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大阪市立大学大学院文学研究科  

大学院研究フォーラム 2021 予稿集 

2021 年 11 月 27 日（土）10：00－12：30、13:00－15：30 
オンライン（Zoom）開催 

 

 
■午前の部：10：00～12：30 

発表セッション A 

司会：信國 萌 講師（ドイツ語フランス語圏言語文化学） 

コメンテーター：北村 昌史 教授（西洋史学） 

発表者： 

西澤 徹臣 （にしざわ てつおみ 哲学専修 M1）  

「哲学における自由意志問題―理由応答性説の考察―」 

石本 雅之 （いしもと まさゆき 東洋史学専修 M2）  

「19 世紀終盤から 20 世紀初頭ロシア帝国のアルメニア・カトリック公認宗教化における帝

国内部の公認化プロセスについて」 

村上 遥香 （むらかみ はるか 西洋史学専修 D1）  

「ベトナム人労働者による副業と東ドイツ社会」 

王 玲玲（おう れいれい 英語英米文学 D2） 

“Reconstructing black identity--Multiculturalism trap in Toni Morrison's God Help 

the Child” 

 

発表セッション B 

司会:高橋 未来 准教授（中国語中国文学） 

コメンテーター:井上 徹 名誉教授（文学研究科）、大岩本幸次 教授（中国語中国文学） 

発表者： 

阿部 大誠 （あべ たいせい 日本史学 D3） 

「弥生時代における鉄器化の過程とその状況―日本海沿岸地域を中心に― 」 

兒玉 良平 （こだま りょうへい 日本史学 D2） 

「中世後期南九州地域の武家権力による対外交流と禅宗寺院―遣明船・琉球通交を中心とし

て―」 

田 佳（た か 東洋史学 D1） 

「宋代揚州研究の現状と課題」 



大阪市立大学大学院文学研究科 大学院研究フォーラム 2021（無断転載不可） 
 

2 
 

郭 丹磊 （かく たんれい 言語応用学 M2） 

「心身状態を表すオノマトペに関する中国人日本語学習者の現状分析」 

 

■午後の部：13:00～15:30 

発表セッション C 

司会：辻野 けんま 准教授（教育学） 

コメンテーター：安岡 健一 准教授（大阪大学大学院文学研究科） 

発表者： 

朴 洸弘 （ぱく・ぐぁんほん 社会学 M2） 

 「総力戦体制下のナショナル・アイデンティティの形成と動揺―元日本軍人・軍属のオーラ

ル・ヒストリーを中心に―」 

市道 寛也 （いちみち ひろや 地理学 D1） 

「モダン都市大阪の場所の記憶と場所の力―大阪市港区を事例に―」 

井ノ元ほのか （いのもとほのか 日本史学 D1） 

「近代大阪の病者と救療―1920 年代における方面委員の活動を手がかりに―」 

藤田 悠以 （ふじた ゆい 教育学 D3） 

「1960 年代の日本における家庭教育政策―家庭教育政策の開始と家庭教育学級―」 

 

発表セッション D  

司会：沼田 里衣 准教授（文化資源学） 

コメンテーター：輪島 裕介 教授（大阪大学大学院文学研究科）、松木 洋人 准教授（生活

科学研究科） 

発表者： 

熊倉 光佑 （くまくら こうすけ 表現文化学 M1） 

「ポピュラー音楽産業における「アルバム」の価値と崩壊―メディアの変化を通して―」 

畔堂 洋一 （ばんどう よういち ドイツ語フランス語圏言語文化学 D2） 

「フランス映像産業システムと海外ビデオ・オン・デマンドの関係」 

車 明釗 （しゃ めいしょう 中国語中国文学 D1） 

「武侠映画における兵器と武芸の表象」 

上野 志保 （うえの しほ 社会学 M2） 

「育児期における WFC の国際比較―福祉国家とジェンダー・ギャップの関係に注目して―」 
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哲学における自由意志問題 

―理由応答性説の考察― 

 

西澤 徹臣 

大阪市立大学大学院 文学研究科 哲学歴史学専攻 

哲学専修 前期博士課程１年生 

 
Keywords: 自由意志, 決定論, 理由応答性, 形而上学 

 
 
1.  はじめに 

 西洋哲学における自由意志問題は、古代ギリシアの頃からその問題が指摘され、時代により

さまざまな背景（運命論、神学的決定論など）のもとで論争となってきた。とりわけ近代以降

では、因果的決定論の想定のもとで自由意志が問われ、現代に至っている。本発表では、自由

意志問題がどのようなものであるかを確認し、論争上の一つの立場である理由応答性説につい

て考察する。 

 
2.  自由意志問題とは 

私がいま、「右手を上げる」とする。私は自分の意志でおそらく自由に、右手を上げること

を選択しそれを実行するのである。しかし、次のように考えてみることもできる。私が右手を

上げる選択をすることは、それを選択する時点での世界全体の出来事によって決定されている

ということである。たとえば、もし右手に怪我をしていれば、右手ではなく「左手を上げる」

という選択をするかもしれない。また、もしその時に地震が起きるならば、右手を上げること

よりも「避難すること」を選択するはずである。つまり私の選択は、私自身の身体の状態や、

周りの物理的条件によって何らかの規定を受けている。そうした私自身の身体の状態や周りの

物理的条件は、世界全体の出来事の一部である。そして世界は、おそらく私が生まれる前から

存在しており、自然法則にしたがってその歴史を連綿と継続させてきたはずである。 

私たちは、自分が生まれる前の世界の状態も、自然法則も、どちらも変えることはできない。

現在の世界の状態、あるいは現在の自分の意志や行為が、それに先行する世界の状態と自然法

則の結果であるとすれば、自らの自由意志に基づいて選択をする、ということは疑わしくなっ

てくる。なぜなら、それはすでに決まっていることであり、それ以外の選択や行為をする余地

はないと考えられるからである。世界のあり方のすべては既に決まっている、という考え方を

「決定論」という。もし決定論が正しいならば、私たちには自由意志はない、と考えられるか

もしれない。しかし一方で、多くの場合私たちは、自分には自由意志がある、という確信をも

っている。決定論による形而上学的議論がどうあろうとも、それを理由に自らの道徳的（ある

いは社会的・法的）責任を放棄してしまうことはまずないだろう。私たちが日々営んでいる社
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会生活には責任が必要とされ、その責任には自由意志が前提となっているはずである。そこに

自由意志がないと言ってしまうことは、どこか空虚なレトリックのようにも感じられる。 

自由意志をめぐる哲学はさしあたって、（i）決定論が自由意志にとって脅威となるとすれば

どのような意味においてなのか、（ii）それらが私たちの日常的な自由の感覚および、自由意

志があることを要件とする道徳的観念や社会的実践とどのように関係するのか、などの問題を

扱う研究であるということができる。 

 

3.  一つの回答―理由応答性説 
 「決定論が正しければ、私たちに自由意志の余地はない」。このように言われるとき、何が

意味されているのだろうか。一つには、私たちには選択の余地はない、という意味が込められ

ているだろう。決定論が正しいならば、世界の有り様はあらかじめ決まっており一通りしかあ

りえない。したがって、複数の可能性を前提とするような選択の余地もない、と言うことは理

に適っているように思える。では、それをもって私たちに自由意志はないと言えるだろうか。 

 このような見解を否定するいくつかの立場がある。その一つとして理由応答性説が挙げられ

る。この説によると、たとえば、右手を上げることが仮に決定論的に決まっているとしても、

私たちはその行為を（少なくとも主観的には）自らの理由に基づいて選び、実行することがで

きる。右手を上げることについて、なぜその行為を選択したのかと問われれば、「利き手なの

で上げやすいからだ」、「気まぐれで決めたのだ」など、何かしら自分なりの
．．．．．

理由を挙げること

ができるだろう。しかしその際、「これは決定論的に決まっているからだ」と答えることはな

いはずである。理由応答性説において自由意志があるということは、自らの理由に基づいて選

択し、行為し、その理由を問われた際に適切な応答ができる状態にある、ということなのであ

る。 

 理由応答性説は、自由意志を擁護する一つの有力な立場であるが、難点も指摘されている。

それらの批判も含め、理由応答性説が維持可能な立場であるかを考察する。 

 

参考文献 

Fischer, John Martin and Mark Ravizza (1998) “Responsibility and control: A Theory of Moral 

Responsibility.” Cambridge University Press. 

Fischer, John Martin, Robert Kane, Derk Pereboom, and Manuel Vargas (2007) “Four views on Free Will.” 

Blackwell.  

Joseph Keim Cambell (2011)『自由意志』［高崎将平訳］岩波書店, 2020. 
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19 世紀終盤から 20 世紀初頭ロシア帝国のアルメニア・カトリック公

認宗教化における公認化プロセスの解明について 

石本 雅之 

大阪市立大学大学院 文学研究科 哲学歴史学専攻 

東洋史学専修 前期博士課程2年生 

 

Keywords: ロシア帝国, 宗教行政, アルメニア・カトリック, コーカサス, ローマ教皇庁 

 

 

1.  はじめに 

18 世紀後半以降におけるロシア帝国では、少ない資源で広大な領土と多様な人間集団を統

治する必要があった。そのため、帝国はカトリックやイスラーム、仏教など既存の宗教・宗派

を公認することと引き換えに、その宗教体制を帝国の行政や外交に好ましいように「操作」し

ようと試みた。こうして帝国に最後に公認された宗派がアルメニア・カトリックである。この

宗派の信徒は、一般的なカトリック（ローマ・カトリック）とは異なるアルメニア風の典礼や

宗教秩序を維持していた。アルメニア・カトリックに関する先行研究では、他の宗教・宗派に

関する研究と比較して、同宗教が公認される際にロシア帝国が一枚岩であるような表象がおこ

なわれていた。本研究では、19 世紀終盤における帝国の構造をより理解するために、アルメ

ニア・カトリックに対するロシア帝国の重層的な思考過程を重点的に考察する。 

 

2.  手法 

史料面では、ロシア国立歴史文書館の史料を主に用いる。本研究で使用する史料には、帝国

内部におけるアルメニア・カトリックに関するやり取りやアルメニア・カトリック教徒自身の

嘆願書が保管され、詳細な帝国内部の交渉を読み取ることができる。 

 

3.  調査結果 

1877-78 年のロシア・オスマン戦争によりアルメニア・カトリックのアルトヴィン主教管区

（現在のトルコ北東部・ジョージア南西部）にあたる地域がロシア領となった。1880 年にお

けるロシア帝国と教皇庁の事前合意では、アルトヴィン主教管区の「維持」などが確認された。

本合意の形成にあたり、帝国政府内部では事前合意を支持する外務省と、反対する内務省が争

った。また、地方行政府の意見も、本合意形成の過程で影響力を有した。 

1886 年には、内務省と地方行政府が、アルメニア・カトリックの公認化を試みた。その動

機は、①ローマ・カトリック側が、帝国内におけるアルメニア・カトリック教徒の子弟をロー

マなど帝国外にあるローマ・カトリックの教育機関に送り、彼らを「ラテン化」しようと試み

たことと、②（主にカトリックの）ジョージア人がアルメニア・カトリック教徒に対する「ラ

テン化」を試みていたことを阻止するためであった。これらの目的を達成するために、ロシア
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政府は 1893 年にロシア＝アルメニア・カトリック教会法を制定し、同宗教を公認した。具体

的には、アルトヴィン主教を国外に追放し、代わりに教会内部に「宗務監督局」を整備した。

監督局は、ロシアにおいて全ローマ・カトリック教徒を管轄したティラスポリ司教（サラトフ）

に従属することが帝国により定められたが、教皇庁が独立したアルメニア・カトリックの主教

を置くことに拘ったため、帝国は教会法を施行できなかった。また、カトリックの影響力を弱

めるという同じ目的を共有しつつも、内務省と地方行政府の意見は対立していった。 

1903 年に帝国と教皇庁のあいだに教会法の実効化に関する合意が達成されたが、合意では

ティラスポリ司教と宗務監督局の関係について曖昧なまま残され、実質的には帝国が教皇庁に

譲歩した。帝国政府が合意に動いた動機は、内務省など中央にとって、地方行政府の要求より

教皇庁と妥協し合う方が容易いように思われたことであった。地方行政府は、②の状況がより

悪化した状況のなかで、アルメニア・カトリック独自の主教を認めるべきであると強硬に主張

するようになっていた。宗務監督局長の人選に関しても、帝国は教皇庁と対立したが、結局

1909 年に教皇庁が推薦するサルキス・テル＝アブラミアンが就任した。帝国が彼を容認した

理由は、内務省の翻意と地方行政府の要求であった。アルメニア・カトリック教徒がアルメニ

ア人として民族意識を高めつつあった状況下において、彼らの要望に反する人物が彼らの長に

任命されれば、教皇庁と彼らの関係が悪化すると内務省は考えた。この内務省の考えは、テル

＝アブラミアンの教会組織内における独裁的行動を招き、アルメニア・カトリック教徒の共同

体内では新たな問題が引き起こされた。 

 

4.  考察 

アルメニア・カトリックの事例では、地方行政府の意見が、帝国の意思決定に大きな役割を

果たした。ロシア帝国中央（内務省）は、教皇庁と地方行政府双方と交渉しつつ政策を組み立

てた。ローマ・カトリックの影響力からアルメニア・カトリックを隔離するための手法や、ア

ルメニア人やジョージア人の民族意識に対処する意識が異なっていたことにより、同じ嫌カト

リックの風潮を共有した中央と地方行政府はすれ違うことになった（1905 年以降アルメニア

人の民族意識が変化したことを中央が認めたことで状況が変わった）。19 世紀終盤の帝国史に

おいて、コーカサス地方行政府がどのような役割を果たしたかについては、アルメニア使徒教

会や正教会、イスラームなどその他の例も考察する必要がある。 

 

参考文献 

Амбарцумов И. В. Армяно-католический вопрос в Российской империи в начале XX в // 

Христианское чтение №4, 2012.  

Толомео, Р. Русско-ватиканские отношения и армяне-католики Кавказа (перевод С.Г.Яковенко). /Р. 

Толомео // Россия и Ватикан в конце XIX – первой трети XX века. /Сост. Е.С.Токарева, 

А.В.Юдин. М.СПб. Алетейя - ИВИ РАН, 2003.  
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ベトナム人労働者による副業と東ドイツ社会 
 

村上 遥香 

大阪市立大学大学院 文学研究科 哲学歴史学専攻 

西洋史学専修 後期博士課程1年生 

 
Keywords: 東ドイツ, ベトナム, 移民, 副業, 社会主義 

 
 
1.  はじめに 

本報告の目的は、1980年代のドイツ民主共和国（Deutsche Demokratische Republik：以下、東

ドイツ）で見られた、ベトナム人労働者による副業活動について検討することにある。 

 1960 年代までの東ドイツは、他の社会主義国や社会主義社会を目指す発展途上国との連帯

の一環として外国人留学生・研修生の受け入れを行っていた（近藤 2010, pp.246-249）。こう

した連帯の延長線上で、外国人労働者の雇用がはじまったと考えられる。政府間の協定に基づ

き東ドイツへ迎え入れられた外国人労働者は、統一後のドイツにおいて「契約労働者

(Vertragsarbeiter)」と呼ばれた。彼らは 1970 年代まではドイツ語の学習や職業訓練の機会を与

えられていたが、東ドイツが経済的危機を迎えた 1980 年代には、単純労働者へと変化した

（近藤 2010, pp.252-254）。 

外国人契約労働者は、専用の宿舎での生活を強いられるだけでなく、東ドイツ人との交流を

制限されるなど、抑圧的な制度のもとに置かれた。また、妊娠した女性労働者が、帰国や中絶

を強制されることもあった(Marburger & Helbig & Kienast & Zorn 1993, S.14)。このような抑圧的

な状況下におかれた契約労働者を、従来の研究は、東ドイツの体制の犠牲者として扱ってきた。 

 

2.  ベトナム人労働者による副業と東ドイツ社会 
2.1  ベトナム人契約労働者 

東ドイツに投入された外国人契約労働者のうち、6 割以上を占めたのがベトナムからの労働

者であった。1980 年 4 月 11 日に東ドイツ・ベトナム間で協定が結ばれてから 1989 年までに

59,000 人以上のベトナム人労働者が受け入れられている(Dennis 2005, S.15)。他国からの労働者

同様、ベトナムからの労働者は、生活空間において様々な制限を受けていた。一方で、彼らは

必ずしも規律を遵守していたわけではなく、宿舎内で副業活動を行い、その活動を通して東ド

イツ人と交流するといった自律的な行動をとることもあった。 

これまでの外国人契約労働者に関する研究では、ベトナム人達による副業活動についての言

及はあるものの、副業活動を可能にした要因や、副業活動がベトナム人や東ドイツ社会に何を

もたらしたのかについての検討は行われてこなかった。これは、外国人契約労働者の自律的な

行動を過度に取り上げることが、東ドイツの非合法な行為の矮小化に繋がる恐れがあるためだ
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と考えられる。しかし、東ドイツ社会における外国人労働者の実態についてより詳細に解明す

るためには、ベトナム人の副業活動について検討する必要がある。 

 

2.2.  副業としての衣類製作 

ベトナム人契約労働者は、母国への送金や、東ドイツでの採用獲得のための賄賂によって生

じた借金の返済を目的に、滞在期間中の収入を出来るだけ増やそうと試みた。その際、彼らは、

配属された企業内でのシフトを増やすだけでなく、副業活動を行った。1988 年 9 月には、ハ

レ地区の管理当局が、ベトナム人契約労働者の半数が副業活動や投機活動に従事していると報

告を行っている(Dennis 2005, S.25)。 

副業活動では、ジーンズやワイシャツといった衣類の製作が好まれた。当時の東ドイツでは、

原材料不足や生産技術の遅れを背景に、十分な量の消費財の生産が行われていなかった。それ

だけでなく、国際的な流行へ即座に対応できない計画経済は、人々が求めるような品質の商品

を提供することができなかった。そのため、製造スピードが早く、東ドイツにおける商品需要

を意識した衣類製作を行っていたベトナム人による商品は、多くの東ドイツ人から求められた

(Dennis 2007, S.113)。ベトナム人による副業は、彼らの収入を増やすという目的だけでなく、

東ドイツ社会における商品需要にも適う行為であったと考えられる。 

また、副業活動への参入は、ベトナム人に同郷者コミュニティへの参入をもたらした。Web

ドキュメント「狭量な兄弟国」内のインタビュー動画によると、彼らは専用宿舎内に、顧客の

獲得・測定・裁断・裁縫といった衣類製作のための作業ラインを形成していた。こうした作業

ラインは、ベトナム人契約労働者のコミュニティとしての役割を果たしていたのである。 

  

参考文献・参照した Web ページ 

Dennis, Mike (2005) “Die vietnamisischen Vertragsarbeiter und Vertragsarbeiterinnen in der DDR”, in: 

Weiss, Karin&Dennis, Mike (Hg.), Erfolg in der Nische?: die Vietnamesen in der DDR und in 

Ostdeutschland, LIT VERLAG, Münster, S. 15-49. 

Dennis, Mike (2007), “Die Vietnamesen in der DDR im letzten Jahrzehnt der SED-Herrschaft”, in: Peter 

Barker, Marc-Dientrich Ohse, Dennis Tate (Hg.), Views from Abroad, WBV, Bielefeld, S. 107-118. 

Marburger, Helga & Helbig, Gisela & Kienast, Eckhard & Zorn, Günter (1993) “Situation der Vertrags-

arbeitnehmer der ehemaligen DDR vor und nach der Wende”, in Marburger, Helga (Hg.), Und wir 
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der Vertragsarbeitnehmer der ehemaligen DDR vor und nach der Wende, Iko-Verlag, Frankfurt 

(Main), S. 4-75.  
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1. Introduction 

Toni Morrison (1939-2019) was the first African-American Nobel Laureate for Literature. Slavery, 

racial discrimination, and childhood trauma have always been the main focuses of her writings. Her latest 

novel, God Help the Child (2015), is often compared to her debut work, The Bluest Eye (1970), since 

both protagonists are black girls with severe childhood traumas. Unlike her first work, this latest novel is 

also significant for Morrison's interpretation of cultural change and the conflicts lurking in the 

multicultural American society. This presentation will focus on the conflicts between whites and blacks, 

especially the conflict between the protagonist and her mother in this novel, to analyze the 

multiculturalism trap in America. Also, this presentation will examine Morrison's attitude towards racism 

and her ideas about how African Americans can survive and develop in a multicultural society, based on 

several present criticisms but hoping to go beyond them. 

 

2. The conflict between white and black 
The protagonist, Bride, is both a victim and beneficiary of her black skin color. As a child, she is 

mentally abused by her mother for her skin color. When she grows up, she becomes an attractive and 

successful woman because of the cultural change, as witnessed during the period after the "Black Power" 

and "Black Is Beautiful" agendas during the 1970s and 1980s. Bride's mother, Sweetness, loves her child. 

However, she cannot accept her daughter's black skin. She is proud of her light skin, which allows her to 

pass as white. Also, she hates white people. When Bride testified against the white teacher who was 

convicted as a child molester, she was proud of Bride. She considers it as a victory for black people. 

Sweetness is happy for Bride's success. At the same time, she worries about Bride because she knows the 

world has not changed much.  

 

3. Conclusion 
Morrison expresses her deep concern for the colorism hidden in American society in this novel. "Black 

Is Beautiful" is a cultural movement started in the 1960s, aiming to dispel the racist notion. However, 

even in the 21st century, Bride is not beautiful as an African American should be. In contemporary 

America, whites and blacks have an ambivalent attitude toward each other. The reason is that black 
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supremacy is just another version of racism, and it has no help to ease the relationship between blacks 

and whites. At the end of the story, Bride develops a friendship with a white girl because they can see 

each other beyond skin color. Also, Bride decides to forgive Sweetness, for she finally understands why 

Sweetness has distanced her. It can be viewed as a reconciliation between white and black people. Only 

when people realize that skin color is something a person is born with, rather than something to be proud 

of or ashamed of, can blacks and whites reach reconciliation. 
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1.  はじめに 

弥生時代、日本列島では鉄器が導入され、生産や手工業の場で大きな威力を発揮することと

なる。このような鉄器化の波は北部九州地域（福岡・佐賀）で始まり、次第に東へと進んでい

き、弥生時代後期後葉から終末期（2世紀後半～3世紀前半）にかけて日本列島では広範に鉄器

化したと考えられている（村上2007）。しかし、日本列島で鉄器化したにもかかわらず、各地

域における鉄器化の状況や、鉄器を製作開始した段階などについての研究は進展していない。

そこで本報告では、日本海沿岸地域における鉄器化の状況を整理するとともに、鉄器の普及し

た状況を明らかにしたい。 

 

2.  日本海沿岸地域における鉄器化 

 北部九州地域には弥生時代前期末～中期初頭段階で鉄器が流入したと考えられている。朝鮮

半島から流入した鉄器は急速に拡散し、中期後葉段階で石川県に到達している。以下では日本

海沿岸地域で出土した鉄器を検討し、鉄器化の状況を整理する。 

2.1 山陰地域（島根・鳥取） 

当地域は鉄器の流入が比較的早く、弥生時代中期前葉で確認されている。また、その出土量

も多量であるため、北部九州地域から直接流入したとみられる。しかし出土量の大幅な増加は

弥生時代後期中葉～後葉段階であり、鉄器を製作する鍛冶炉等の生産遺構の出現も当段階であ

るため、鉄器が集落での定着は後期後葉前後と推定される（会下 2019）。 

2.2 北近畿地域（兵庫北部・京都北部） 

北近畿地域では弥生時代中期後葉段階で鉄器が流入する。中でも京丹後市奈具岡遺跡では中

期末まで遡る玉製品生産に付随する鉄器生産遺跡が検出されており、早い段階での鉄器生産が

確認されている。当地域でも鉄器の増加は後期後葉段階以降であり、鉄器の本格的な普及が山

陰地域とほとんど変わらないことがわかる。 

また一方で他地域とは異なり、墳墓からの出土が大半を占める。朝鮮半島南部との直接的な

交流を行うことで、鉄器以外の文化や思想なども流入した可能性も指摘できる（福島 2016）。 
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2.3 北陸地域（福井・石川・富山） 

 北陸地域は小松市八日市地方遺跡のように、弥生時代中期中葉段階で鉄器の流入が確認され

るものの、継続しない。本格的な鉄器の流入は後期後葉～終末期段階となる。石川県や福井県

では玉製品生産と関連する遺構で鉄器の出土が確認され、他地域と同様に玉製作に鉄器が使用

されたことを示唆する（村上 2007）。また鍛冶炉など生産遺跡も確認されており、鉄器生産技

術が比較的高い水準であったものといえる。 

 

3.  鉄器化の過程 

 日本海沿岸地域の鉄器普及の様相を整理した。山陰地域は鉄器化が比較的早く、弥生時代後

期前葉～中葉にはある程度の鉄器が普及したと考えられる。北近畿地域では墳墓からの出土が

多く、集落での出土事例は少ないものの、後期中葉～後葉段階で鉄器が増加していくという様

相を呈する。そして北陸地域では後期後葉～終末期の段階で出土事例が増加する。このように

西から順に鉄器化が進行していったことが明らかになった。 

 

4.  おわりに：鉄を媒介とした交易 

日本海沿岸地域は鉄器出土量も非常に多く、同時期の近畿地域や瀬戸内地域と比較しても量

的に圧倒している。遠隔地に多量の鉄器がもたらされた要因として、日本海における長距離の

交易が考えられる。鉄器は朝鮮半島から北部九州地域を通り、日本海沿岸部を経て北陸まで到

達した。日本海沿岸地域は玉造りが盛行する地域でもあるため、玉製品製作のため鉄器を使用

したといえる。これは遺跡から出土する鉄器に錐や針が多いことからもわかる。 

さらに、鉄器を外部から獲得するだけでなく、鍛冶工房を有し自らで鉄器の製作を開始する。

北近畿の奈具岡遺跡のように中期末段階といった早い段階で確認されるとともに、山陰では後

期を通じて鉄器生産が行われていた。今後は他地域（瀬戸内海沿岸地域・畿内地域）と比較し、

鉄器がどのように普及したのかを詳細に検討していくとともに、朝鮮半島からの流入経路につ

いても考察していきたい。 
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1.  はじめに 

中世後期の、日明通交・日琉通交などの対外交流においては、禅宗寺院や禅僧が大きな役割

を果たしていた。例えば、遣明船貿易では禅僧が使節の主力を担い、彼らは外交文書の起草に

おいてもまた、必要な存在であった。また、禅宗寺院自体、遣明船使節などの外交使節の宿舎

として機能していた。以上のような対外交流における禅宗寺院・禅僧の役割は、これまで主に

畿内や周防国（現・山口県）の大内氏領内を中心に解明されてきた。一方、同時期の南九州地

域では、東アジア海域との境界地帯に位置するという地域的特性から、頻繁に対外交流が行わ

れていたと考えられ、南九州地域における対外交流にかかわる研究は極めて多い。しかし、こ

れらの研究では、必ずしも地域内の禅宗寺院や禅僧にスポットを当てた検討がなされていると

はいえない。こうした問題意識に基づき、本報告では、16世紀を中心として、南九州地域の禅

宗寺院・禅僧の動向を、島津氏一門などの武家権力による対外交流と関連させて検討したい。 

 
2.  遣明船派遣と南九州地域の禅宗寺院・武家権力 

16世紀初頭の日明貿易においては、大内氏と、室町幕府管領の細川京兆家が、貿易利権をめ

ぐり対立していた。この対立は、後に寧波の乱（大永3、1523年）に発展する。そうした情勢

の中で、遣明船の航行ルート上に位置する南九州地域の武家権力は、大内氏・細川京兆家双方

との政治的交渉をもつこととなった。薩摩・大隅国（現・鹿児島県）守護であった島津奥州家

や、その一門家であった日向国（現・宮崎県）の島津豊州家などは、その典型例である。そし

て、それらの武家権力の領内の禅宗寺院・禅僧もまた、遣明船派遣をめぐる政治的交渉に関与

していたのである。 

例えば、寧波の乱の契機となった大永度遣明船の準備段階においては、細川京兆家の派遣す

る遣明船を、島津豊州家の拠点港であった日向国油津（現・宮崎県日南市）で抑留するように、

大内氏が島津豊州家に対して求めている状況下において、「興国寺東堂」という人物が、大内

氏と島津奥州家・島津豊州家の仲介を行っていた。興国寺は、島津奥州家の本拠であった鹿児

島に所在する曹洞宗寺院であり、島津奥州家菩提寺として強大な影響力を持っていたと考えら

れる福昌寺末の寺院であった。「興国寺東堂」すなわち鹿児島興国寺の前住職が、遣明船派遣
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にかかわる政治工作を行っていたのである。 

一方で、島津奥州家・豊州家は、細川京兆家との間でも政治工作を行っており、それにも禅

宗寺院・禅僧が関与していた。油津に所在した禅宗寺院である慶雲院・臨江寺には、大永度遣

明船細川船正使・鸞岡省佐の師にあたる玉淵瑞杲が滞在し、細川船派遣のための工作を行って

いたとみられる。島津奥州家・豊州家は、大内氏・細川京兆家双方に協力し、利益の最大化を

図ろうとしたと考えられるが、その中で、領内の禅宗寺院・禅僧を有効に活用したと考えられ

よう。 

  

3.  16世紀後半の対琉球通交と禅宗寺院 

16世紀中盤以降、南九州地域の武家権力の勢力図は大きく変動し、守護・島津奥州家の没落

と共に、有力な一門家であった島津相州家が台頭し、島津本宗家として南九州地域を統一して

いく。島津相州家もまた、対外交流の利権を掌握し、積極的に関与していった。当該期以降は、

琉球との通交・貿易が、南九州地域における対外交流のメインとなっていく。 

 それでは、禅宗寺院はどのように関与していたのだろうか。例えば、前述の鹿児島興国寺は、

天正 3 年（1575）に琉球使節が鹿児島を訪れた際、その宿舎として利用されている（『上井覚

兼日記』）。遣明船貿易において培われた興国寺の対外的機能が、対琉球通交でも活用されてい

たと評価できよう。 

 16 世紀末には、島津本宗家（相州家）が豊臣秀吉に降伏し、対琉球通交・貿易利権も、豊

臣政権の関与するところとなっていく。同時期に、島津本宗家は通交・貿易の拠点を、薩摩国

山川（現・鹿児島県指宿市）に集約する動向を見せ始める。その中で、天正 20 年（1592）に

豊臣政権から派遣され薩摩に下向した細川幽斎は、島津領内の寺院から領地を召し上げる政策

の実施を試みるが、山川の臨済宗寺院である正龍寺には、「唐船が行き交う港に位置するため」

という論理で寺領を安堵した（『薩藩旧記雑録』）。これは、正龍寺が拠点港・山川における外

交的機能を期待されたためであろう。実際、元和 8 年（1622）には、正龍寺の僧が琉球使節と

なっている（『島津家文書』）。近世初期に至っても、南九州地域の禅宗寺院の対外的機能は、

維持されていたのである。 

 

4.  おわりに 
以上のように、南九州地域の禅宗寺院・禅僧も、先行研究で明らかにされた他地域の禅宗寺

院・禅僧と同様に、対外交流における政治的交渉を担っていたことが明らかになった。今後は、

さらなる事例の蓄積と、個々の禅僧の動向を追究することを課題としたい。 

 

参考文献 

伊藤幸司 2003「大内氏の琉球通交」『年報中世史研究』28,  187-210. 

福島金治 1998「唐船造船の場としての日向国と貿易」『宮崎県史 通史編 中世』宮崎県 
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宋代揚州研究の現状と課題 

 

田 佳 

大阪市立大学大学院 文学研究科 哲学歴史学専攻 

東洋史学専修 後期博士課程１年生 

 

keywords: 宋代, 揚州, 都市空間, 地域史 

 

1.  はじめに 
唐代後半期から、揚州の都市経済は空前の繁栄をみせた。唐末、北宋末、元末、明末四度の

戦争に襲われ、揚州は何度も荒廃したが、清代になって再び繁栄した。唐代、明代の繁栄の盛

況に比べて、その間の宋代の揚州はやや衰退していた時期と一般には評価されている。しかし、

宋代の経済史と都市史研究は古くより研究者の関心を集めたのに対し、これまで宋代揚州に関

する専論は見られない。本報告では宋代揚州に関する研究史を整理し、そこから課題を指摘し、

最後に史料と研究視角を中心に今後の展望を述べる。 

 
2.  先行研究の回顧 

宋代における揚州研究については、今までの研究では宋代揚州経済と都市という二つの側面

を集中的に分析することが多かった。揚州経済に関する研究から見ると、研究者は自然地理環

境、港口、戦争、水利、経済重心など異なる面に重点を置き、宋代の揚州経済の衰退原因を検

討してきた。商業、農業などの検討は多少触れられているが、未だ十分ではない。一方で都市

に関する研究を見ると、揚州城の城壁形制、周辺都市の規模、都市建設などの問題および唐、

宋、明三朝における揚州城の沿革に集中することが多く、唐代から宋代までの揚州の州城の規

模がどのように変化していったかについては明らかになった（図２）。しかし、両宋間におい

て、揚州の都市空間、淮南地区の変化が揚州にどのような影響などの課題は未解明のままであ

る。 

 
3.  史料について 

まず、文集などの利用が考えられる。文集は豊富な内容を包含しており、揚州に関わる上奏

文、記、序、題跋、詩文、書信などを利用して全面的に分析することで、揚州の全貌を把握で

きる可能性がある。 

次に碑刻など現物資料の利用があり、碑文を上述史料の補足資料として使用する。碑文が編

纂された時期、編纂内容、編纂内容の元となる史料、さらには地方志、文集の史料と碑文の関

係などを探っていく。 

 
4.  研究の視点について 
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一つ目は空間の視点である。平田茂樹は宋代政治史研究において「政治空間」の方法概念を

提案した。この視点を参考にし、揚州を、都市空間の中核としての様々な施設がどのような機

能を持ち、都市制度、都市空間、人間のネットワークなどの問題がどのように関係しているの

か、という空間視点を設定する。平田は特に文集所載の題跋、序、記、書信などの利用を積極

的に提言する。 

また、具体的な宋代都市空間分析としては、山崎覚士の明州（現在の寧波）研究が参考とな

る。以上の二人の研究を参考にすれば、地方志、石刻資料、文集などの史料を利用して、都市

空間とその構造を復元し、その諸特徴を探る可能性があることを示してくれる。 

二つ目は広域地域史研究の視点である。報告者は主に張勇の宋代淮南地区研究の成果を参考

にしている。報告者は宋代揚州それ自身に目を向けるとともに、揚州を包含する淮南地区、即

ち広域地域へと目を向ける必要があると考えている。報告者は淮南地区の問題の変化を検討す

ることを通じて、広域地域が個別の地方都市にどのような影響が及ぼし、どのような現象を出

現させたのかを明らかにし、最後に、両宋時代の国家体制の転換と揚州との関係性を捉えてい

くことを目指す。 

 

図１：淮南東路（譚其驤主編『中国歴史地図集』第６冊、中国地図出版社、1996 年より） 

図２：揚州城池(中国社会科学院考古研究所等『揚州城遺址考古發掘報告 1999〜2013 年』、科

学出版社、2015 年より) 
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張勇（2019）『宋代淮南地区開発若干問題研究』中国社会科学出版社 
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心身状態を表すオノマトペに関する中国人日本語学習者の現状分析 
 

郭 丹磊 

大阪市立大学大学院 文学研究科 言語文化学専攻 

言語応用学専修 前期博士課程２年生 

 
Keywords: 心身状態, オノマトペ, 中国人日本語学習者, 習得現状 

 
 
1.  はじめに 

飛田・浅田（2018）『現代擬音語擬態語用法辞典（新装版）』によれば、擬音語というのは

人間又は人間以外の生物が自然にあるいは外力の作用を受けて発する音響を音声で表現したも

のであり、擬態語というのは人間を含む生物、無生物、自然界の事物の有様、現象、変化、動

き、成長などの状態、様子を描写的、象徴的に音声で表現した物である（pp.V〜XIV）。呉

（2005）により、中国語の「象声词」というオノマトペは、物音や人間・動物の声などを言語

音に模倣して漢字で表記する語の一群を指し、中に音のイメージで状態を表すものも含まれて

いる（p.3）。本研究では、擬音語と擬態語をまとめて「オノマトペ」とする。 

玉村（1992）は、擬態語・擬音語の多いことは、日本語の一つの特徴であると指摘した。日

本語の擬音語・擬態語は数量も種類も豊富で、コマーシャルや日常会話、文学作品などに頻繁

に使われているのに対して、中国語の擬音語・擬態語は日本語より少なく、あまり使われてい

ない。それゆえ、中国人の日本語学習者にとって、オノマトペの勉強は大切である。 

今まで、日本語と中国語のオノマトペ、それぞれの音韻構造と形態的特徴についてさまざま

な研究が行われてきた。オノマトペの日中対照研究に関して、薛(1987)は人間の行為について

の日中両言語のオノマトペの対照を行った。また、吉永(2017) は擬態語の語彙的性質と習得

状況の関係性を調査するため、中国の教育機関でアンケートを実施し、集計結果を分析した。

擬態語文の文末「だ／する」を選択させる部分作文アンケートの結果分析から、このアンケー

トの答えを間違えたのは動詞、形容詞、副詞の用法や品詞分類の知識がないための誤用と判断

される。しかし、身体的特徴や人の気持ちに関するオノマトペの習得研究はまだ見つからない。

それゆえ中国人日本語学習者による身体的特徴や人の気持ちに関するオノマトペの習得現状を

把握するため、本研究を行う。また、本研究を通して中国人日本語学習者にとって正解率が高

いオノマトペと正解率が低いオノマトペ、それぞれの特徴をまとめたい。 

 
2.  研究方法 

三省堂が発行する電子版辞典『スーパー大辞林3.0』の付録の中で、「擬音語・擬態語」と

いうインデックスから、人の身体的特徴、人の健康状態と人の様子・心情・感覚に属するオノ

マトペを抽出し、①人の身体的特徴、②人の健康状態、③人の性格、④気持ちの高揚・充足、
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⑤不注意・失望、⑥不安・心配・小心、⑦不愉快・疲労、全部で七種類に分けた。一種類を５

個ずつ、辞典やインターネットで調べた例文をもとにして、合計35問の選択問題と個人の学習

状況を把握するための設問を加えて、アンケートを作成した。現在中国にいる日本語学習者10

人と現在日本にいる中国人日本語学習者10人を対象者として、アンケートに回答してもらう。 

 

3.  現状の分析結果（現在進行中） 

依頼した20人の中で、アンケートに回答をくれたのは中国にいる学習者2人を除く18人であ

る。合計35問のうち、正解率が80％以上の問題は９つあり、それに対して、正解率が30％以下

の問題は４つある。 

正解率が高いオノマトペは「いらいら、すべすべ、がんがん、うんざり、すっきり、じんじ

ん、にこにこ、うっかり、おろおろ」の９つである。対象者は回答するときの考えを聞いたら、

この９つのオノマトペはよりなじみのあることが確認された。アニメ、ドラマやCMにおいて

見たことがある、あるいは日本語能力試験（JLPT）の勉強で学んだことから、対象者はこれ

らのオノマトペの意味と表す気持ちや感覚をかなり把握していることがわかった。例えば「い

らいら」の方に対して、対象者はこの単語の「思い通りにならなくて焦れた気持ち」をよく理

解していて、日常生活にも「いらいらする」のような言い方を時々使っていることがわかった。 

正解率が低いオノマトペは「しくしく、おちおち、ごつごつ、むずむず」の４つである。間

違えた原因を聞くと、対象者は勉強するときにあまり触れないことと、日常生活であまり使わ

ないと答えた。例えば、「しくしく」に関して、「たえず差し込むように、鈍い痛むさま」とい

う意味は知らず、マイナスの意味を持っていることを想像しにくいと対象者が答えてくれた。

その理由として、報告者が現在考えていることは、まず日常生活によく使う言葉、例えば「静

かな人」や「静かにして」から、「し」は静かな印象が持たれやすいということである。また、

中国語には「しくしく」と似ている発音がない一方で、発音するときの感覚から考えたら「鼻

詰まり」の方が連想されやすいということである。 

 

参考資料 

飛田・浅田（2018）『現代擬音語擬態語用法辞典（新装版）』東京堂出版 

『スーパー大辞林 3.0』三省堂 2017 年出版 
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薛鳴（1987）「オノマトペについての日中対照研究:人間の行為に関する表現を中心に」『待兼

山論叢 日本学篇』第 21 巻、pp.43-60 

玉村文郎（1992）「日本語と中国語における音象徴語」『日本語と中国語の対照研究文集（下）』
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総力戦体制下のナショナル・アイデンティティの形成と動揺 

―元日本軍人・軍属のオーラル・ヒストリーを中心に― 
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Keywords: 総力戦, 思想戦, 国体, 日本軍, ナショナル・アイデンティティ 

 
 
1.  はじめに 

本研究では、元日本軍人・軍属のオーラル・ヒストリーを中心に当時の帝国の民間及び軍隊

で実施された思想戦教育の内容を通して国体思想の下で構成されたナショナル・アイデンティ

ティの性格やその形成過程を検討する。これにより、自らの尊厳と生命、倫理観などが脅かさ

れる戦場の極端という極限状況下において個人の意識にどのように作用したのかを捉え、人間

の身体だけではなく精神も動員の対象にする総力戦の性格を究明する。その作業を通じて、思

想戦が個人の人生に与える影響について論じることができるようになると期待する。 

 

2.  先行研究 

戦争の様相が以前とは異なる総力戦として変わり、戦争を遂行するためには、「一国全体の

あらゆる資源―経済的・物質的資源のみならず、知的能力・判断力・管理能力・戦闘意欲を備

えた人的資源、さらには、そうした人的資源を情報操作によって制御し得る宣伝能力という新

たな資源―を動員」することが必要となった (山之内 2020：14)。 

戦争への全国民規模の動員が前提にされると、「国民という名称」は「敵国および敵国に属

するあらゆる人々からは区別され、彼らとは絶対に相いれることのない文化的価値を共有する

者、戦争において死の運命を共有する者」を示すようになり、このような「運命共同体」とし

ての「情念を共有しえない者は、非国民として倫理的に糾弾され」る存在になったのである

(山之内 2020：15)。言い換えれば、「死の運命的平等性を前提とする国民主義的イデオロギ

ー」が世俗生活まで支配する「事実上」の「宗教となった」のである(山之内 2020：15)。 

「軍事力だけでなく工業生産力や資源の確保、国土の広さ、科学技術力、対外宣伝力、軍人

の市民の精神力など」が「総合的に戦争の行方を決める」総力戦の時代が到来したと判断した

日本軍部は、「戦争遂行に寄与する軍人や市民の精神力の維持と、対外宣伝の両方を含む思想

戦」を重視するようになった(山崎 2019：141)。日本軍は思想戦の類型を「敵国に対する宣

伝」、「中立国に対する宣伝」、「自国民に対する宣伝」など三つに分け、方法としては「新聞そ

の他の言論機関の利用、ビラの撒布、電報の利用、ポスター、活動写真の利用、その他情報の



大阪市立大学大学院文学研究科 大学院研究フォーラム 2021（無断転載不可） 
 

20 
 

発表、人と人との接触による対話、演説、示威運動など」を提示した(山崎 2019：142)。 

大戦期の日本社会と軍隊の思想領域の核心を構成したのが「国体」思想である。明治新政府

は西欧文明の精神的根幹となった一神教のキリスト教の役割を日本で遂行する国家宗教として

天皇を頂点とする国家神道を構想した。ここで「国体とは神々以来けっして絶えることのなか

った一系の天子の家系を中心として、その家系に対する信仰をその中核としてもつものとして

理解するように」なり、その信仰は「日本における最も古い書物でいまだ残っている」『古事

記』などにより裏付けられた(鶴見 1982：44)。 

 
3.  調査概要 

Facebook、言論社、知り合いの紹介などを通じて旧日本軍出身者及びその関係者を探し、3

名(Ａさん、Ｂさん、Ｃさん)と対面インタビューを実施した。Ａさん(1921 年生、最終階級：

中尉)は学徒出陣で海軍兵科予備学生として入隊、海軍陸戦隊の将校として中国の海南島で服

務した方である。Ｂさん(1925 年生、最終階級：一等兵曹)は海軍飛行予科練習生に志願、通

信兵として香取海軍航空基地で服務した方である。Ｃさん(1926 年生、工員)は川西戦闘機と

いう軍需企業に所属され鶉野海軍航空基地で勤務した方である。 

ＡさんとＢさんを対象としたインタビューはＡさんとＢさんが住んでいる家で各 2 回に渡っ

て実施し、インタビュー時間はそれぞれ 5 時間から 6 時間に至った。Ｃさんを対象としたイン

タビューはＣさんが戦時期に務めていた海軍飛行場で 1 回 1 時間行った。インタビューの形式

は事前に構想した質問を基盤とした半構造化形式であり、許可を得た上でインタビューの内容

を録音し文字化したものを考察した。 

 

4.  まとめ 

 国体思想を基盤とするナショナル・アイデンティティの形成過程は、国民という意識を形づ

くった。こうした意識は、調査対象者たちの戦争体験の中で強力な影響を及ぼし、軍への志願

や玉砕へ覚悟など様々な決断を引き起こした。しかし、彼らのナショナル・アイデンティティ

は戦争が強要する極端な状況の中で揺れるようになり、敗戦の局面では崩れる場面もあった。

国体思想がついには動揺を余儀なくされた調査対象者たちの事例から、総力戦体制下の思想戦

は個人の意識に影響を及ぼす側面を持つ一方で限界点も含んでいると評価できる。その限界に

もかかわらず、戦争中に内面化した思想の痕跡が調査対象者たちの生涯全般において依然とし

て現れることから、近代国家における教育や思想戦の位置付けについての示唆となる点を見出

すことができると考える。 

 

参考文献 

鶴見俊輔, 1982, 『戦時期日本の精神史』岩波書店. 
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モダン都市大阪の場所の記憶と場所の力 
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1.  はじめに 

大阪市港区は1868（明治元）年の大阪港の開港に伴い、明治時代から昭和戦前期にかけて大

阪の玄関口として市街地化が進行した（大阪市・大阪開港100年記念祭委員会, 1967: 4; 水内ほ

か, 2008: 142）。例えば水内ほか（2008）は、1932（昭和7）年7月から1933（昭和8）年11月に

かけて雑誌『大大阪』において連載された「大大阪新開地風景」を基に、昭和初期の港区の場

所のイメージを考察しており、港区がビルディング、カフェ、洋品雑貨屋、劇場、寄席、温泉

などが立地するハイカラな地域であったことを明らかにしている。しかし、港区は第二次世界

大戦中の空襲によって壊滅的な被害を受けたため、戦前期のハイカラな側面を彷彿させる都市

空間や建造物はほとんど現存しない。一方で、1984年に発表された永瀧五郎の小説『市岡パラ

ダイス』や、2009年1月に大阪市立市岡東中学校（大阪市港区）で披露された朗読劇『お守り

の言葉』のように、第二次世界大戦前における港区の場所の記憶をテーマとする作品が制作さ

れている（港新聞2009年2月15日）。後者の朗読劇は住民が主体となって作り上げたものであ

り、Hayden (1995) が主張する場所の力を生かした地域活動の実践とも言える。 

以上より、港区では近代以降にハイカラな側面を有する場所というイメージが確立し、その

後、場所の記憶を通して場所のイメージが現代に継承され、場所の力が生み出されたと思われ

る。そこで本稿では、大阪市港区の地域史研究を通じて港区の場所の系譜を明らかにし、モダ

ン都市大阪の場所の記憶と場所の力がどのように生み出されたかを考察する。本研究で用いる

資料は、行政刊行物や全国紙のほか、港新聞などの地域情報誌、住宅地図、空中写真、2021年

8月に実施したNPO法人南市岡地域活動協議会に対する聞き取り調査で得た情報である。 

 

2.  大阪市港区の場所の系譜 

まずは大阪市港区の場所の系譜を整理し、場所の記憶や場所の力を生み出すと考えられるも

のを特定する。港区では、江戸期より新田の開発や瓦問屋の集積が進んでいたが、明治期の大

阪港の開港を機に市街地化が進んだ（大阪市港区役所, 1956: 21; 毎日新聞2016年10月27日）。

その立役者のひとつは、市岡土地株式会社（1916（大正5）年6月設立）のような土地会社であ

った（東洋経済新報1927年6月20日）。特に市岡土地株式会社が1923（大正12）年11月に始め
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た市岡パラダイスの建設は、港区の市街化を促した（橋爪, 2000: 95; 東洋経済新報1927年6月

20日）。このほか大正時代から昭和戦前期にかけて、大阪市立運動場、港新地、大阪市初の市

電の開通をはじめ、近代における港区の繁栄を象徴するものが次々と誕生した（大阪市港区役

所, 1956; 大阪市・大阪開港100年記念祭委員会, 1967; 水内ほか, 2008; 橋爪, 1996; 黒田, 2020）。 

しかし、港区は第二次世界大戦中の空襲でほぼ全域が焼失し、大阪市の中で最も人口が減少

した（朝日新聞1945年11月9日）。そのため戦後は、世界に類を見ない戦災復興事業や、大規

模な公営住宅団地の整備、地下鉄をはじめとする交通網の整備、国際見本市会場の建設などが

行われた（大阪市港区役所, 1956: 251, 水内ほか, 2008: 228）。 

 

3.  尻無川沿いに集積する瓦産業 

次に、尻無川沿いの瓦産業に着目し、場所の記憶と場所の力が生み出される過程を明らかに

する。大阪市港区南市岡地域の最南端に位置する尻無川沿いの地域では、江戸時代より瓦問屋

が集積している（毎日新聞2016年10月27日）。1945年6月4日に米軍が撮影した空中写真より、

当地域は第二次世界大戦で被災したことが分かる。聞き取りによれば、当地域は港区で唯一、

行政による区画整理を経ずに復興し、戦後も瓦産業の集積が進んだ。この事象は、戦災で壊滅

状態となった港区の戦前と戦後を結びつけることができるため、港区の場所の力を考察する上

で重要なものであると言えよう。聞き取りによれば、瓦産業の経営者は職住一致または職住近

接であり、長年にわたり小中学校のPTAや地域活動協議会で会長や役員を務めている。彼らは

地域活動を主導しており、場所の記憶や場所の力を作り出す過程において重要な存在となって

いる。その産物として、朗読劇『お守りの言葉』の上演や、NPO法人南市岡地域活動協議会が

発行する広報誌「南市岡すき屋根ん通信」が挙げられる。 
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近代大阪の病者と救療 

―1920年代における方面委員の活動を手がかりに― 
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1.  はじめに 

病気は誰しもが直面し得る問題である。それ故、どのような人が、どのような医療を、どの

程度入手できるかは、社会において重要な問題であり続けてきた。日本では、1910年代以降に

「医療の社会化」（全階層に平等な医療が行き渡ること）を掲げる社会事業や社会運動が起り、

その研究は1960年代以降に進められてきた（佐口 1964）。しかし、そこでは、文字通り「医

療の社会化」を標榜する主体のみが研究の対象とされてきたため、地域社会において実質的に

医療が普及していく歴史の全体像は未だ解明されていない。近年の医学史では、医療者との関

係で把握される患者（patient）ではなく、病気を抱えながらも地域社会で生きる主体としての

病者（sick person）に焦点を当てた研究が登場している（廣川 2014）。こうした成果を踏まえ

て、病者を中心に据えた「医療の社会化」の実像を解明する必要がある。 

そこで本報告では、1920年代の都市大阪における病者の姿と、それに対する救療の実態を明

らかにすることで、近代大阪における「医療の社会化」の歴史の一端を示したい。その際、方

面委員の保健救療活動を手がかりにする。 

 

2. 方面委員と保健救療活動 

方面委員は、現在の民生委員の前身となった制度であり、米騒動（1918 年）を契機に大阪

府で創設された。府は、大阪市内および接続町村に「方面」を設置し、地域有力者や土着商工

業者を委員に嘱託することで、米騒動で動揺した地域秩序の再編と安定化を目指した。 

方面委員の活動は、社会調査とケースワークがあった。後者は、本報告で取り上げる救療の

ほか、生活に関する相談や指導、戸籍整理、職業紹介、各種の紛争調停、金品の給貸与、公費

救助の斡旋など多岐にわたった。救療とは、貧困者に対する救済措置の一つとしての無料ある

いは減額で提供される医療を意味し、方面委員の保健救療活動には、見舞い、入退院の措置、

施療券の交付、行き倒れ病人の救助などがあった。本報告では、『大阪府方面委員事業年報』

を素材に 1919 年 7 月から 1929 年 12 月までのおよそ 10 年間における保健救療活動を網羅的に

分析（事例 323 件）した結果の概要を紹介する。 

 



大阪市立大学大学院文学研究科 大学院研究フォーラム 2021（無断転載不可） 
 

24 
 

3．病者の世界 

まず病者の状況を見ると、病気が原因で貧

困に陥った事例が非常に多く、病気と貧困の

関連が確認される。次に家族が看病すること

が多く、病気が本人だけでなく家族の問題で

もあったことが確認される。さらに病者が女

性の場合、離縁の危機に立たされたり、娼妓

にならざるを得なかったり、過酷な状況に陥

りやすかったことがわかる。また、医師や医

療機関を受診している事例は多いが、高額な

医療費や医療への信頼の欠如が原因で、継続

的に診療を受けることは困難だった。 

 

4．救療の様相 

方面委員は、救療の際、まずは自宅療養にして家族に

看病をさせた。同時に医師の往診や診療、医療機関の通

院、薬の処方などを受けさせた。その間の生活について

は、親族や近隣住民などあらゆる社会的諸関係を動員さ

せることで、個別の事情に応じた救済を施した。それで

も自宅療養ができない場合は入院療養を採用したが、そ

れぞれの医療機関では、救療病床の不足、受診する際の

制限や条件、入院中の看護や食費の支弁など様々な問題

が生じていた。なお、病者やその家族が自助努力を選択

し、限界まで救療を拒否することもあった。 

 

5. おわりに 

方面委員は、一定の制約や限界を孕みつつも貧困な病者を医師や医療機関につなぎ、病者の

家族をも含めて救済したのであり、まがりなりにも「医療の社会化」を促した主体の一つであ

ると言える。また方面委員の経験は、公費救助制度の批判へとつながり、その結果として

1932年 1月に救護法が施行された。保健救療活動が国家の救済の構造を変革させたと言える。 

なお、保健救療活動が 1930 年代以降にどのように展開するか、また同時期における他の

「医療の社会化」の各主体とどのような関係を持つのか、については今後の課題としたい。 

 

参考文献 

佐口卓（1964）『医療の社会化』勁草書房 

廣川和花（2011）『近代日本のハンセン病問題と地域社会』大阪大学出版会 

表2　救療の様相

救療内容 件数

医師を受診 124

大阪医科大学病院 6

（診療不可・拒否） 6

大阪赤十字社病院 37

（診療不可・拒否） 14

弘済会慈恵病院 42

（診療不可・拒否） 6

大阪府済生会病院 127

（診療不可・拒否） 21

大阪市立市民病院 12

（診療不可・拒否） 5

表1　病者の世界

病者の状況 件数

病気が原因で貧困に 87

病気が原因でさらに貧困に 19

世帯員の誰かが病気になり家族が看病 63

単身者が病気になり親族や知人が看病 13

女性が病気になり離縁の危機に 9

本人あるいは家族が病気になり娼妓に 13

病気が原因で他者から忌避される 18

病気が原因で暴力、自殺、心中 33

病者の医療行動 件数

信仰に基づく医療行為 7

売薬購入 8

医師や医療機関を受診 67
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1.  はじめに 

 近年、日本でもヤングケアラーという存在に注目が集まり、2021（令和3）年3月には厚生労

働省と文部科学省が連携するプロジェクトチームが設置され、支援への取り組みがはじまった。

ヤングケアラーとは、大人によって担われていると想定される家事・育児・介護等の主体とな

って家庭内でケアを担う子どものことである。そのため、ヤングケアラーとなっている子ども

たちは、学習のための充分な時間がとれない、登校が難しい等の困難を有することがある。そ

うしたヤングケアラーの子どもへの支援がはじまったということは、家庭という生活領域にお

いてケアの主体となる子どもの困難に対しても、支援の必要があると認められるようになった

ということである。2006（平成18）年の教育基本法の改正以来、家庭教育政策が保護者や家庭

の責任を重視する方向に動いてきたことを省みれば、生徒指導の一環としてであれ、家庭とい

う領域における子どもの支援への方向に舵を切ったことは、家庭教育政策におけるひとつの画

期となる可能性がある。 

 では、そもそもアジア太平洋戦争後の日本の家庭教育政策はどのように始まったのか。どの

ような役割を家庭や家族に求めてきたのか。この問いについて、国家による家庭教育への介入

という観点から検討する。 

 

2.  家庭教育政策の開始とその課題 

アジア太平洋戦争後の日本において、家庭教育政策が開始されたのは1960年代のことである。

拡大する婦人教育行政に対応するため、1961（昭和36）年に文部省社会教育局に婦人教育課が

新設され、翌年には家庭教育施策に対する予算がつけられるなど、家庭教育施策に取り組む体

制が整えられていった。1964（昭和39）年には、全国で家庭教育学級が開始されている。それ

以前にも婦人学級等でその一部に家庭教育を学習する時間が設けられることはあったが、それ

では不十分だということで家庭教育学級が開設されたのである。 

 設置以来、家庭教育学級の開設に向けて取り組んでいた婦人教育課が、それと並行して行っ

ていたのが家庭教育専門研究会のとりまとめである。この家庭教育専門研究会は、教育学や心

理学の専門家が集められた会議で、家庭教育学級とその運営者や指導者に提供するための家庭
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教育資料の作成を担っていた。 

 本研究では、この家庭教育資料の作成過程に着目し、当時の家庭教育政策においてどのよう

な役割が家庭や家族に求められていたのかを明らかにする。また、1966（昭和 41）年の中央

教育審議会答申に別記として付された「期待される人間像」とのかかわりについても考察する。

そのうえで、期待される人間像のような理想像が国家によって提示されることによって生じる

問題について、家庭教育学級の取組みの様子から検討する。 

 

参考文献 

奥村典子 『動員される母親たち』 六花出版 2014 年 

澁谷智子 『ヤングケアラー』 中央公論社 2018 年 

藤原英夫・塩ハマ子 編著 『家庭教育学級の解説と運営』 全日本社会教育連合会 1966 年 

本田由紀・伊藤公雄 『国家がなぜ家族に干渉するのか』 青弓社 2017 年 

文部科学省 web ページ（https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1387008_00003.htm）

（最終閲覧日：2021/11/15） 
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1.  はじめに 

 ポピュラー音楽研究を進める中で「アルバム」が一つの作品として「名盤」と言う呼称と共

に神格化されることがある。複数の楽曲を収録しているにもかかわらず、なぜ「アルバム」は

それ自体一つの作品として扱われるのだろうか。そして、「アルバムの死」と囁かれる今日、

その「アルバム」とはいったい何を指しているのだろうか。キース・ニーガスはポピュラー音

楽産業には様々な媒介が存在し、生産と消費の間で両者が影響しながらそのサウンドやイメー

ジの配給が行われていると述べる（Negus 2004）。彼は、その媒介を⑴仲介行為としての媒介

⑵伝達としての媒介⑶社会関係による媒介という三つに分ける。私は⑵の媒介における録音媒

体とその変化に着目しながら、ポピュラー音楽産業の中で「アルバム」がどのように変容して

いったかを明らかにしたい。 

 

2. 「シングル」と「アルバム」の歴史 
「アルバム」は1909年4月、オデオン社がチャイコフスキーの〈くるみ割り人形〉のSPレコ

ード両面版4枚が写真アルバム付きで発売されたのが始まりである。SPレコードは収録時間が

短い(片面4分30秒程度)ために分割で複数枚のレコードがセットで売られていた。1948年、コ

ロンビア・レコードが商品化を進めたLPレコードは片面22分ほどの収録時間を可能にした。

LPレコードは主にクラシックやミュージカル曲、ヒットソング何曲かを収録した「アルバム」

として普及した。対して、ヴィクター社はEPレコード(シングル・レコード)をレコード産業

の軸とした。EPレコードはジューク・ボックスで使用され、50年代にはラジオへと移行した。

「トップ40ラジオ」などのラジオ番組はコマーシャル的役割を持ち、曲が放送に乗ることがレ

コードの売り上げに繋がった。50年代のポピュラー音楽産業において「シングル」は商業的成

功のフォーマットの中で量産されていった。そもそも、この時点ではレコードは生演奏の代用

品に過ぎず、「シングル」か「アルバム」かは、主に音楽ジャンル、値段、曲数の違いであっ

たと言える。 

 

3. 「アルバム」の隆起と崩壊 
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「アルバム」というものそれ自体が一つの作品として注目されたのは1967年、ビートルズに

よる『サージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブ・バンド』のリリースが始まりで

ある。レコーディング技術を駆使した先鋭的なこの「アルバム」は、レコードに生演奏の代用

品ではなく一つの「作品」としての可能性を与え、「シングル」の売上を凌駕した。それ以降

「アルバム」はアーティストの創造性が発揮されたものして定着し、アルバム全体を通して一

貫したテーマを持つ「コンセプト・アルバム」という概念を生み出した。そこから1970年代に

かけて、LPレコードが主流の「アルバム」は、ジャケット・デザインも含めた一つの作品と

して提供され「名盤」と評されるものが生まれる。しかし1980年代にソニーが開発したCDは

音楽のデジタル化を促進し、「この技術はやがて「レコード」をCDというデジタル・データ

の「乗り物」そのものに作り替えて」しまった（増田・谷口2005, p.121）。さらに1999年に登

場したナップスターはCD-ROMに使用されていたmp3という音声圧縮ファイルをPCに無料で違

法にアップロードし、音楽のファイル共有を流用させた。アメリカではナップスターの登場を

境に「アルバム」の売上が衰退の一途を辿る。「アルバム」に収録された曲は個別の楽曲とし

て切り離され、自分の好きな音楽をダウンロードし、プレイリストを制作できる時代になった。 

 

4.  「アルバム」は死んだのか 

これら録音媒体の変容は「音楽のつくられ方や配られ方、聴かれ方に独特の影響を与えてき

た。」（Negus 2004, p.113）。そして「アルバム」と言うものが一つの作品として語られる背景に

は、それ自体が音響そのものであり、切り離すことのできないサウンドであったレコードとい

う媒体の存在に今尚依存しているのではないだろうか。「テクノロジーは...その構成要素の一

つとして浸透し、素材の地肌を決定する。」（細川 1990, p.272）つまり、レコードから CD への

媒体の変化は「アルバム」という一連のサウンドの構成要素自体を変えてしまったのだ。そし

て「アルバム」の価値も変化した。「アルバム」は死んだだろうか。榎本は「アルバムは死な

ない。死んだのは捨て曲だろう。」（榎本 2021, p. 514）と述べている。「捨て曲の死」はテープ

や CD の登場、音楽のデジタル化と共に兆候を示し、現在では、Apple Music のトップ 100 で

は視聴回数ランキングに、「アルバム」に収録された楽曲が個々にチャートインしている。「ア

ルバム」の曲は独立しそれぞれが評価され始めた。今後さらに様々な媒介の変化が「アルバム」

や音楽の意味生産に影響を与えていくことだろう。 

 
5. 参考文献 
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1.  はじめに 

本発表では、現代のフランス映像産業システムが、近年における海外のビデオ・オン・デマ

ンド（以下 VOD）とどのように関係しているのかということについてみていく。具体的には、

最初に 21 世紀以降のフランスにおけるメディア市場の動向について解説し、次にフランス映

像産業システムを特徴づける 4 つの制度、すなわち国立映画・映像センター（以下 CNC）の

資金助成制度、テレビ局に対する放送割当制および資金投資義務、メディアに関するタイムラ

イン（Chronologie des médias、以下タイムライン）を紹介、最後に現代フランス映像産業が海

外の VOD にどのようにしてそのシステムを適用させようとしているのかということをみる。 

 

2.  フランスの映像メディア市場 
 最初に 20 世紀以降のフランスの映像メディア市場について、CNC が毎年発行している『年

度報告書』（bilan）を参照してみていく。結論を述べると、近年のフランスではサブスクリプ

ション制の VOD（SVOD）である Netflix の台頭が著しく、Amazon Prime Video（Amazon）も

フランスの有名な VOD である OrangeVOD や CanalVOD に並ぶほどの利用者を獲得してきてい

ること、映画館入場者数や平均テレビ視聴時間が近年になって低迷している様子はみられない

一方で、物質的なビデオは淘汰されてきているということを確認することができた。 

 

3.  フランス映像産業を支える 4 つの制度 
 フランス映像産業においては国家の法的な介入があることにより映像メディア市場が棲み

分けされており、映画産業を重点的に支援するための映像産業システムが構築されている。具

体的には、映像産業全体の資金の流れを統括する CNC、テレビ産業にある資金力や放送網を

映画産業にいかすための資金投資義務や放送割当制、そして各メディアが新作映画を放送・リ

リースするのに必要な待機期間を定めているタイムラインの 4 つである。VOD が普及するま

では、テレビ産業が映画産業を支えるという構造が成り立っており、テレビ局からの徴税金を

主な財源とする CNC による助成金、およびテレビ局から拠出された資金によって映画が製作
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され、放送割当制によって資金的な助成をうけた映画が、はじめに映画館で上映され、その後

テレビで放映されるというシステムができあがっていた。しかし、インターネットを利用した

VOD の普及で人々が自分の好きなタイミングで映画を視聴することができる時代になり、テ

レビ局に対する放送割当制は実質的に意味をなさなくなった。また、Netflix などの大手 VOD

事業者が映画とみまがうオリジナル映像作品を製作して独自のプラットフォームで配信するよ

うになり、映画館で公開されているか否かで映画と映像作品を区別するタイムラインの意義に

疑問がもたれるようになってきた。 

 

4.  タイムラインの重要性 
 2017 年のカンヌ映画祭においては、Netflix の出品した映像作品である『オクジャ』（Okja）

と『マイヤーウィッツ家の人々』（The Meyerowitz Stories）がフランスの映画館で公開されて

いないことを理由にコンペティション部門から除外され、現代において映画とは何かという議

論をよんだ。この議論については、2018 年のカンヌ映画祭で Netflix が作品を出品しないとい

うことでひとまず幕引きとなったが、フランスは Netflix のようなオリジナル映像作品を製作

する SVODに対応しようとするべく、論争の背景にあったタイムラインを改訂するに至った。

すなわち、フランスでの映画製作のために CNC の徴税や資金拠出に協力し、自社プラットフ

ォームで積極的にフランス映画を配信するなどの条件をクリアすれば、海外の SVOD が新作

映画を配信するために必要な待機期間を短縮するという措置が設けられた。この改訂によって

海外の SVOD 事業者がフランス映像産業システムにおけるそれぞれの制度に自発的に適応し

ていくことが促されたと考えられる。したがって、Netflixの台頭に対して現代フランス映像産

業システムの要となっている制度がタイムラインであるといえる。 

 

5.  おわりに 
 VOD の普及でフランスの映画館やテレビから人が離れていっているという様子はなく、フ

ランス映像産業がタイムラインの改訂をもって海外の VOD をシステムにとりこもうとしてい

ることを確認することができた。現在のところフランス映像産業はそのシステムを維持するこ

とができていると思われる。しかし、改訂されたタイムラインについても、Netflixのような海

外の SVOD には依然としてかなり厳しい条件が課されているという見方もある。海外の VOD

の普及で映像産業のグローバル化がますます進行していくなかで、フランス映像産業はそのあ

りかたを維持していくことができるのかということを今後も調査していく必要がある。 

 

参考文献 
Le Diberder, A (2019) La nouvelle économie de l’audiovisuel, La Découverte. Paris. 
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1. はじめに 

 中国における武侠映画は日本の剣戟映画（チャンバラ映画）と似たタイプの映画である。武

侠映画とは、おおまかに言えば文字どおり「武」と「俠」を描く映画である。主な登場人物は、

武術にすぐれ、任俠を重んじる者たちである。武侠映画に出てくる武術の内容は中国の伝統的

な武術文化と切り離せないものである。その中でもとりわけ冷兵器（火を用いない武器）は、

重要な武術の構成部分として、武侠映画のアクションデザインに欠かすことのできない役割を

果たしている。冷武器に関する多種多様な表現と描写は、武侠映画が発展し、現在に至るまで

人気を博している主な要因の一つなのである。そこで本発表は、主に、中国武侠映画において

深い意義を持つ冷兵器の登場について紹介することとする。 

 

2. 十八般兵器と十八般武芸 

 冷兵器とは火を用いない非火器の兵器のことである。この冷兵器である十八般兵器（じゅう

はっぱんへいき）または十八般武芸（じゅうはっぱんぶげい）とは、中国武術で用いられる十

八種の武器及びそれら武器術のことである。十八般兵器は通常「刀槍剣戟、斧鉞鈎叉、鎲棍槊

棒、鞭鐧錘抓、拐子流星」を指す。十八般兵器または十八般武芸は多種多様で、時代や流派に

よって変化してきた。ただし、刀槍剣戟などは主要な武器として常にその中に含まれていたた

め、武侠映画の中で最もよく見られる武器である。しかし、実際には武侠映画に登場する冷兵

器は十八種類だけではなく、他の兵器や兵器として使える日常生活のツールも含まれている。

例えば、ペンチ、扇子、箸、針、傘、腕輪なども武侠映画でよく出てくる兵器である。 

 

3. 武器と人格 

 武侠映画で登場する武器は、武器そのものの意味を有するとともに、人物の身分を暗示する

役割もある。例えば、江湖（俗世間）には「君子は剣を持ち、侠客は刀を使い、刺客は短剣を

使う」という固定の身分と武器の暗黙の組み合わせがある。そのため、武侠映画において正義

の味方が使う武器の中では、刀と剣が圧倒的に多くの割合を占めている。逆に、敵の側では、

短剣や暗器（隠し武器）などの武器の使用頻度がかなり高い。また、一部の武器は侠客の江湖

の地位を暗示することができる。例えば、『倚天屠龍記』の中、江湖で争奪と混乱を引き起こ

した「倚天剣」と「屠龍刀」、『グリーン・デスティニー』（原題: 臥虎蔵龍）の中で武林（武

https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E6%AD%A6%E8%A1%93
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芸界）での高い地位を表す「青冥宝剣」、『ブレイド・マスター』（原題：繡春刀）の中で中央

権力と庇護を代表する「繍春刀」などがある。 

 

4. 武芸と宗教思想  

 武侠映画には、善と悪の対立を超える第三種の力、即ち宗教の力が存在する。武器は具象化

する宗教力の一部となる。例えば、武侠映画『ジャッジ・アーチャー』（原題:箭士柳白猿）に

は、道教の「無為」思想を代表する「不射之射」という射術が出てくる。『不射之射』は 1988

年に上海美術電影製作所と川本喜八郎が共同で撮影した短編アニメーションで、春秋時代の中

国を舞台に天下一の弓の名人を目指す若者紀昌が悟りの境地にたどり着くまでを描く語である。

最後、紀昌は弓道を悟り、「不射之射」の究極の境地に達した。この紀昌の話は、中島敦『名

人伝』の題材となっている。このアニメに見える「真の行いはなすことなく、真の言葉はいう

ことなく、真の弓は射ることなく、不射之射（射ずして射る）」（中国語：至为为不为，至言为

无言，至射为不射，不射之射）という「不射之射」の射術は、道家の「無為」を主とする哲学

思想を融合させて、弓道の最強の力を見せてくれるのである。映画『ジャッジ・アーチャー』

では、主人公は川に向かって弓を射るなどの修行を通じて、同じ「不射之射」の射術を悟り、

最後にこれまで仏教を信じていた時に生まれた精神的な問題を克服した。武器と宗教の力の組

み合わせは、キャラクターの人間性と成長に対して、より多くの考えと視点を与えてくれる。 

 

5. 技の演出と特撮 

 中国武侠映画の初期代表作『火燒紅蓮寺』は、二つの対立する武術門派の闘争を撮影する際

に、「剣光闘法」という初期映画の特別撮影技術を採用した。その当時は、アニメと写真フィ

ルムを合成する方法で撮影していた。二人の闘剣、剣の戦いの動きを先に撮影してから、フィ

ルムに剣を飛ばして光線を放つなど画面を描き、「剣光闘法」という特殊な視覚効果を合成し

た。この合成撮影の方法は後に武侠映画製作においてよく使う特撮技術となる。「剣光闘法」

の特撮技術により、侠客たちは「御剣飛行」を通じて自由に空を飛ぶことができるだけでなく、

手の指や武器で剣光を射出し、スクリーンに熱気をもたらして、映画の鑑賞性を大いに高めた。 

 

6. 終わりに 

 このように、武侠映画における武器は多様な意味を持っている。武侠映画において、武器は

人格を備えており、武芸は思想性に富み、技は一種の誇張された表現であるといえる。 
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1.  はじめに 

ワーク・ファミリー・コンフリクト（Work-Family-Conflict：以下 WFC）とは、仕事と家庭

の両方の役割に、積極的に参加する際に生じる役割間コンフリクトのことである（Kossek＆
Kyung-Hee 2017）。家庭での役割とは、主に育児や介護などのケア労働を意味する。少子高齢

化が進み、育児は介護のように多くの人が直面し経験するものではなくなっている。 

WFC は、働き手自身によるスケジュール管理と、上司による家庭・私生活へのサポートに

よって軽減されることが報告されている（Kelly et al. 2014）。働き方に加えて、国レベル・個

人レベルの伝統的なジェンダー・イデオロギーも「家庭への仕事の干渉（WIF）」と「仕事へ

の家庭の干渉（FIW）」に強く影響する重要な要因である（Kaufman &Taniguchi 2019)。WFC 

軽減には、周囲の人々の理解が不可欠であり、ジェンダー・ギャップ指数の高い日本では、

WFC は総じて比較的高いと予想される。 

 

2.  福祉国家における家族政策 
第 2 次世界大戦後、福祉国家はどこの国も家族主義に依拠し、男性は家族を養い、配偶者で

ある女性は家庭に留まることが前提となっていたが（Esping-Andersen 2008=2008）、仕事と家

庭の両立を実現できるような制度や仕組みが模索され、産前・産後休業、育児休業、短時間勤

務などを利用し、継続して賃金労働に従事する女性が増えた。しかし育児や介護などのケア労

働は 24 時間休むことのできないものであり、全てを外部化することは不可能である。WFC は

育児期にある人は誰しもが経験し（Collins 2020）、また完全に解消されることもない。高福祉

国家といわれるスウェーデンやフランスにおいてもそれは変わらないと考えられる。本研究で

は、各福祉国家において観測される WFC に違いはあるのか、またそれらにはどのような違い

があるのかを計量分析によって検討し、その要因を明らかにすることを目的とする。 

 

3.  福祉レジーム 
Esping−Andersen が、先進国の福祉国家を「自由主義レジーム」「保守主義レジーム」「社会

民主主義レジーム」「社会民主主義レジーム」という 3 つの福祉レジームに分類して以降
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（Esping−Andersen l990=2001)、様々な方法で福祉レジームの類型化が試みられ、福祉国家の

国際比較を行う際には福祉レジームが用いられることが多くなった。しかし、福祉国家が対象

とする分野は多岐にわたり複雑なため、分析の際にはある程度対象とする項目の選択が必要で

ある。これまでの福祉レジーム研究においても類型化の結果は様々である（Bertin et al. 2021）。 

 

4.  分析方法 

福祉国家において観測されるWFCについて分析するため、本研究では類型化と多変量解析を行う。 

まず、育児期を主題とし、また多くの国を分析対象とするために、OECD. Statで提供されて

いるFamily Databaseを用いてタンデム・クラスタリングを行う。次に、WFCが質問項目に含ま

れている、41 カ国が参加したISSP Family and Changing Gender Roles Ⅳ （2012）を用いてマル
チレベル分析を行う。WFC４項目（「仕事で疲れてしまい、家に帰ってから必要な家事をす

ることができなかった」、「仕事の時間が長すぎて、家族に対する責任を十分に果たせなかっ

た」、「家事で疲れてしまい、職場に来てから仕事を十分に果たせなかった」、「家庭での負

担が重すぎて、仕事に集中するのが難しいと感じた」）をそれぞれ従属変数とし、福祉レジー

ムが国レベルのWFCにどのような影響を及ぼしているのかを分析する。 
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	1.  はじめに
	大阪市港区は1868（明治元）年の大阪港の開港に伴い、明治時代から昭和戦前期にかけて大阪の玄関口として市街地化が進行した（大阪市・大阪開港100年記念祭委員会, 1967: 4; 水内ほか, 2008: 142）。例えば水内ほか（2008）は、1932（昭和7）年7月から1933（昭和8）年11月にかけて雑誌『大大阪』において連載された「大大阪新開地風景」を基に、昭和初期の港区の場所のイメージを考察しており、港区がビルディング、カフェ、洋品雑貨屋、劇場、寄席、温泉などが立地するハイカラな地域であっ...
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