�borrowing�money� for�any�
purpose.�Duflo’s�（2010）�primary� investigation� performed� randomized� comparative�
experiments� to�evaluate�human�development,�health�care,� independent�policy-making,�
and�country�governance.�She�deduced�that�policy�goals�must�be�aligned�for�the�institution�
of�effective�educational�strategies.�Substantial�medical�costs�must�be� incurred�for�health�
care.�Governments� should� devote� funds� to� disease� prevention� rather� than�medical�
treatment.�Policy-making� in�developing�countries�clearly�display�the�time� inconsistencies�
of� implementation.�Loans�at�higher� interest�rates�are�apparently�useful�and,�as�a�result,�
necessary.�Frequent� corruptions� in� the�developing�public� fora�and�other� such� issues�
evidently�inhibit�development.�Banerjee�and�Duflo�（2011）�revealed�unprecedented�findings�
on�the�lives�of�impoverished�people.�Poor�people�encounter�food�shortages;�consequently,�
the�low-priced�foods�such�as�grains�are�provided�via�international�organizations�and�richer�
countries.�Yet,�many� in� such�circumstances�do�not�purchase�other� food� to�add�more�
nutrition� for� their�healthier� survivals.�People� in� the�developing�part�of� the�world�are,�
just�like�those�in�other�countries,�interested�in�a�wide�variety�of�food�choices�and�options�
as�well� as�modes�of� entertainment.�These� studies� suggest� that�developing�countries�
like�Myanmar� require� the� improvement� of� basic� infrastructure� in� education,� health�
and�well-being,� finance,� and�policy-making.�Yet,� these� facets�expose�differences� in� the�
adjudication�of�methods� for�social�change�between�developing�and�developed�countries.�
Suitable�field�surveys�are�therefore�critical�for�future�research�on�the�developments�and�
entrepreneurship�in�Myanmar.

Keywords:�Myanmar,�poverty,�developing�countries,�entrepreneurship,�finance
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〔共同研究：大学サッカー選手の静的・動的バランス能力に関する研究〕

大学サッカー選手の静的・動的バランス能力
に関する研究（第 2 報）

――新規バランス能力テストの信頼性と方向間の差異――

松　本　直　也
井　口　祐　貴
川　端　　　悠
平　井　博　志
竹　内　靖　子
松　浦　義　昌

要　約
　大学サッカー選手を対象に新規バランス能力テストの信頼性と方向間の差異を検討し
た。対象者は，M 大学の男子サッカー選手 97 名であった。対象者は，新規バランス能
力測定システムのプレートの中央を原点とした際の X 軸および Y 軸を基本に角度変動
するプレート上に立ち，プレートの辺が接地検知マットに着かないように安定立位姿勢
を 30 秒間維持することを指示された。測定条件は，左右条件と前後条件とし，各条件
で 1 回練習試行した後，ランダムに 2 試行実施した。一部の評価変数に試行間差が確認
されたため，評価変数は全て対象者のベスト記録で解析した。その結果，接地回数およ
び平均接地時間は前後方向が左右方向よりも有意に多かった。このことから，本テスト
は前後方向の難易度が高い。また，試行間差が認められたものの，その効果量は小さかっ
たためテスト前に十分な事前練習や試行数を増やすことで安定した測定データが得られ
る可能性も示唆された。

1．はじめに

　ヒトの下肢は，不安定な状況下でも身体を安定的に支え，立位，歩行，走行，および跳

躍などを可能としている。これらの動作を行うためにはバランス能力が関与している。また，

これらの動作はその時々のシチュエーションによって関与する体力要素や姿勢の位置，お

よび身のこなし方が異なる。これらの動作は，一般的に静的バランス能力もしくは動的バ

ランス能力に区別され説明されることが多い。たとえば，外乱のない安静立位時は静的バ

ランス能力，支持基底面が不安定に傾斜する状況で姿勢を保持する能力は動的バランスと

キーワード：サッカー選手，バランス能力，方向性
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呼ばれている �1，2）。

　バランス能力は，静的，動的を問わず，幼児から高齢者に至るすべての年代における日

常生活活動の中で必要不可欠な身体能力であり，バランス能力の欠如は，転倒をもたらし，

けがの要因となる。とりわけ高齢者においては，転倒による怪我予防の一環として，ロコ

モーショントレーニング �3，4）をはじめとしたバランストレーニングが実施され，さらに介

護予防の観点から，バランス能力に効果的なトレーニング方法に関する研究も実施されて

いる �5-10）。また，これまでにバランストレーニング機器も数多く開発されてきた �11，12）。

　一方，バランス能力は，日常生活活動ばかりでなく，競技スポーツの世界においても極

めて重要な体力要因の一つとして位置づけられている �13-15）。体操競技やフィギアスケート

等の個人スポーツ，バドミントンやテニス等の対人スポーツ，および身体接触を伴うバス

ケットボールやサッカー等の集団スポーツのいずれの種目においても，バランス能力は，

重要な身体能力であり，バランス能力の優劣によって勝敗が左右されると言っても過言で

はなかろう。

　特に，ボールをコントロールしながら多方向への加速と減速を繰り返すサッカー選手の

姿勢や身のこなし方に着目すると，前後左右に対する高いバランス能力が要求される。また，

プレー中に高いバランス能力を発揮するためには身のこなし方や姿勢を自由自在に制御す

る必要があり，その方向によって，筋・関節機能の関与が異なる。たとえば，前後方向な

らば足関節方略が優位で，左右方向ならば左右への体重移動を行うための股関節方略が優

位となる �16-18）。このことから，方向別にバランス能力を定量化できれば，姿勢保持方略の

ウイークポイントの洗い出しや，それを改善するトレーニングメニューを立案する際に有

益であると考えた。

　本研究ではサッカー選手のバランス能力に関する基礎資料作成のため，新規のバランス

能力テストを利用し，角度変動するプレート上でのバランス能力を前後方向（矢状面）と

左右方向（前額面）のバランス能力テストの信頼性と方向間の差異を検討することを目的

とした。

2．方法

2.�1.　対象者

　対象者は，M 大学の男子サッカー選手 97 名であった。M 大学の男子サッカー選手は，

関西学生サッカーリーグの 1 部校で，卒業生の中には J リーグで活躍している選手もおり，

2018 年度から 3 大会連続で全日本大学サッカー選手権大会にも出場している。テストを実

施するにあたり，対象者にはテストの趣旨および測定方法について，十分な説明を行い，

いずれの対象者も視覚や下肢に障害やケガはない状態で，テストに参加した。
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2.�2.　測定機器

　本研究で使用したバランス能力テストは，Matsuura�et�al.�19）が開発した動的静的バラン

ス測定システム（竹井機器工業株式会社）である。

　本測定器のプレートには 4 つの荷重センサーが内蔵されている。プレート，接地検知マッ

ト，及びステップマットからの信号は中継ボックス（A/D 変換器）によって PC へ送られ

記録される。プレートの大きさは 300mm 四方，高さは 72mm，角度変動幅は左右，前後と

も± 2.5 度であった。そのハードウエアの詳細は表 1 の通りである �20）。

　パソコン用のソフトウエア（Windows7�32bit 以上）で測定できる項目は，1. 受動的バラ

ンス測定のみ時には，接地回数，接地累計時間，及び角速度，2. 能動的バランス測定のみ

時には，タイミング差異時間，及び重心座標差異，及び 3. 共通項目として，重心座標，総

軌跡長，単位時間軌跡長，外周面積，矩形面積，実効値面積，平均位置，及び標準偏差で

ある。測定時間は，1 ～ 600 秒の範囲で，サンプリング周波数は，10Hz，20Hz，50Hz，及

び 100Hz から選択が可能である。対象者が動的バランス測定を実施するプレートの前面と

裏面は，図 1 及び図 2 のようになっており，裏面の中央にある 3 つのバランスボス（Balance��

Bose�of�Sport�）�注）により，支持基底面が左右（前後）に動く。

注）�バランスボスは，図 2 のプレート裏面の中央 3 箇所にある円形の突起物で，バランス

ボスを対象者の前額面と平行にすると前後方向に，対象者の矢状面と平行にすると左

右方向に角度変動する。

図 1　プレートの前面とブロック 図 2　プレートの裏面

表 1　新規の動的静的バランス測定システムのハードウエア

名　称 重　量 大きさ 数量 備　考
プレート 11.1kg 300mm × 300mm × 72mm 1 本研究で使用
設置検知マット 0.1kg 100mm × 300mm × 7mm 2 本研究で使用
ステップマット 0.1kg 100mm × 300mm × 5mm 2
中継ボックス 4.3kg 430mm × 270mm × 60mm 1 本研究で使用
水平ブロック 2.1kg 300mm × 4.5mm × 2.5mm 2
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2.�3.　測定方法

　対象者は，新規バランス能力測定システム

のプレートの中央を原点とした際の X 軸およ

び Y 軸を基本に角度変動するプレート上（図

3）に立ち，プレートの辺が接地検知マット

に着かないように安定立位姿勢を 30 秒間維

持することを指示された。測定中，対象者は

両手を腰に当てたまま，両足の小指側のライ

ン（小指外転筋）はプレートの辺に合わせた

開脚立位を保持した。

　測定は対象者がプレート上で安定したこと

を検者が確認した後，開始された。プレート

の辺のうち，いずれかが接地検知マットに触

れた場合は失敗として，その接地回数と接地

時間が記録され，対象者にはブザーで知らされた。ブザーがなった場合，対象者は直ちに

接地検知マットからプレートの辺を離すよう努めた。測定中に転倒した場合に備え，両サ

イドに補助者を付け，転倒予防に努めた。測定中，プレートから落ちたり転倒した対象者

はいなかった。

　測定条件は，左右条件と前後条件とし，各条件で 1 回練習試行した後，ランダムに 2 試

行実施した。測定データは動的静的バランス測定システムの受動的バランス測定によって，

サンプリング周波数 50Hz で記録された。

2.�4.　評価変数

　評価変数は 30 秒間における総接地回数（以下，接地回数と略す）と 1 回毎の接地時間を

接地回数で除した平均接地時間（以下，平均接地時間と略す）とした。接地回数は，30 秒

間に何回，接地検知マットに着いたかの回数である。接地時間は，個人ごとに接地 1 回毎

の時間が異なるため，1 回毎の接地時間を接地回数で除した平均接地時間で評価した。

2.�5.　統計解析

　対象者の身長，体重の平均値と同年齢の全国平均値 �21）間の差は，z 検定より検討した。

試行間信頼性は，級内相関係数（Intraclass�Correlation�Coefficients：ICC）より検討した。

左右，前後方向における動的バランス時の接地回数と平均接地時間は対応のある一要因分

散分析より検討した。平均値の差の大きさを検討するための効果量として Cohens’d を求め

た。本研究における統計的仮説検定の有意水準は 5% とした。

図 3　バランスシステム

60



大学サッカー選手の静的・動的バランス能力に関する研究（第 2 報）

3．結果

　表 2 に対象者の年齢，サッカー歴，身長，および体重の平均値と 20 ～ 29 歳男子の全国

平均値 �21）間を比較した z 検定結果を示した。身長は，同年齢の全国平均値よりサッカー選

手が有意に大きかったが，体重に有意差は認められなかった。

　表 3 は試行間信頼性を検討するため接地回数と平均接地時間をそれぞれに一要因分散分

析を実施した結果，効果量，そして ICC を示している。前後方向における平均接地時間の

試行間のみに有意差が認められ，1 試行目より 2 試行目が有意に短かった。また，試行間

差が認められなかった評価変数の ICC は，接地回数の左右方向が 0.575，前後方向が 0.680，

平均接地時間の左右方向が 0.729 であった。

　表 4 は 2 試行の内，良い値を代表値とした接地回数と平均接地時間の一要因分散分析の

結果と効果量を示している。接地回数は前後方向が左右方向よりも有意に多く，効果量は0.41

であった。平均接地時間も同様に前後方向が左右方向よりも有意に長く，効果量は 0.35 で

あった。

表 2　対象者の年齢，サッカー歴，身長，体重と全国平均値（20-29 歳男性）の比較

被験者（n=97） 全国平均値（n=134）
Mean SD Mean SD z p

年齢 � 19.5 0.9
サッカー歴 �13.0 1.9

身長 173.4 6.1 171.5 � 6.6  3.056* 0.003
体重 � 67.0 6.5 � 67.6 13.3 -0.884 0.38

*:p<0.05
全国標準値は令和元年度国民健康・栄養調査報告，第 2 部身体状況調査の結果より引用 �21）

表 3　接地回数と平均接地時間の一要因分散分析の結果と ICC

1 試行 2 試行
Mean SD Mean SD F p Cohen’s�d ICC

接地回数
左右 30.97 6.27 30.03 6.03 � 2.686 0.105 0.15 0.575
前後 32.55 6.28 33.53 6.82 � 3.457 0.066 0.15 0.680

平均接地時間
左右 �0.27 0.06 � 0.26 0.06 � 1.508 0.223 0.09 0.729
前後 � 0.31 0.09 � 0.29 0.07 21.402 0.000* 0.35 −

*:p<0.05

表 4　ベスト記録による接地回数と平均接地時間の一要因分散分析の結果

左右 前後
Mean SD Mean SD F p Cohen’s�d

接地回数 30.03 6.03 32.55 6.28 13.181 0.000* 0.41
平均接地時間 �0.26 0.06 � 0.29 0.07 11.350 0.001* 0.35

*:p<0.05
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4．考察

　本研究で対象とした M 大学サッカー選手の体格は，全国平均値 �21）と比べ身長は有意に高

く，体重に差はなかった。本プロジェクト研究第 1 報 �22）時で対象とした大学サッカー選手

は，全国平均値 �23）に比べ，有意に身長は高く体重は重たかった。この違いは，第 1 報では

平成 30 年度の全国平均値（身長 169.1cm，体重 61.4kg）�23）と比較したのに対し，第 2 報では，

令和元年度の全国平均値（身長 171.5cm，体重 67.6kg）と比較した結果であり，全国平均値

の体重は，およそ 6kg 増加していたため，体重に差がなかったものと考える。しかし，サッ

カー日本代表選手の身長と体重は，178.4cm，69kg で身長が高い �24）ことから，身長や体重

のような体格がサッカーのパフォーマンスに与える影響や効果については今後検討する必

要があろう。

　本研究で利用した新規の動的バランス能力テストは，Matsuura�et�al.�19）が開発した動的

静的バランス測定システム（竹井機器工業株式会社）である。新規であるため，この機器

を利用した先行研究は少なく，Matsuura�et�al.��19）が検討した「中高齢者における新規バラ

ンス能力テストの信頼性と性差」に過ぎない。一般的にバランス能力は加齢とともに低下し，

その個人差は増加する。中高齢者を対象とした Matsuura�et�al.��19）では，男女とも 30 秒間の

左右，前後方向の接地回数の ICC は低く，信頼性を保証できるとは考えにくいと報告され

ている。先行研究におけるバランス能力テストの ICC は，0.590 ～ 0.674�25）や 0.40 ～ 0.78�26）

である。本研究では，一部の測定項目に試行間差が認められ信頼性を検討できない項目が

あったが，0.575 ～ 0.729 の ICC が確認されている。また，試行間差があった平均接地時間

の 1，2 試行の効果量は小さく，試行数を増加することで安定した測定データが得られ，先

行研究と同程度の信頼性を得られる可能性が示唆された。

　本研究で使用した測定機器と類似した機構を持つディジョックボードプラスで若年者と

高齢者の動的バランス能力を比較した小栢らの研究 �27）では，若年者と高齢者の 20 秒間の

前後角度変動域に差はないが，総角度変動指数は若年者が有意に大きかったことを報告し

ている。この結果は，揺れの大きさ（幅）は同じであるが，若年者の方が足元のプレート

を素早く頻回に動かしていることを意味している。塩田ら �28）は中高齢者を対象とした筋力

とバランス能力の関係に有意な相関関係を認めており，今後，本研究に類似した実験課題

には筋力の影響を考慮する必要があろう。

　本研究結果において接地回数の平均値は左右方向 30.03 回および前後方向 32.25 回，平均

接地時間の平均値は左右方向 0.26 秒および前後方向 0.29 秒であったのに対し，Matsuura�

et�al.��19）が対象とした男性中高齢者の接地回数の平均値は左右方向 31.50 回および前後方向

31.59 回，平均接地時間の平均値は左右方向 0.33 秒および前後方向 0.36 秒であった。本研究

と先行研究 �19）を比較すると接地回数は左右方向，平均接地時間は左右および前後方向とも

にサッカー選手が男性中高齢者よりも優れていることが示唆された（以下，本研究と先行
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研究のｚ検定の結果，接地回数：左右方向 z=-2.001，p=0.02，前後方向 z=1.506，p=0.135；

平均接地時間：左右方向 z=-11.490，p=0.00，前後方向 z=-9.849，p=0.00）。中高齢者とサッ

カー選手の接地回数と平均接地時間に差が認められた背景には，日頃の運動実践や加齢の

影響を考えるのが妥当であろう。また，サッカー選手は接地回数，平均接地時間とも左右

方向より前後方向が回数は多く，時間も長かったことから，方向がテストの難易度に影響

することも推察される。

　平均接地時間は，1 回毎の接地時間を接地回数で除した値であり，30 秒間の総接地時間

を示しているわけではなく，プレートが床に接地した際のリカバリーの速さを示している。

松田ら �13）は，ディジョックボードを利用し，サッカー選手の動的バランス能力を検討し，サッ

カー選手は他の競技選手や非運動選手に比べ動的バランス能力が高いことを報告している。

すなわち，不安定な状況下でのバランス能力はサッカー選手が優れており，サッカー競技

に必要な能力ともいえるだろう。よって，トップアスリートに近い大学サッカー選手を対

象とし，新規の動的バランス能力テストの機器を用いて検討してきたことは，今後，他の

競技種目と比較する際にはそれなりの意義があろう。また，サッカー選手を対象にした研

究には，ポジション別に検討している研究 �29）もあることから，今後は，この機器を用いて

ポジション間の比較を検討する必要もあろう。

5．まとめ

　大学サッカー選手の新規バランス能力テストの信頼性は，接地回数は中程度であるが平

均接地時間は方向により異なり，前後方向はない。方向間の差異は，接地回数，平均接地

時間共に左右方向より前後方向が難しい。

＊�本稿は，2018-20 年度桃山学院大学共同研究プロジェクト「大学サッカー選手の静的・動的バランス能
力に関する研究」（18 共 264）の研究成果のひとつである。
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Static�and�Dynamic�Balancing��
for�University�Football�Players�（Report�2）:

Reliability�&�Differences�between�Front/Rear�and��
Left/Right�Directions�in�a�New�Balance�Ability�Test

MATSUMOTO�Naoya
IGUCHI�Yuki

KAWABATA�Haruka
HIRAI�Hiroshi

TAKEUCHI�Yasuko
MATSUURA�Yoshimasa

　A�newly-developed�balance�ability� test�was�performed�to�measure�the�reliability�and�
differences�between� front/rear�and� left/right�directions�on�university� football�players.�
The�participants�were�97�male�football�players�from�a�university.�Each�participant�stood�
on�a�square�plate�whose�angle�fluctuated�based�on�the�X-�and�Y-axes,�while� the�center�
of� the�plate� for� the�new�balance�ability�measurement�system�was�the�original�position.�
Participants�were�instructed�to�maintain�a�stable�standing�posture�for�30�seconds�and�not�
to�tilt�until�the�sides�of�the�plate�touched�the�grounding�detection�mattress.�Measurements�
were�recorded�in�front/rear�and�left/right�directions.�After�one�practice�trial�under�each�
condition,� the�tests�were�performed�twice.�Because�a�difference�was�observed� for�some�
evaluation�variables�between�the�trials,�all�evaluation�variables�were�analyzed�using�the�
best�value�of� the�subjects.�The�average�touch� frequency�and�average�touch�time�were�
significantly�higher� in�the� front/rear�than� in�the� left/right�direction.�Therefore,� this� test�
has�a�higher�degree�of�difficulty� in� the� front/rear�direction.�Moreover,� the�small�effect�
size�between�trials�suggested�that�the�obtained�data�were�stable�enough�with�a�sufficient�
pretrial�period�and�additional�trials�before�the�test.

Keywords:�university�football�players,�balance�ability,�directionality�
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自由記述データを用いたテキストマイニングに
よる障害者のイメージ分析

黒　田　隆　之

1．はじめに

　本論文の執筆者は，大学において社会福祉士養成課程の講義科目である「障害者福祉論 A」

を担当している。本論文の目的は，その受講学生による障害者 �1）のイメージについての自由

記述を，テキストマイニングの方法で定量的に分析し，学生の障害者のとらえ方や理解の

仕方の実態を明らかにすることである。

　「障害者福祉論 A」では，毎年最初の講義の際に，学生の障害者に関する知識や理解の程

度を把握するために，障害者についてのイメージを自由に記述してもらうアンケート調査

を行っている。このアンケート調査の目的は，学生に障害に関する理解の程度を自己覚知

してもらうこととあわせて，担当教員が学生の状況を把握し，適切な授業内容や教材を準

備するためでもある。これまで回答を単に読むことで内容を把握してきたが，定量的な方

法で分析することでより正確かつ詳細に理解することができると考え，テキストマイニン

グの方法で分析を行った。

　先行研究としては，因子分析を用いた障害者のイメージ調査として，松村・横川 �2）による

調査，徳珍・藤田 �3）による調査研究，大西ら �4）による調査研究等がある。テキストマイニン

グの手法を用いた障害者のイメージに関する研究としては，井上 �5）による先行研究がある。

井上は主に障害者に対するイメージを名詞句＋形容詞句の係り受けの種類と頻度で分類し，

分析を行っている。本研究では，井上の方法を参考にしつつ，係り受けを分析するのでは

なく，抽出語の出現回数による分析と共起ネットワークによる分析を行った。他に社会福

�1）�本稿では，アンケートで「障害者」という表記で質問をしているため，「障がい者」や「障がいのある人」
ではなく，すべて「障害者」の表記に統一している。

�2）�松村孝雄・横川剛毅（2002）「知的障がい者のイメージとその規定要因」東海大学紀要文学部第 77
輯

� 3）�徳珍温子・藤田大輔（2005）「女子学生・生徒の「身体的」障害者イメージについての一考察」大
阪信愛女学院大学紀要第 39 集

� 4）�大西良・辻丸秀策・鋤田みすず・大岡由佳・山口智也・岩永直美・福山裕夫（2005）「「精神医学」
受講における学生の精神障害者イメージの変化」久留米大学文学部紀要社会福祉学科編第 5 号

� 5）�井上直子（2014）「大学生が抱く「障害者」と「共生」のイメージ」大阪大谷大学紀要第 48 号
キーワード：障害者のイメージ，テキストマイニング
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祉分野におけるテキストマイニングによる研究としては，田口 �6）や高梨 �7）の研究があり，本

研究においてもその分析の方法を参考にした。

2．調査と分析の方法

　分析の対象とする自由記述データは，2021 年度春学期「障害者福祉論 A」の第 1 回目の

授業の出席学生 83 人のアンケートの回答である。アンケートの内容は，「「障害者」という

言葉を聞いて，あなたがイメージすることを，文で，5 つ記述してください。」というもの

である。アンケートの注意書きとして，「単語ではなくて，文でお願いします。必ず 5 つ書

いてください。」と説明している。5 つの理由としては，過去の経験から，2 つ程度では学

生からもっと書いてもよいかという問い合わせがあり，6 つ以上になるとイメージが思い

浮かばなくなり，すべて書くことができない学生がでてくるためで，学生が自分のイメー

ジを出し切るのに 5 つが適当な数であると判断した。83 人からの回答を得て，内 1 人は 4

つの文の記述しかなかったが，他に 1 つの回答枠に複数の文で記述した回答もあったため，

分析のためのデータとしては合計 432 文となった。

　倫理的配慮としては，調査協力は任意であり，回答内容や個人が特定されないようデー

タを加工し，得られたデータは教育・研究目的以外には使用しないことを説明し，学生の

同意を得た上で回答してもらっている。また，「日本社会福祉学会研究倫理規定」ならびに「日

本社会福祉学会研究倫理規定にもとづく研究ガイドライン」を遵守して研究を行った。

　分析の方法としては，KH�Coder を用いてテキストマイニングによる分析を行った。分析

の手順は，KH�Coder の開発者である樋口 �8）による解説と，牛澤 �9）と末吉 �10）による分析手順を

参考にした。分析は，①データを KH�Coder で読み込める形式に編集，②誤字・脱字のチェッ

ク，表記のゆれのチェック，同義語等の編集等，③データのKH�Coderへの読み込みと前処理，

④ KH�Coder の複合語等の My 辞書の作成，⑤抽出語の分析（出現回数の分析，KWIC コ

ンコーダンスによる分析，共起ネットワークによる分析）の手順で実施した。

3．語の出現回数の結果と分析

　図表 1 は形態素解析によって抽出された語の出現回数（TF）の分布である。抽出語

は 652 語あり，その出現回数の平均値は 3.60 回，標準偏差は 10.67 となった。図表 2 は出

現回数が 7 回以上の語の一覧である。これらの語がどのような使われ方をしているのか，

�6）�田口修（2020）「べてるの家のビデオ鑑賞による精神障害に関する学習」日本福祉大学全学教育セ
ンター紀要第 8 号

� 7）�高梨未紀（2018）「生活施設におけるソーシャルワーク実習生の学びの視点」日本福祉大学社会福
祉論集第 138 号

� 8）�樋口耕一（2020）『社会調査のための計量テキスト分析第 2 版』ナカニシヤ出版
�9）�牛澤賢二（2021）『やってみようテキストマイニング�増訂版』朝倉書店
10）�末吉美喜（2019）『テキストマイニング入門』オーム社
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KH�Coder の KWIC コンコーダンスの機能を使って，分析を加えていきたい。図表 3 は，

例えば，「日常生活」という語が使われる文脈を示すコンコーダンスである。ここでは，出

現回数が 15 回以上の語を中心に，その語がどのような文脈で使われているのかを読み解く

ことで，分析を行いたい。

　「人」は最も多い 169 回の頻度で使われている。障害者に関するイメージを問うているの

で，多くの場合「何らかの支援が必要な人たち」や「目が見えない人」というように使わ

れている。そこからは，当たり前であるが，障害者を人としてとらえていることがわかる。

今回の調査では，全回答に目を通しても，障害者の人権を否定するような記述はなかった。

「人」は他にも「支援する人」や「周囲の人」というように使われており，人との関係性で

障害者をとらえている回答も多く見られた。

　動詞の「する」（出現回数 120 回，以下括弧内の数字は出現回数）は，能動的に何かを「す

図表 1　出現回数（TF）の分布
異なり語数（n） 652
出現の平均回数 3.60
出現回数の標準偏差 10.67

出現回数 度数 パーセント 累積度数 累積パーセント
1 385 59.05 385 59.05
2 107 16.41 492 75.46
3 40 6.13 532 81.60
4 30 4.60 562 86.20
5 24 3.68 586 89.88
6 10 1.53 596 91.41
7 7 1.07 603 92.48
8 9 1.38 612 93.87
9 3 0.46 615 94.33

10 3 0.46 618 94.79
11 2 0.31 620 95.09
12 3 0.46 623 95.55
13 1 0.15 624 95.71
14 3 0.46 627 96.17
15 3 0.46 630 96.63
17 3 0.46 633 97.09
19 1 0.15 634 97.24
23 3 0.46 637 97.70
24 1 0.15 638 97.85
25 2 0.31 640 98.16
27 1 0.15 641 98.31
29 1 0.15 642 98.47
31 1 0.15 643 98.62
32 1 0.15 644 98.77
39 1 0.15 645 98.93
41 1 0.15 646 99.08
45 1 0.15 647 99.23
49 1 0.15 648 99.39
92 1 0.15 649 99.54

102 1 0.15 650 99.69
120 1 0.15 651 99.85
169 1 0.15 652 100.00
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図表 3　「日常生活」のコンコーダンス

図表 2　出現回数 7 回以上の語
抽出語 品詞 出現回数 抽出語 品詞 出現回数

人 名詞 C 169 ない 形容詞 B 13
する 動詞 B 120 いる 動詞 B 12
ない 否定助動詞 102 差別 サ変名詞 12
ある 動詞 B 92 社会 名詞 12
障害 タグ 49 困難 形容動詞 11
多い 形容詞 45 受ける 動詞 11
必要 形容動詞 41 コミュニケーション 名詞 10
生活 サ変名詞 39 考える 動詞 10
できる 動詞 B 32 精神的 タグ 10
障害者 タグ 31 苦手 形容動詞 9
イメージ サ変名詞 29 見る 動詞 9
持つ 動詞 27 車いす 名詞 9
思う 動詞 25 にる 動詞 B 8
難しい 形容詞 25 やすい 形容詞（非自立） 8
日常生活 タグ 24 違う 動詞 8
なる 動詞 B 23 強い 形容詞 8
自分 名詞 23 支障 名詞 8
不自由 形容動詞 23 身体的 タグ 8
支援 タグ 19 送る 動詞 8
何らかの タグ 17 普通 形容動詞 8
身体 名詞 17 問題 ナイ形容 8
体 名詞 C 17 行動 サ変名詞 7
周り 名詞 15 助け 名詞 7
少し 副詞 15 場合 副詞可能 7
偏見 タグ 15 身体障害 タグ 7
健常者 タグ 14 世間 名詞 7
分かる 動詞 14 動く 動詞 7
目 名詞 C 14 怖い 形容詞 7
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る」と言う場合と受け身的に「される」という場合が含まれるが，いずれにしても障害者

をイメージするときに何らかの動作や行動が想起されていることが分かる。否定の助動詞

「ない」（102 回）も頻繁に使われていて，多くは「何もできない」や「体が動かない」等の

障害があるためにできないことを表現するために使われている。否定の語が頻出語となる

のは障害者のイメージの特徴と言えるだろう。また，「分かる」（14 回）の使われ方の 13 回

は，「何を考えているのか分からない」や「どうやって接したらいいか分からない」という

否定の「ない」と組み合わされた使われ方であり，障害者のことをよく理解できていない

という状況が読み取れる。「ある」（92 回）の使われ方も，「心身の問題がある」や「生活に

何らかの支障があり」というように，一般的に好まれない状況があるということを説明す

るのに使われている場合がほとんどである。同じように「多い」（45 回）も，「コミュニケー

ションが苦手な人が多い」，「進路や就職などで不利に陥ることが多い」，「不便なことが多い」

というようにネガティブな状況にあることが多いことを説明するのに使われている回答が

ほとんどである。

　「障害」（49 回）については，「心身に障害のある人」，「目に見える障害と目に見えない障

害がある」というように，障害についてさらに具体的に詳しく説明することはできず，漠

然と障害というものを理解している状況が回答からは見えてくる。それは，「何らかの」（17

回）という漠然とした状況を表す語を使って，「何らかの機能が失われている」，「何らかの

支障がある」，「何らかのハンデを負っている」と障害を説明していることからも読み取れる。

　「必要」（41 回）は，「他者の助けが必要な人が多い」，「生活の中で何らかの支援を必要と

する人」，「誰かに支えてもらう必要がある人」というように，ほとんどが他者からの支援

が必要であることを説明する場合に使われている。さらに，「生活」（39 回）と「日常生活」（24

回）は，「生活する上で支援が必要」，「生活する中で大変なことが多い」，「日常生活に支障

があり不便」というように，主体として生きていく上で暮らしの中に困難があるという意

味でほとんどの場合使われており，多くの回答者が日々の生活の状況の中での障害者をイ

メージしていることが分かる。

　「できる」（32 回）は 32 回の頻度の内 29 回は「できない」または「できず」と否定の語を伴っ

て使われていて，「障害が理由でできないことがある」，「会話ができない」，「自分で管理す

ることができない」というように，障害者のイメージとして，多くの人ができることがで

きない状況を想起していることが分かる。また，同様に，「難しい」（25 回）も，「一人では

難しい」，「意思疎通が難しい」，「日常生活が難しい」というように，25 回すべてが何らか

の行動や動作の困難性を示す使われ方であった。

　また，「不自由」（23 回）は，「身体」（17 回）や「体」（17 回）とあわせて，「身体を動か

すことが不自由」，「体が不自由」というように使われており，知的・精神的な活動の不自

由さについては「身体的，精神的不自由」，「心や体が不自由」の 2 回だけしか使われてい

なかった。
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　「支援」（19 回）は，「支援が（を）必要」という使われ方が 14 回で，残りの 5 回も「支

援を受けられる人」，「支援を受けている人」というような使われ方をしており，障害者と

支援を合わせて思い浮かべる回答者が多いことが分かる。

　「自分」（23 回）は，「自分で生活することができず」，「自分で管理することができなくて」

というように障害者が自身一人ではできないことを意味する場合の他に，「自分の思ったこ

とを伝えることが苦手」，「自分の言いたいことが分かってもらうことができず」というよ

うに，障害者自身の気持ちが他者に理解されにくいことを説明する場合にも使われている。

　「周り」（15 回）については，「周りから冷たい目で見られる」，「周りからの理解をなかな

か得られない」というような周囲の人との関係性の不調を表す場合の使われ方と，「周りの

人からの支援」，「周りからのサポートで」というように周囲の人からの支援を表す場合の

使われ方がある。「偏見」（15 回）は「世間から差別や偏見を受けている」，「社会からの偏

見を受けることが多い」というように，障害者の周囲の人や環境と合わせて使われ，「差別

や偏見」というように「差別」（12 回）とセットで使われることも多く見られた。

4．共起分析の結果と分析

　図表 4 は出現回数 7 回以上の語を用いた共起ネットワーク �11）である。共起とは，単語同士

の結びつきの強さを示すもので，ある単語とある単語が同時に文の中に出現することを意

味する。図表 4 では，円の大きさ（面積）はその語の出現数の多さを表し，円と円を結ぶ

線の太さは共起の程度を表し，太いほど強い共起関係があることを示している。

　「人」に焦点を当てると，「人－障害－持つ」と「人－生活－支援－必要」の共起関係を

見ることができる。そこから，障害者のイメージとして，単純に，「障害を持つ人」を思い

描くことが多いということと，障害を持つために「生活する上で支援が必要な人」という

イメージをもつ場合が多いことが分かる。また，「体－不自由」にも共起関係があり，身体

的障害をイメージすることが多く，その身体的障害のために支援が必要というイメージを

読み解くことができるだろう。

　また，「日常生活」に焦点を当てると，「日常生活－何らかの－支障」の共起関係があり，

「日常生活を送るのに何らかの支障がある」ことをイメージする場合が多く見られることが

わかる。あわせて強い共起関係がある「身体的－精神的」の組み合わせと「日常生活」に

も共起関係があり，日常生活において身体的だけでなく精神的な問題となるしんどさがあ

るとイメージしていることも分かる。

　「差別－偏見」も同時に使われることが多い組み合わせであり，差別や偏見を周囲から受

けているイメージを持っていることが分かる。さらに，「分かる－考える－怖い」は，回答

11）�Jaccard 係数 0.25 以上に設定。分析を容易にするために，KH�Coder の抽出語・共起ネットワーク
オプションの品詞による語の取捨選択で，名詞 B，動詞 B，形容詞 B，副詞 B，否定助動詞，形容詞（非
自立）のチェックを外している。

72



自由記述データを用いたテキストマイニングによる障害者のイメージ分析

内では「考えていることが分からない」と否定形で多用されており，何を考えているのか

理解できないので少し怖いイメージがあるというつながりで理解することができる。

5．考察

　分析の結果からは，学生がもつ障害者のイメージは，①当たり前に障害者はすべての人

と同じ人である，②何らかのできないこと，難しいこと，困難なことがある，③日常生活

に困難や大変さがあるために周囲の支援やサポートが必要，④どのように関わればよいの

か分からない，⑤周囲からの偏見や差別がある，の 5 つに整理することができるだろう。

　最初に述べたように，この調査の目的の一つは，社会福祉専門職を養成するためのより

良い授業内容を提供するために，学生の障害に関する理解の状況を把握することにある。

今日の社会福祉の分野では，障害や障害のある人を理解する枠組みとして，国際生活機能

分類（International�Classification�of�Functioning,�Disability�and�Health，以下「ICF」とする）

を用いることが一般的である。ICF は，障害のとらえ方としての医学モデルと社会モデル

を高次の概念で統合した，生きることの全体像を示す生活機能モデルである。今回の調査

結果では，できないことやネガティブな側面をイメージする学生が多いことが分かったが，

図表 4　出現回数 7 回以上の語の共起ネットワーク
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授業の中で ICF を理解してもらい，ポジティブな面も含めた，障害者の人間全体をとらえ

ることができるようになってもらうことが，社会福祉専門職養成には欠かせないことを確

認することができた。

　また，社会福祉における障害者支援は，障害者の人権を守り，擁護するという考え方が

根底にあるが，学生の回答には人権や権利という語は全く出てこなかった。哀れみやかわ

いそうという気持ちから支援を行うのではなく，人権やさまざまな権利の観点から障害者

が置かれている状況を理解できるようになることも重要であることがあらためて認識でき

た。

　この調査のもう一つの目的である，学生に障害に関する理解の程度を自己覚知してもら

うという点に関しては，2 回目の授業でこの分析結果を学生に提示して，今後，社会福祉専

門職としてどのような学修が必要であるか解説を行った。また，最終の 15 回目の授業時に

同じ障害者のイメージのアンケート調査に回答してもらい，学生自身の障害者のイメージ

が変化している，または，変化していないことを確認してもらう機会を設けた。その回答

結果の分析については別の機会に紹介したいと思う。

　今回，自由記述データを用いたテキストマイニングによる障害者のイメージ分析を行い，

テキストマイニングの方法が障害者の理解の分析に活用できることがわかった。障害者福

祉の分野では，支援の記録や学生の実習日誌など多くのテキストデータがある。それらを

単に過去の記録として扱うのではなく，専門職としての支援や学生の実習における学びの

プロセス等の観点から，テキストマイニングの手法で分析することで，新たな知見を得る

ことができるのではないかと考えている。
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Perceptions�toward�People�with�Disabilities:��
A�Text�Analysis�of�Open-Ended�Survey�Questions�

KURODA�Takayuki

　How�do�undergraduate�students�enrolled�in�a�social�welfare�course�perceive�people�with�
disabilities?�This�research�shows�the�students’�understanding�of�people�with�disabilities�
by�analyzing�their�responses�to�open-ended�questions.�A�questionnaire�on�the�people�with�
disabilities�was�provided�to�83�students� in�a�“Social�Welfare�for�People�with�Disabilities”�
course�at�one�university�in�Japan.�The�course�is�required�for�social�welfare�majors�and�is�
a�once-a�week�lecture�for�15�weeks.�The�students�answered�the�questionnaire�at�the�first�
lecture.�A�question�asked�them�to�describe�what�they� imagine,� in�five�simple�sentences,�
when�they�hear�the�phrase�“people�with�disabilities”.�The�purposes�for�this�survey�were�
to�comprehend�the�knowledge�and�understanding�of�the�students�at�the�beginning�of�the�
semester�and�to�prepare�the�rest�of�the�course�for�the�beginning�students.�The�responses�
written�by�the�students�were�analyzed�using�an�open-source�software� for� text�mining,�
called�KH�Coder.�The�textual�analysis�shows�that�the�students’�perceptions�toward�people�
with�disabilities�consist�of� five�different�clusters:� they�are�1）�human�beings,�2）�having�
some�inabilities�and�difficulties,�3）�requiring�support�from�people�around�them,�4）�difficult�
to�build�a�relationship�with,�and�5）�facing�prejudice�and�discrimination�from�people�around�
them.�This�study� indicates� that� the�students’�understanding�of�people�with�disabilities�
was�not�enough�to�work�as�a�professional�supporting�such�people�at�the�beginning�of�the�
semester.�The�social�welfare�major�students�need�to�learn�the�“International�Classification�
of�Functioning,�Disability�and�Health”� in�order�to�understand�the�people�they�will�work�
with�in�the�near�future.�In�addition,�the�students�should�study�human�rights�and�the�rights�
of�the�people�with�disabilities�more�extensively.

Keywords:�perceptions�toward�people�with�disabilities,�text�mining,�teaching,�social�welfare
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研究ノート

都会の住宅街の水場に集まる野生動物
――とくにハクビシンの奇妙な排泄行動について――

巖 　 　 　 圭 　 介

Ⅰ　はじめに

　近年日本の都会ではさまざまな野生動物が観察されることが報道されている。イノシシ，

シカ，クマ，サルなどが住宅街に出没し，人と遭遇して害をなすといったことが頻繁に起

きるようになった（河合・林 2009）。要因はさまざまに考えられるが，中山間地の過疎化が

進み，農業も林業も衰退し，また狩猟活動もほとんど消滅したことなどが主因とされる（羽

澄 2020）。また，アライグマやヌートリアに代表される外来種の跋扈も目立つ。こうした野

生動物と人間の接近は様々な被害をもたらし，人間，動物，双方にとって不幸な結果とな

る（河合・林 2009）。野生動物が何を求めて住宅街に出没するのかを理解することで，無用

の接近を防止するための手がかりが得られるかも知れない。

キーワード：野生動物，ハクビシン，排泄行動，赤外線カメラ

図 1： 同じ池の周りで撮影された動物；（a）ハクビシン；（b）テン；（c）アライグマ； 

（d）イタチ；（e）タヌキ。

（a）

（c）

（b）

（d） （e）
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　本研究では，大阪府北部に位置する人口約 40 万人の豊中市の住宅の庭で観察された動物

たちについて報告する。市域の大半が住宅街であり山や森は皆無といっていい地域で，住

宅の庭にあるコンクリート製の小さな池に，後述する奇妙な「事件」をきっかけに赤外線

センサーカメラを設置したところ，図 1 のようにハクビシン（Paguma larvata），テン（Martes 

melampus），アライグマ（Procyon lotor），イタチ（Mustela itatsi），タヌキ（Nyctereutes 

procyonoides）という 5 種類もの野生の哺乳動物がやってくることが判明した  1）。とくに，ハ

クビシンについては奇妙な行動が撮影されたのでここに報じる。

Ⅱ　観察場所

　この観察が行われたのは，大阪府豊中市北部の住宅街にある築 35 年ほどの一軒家の庭

先にあるコンクリート製の池である。池は長方形で，大きさは外寸 470cm × 87cm，内寸 

435cm × 54cm，深さ 35cm。水深は 20cm 程度で，ヨシが一部に生えており，水中にはマ

ツモが茂っている。金魚が数個体放飼されているほか，カエル（種不明）とタニシが住み

着いている。

　この池は，敷地内の人が居住している建物からは 6m ほど離れており，反対側は雑草の生

えた下りスロープ，さらにその先は約 5m の擁壁の断崖になっている。その擁壁の先にある

隣家は，この観察を始めた当時は空き家であった。したがって，居宅の雨戸が閉められた

夜間には，野生動物の行動に気づく人間は皆無な環境であった。

　当該地区は古くからの住宅街が広がっているが，居宅から約 800m 北には千里丘陵の島熊

山があり，わずかな面積（約 5.5ha）が里山として保全されている。もっとも保全地区のす

ぐ南には中国自動車道と片側三車線の中央環状線が東西に走っており，里山に生息する動

物が道路を越えて行き来するとは考えにくい。一方，居宅から東に 250m ほどのところには

緑地帯が公園として存在する。多くが竹林で占められているが，一部にクヌギなどの落葉

樹が生えており，また外縁にはサクラやイチョウが多く植えられている。

Ⅲ　観察するに至った経緯

　この池になんらかの動物が来訪していると考え観察することにした理由は以下の通りで

ある。2016 年 4 月 8 日朝，池の一端の水中に見慣れない白いものが散乱しているのを発見

した。すくい上げてみるとそれはイチョウの種子，ギンナンであった（図 2 a）。このとき

は十分な記録をとらなかったが，およそ 20 個のギンナンが池の端の底にまとまって沈んで

いた。筆者はほぼ毎朝池をのぞきこんでおり，前日までそのようなものはなかった。この

ときはそれが何を意味するかわからなかった。

　次に 2016 年 12 月 5 日，今度は池の中ほどに置いてある水中の石の上に，動物の糞とみ

 1） 種の同定はいずれも映像に基づくもので，とくにイタチは確実とは言えない。
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られる形の黄色い物体が発見された（図 2 b）。硬く締まっていたが，ほぐしてみるとイチョ

ウの果肉が押し固められたようであった。この中には種子はまったく含まれておらず，果

肉のみからなるものだった。

　この二つの出来事から，何らかの動物がイチョウの実を食していて，その動物がなぜか

この池で排泄しているらしいと推測された。その後，赤外線センサーカメラが安価に販売

されていることを知り，購入して 2017 年 2 月より池のそばに設置して動物の来訪を記録す

ることにした。以後 5 年にわたって映像による観察を続けた。

Ⅳ　方法

　撮影に使用した赤外線センサーカメラは，サンコー（株）製の自動録画防犯カメラであ

る。単 3 電池 8 本で数ヶ月連続駆動し，動くものを感知すると写真を撮影し，その後 1 分

間動画を撮影するよう設定した。当初は 1 日中撮影したが，人間や飼い犬ばかりが写るため，

夕方 17 時から翌朝 7 時までに限定することにした。2017 年 2 月に試験的に何ヶ所かで試し

た後，池のほぼ全体が撮影できる位置に定め，カメラを三脚に固定して撮影した。

　また，2018 年 1 月には 2 台目を導入し，池の中央部に設置して逆方向からの撮影を試みた。

こちらのカメラについては，嵐の夜に転落して水没したため，短期間の使用に終わった。

　撮影は夜間に限定したため，A 月 B 日の 17 時から翌日 7 時までの間に動物が出現した場

合，原則として B 日夜の出現としてカウントすることとする。

Ⅴ　結果

池のほとりに出現した動物たち

　2017 年 2 月に撮影を開始した直後から，頻繁に動物たちは出現した（図 3）。ハクビシン

とテンが観察される出現動物の大半を占めた。いずれも，居宅とは反対側の草むらや画面

外から現れ，幅 17cm ほどあるコンクリート製の池の縁を歩いてうろうろして，また姿を

図 2： （a）池の底に沈むギンナン（2016 年 4 月 8 日）；（b）イチョウの果肉からなる

動物の糞（2016 年 12 月 5 日）。

（a） （b）
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消した。ハクビシンの出現は 2017 年の 4 月から 12 月までかなりの頻度で続いたが，その

後急に途絶えた。2018 年には 2 回，2019 年は現れず，2020 年 6 月に 1 回だけ撮影されてい

る。テンは当初現れる頻度はハクビシンより少なかったが，ハクビシンが姿を見せなくなっ

てからも現れ続けた。テンに関しては，2 台目のカメラでも撮影が成功し，池の中に身を乗

り出して水を飲んでいる姿が確認された。2019 年 4 月に撮影されてからはしばらく現れず，

次に撮影されたのは 2021 年 2 月のことである。

　アライグマは 2017 年 5 月から 8 月までに限って出現した。複数個体が水の中に入って獲

物を探す様子が撮影され，カエルを捕食する様子もとらえられた。水中に入るのが観察さ

れたのはアライグマだけである。2017 年 8 月にはイタチらしき動物が写真に，同 11 月には

タヌキが動画にとらえられたが，いずれもその一度限りであった。

　なお数匹のネコが常連として水を飲みに出現したが，野生動物とは見なさずカウントし

ていない。

ハクビシンの奇妙な排泄行動

　定点観察をはじめてほどなく，2017 年 4 月 3 日夜（4 日 2 時），ハクビシンが撮影され

た。このとき，ハクビシンは池の端のコンクリート壁につかまりながら下半身を池の内部

につきだすようにし，長い尾を持ち上げながら水面近くまで腰を下げた姿勢で少なくとも

15 秒間じっとしていた（図 4 a）。この夜はこのハクビシン以外の動物は記録されなかった。

この映像の翌朝，池の中にまだ白く新しいギンナンが 12 個発見された（図 4 c, d）。この

ことより，ギンナンはハクビシンが池の中に排泄したものと断定した。先述した 2016 年 4

図 3： 5種の動物の月別出現頻度。それぞれの動物が撮影された夜の回数を月ごとにまとめた。

同じ夜に複数回現れても 1 回と数えた。2019 年 5 月以降はほとんど現れていない。
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月 8 日に観察された池の中のギンナンも同様に，ハクビシンが排泄したものと推測される。

2017 年 4 月のこの撮影以降，5 年の間に同様のギンナンは池の中に確認されていない。

　なお，ハクビシンによる同様の排泄姿勢は，その後 2017 年 4 月 6 日と 2018 年 10 月 11

日にも短時間観察された（図 4 b）。この際，新たなギンナンは確認できなかった。

Ⅵ　考察

　今回のハクビシンの奇妙な排泄行動の観察結果から，3 つの謎が浮かび上がった。赤外

線センサーカメラの映像より，ハクビシンがこの池の水中にギンナンをまとめて排泄して

いたことはほぼ間違いないが，ハクビシンは池の周辺に頻繁に現れたにもかかわらず，同

じような排泄の姿勢をとる姿は三度しか観察されていない。日常的にとる行動ではないの

だとすれば，特別な意味があるのだろうか。そもそも，池の縁につかまって下半身を水面

に突き出すという姿勢は，自然界であまりありそうにない状況と思われるが，どういう場

所でとる行動なのだろうか。さらに奇妙なのは，ギンナンが排泄されたのが二度とも 4 月

だったということである。現場の東 250m の緑地帯には多くのイチョウの木が植栽されてお

り，秋にはたくさんの実がなり，あたりに散乱する。それをハクビシンが丸呑みで食べる

図 4： 排泄中と思われるハクビシンの姿と発見されたギンナン。（a）2017 年 4 月 3 日

夜の様子；（b）2018 年 10 月 11 日夜の様子；（c）2017 年 4 月 4 日朝に池の底に

沈んでいたギンナンの様子；（d）同，すくい上げられたギンナン。

（a）

（c）

（b）

（d）
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のは不思議ではないが，排泄が観察された 4 月頃まで実が大量に残っているわけではない。

前年の秋に食べたギンナンが 4 月までこのハクビシンの腹の中にあったのだろうか。なお，

カメラを設置する前の 2016 年 12 月には，種子を含まないギンナンの果肉だけからなる糞

が観察されているが，あいにくこれはこの一回だけの現象で，その後二度と観察されてお

らず，ハクビシンのものかどうか確認するすべはない。

　ハクビシンは，最近では古い家屋の屋根裏などに住み着いて，糞尿で天井板を損傷する

ため業者に駆除依頼が寄せられるという。駆除業者のウェブサイトを見ると，屋根裏に糞

だまりができていて，そこにギンナンが多数含まれているという写真や記述が散見され

る  2）。鳥居（1993）は静岡県浜北市（現浜松市浜北区）市街地で採取したハクビシンの糞を

分析し，イチョウの実が大半を占めていたと報告している。一方，姉崎ら（2010）が群馬

県で調べたハクビシンはイチョウを食べていなかった。

　イチョウの自然植生はすでにほとんど存在しないが，この植物の種子散布を本来どんな

動物が担っていたのかは研究者の興味の対象となっている。小池と正木（2008）は文献調

査によって，イチョウの実を食べる動物はヒグマ，タヌキ，ハクビシンであり，テンやキ

ツネ，アナグマは食べないと報告している。柴田（2012）はイチョウの実を食べるのはホ

ンドタヌキとハクビシンくらいだと記している。一方，北村と澤田（2015）はセンサーカ

メラによる撮影でタヌキ，ニホンアナグマ，ツキノワグマとハクビシンが食べていると報

告している。Del Tredici（2007）によれば，中国ではベンガルヤマネコとハクビシンが種

子散布をしているという。動物が食べて果肉を取り除かないと種子の発芽が進まないとい

うことで，イチョウの果肉の腐敗臭は腐肉食性の動物に種子散布させるための適応であろ

うと推測している。

　いずれの論文を見ても，ハクビシンがイチョウの実を食べる，あるいは糞にギンナンが

含まれることは記されていても，そのギンナンを水中に排泄しているというようなことは

記載がない。むろん，もしそのような行動を自然界でとっていたとしても，現場を目撃し

ない限りその水中のギンナンを発見する可能性は皆無であろう。その意味で，今回の発見

が普遍的な意味をもつものか，この場所限りの特異現象かを見定めるには，少し時間がか

かるであろう。

　本研究の観察により，住宅街にある人工的な水場がさまざまな動物を呼び寄せ得ること

が判明した。きわめて人工的な池に，なぜ野生動物がやってくるのか。観察された 5 種の

野生動物のうち，ハクビシンとテンについては池の水を飲んでいる様子が撮影されており，

飲み水を求めてという理由が考えられる。アライグマについては水中に入りカエルを捕獲

した様子が撮影されており，獲物を求めるという理由があった。イタチとタヌキについて

はそれぞれ一度きりの撮影であり，理由を推測するだけの材料がない。ちなみに，5，6 頭

 2） 例：（株）サンキョークリーンサービスのブログ
  https://www.sankyo64.com/blog/joshi/entry-564/　2022 年 4 月 4 日確認
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のネコも頻繁に観察されたが，いずれも池の水を飲んでいる様子が撮影された。都会に潜

む動物にとって，きれいな水を手に入れられる場所は意外に少ないということを示してい

るのかも知れない。

　撮影された動物たちがどこからやってきたのかはわからない。観察場所周辺には比較的

古い昭和の日本式家屋が点在していたが，次々と取り壊され新しい住宅に置き換わってい

る。もしかしたら，ほぼ 2017 年にのみ観察されたハクビシンなどはそうした家の屋根裏な

どに住んでいたもので，取り壊しに伴って別の場所に移動してしまったのかも知れない。
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 （2022 年 4 月 8 日受理）
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Observation of Wild Animals Gathering at a Small Pond  
in an Urban Residential Area, and of the Strange Excretory 

Behavior of Masked Palm Civets in Particular

IWAO Keisuke

Animal appearance was monitored by a small artificial pond in an urban residential area 
using an infrared camera for five years starting 2017. Five wild animals were recorded: 
masked palm civets, martens, common racoons, a weasel and a racoon dog. Most frequent 
were civets and martens. Civets showed strange behavior a few times; they hung 
themselves on the edge of the concrete pond, sticking out and lowering their rear to the 
water, and apparently excreted into the water. The excrement consisted of many ginkgo 
seeds. It was observed in April when there was no ginkgo fruit around the area.

Keywords: wild animals, masked palm civet, excretory behavior, infrared camera
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2021 年度　研　究　所　日　誌

� 桃山学院大学総合研究所　　
Ａ．共同研究
　１．共同研究プロジェクト活動
　 １�９共２６９「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

ンダレー近郊農村の事例調査を中心に―」（代表者：山田伊知郎）
・ 2 月 26 日� 調査①日本在住ミャンマー人のサンディリンレ氏にインタビュー調査　参加

者：山田伊知郎，関浩成　場所：大阪府　我孫子道
・ 3 月 5 日～ 6 日� 調査①日本在住ミャンマー人にインタビュー調査（対象：ジンジンラッ氏，

ヌェ　イ　サン氏，ケィジンモーウー氏）　参加者：山田伊知郎，関浩成　
場所：群馬県新前橋市　静岡県浜松市　

　 １９共２７０「人文・社会科学におけるテキストマイニングの適用可能性」（代表者：中村勝之）

　 １９共２７１「近代日本の社会問題とそれへの対応」（代表者：小島和貴）
・ 9 月 3 日� 調査①近代日本社会問題関連資料の調査　参加者：小島和貴　場所：東京都　

東京都公文書館
・ 9 月 16 日� 研究会①「泉州の近世近代移行期をどう構想するか―『和泉市の近現代』第

Ⅰ部を執筆して―」　報告者：島田克彦　②本年度研究活動の進捗状況　
報告者：小島和貴　③その他　参加者：小島和貴，島田克彦，鈴木康文，
見浪知信，向村九音，瀧澤仁唱　場所：Web での会議

・11 月 13 日� 調査①近代日本の社会問題の解明を目的とした調査・研究　参加者：小島和
貴　場所：愛知県　愛知県立図書館

・12 月 6 日� 研究会①論題「近世における大和国諸社の由緒の生成―今出河一友による石
上神宮由緒の述作を中心に」　発表者：向村九音　②論題「大正期東京に
おける方面委員制度」　発表者：小島和貴　③その他　参加者：小島和貴，
島田克彦，鈴木康文，見浪知信，向村九音，瀧澤仁唱　場所：Web での会
議

・12 月 11 日� 調査①近代日本の社会問題の解明を目的とした調査・研究　参加者：小島和
貴　場所：愛知県　愛知県立図書館

　 １�９連２７２「香港フードエキスポを活用した地域産業の活性化に関する研究―地域ブランドの輸
出促進と産学官連携―」（代表者：大島一二）

・ 4 月 23 日� 研究会①今年度の活動計画についての打ち合わせ　参加者：大島一二，角谷
嘉則，室谷有宏，吉田恵子，義永忠一，櫻井結花，内山怜和，伊藤カンナ，
竹歳一紀，唐成　場所：Web での会議

・ 5 月 15 日～ 17 日� 調査①香港フードエキスポ2021にかんする，長野県関係者との協議　参加者：
大島一二，リュウハクカン，鮑萌，楊歓，王文倩，阮毅力　場所：長野県　
松本ハイランド農業協同組合，ぶどうりんご生産販売生園，山辺ワイナリー

・ 9 月 5 日～� 調査①香港フードエキスポ2021にかんする，長野県関係者との協議　参加者：
大島一二，リュウハクカン，鮑萌，楊歓，王文倩，王清，フジョウ　場所：
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長野県　松本ハイランド農業協同組合，農家（新生園，野の香）
・10 月 14 日� 調査①大阪府「畑のつづき」八尾店における特産物輸出の実態と今後の計画

についての調査　参加者：大島一二，楊歓，王文倩　場所：大阪府　JA
大阪中河内

・10 月 20 日～ 21 日� 調査①中小機構（金沢市）石川県産業創出機構（金沢市）において，地域の
特産物の輸出に関するヒアリング　参加者：大島一二　場所：石川県金沢
市

　 １９連２７３「インドネシアとの相互的文化交流に関する総合的研究（Ⅲ）」（代表者：森田良成）
・ 6 月 17 日� 研究会①「『バベル人』とは誰なのか？―バンカ・ブリトゥン州での調査から」

二重作和代（京都大学大学院アジア・アフリカ地域研究研究科）　参加者：
二重作和代（京都大学大学院），小池誠，森田良成，宮嶋眞，富岡三智，
鈴木隆史，ジャスティン・タウフィック　場所：Web での会議

・ 7 月 10 日� 研究会①「インドネシアで働く事になった経緯とコロナ禍での仕事と生活」
について　報告者：中村友美，𠮷村京子，横谷公乃　参加者：中村紗季，
小池誠，森田良成，宮嶋眞，小島和貴，松平功，由比邦子，南出和余，イ・
ヌガ・シクラマ，ゲリー・タナマス，ジャスティン・タウフィック，中村亜美，
原田健斗，大沼ナターシャ，クララ・ベセスダ　場所：Web での会議

　 ２０共２７４「21 世紀の日本の安全保障（Ⅵ）」（代表者：望月和彦）
・ 8 月 24 日� 研究会①「戦時における日本の発券銀行―戦時における軍事支出の財政金

融上の処理」　報告者：望月和彦　②「大数民族と西太平洋同経度国家連
合―前回報告への若干の補足」　報告者：捧堅二　③「田中宇の米軍アフ
ガン撤退に関する四論文を題材に」討論会　1）米欧アフガン撤退の失
敗　2）タリバン復権　3）タリバン訪中　4）中露のものになったユー
ラシア　④米中関係と日米同盟について「米中緩解の現状と今後の国際
政治動向を探る―増田悦佐（著）『米中「利権」超大国の崩壊』を題材
に」　報告者：村山高康　「バイデンの政権の引き起こす東アジア安全保障
政 ―Masahiro�Matsumura，“Process�vs.�Structure”,�Strategic�Vision� for�
Taiwan�Security,�Vol.10,�No.50,�September2021�を題材に」　報告者：望月
和彦　参加者：望月和彦，松村昌廣，村山高康，捧堅二　場所：大阪府　
箕面山荘「風の杜」

・ 8 月 25 日� 研究会①我が国のサイバーセキュリティ戦略の欠点と展望―『平和国家』体
制の桎梏への対応を考える　報告者：松村昌廣　②いかに尖閣・台湾有事
に備えるか　報告者：松村昌廣　参加者：望月和彦，松村昌廣，村山高康，
捧堅二　場所：大阪府　箕面山荘「風の杜」

・ 8 月 31 日� 他の研究会への参加① “Ketagalan�Forum� ―�2021�Asia� �Pacific�Security�
Dialogue”�organized�by�The�Prospect�Foundation�（Taipei）�and�sponsored�
by�the�Republic�of�China�（Taiwan）�Ministry�of�Foreign�Affairs,�August�
31,�2021　参加者：松村昌廣　場所：Web での参加（オンライン国際セミ
ナー）

・12 月 14 日～ 15 日� 研究会①～④の発表と討論　①「斎藤幸平（著）『新人世の「資本論」』を
読む」　発表者：村山高康　②「新人世の資本主義と歴史の終わり」　発表
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者：望月和彦　③「アフガン撤退に見る米国覇権の危機」　発表者：松村
昌廣　④「AUKUS の虚実―米英のパフォーマンスに注意せよ」　発表者：
松村昌廣　参加者：望月和彦，松村昌廣，村山高康，捧堅二　場所：大阪
府　箕面山荘「風の杜」

・ 3 月 7 日� 事前会議「打ち合わせ・事前調整」　参加者：松村昌廣，村山高康，捧堅二，
尾上定正　研究会①～③の発表と討論　①「国家安全保障戦略等の見直し
について―敵攻撃基地能力を例に」　発表者：尾上定正　②「対中戦略と
しての陸自の縮小再編成―漸進的アプローチからビック・バンへ」　発表
者：松村昌廣　③「ロシアのウクライナ侵攻」　発表者：松村昌廣　参加者：
望月和彦，松村昌廣，村山高康，捧堅二，尾上定正　場所：大阪府　箕面
山荘「風の杜」

・ 3 月 8 日� 事後会議「次年度の活動，自衛隊基地研修を含む」　参加者：松村昌廣，村
山高康，尾上定正　場所：大阪府　箕面山荘「風の杜」

　 ２０共２７５「経済学部独自アンケート（E-folio）の深化に向けて」（代表者：荒木英一）
・ 1 月 14 日� 研究会①「平常点と試験点の関係について（LMS データの集計による）」　報

告者：矢根真二　参加者：荒木英一，矢根真二　場所：Web での会議
・ 3 月 20 日～ 23 日� 研究会①「経済学部統一テストと教務データ（GPA，必修科目履修履歴）と

の接合」　発表者：荒木英一　参加者：荒木英一，井田憲計，矢根眞二　場所：
Web での会議

　 ２０共２７６「第三段階教育における教育の社会的成果に関する国際比較研究」（代表者：藤間真）
・ 5 月 21 日� 研究会①本プロジェクトの趣旨　報告者：藤間真　②今後の進め方・成果論

文について　報告者：村上あかね　③自己紹介　④春学期の取り組み・課
題　⑤今年度の活動について　参加者：井田憲計，大田靖，長内遥香，櫛
井亜衣，小林珠子，高良要多，藤間真，中西啓喜，萩原久美子，水沼友宏，
村上あかね，吉田恵子　場所：Web での会議

・ 8 月 18 日� 研究会①入学前教育・初年次教育，アカデミックスキルズ，学生アンケート
について　報告者：高良要多　②春学期を振り返って　③アドミッション
について　報告者：中西啓喜　④このプロジェクトで目指すもの　⑤研究
成果の公表について　報告者：高良要多，村上あかね　⑥その他（資料の
アップ，次回日程）　参加者：大田靖，高良要多，藤間真，中西啓喜，萩
原久美子，水沼友宏，村上あかね，吉田恵子　場所：Web での会議

・ 8 月 19 日� 研究会①統計＆ ICT に関して，全学及び各学部のカリキュラムの確認　②担
当科目を振り返って　③ BYOD 化について　④このプロジェクトで目指
すもの　⑤研究成果の公表について　報告者：村上あかね　⑥その他（資
料のアップ，次回日程）　参加者：井田憲計，大田靖，藤間真，村上あか
ね　場所：Web での会議

・10 月 21 日� 研究会①春学期「大学レポート入門」の報告①　報告者：櫛井亜依，学習支
援センター契約教員　②春学期「大学レポート入門」の報告②　報告者：
高良要多　③秋学期の目標　④継続申請について・成果について　報告者：
村上あかね　③④は後日メール持ち回り　参加者：井田憲計，大田靖，長
内遥香，櫛井亜依，小林珠子，水沼友宏，高良要多，藤間真，中西啓喜，
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萩原久美子，橋本あかり，村上あかね，吉田恵子，吉弘憲介　場所：Web
での会議

・ 3 月 16 日� 研究会①入学前教育について　報告者：高良要多　②秋学期の振り返り・春
学期の目標について　③来年度の体制と成果の取りまとめについて　報告
者：村上あかね　参加者：井上敏，大田靖，高良要多，藤間真，中西啓喜，
村上あかね，吉田恵子，吉弘憲介，水沼友宏，長内遥香，櫛井亜衣，小林珠子，
中田英利子　場所：Web での会議

　 ２０連２７７「デジタル・ファイナンスによる地域活性化の可能性」（代表者：中野瑞彦）
・ 4 月 13 日� 調査①丸亀市役所に隣接して建設された「マルタス」の地域活性化コンセプ

トに関する調査と施設見学　参加者：中野瑞彦　場所：香川県丸亀市
・ 5 月 24 日� 研究会①証券経済研究会「大阪における店頭売買承認銘柄―昭和 20 ～ 30 年

代の非上場株式市場―」　報告者：松尾順介　参加者：中野瑞彦，松尾順
介　場所：Web による開催

・ 7 月 17 日� 研究会①証券経済研究会「メガバンク FG の業務変容と収益低迷のジレンマ」　
報告者：中野瑞彦　参加者：中野瑞彦，松尾順介　場所：Web による開催

・ 9 月 27 日� 研究会①証券経済研究会「東京における店頭売買承認銘柄」　報告者：松尾
順介　参加者：中野瑞彦，松尾順介　場所：Web による開催

・ 2 月 19 日� 研究会①証券経済研究会「名古屋における店頭売買承認銘柄―昭和 20 ～ 30
年代の非上場株式市場」　報告者：松尾順介　参加者：中野瑞彦，松尾順
介　場所：Web による開催

・ 3 月 19 日� 研究会①証券経済研究会「グローバル・トップ・バンクの変遷と金融市場
の不安定性」　報告者：中野瑞彦　参加者：中野瑞彦，松尾順介　場所：
Web による開催

　 ２０連２７８「障害者差別解消法施行後の大学における合理的配慮と学生支援」（代表者：安原佳子）
・ 5 月 28 日� 会合①大学 HP の調査の引継ぎについて（アルバイト学生の変更について）　

参加者：篠原千佳，安原佳子　場所：Web での会議
・ 6 月 15 日� 会合①大学 HP の調査の引継ぎについて（調査項目の確認と修正の検討）　

参加者：篠原千佳，安原佳子　場所：桃山学院大学
・ 7 月 28 日� 会合①今年度の研究計画について（研究会，研究セミナーのテーマの検討）　

参加者：篠原千佳，花元彩，金澤ますみ，栄セツコ，安原佳子　場所：桃
山学院大学

・11 月 27 日� 研究会①「高等学校における障がいのある生徒の現状と進路指導（高大連携
等）のあり方」　講師：長谷川陽一　参加者：篠原千佳，栄セツコ，信夫
千佳子，森田政恒，星川大祐，金澤ますみ，花元彩，申恩瑄，池田博人，
安原佳子　場所：大阪府　リンク大阪

・ 3 月 3 日� 研究会①「大学 HP 調査から障がい学生支援の現状をどう分析するか」につ
いて検討　参加者：篠原千佳，信夫千佳子，金澤ますみ，申恩瑄，安原佳
子　場所：大阪府　ハルカス会議室

　 ２０連２７９「地域文化財の掘り起こしと活用の研究」（代表者：井上敏）
・ 7 月 28 日� 調査①宝永地震及び津波の文化に及ぼした影響を探る　参加者：梅山秀幸　
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場所：東京都　築地本願寺，大本山護国寺，寛永寺，三井記念美術館，豊
橋美術博物館，豊橋中央図書館

・11 月 6 日～ 7 日� 調査①「群馬県立歴史博物館，群馬県立近代美術館の調査」　②「円覚寺国
宝舎利殿の調査」　③「三鷹まるごと博物館へ地域におけるエコミュージ
アムの展開例として調査」　参加者：井上敏　場所：①群馬県　群馬県立
歴史博物館・群馬県立近代美術館　②神奈川県　円覚寺　③東京都　三鷹
まるごと博物館

・11 月 18 日� 調査①南朝史跡の調査の一環として如意輪寺の秘仏を始め通常非公開の文化
財の調査を実施。吉水神社も同様に調査を実施。　参加者：井上敏　場所：
奈良県　如意輪寺，吉水神社

・11 月 20 日～ 21 日� 調査①山口県立萩美術館・浦上記念館・福岡市美術館は個人コレクション寄
贈によってできた美術館・展覧会であり地域貢献の観点から両館共に調査
を実施。　②九州国立博物館の「海幸・山幸」は地域の文化の発達が海・
山共にどれだけの恩恵を受けているかという展覧会の為調査を行った。　
参加者：井上敏　場所：山口県　山口県立萩美術館・浦上記念館／福岡県　
福岡市美術館，九州国立博物館

・12 月 4 日� 調査①鶴岡八幡宮境内の 3 つのミュージアムの調査　②神奈川県立歴史博物
館「早雲寺―戦国大名北条氏の遺産と系譜―」展の調査　参加者：井上敏　
場所：神奈川県　鶴岡八幡宮，神奈川県立歴史博物館

・ 2 月 21 日� 研究会①「楠公顕彰と地域社会」　講師：尾谷雅彦　参加者：梅山秀幸，張陽，
星川大祐，井上敏，尾谷正彦　場所：Web による開催

　 ２０連２８０「水・社会インフラ整備更新の課題と展望」（代表者：井田憲計）
・ 5 月 19 日� 研究会①プログラミング実習の遠隔講義対応のためのオンライン学習環境の

構築事例―低価格シングルボードコンピューターの並列接続によるクラス
タ環境上の Jupyter�Notebook システム　報告者：櫻井雄大　②水プロジェ
クトの 2021 年度運営について　報告者：田代昌孝　参加者：櫻井雄大，
田代昌孝，井田憲計，井田大輔，粟田健一，吉川丈，荒木英一，藤間真，
中村恒彦，濵村純平，澤田鉄平　場所：Web での会議

・ 7 月 1 日� 研究会①消費税率の引き上げと水道料金の改定　報告者：田代昌孝　②生
産集中度統計の可視化と中小企業研究での利用可能性　報告者：井田憲計　
参加者：櫻井雄大，田代昌孝，井田憲計，中川巖，粟田健一，吉川丈，矢
根眞二，中村恒彦，濵村純平，澤田鉄平，小西杏奈　場所：Web での会議

・ 8 月 25 日� 研究会①「Disclosure� policy� for� relative� performance� indicators� under�
product�market�competition」　報告者：濵村純平　参加者：櫻井雄大，田
代昌孝，井田憲計，吉川丈，矢根眞二，小島和貴，中村恒彦，栗田健一　場所：
Web での会議

・ 8 月 28 日～ 29 日� 調査①福井市水道記念館にて福井市の水道の歴史，福井市の水道の現状につ
いての調査を実施。　参加者：濵村純平　場所：福井県　福井市水道記念
館

・ 9 月 22 日� 研究会①「消費税率の引き上げと水道料金の改定」　報告者：田代昌孝　参
加者：井田憲計，吉川丈，矢根眞二，濵村純平，小島和貴　場所：Web で
の会議
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・10 月 20 日� 研究会①「水道事業と官民連携―基礎概念を中心に―」　報告者：藤木秀明　
参加者：田代昌孝，井田憲計，吉川丈，矢根眞二，濵村純平，櫻井雄大，
粟田健一　場所：Web での会議

・11 月 10 日� 研究会① 12 月 4 日（土）公開ウェビナー打ち合わせ　報告者：井田憲計　
参加者：田代昌孝，井田憲計，吉川丈，濵村純平，櫻井雄大，粟田健一，
中村恒彦，小島和貴　場所：Web での会議

・11 月 17 日� 研究会①「Endogenous�Timing� in�Co-opetitive�Mixed�Duopoly」　発表者：
櫻井雄大，吉川丈　参加者：田代昌孝，井田憲計，吉川丈，濵村純平，櫻
井雄大　場所：Web での会議

・11 月 17 日～ 19 日� 調査①米子市水道局にて水道の歴史，米子市の水道の現状についての調査を
実施。米子市水道記念館の見学。床几山給配水池を見学し歴史と構造につ
いての調査を実施。　参加者：濵村純平　場所：鳥取県　米子市水道局・
米子市水道記念館・床几山旧配水池　

・12 月 4 日� 研究会①公開ウェビナー「水・社会インフラ整備更新の課題と展望を問う」　
講師：福田健一郎　参加者：田代昌孝，井田憲計，吉川丈，濵村純平，櫻
井雄大，中村恒彦，小島和貴，小西杏奈，孟哲男，他 35 名　関連 URL：
https://www.andrew.ac.jp/newstopics3/2021/hl026a000000upqr.html　 場
所：Web による開催

・ 2 月 9 日� 研究会①「Attention�in�the�Workplace」　発表者：山田麻以　「今年度予算執
行状況について」　発表者：田代昌孝　参加者：田代昌孝，井田憲計，吉川丈，
濵村純平，櫻井雄大，山田麻以，澤田鉄平，粟田健一　場所：Web での会
議

・ 3 月 3 日～ 5 日� 調査①神奈川県水道記念館にて水道の歴史，神奈川県の水道の現状について
の調査を実施。　②明海大学の山田先生と研究報告と打ち合わせを実施。　
参加者：櫻井雄大，澤田鉄平，吉川丈　場所：神奈川県　神奈川県水道記
念館

　 ２１共２８１「大学生のスポーツとヘルスリテラシーに関する研究」（代表者：大野哲也）
・ 4 月 5 日� 会合①代表・会計・企画メンバー紹介（顔合わせ）　②実行計画・予算につ

いての打ち合わせ　参加者：大野哲也，竹内靖子，石田あゆう，松本直也，
水流寛二　場所：Web での会議

・ 4 月 5 日� 会合①障がいとスポーツ班メンバー顔合わせ　②研究概要・予算案の確認　
参加者：水流寛二，植田里美，川井太加子，石田易司，竹内靖子　場所：
社会学共同研究室

・ 4 月 14 日� 会合①大学生とスポーツ班メンバー顔合わせ　②研究概要・予算案の確認　
参加者：松本直也，竹内靖子，井口祐貴，山下陽平，石村広明　場所：スポー
ツ教育センター室

・ 4 月 23 日� 会合①共同研究メンバー紹介（顔合わせ）　②研究目的・実行計画の確認　
参加者：大野哲也，竹内靖子，木島由晶，水流寛二，植田里美，山下陽平，
石村広明　場所：Web での会議

・ 5 月 26 日� 研究会①「健康」と「衛生」の文化史について　参加者：長﨑励朗，木島由晶，
石田あゆう，名部圭一，水流寛二，竹内靖子，大野哲也　場所：Web での
会議
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・ 6 月 23 日� 研究会①スポーツ班研究の方向性について　報告者：松本直也，井口祐貴，
竹内靖子　②スポーツ班共同研究について　報告者：山下陽平　参加者：
松本直也，井口祐貴，山下陽平，石村広明，竹内靖子，大野哲也　場所：
Web での会議

・ 6 月 30 日� 研究会①スポーツ班個別研究案報告　報告者：石村広明　②スポーツ班共同
研究計画・スケジュールの検討　参加者：松本直也，井口祐貴，山下陽平，
石村広明，川井太加子，竹内靖子　場所：Web での会議

・ 7 月 19 日� 研究会①福祉班共同研究の方向性について　報告者：石田易司，植田里美　
② 2021 年度共生実施報告　報告者：水流寛二，川井太加子，竹内靖子　
参加者：水流寛二，植田里美，川井太加子，石田易司，竹内靖子　場所：
桃山学院大学

・10 月 12 日� 研究会①研究中間報告　②メディア班の研究論文についての報告　発表者：
大野哲也　③ 2022 年度の調査研究についての検討　発表者：竹内靖子，
長﨑励朗　参加者：大野哲也，竹内靖子，長﨑励朗，木島由晶　場所：
Web での会議

・11 月 10 日� 研究会①研究中間報告　② 2022 年度調査研究案の検討　発表者：松本直也，
竹内靖子　③調査に伴う倫理申請案の検討　発表者：山下陽平　④調査に
伴う同意書案の検討　発表者：井口祐貴　参加者：松本直也，井口祐貴，
山下陽平，石村広明，大西史晃，竹内靖子　場所：Web での会議

・11 月 24 日� 研究会①スポーツ班における「ヘルスリテラシー」定義・課題共通認識　②
研究目的・方法の再整理　発表者：松本直也，井口祐貴，大西史晃，山下
陽平　③研究スケジュールの確認　参加者：松本直也，井口祐貴，山下陽平，
石村広明，大西史晃，竹内靖子　場所：Web での会議

・12 月 20 日� 研究会①講師紹介　報告者：竹内靖子　②ハワイ大学障がい学研究センター
の取り組み：スポーツ・キャンプ関連プロジェクトのご紹介　発表者：高
橋桐子先生（ハワイ大学マノア校障がい学研究センター暫定ディレクター
東京大学先端科学技術研究センター特任准教授）　③ ICT を活用した意見
交換会　参加者：石田易司，水流寛二，植田里美，大野哲也，竹内靖子，
大西翼，小林萌絵，澤田海人，安田翔一　場所：Web での会議

・ 2 月 22 日� 会合① 2021 年度研究総括　② 2022 年度研究計画　参加者：大野哲也，石田
あゆう，竹内靖子，水流寛二　場所：Web での会議

・ 2 月 26 日� 他の研究会参加① Pac�Rim�Conference（第 37 回環太平洋障がいとダイバー
シティ国際バーチャルカンファレンス）参加　参加者：水流寛二　場所：
Web での参加

　 ２１共２８２「大学サッカー選手におけるオフフィートテストの有効性」（代表者：松本直也）
・ 4 月 7 日� 会合①実行計画，予算についての打ち合わせ　参加者：松本直也，井口裕貴，

川端悠　場所：Web での会議
・ 4 月 20 日� 会合①研究計画，予算案の確認　参加者：松本直也，井口裕貴，川端悠，石

村広明，山下洋平　場所：Web での会議
・10 月 28 日� 会合①次年度の実行計画，予算の打ち合わせ　参加者：松本直也，井口祐貴，

川端悠，山下洋平，石村広明　場所：Web での会議
・12 月 14 日� 会合①オフフィートテストの実施について打ち合わせ①　参加者：松本直也，
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井口祐貴，川端悠，山下洋平，石村広明　場所：Web での会議　
・ 1 月 26 日� 会合①オフフィートテストの実施について打ち合わせ②　参加者：松本直也，

井口祐貴，川端悠，山下洋平，石村広明　場所：Web での会議
・ 2 月 8 日～ 9 日� オフフィートテストの実施　実施内容：ワットバイクを利用したテスト 6 秒

ピークパワーテスト×2回，30秒スプリント・テスト×1回，3分エアロビッ
クテスト× 1 回　参加者：松本直也，井口祐貴，川端悠，被験者 30 名（桃
山学院大学体育会サッカー部所属）　場所：桃山学院大学総合体育館

　 ２�１連２８３「総合的東南アジア研究に関する台湾国立政治大学国際関係研究所東南アジア研究セ
ンターとの学術交流」（Ⅱ）（代表者：松村昌廣）

・ 8 月 31 日� 他 の 研 究 会 へ の 参 加 ① “Ketagalan�Forum―2021�Asia�Pacific�Security�
Dialogue”�organized�by�The�Prospect�Foundation�（Taipei）�and�sponsored�
by�the�Republic�of�China�（Taiwan）�Ministry�of�Foreign�Affairs,�August�
31,�2021　参加者：松村昌廣　場所：Web での参加（オンライン国際セミ
ナー）

・11 月 20 日～ 21 日� 研究会① 12 月 1 日に予定される国立政治大学国際関係研究所東南アジア研
究センターとの合同ワークショップのための事前研究会。発表・討論内
容 “Japan’s�strategic�adaptation� to�U.S-China� techno-hegemonic�rivalry:�
regional� implications”　発表者：松村昌廣　“Have�US-China�Trade�War�
and�COVID-19�Triggered�an�Escape�of� the� Investment� from�China� to�
ASEAN?”　発表者：江川暁夫　“The�Cultural�Politics�on�“Descendants�of�
Chinese�Immigrants”�and�National�Identity� in�Southeast�Asia”　発表者：
宮原暁　討論者：竹内俊隆　参加者：松村昌廣，江川暁夫，宮原暁，竹内
俊隆　場所：兵庫県　シーサイドホテル舞子ビラ神戸

・12 月 1 日� 研究会①第 4 回桃山学院大学総合研究所地域連携プロジェクト（東南アジア
研究）・国立政治大学国際関係研究所東南アジア・センター共催によるオ
ンライン・ワークショップ「東アジア地域ダイナミズムにおける現在の諸
傾向（Current�trends�of�East�Asian�regional�dynamics）」にて発表・討論。　
発 表 テ ー マ ① “Have�US-China�Trade�War�and�COVID-19�Triggered�
an�Escape�of� the�Investment� from�China�to�ASEAN?”　発表者：江川暁
夫　 ② “Japan’s�strategic�adaptation�under�U.S-China�techno-hegemonic�
rivalry:�regional� implications”　発表者：松村昌廣　③ “The�politics�of�
Inclusion� :strategizing� regional� security�architecture� from�AUKUS� to�
AUKUST?”　発表者：楊昊　④ “The�Cultural�Politics�on�“Descendants�of�
Chinese�Immigrants”and�National� Identity� in�Southeast�Asia”　発表者：
宮原暁　参加者：松村昌廣，江川暁夫，宮原暁，楊昊　場所：オンラインワー
クショップ

・ 3 月 28 日～ 29 日� 研究会①次年度に向けた準備と調整。各自の発表内容について討論・意見
交換を実施。「最新 ASEAN 戦略文書を批判的に読む」　発表者：松村昌
廣　「タイの SDGs 達成に向けた努力と日本・中国からの支援」　発表者：
江川暁夫　「東南アジア華僑華人に関する親族研究と冷戦」　発表者：宮原
暁　「韓国の核開発計画を振り返る」　発表者：竹内俊隆　参加者：松村昌
廣，江川暁夫，宮原暁，竹内俊隆　場所：大阪府　箕面山荘「風の杜」
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　 ２１連２８４「学校という場をめぐる諸課題の解決に向けた学際的研究 2」（代表者：金澤ますみ）
・ 6 月 19 日� 研究会①第 13 回学校学勉強会の実施：非行からの立ち直り・再非行防止を

考える　講師：野田詠氏　参加者：金澤ますみ，山中徹二，森本智美，水
流添綾，野田詠氏，学校学勉強会 Web 申し込み者 40 名　場所：Web に
よる開催

・ 7 月 3 日� 研究会①第 6 回学校学研究会の実施　2021 年度の研究方針／出版に向けて
内容協議　参加者：金澤ますみ，森本智美，水流添綾，山中徹二，郭理
恵，長瀬正子，平野孝典，新井肇，峯本耕治，岡﨑茂　場所：Web での会
議　研究会②第 7 回ソーシャルデザイン検討会の実施「子どもの権利を子
ども自身に届ける方法の開発について」物語制作および，モニターデータ
作成に向けた検討　参加者：金澤ますみ，森本智美，水流添綾，金澤さつ
き　場所：Web での会議

・ 9 月 10 日� 研究会①第 8 回ソーシャルデザイン検討会の実施　第一部「子どもの権利条
約を子ども自身にどう届けるか―物語を取り入れた出前授業案―」　報告
者：金澤ますみ　第二部「書き手と読み手をつなぐ表紙デザイン」　講師：
藤井貴充　参加者：藤井貴充，金澤ますみ，水流添綾，山中徹二，長瀬正子，
岡崎茂　場所：Web による開催

・ 2 月 5 日� 研究会①第 14 回学校学勉強会の実施　読書会「学校という場の可能性を追
究する 11 の物語」著者をタズネテ①　講師：森本智美，幸重忠孝，菅野
幸里　参加者：金澤ますみ，森本智美，水流添綾，金澤さつき，長瀬正子，
新井肇，幸重忠孝，菅野幸里，学校学勉強会 Web 申し込み者 17 名　場所：
Web による開催

・ 3 月 7 日� 研究会①第 15 回学校学勉強会の実施　「子どもの権利」を学びあうためのデ
ザイン　物語『ふしぎなひみつきち』を用いたワークショップの可能性に
ついて　参加者：金澤ますみ，長瀬正子，金澤さつき　場所：Web による
開催

・ 3 月 20 日� 研究会①第 16 回学校学勉強会の実施　「子どもの権利」を学ぶ―コロナの
中で，私たちが言いたいことを歌にしよう！　講師：長瀬正子，清水美穂　
参加者：金澤ますみ，金澤さつき，長瀬正子，清水美穂，大城瑠依，和泉
市内在住の小中学生 5 名，保護者および関係者 5 名　場所：大阪府　和泉
シティプラザ・学習室 4（一部 Web での参加あり）

・ 3 月 25 日� 研究会①第 7 回学校学研究会の実施　2021 年度の研究活動報告／ 2022 年度
の研究活動予定の協議　参加者：金澤ますみ，山中徹二，長瀬正子　場所：
Web での会議

・ 3 月 26 日� 研究会①第 8 回学校学研究会の実施　2021 年度の研究活動報告／ 2022 年度
の研究活動予定の協議　参加者：金澤ますみ，森本智美，水流添綾，新井肇，
金澤さつき，川口厚　場所：Web での会議

　２．共同研究プロジェクト関連事項
　　・ 3 月 19 日� ・2021 年度共同研究プロジェクト予算を通知
� ・2021 年度実行計画書の提出依頼
　　・ 4 月 1 日� ・2021 年度共同研究プロジェクト一覧配布
　　・ 6 月 18 日� ・共同研究プロジェクト 2020 年度終了分の「研究活動報告書」提出締切
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　　・10 月 1 日� ・2022 年度共同研究プロジェクト募集開始（学内締切：10 月 29 日）
　　・10 月 29 日� ・2022 年度共同研究プロジェクト募集締切
　　・ 1 月 13 日� ・�2022 年度共同研究プロジェクト審査（申請：新規 6 件，継続 11 件，承認：

新規 6 件，継続 11 件）

Ｂ．国際交流
　１．啓明大学校関係� 《敬称略・報告順》
　　・11 月 16 日� 第 42 回桃山学院大学・啓明大学校国際学術セミナー開催
� 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（会場：啓明大学校）
� 　（1）テーマ：�Bukatsudô�Reform：Extracurricular� Club�Activities� in�

Japanese�Schools
� 　　　報告者：川口厚（桃山学院大学経済学部准教授）
� 　（2）テーマ：�A�Comparative�Analysis� of�Educational� Support� by� the�

Asian�Development�Bank�and�Government�of�Japan
� 　　　報告者：伊澤映子（桃山学院大学ビジネスデザイン学部特任教授）
� 　（3）テーマ：�Understanding� Impulsive� Buying�Behavior� of� Fashion�

Products
� 　　　報告者：全秀賢（啓明大学校経営大学観光マネジメント専攻教授）
� 　（4）テーマ：�Clawbacks�and�Corporate�Governance
� 　　　報告者：孫爀（啓明大学校経営大学会計学専攻教授）

　２．外国人研究者を囲む会
　　・開催なし

Ｃ．出版部門
　１．紀要類（論集）発行日　　（　）内は月 / 日
　　・『経済経営論集』63 巻 1 号（7/27），2 号（10/26），3 号（1/20），4 号（2/17）
　　・『社会学論集』55 巻 1 号（9/28），2 号（2/23）
　　・『人間文化研究』15 号（10/14），16 号（2/23）
　　・『環太平洋圏経営研究』　刊行なし
　　・『桃山法学』35 号（10/14），36 号（2/23）
　　・『総合研究所紀要』47 巻 1 号（7/15），2 号（12/16），3 号（3/18）

　２．紀要類（論集）関連事項
　　 編集委員
　　・経済経営論集（田代昌孝，小嶌正稔）
　　・社会学論集（大野哲也，大尾侑子）
　　・人間文化研究（今澤浩二）
　　・環太平洋圏経営研究（金光明雄，大田靖）
　　・桃山法学（鈴木康文，大川済植）
　　・総合研究所紀要（永水裕子）
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　３．学術出版助成（2021年度刊行分）
　　・9 月 20 日刊行
　　　　�濵村純平（著）『寡占競争企業の管理会計―戦略的振替価格と多元的業績評価のモデル分析―』

中央経済社
　　・10 月 5 日刊行
　　　　田中祥貴（著）『参議院と憲法保障―二院制改革をめぐる日英比較制度論―』法律文化社
　　・10 月 10 日刊行
　　　　大野哲也（著）『20 年目の世界一周』晃洋書房
　　・12 月 15 日刊行
　　　　角谷嘉則（著）『まちづくりのコーディネーション』晃洋書房

　４．研究叢書
　　・刊行なし

　５．ワーキングペーパー
　　・刊行なし

　６．ディスカッションペーパー
　　・16 号（2021 年 4 月）刊行
　　・17 号（2021 年 4 月）刊行
　　・18 号（2021 年 5 月）刊行

Ｄ．企　　画
　１．学内発行物
　　　「総合研究所ニュース」No.174（5/7），No.175（10/29），No.176（1/31）

Ｅ．資　　料
　１．2021年度受入図書
　　・図書　223 冊　定期刊行図書（統計書，年鑑，白書，調査報告書等）
　　・雑誌　111 種（雑誌）
　　・新聞　6 種

Ｆ．その他
　１．2021年度研究所所員総会
　　・第 1 回　2 月 16 日（水）開催
　　　　議題：次期総合研究所運営委員の承認について

　２．2021年度研究所委員会
　　　第 1 回 4/14（オンライン），第 2 回 5/19（持ち回り），第 3 回 6/16（持ち回り），
　　　第 4 回 7/14（持ち回り），第 5 回 9/22（持ち回り），第 6 回 10/20（持ち回り），
　　　第 7 回 11/17（オンライン），第 8 回 12/15（持ち回り），第 9 回 1/12（オンライン），
　　　第 10 回 3/9（オンライン）
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Ｇ．関連事項
　１．学内学会関係
　　１）2021年度学会役員
　　　　経　済　経　営　学　会　�〔会長〕：村上伸一　〔編集〕：田代昌孝，小嶌正稔　〔研究会〕：見

浪知信　〔会計〕：三輪卓己　〔監事〕：澤田鉄平
　　　　社　　会　　学　　会　�〔会長〕：名部圭一　〔編集〕：大野哲也，大尾侑子　〔研究会〕：本

郷正武　〔庶務会計〕：南友二郎　〔監事〕：平野孝典
　　　　人　間　文　化　学　会　�〔会長〕：林宅男　〔編集〕：今澤浩二　〔庶務〕：片平幸　〔会計〕：

森田良成　〔監事〕：藤間真
　　　　環太平洋圏経営研究学会　�〔会長〕：山田伊知郎　〔編集〕：金光明雄，大田靖　〔会計〕：水沼

友宏　〔監事〕：小嶌正稔
　　　　法 　 　 　 学 　 　 　 会　�〔会長〕：田中志津子　〔庶務〕：永水裕子　〔研究〕：天本哲史，河

野敏也　〔編集〕：鈴木康文，大川済植　〔監事〕：楠本敏之

　２．研究会
　　・社会学会
　　　研究会
　　　　日　時：2021 年 5 月 12 日（水）16：30 ～ 18：30
　　　　会　場：Microsoft�Teams　開催
　　　　テーマ：「これまでの研究活動」
　　　　報告者：大尾侑子准教授，中西啓喜准教授，萩原久美子教授，宮脇かおり准教授

　　・法学会
　　　研究会
　　　　日　時：2021 年 12 月 1 日（水）13：00 ～ 14：30
　　　　会　場：Microsoft�Teams による遠隔
　　　　テーマ：「非正規労働問題と社会保険法政策」
　　　　報告者：楠本敏之教授

　３．事業計画（2022年度）
　　１）学会誌発行計画
　　　　経 済 経 営 学 会：年 4 回発行（64 巻 1 号，2 号，3 号，4 号）
　　　　社 　 会 　 学 　 会：年 2 回発行（56 巻 1 号，2 号）
　　　　人 間 文 化 学 会：年 2 回発行（17 号，18 号）
　　　　環太平洋圏経営研究：年 1 回発行（23 号）
　　　　桃 　 山 　 法 　 学：年 2 回発行（37 号，38 号）
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研　究　所　日　誌

■　２０２２（令和４）年度　共同研究プロジェクト一覧
� 2022/4/1

No. 記　号 研　究　テ　ー　マ 区分 研　　究　　ス　　タ　　ッ　　フ 期　　間

継
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
続

1 20 共 274 21 世紀の日本の安全保障
（Ⅵ）

A 9 望月　和彦 櫻井　雄大 松村　昌廣 田代　昌孝 江川　暁夫 （伊藤　カンナ）（村山　高康） （鈴木　博信）（藤森　かよ子）
20.4~23.3
3 ヶ年

B 1 （星川　大祐）

C 1 （捧　堅二）

2 20 共 275 経済学部独自アンケート
（E-folio）の深化に向けて

A 4 荒木　英一 矢根　眞二 井田　憲計 中野　瑞彦
20.4~23.3
3 ヶ年

B 0

C 0

3 20 共 276
第三段階教育における教育の
社会的成果に関する国際比較
研究

A 15
藤間　真 村上　あかね 吉田　恵子 中村　恒彦 野尻　亘 井上　敏 水沼　友宏 萩原　久美子 大田　靖

20.4~23.3
3 ヶ年

中西　啓喜 吉弘　憲介 （橋本　あかり）（長内　遥香） （横山　恵理） （小林　球子）

B 2 井田　憲計 （高良　要多）

C 3 花井　渉 （櫛井　亜衣） 中田　英利子

4 20 連 277 デジタル・ファイナンスによ
る地域活性化の可能性

A 3 中野　瑞彦 金光　明雄 松尾　順介
20.4~23.3
3 ヶ年

B 0

C 7 四宮　章夫 有吉　尚哉 田頭　章一 大杉　謙一 梅本　剛正 有岡　律子 小林　陽介

5 20 連 278
障害者差別解消法施行後の大
学における合理的配慮と学生
支援

A 8 安原　佳子 花元　彩 篠原　千佳 黒田　隆之 栄　セツコ 辻井　誠人 信夫　千佳子 金澤　ますみ
20.4~23.3
3 ヶ年

B 3 （森田　政恒） （前澤　暁） （井峯　武）

C 6 米倉　裕希子 申　恩瑄 岡田　正次 清水　美穂 森本　智美 池田　博人

6 20 連 279 地域文化財の掘り起こしと活
用の研究

A 12
井上　敏 今澤　浩二 （梅山　秀幸） 尾鍋　智子 片平　幸 村中　淑子 森田　良成 島田　克彦 （秋山　浩三）

20.4~23.3
3 ヶ年

（山内　章） （尾谷　雅彦） （白石　耕治）

B 0

C 5 張　陽 河田　昌之 橋詰　文之 後藤　健一郎 奥野　美和

7 20 連 280 水・社会インフラ整備更新の
課題と展望

A 17
井田　憲計 田代　昌孝 荒木　英一 井田　大輔 大島　一二 望月　和彦 矢根　眞二 中村　恒彦 上ノ山　賢一

20.4~23.3
3 ヶ年

澤田　鉄平 吉弘　憲介 濵村　純平 櫻井　雄大 （竹原　憲雄） （吉川　丈） （野田　知彦） （中川　巌）

B 1 小島　和貴

C 6 岡村　誠 （登り山　和希） 小西　杏奈 田村　剛 孟　哲男 栗田　健一

8 21 共 281 大学生のスポーツとヘルスリ
テラシーに関する研究

A 16
大野　哲也 竹内　靖子 石田　あゆう 名部　圭一 川井　太加子 木下　栄二 木島　由晶 長﨑　励朗 松本　直也

21.4~24.3
3 ヶ年

井口　祐貴 大西　史晃 （山下　陽平） （石村　広明） （水流　寛二） （植田　里美） （石田　易司）

B 0

C 0

9 21 共 282 大学サッカー選手におけるオ
フフィートテストの有効性

A 7 松本　直也 井口　祐貴 竹内　靖子 大西　史晃 （石村　広明） （山下　陽平） （川端　悠）
21.4~24.3
3 ヶ年

B 0

C 0

10 21 連 283
総合的東南アジア研究に関す
る台湾国立政治大学国際関係
研究所東南アジア研究セン
ターとの学術交流（Ⅱ）

A 3 松村　昌廣 江川　暁夫 内山　怜和
21.4~24.3
3 ヶ年

B 1 大島　一二

C 9 楊　昊 孫　采薇 吳　玲君 薛　健吾 王　雅萍 邱　炫元 竹内　俊隆 尾上　定正 宮原　暁

11 21 連 284 学校という場をめぐる諸課題
の解決に向けた学際的研究 2

A 5 金澤　ますみ 平野　孝典 安原　佳子 川口　厚 （水流添　綾）
21.4~24.3
3 ヶ年

B 0

C 6 新井　肇 金澤　さつき 峯本　耕治 山中　徹二 長瀬　正子 森本　智美

新
　
　
　
　
　
規

12 22 共 285 日本の社会問題とそれへの対
応

A 9 小島　和貴 島田　克彦 永水　裕子 上野　勝男 鈴木　康文 見浪　知信 （瀧澤　仁唱） （向村　九音） （天本　哲史）
22.4~25.3
3 ヶ年

B 0

C 0

13 22 共 286 実験経済学に関する研究，教
育基盤の形成

A 10
西﨑　勝彦 吉田　恵子 上ノ山　賢一 浅海　達也 米田　紘康 大田　靖 濵村　純平 井田　大輔 齋藤　巡友

22.4~25.3
3 ヶ年

（北田　智久）

B 0

C 1 小山　真実

14 22 共 287 学生アシスタントと教職員の
連携による教育効果

A 5 櫻井　結花 水沼　友宏 伊藤　潔志 藤田　智子 藤井　暢人
22.4~25.3
3 ヶ年

B 1 大田　靖

C 0

15 22 共 288

地域経済における持続的な起
業・企業エコシステムの形成
―時系列分析を加味した起
業・後継者育成，企業成長支
援の調査研究

A 3 服部　繁一 稲田　優子 奥田　浩二
22.4~25.3
3 ヶ年

B 0

C 0

16 22 連 289
海外の食品展示会を活用した
地域産業の活性化に関する研
究―地域ブランドの輸出促進
と産学官連携―

A 10
大島　一二 角谷　嘉則 菊地　昌弥 櫻井　結花 義永　忠一 内山　怜和 室屋　有宏 （伊藤　カンナ）（竹歳　一紀）

22.4~25.3
3 ヶ年

（唐　成）

B 13
< リュウ　ハクカン > < 鮑　萌 > < 閻　冰 > < 張　鉄英 > < マ　マン > < 趙　文 > < 阮　毅力 > < 楊　歓 > < 王　文倩 >

< 隋　東坤 > < 李　序民 > < 楊　嘯宇 > 吉田　恵子

C 12
尾崎　誠 志村　雅之 松岡　義仁 浜口　夏帆 山田　七絵 （登り山　和希） 徐　蘭 小田　芳弘 岩田　淳史

中村　祥子 小山　直造 （金子　あき子）

17 22 連 290 インドネシアとの相互的文化
交流に関する総合的研究（Ⅳ）

A 9 小池　誠 森田　良成 今澤　浩二 片平　幸 小島　和貴 （宮嶋　眞） （鈴木　隆史） （由比　邦子） （南出　和余）
22.4~25.3
3 ヶ年

B 2 （今井　敏子） Justin�Taufik

C 4 I�Nengah�Swikrama Yulius�Suni L.K.R.Nugrohowardhani 冨岡　三智

［注］１）研究スタッフ欄の各記号等
　　　　　・�アミカケ：代表者または会計，A・B・C：各 A 参加者・B 参加者・C 参加者，（　）：兼任講師，及び所員以外の学院関係者，

＜　＞：院生・学部生。
　　 ２）プロジェクトの記号
　　 　　１５共９９９は 2015 年度に活動を始めた通算 999 番目のプロジェクトであり，共は共同研究プロジェクトであることを示す。
　　 　　なお，「共」の箇所が「連」と表記されるものは地域社会連携プロジェクトであることを示す。�
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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

99



　　　　　 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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辻 本 法 子 本学経営学部教授
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〔Designated Research Projects〕
Article

Attitudes toward Souvenir Brands:  
Effects of Recipients’ Involvements and Japan-Visit Experiences   TSUJIMOTO Noriko （ 1 ）

〔Collaborative Research Projects〕
Articles

Videos Uploaded from Sumba on YouTube: 
The Revitalization of Tradition in Eastern Indonesia   KOIKE Makoto （ 19 ）

Possibility of Entrepreneurship in Myanmar   YAMADA Ichiro （ 43 ）
Static and Dynamic Balancing  

for University Football Players （Report 2）:   MATSUMOTO Naoya  

Reliability & Differences between Front/Rear and Left/Right  IGUCHI Yuki  
Directions in a New Balance Ability Test   KAWABATA Haruka （ 57 ）  HIRAI Hiroshi  
 TAKEUCHI Yasuko  
 MATSUURA Yoshimasa 

 

Article
Perceptions toward People with Disabilities:  

A Text Analysis of Open-Ended Survey Questions   KURODA Takayuki （ 67 ）
Note

Observation of Wild Animals Gathering at a Small Pond  
in an Urban Residential Area, and of the Strange Excretory  
Behavior of Masked Palm Civets in Particular   IWAO Keisuke （ 77 ）

 

Research Institute Journal    （ 85 ）
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