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博物学研究 その４ 

～つちにんぎょう～ 

川瀬 基弘 

愛知みずほ大学人間科学部 

 

 

 

 
１．土人形とは 

 土人形とは，文字通りの泥土製の人形のことで，

粘土を手捻りや型で形成して，顔料で彩色した素朴

な人形です．ベト人形あるいは単にベトとも呼ばれ

ます．今回は江戸時代から作られてきた土人形を紹

介します． 

 

２．土人形全般の起こり・用途 

 江戸時代前期に，公家や大名を中心に御所人形や

衣装雛などへの嗜好が高まったのをきっかけに，そ

れらの高級人形とは別に，各地で身近な素材を利用

した郷土色豊かな遊び道具や飾り物がつくられまし

た．主流は，雛人形，武者人形などの節句の飾り物

と，五穀豊穣，厄除け，開運などの縁起物です． 

 

３．節供に土雛をはじめとする人形を飾る風習 

 子供の幸福を願い，無事生育を祈る親としての心

づもりが土人形を求めさせ，それを飾らせました．

そもそも，日本の人形は「ひとがた」から始まった

と言われています．ひとがたは，人の身につく諸々

の禍難を除くものとされて，身の穢れをひとがたに

転嫁させて，これを流し去りました．このひとがた

が，天児や御伽這子となり，子供の誕生とともに求

められて，その子が三歳になるまでは子供の側に置

かれ，子供の生育のさまたげとなる魔や禍い，そし

て穢れなどをこの人形が代わって引き受けて，川に

流し去られたもので，このような思想が後の世の土

人形にまで継続してきたものとされています．広い

意味での土人形は，縄文・弥生時代の土偶や埴輪を

含めますので，その頃に起源があるのでしょう． 

 

４．愛知県の土人形の製造技術や様式のルーツ 

 愛知県内における土人形の先進地は，乙川，名古

屋あるいは犬山とも言われていますが，共に江戸時

代末期，京都の伏見人形の製法と技術を導入して作

り始められました． 

 

５．江戸末期に一大生産地になった東海地域 

 古くから瀬戸や常滑は陶磁器の生産地であり，三

河南部は三州瓦の産地として，全国的にも良質の粘

土に恵まれたことが，土人形製作の大発展につなが

りました．もともと東海地域には，東海層群と呼ば

れる良質な粘土層を含む地層が広く分布していま

す．また，全国どの県と比べても，愛知県ほど土人

形の華々しい歴史を飾った県は他にはないようです

が，愛知県は，どこへ行っても，歌舞伎，文楽等の

芸能が盛んなところであり，郷土色豊かな年中行事

が受け継がれていたことにも影響されるようです． 

 

６．土人形の生産と需要が衰退した原因 

 昭和時代に大衆娯楽の近代化と，新型雛の台頭に

押されて衰退していきました． 

 

７．土人形の工法・彩色の原料 

 工法は粘土で成形して乾燥させただけのものと，

焼成したものとがあります．成形方法は「手捻り(轆

轤や型を用いずに手作りで成形すること)」と「型抜

き(粘土を型から抜き出す型作り成形のこと)」の２

種があります．色料については，植物染料と鉱物質

の顔料とを併用した前期と，化学的な染料や顔料を

主材料にした後期との２つに大別できます． 

 

８．土人形の魅力 

 土人形の多くは名もなき工人が汗水を流して作り

上げた作品です。型で量産されましたが，手作業に

よる色絵付の筆使いによって表情は一つ一つ異なり

ます。その素朴な表情・姿勢・色彩には物語性すら

感じられます．表情と姿勢に注目すると，同じ人形

でありながら１点１点少しずつ異なることも注目す

べきところです． 
 
９．引用文献 
古谷哲之輔（1973）三河土人形．日本雪だるまの会，静

岡市．
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A Consideration of How to Teach Peripheral Examples  

of be + V-ing from the Viewpoint of Cognitive Grammar  

 
Takao IMAI 

Division of Human Sciences, Department of Human Sciences, Aichi Mizuho College 

 
 
 
     The objective of this article is to investigate ways to deal with peripheral examples of the “be + V-ing 

construction” in teaching English to speakers of Japanese. The article starts by examining the misunderstanding 

which frequently occurs in English classes due to students translating the construction into Japanese. The article also 

refers to a sign, “Now stopping at Shibuya,” which is displayed on JR-Yamanote Line. This sign seems to be wrong at 

first, but it can be a peripheral example of the “be + V-ing construction.”  In order to test the author’s hypothesis, a 

survey was conducted to measure the attitudes of native speakers of English towards the expressions in question. The 

results of the survey led the author to theorize that in addition to learning about the core image of the be + V-ing 

construction, the “Two Standards for Evaluating New Language Expression” which will be proposed in this article is 

beneficial for Japanese learners of English. 

 
Keyword: teaching grammar, be + V-ing, cognitive grammar, prototype/peripheral 

 
1. Introduction 

On JR-Yamanote Line, three different 
sequential notifications are displayed to signal 
passengers to the location of the train. Imagine, for 
example, the situation in which your train has just 
left Ebisu, and is heading for Shibuya. (a) Soon 
after the train left Ebisu, the sign reads Tsugi wa 
Shibuya desu in Japanese and “Next Shibuya” in 
English. (b) When the train is about to arrive in 
Shibuya, the sign reads Manonaku Shibuya desu in 
Japanese and “Arriving at Shibuya” in English. (c) 
While the train is in Shibuya station, and passengers 
are getting on and off, the sign reads Tadaima 
Shibuya desu in Japanese and followed that 
expression with “Now stopping at Shibuya.” I think 
(a) and (b) leave nothing to be desired, but (c) is a 
little bit controversial because a strict grammatical 

meaning of “Now stopping at Shibuya” would be 
that the train is about to arrive in Shibuya. 

Related to this “be + V-ing” construction 
which was mentioned in the last paragraph, a 
frequent misunderstanding that occurs in English 
classes in Japan comes to mind. When someone 
says, for instance, “My battery is dying,” while 
talking on a cell phone, the meaning of the sentence 
is that the battery of the cell phone is going to die 
soon. If Japanese learners of English, however, 
remember the meaning of the “be + V-ing” 
construction as the equivalent of –shite iru in 
Japanese, they are less likely to understand the 
meaning of the sentence. This phenomenon has 
been frequently observed in the author’s classes 
regardless of the learners’ English achievement 
level. They will probably translate the sentence as 
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“Jyuden ga kirete iru.” It is clear that this 
translation is not correct because the meaning of the 
Japanese sentence is the battery is dead. “Jyuden ga 
kireso” might be preferable. This kind of problem 
frequently happens in English classes in Japan. (cf. 
Imai: 2007) 

According to the schematic/core image of the 
“be + V-ing” construction, the way in which 
JR-Yamanote Line uses the expression, “Now 
stopping at Shibuya,” seems to be a little bit 
problematic because it is confusing. The author 
guesses, however, that the JR-Yamanote Line’s 
expression (c) might be a peripheral example of the 
“be + V-ing” construction. Based on the two 
incompatible examples which have been discussed 
so far, the present study focuses on what matters 
when we come across such peripheral examples as 
“Now stopping at Shibuya” in reference to the 
viewpoint of cognitive grammar.  

 
2. Theoretical Backgrounds 

 

2.1 Fundamental Cognitive Abilities Underlying 

Grammatical Competence 
 
From the viewpoint that cognitive linguistics 

regards language ability as one of the embodiments 
of human cognitive abilities, the author has 
speculated that there are four fundamental cognitive 
abilities which underlie grammatical competence. 
Those four fundamental abilities are prototype- 
based model of categorization, figure/ground 
segregation and alternation, reference point ability, 
and granularity (schematicity/specificity). It should 
also be noted that each of these abilities are not 
mutually exclusive. 

The first of these abilities is prototype-based 
model of categorization. In this prototype-based 

model of categorization, category membership is a 
gradient phenomenon, that is, some members of a 
category are more central members than others. The 
former members are called prototype examples, 
while the latter ones are called peripherals or 
extensions. 

The second of these abilities is figure/ground 
segregation and alternation. This ability explains the 
fact that humans can visualize several different 
meanings in a word or a sentence within context. In 
short, humans foreground some aspect of a situation, 
while they background the other aspects. 

The third ability is reference point ability. The 
process of this ability is identical to that of 
metonymy, a type of figurative language in which 
one entity or thing is used to indicate, or provides 
mental access to, another entity. In language 
communication, the author thinks that all language 
expressions serve as reference points. That is, 
language expressions are one of the cues for the 
hearer to understand what the speaker intends to 
convey. The listener’s job is to infer the speaker’s 
meaning by using these languages expressions 
(reference points) as one of the cues, along with 
grammatical knowledge, background knowledge, 
context information, theory of mind (cf. Yanase: 
2007), and so on. 

The last ability is granularity. This ability 
enables humans to construe things or situations 
schematically or specifically. Depending on the 
schematicity level at which things or situations are 
conceptualized, things or situations could be 
construed in different ways. It is sometimes said 
that people are the same, while it is also mentioned 
that each person is different. The reason for which 
those two statements are not contradictory could be 
explained by humans’ ability to be able to construe 
things or situations both roughly and precisely. 
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2.2 Two Standards for Evaluating New 

Language Expressions. 

 

As was discussed in section 2.1, when 
communicating with people by using language, 
reference point ability plays an essential role in 
understanding a speaker’s meaning. This ability is 
inevitable especially when listeners come across 
spontaneous metaphors or language expressions that 
they have never heard before. A language 
expression as a reference point is regarded as 
appropriate if the speaker’s meaning is successfully 
conveyed to the listener. Related to the 
appropriateness of a language expression, people 
often say that some language expressions are 
grammatical, while others are ungrammatical, based 
on a standard of judgment that is supported by 
rule-based model of grammar. In reference to the 
viewpoint of cognitive grammar and a dynamic 
usage-based model of grammar (cf. Langacker, 
2000), however, such dichotomy as grammatical or 
ungrammatical does not necessarily work. Instead, 
the next two standards should be considered to 
evaluate language expressions that listeners do not 
feel comfortable with.  

 
Standards for Evaluating a New Language 
Expression 
 

(1) Whether a language expression in question 
is conventional or nonconventional (not 
grammatical, or ungrammatical), that is, 
what percentage of native speakers of the 
language would feel comfortable or are 
familiar with the expression. 

 
(2) Whether the expression in question could be 

assimilated into a category as a peripheral 

example or an extension, that is, whether the 
expression could be explained from the 
viewpoint of cognitive motivation. 

 
As for the standard (2), which was presented 

above, a related supportive statement is also given 
by Langacker. 

 
…  the categorization constitutes the 

expression’s interpretation with respect to 
established linguistic convention, as 
embodied in the schema. An elaborative 
relationship represents a judgment of 
conventionality (often referred to as 
“grammaticality”). While an expression that 
conflicts with a schema is to that extent 
nonconventional (“ungrammatical”), this 
need not be grounds for stigma. The pleasures 
of innovation and the pressures of actual 
language use are such that we are always 
pushing the envelop of established 
convention. Thus a certain measure of 
nonconventionality is usually and readily 
accepted. (Langacker 2008: 170) 
 

It makes perfect sense to the author that Langacker 
uses the term conventional/nonconventional, rather 
than grammatical/ungrammatical, considering the 
reality that language is dynamic and has always 
been changing. It is just a problem of extent of 
conventionality whether some expression is 
acceptable or not. If an expression is explained 
based on the cognitive motivation, however, it could 
be regarded as a peripheral member of a category.  

Consider, for example, “I’m loving it!” which 
is known as a catch-phrase of McDonald’s 
commercial. Some Japanese teachers of English 
pointed out that this expression is ungrammatical, 
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by evaluating the expression based on the rules of 
traditional school grammar. That attitude of 
evaluation is not necessarily appropriate, when we 
consider the actual language use and its dynamism. 
Evaluating “I’m loving it” according to the two 
standards given above led the author to conclude as 
follow: (a) This expression is accepted by many 
young people, while elder people are generally less 
likely to feel comfortable with the expression. One 
native speaker of English, who is in her early 
twenties, commented that “I’m loving it.” is used in 
McDonald’s commercial, but it seems awkward. 
However, “I’m loving it” has its place in the 
English language. If a person is intrigued or likes a 
certain situation (something works in his/her favor), 
he/she might use “I’m loving it!” (b) Taking into 
account that the schematic/core image of the “be + 
V-ing” construction as seen in section 2.3 below, the 
interpretation of “I’m loving it!” should be that I’m 
loving it temporarily, or for the time being. That is 
because using an imperfective verb as a component 
of the “be + V-ing” construction, implicit 
boundaries are imposed. (cf. Radden & Dirven: 
2007: 177)  In this construal, the aspect that “I’m 
enjoying it now!” is foregrounded. This usage is 
assimilated to a peripheral member of verbs which 
could be used in that construction. 

Related to the meaning of “I’m loving it!” the 
author once asked how native speakers of English 
feel about the difference between “I love you.” and 
“I’m loving you.” The comment by one of the 
participants, which is shown in Table 1 below, also 
supports the author’s conclusion. 
 

 
 
 
 

Table 1 
 (A Comment by a Native Speaker of English) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.3 The Schematic/Core Image of be + V-ing 
 
As is shown below, different kinds of verbs have 
been considered to behave in different ways when 
they are used as a component of the “be + V-ing” 
construction. What should be observed here is, 
however, that if visualized in the schematic lever, 
they share the same core image as is shown in 
Figure 1. The core meaning should be described as 
follow: the subject of the verb is construed to be in 
the middle of doing something which has a 
boundary. (cf. Radden & Dirven: 2007: 179-182, 
190-193) 
 
(1) a. Jack ate an apple. [durational / telic]  
 
 

b. Jack is eating an apple.  
 

“I love you” is a more powerful phrase 
(although unfortunately, in our culture we have 
managed to demean its emotional impact by using 
it too much and insincerely). This phrase, if used 
with genuineness, connotes true feeling for 
something or someone, a strong sentiment. “I 
love my family/God/country”, for example. It is, 
in many instances, constant. 

Whereas, “I’m loving you” is more removed 
from the object of the emotional word “love”. It is 
like saying I enjoy/appreciate you right now for a 
reason, whether it is because you gave a good 
performance or you did a favor for me. It is less 
constant and more conditional. (The comment of 
Daria Deeva) 

 
  

Figure 1: The Core Image of “be 
+ V-ing” construction. 
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(2) a. Maria slept an hour [durational/atelic]  
 
 

b. Maria is sleeping. 
 
 
 
(3) a. The bus stopped. [punctual/telic]  
 

 
b. The bus is stopping. 

 
 
 
(4) a. Rob hiccupped. [punctual/atelic]  
 
 

b. Rob is hiccupping. 
 
 
(5) a. I live in an apartment. [lasting state] 
    
 

b. I’m living in an apartment. 
 
 
 
3. Survey 

 

3.1 Objective 

 
     The objective of this survey is to investigate 
whether the sign, “Now stopping at Shibuya,” in 
JR-Yamanote Line, is a peripheral example of the 
“be + V-ing” construction. According to the 
schematic meaning of the “be + V-ing” construction, 
“Now stopping at Shibuya,” should be paraphrased 
as “Now the train is about to arrive in Shibuya.” 

JR-Yamanote Line, however, uses the expression to 
mean “The train is at Shibuya.” Based on the two 
standards given in section 2.2, the author explored 
the JR-Yamanote Line’s expression. 
 
3.2 Participants 

     Seven native speakers of English participated 
in this survey, all of whom are living in Japan and 
teaching English in a university. Four participants 
are from the U.S, two are from U.K, and one is 
from New Zealand. These participants were chosen 
on the basis of availability for interviews by the 
author. 
 
3.3 Materials and Procedures 

     Regarding sentence 1 through 8 shown below, 
the participants were asked to choose their 
interpretation of each sentence from the options ① 
through ④ in the box below. These sentences for 
the interviews were designed by the author, by 
adding either “now” or “Shibuya,” or both to the 
sentence, “The train is stopping.” The reason was to 
investigate whether adverbials of time or place are 
determinants of sentence meaning. 
 
1. The train is stopping. 
2. The train is stopping at Shibuya. 
3. Now the train is stopping. 
4. Now the train is stopping at Shibuya. 
5. Stopping. 
6. Stopping at Shibuya. 
7. Now stopping. 
8. Now stopping at Shibuya. 
 
 
 
 
 

In each of the sentences 1 through 8, do you 
feel the train is moving or not? Choose your 
interpretation from ① to ④. 

① The train is moving. 
② The train is not moving. 
③ The train could be moving or not moving. 
④ This sentence doesn’t make sense. 



原著 

10 

     After the participants completed the survey, 
the author talked with each participant about the 
content of the survey in English. During the 
interview, some participants gave their comments in 
addition to their answer to each question. 
 
3.4 Results 

The results of the survey are presented in 
Table 2. The letters: U.S., U.K., and NZ show the 
country where each participant is from. The 
numbers given in the column under the country of 
each participant show the interpretation which the 
participant chose from ① to ④. Two numbers are 
given in the slot when the participant thought two 
interpretations could be possible. If two numbers 
are given, but one of them is in the parenthesis, the 
interpretation in the parenthesis is possible, but less 
likely. The numbers given in the column under ①, 
②, ③, or ④, in Total, indicate the total number of 
the participants who chose the interpretation for 
each sentence. 

Along with answers to the questions, some 
participants gave comments. Some of them are 
summarized by the author and presented in Table 3: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table 3 (Comments by Survey Participants) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) Since “be + V-ing” construction always means 
that the subject of the sentence is in the middle 
of doing something, the meaning of “Now 
stopping at Shibuya” should be that the train is 
about to arrive in Shibuya. If the train is at 
Shibuya, “Now stopped at Shibuya” should be 
appropriate. Just saying “Shibuya” is more 
appropriate and natural. 

(b) In the context of the train being at Shibuya 
station, you should say, “Now standing at 
Shibuya.”  
※ Regarding this, another participant 
commented that “Now standing at Shibuya” is 
appropriate when you are trying to catch the 
train, but if you are riding on the train, this 
expression is awkward. 

(c) The meaning of “stopping” is usually 
“moving,” but if you are talking about a train 
schedule, such as “The train will be stopping at 
Shibuya,” “stopping” could mean “not 
moving.” 

(d) One participant from California commented 
that in the JR-Yamanote Line’s context, “Now 
stopping at Shibuya” means that the train is not 
moving. I know this is contradictory against 
the core meaning of be + V-ing, but it is 
natural anyway.  

Table 2 (Results of the Survey) 

NZ U.S. U.S. U.S. U.S. U.K. U.K. ① ② ③ ④
1. The train is stopping. 1 1 1 3 1 1 1 6 1
2. The train is stopping at Shibuya. 1 1 1 3 3 1 3 4 3
3. Now the train is stopping. 1 1 1 1 1 1 1 7
4. Now the train is stopping at Shibuya. 1 1 2 1 3 1 3 4 1 2
5. Stopping. 1(4) 4 4 4 1,4 1 1 4 5
6. Stopping at Shibuya. 1(4) 4 4 1 1,4 1 3,4 4 5
7. Now stopping. 1 4 4 1 1,4 1 3 4 1 3
8. Now stopping at Shibuya. 1 1 2 1 3 1 1,3 5 1 2

Subjects Total

 



原著 

11 

4. Discussion 

     According to the results of the survey in 
Tables 2 and 3, it is observed that native speakers of 
English usually interpret the meaning of “Now 
stopping at Shibuya.” as the train is about to arrive 
in Shibuya, that is, most of them did not accept the 
usage of JR-Yamanote Line. Only one out of the 
seven participants, on the other hand, stated that 
“Now stopping at Shibuya” means that the train has 
already stopped, that is, it is not moving now. Thus 
the participant mentioned that the usage of 
JR-Yamanote Line is acceptable. As for the 
existence of adverbials of time (now) or place 
(Shibuya), no influence of their existence on the 
interpretation of the whole sentence was observed. 
     Related to the topic of this study, in one scene 
of a novel titled the curious incident of the dog in 
the night-time (Haddon: 2003), a boy is in the 
station, describing what is going on, and says in his 
mind “Train coming, Train stopped, Train going. 
Silence.” In this context, the boy foregrounds the 
moment in which the train has just stopped, and 
says, “stopped.” 
     As was discussed in section 2, in the process 
of understanding the speaker’s meaning, the most 
important factor is the listener’s inference ability. In 
order to infer a speaker’s meaning, the listener 
constructs the meaning based on grammatical and 
vocabulary knowledge, background knowledge, 
context information, and the theory of mind. 
     Consider the results of the survey according 
to the standards (1) and (2) which were proposed in 
section 2.2. As for standard (1), it could be said that 
most native speakers of English do not accept the 
interpretation of “Now stopping at Shibuya” as the 
train is not moving, while a few seems to accept the 
interpretation. Related to this point, since the survey 
shows that one participant answered in the 

affirmative, the author asked for some comments of 
another native speaker of English who lives in 
California. His comments are shown in Table 4. 
 

Table 4  
(A Comment by a Native Speaker of English) 

Most people would assume that the train 
was about to arrive at the Shibuya station with respect to 
its location in the universe, and not really consider its 
state with respect to its entire route.  On the other hand, 
I can see sentence 8 as being valid when considering its 
current state or behavior within the context of its entire 
route. 

In summary, context (c) does have validity if you 
ask the question: 
“What is the state of the train NOW in its activity of 
moving from the start of its scheduled route to the end of 
its scheduled route?”  
“Well, it's NOW stopping at Shibuya.”  
(The comment of Michael Conaway) 
 
As for the standard (2), the cognitive motivation of 
“Now stopping at Shibuya” in the context of 
JR-Yamanote Line could be explained, based on 
granularity, which is one of the cognitive abilities 
described in section 2.1. If humans as 
conceptualizers visualize the situation as the 
location where the train is, the meaning of “Now 
stopping at Shibuya” should be interpreted as the 
train is about to arrive in Shibuya, which is the 
core/schematic meaning of the “be + V-ing” 
construction. In this case, conceptualizers 
conceptualize the situation specifically. If 
conceptualizers, on the other hand, construe the 
situation with respect to its entire route, the 
meaning of “Now stopping at Shibuya” could be 
interpreted as the train is at Shibuya, which could be 
a peripheral meaning of the “be + V-ing” 
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construction. (This explanation is also supported by 
the native speaker’s comment which was given in 
Table 4.) In this case, conceptualizers conceptualize 
the situation more schematically. That possibility of 
understanding may be because a meaning of “stop” 
which is shown below is foregrounded. 
 

to interrupt one’s course or journey for a brief 
visit or cease.  
(The American Heritage College Dictionary) 

 
This meaning is also foregrounded in the example 
sentence below. This example is a more prototypical 
usage of this meaning, though. 
 
(e.g.) This train will be stopping at Shin-Yokohama 

and Shinagawa before arriving at Tokyo 
terminal. 

 
This example sentence announces the train schedule. 
Note that also in this context, humans as 
conceptualizers visualize the situation with respect 
to the entire route.  
 
5. Conclusion and Implication 

     In conclusion, JR-Yamanote Line’s usage of 
“Now stopping at Shibuya” could be a peripheral 
example of the “be + stopping” construction. That is, 
the meaning of “Now stopping at Shibuya” could be 
construed in different ways according to the ways 
humans visualize the situation. In one case, humans 
as conceptualizers construe the situation as the 
location where the train is. In the second case, 
humans visualize the situation with respect to the 
entire route. The former meaning is a prototypical 
meaning, while the latter could be a peripheral 
meaning. This peripheral meaning, however, does 
not seem to have reached the condition of common 

usage yet in the English language. 
     Taking into account the fact that English is a 
living language and it has always been changing, 
the author thinks that it is desirable for teachers and 
learners of EFL to be aware of this fact. In addition, 
EFL teachers and learners need to take a more 
flexible attitude toward accepting language 
expressions which they have never heard or read 
before. This flexible attitude, the author thinks, is 
one of the most important factors in acquiring a 
grammar of English from the viewpoint of a 
dynamic usage-based model of language acquisition. 
The “Two Standards for Evaluating New Language 
Expressions” which were proposed in this paper 
should shed light on this matter. 
 
6. Implications for English Teaching 

     It may be useful to illustrate how to present 
the “be + V-ing” construction in the classroom, 
based on the theory described in this paper. In the 
apprentice stage of English language teaching or 
learning, the prototypical examples of “be + V-ing” 
construction should be given priority of course, 
along with the core image of the construction which 
was presented in section 2.3. That is, some 
prototypical examples should be given as 
elaborations of the core/schematic image of the “be 
+ V-ing” construction. After the prototypical 
examples, some peripheral examples should follow.  
The next stages (a) through (f) are examples of how 
to introduce “be + V-ing” construction in the 
classroom. (a) The core image of “be + V-ing” 
construction is something is in the middle of 
something. (b) If you are in the middle of eating an 
apple, you can say, “I’m eating an apple.” (c) If 
your dog fell asleep a few hours ago, and it is in the 
middle of sleeping, you can describe this situation 
as “My dog is sleeping.” (d) If John started sneezing, 
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and he is now in the middle of it, you can describe 
the situation as “John is sneezing.” (e) If a bus 
driver notices that the traffic light is red, and he 
slams on the brakes, you can describe the situation, 
“The bus is stopping.” (f) What is the differences in 
meaning between the following two examples?; 1) I 
live in an apartment; 2) I’m living in an apartment. 
Basically, 1) is a permanent situation, while 2) is a 
temporary situation. Imagine another situation. 
Someone lives in a house, but since their house is 
being remodeled now, they are in an apartment for 
the time being. In this case, the situation can be 
described as “They are living in an apartment for 
now” because it is temporary. This article argues 
that it is desirable for these five cases to be taught in 
order, from prototypical examples to peripheral 
examples, along with the core image of the “be + 
V-ing” construction. What is important in the whole 
process of learning this construction is that teachers 
and learners should keep the core image in mind. 
Then consider what will happen if learners come 
across such a more peripheral example as “Now 
stopping at Shibuya,” which is used by the 
JR-Yamanote Line. Based on what learners have 
learned so far, this example seems like an exception 
at first. In such situations, it should be helpful to 
make learners aware of “Two Standards for 
Evaluating New Language Expressions.” These two 
standards should help learners develop flexible 
attitudes towards learning a foreign language. Such 
flexibility, which is inevitable when learning a 
foreign language, will surely help learners 
understand peripheral examples while they use the 
target language as a means of communication. 
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 Abstract 

The present study focuses on the formation process of adolescent psychology and identity through examining Kenji Miyazawa’s 

biography and his literary works. Adolescence is a transitional period from childhood to adult in which people go through a critical 

psychological condition which is peculiar to adolescence. Through the process of overcoming this critical condition, adolescents become 

adults while forming their identity. Kenji Miyazawa also experienced this psychologically critical condition when he confronted the pressure 

to choose his career and his way of living. He was trying various careers or ways of living in order to seek an ideal of self-realization. 

However, he gave up on the way and did not realize his goal of achieving self-realization. In addition, he tried to cope with the problems 

adults should overcome, while he retained the problems adolescents should take care of during that earlier stage. Unfortunately, however, he 

passed away at the age of 37 before overcoming the problems he should have achieved. In other words, Kenji could not become an adult by 

realizing his identity. Young people nowadays are more likely to have a longer “moratorium period” in his lifetime, and it takes more time to 

make the transition from adolescence to adulthood. This is considered one of the social problems that we should take care of in 

contemporary society. Kenji spent his adolescence in the Taisho Era. This paper also contrasts and compares the adolescence stage in the 

Taisho Era with the Heisei period, considering the historical background of the Taisho Era. 

 

 Key word： adolescence psychology; identity;  moratorium,; biography material,;  Miyazawa Kenji． 

 

 

 
１．はじめに 

 本研究では伝記資料を通して、宮澤賢治の青年期心

理とアイデンティティの形成過程について分析を行う。 

青年期はライフサイクルの中で も大きな変容が起き

る時期である。言い換えれば、誰もが青年期には危機

的な状況を経験する可能性がある。 
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このような青年期の心理を著名人の伝記を通して分

析するという伝記的研究は、Erikson,E.H.によるマル

チン・ルター1)やガンディー2)等、西平直喜による石

川啄木 3)やマックス・ウェーバー４）等、鑪幹八郎に

よる森有正 5）、大野によるベートーベン 6)等がある。 
伝記的研究については、科学性に関する問題が指摘

されているが、西平は研究上の限界や短所を謙虚に受

け止めながらも、「伝記の発見は、人間科学的心理学に

おける人間発見の、もっとも重要な一こまである」と

述べている。 

また、大野は西平をふまえ、「①伝記資料が十分に吟

味されており、歴史学における資料に匹敵する信頼性

を持つ。②伝記の資料的価値として、a)一生涯の時間

的展望の中で青年期の言動を読み取ることが可能、b)

歴史的・社会的背景が明確であり、関係人物の調査も

進んでいること。③このような質的内容をもつ資料か

ら、心理的力動性の因果性やアイデンティティの形成

過程などについて、伝記資料のいくつかの事例から共

通した布置を見いだすことによって心理社会的、心理

歴史的に理解することが可能である」7)と述べている。 

さらに、宮下は大野の伝記資料を利用した研究を「臨

床心理学の事例研究に匹敵する内容と含蓄を備えてい

る」8)と述べている。このように伝記研究を事例研究

として位置づけるならば、事例から個を超越した普遍

性を見出すこともできうると考えられる。 

 本研究で取り上げる賢治に関しては、信頼性の高い

伝記資料が存在している。また、文学者、哲学者等の

専門家から賢治の友人や在野の研究家まで、多くの

人々が多方面から研究を行い、心理学や精神医学の観

点からも研究がなされている。たとえば、病跡学的な

研究では、福島章 9)が賢治の青年期の危機を躁うつ病

であるという視点から分析している。矢幡洋 10)は賢

治の心理を、関係嗜癖をモデルとして理解しようと試

みている。また、賢治の作品の心理的分析は、「銀河鉄

道の夜」11）「やまなし」12)（白石秀人）、「セロ弾き

のゴーシュ」13)（森恭子）等がある。 しかしながら、

青年期心理とアイデンティティの形成過程に焦点を当

てて、宮澤賢治について心理学的な分析を行う試みは

なされていない。 

 長いモラトリアム期間、アイデンティティの模索、

経済面での親への依存、生涯、独身で親の家に留まっ

たこと等、現代の若者に共通する青年期心性が、賢治

をにもあったと考えられる。このような賢治の伝記的

な研究は、現代の若者の心性を理解する一助となるの

ではないだろうか。さらに、その背景として、大正時

代の若者が抱えていた問題を探り、現代の若者の問題

との類似性についても言及したい。 

 

２．方法 

 賢治の伝記については、『新校本 宮澤賢治全集第十

六巻（下）補遺・資料 年譜篇』を中心に、宮澤清六

『兄のトランク』、関登久也『新装版宮沢賢治物語』、

森荘巳池『宮澤賢治の肖像』、佐藤隆房『新版宮澤賢治

―素顔のわが友―』を参考にする。新校本は宮澤賢治

の実弟宮澤清六が編集に関わっており、信頼性の高い

資料と考えられる。また、関は賢治の親類（父方祖母

の弟の子）であり、森、佐藤は賢治の友人であり、賢

治と親しく接した人々の証言として彼等の著書も信頼

性は高いと言える。 

賢治は日記を残していないので、書簡と日記代わり

と言われる短歌を中心に、詩や童話、覚書、手帳等に

ついても分析を行う。 

 

３．賢治の発達段階―先行研究の検討 

 宮澤賢治に関しては、前述したように多数の研究が

あり、全てを網羅することは難しい。ここでは、賢治

の発達段階に言及している幾つかの研究を取り上げて

検討したい。 

賢治は 37 歳で亡くなっているが、彼の人生が志半ば

で未完のまま終わったと考える研究者は多い。しかし、

賢治の未完の人生をどのように考え、賢治がどの発達

段階に到達していたと捉えるかは、研究者によって意

見が分かれるところである。 

福島は賢治の多彩で豊かで広大な体験領域から、「賢

治の精神のありようは、人間がこのような限定、狭縮、

干渉をうける以前の、生命体としての人間存在の原初

の姿を保ったままに、つまりいささかも人為的な制限

を受けることなく、大人の年齢に成長してしまった稀

有のケースと考えられる」14)と述べ、精神分析的な発

達理論からいえば、エディプス期以前の前エディプス

的な段階であると指摘している。福島は賢治の作品に

表現された精神から考察しており、実際の賢治の発達

段階については言及していない。 
見田宗介 15)は「『大人』のする二つの仕事―生殖と

生計の営為にその身体を汚さぬということによって、

＜子供でありつづけること＞を、賢治はひとつの思想

として選んだのである」と、賢治を子どもとして捉え

ている。さらに、賢治自ら子どもとして生きることに

意義を見出していたと考えている。 
同様に吉田司 16)も「生まれてから死ぬまで政次郎

の掌の中から一歩も外に出れなかった“三十七歳の子

供”」と、賢治を子どもと捉えている。吉田は賢治が父

親から自立できなかったという視点から子どもと考え

ている。 
佐藤通雅 17)は「ふつうなら、とりわけ地方圏なら

三十はもう分別のあるいい大人である。賢治はその常



原著 

16 

識のわくからはみだし、『すでに三十歳になっているの

に大人になりきれない賢治』だった。わくを一挙に飛

び越えて、舞いあがるとことは、少年そのものだった。

地上の場に身を置こうと意志しながら、けっしてなり

きれないのも少年性ゆえだった」と述べ、賢治を少年

として捉えている。 
吉田和明 18)は「賢治の作品を読んでいると、＜あ

あ、ここに永遠の少年がいる>という思いに、僕はい

つも捕らえられてしまう。<純真さ>という言葉でしか

いいあらわせない何かを身にまとい、たたずんでいる

賢治の姿を、僕はそこに見ないわけにはいかないから

だ。いや、少年の彼ではない。正確にいうならば、そ

れは少年から青年への、その過渡期における一時期に

たたずんでいる彼の姿でこそある」と児童期から青年

期過渡期として捉えている。 
山下聖美 19)は「家出、フリーター生活を経て定職

についたものの、転職を繰り返し、パラサイトシング

ルのまま三十七年の短い生涯を閉じる。さらに付け加

えるなら、極度のシスコン」と述べ、賢治を青年と捉

えている。 
このように、研究者によって賢治の発達段階の捉え

方は異なっている。賢治の作品を分析した場合、賢治

の精神の純粋さや純真さなどによってより幼い子ども

と認識される傾向が見られるし、賢治の人生を検討し

た場合、青年として位置づけられる傾向があるのでは

ないか。また、福島以外は子ども、少年、青年の定義

はなされておらず、曖昧なまま使用されている。大人

にはなっていない状態を表す言葉として、各々が子ど

もや少年、青年を使用していると捉えることができる。 
さらに、吉田の言う＜永遠の少年＞は分析心理学で

用いられる永遠の少年の概念とは異なるものである。

ユングは人類に共通した普遍的無意識に見られる心象

を創り出すパターンとして元型を考え、その１つとし

て、「永遠の少年」を、子ども元型を表すものと考えた。

この子どもは肯定的には救済者として、対立するもの

を統合させる可能性や生命力、創造性を持つが、否定

的には破壊的な面も併せ持つ象徴である。フォン・フ

ランツは、母親とのつながりが強くていつまでも大人

になれない男性を永遠の少年と呼んだ。永遠の少年は

常に自らの可能性や夢を追い求めて新しいことを何度

も始めても、責任や束縛を嫌い、忍耐強く続けること

が困難であったり、理想の女性を求め続けたりする。

つまり、夢を追い続け、現実との折り合いをつける気

がないため、周囲と軋轢が起こし、自分自身が精神的

に追い込まれ、精神的な病に陥ることもある 20）。 
賢治は可能性や夢を追い求め、現実と理想の間でも

がき続けたことは確かである。しかし、自分を犠牲に

してまで他者のために働いており、自己中心的な永遠

の少年とは異なるだろう。また、母親コンプレックス

が強かったために、大人になれなかったとは言えない

のではないだろうか。後述するが、むしろ、父親との

複雑な関係の中で大人になることが困難であったと考

えられる。 
これらの先行研究は必ずしも心理学を基盤としてい

ないので、発達段階の捉え方が曖昧であることも無理

はないだろう。また、心理学の分野でも児童、青年、

成人をどのように捉えるかは議論のあるところであり、

研究者によっても定義が異なるのが現状である。 
青年期は第二次性徴による身体の変化により始まる

とされており、児童期から青年期への移行は、明確で

ある。しかし、青年期から成人期への移行については、

明確な基準は存在しない。大人になるための青年期の

課題としては、親からの自立、性役割同一性の獲得、

職業選択などをあげることができる。本論文では主に

Erikson,E.H.が提唱したアイデンティティの確立を

もって、成人への移行と考えたい。 
 賢治は経済的には親に依存していたし、親の庇護の

元で生活していたが、後述するように父親に反抗し、

父親から自立しようとする試みは行っていた。 また、

職業の選択についても、転職を繰り返してはいたが、

生涯、自らの適職を模索し続けていた。このことから、

賢治は成人には達していなかったにしても、児童期か

らは脱しており、青年期の段階にあったと考えること

が妥当である。 
 
４．賢治のアイデンティティ―先行研究の検討 

 アイデンティティとは、Erikson,E.H.の人格発達理

論における青年期の心理的社会的概念を示すもので、

「幼・児童期に経験してきた変化する多様な自己像と、

若者たちに対して選択と傾倒のために提供される様々

な役割機会とを、徐々に調和させていくものである」

21)と Erikson.は述べている。子どもから大人への移行

期にある青年は「自分は何者か」「自分が目指す道は何

か」等の問いかけに対する答えを自分なりに導きだす

ことが求められ、その答えを出すことが、アイデンテ

ィティの獲得と言える。 
 賢治のアイデンティティは生涯を通して変化してお

り、彼のアイデンティティをどのように捉えるかは、

研究者によっても異なっている。賢治はアイデンティ

ティを獲得できなかったという立場もある。山下は「彼

は、終生『ほんたう』へとたどり着くことができなか

ったのである。『ほんたう』に行き着くための『迷いの

跡』こそが、彼の歩んだ道である」22)と述べている。

また、菅原千恵子は「賢治の短い人生は迷いの中にあ

ったといえる。それは偉大ではあるが、どこへ行った

らよいかわからない切符を持った賢治の宿命であった



原著 

17 

かもしれない」23)と述べている。両者とも、賢治は一

生「自分は何者であるか」と言う問の答えを見つけよ

うとしたが、結論にたどり着かず、むしろ、問い続け

ることが賢治の人生であったと捉えている。 
 八幡は「彼は、父親の監視通りに育てられた生活か

ら、自分自身である人生への烈しい跳躍を止めようと

しなかった。しかし、彼の弱い体や、彼の目指す理想

と経済的収入が合致しないなどの悪条件のため、つい

に彼はそれを成就することができなかった」と述べ、

「父親のまつわりつくような間接的コントロールから

脱出」24)できなかたために、自分自身の人生を歩むこ

とができなかったと捉えている。 
職業的な側面から、山折哲雄は外面的にみれば、賢

治は、天体物理学、地質学、土壌学、音楽、天文学等

に対してディレッタント（好事家）の態度を崩さなか

ったと指摘し、「彼はむしろそれらのすべてのものにな

ろうとした、途方もない欲望をかかえこんだ人間だっ

た。そういう修羅のごとき蕩児だったところにその生

き方の本質があったのではないかと思うのです」25)

と述べている。つまり、すべて中途半端に終わってし

まったものの、実現不可能な見果てぬ夢を追い求めた

ことを賢治のアイデンティティと捉えている。 
 佐藤は「おそらく宮沢賢治は、文学者でも科学者で

も宗教家でもないもっと別の＜宮沢賢治＞に向かって

疾走しながら、その姿自体が思想であるような何かを

残したのだ」26)と述べ、既成の概念ではとらえられな

いアイデンティティを想定している。 
 一方、堤忠一は「わずか三十七歳で亡くなるまで、

彼はおのれを生かす職業を求めつづけたが、ついにこ

の世ではみつからなかった。賢治が亡くなったのち、

凡庸な世間は、彼が不世出の詩人であり、おそらく絶

後の童話作家であることに気付いた」27)と述べている。

堤は賢治を文学者と位置づけているが、あまりにも偉

大であったために、世間が彼を認めることができなか

ったと指摘している。千葉一幹も「賢治の残した作品

を見れば、それは、詩であり、童話であり、小説であ

り、そうしたものがほとんどだ。つまり賢治は、どこ

までも文学者である」28)と賢治を文学者として捉えて

いる。 
 賢治の内面に焦点を当て、「自分は何者か」という問

に対して、山内修は「存在すること自体が悪であるか

のような自己にとって、真に生き得る世界とは何かを

追求してきた賢治は、観念のイーハートヴを構築し、

それを現実の岩手に架橋するために羅須地人協会活動

へと足を踏み入れた。しかし、そうした力業にすべて

挫折したとき、『デクノボー』たることを祈念したのだ

ともいえよう。これが彼の生き得る 後の願望であっ

た」29)と述べている。 

小沢俊夫も「弱きものの生きる道を、他人の為に尽

すところにみとめようとする点に虔しい消極的なその

人生観を成した。しかして、それが更に止揚され昇華

すると、所謂デクノボウの人生にまで至るのであると

いえよう」30)と述べている。二人とも賢治が 終的に

目指した自我理想として「デクノボー」をあげている。

ただ、賢治が「デクノボー」になる前に力尽きてしま

ったので、アイデンティティの確立はなし得なかった

ということになるだろう。 
多くの研究者が指摘するように、賢治は「自分は何

者か」「自分の目指す道は何か」を求め続け、多角的な

才能を発揮して様々なことに取り組んだために、彼の

アイデンティティを一言で表すことは難しい。賢治が

臨終の間際まで新たな道を探っていたことを考えると、

賢治は生涯を通してアイデンティティを模索し続けた

と捉えることができる。筆者は人生の各段階で賢治は

アイデンティティの確立を模索したが、様々な理由で

挫折してしまったと考えている。賢治の生涯を辿りな

がら、アイデンティティを中心に賢治の精神的な発達

や心性について分析したい。 
 

５．賢治の生涯―基盤としての子ども時代 

（１）誕生 
 賢治は明治 29（1896）年 8 月に岩手県にて父政次

郎、母イチの長男として誕生した。出生時には、父は

商用で関西本面へ旅行中であった。佐藤は「父の政次

郎さんは、お産前から関西の方に商用で出張していて、

お産も知らずに三十一日には大阪で洪水にあい、それ

から丸亀まで旅をのばして、九月の中旬頃帰郷し、鍛

冶町でわが子に初対面をしましたが、父が留守だった

ので、政次郎さんの弟の治三郎さんが叔父としてその

子に命名してくれたのです」31)と述べている。 
 父が賢治の出生時に仕事のために不在で、賢治の誕

生も知らなかったこと、父ではなく叔父が長男の命名

をしたことから、父が長男の誕生をどのように捉えて

いたかが伺える。子の誕生を待ち望んでいたのならば、

商用の時期を変更したり、大阪から帰郷するという選

択肢もあったのではないだろうか。あるいは商用で出

産の時期に戻れないことが解っていたのなら、予め名

前を考えておくことも可能であったろう。政次郎は子

どもの誕生とそれに伴い、自分が父親になることを無

意識のうちに避けていたのではないだろうか。また、

叔父の名前の一字をもらって命名された長男に対して、

父はどのような感情を抱いたのだろうか。父と賢治と

の複雑な関係は、賢治の誕生時に暗示されているかの

ようである。 
 
（２）幼児期 
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 宮澤家は浄土真宗を信仰しており、父は熱心な仏教

徒グループに属し、夏期仏教講習会を運営していた。

日常生活でも、「キン（祖母）はのべつに称名し、政次

郎の姉ヤギは賢治に『正信偈』や『白骨の御文章』を

子守唄とした。朝夕のお勤行は欠かさない」32)と言わ

れている。賢治の仏教信仰はこの家庭環境から生じた

ことは理解に難くない。 
また、母イチは幼児を寝かしつけながら「ひととい

うものは、ひとのために何かしてあげるために生まれ

てきたのス」といつも語り聞かせたという 33)。母の

言葉は、賢治の生き方に大きく影響したと考えられる。

森は「後年この母が、『どうして賢さんは、あんたに、

ひとのことばかりして、自分のことは、さっぱりしな

いひとになったべス』と深いなげきをこめて言い言い

した。『なにして、そんなになったって言ったってお母

さんが、そう言って育てたのを忘れたのスか』と、清

六さんは、母の言葉に答え、二人で笑ってしまうので

あった」34)と述べている。 
母親の愛情は子どもを無条件に受け入れるものであ

る。しかし、母の教えは、人の役に立てば、人として

認められるが、役に立たなければその存在が認められ

ないのである。いわば、条件付きの愛情である。それ

ゆえに、賢治は母に見捨てられないよう、自分を犠牲

にしてまでも、人の役に立ち、母の愛情を得ようとし

たのではないだろうか。 
矢幡は賢治は「献身」や「自己犠牲」は、「愛されな

い」という痛ましい自己規定の上に形成されたと考え、

「賢治は『あるがままの自分は決して人から愛されな

い。ただ、他者にとって役に立つことによってしか受

け入れられない』と感じつづけていた」35)と述べてい

る。矢幡はその原因を賢治の父に求めているが、母か

らのメッセージも大きな影響を与えたと考えられる。 
 幼児期の賢治について、幼馴染の本正信蔵は「宮澤

君は長男なので、ご両親にかわいがられ、行儀が悪く

なるといって、よその子ともあまり遊ばせてもらえな

かったようです。あまり物をしゃべらず、よく笑う子

でもなく、庭の梅の木のブランコに乗ったり、一人で

なわとびなどしていました。泣き出すと手に負えない

んです」36)と回想している。賢治は両親に可愛がられ

てはいたが、友達関係までにも介入する程、厳しくコ

ントロールされていたことが伺える。一方で賢治が泣

いて要求すれば、要求を受け入れてしまう甘い面も両

親にあったのではないだろうか。賢治は泣けば、自分

の要求が通ることを学習したから、「泣き出すと手に負

えない」子どもになったと考えられる。 
 賢治よりも 1 年年長の本正が小学校入学する時、「賢

治も一緒に入学できると思っていたらしく、学校へ行

くといって泣きやまなかったそうです。仕方なくお父

さんの政次郎さんが、本屋をしていた私の家に来て、

教科書などを一通り買って与えたんですが、なかなか

きげんがなおらなかった」37)という本正の回想もある。

父は賢治に小学校に上がるのは来年であることを言い

聞かせて納得させたり、我慢させたりすることができ

ずに、教科書を買い与えることで問題を解決しようと

した。教科書を買ってもらっても、賢治の機嫌が直ら

なかったのは、自分の気持を両親が解ってくれないこ

とに不満を抱いたのではないだろうか。両親は賢治に

対して愛情はあったのだろうが、どこかですれ違って

しまったと考えられる。 
 その年、賢治は赤痢に罹り、花巻町本城の隔離病舎

に入った。看病にあたった父も感染し、そのために胃

腸が弱くなり、これ以降、毎年春の彼岸から秋の彼岸

までは、お粥でないと腹具合が悪かったという 38）。
賢治が中学卒業時にも、賢治の入院に父が付き添い、

感染するというパターンはが生じている。 
 幼い子どもが入院した場合、母が付き添うのが一般

的だろうが、賢治には父が付き添ったし、父の感染後

は、祖母の妹ヤソが看病したと言う。当時、母は幼い

妹を抱えており、店の手伝いが忙しかったという事情

があったようだ。しかし、母に看病してもらえなかっ

た賢治は、寂しさや心細さを感じたのではないだろう

か。高山秀三は「生来敏感すぎる子供だった賢治が母

親の病弱に大きな不安を覚え、弟妹の世話に忙殺され

ている母親の様子に自分の存在が忘れられているとい

う疎外感を抱いたことは想像にかたくない。たしかに

賢治の生涯にわたる感情の不安定な根本がこの時期に

形成された可能性は排除できないのである」39)と述べ

ている。母の存在の希薄さは、賢治に疎外感と不安を

与えたと考えられる。 
八幡は賢治の父が母性的な愛情を示したと述べてい

るが、このエピソードも父が母親の役割を果たしたこ

とを示すものである。父が母性的愛情を示せば、父親

的な役割を充分果たすことができなかったと考えられ

る。また、父の感染は賢治に罪悪感を抱かせると同時

に、父が子どもを守ってくれないという不信感や寂し

さを感じさせたのではないだろうか。 
この家族システムの中で、賢治は子どもを守り育て

る母性的な愛情に包み込まれる経験も乏しく、一方、

物事を分割し、善悪を区別したり、秩序や規範を示す

厳しい父性的な導きも不十分だったのではないだろう

か。幼児期の賢治は親に愛されているという思いを十

分に持てず、親に素直に甘えることもできなかったと

考えられる。 
 

（３）児童期 
①大人びた子ども 
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 小学校に入学した賢治は、品行方正で成績も良い子

どもであったという。賢治の従兄弟の関は、「にこやか

な面持ちで言葉は大人のようにていねいであったこと

はとりわけ記憶に残っております。親類間でも賢治と

いえばさかしいのでたいへん評判でした」40)と小学生

の頃の賢治の印象を語っている。賢治の優秀さを示す

ものであるが、彼が子どもらしくなかったことをも示

唆している。矢幡はこの回想について「賢治は、甘え

ることを許されなかった。早い時期から、大人である

ことを要求された」41)と述べている。 
 入学初日、「学校へ行く途中で、大きな犬が歩いてい

て怖かった。夜そのことを思い出し、明日もまたあの

犬がいるのではないかと不安になり、中々眠れぬので

庭に出て歩きまわり、一二時頃ようやく気を落ち着け

てから眠った」42)というエピソードが残っている。子

どもは不安や恐怖心に怯える時こそ、親を求め、親に

抱きしめられたり、慰められたりすることで安心を得

る。しかし、まだ、幼い賢治は夜間、犬への恐怖心や

不安に 1 人で耐えなければならなかったのである。賢

治は親から安心を得ることもできず、良い子を強いら

れて大人びた言動を取っていたと考えられる。 
 
②ギャングエイジ 
 佐藤は「仲間の悪い感化でしょう。やさしかった賢

治さんも五、六級になると急におそろしくきかない子

供になって餓鬼大将になり、時に部下を引き連れて、

他の学校まで遠征に出かけたりするようになりまし

た」43)と、高学年になってからの賢治の変化を述べて

いる。前思春期になれば、子どももそれなりに自我が

芽生えてくるし、親とは違う価値観や考え方も徐々に

獲得していく。いつまでも親の支配を受けて親の言い

なりになるとは限らない。それに伴い、いわゆるギャ

ングエイジと呼ばれるように仲間との関係が重要にな

ってくる。賢治も親の支配の届かぬ世界では、仲間と

徒党を組んで遊んだり、いたずらをしたのである。 
 小学校４年の時に、担任が「立志」と題して生徒の

将来の希望を書かせたが、賢治は「私はお父さんの後

をついで、立ぱな質屋の商人になります」と書いたと

いう 44)。賢治は父親に同一化し、父親のようになり

たいと思っていたのだろう。 
しかし、佐藤は、賢治が５年生の時、「どこの親たち

も同じですが、賢治さんの父親も、賢治を偉くしよう

と思っていろいろ鼓舞激励します。ところで父親があ

る日『お前は何になる？』と聞きますと、賢治さんは

あっさり『むやみに偉くならなくってもいい』と答え

たので、父親は顔を真っ赤にして『そんな意気地のな

いことでどうする』と叱りました。そしてたたみかけ

て『それでは何になる？』と言われると、『寒い時には

鍛冶屋になればええし、暑い時には馬車屋の別当にな

ればええ』と答えました。父親はカンカンに怒ってし

まいましたが、賢治さんは一向平気です」45)と述べて

いる。子どもの頃から、賢治は立身出世や金持ちにな

ることに関心がなかったのだろうか。むしろ、偉くし

ようと鼓舞激励する父に対する反発があったのではな

いだろうか。作文のように父親には質屋の跡を継ぐと

言わなかったことも、賢治の反抗心の現われであった

と考えられる。賢治は自分に期待する父親を冷ややか

な目で見ていたようだ。 
児童期になった賢治は、仲間との関係の中で成長し

て親とある程度距離を置くようになったと捉えること

ができる。 
 
【図１ 宮澤家 系図】 
 父系宮澤家         母系宮澤家 
喜助    キン     善治    サメ 
 
 
ヤ 政  治 ヤ    イ  直  ト ヨ 恒 磯 コ 
ギ  治  三 ス  チ  治  ミ シ 治 吉 ト 
   郎 郎 
 
 
 
賢    ト  シ  清   ク 
治   シ  ゲ  六   ニ 

 
６．自我の危機と回復及びアイデンティティの模索 

（１）中学時代の反抗 
①家庭からの解放 
 盛岡中学に入学した賢治は自宅から離れて寮生活を

始める。その頃の賢治の様子について、同級生の沢田

藤一郎は、「奥山君というよくふざける男がおり、よく

それと机を並べて二人でふざけていた」46)と述べてい

る。また、後輩の瀬川政雄は、賢治が「腰に差した矢

立から毛筆を取り出してはだれ彼の見さかいなく教科

書やノードのうらなどに落書きをする癖があったので、

よくクラス中の物議をかもした」47)と述べている。賢

治はいたずら好きの少年だったようだ。 
賢治が 2 年の時、友人の藤原健次郎に宛てた手紙に

は、「僕は先頃一週間ばかり大沢に行った。大事件は時

に起こったね。どうも僕はいたづらしすぎて困るんだ」

と旅行先でのいたずらを報告し、「家の人と行かないと

これだからいゝ」（書簡０a）と書いている。米田は「

初の手紙に見るこの少年は、規則を破ることに喜びを

見出し、まず家からの自由を求めたのである」48)と述

べている。賢治は父親の監視から離れ、友人とふざけ
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たり、いたずらを楽しんだりして、自由を満喫してい

たようだ。 
学業の面では賢治の成績は芳しくなかった。同級生

の安部孝は「いったい精神年齢的にはうんと早熟だっ

た彼は、三年頃から少しずつぐれだして、四年五年の

頃は、学科の勉強にはさっぱり身がはいらなくなり、

そのために成績がぐんと落ちてしまった」49)と述べて

いる。また、宮澤嘉助は「学校の教科書などは殆ど勉

強しなかった。無心に勉強してるなと思ってのぞいて

見ると私などには難しくて到底理解出来そうもない哲

学書だった」50)と述べ、藤原文三は「とにかく変って

いて汚れ物はかまわず押入につっこみ、教科書を見ず、

『中央公論』の読者で、エマーソンの哲学書を読んで

いたのに驚いた」51)と言う。学業よりも自分の好きな

本を読み、身の回りのことには無頓着であり、変人と

して見られていたことが伺える。阿部の回想では、賢

治は 15 歳（中学 3 年生）の時に変化を示している。

短歌の制作が始まったのも、この年からと言われてお

り、この時期に児童期か思春期への移行が始まったと

考えられる。 
成績の下降について、佐藤は「五年生になって成績

が非常に落ちたのは、一つには岩手山に対する非常な

憧憬のため、登山の回数が多くなったこと、二つには

暁烏敏氏との直接間接の接触によって、仏教に目覚め

ていったこと、三つには思索と詩に熱中し、雑然たる

短文と歌とをもって埋められた日記の日課に、極端に

傾倒したことなどに因をおくと言われております」52)

と学業以外のものへの関心が高まり、それに熱中した

ことをあげている。 
賢治は思春期に入り、人生についてより深く考え、

思索にふけるようになったのだろう。そして、学業よ

りも思索や趣味に比重を置いたために、学業がおろそ

かになったと考えられる。自分の心の探求や趣味の世

界に没頭すると、我を忘れてしまうのが、賢治の特徴

であると考えられる。 
 
②教師への反抗 
賢治は教師に対して失望していたようである。嘉助

は「よく教師に反抗した。というより反撥したといっ

たほうが適切かもしれない。教師に対してある種の不

満というか、或る物足りなさを感じていたらしい」53)

と回想している。小原武一の回想によると、賢治は 4
年の時雄弁会で「らしく」という題で演説し、「生徒は

生徒らしくしなければいけないが先生も先生らしくし

なければいけない」と述べたと言う 54)。賢治は教師

を尊敬できなかったのはないか。その失望感も学業へ

の興味を低下させた一因だったかもしれない。 
賢治の反抗は特に舎監に向けられた。阿部によると

「運動神経のにぶさにかけては、いつもクラスの筆頭

であった彼は、軍人あがりの体操教師のかっこうのな

ぶり物であった」55)と言う。この体操教師が 3 年まで

の舎監であった。彼は賢治が入学の時に読んだ短歌に

も登場する。 
 
父よ父よなどて舎監の前にして 
   かのとき銀の時計を捲きし  （歌稿Ｂ01）  

 
 この短歌は舎監の前で銀の時計を見せびらかす父の

俗物性への賢治の抗議と解釈できる。山内は「父のい

かにも資産家風の不遜さに恥ずかしさと反感を感じた

らしい。自意識とともに、父へのアンビバレントな感

情の芽生えであろう」56)と解釈している。しかし、小

川は歌稿の中扉の裏の文語詩から、その時、舎監が笑

ったことを指摘し、「父の銀時計を見かけて笑った舎監

に対する賢治の抗議、もだえ」57)と解釈している。こ

の舎監に対する反感は根深いものがあったのではない

だろうか。 
 賢治が 4 年生になると、舎監が交代した。新舎監に

寮生がいたずらをしかけるという舎監排斥が起き、そ

の黒幕参謀は賢治であったと言う。排斥の理由は明白

ではなく、一種のうさ晴らし、元気溌剌の表れと言わ

れている。しかし、前舎監への鬱憤した気持が新しい

舎監に向いたのではないだろうか。前舎監には反抗で

きなかったために、防衛機制でいう置き換えにより、

反抗の対象として新しい舎監を選択したのではないだ

ろうか。 
青年期前期には、親を初めとして大人の見方が変化

する。児童期には大人に依存することが多く、大人は

太刀打ちできない偉大な存在として捉えられる。しか

し、青年期に入り、身体的にも精神的にも大人に近づ

く中で、相対的に大人の価値は引き下げられる。また、

親から自立したいという気持も芽生え、依存して甘え

たい気持と自立したい気持との間で揺れ動き、第二次

反抗期が生じる。賢治は身近にいる舎監に反抗の矛先

を向けたと考えられる。 
 

②父との関係 
 中学時代、賢治は父に対して、反抗らしい反抗をし

ていない。4 年生の時の手紙には、「多分この手紙を御

覧候はヾ近頃ずいぶん生意気になれりと仰せられ候は

ん。又多分は小生の今年の三月頃より文学的なる書を

求め可成大きな顔をして歌など作るを御とがめの事と

存じ候。又そろそろ父上には小生の主義などの危き方

に行かぬやう危険思想などはいだかぬやうとご心配の

ことヽ存じ申し候。ご心配御无用に候。小生はすでに

道を得候。歎異抄の第一頁を以て小生の全信仰と致し



原著 

21 

候（中略）仏の御前には命をも落とすべき準備充分に

候（中略）然し私の身体は仏様の与へられた身体にて

候 同時に君の身体にて候。社会の身体にて候 左様

に無謀なることは致（不明）れば充分御安心下され」

（書簡６）とある。賢治は生意気になったり、文学に

傾倒して危険な道に進むのではないかという父の危惧

を察して、否定している。 
青年期になり、自我が育ってきた賢治にとって、父

の監視や支配は疎ましいものだったろう。一般的には

青年は親の監視や支配から徐々に自立していき、自分

の考えや判断で自分の行動を決めるようになるし、親

と意見が違えば、自分の意見を主張する。それが、第

二次反抗期として表れる。しかし、賢治は自分の好き

なことをしても、父の正しい道から外れることはない

と父を安心させようとし、自分の意見を主張したり、

父に反対意見を述べたりしていない。 
それでも、「すでに道を得候」と、いきなり高い位置

へと飛躍している点は、自己愛的なうぬぼれであり、

自分が父よりも優れていると父に誇示しているかのよ

うである。そして、仏、君、社会の身体と言っている

が、米田は「父から与えられた身体と言わぬことで、

父と同格だと主張していた」58)と解釈している。賢治

は父よりも優れた者の力を借りて、父に対抗しようと

しているのではないか。賢治は一人で父に立ち向かう

ことができなかったのである。  
その背景には、父から金銭的な援助を受けていると

いう賢治の負い目もあった。賢治は父宛に頻繁に手紙

を出し、小遣いの明細を報告している。商人としての

金銭感覚を身につけさせようと会計報告をさせたのだ

ろうが、賢治は小遣いの不足を訴えては、金銭の無心

をしている。賢治と父は金銭に関わるやり取りでつな

がっているかのようである。父に逆らったり、怒らせ

たりしたら、金銭を貰うわけにはいかなくなるという

配慮が賢治にはあったのではないか。依存しながらの

反抗であるが、父は生意気だと思いながらも、賢治の

要求を受け入れたと思われるし、賢治も物やお金を与

えることが、父の愛情の形と受け取っていたのではな

いだろうか。 
 
③視線恐怖 
成績低下について山内は「上級学校への進学が認め

られていなかった賢治の学習意欲の減退」59)という見

方をしている。佐藤も、家人の問に賢治は「あの頃は

中学校だけで終わらされるのかと思ったし、そんなら

勉強したってつまらないと思って、ただ義務的にやっ

ていたのす」60)と答えたと述べている。長男である賢

治が家業を継ぐことは既定のことであり、学問は必要

ないと家族は考えていた。希望する上級学校への進学

を許されず、賢治は自暴自棄になって学業を放棄した

とも考えられる。 
福島は賢治を周期性性格と診断し、生涯のあいだに、

躁とうつの気分の波を体験したと捉えている。賢治の

成績の低下は、「賢治はかなり前から『脳が悪い』とい

う感じに悩まされていた」61)と述べている。つまり、

うつのファーゼの前駆症状のために、勉強ができなか

ったと考えている。しかし、賢治は勉強以外のことに

は熱中している。前駆症状であるならば、全般的な活

動が低下するのではないだろうか。家業を継ぐために、

自由に進路を選択することが許されない閉塞感の中で、

抑うつ的な状態に陥ったのではないだろうか。この時

期に賢治が作った短歌には、精神的な危機が伺える。 
 
褐色のひとみの奥に何やらん 

悪しきをひそめてわれを見る牛 （歌稿Ａ35） 
 

ブリキ鑵がはら〔だヽ〕しげにわれをにらむ 
つめたき冬の夕暮れのこと  （歌稿Ａ59） 

 
 西ぞらのきんの一つ目うらめしく 

われをながめてつとしづむなり （歌稿Ａ69） 
 

うしろよりにらむものありうしろより 
われらをにらむ青きものあり （歌稿Ａ79） 
 

 どの句にも自分を見つめる存在が詠まれている。し

かも、彼を見つめるものは「牛」「ブリキ鑵」「きんの

一つ目」「青きもの」等、人間以外の存在である。そし

て、その視線は、「悪しきをひそめて」いたり、「恨め

しくながめたり」「睨んだり」と、あたかも賢治を非難

するかのようなものであり、その視線を過剰に意識し

ていることが伺える。青年期には自意識が高まり、他

人の視線、すなわち評価を気にする傾向が見られる。

視線恐怖の好発年齢も青年期であり、多くは成人にな

ると、軽減する。賢治の場合、人間以外の視線を被害

的に感じており、敏感さや不安が伺える。福島はこの

前後の短歌から「当時の賢治にはまなざし（注察妄想）

や妄想気分ともいうべき幻覚意識が存在した」62)と考

察している。いつも何かから見られているという感覚

に脅かされていれば、落ち着いて勉強ができなかった

であろう。 
中学時代、賢治は進学の希望がかなわない中で、学

業への興味を失い、教師への反抗やいたずらでうさ晴

らしをしていたようだ。また、宗教や哲学への興味や

短歌制作を通して、自らの内面を探求するようになっ

た。一方、父親への反抗は抑圧される傾向にあった。

家業への嫌悪と先の見えない不安の中で、賢治は不安
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定になり、他者からの視線にさらされるという精神的

な危機を経験したと考えられる。 
（２）中学卒業後の危機―家業をめぐる葛藤 
①アイデンティティの拡散 
中学卒業後、賢治は岩手病院に入院して肥厚性鼻炎

の手術を受けるが、高熱が続き、擬似チフスの疑いが

もたれる。そして、付き添った父は、腹部に腫れ物が

でき治療を受ける。その時の詠んだ短歌は病院の歌と

されている。その中に次のような歌がある。 
 
赤きぼろきれは今日ものどにぶらさがり 

かなしきいさかひを父と又す （歌稿Ａ115） 
 

賢治は父と言い争ったようだが、それを「かなしき

いさかひ」ととらえているのは、病気を感染させたと

いう父への負い目、罪悪感があったのだろう。また、

病に苦しみ、将来に希望も持てず、思うようにならな

い苛立ちを八つ当たりのように父にぶつけてしまった

とも考えられる。 
その頃の短歌には身体、特に頭の違和感を詠ったも

のがある。 
 

 わがあたまときどきわれにきちがひの 
つめたき天を見することもあり  （歌稿Ａ134） 

 
なにの為に物を食ふらんそらは熱病 

馬はほふられわれは脳病  （歌稿Ａ162）   
 
わなゝきのあたまのなかに白き空 
うごかずうごかずさみだれに入る （歌稿Ａ164） 

 
ぼんやりと脳もからだもうす白く 

消え行くことの近くあるらし  （歌稿Ａ165） 
 

あかまなこふしいと多きいきものが 
藻とむらがりて脳をはねあるく （歌稿Ａ166）  

 
物はみなさかだちをせよそらはかく曇りて 

われの脳をいためる （歌稿Ａ167）  
 
 賢治の歌から、脳やからだが消えていく感覚や気味

の悪い多数の生き物が脳を跳ね歩いたり、脳をいため

るという幻覚のような体験があったことが伺える。福

島は歌稿Ａ134 の短歌について「賢治がときどき＜日

常の世界＞とは別の、＜非日常の世界＞を知覚してい

たことを示唆するもので、明らかに幻覚体験を歌った

ものと思われる」と述べている。また、歌稿Ａ166 に

ついて「体感幻覚とかセネストパチーと呼ばれる幻覚

であることはあきらかである」63)と述べ、賢治に統合

失調症者やてんかん患者や躁うつ病者と同様な体験が

あったと指摘している。 
 賢治が精神的に追い詰められた理由として、居場所

がないという問題が考えられる。中学在学中は中学生

というアイデンティティがあったが、卒業と同時に失

ってしまい、何者でもないという状態にある。しかも、

進学も仕事も決まっておらず、社会との接点も失って

いる。次のような短歌に賢治の気持ちが表れている。 
 
 学校の志望はすてぬ木々の青 

弱りたる目にしみるころかな （歌稿Ａ86）  
友だちの入学試験近からん 
われはやみたれば小さきユリ堀る （歌稿Ａ145）  

 
 職業なきをまことかなしく 

墓山の麦の騒ぎをじつと聞きゐたれ（歌稿Ａ150） 
 
われもまた日雇となりて桑つまん 

稼がばあたま癒えんとも知れず （歌稿Ａ177）  
 
上級学校への志望がかなわないこと、職がないこと

の悲しさが詠まれているが、その背景には何者でもな

いことの不安がある。青年期にはアイデンティティを

模索し、確立することが大きな課題となる。模索の間

はモラトリアムとして、社会的責任や義務を猶予され

る。中学生の間は、賢治も周囲もモラトリアム状態に

あることを容認していただろう。しかし、卒業後は、

進路の選択が大きな課題となる。何者でもない状態は

不安定であり、自分を見失うことにもつながる。長男

である賢治は家業を継ぐことが既定路線となっていた

が、家業を嫌悪しており、傾倒することができなかっ

た。賢治は将来の見通しがつかない八方塞がりの中に

いたのである。Erikson は「一般に若い人々を混乱さ

せるのは、そもそも職業的同一性を決めることが不可

能なことである」64)と述べている。 
このような点から、賢治の精神的危機はアイデンテ

ィティ拡散の状態に陥ったためではないかと考えられ

る。アイデンティティ拡散は、進路や職業を選択した

り、決断しなければならない状況に立たされた時に、

自らの責任で決定できず、回避しようとすることを契

機に起きる。急速に同一性の混乱と退行を引き起こし、

自分がかかわっている状況に適切な対応ができなくな

り、ますます自分を見失っていくことになる。さらに、

変化する状況の中で私が私自身であり続けることがで

きなくなり、自己像が断片化し、心の統合的な中心性

を喪失してしまう。同一性の混乱と喪失が極度に達し、

自我境界がくずれ去ったとき、世界没落体験のような
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状態に陥ることがある 65）。賢治も職業選択に迫られ、

危機的状況に陥ったと考えられる。 
②失恋体験 
賢治は入院中に看護婦に恋をし、結婚を考えるが、

若すぎると親から反対される。この恋愛が賢治の一方

的な片思いであったとする説と相思相愛だったという

説とがあるが、賢治の初恋は成就することなく終わっ

てしまった。 
青年期には身体の成熟、性への目覚めの中で異性や

恋愛への関心が高まる。恋愛は今までの世界を一変さ

せる程、大きな衝撃として体験される。それによって、

親からの心理的距離感が広がり、自立へと推し進める

役割を持つ。賢治は八方塞の中で結婚により、一気に

自立することを望んだのではないだろうか。親に反対

され、望みが絶たれたことは、さらなる打撃を賢治に

与えただろう。 
現代とは異なり、自由な恋愛は許容されず、親の決

めた相手と結婚するのが一般的であった時代である。

親の反対を押し切って結婚した場合、民法では戸籍か

ら排除されることもあった。失恋とともに親の力が偉

大なこと、その影響力から逃れられないことも賢治を

苦しめたのではないだろうか。 
退院した賢治は憂鬱な日常の中で看護婦に焦れたり、

家業の店番、母の養蚕の手伝い等をしていた。家業へ

の嫌悪とともにますます進学の念が強くなり、ノイロ

ーゼ状態となり、父も賢治の前途を憂え、家業そのも

のの転向も考慮し、盛岡高等農林学校の受験を許可し

た。その後、賢治は猛勉強をし、高等農林に首席で合

格する。 
賢治は職業の選択をしなければならない状況を回避

しようとしたために、アイデンティティ拡散による精

神的危機に陥った。しかし、進学により責任や義務を

猶予することのできるモラトリアム期間を与えられ、

結論を先延ばしするこができるようになったために、

精神状態の危機から脱却することができ、精神的な安

定がもたらされたと考えられる。 
 

（３）盛岡高等農林学校時代―生き方の模索 
①性役割について 
 19 歳で盛岡高農に入学した賢治は、寮の同室の高橋

秀松と親しくなった。秀松は「妹敏子さんが目白の女

子大から一週間に必ず一度の消息をよこすと私の目の

前で開き読み合う。ここに三人の兄妹が出来上がった」

66)と述べているように、親密な付き合いがあったと考

えられる。賢治も秀松には本音を語ることができたの

だろう。夏休み、「私の町は汚い町であります。私の家

も亦その中の一分子でありますから尤もなことになり

ます」（書簡９）と書き送っている。賢治が故郷を嫌い、

宮澤家を批判的に見ていたことが伺える。 
 3 月に京都・奈良方面へ修学旅行に出かけた賢治は、

高松宛の書簡で「この旅行の終わりの頃のたよりなさ

淋しさと云つたら仕方ありませんでした。（略）東京の

空も白く仙台のそらも白くなつかしいアンモン介や月

長石やの中にあつたし胸は踊らず旅労れに鋭くなった

神経には何を見てもはたはたとゆらめいて涙ぐまれま

した。（略）仙台の停車場で私は三時間半分睡り半分泣

いてゐました。宅へ帰つてやうやう雪のひかりに平常

になつたやうです」（書簡 15）と、賢治が感傷的にな

っている様子を伝えている。青年期は感傷に浸りやす

いが、何を見ても涙ぐんだり、半分睡り、半分泣いて

いる姿は、男性的とは言えず、女性的であると感じら

れる。高等農林の後輩、山中泰助は「見るからに温厚

な方で東北人特有の如何にも親切な人でどちらかと云

えば女性的な感じの人」67)と賢治を評している。また、

後輩の末永延寿は盲腸で入院した時、「左程親しい間柄

でもないのに宮澤氏は私の病室を見舞って呉れ、慰め

励まして呉れるという、真の兄のような友情の持ち主

で親切味の豊かな人であった」68)と述べている。やさ

しく他者に配慮する賢治は、女性的であり、母性的で

すらあったと考えられる。 
 青年期は自分の性別を受け入れ、性役割を確立して

いくことが求められる。一般的には、青年は周囲の大

人、特に同性の親をモデルとして性役割同一性を確立

していく。賢治の父は、前述したように母性的な愛情

を示し、父性性に欠ける面があった。賢治が父をモデ

ルとして男性性を確立しようとすれば、温厚さ、優し

さ、親切というようなどちらかと言えば、女性的な男

性になっていったであろう。父に同一化したからこそ、

父のように母性的な細やかな愛情を後輩に示すことに

なったと考えられる。 
 
②親友との出会い 
 2 年生になり、賢治は後輩の保阪嘉内と親しくなる。

2 人は趣味の文学で共鳴しあい、友情を深めていった。

3 年生の時には他の仲間とともに、同人誌『アザリア』

を創刊し、賢治は短歌や短編を発表した。盛岡中学時

代の友人阿部は「謙遜で内気な彼は、めったに校友会

雑誌などへも投稿したことはなかった」69)と言い、中

学校時代短歌を作っていたことも知らなかったと回想

している。賢治は作品を公表することに恥ずかしさや

ためらいがあり、また、自信もなかったのではないか。

そのような賢治が始めて自分の作品を公表したのであ

る。この変化には保阪の存在が大きかったと考えられ

る。保阪が賢治の作品を認めてくれたから、公表する

ことができたのではないだろうか。菅原は「嘉内出現

は賢治の心を大きく捉えた。新鮮で見知らぬ文化の匂
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いを持った友への接近が賢治を少しずつ変えていった

のだ。それはまず自分だけの短歌創作が、仲間を得て

合評しあう文芸活動へと発展したことをみれば察せら

れる」70)と述べている。 
 青年期には同世代の同性の親友の存在が重要となる。

親から分離する過程で不安を支えたり、悩みを共有し

たり、お互いに自我理想として影響し合うことで、青

年の成長を促進することになる。賢治も親友である嘉

内に支えられ、一歩を踏み出すことができたのだろう。

そして、文学を通してお互い切磋琢磨していったので

はないだろうか。 
 
③東京への憧憬 

2 年生の夏休み、賢治は祖父と母が病気療養中にも

かかわらず、独逸語講習を受講するために東京へ出む

いた。高橋宛の手紙には「私は母と一緒に温泉でも行

けば母も心丈夫に思ふし、暑い所に出て行つてどうと

かの心配もないしそれに加ふるに祖父の機嫌が好いし

非常に明るくなるのです。（中略）そして母はよくなつ

て床の上に座れるやうになりました。とにかく出て来

たのです」（書簡 17）とある。母の病気や家族の思惑

を分かった上で、それを振り切っての上京であった。

それ程、上京したいという思いが強かったのであろう。 
後年、トシが病気になったと時と比較すると、賢治

の母に対する態度は冷たい。賢治は入院したトシに付

き添って看病しているし、トシの病気を知ると、家出

中にもかかわらず、家に戻っている。しかし、母の場

合、まだ病気療養中であるにもかかわらず、自分の勉

強のために上京している。前述したように、賢治が入

院した時には父が付き添い、母は看病をしていない。

賢治は母を看病することに抵抗があり、勉強を理由に

看病を回避したのではないだろうか。このエピソード

からも、賢治が母に対して複雑な思いを抱いていたこ

とが伺える。 
青年が自立していくためには、母からの心理的な離

乳が必要である。それは、時には暴力的であったり、

破壊的であったりする場合もある。賢治が病気の母を

置いて上京するという行動は、心理的な離乳のために

必要だったのかもしれない。しかし、ためらいもあっ

たに違いない。「汽車の中で恐らくは他の土方の監督や

ら踏切を過ぎる音等をまどろみの中で母や妹の声に聞

いたでせう」（書簡 17）と書いている。病気の母を置

いて出てきた後ろめたさが罪悪感を生じさせ、汽車の

中で母や妹の声が聞こえるような気がしたのであろう。 
それ程、賢治は東京に憧れていた。親友の嘉内宛て

の手紙（書簡 19）の中の短歌には、東京への思いが伺

える。 
 

するが台雨に錆たるブロンズの 
円屋根に立つ朝のよろこび （歌稿 A133） 

霧雨のニコライ堂の屋根ばかり 
 なつかしきものはまたとあらざり （歌稿 A134）  
 

 かくてわれ東京の底に澱めりと 
   つくづく思へな空のゆかしさ （歌稿 A137） 

 
 いずれも東京にいる喜びを詠っている。翌年、家の

用事で上京した時には、保阪宛の手紙に「東京へ来る

と神経が鋭くなつて何を見てもはつとなみだぐみま

す」（書簡 28）と書いている。 
大正時代、賢治だけではなく、モダンな都市、東京

への憧憬が、地方の若者には強かったようだ。長山靖

生は「上京学生にとって、帝都は何よりも、消費と祝

祭の空間だった。（中略）毎日が祭りのように見える。

この街でふつうに生きることは、地方人にとっては躁

状態で生きるということに他ならない」71)と述べてい

る。刺激の乏しい地方での生活とは比べようもない東

京の都市空間で、賢治は様々な刺激を受けて神経過敏

になったのだろう。 
後述するが、賢治は東京で暮らして勉強したり、仕

事をしたいと望んでいた。賢治が「私の町は汚い町で

あります」（書簡９）と書いているように、故郷花巻や

故郷での退屈で窮屈な生活への嫌悪感があったのだろ

うし、故郷に埋もれたくないという思いもあったと考

えられる。 
 
④職業の模索 
妹トシは賢治が盛岡高農へ入学した年に、日本女子

大学に進学した。２人は頻繁に手紙のやり取りをし、

トシが賢治に悩みを相談することもあったようだ。ト

シからの手紙は残されていないが、賢治は「ソレカラ

色々利己的ダノト自分デ辯解シテ居ラレル様デスガソ

ンナ気兼ネハアマリセンデ好イデセウ 兎二角ニ何ト

云ツテモ結局ハ今ニミンナ一人前ニ成ル事ダカラツマ

ラヌ心配ハ要ラヌ事ト思ヒマス」（書簡 11）とトシに

書き送っている。この手紙で、賢治は「一人前になる」

ことは当然のことと考え、一人前になることに悩むこ

とは「つまらない心配」であると考えていたことが読

み取れる。中学卒業後、進路について悩み、ノイロー

ゼ状態になったのに、賢治は「一人前になる」ことを

簡単だと思っていたのだろうか。将来に対して安易に

考えていたとしか思えない。 
賢治が 2 年生の時には「私はまあ、大低学校を出て

からの仕事も見当もつきました―則ち木材の乾溜、製

油、製薬の様な就れと云へば工業の様な仕事で充分自

信もあり又趣味もあることです」（書簡 30）と、トシ
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に将来の方針を書いている。賢治は自信満々である。

しかし、賢治は盛岡高農で農芸化学を学んでおり、工

業の勉強をした訳ではない。見当がついたとはいえ、

3 種類の仕事をあげ、しかも「工業の様な仕事」と曖

昧であり、具体策もなく実現できるかどうか危ういも

のである。自信となる根拠があるとは思われず、現実

から遊離している机上の考えと言える。20 歳の若者と

して、夢や希望を持ち、それを実現するために努力す

ることは望ましいことではあるが、賢治は現実を十分

見つめることなく、将来を夢見ていたと考えられる。 
高等農林に在学するモラトリアム期間に、賢治は勉

学に励み、文学を通して親友ができたり、さまざまな

模索を通して自己を確立していったと考えられる。し

かし、職業についての模索は十分とは言えず、現実的

な将来の方針を確立することができなかったと捉える

ことができる。 
 

（４）卒業後の進路をめぐっての父との対立 
①関教授との関係 
卒業を前に賢治は主任教授の関豊太郎から、研究生

として学校に残るよう打診を受ける。関は助手として

土性・地質調査に当たらせ、実験指導補助の身分を保

証し、将来は助教授に推す用意を持っていたと言う。

関は気難しかったが、賢治のことは気に入っており、

同級生の西村清助は「変人の関教授が目の中に入れて

も痛くないと云う程賢治をかわいがつていたようであ

る」72)と述べている。大谷良之によれば、関の土壌学

の試験を賢治は英語で答案を書き、関が教室で満点を

やったと言ったというエピソードも残っている 73)。
また、卒業論文も関の指導を受けたが、「先生につくも

のがないから僕がついた」74)と賢治はもらしていた。 
賢治は自分を認めてくれる関に対して、それに応え

る努力はしたり、配慮したりしたようであるが、関が

見込んで期待したほど、学問への興味や関心があった

わけではなかった。このことからも、賢治の進学希望

は、勉強したいというよりも、家業を継ぐことからの

回避という意味が強かったことが伺える。 
 

②実業と宗教をめぐる葛藤 
学問の道へ進むよりも、トシ宛の手紙にあったよう

に、実業の道を志していたので、賢治は研究生になる

つもりはなかった。 
進路をめぐって賢治は父と対立することになる。父

は第一次世界大戦のさなかでもあり、賢治が徴兵され

ることを恐れ、徴兵が延期される研究生として学校に

残ることを薦めた。賢治は「研究科には残り候とも土

性の調査のみにては将来実業に入る為には殆んど仕方

なく農場、開墾等ならば兎に角差当たり化学工業的方

面に向ふには全く別方面の事に有之候」（書簡 43）と

父の勧めに抵抗を示した。賢治は具体的には飴製造業、

沃度製造或は海草灰の製造、木材乾溜乃至は炭焼業を

目論んでおり、研究生として勉強するメリットを見出

せないし、徴兵検査の延期も望まないと父に訴えた。

ところが、次の日の手紙には、法華経の行人として学

び、働いて自活しながら布教をするという生き方を望

むと書いたり、小さな工場で独身のまま仕事と勉強が

したいと書いたり、「本日も究めて不整頓ながら色々御

願申し上げ候」（書簡 44）と書いている。このように

方針が定まらないのは、賢治自身、揺れ動いており、

将来像を明確に描くことができずに混乱していたから

であろう。 
賢治が法華経と出会ったのは、18 歳の時であった。

中学を卒業後、将来のことで悩んでいた時期に、父か

ら与えられた島地大等編『漢和対照 妙法蓮経』を読

んで感動を受け、生涯の信仰を定めたと言われている。

しかし、その後も浄土真宗の講話を熱心に聞いたり、

曹洞宗の報恩寺で座禅を行ったりしているので、仏教

への関心のひとつだったのかもしれない。この父宛の

手紙の中で信仰の道を歩きたいと始めて明らかにして

いる。しかし、直ちに出家する覚悟はできておらず、

まずは自活して勉強すると言う。実業か信仰のどちら

を選ぶのか、あるいは両立させていくのかを賢治は悩

んでいたと考えられる。 
父は実業家ではあったが、信仰に篤い人であった。

妹シゲが「お父さんも、宗教家であると同時に大実業

家になりたいところもありました」75)と述べているよ

うに、実業と宗教という２つの道を、父も両立させよ

うとしてきたのである。しかし、賢治は家業を貧しい

農民から搾取して成り立っていると受け止めていたの

で、家業は人々を救う宗教とは対立するものと感じて

いたのではないだろうか。あるいは、父がそうして儲

けたお金で宗教講習会を開くことを偽善的と受け取っ

たのではないだろうか。父の中の矛盾や欺瞞を賢治は

敏感に感じ取っていたと考えられる。吉田は宮澤家の

中に転換期の花巻商人の家庭が持った「職業倫理」（＝

社会的責任）や慈善精神への芽生えを指摘し、「賢治は

この＜転換期の時代＞の「商人宗教（＝近代浄土真宗）」

がもつ社会的使命を過剰に担うべく周囲からも期待さ

れ、自らもそう運命づけていった＜倫理の申し子＞だ

ったといって良かろう」76)と述べている。父のように

宗教と実業を両立することも難しく、どちらかを選択

することもできず、賢治は進路の選択に直面して混乱

を引き起こしたと考えられる。 
賢治は「二度も死ぬ迠の病気にて殊に伝染病等に罹

り色々とご心配合相掛け候のみか父上迠も御感染なさ

れ今に至るまで腸に病残られ候事など只今とても高等
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の学校に入るのみならず他の生徒にては思ふに任せぬ

書籍など迠求め得て何の不足ありて色々御諭しに逆ら

ひ候や 信ずる所父上と異らばたゞ泣きてこそあるべ

きに却て怒りを致し候事など就れは前生の因縁ある事

と存じ候へども兎角父上と相近ければ様々な反感のみ

起し候 誠に誠に情无く帰盛の後、また逆らひ候後と

ても絶ず之を思ひ候」(書簡 44)と父への恩は感じるが、

信じることが異なるために反感を感じると述べ、その

理由として前世の因縁をあげている。前世の因縁であ

れば、父が悪いわけでも、賢治が悪いわけでもないが、

どうにも動かし難いものである。それ程、賢治にとっ

て父との間の溝は埋めがたいものだということなのだ

ろうか。 
それでも、「元来小生の只今の信も思想も父上の範囲

を出て申さず書籍とてもみな父上の読み候もののみを

後にて拾ひ読み候のみに御座候 父上は従来小生の極

端なる立場にあるときは常に一方の極端なる立場に立

たれ自ら悪者ともなりて間違ひなき様導き下され候事

誠に有難く存じ居り候」（書簡 44）と書いている。賢

治は父の指導を有難く思う一方で、父の支配を疎まし

く思い、そこから脱け出したいという気持も強かった

と考えられる。 
一方、母には「母上とては尚祖父様祖母様の御看病

を初め随分と御肝難下され如何にもしても少し明るく

ゆつくりしたる暇をも作り上げ申さんと中学一年の時

より之を忘れたる事は御座なく候へども何か言へば母

上を困らす様なる事のみにて何とも何とも自分の癖の

悪くひがみ勝ちなるには呆れ奉り候」（書簡 44）と書

き、忙しく働く母を休ませたいと思いながら、困らせ

る理由を自分の性格に帰している。母には素直に自分

の非を認めており、自分のことを理解し、許して欲し

いという甘えが伺える。 
６日後の父宛の手紙では、賢治は「お蔭にてあちこ

ちに満足に進行致し殊に小生は自由に研究も手伝も為

し得る訳にて誠に有り難くお礼申し上げ候」（書簡 45）
と研究生となることを喜びともに知らせている。この

間に関教授と将来のために工業化学や林産製造の勉強

もできるという約束をしたと手紙に書かれてはいるが、

賢治の気持がなぜ変化したのかを示す資料はない。結

局、賢治は父の勧めに従って研究生となる決心をする。

しかし、徴兵に関しては、手続きをして欲しいと頼ん

でいる。一旦、３月に家に戻り、父と話し合った時に、

徴兵検査の延期に傾きかけたが、翌日の手紙には「昨

日一度は就れなりとも御任せ致し候へども実はあれよ

り帰盛の途中又只今に至るまで誠に誠に心苦しく到底

之の様子にては自由に研究も郡への奉公も致し兼ね

候」（書簡 48）と心の揺れを書いている。父は研究生

として学問を修めることを勧めたわけではなく、徴兵

延期をもくろんでいたのであり、賢治は父の本来の意

向を受け入れることは拒否したのである。 
 賢治は研究生になることを受け入れた。賢治自身も

自分の進むべき道が明確ではなかったかし、父の反対

を押し切ってまで、自分の進路を主張し、切り開いて

いくこともできなかったのだろう。その一方で、父の

本来の目的であった徴兵の延期についてはあくまでも

拒否の姿勢を貫いたことは、父に屈服せずに賢治が自

らの自立性を保ったことになる。 
 
③保阪との関係 
この時期に保阪が除籍処分を受けるという事件が起

きた。『アザリア』に掲載した保阪の文章が虚無思想と

して学校で問題になったという。賢治は保阪の処分に

心を痛め、自分も退学しようとした。妹シゲは「突然

帰宅した兄がただならぬ気色で学校を辞めると言ひ張

って父をはじめ私達を驚かせました。お友達一人丈け

を退学にさせておけないといふ事で今先生方全部の会

合の中で何かを宣言して来た様子でした」77)と述べて

いる。結局、賢治は無事卒業し、保阪に「今度は私な

どは卒業してしまひ、あなたはこの様な事になり、何

とも御申し訳ありません」（書簡 50）と書いている。

賢治は手紙で傷心の保阪を懸命に慰め励まそうとした。

その一方で、「どうかどうか私の様なものを御捨て下さ

らず諸共に一心に他念なく如来第一義を解し奉る為に

修行をして参りませう」（書簡 49）と嘉内に見捨てら

れることを心配し、法華経の教えを薦め、一緒の道を

歩むよう頼んでいる。除籍処分を受けた保阪はショッ

クを受け、暗澹たる思いだったろうし、自分のことで

精一杯だったに違いない。賢治は保阪の気持を推量り、

保阪を支える方向には動かず、自分の不安を語り、自

分の信じる宗教を押し付けようとした。賢治の一途さ

は理解できるが、他者への配慮に欠けていると言わざ

るを得ない。それ程、保阪が離れていくのではないか、

自分を見捨てるのではないかという不安が強かったと

考えられる。 
  
（５）研究生時代―仕事への葛藤 
①父への依存 
紆余曲折を経て、22 歳の賢治は研究生となり、土性

調査のために歩き回る。同級生の工藤又治宛の手紙に

は調査の状況が記されている。そして、背嚢から薄荷

糖がつまった見慣れぬ容器を見つけ、「コレハ私ノ父ガ

入レテオイタノデス。私ハ後ニ兵隊ニデモ行ッテ戦ニ

デモ出タラコンナ事ヲ思ヒ出スダラウト思ヒマス」（書

簡 54）と書いている。知らぬ間に入っていた薄荷糖を

父が入れてくれたと確信したのは、これまでにも父が

このような細やかな配慮をしたからであろう。このよ
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うな愛情の示し方は、子どもにならともかく、大人と

なった息子に必要なのだろうか。賢治も父の心使いを

疎ましく思うこともなく、感謝している。細やかな愛

情を示す父とそれを有難く受け入れる子の関係は、賢

治が 20 歳を過ぎても変わらなかった。 
また、「雨合羽は当地にて尋ね申すべく候間何卒御心

配下さらぬ様願上候」（書簡 65）とあり、３日後の手

紙に「防水マント金七円にて求め候間何卒花巻にては

御心配下さらぬ様奉願候」（書簡 66）と書いている。

父が旅先で雨に濡れないよう、雨合羽の心配をしたの

だろう。矢幡は健康に細かく注意を払うことが、宮澤

家の家風となっており、賢治の父が相当の心配性であ

ったことを指摘し、「ふり切ろうとしても、細々とした

心配でまとわりつき、干渉しようとする母性的父親」

78)と述べている。しかし、この時点では父が賢治の身

を心配し、過剰なまでの配慮をすることを賢治は拒否

せず、むしろ、有り難く思っている。それだけ、賢治

は父に依存していたと考えられる。 
特に、経済面では賢治は父に全面的に頼っていた。

５月に賢治は実験指導補助の辞令を貰うが、父宛の手

紙に「辞令に相当する様の仕事は致し兼ね候為且つ来

年学校に研究生として残り候人には右辞令与へざる由

（中略）誠に郡にも気の毒に御座候間何卒今回私の受

くる金額（多分百五十円）中半分或は百円をその人の

方へ廻す様に致したくと存知候（中略）私の方は郡よ

りは百二十円を限度として受くる様御許可願上候 依

て多分今学年中には百数十円御補助を仰ぐ様の事と相

成るべく候 いつまでも御迷惑のみ相掛け申し訳無之

次第に御座候」（書簡 65）と書いている。賢治は給費

に見合う仕事を行なう自信がないのか、給費を受け取

ることを躊躇している。役に立たなければならないと

いう観念が賢治を縛り、役立たないのではないかとい

う恐怖心があり、それを回避しようとしたのではない

だろうか。 
一方では父からお金を出して貰うことは、平気であ

った。申し訳ないとはいうものの、給費を受けて洋書

を買うことを父に報告している（書簡 66）。職に就い

ても、賢治は自活したり、初めての給料を両親や妹弟

のために使うという発想は全くなかったのだろう。さ

らに、本が欲しいこと、実験設備、試薬品を購入した

いので、60 円欲しいと父に無心し、これ以上は父に迷

惑をかけず、顕微鏡は自分で働いて買うと書いている

（書簡 67）。父は書物を購入するための出費は厭わな

かったようで、賢治は拒否されないと分かっていたか

ら、安心して無心ができたのであろう。父も本を読ん

でいれば、賢治の身は安全であり、心配することもな

いと考えただろうし、賢治をコントロールしたい父は、

金銭で賢治を思い通りにしようとしてのではないか。 

 
②仕事への懐疑 
 4 月に受けた徴兵検査で賢治は第二種乙と判定され、

兵役を免除された。父の反対を押し切ってまで受けた

検査で、兵役免除という結果になったことに賢治は屈

辱的な思いを抱いたのではないだろうか。 
5 月頃、賢治は次の様な短歌を制作している。 
 
いづくにも不平はみちぬそがなかに 

何をもとむるわがこゝろぞも （歌稿Ａ661） 
 
 賢治は経済的にも恵まれ、助手という仕事も得て人

も羨む存在であることは、賢治自身も分かっている。

それでも、満たされぬ思い、現状に満足できない気持

が描かれている。「何をもとむるわがこゝろ」と詠んで

いるように、賢治は自分のやりたい仕事を見出せず、

自分探しを続けており、まだアイデンティティを獲得

することができなかった。 
賢治は６月の下旬には仕事を辞めることを考えるよ

うになった。父に仕事が忙しくて本を読んだり、自分

の研究ができない不満やこのままでは将来の仕事の準

備ができないこと、さらに「今年四月以来私の早く自

分の仕事に従事致し度き為か何分急ぎ候様の事のみ多

く分析等も充分心は入らず甚だしき失敗を致す事多く

御座候」と仕事の失敗で関に叱責されること、関に辞

職の相談をしたら、再考を求められたが、「本統は分析

等には余り適せず一人にて本を読みて考へて居る事

適なる由をも申され候」（書簡 71）と書いている。仕

事を辞めるための言い訳ばかりを並べ立てている。 
父は 2 ヶ月で音を上げる賢治に忍耐力が必要と諭し

たようで、次の手紙には「実は私も自分の忍耐力の少

き事は充分承知致し居り折角と気を付け候へども何分

にも今回の如き事を申し上ぐる様の程度に有之今後は

尚々覚悟を判然と致し随処みな忍辱の道場と心掛け候

間何卒御安心奉願候」と父の意見に従うと書いている

ものの、「何も仕事が苦しとは存じ申さず候。只無意味

なる事を致して心神を労らす事を堪え難く思ひたるの

みに御座候」（書簡 72）と仕事に意義が見出せない苦

しさを語っている。 
 賢治の不満は、将来の仕事と結びつかない仕事に意

義が見出せないことと、仕事が充分できずに関に叱ら

れることであった。前者は仕事のやりがいに関する問

題である。後に賢治が農民に目を向けて肥料設計を行

うようになった時には、土性調査が役立ったが、当時

の賢治は化学的な工場を立ち上げることを模索してい

たので、調査の意義が感じられなかったのも当然であ

ろう。 
父宛の手紙には、岩石、鉱物等を扱いたいと書いて
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いる（書簡 72）。賢治は中学生の頃、鉱物採集に夢中

になり、「石っこ賢さん」とあだ名をつけられたことが

あったが、その頃と同様、趣味への興味、関心が強く、

それを仕事と結び付けようとしている。賢治は自分の

気が進まないことは、勉強でも仕事でもやりたがらな

いが、その一方、好きなことには夢中になる。自分の

好きなことを仕事として成立させている人は、一部の

恵まれた人であろう。大多数の人は、仕事は仕事と割

り切り、余暇に趣味を楽しんでいるのではないか。そ

の中でも、自分なりに仕事の意義を見出していくので

はないだろうか。賢治は妥協できず、生きがいのもて

る仕事を模索しようとしていた。 
もう一方の問題は、関との関係である。今まで自分

を可愛がって評価してくれていた関に叱られたことは、

否定され、見捨てられるような不安を呼び起こしたの

ではないだろうか。そして、見捨てられる前に自分の

方から関を見捨ててやろうと思ったのではないだろう

か。自分を全て受け入れてくれることを相手に求め、

それがかなわないと感じると、相手に攻撃的になった

り、切り捨ててしまうという対人関係のパターンが、

賢治の特徴であったと考えられる。 
 
③病気による回避 
 ７月になり、胃の近くに痛みを感じた賢治は病院を

受診する。「左の方少しく悪き様にて今別段に水の溜れ

るとか云ふ事はなきも山を歩くことなどは止めよとの

事」（書簡 77）と父に報告する。手紙では肋膜という

診断が明確にされたかどうか明らかではない。他の医

師の診察では「只今は決して悪しと云ふことなきも殊

によれば罹るやも知れず薬は矢張用ふる様且つ山へ行

く前には必ず見て貰ふ様（中略）只今の分析は差支な

しとの事」と言う。しかし、仕事を辞めたい賢治には、

身体的な病気という大義名分ができたわけである。今

年一年は分析と山の調査に専心して勉強を控えるとは

言うものの、「到々私も弱みを生じ終り候 就れ来春よ

りは気仙郡あたりにても静なる仕事に従事致したくと

専ら願ひ居り候」と書いている。 
 父母もショックを受けたに違いない。校本によれば

「賢治の憂慮するべき状態に父は苦しみ、早く土性調

査を打ちきらせ、学校をやめさせて家にもどし、静養

かたがた家業を見るということにしたい、と考える」

79)とある。賢治の健康に気を配る心配性の父なら、当

然の配慮であろう。実際に賢治を家に呼び戻したよう

である。盛岡高農の後輩の河本から保阪に宛てた手紙

には、「宮澤氏は肋膜にて実家に帰った。私のいのちも

あと十五年はあるまいと。淋しい、限りなく淋しいひ

びきを持った言葉を残して汽車に乗った」80)と記され

ている。この予感は後に現実のものとなるが、その当

時は家で療養した結果、賢治は回復に向う。７月 17
日の保阪宛の手紙に「私は先日肋膜が悪いと云はれて

居ましたが今はすっかり治りました」（書簡 78）と書

いている。しかし、仕事は辞める方向に動き、7 月 20
日の父宛の手紙には、学校退学の意向を関に伝えたこ

とを伝えている（書簡 80）。 
 賢治は病気を理由に仕事を辞めることができた。福

島は「医師たちの診断もはっきしりないし、その後の

十年間、かなり無理をしながら三十二歳まで賢治が発

病しなかったのが不思議である。そこで、このいくつ

かの愁訴はむしろ気分的なもの、メランコリーの前駆

期によくみられる心気念慮・不全感ではないかと推測

される」81)と述べている。福島の指摘のように病気が

心気的なものであるならば、賢治は仕事を負担に感じ

ながら、辞めることもかなわない状況の中で身体的な

症状を出すことで、精神的な危機を回避したとも解釈

できる。 
 
（６）辞職後の危機と職業の模索 
①アイデンティティの拡散による危機 
結局、8 月 24 日に願いにより実験指導補助を解かれ

る。賢治は気の進まない仕事からは自由になれたもの

の無職となり、自分の進路に悩むことになった。保阪

宛ての手紙では「先づ私はこれから先に、何の仕事を

しなければならないと云ふ約束を持たない事になりま

した。けれどもこれは又苦しいことです。私は何もで

きないのです。（中略）それでもやつぱり稼ぎたくて仕

方がないのです。毎日八時間も十時間も勉強はしてゐ

ます。がこれは何だか私にはこのごろ空虚に感じます」

（書簡 83a）と、何者でもない、何もできない苦しみ

を述べている。賢治は、長男として家業を継ぐことも

嫌だし、その才能もないので、会社組織にしてもらい、

雇用して貰うことを考えたり、35 歳までは働いて後は

自由にして貰いたい、出家はしないが、勉強したり行

脚に出たいなどと書いている。気持も落ち込んでいて、

「私の様に落ちぶれる手筈ならば農学校等は入らなく

ともよかった」と悲観的なことを書いている。将来の

方向性が見えない中で賢治は自虐的になっていたのだ

ろう。 
９月には残りの調査を終え、家業の手伝いを始める

が、10 月になると精神的に危機的な状態に陥る。保阪

宛ての手紙には「私の世界に黒い河が速にながれ、沢

山の死人と青い生きた人とがながれを下って行きます

る。青人は長い手を出して烈しくもがきますがながれ

て行きます。青人は長い長い手をのばし前に流れる人

の足をつかみました。また髪の毛をつかみその人を溺

らして自分は前に進みました。あるものは怒りに身を

むしり早そのなかばを食ひました。溺れるものの怒り
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は黒い鉄の瓦斯となりその横を泳ぎ行くものをつゝみ

ます。流れる人が私かどうかはまだよくわかりません

がとにかくそのとほりに感じます」（書簡 89）と記し

ている。同じテーマで一連の短歌を詠み、「青びとなが

れ」としている。 
 
青じろき流れのなかを死人ながれ 

人々長きうでもて泳げり （歌稿 A681） 
 
 うしろなるひとは青うでさしのべて 
     前行くもののあしをつかめ （歌稿 A683） 
 
溺れ行く人のいかりは青黒き霧とながれて 

           人を灼くなり （歌稿 A684） 
 
何とも恐ろしいイメージである。賢治は「そのとほ

りに感じていている」と書いているので、想像による

世界というよりも、幻覚に近いものであったと考えら

れる。私の世界に流れる黒い河は、あちらとこちらを

分断する心の中の亀裂なのだろうか。あちらとことら

は生と死、意識と無意識、あるいは内的世界と外的世

界なのではないか。青人は生きているとはいえ、病人

あるいは死に近い存在なのではないだろうか。青人は

生き残るために仲間と争い、怒りをあらわにしながら、

流されて行く。流れる人は自分かどうかわからないと

言う。人を押しのけて行くというのは、賢治の生き方

とは相容れないものであるが、心の奥底にはこのよう

な気持が抑圧されていたのかもしれない。また、自分

かどうかわからないと言うのは、流される人であると

感じると同時に流れる人を見ている自分の視点を感じ

たからではないだろうか。このようなイメージは、自

我が崩壊する程の危険をはらんだ精神的な危機を表し

ていると言える。賢治が精神的な病へと移行していか

なかったのは、第三者的に状況を眺め、表現できる自

我の強さがあったからではないだろか。 
 
②トシの看病と東京での模索 
現実の賢治は家業を手伝いながら、自分の将来を模

索していた。妹トシから賢治に宛てた手紙には「大正

十年位までハゆるゆると御考へを練らるゝ事に賛成申

し上げ候 とにもかくにも真生活の方法と職業の一致

の外に望ましき生活法ハ考へられず候 一人一人も一

家もその天職を見出して之を遂げたくと折角ねが居り

候 現在の様な怠け者にてハ随分心細候へどもこの望

みの空なるものとハ思はれず候（中略）無責任な理想

を申し上げぐるならバ兄上様御自身の天職と一家の方

針とが一致する事が何よりも望まれ候 家族が必要な

援兵としてでなしに唯の足手まといとなる事ハお互ひ

に不本意なる事に御座候」82)と記されている。賢治は

3 年間職業について「ゆるゆる」と考えるつもりだっ

たのであろう。トシは賢治が天職を見出すこと、そし

てそれが「宮澤家の方針」との一致することを望んで

いる。「宮澤家の方針」とは、父の方針のことであろう。

つまり、父が認める職業を選択しなければ、家族の役

に立たない「只の足手まとい」になってしまうと考え、

自分のことを考えるのも大切だが、家族のことも考え

て職業を選ぶように勧めている。 
トシの進言は賢治に大きな影響を与えたと考えられ

る。数日後の保阪宛ての手紙には「今私が望む様には

東京へでも小工場を持つといふことは家として非常な

損ですし又当分は不可能です。又私一人、家にかゝは

りない私、箇人としてはさっぱりそんなもうけること

はしたくありませんししなくても畑の三段歩も耕して

ゐれば静に自分を完成していくことが出来るのです。

けれどもそれは私丈のことです。みんなの為を思ふな

らば先づ自分を完成しなければなりませんがその道 

方法は自分の為でもほかのひとの為でもいゝ訳だらう

と思ひました」（書簡 93）とある。私だけのことでは

なく、家のことも考えようとしているし、自分を完成

することは、自分の為でもあり、人の為でもあると考

えている。 
次の保阪宛ての手紙には「今わたくしは求めること

にしばらく労れ、しづかに明るい世界を追想してみま

した」と山へ登り、自然の美しさに感動するという不

思議な話を書いている（書簡 94）。そのイメージの一

部は「頂にいたり、一人の人は感激のあまり皮肉のあ

まりゲートルを首に巻きつけ、また強い風が吹いて来

て霧が早く早く過ぎ行きわたくしの眼球は風におしつ

けられて歪み、そのためかまたはそうでなく本統にか

白い空に灼熱の火花が湧き、すみやかに散り、風を恐

れる子供は私にすがりついたのでした」という眼球が

風に歪むという異常な感覚は、残っているものの、青

人の流れのような恐ろしさは感じられない。「わたくし

のきもちのよいことばかり書きました」と記されてお

り、イメージの世界も多少、明るくなってきたと考え

られる。 
年末にトシが入院したため、賢治は母と上京する。

年が明けてトシが小康状態になると、母は帰花し、賢

治が看病のために東京に残った。賢治は父が自分を看

病したように、トシを看病する。父に同一化できる役

割であり、父のように感染することもなく役割を果た

している。 
また、東京に滞在することは、賢治を活動的にする。

トシ看病の合間には図書館で調べ物をしたり、新しい

仕事を模索する。父宛の手紙では、「何卒私をこの儘当

地に於て職業に従事する様御許可願ひ度事に御座候」
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と頼み、宝石関係の仕事を提案している（書簡 131）。
その理由として、東京ならば商売が成り立つこと、東

京が暮らしやすいこと、仮に失敗しても無資本で色々

試みることが出来ること、家へ帰って店番をするのは

情けないこと等をあげている。賢治は家業も花巻とい

う町にも嫌悪感を抱き、東京に憧れ、東京に出て来た

かったのだろう。賢治は飾石、宝石の研磨、加工など

を行い、人造宝石の製造を立案し、必要な計画や資本

金等を考えて父に書き送っている（書簡 135、137）。
しかし、実業家としての父の目からは賢治の提案はあ

まりにも頼りなく、未知の職業の危険、労働力と経営

能力に対する不安から否定的であった。父がなかなか

許可をしないことに、賢治は苛立ち、「何卒私に落ちつ

きてまじめに働くべき仕事をご命令被成下度候。車の

後押にても純粋の百姓にても何にても宜しく候。又は

私に自由に働く事を御許し下され候や」（書簡 140）と

父に書き送っている。仕事を始めるのにも、父の資本

金を当てにしている賢治にとって、これが精一杯の抵

抗だったのであろう。 
 
③再度の精神的な危機 
結局、賢治は退院したトシとともに３月に帰花し、

その後は家業を手伝うことになった。同級生の成瀬金

太郎宛の手紙には「私は暗い生活をしてゐます。うす

くらがりのなかで遥に青空をのぞみ、飛びたちもがき

かなしんでゐます」（書簡 143）と苦しい胸の内を語っ

ている。保阪への手紙にも「私のうちは古着屋でまた

私は終日の労働に堪えないやうなみじめなからだな為

にあなたの様に潔い大気を呼吸して居りません（中略）

煮えきらないものは一生こんなことを苦に病んでゐな

ければなりません」（書簡 144）と自らの惨めさを記し

ている。 
次第に精神的にも追い詰められたようで、保阪宛て

の手紙には、「長い間ご無沙汰を致しました。それは私

があまりいそがしかったためです。からだがいそがし

いのではありません。けれども戦が一寸のひまも与へ

て呉れなかったのです。そして今もそうです。これか

れも勿論さうでせう。その戦は実に惨憺としてゐます。

今や私の心は紙魚に食はれた歌麿の錦絵のやうにまた

煤け果てたそれの様にこゝにこの輪郭が見えると考へ

てやっと慰めるのです」（書簡 152a）と記している。

戦いについては、「保坂さん。今日私の方の第一の関所

はすっかりこわされ、あやしい軍勢がすさまじく湧き

立って来ます。保坂さん。今日私の方の第二の関所は

すっかりこわされ、顔の漆黒な髪を被った軍勢は黒煙

のやうに押し寄せます。保阪さん。今日私の城はいつ

か地の底を掘って来た軍勢に充たされ私はある箱の中

に入って身をひそめてゐます」と述べている。軍勢は

「破れよ、ふみにぢれ、奪い去れ、引き裂け」等と叫

ぶ。軍勢に占領され、心の輪郭しか残っていないとい

うまさに危機的な状況である。福島はフロイトの自我

構造論との類似を指摘し、「ここで『城』に象徴されて

いるのは『自我』のイメージであり、あやしい軍勢は

無意識の領域に発する『イド』の衝動、特に攻撃性の

力を表現したものと考えられる。そして、賢治はフロ

イトの概念化より早く、後の精神分析学が『自我境界』

と呼んだものを『関所』として、まざまざと凝視して

いたのである」83)と述べている。自我機能が十分保た

れている場合、自我境界によって意識と無意識が分け

られており、無意識の内容が意識へと昇ってくれば、

検閲機能が働き、阻止すると考えられている。しかし、

自我機能が弱まり、「心の輪郭しか残っていない」様な

場合、無意識の内容が意識を圧倒し、自我を脅かすこ

とになる。まさに、自我の崩壊を招くような事態であ

る。それでも、賢治は「私を他人の様に考へて見る」

というように、自分の状況を客観的に書き記す力があ

った。また、「あの黒い軍勢に囲まれた小さな箱の中の

私にも唯一の道（中略）私はいまも数しらぬあやしい

ものの右から左前からうしろとはね飛ぶなかをおぼろ

に白い道をふみはてしもしらずはてしもしらぬかの大

城に向かつて行きます」と述べ、自分の殻に閉じこも

り、自分を守りながらも、希望を失わず、一筋の光明

を見出している。 
賢治は内的世界で忙しく戦っていたために、「私の生

活をよそから眺めたら実に静な怠けたものでせう」（書

簡 152a）と自ら述べるように、現実世界では何もでき

ないでいた。賢治の危機的状況を理解できない父は「き

さまは世間のこの苦しい中で農林の学校を出ながら何

のざまだ。何か考へろ。みんなのためになれ。（中略）

きさまはとうとう人生の第一義を忘れて邪道にふみ入

ったな」（書簡 154）と責める。賢治は「私は邪道を行

く。見よこの邪道者のすがた。学校でならったことは

もう糞くらへ」と開き直ったように記している。賢治

は幽霊にあやつられているように感じたり、死骸やあ

やしき蜘蛛が見えたりする。さらに「われはなし。す

べてはわれにして、われと云はるゝものにしてわれに

はあらず総ておのおのなり（中略）この舞台をわれと

名づくるものは名づけよ。名づけられたるが故にはじ

めの様は異らず。（中略）これがわれなりとは誰が証し

得るや」（書簡 154）と記している。自分が自分という

感じを失っていることが伺える。 
このような手紙を保阪は受け取ってどう思ったのだ

ろうか。「あなたはこんな手紙を読まされて気の毒な人

だ。その為に私は大分心持がよくなりました」（書簡

154）と賢治は書き送っている。保坂から賢治に宛て

た手紙は現存しないので、保阪がどのような返事を出
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したかは定かではないが、「あんなに破壊的な私の手紙

にも乱れずあなたの道を進むといふあなたを尊敬しま

す」（書簡 155）と賢治は記している。保阪は賢治の手

紙を受け止め、あまり動揺も示さなかったのだろう。

そして大正９年４月の保阪宛の手紙には「あなたの手

紙を見たらほんとうに心持が直りました」（書簡 162）
と書き、その理由として、保坂の像が見えていたが、

苦しいことのないことを感じたり、考えて見たら、像

が見えなくなり、明るいイメージが見えてきたという。

保坂の安定した対応はカウンセラーの様であり、賢治

の心の回復の一助となったのであろう。大正７年の手

紙にも「あなたはむかし、私の持ってゐた、人に対し

てのかなしい、やるせない心を知つて居られ、またじ

っと見つめて居られました」（書簡 102a）と書かれて

いる。賢治が自分の心を理解してもらっていると感じ

ている点もカウンセラーとして有能であったと考えら

れる。その後の手紙からは賢治が安定している様子が

伺える。 
賢治は仕事を辞めた後、精神的な危機的状況におち

いった。何者でもないという不安の中、アイデンティ

ティ拡散の状態に陥ったのではないだろうか。しかし、

トシの看病のために上京すると、活力を取り戻し、ア

イデンティティの模索を始める。結局、賢治の希望は

父によって否定され、再び危機的な状況に陥る。それ

でも、保阪の手紙が支えとなり、次第に危機から脱出

していったと考えられる。 
 
（７）国柱会入会と父との対立 
①宗教的アイデンティティの確立 
次第に賢治は元気になっていく。６月の保阪宛の手

紙には「私なんかこのごろは毎日ブリブリ憤ってばか

りゐます。何もしやくにさわる筈がさっぱりないので

すがどうした訳やら人のぼんやりした顔を見ると、

『えゝぐずぐずするない。』いかりがかっと燃えて身体

は酒精に入った様な気がします。（中略）確かにいかり

は気持が悪くありません。関さんがあゝおこるのも尤

もです。私は殆んど狂人にもなりさうなこの発作を機

械的にその本当の名称で呼び出し手を合わせます。人

間の世界の修羅の成仏。そして悦びにみちて頁を繰り

ます。本当にしっかりやりませうよ」（書簡 165）と書

き、「しっかりやりませう」と 21回も繰り返している。

大人しい賢治が人が変ったように怒ったり、檄を飛ば

している。 
賢治が変化した原因としては、日蓮宗への傾倒が考

えられる。大正９年 10 月、24 歳の賢治は日蓮正宗の

行動団体・国柱会に入会した。保阪には 12 月の手紙

で国柱会入会と創立者田中智学への忠誠を書いている

（書簡 177）。国柱会に入会することで、賢治は新たな

アイデンティティを獲得したと考えられる。西平直は

「もし、アイデンティティが同一性であり、一貫して

いることであるならば、信仰こそその たるものであ

る」84)と述べている。宗教的なアイデンティティを確

立したことが、賢治を安定させ、気持を高揚させたと

考えられる。 
 

②父との宗教上の対立 
賢治は花巻の町を題目を唱えながら歩くようになっ

た。保阪には父母の許しを得ていると書き送っている

が、実際には父は賢治の行動を苦々しく思っていた。

関は「寒い冬の夜上町通りを『南無妙蓮華経』と越え

たからかに唱題してくるのを聞いたとき、私たちは水

を浴びたように愕然としました。（中略）その時ちょう

ど賢治の父上が私の家に来ておられましたが、賢治の

そういう姿を見て舌打ちし、『困ったことをするもの

だ』といって眉根を暗くされました」85)と述べている。 
宗教をめぐって、父子の対立も激化し、２人はいち

いち経典をあげ、くり返し論じあい、イチや妹たちは

おろおろと嘆いたという。ある夜果てしない議論のう

ちに時が経ち、母娘に向かった政次郎は「聞いててひ

どかったろう（辛かったろう）。だが大事なことを言い

あったので喧嘩ではないのだからな」86)と涙を流した

ことがあると言う。 
賢治の父への反抗であった。父は熱心な仏教徒であ

り、妹シゲは「賢治さんもお父さんも両頭の蛇だと思

います。宗教の方なら、賢治に高僧になってもらいた

かったし、学問の方なら博士になってほしかったので

しょう。お父さんも、宗教家であると同時に大実業家

になりたいところもありました」87)と述べている。賢

治は実業家になることで、父に対抗しようとしたが、

彼の計画は父に認められず、否定されてしまった。つ

まり、実業の道では父に対抗することはできなかった

のである。もう一つの父のアイデンティティである仏

教に対して、賢治は反旗を翻して対抗したのである。 
賢治は何とか父を乗り越えたいと思い、その手段と

して宗教を選んだのではないだろうか。高山は「日蓮

宗への入信は、強すぎる父の影響から賢治が独立する

ための窮極の選択であり、ほとんど生活無能力者とい

うべき賢治が父の依存から脱け出せない現実を、信仰

の強烈さで優位に立つことによって転覆しようとする

試みだった」88)と述べている。しかも、賢治が日蓮宗

に傾倒するきっかけを作ったのは父であったし、父も

信仰の篤い仏教徒であったので、実業の問題のように

父が拒否することで決着がつくという問題ではなかっ

た。父に改宗を迫り、自分の信じる日蓮正宗の方が正

しいと認めさせようとするが、父はそれを拒否するこ

とが繰り返され、決着がつかなかった。矢幡は「父親
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に反抗する正当性の根拠であり、決断に身を投じさせ

る原動力でもあり、あわよくば嘉内との関係を更に強

固たらしめる共通理念ともなるかもしれない法華経信

仰は、賢治が閉塞状況を脱するために何重もの勝負を

賭けたカードになりえた」89)と述べている。一点突破

主義とでも言うのか、国柱会入会は全ての状況を好転

させる魔法のように考えていたのではないだろうか。

だからこそ、賢治は狂信的ともいえる行動を起こした

のであろう。 
また、矢幡はこの時点から父子の力関係が逆転し始

めたことを指摘し、「父親の小言は一生賢治に強い圧力

を与えつづけたが、もはや、賢治の行動の前に決定的

に立ちふさがることはできなかった」90)と述べている。

つまり、父も賢治の反抗に対して、今までのように賢

治をコントロールすることができず、涙することにな

ったのである。 
 
③同行者としての保阪への接近 
 賢治は親友保阪にも国柱会入会を薦めている。大正

９年 12 月の手紙には「どうか殊にご熟考の上、どう

です、一緒に国柱会に入りませんか（中略）我が友保

阪嘉内、我を棄てるな」（書簡 178）と保阪に懇願し、

すがりつこうとしているかのようである。青年期には

親からの自立が大きなテーマになるが、その支えにな

るのが、同性の友人の存在である。悩みを共有したり、

相談したり、自分の価値を確認することができる友人

がいることで、親からの分離が促進される。この時、

賢治は 25 歳であり、親からの分離がテーマになるこ

と自体遅いかもしれない。しかし、支配的な父から分

離するためには、充分な時間が必要だったのだろう。 
また、菅原は保阪への熱烈な感情を同性愛的なもの

と解釈している 91）。確かに保阪に同じ道を歩む同行

者としての一体感を求めるものであったと考えられる

が、信仰も含め、自分のすべてを受け入れてもらいた

いという賢治の願いは、母親に対する子どもの気持で

はないだろうか。矢幡は賢治が世界から消え去ってし

まいたい「つらさ」を感じており、それに抗するため

には「彼の全てを受け入れ、いつまでも一緒にいてく

れる一人の人間を獲得することであった。賢治はそれ

を嘉内に求めた。否定的な面を隠さなくても、全面的

に許され、受け入れられ、親密でありうる関係。それ

は母親と乳児との間でしか成立しないような関係性の

パラダイスなのではないか」92)と述べている。つまり、

人の役に立たなくても、自分の存在を認め、自分の信

じる宗教も含めて受け入れてくれる母なる対象を嘉内

に求めたからこそ、執拗に入信を迫ったのであろう。 
賢治は国柱会に入会することで、精神的な安定を取

り戻すとともに、宗教の問題で父と対立した。それは

賢治が宗教によって得たアイデンティティを認めさせ

ることであり、父から分離しようすると試みでもあっ

た。その一方で、保阪同行者として位置づけ、自分を

受け入れてくれるように求めている。父からの分離す

るためには保阪の存在が必要だったのだろう。 
 
（８）賢治の家出―自立の試み 
①家からの脱出 
大正 10 年１月、賢治は突然無断で家を出て東京の

国柱会へ赴く。関宛の手紙には「何としても 早出る

より仕方ない。あしたにしやうか明後日にしやうかと

二十三日の暮方店の火鉢で一人考へて居りました。そ

の時頭の上に棚から御書が二冊ばったり背中に落ちま

した。さあもう今だ。今夜だ」と思い、ご本尊と御書、

傘を持って飛び出したことを書いている（書簡 185）。
思い詰めていた賢治には本の落下は突然の啓示のよう

に感じられたのであろうが、単なるきっかけに過ぎず、

家を出ることは必然的なことであったと考えられる。 
国柱会で対応した高知尾智輝に賢治は「信仰に励み、

一家の帰正を念じて父の改宗をすすめておりましたが、

なかなか了解してくれません。これは私の修養が足ら

ないために父の入信が得られない。この上は国柱会館

へ行って修養をはげみその上で父の入信を得るこの外

はないと決意し、家には無断で上京したものでありま

す」93)と述べた。高知尾は家出してきた賢治をそのま

ま置く訳にもいかず、親類の家に落ち着くことを提案

した。賢治は小林家を訪ねて居候したことも関に伝え、

「家を出ながらさうあるべきではないのですが本当に

父母の心配や無理な野宿も仕兼ねたのです」（書簡

185）と書いている。さらに下宿と仕事を見つけたこ

とを記している。 
関は親類であり、小林は父の知人である。２人から

宮澤家に連絡が入るのは当然であり、自分の居所を家

に伝えて欲しいと言わんばかりである。実際、父から

手紙や生活を心配して小切手が送られてくる。賢治は

「一応帰宅の仰度々の事実に心肝に銘ずる次第ではご

ざいますが御帰正の日こそは総ての私の小さな希望や

仕事は投棄して何なりとも御命の儘にお仕へ致しま

す」（書簡 189）と帰花を拒み、小切手も送り返した。

25 歳の賢治が始めて家を離れ、わずか７ヶ月間の試み

であったが、自分で稼いだ賃金で暮らしたのである。 
 
②創作活動 
この時期、賢治は印刷所でのガリ版切りの仕事をし、

国柱会活動に参加した。高知尾から信仰がにじみ出る

ような詩歌文学を書かなければならないと聞き、法華

経文学の創作を志した。それまで、賢治は作家志望を

公言していたわけではないが、短歌や短編を書く中で、
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潜在的にはそのような志望を抱いていたかもしれない。

西平はアイデンティティの獲得のためには、熱意や覚

悟、ある種の使命感が必要ではあるが、「本当はもうひ

とつ。誰かにその決心を認めてもらいたかった。君な

らやれる、その一言」94)の必要性を述べている。つま

り、誰かが肩を押してくれることがアイデンティティ

獲得の契機となることがあるのだ。賢治も高知尾の後

押しで、作家としての道を見出したのである。 
賢治は仕事や国柱会の活動の合間を縫って膨大な童

話の原稿を書いていた。印刷所で知合った鈴木東民は、

賢治が袴の紐にぶら下げていた風呂敷包みの中身が童

話の原稿であると教えてもらい、「もしこれが出版され

たら、いまの日本の文壇を驚倒させるに充分なのだが、

残念なことには自分の原稿を引き受けてくれる出版業

者がいない。必ずその時が来るのを信じている」と語

ったと述べている 95)。清六は、「一ヶ月に三千枚も書

いたときには、原稿用紙から字が飛び出して、そこら

あたりを飛びまわったもんだ」と伝説的に伝えている

96)。福島は活動性の更新、抑制の欠如、高揚した自我

感情、多産な創造性などから、マニー（躁）極期と捉

えている 97）。賢治が躁状態であったことは確かだろ

う。その背後には、東京にとどまり、父の支配下から

ある程度脱け出したこと、宗教活動に参加し、「法華経

文学の創作」という自らのアイデンティティが定まっ

たこと等をあげることができるだろう。自らの生きる

道を乱した高揚感が、賢治を突き動かしたのではない

だろうか。 
賢治は原稿を売り込もうとしていた。７月の関宛の

手紙には「私は書いたものを売らうと折角してゐます。

それは不真面目だとか真面目だとか云って下さるな。

愉快な愉快な人生です」（書簡 195）と書き送っている。

９月には雑誌「愛国婦人」に童謡「あまの川」が、12
月には童話「雪渡り」が掲載された。「法華経文学の創

作」という野心を抱き、創作活動にのめり込んでいっ

た賢治は、原稿も売れてますます高揚した気持になっ

たと考えられる。しかし、生前賢治が稼いだ原稿料は

これだけであった。 
  
③父の囲い込み 
父は家出して自分勝手なことをする賢治を勘当した

り、突き放したりすることはしなかった。手紙で賢治

の身を案じ、賢治に仕事のことや妹、親類について相

談している。あくまでも長男としての扱いである。そ

れに対して、賢治も返事を出して自分の意見を述べて

いるし、心配しないよう自分の生活について書き送っ

ている。家出しても、父は賢治を離さず、賢治も離れ

ようとしない。父子ともに関係を断ち切ることができ

ないことが伺える。 

4 月上旬に父が上京し、賢治に関西旅行を勧め、賢

治も喜んで同行する。この旅行で神道や仏教の伝統に

触れ、法華経と国柱会にとらわれ過ぎることを反省さ

せ、併せて感情の融和をはかろうと父が考えたことで

あった。父は帰正問題には触れず、賢治が帰花する自

然な解決を期待したようだ。このような懐柔策を示す

父に対して、息子は対抗することはできないのではな

いだろうか。佐藤は息子が自立するためには、いうな

れば＜父親殺し＞を経ることは不可欠だと指摘し、「賢

治は、父子関係を子ども時代のまま、それこそ煮えき

らない状態のまま延長していまい、政次郎の方もあえ

て崖から追い落とす行為に出なかった。そこに俗にい

う生活無能力者ができあがってしまった。足を地につ

けることによって＜実＞と自己を切り結ぼうとする契

機は、こうして喪われてしまった」98)と述べている。

つまり、息子は内的な父親殺しを果たして父親を乗り

越えていくのだが、賢治父子の場合、賢治を繋ぎ止め

ようとして細やかな配慮をする父に対して、賢治は対

抗することができず、いつまでも濃密な父―息子関係

の中に囲われてしまった。そのために、賢治は大人に

なることが困難だったと考えられる。 
 
④保阪との決別 
賢治は保阪にも上京の事情を知らせ、入信を迫って

いた。保阪も賢治の行動に心を動かされたのか、上京

を考えたようだ。ところが、賢治は「お父様や弟様を

棄てるなんどは私ならば致しません。全体そんな事は

いけません。私の今の場合は一時の変通です」（書簡

186）「お父様や弟様捨てゝ着のみ着の儘こちらにおい

でになる事はどうしてもいけません」（書簡 187）と書

き送っている。おそらく、父の反対を押し切って上京

しようとする保阪を賢治は諌めたのだろう。 
賢治は日蓮生誕七百年の日（2 月 16 日）に上京する

よう誘っている。しかし、保阪は賢治の誘いに応じな

かった。その手紙の直後から保阪は山梨教育会の書記

として地元で働き始めていた。その後、保阪宛ての手

紙はしばらく途絶えることになる。賢治は保阪が上京

しなかったことに、ショックを受け、見捨てられたよ

うな気持になったのではないだろうか。 
保阪は７月に再び兵営に入る。賢治は保阪に面会を

求めながら「私は相変わらずのゴソゴソの子供ですか

ら名誉ある軍人には御交際が不面目かも知れません

よ」（書簡 194）と自分を卑下した手紙を送っている。

保阪の日記には「七月十八日 晴／宮沢賢治／面会来」

と書いた字を斜線で抹消した記述がある 99)。この斜

線の意味は、面会しなかったとも、あるいは面会した

が、宗教等の対立があり、保阪が決別を覚悟したもの

ともとれる。いずれにしても、2 人の関係に決定的と
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なる出来事があったと考えられる。 
賢治は精神的に落ち込み、身体症状も生じる。8 月

の関宛の手紙には、脚気の薬の礼が述べられ、「今はむ

くみもなくほんの少し脚がしびれて重い丈で何の事も

ありません（略）七月の始め頃から二十五日頃へかけ

て一寸肉食をしたのです。それは第一は私の感情があ

まり冬のやうな工合になってしまって燃えるやうな生

理的の衝動なんか感じないやうに思はれたので、こん

な事では 1 人の心をも理解し兼ねると思って断然幾片

かの豚の脂、塩鱈の干物などを食べた為にそれをきっ

かけにして脚が悪くなったのでした。然るに肉食をし

たって別段感情が変るでもありません。今はもうすっ

かり逆戻りをしました」（書簡 197）と書いている。「感

情が冬のような工合」というのは、抑うつ的になって

いたと考えられる。矢幡は「賢治の方に残ったのは、

喪失感のような、輪郭のはっきりしたものではなかっ

た。（略）それは、ぽっかり穴があいたような、何かが

去ってしまったような、空虚感とか、脱力感といった

ものであった」と述べている 100)。 
賢治は保阪を失い、保阪を通して世界につながると

いう賭けに失敗したのである。脚が悪くなったのも、

脚気というよりも心因性の反応ではないだろうか。つ

まり、拠って立つ基盤が失われ、立っていられないと

いう感情が身体に転換されて脚の症状として表れたと

捉えることもできる。 
関宛の手紙には「十月頃には帰る予定」（書簡 197）

と書き送ったが、９月にトシの発病を知らせる電報が

届き、賢治は大きなトランクに書き溜めた原稿を詰め

込み、帰宅する。トシの発病はきっかけでしかなく、

賢治には東京にいる理由も、国柱会での活動も意味を

持たなくなっていたのではないだろうか。山下は「結

局、賢治は東京で親友を失い、信仰に対する情熱を失

った」と述べ、「東京への絶望と比例するように高まる、

故郷への想い」101)を指摘している。傷ついた賢治は

故郷へ戻るしか方法がなかったのである。 
 
（９）花巻農業学校の教師時代 
①現実生活への移行 
帰花した賢治は、大正 10 年 12 月に稗貫農学校（後

の花巻農学校）の教諭となる。当時郡視学県視学羽田

と校長の畠山が、賢治を教諭に推薦したという。畠山

は恩師の関と喧嘩したことのある人だということを聞

いた賢治は「そんな人なら勤めてもいい、行ってみた

い」と乗り気になったと言う 102)。妹シゲは「お父さ

んは兄が花巻農学校につとめて、先生になることには

反対しませんでしたので、話が出るとあっけないほど、

ひょっときまったのでした。（略）兄は家のしごとをつ

ぐということでなく商売をはじめるということもうま

くいかないでいたので、このときは先生になって、家

族一同ほっとしました」103)と述べている。25 歳にな

っても無職だった長男が定職に就いたことに家族は安

堵したのである。 
 家族の喜びに反して、賢治は戸惑っていたようだ。

保阪宛ての手紙には「毎日学校へ出て居ります。何か

らかにからすっかり下等になりました。（略）それがけ

れども人間なのなら私はその下等な人間になりまする。

しきりに書いて居りまする。（略）けむたがられて居り

まする。笑はれて居りまする。授業がまづいので生徒

にいやがられて居りまする」（書簡 199）と書いている。 
それ以前の帰郷を知らせる手紙では「当地就職の儀

も万止やむなきの次第御諒解を奉願候」（書簡 198）と

書き送っている。保阪からは度々便りがあったようだ

が、賢治は近況報告のいかにも儀礼的な手紙しか送っ

ていない。保阪との関係が破綻し、賢治の気持は冷め

てしまったようだ。賢治は花巻での就職を「万止やむ

なきの次第」と捉えている。仕方がないという諦めが

伺える。さらに、学校に就職し、「何からかにからすっ

かり下等になりました」と自虐的になっている。「下等」

というのは、賢治が理想とした東京での信仰に基づく

生活から、故郷での教師の仕事へと落ちぶれたという

気持があったのだろう。言い換えれば、聖なる生活か

ら下降して俗な世間で生きていかなければならない嘆

きだと考えられる。そして、笑われ、生徒に嫌われて

いると自嘲している。佐藤はこの「下等意識」を都会

空間からの地方空間への下降、信仰空間から地上空間

への下降という二重の意味で捉え、「教師になりたくて

なったのではない、それどころか花巻に帰りたかった

わけでも、職業人になりたかったわけでもない賢治は、

この稗貫農学校にどのように自分をいれていいのか、

どのように定位していいのかまるでわからなかった」

と述べている 104)。賢治は理想とする生活から現実生

活への移行に戸惑いながらも、何とか受け入れようと

したのではないだろうか。 
 

②教師としてのアイデンティティの確立 
 実際に教諭として働き始めると、ユニークな授業で

生徒を惹き付けることになる。「それがけれども人間な

のなら私はその下等な人間になりまする」と教師の仕

事を受け入れたことで、仕事に喜びを見出すようにな

ったのではないだろうか。教え子の証言から賢治は理

想の教師とされているが、後に賢治が有名になったた

めに、美化された面もあるだろう。卒業生の富手は

「たゞ温い善い先生」「化学の実験が不思議にうまい先

生」と述べ、時々読んでくれた自作の詩や童話も「たゞ

面白い話として聞いたに過ぎなかった」105)と回想し

ている。賢治のスケールがあまりにも大きく型破りで
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あったために、当時は生徒に理解されない面もあった

のではないだろうか。 
「たゞ温かい善い先生」と言われるように、賢治は

熱心な生徒思いの教師だった。佐藤によれば、生徒の

就職や上級学校の世話をし、自腹を切ってまでお膳立

てをしたり、洋服やその他必要なものを買い与え、紳

士にしてやったことも一再ではないと言う。また、盗

みで捕まった生徒のために奔走したり、責任を持つと

いうことで表沙汰にせずにすませたり、家の農作業の

手伝いで欠席する生徒のことが、職員会議で問題にな

った時も、生徒をかばったと言う 106)。 
賢治は教師の仕事に魅力を感じるようになったよう

で、高等農林の先輩で教師の金子に「先生というもの

は、おもしろいもんでがんすなあ」と述べ、「生徒を教

えるには、生徒が面白く勉強できるように興味を惹起

し、教科書にこだわらずにやることだ」と語ったと言

う 107）。その言葉通り、劇やディベートなどを授業に

取り入れ、当時としては画期的な授業を行った。賢治

は教師としてのアイデンティティを確立し、仕事に生

きがいを感じるようになったと考えられる。 
 
③対人関係の変化 
 賢治は教師仲間との交流するようになり、特に高等

農林の後輩の堀龍と親しくなり、下宿を終始訪ねては、

仏教の話をしている。堀龍は賢治に入信するよう誘わ

れたと言い、賢治は保阪に代わる同行者として堀龍に

接近したと考えられる。堀龍は「宗教的な道を、いっ

しょに行けないのは、宮沢さんの信仰の深さや気持が

あまりへだたりすぎていて、むしを恐ろしかったので

す。その結果、宮沢さんと気持の上でちょっと離れた

ようなときもあったこともあって、とても宮沢さんの

求めるような深いとことまで入ってゆく決心はつきま

せんでした」108)と述べている。そのような堀龍の気

持に賢治も気づいたのだろう。大正 12 年に堀龍と信

仰の話に及んだとき、「どうしてもあなたは一緒に歩ん

で行けませんか。わたくしとしてはどうにも耐えられ

ない。でも私もあきらめるから、あなたの身体を打た

してくれませんか」と言って堀龍の背中を打ったとい

うエピソードが残っている 109）。一緒に歩んでいきた

いという思いを断ち切るための儀式だったのだろう。 
矢幡は「賢治は自らの他者へのありかたのパターン

を反省せずにはおられない」110）と述べている。賢治

は保阪に対して、すてを受け入れてくれることを求め、

それがかなわないならば、見捨てられたように感じて

しまい、見捨てられる前に自分から見捨てるという行

動を取った。その行動は、対人関係を壊してしまうも

のであった。しかし、堀龍に対しては、同行者になる

ことを強要することを諦めために、その後も交流は続

くことになる。さらに、賢治は堀龍の結婚相手を探し

て世話することに奔走した。堀龍が結婚すれば、同行

者になって欲しいという思いを断ち切ることができる

と思ったのだろう。 
賢治は保阪と絶縁してから、多くの友人はいたもの

の、親友はいなかったようである。同行者の候補と見

込んだ堀龍とは距離を置くことで安定を保つようにな

ったし、花巻農学校の同僚の阿部は「宮沢さんの心の

中には、ほんとうの友達はなかったのだと、私は思い

ます」111）と述べている。対人関係が上手になったと

も言えるが、保阪を喪った心の痛手から、親密な関係

を築くことに躊躇したのではないだろうか。 
 
④経済的な依存の継続 
 この頃、花巻高女の音楽教師藤原との交流を深め、

賢治は音楽へ傾倒していった。賢治はレコードの収集

を始め、花巻高女の音楽室でレコード・コンサートを

行った。賢治はレコード会社から感謝状を貰うほど、

たくさんのレコードを買い、給料の大部分がレコード

に消えたと言う。 
また、同僚が病気で退職すると、賢治は毎月お金を

届けたと言われているし、前述したように生徒のため

にもお金を出すことが多かったと言う。佐藤によれば、

盗癖のある生徒に兄弟になると宣言し、「おれの月給は

九十円だが、入用ならば九十円の全部をやる。（略）お

れは親の飯を食べているのだから、そうしてやっても

困らないのだ」と金をやるから、盗まないように諭し

たと言う 112）。賢治は生徒にも自分が親に依存して生

活していると告げているように、教師として働いても、

生活面では父の経済に依存する状態が続いていた。佐

藤は、「花巻農学校に教鞭を執るようになった頃、『い

ずれ財政を乱しては一家はつぶれ、一族は四散する憂

き目を見るようになるから、賢治、お前もそのほうに

心を入れて下宿料のつもりで家へいくらか入れてはど

うだ』と父親が言ったことがありました」と述べてい

る 113）。しかし、賢治は家に金を入れるどころか、父

から金を借り出していた。どこまでも甘い父親である

が、経済的に賢治を支配下に置くことで賢治をつなぎ

とめておけることを、むしろ望んでいたのではないだ

ろうか。教師は父とは全く別の世界の存在であり、賢

治が教師として一人前になり、自分から離れていくこ

とを父は恐れたと考えることができる。賢治は父の思

いを敏感に感じ取り、経済的な依存を続けたのではな

いだろうか。 
また、賢治は教師の仕事を受け入れることはできて

も、世俗の中で生きていくことは受け入れられなかっ

たのではないだろうか。稼いだ金で生活をすることは、

「下等な人間」になりきってしまうと不安になったか



原著 

36 

もしれない。経済的に父に依存して生活することは、

そうならないための 後の砦だったとも考えられる。 
（10）妹トシの死 
①トシとの関係 
大正 11 年 11 月、トシは家族に看取られて 24 歳で

亡くなった。賢治は押入れに頭をつっこんで号泣した

と言う。賢治は宗旨が違うからと葬儀には出ず、棺を

送り出す時に現れ、火葬場へ棺を運んだ。火葬場では

法華経を読経し、父の反対にもかかわらず、持参した

缶に遺骨を入れたと言う。この遺骨は後日、賢治によ

って国柱会本部に納められている。 
トシの死を歌った臨終三部作には、賢治の悲痛な叫

びが感じられ、深い喪失感が伺える。 
 
ほんたうにおまへはひとりでいかうとするのか／わ

たくしにいっしょに行けとたのんでくれ／泣いてわた

くしにさう言ってくれ（松の針） 
 
どこまでも賢治と一緒にいて欲しいとトシが言うこ

とを望んでいる。「おまへはひとりどこへ行かうとする

のだ」（無声慟哭）と、トシが彼を置いて行ってしまい、

1 人残される恐怖に慄いていた。なぜならば、保阪と

決別した賢治にとって、トシは「信仰を一つにするた

ったひとりのみちづれ」（無声慟哭）であり、賢治はそ

のみちづれを永遠に失ってしまったのだ。矢幡は「ト

シを失ってついに、賢治は『信仰を同じくしたい』『そ

んな相手とどこまでもいっしょにゆきたい』という願

いが、腹底から絞り出される叫びのように発された。

そういう関係性を自分がどれほどの激しさで求めてい

たのか、賢治はその可能性を完全に失ってみて初めて

悟ったのである」114)と述べている。 
トシは賢治を理解し、受け入れてくれる唯一の存在

だった。賢治は保阪の代わりに妹を「みちづれ」とし

て選んだ。賢治とトシの関係を禁断の愛と捉える者も

いるが、その実態は明らかではない。しかし、精神的

には近親相姦的な愛情があったと考えても間違いはな

いだろう。高山は「兄が妹を『たったひとりのみちづ

れ』として深く愛するとき、そこにエロス的な情念が

存在しないはずはない」115)と述べている。妹への愛

情が深かければ、他の女性との関係を築くことは難し

いだろう。賢治は禁欲を自らに課していたが、それは

妹の存在が影響していたのではないだろうか。高山は

「女性と肌を重ねることが、妹を『犯す』こととイメ

ージ的につながり、生理的な耐えがたさを痛切に感じ

てしまうような痼疾を賢治が病んでいた可能性は十分

に存在する」116)と述べている。兄妹が「みちづれ」

になることは、その絆の深さやエロス的な情念によっ

て他者を排除し、二人の関係で完結してしまう。賢治

はその関係の心地良さに浸っていたのだろう。それた

め、賢治の喪失感は深かったと考えられる。 
②賢治の喪失感 
トシの死後、佐藤は「賢治さんの落胆恩悩は、はた

の見る目にも気の毒でした」117）と述べている。しか

し、賢治は教師の仕事を今まで通り行っていたし、堀

龍や藤原との交流も続けていた。翌年の正月には上京

し、東京に滞在中の弟清六を訪ね、童話原稿を出版社

に持参するよう依頼もしている。表面上は特に問題な

く日常生活を送っていた。けれども、賢治はトシの死

のダメージから立ち直ってはいなかったと考えられる。

トシの死後、北海道に渡るまでの間、作品はわずかに

２篇だけであるし、また、賢治の書簡も大正 11 年の

年賀状は残されているものの、その後大正 14 年まで

の３年間の書簡は 1 通も現存していない。賢治が他者

との接触を絶ち、自分の殻に閉じこもっていたと考え

ることができる。このことから、賢治の心の痛手の深

さやトシの死の痛手から立ち直ることができないこと

が伺える。 
トシの死から 9 ヶ月経った大正 12 年 8 月、賢治は

青森・北海道経由樺太旅行へ旅立つ。生徒の就職活動

が目的であったが、実際にはトシの死を悼む傷心旅行

であった。そして、一連のオホーツク挽歌が創作され

た。賢治はトシの面影を追い、トシがどこにいるのか

知りたいという願いが、「青森挽歌」では詠われている。 
 
たしかにとし子はあのあけがたは／まだこの世かい

のゆめのなかにゐて／落ち葉の風につみかさねれれ他

／野原をひとりあるきながら／ほかのひとのことよや

うにつぶやいてゐたのだ／そしてそのままさびしい林

のなかの／いっぴきの鳥になったのだらうか 
 
そして、トシの死を受け止めることができず、嘆き

悲しんだ。 
 
けれどもとし子の死んだことならば／いまわたくし

がそれを夢ではないと考へて／あたらしくぎっくとし

なければならないほどの／あんまりひどいげんじつな

のだ「青森挽歌」 
 
「噴火湾（ノクターン）」には、トシに置いて行かれ

た哀しみとトシを求め続ける気持が詠われている。 
 
ああ何べん理智が教へても／わたくしのさびしさは

なほらない／わたくしの感じないちがった空間に／い

ままでここにあった現象がうつる／それはあんまりさ

びしいことだ／（そのさびしいものを死といふのだ）

／たとへそのちがった空間で／とし子がしづかにわら
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はうと／わたくしのかなしみにいぢけた感情は／どう

してもどこかにかくされたとし子をおもふ 
青年期は「自分とは何者か」「なぜ、生きるのか」等

の根源的な問に正面から向き合うことになる。死は生

きることの対極にあり、生きることを考えることは、

死についても考えることになる。青年期には時には死

を美化したり、死に憧れることもある。賢治も中学校

卒業後の焦燥感の中で自殺を暗示するような短歌を残

している。 
 
岩つばめむくろにつどひて啼くらんか 
   大岩壁をわが落ち行かば （歌稿Ｂ131） 
 
賢治は自分の自殺をイメージしているが、真剣に死

を意識したわけではないだろうし、死を概念としてし

か受け止めていないように思われる。山下は「賢治は

トシの死を通じて、概念ではない本当の『死』という

ものを体験し、その苦しみに真摯に立ち向かっていっ

たのである」118)と述べている。賢治はトシの死に直

面し、死によって愛する者が奪われ、二度と会えなく

なることや残され者の狂おしいまでの悲しみなど、死

の残酷さ、悲惨さに気づき、ただ、耐えるしかなかっ

たと考えられる。 
 
③作品集の出版 
 トシを求める旅の翌年、大正 13 年 4 月に賢治は詩

集『春と修羅』を自費出版し、12 月にイーハトブ童話

集『注文の多い料理店』を刊行した。賢治は『春と修

羅』の出版について、大正 14 年の森宛の手紙で「私

はあの無謀な『春と修羅』に於て、序文の考えを主張

し、歴史や宗教の位置を全く変換しやうと企画し、そ

れを基骨としたさまざまな生活を発表して、誰かに見

て貰ひたいと、愚かにも考へたのです」（書簡 200）と

述べている。賢治は詩集を、変革をもたらすような壮

大なものと位置づけ、おそらく意気揚々と発表したこ

とと思われる。しかし、『春と修羅』は、辻潤や佐藤惣

之助等に絶賛され、一部では高い評価を受けたものの、

一般には認められなかった。『注文の多い料理店』は全

く売れなくて、出版社が困っていたので、賢治は父か

ら借りたお金で 200 部買い入れたと言う。 
 賢治が「誰かに見て貰いたい」と思ったのは、唯一

の「みちづれ」であり、賢治の理解者であったトシを

失ったからではないだろうか。トシに代わる誰かに作

品を見て貰い、理解して欲しいという気持があったの

だろう。しかし、辻らの好意的な批評に対して、賢治

は「私はまだ挨拶も礼状も書けないほど、恐れ入って

ゐます」（書簡 200）と書いている。賢治は理解して欲

しいと思う一方で、理解してくれる人に接近すること

ができず、距離を置こうとする。その背景には保阪や

トシを失い、自分のすべてを受け入れて理解してくれ

る人間はいないという強い思いがあったからではない

だろうか。押野は賢治が対人関係に問題があったこと

を指摘し、「賢治は、人に愛され、受け入れられ、認め

られることを心から求めている。いや、そのことだけ

を考えているといっても過言ではない。人に愛される

ことを何よりも求めている賢治が人を恐れざるをえな

いという苦しみは深い」119)と述べている。すべてを

認められなくては意味がないという賢治の思いは、か

なえられるはずもなく、賢治は人から距離を置くこと

で自分を守ろうとしたと考えられる。 
 賢治はトシを失った喪失感、そしてそれを補うため

に出版した『春と修羅』『注文の多い料理店』が世間に

認められなかった挫折感の中にあったが、以前のよう

に精神的な危機に陥ることも、身体症状に逃げること

もなかった。賢治がさまざまな経験を積む中で精神的

に成長したことが伺える。 
 
（11）花巻農学校退職 
 大正 15 年（昭和元年）、30 歳の賢治は花巻農学校を

依願退職する。教師という仕事に情熱を燃やしていた

賢治が、辞職した理由については諸説がある。大正 14
年 12 月、弟清六宛の手紙には、「この頃畠山校長が転

任して新らしい校長が来たりわたくしも義理でやめな

ければならなくなったりいろいろごたごたがあったも

のですからつい遅くなったのです」（書簡 214）と書い

ている。畠山校長の推薦で奉職したという経緯はある

が、校長の交代で賢治が辞める必然性はないだろう。

ただ、畠山の転出は賢治に大きなショックを与えたと

考えられる。畠山は賢治を高く評価し、型破りな賢治

の教育を認めていた。畠山がいたから賢治は思い通り

に教師の仕事ができたという面があった。高山は、賢

治のようなカリスマ性に飛んだ教師は、他の教師と協

働することが難しいこと、畠山がそのような賢治を支

持したことを指摘し、「この太っ腹な畠山校長が転出し、

替って几帳面で堅苦しい中野校長が赴任してきた。こ

れは賢治にとって確実に職場への適応が困難になるこ

とを意味していた」と述べている 120)。 
 また、この時期、清六が家業を転換して家を継ぐこ

とが決まったことも、賢治の精神的な重荷を軽くした

のではないだろうか。清六宛ての手紙には「仕事の計

画はいかにも実務的ではっきりしてゐてひじやうに賛

成です。わたくしも多少見当の付く方面ですから精い

っぱいお手伝ひします。お父さんも大へんよろこんで

ゐます。恐らくきみはその新鮮な熱情と透明な企画と

でわれわれのしがらく寂れた家（わたくしの勝手から

起った）をはなばなしく楽しくしてくれるだらうとお



原著 

38 

もひます」（書簡 214）と清六に期待するという言葉を

贈っている。 
 賢治は辞職する前年、卒業生杉山芳松に宛てた手紙

に「わたくしもいつまでも中ぶらりんの教師など生温

かいことをしてゐるわけには行きませんから多分来春

には教師をやめて本統の百姓になります」（書簡 205）
と手紙に書いている。「中ぶらりんの教師など生温かい

こと」というが、賢治が教師に物足りなさを感じてい

たとは思えない。賢治が辞職に際して作った「生徒諸

君に寄せる」という詩には、教師の仕事への思いが歌

われている。 
  
この四ヶ年が／わたしにどんなに楽しかったか／わ

たしは毎日を／鳥のやうに教室でうたってくらした／

誓って云ふが／わたくしはこの仕事で疲れをおぼえた

ことはない 
 

 賢治は教師の仕事への情熱を失ってはいなかった。

重点は農学校で教えるだけで、実際の農業に携わって

いないことに置かれていたのではないだろか。堀龍は

「棒給生活にあこがれる生徒たちに、村に帰れ、百姓

になれとすすめながら、自分は学校に出ていることに

対して、矛盾を感じたことでしょう」と賢治の辞職の

理由を推察している 121)。つまり、賢治にとって教師

を辞めることよりも、百姓になることが重要だったの

である。自分の言葉に責任を取り、実行するというの

が、賢治の生き方なのであろう。ただ、この時には、

「多分」とあり、教師を辞めるかどうか揺らいでいた

のではないかと考えられる。 
 同年６月の保阪宛ての手紙には「来春はわたくしも

教師をやめて本統の百姓になって働らきます。いろい

ろな辛酸の中から青い蔬菜の毬やドロの木の閃きや何

かを予期します。わたしも盛岡の頃とはずゐぶん変っ

てゐます あのころはすきとほる冷たい水精のやうな

水の流ればかり考へてゐましたのにいまは苗代や草の

生えた堰のうすら濁ったあたたかなたくさんの微生物

のたのしく流れるそんな水に足をひたしたり腕をひた

して水口を繕ったりすることをねがひます お目にも

かゝりたいのですがお互ひもう容易のことでなくなり

ました」（書簡 207）と書き送っている。この手紙で賢

治は会いたいが、会うことは難しいと書かれており、

実際にこれ以降、保阪との交信は絶えてしまい、二人

が再会することはなかった。 
保阪は同年３月に結婚し、５月に勤務先の山梨日日

新聞社を辞めて農業を営み出していた。賢治は保阪の

来書に対して、わたくしも百姓になって働くと答えて

いる。保阪と同時期に賢治が百姓になる決心している

ことから、賢治は保阪から何らかの影響を受けたと考

えても良いだろう。 
さらに、自分の心境の変化を語っている。盛岡の時

は「透き通る水精のような水の流ればかりを考えてい

た」というのは、理想や観念の世界ばかり考えていた

ということだろう。青年は理想を追求し、社会の矛盾

や不正義を汚濁しているものとして批判したり、許容

できないと拒否感を抱くことがある。青年の妥協を許

さない潔癖さであるが、それは、青年がまだ成人社会

に入っていない、入れてもらっていないからできるこ

とであろう。つまり、アウトサイダーとして社会を外

から眺め、観念的に捉えようとするために現実と齟齬

をきたすからである。しかし、社会で生きていくため

には、現実を受け入れたり、自らの主義主張を捨てて

現実と合わせたりして、「清濁併せ呑む」という態度が

必要になると考えられる。賢治の父も「お前はただ理

想をいってばかりのものだ。宙に浮かんで足が地に着

いておらないではないか。ここは娑婆だから、お前の

ようなそんなきれい事ばかりで済むものではない。そ

れ相応に汚い浮世と妥協して、足を地に着けて進まな

くてはならないのではないだろうか」と賢治を諭した

と言う 122)。 
盛岡の頃と違い「うすら濁ったあたたかなたくさん

の微生物のたのしく流れるそんな水」に手足浸してい

るというのは、現実の世界に足を下ろすということな

のであろう。賢治も青年から成人へと成長したのだろ

うか。賢治は生徒に百姓を薦めながら自らは教師に留

まっていることに自己矛盾を感じて、教師を辞めてい

る。しかし、賢治が教師を続けても、生徒も卒業生も

賢治を非難することはなかったろう。賢治自身が自己

欺瞞に耐えられなかったのである。佐藤は辞職に関し

て「純情な賢治」が「自分の立場の矛盾に苦しんだの

です」と述べている 123)。その純情さは青年の特徴で

あり、賢治はいまだに青年の心性に留まり、「清濁併せ

呑む」大人になにはなっていなかったと考えられる。 
また、賢治は「本統の百姓」になると言っている。

「本統に百姓になる」というのならば、実際に百姓の

仕事をすると言う意味であるが、「本統の百姓」とはど

のようなことなのだろうか。「ほんたふ」という言葉は、

「まこと」とともに賢治が好んで使った言葉である。

たとえば、『銀河鉄道の夜』では、ジョパンニは「きっ

とみんなのほんたふのさいわいをさがしに行く」と言

うが、「けれどもほんたふのさいわいは一体何だろう」

とカンパネルラに問うている 124)。また、「春と修羅」

では「まことのことばはここになく／修羅のなみだは

つちにふる」とある。この「ほんとう」や「まこと」

は、「真の」あるいは「理想とする」という意味であろ

う。理想の百姓、真のことば、さいわいを求める賢治

には、現在の自分に対する自己不全感があったと考え
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られる。つまり、現実の自分を受けいれることができ

ず、どこかに理想とするものがあるという思いが、賢

治を駆り立てたのだろう。そして、羅須地人協会の活

動は、賢治の理想を実現するための試みだったと捉え

ることができる。 
天職とも言える教師の仕事を投げ打って「本統の百

姓」を目指した賢治は、自分を探し続ける青年期の心

性を持ち続けていたと考えることができる。 
 

（12）羅須地人協会時代 
①本統の百姓と一人前の百姓 
 賢治は下根子の別宅に独居して新しい生活を始めた。

岩手日報には、賢治が新しい農村の建設に努力すると

いう記事を掲載し、「現代の農村はたしかに経済的にも

種々行きつまつてゐるやうに考へられます、そこで少

し東京と仙台の大学あたりで自分の不足であつた『農

村経済』について少し研究したいと思つてゐます。そ

して半年ぐらゐはこの花巻で耕作にも従事し生活即ち

芸術の生きがいを送りたいものです、そこで幻燈会の

如きはまい週のやうに開さいするし、レコードコンサ

ートも月一回位もよほしたいとおもつてゐます 幸同

志の方が二十名ばかりありますので自分がひたいにあ

せした努力でつくりあげた農作ぶつの物々交換をおこ

ないしづかな生活をつづけて行く考えです」125)と賢

治の談話を伝えている。この談話によれば、半年は農

業に従事して芸術を楽しむ理想的な生活を実践し、半

年は花巻を離れて研究を行なうことになる。確かに冬

期は雪に覆われる花巻で農業はできないので、その間

に研究生活を考えたのであろう。合理的な考え方では

あるが、このような生活が、地域の農民の生活とかけ

離れていたことは間違いないだろう。 
 教師を辞めた賢治は、農民生活を開始する。森宛の

手紙には「学校をやめて今日で四日木を伐ったり木を

植えたり病院の花壇をつくったりしてゐました。もう

厭でもなんでも村で働かなければならなくなりました。

東京へその前ちょっとでも出たいのですがどうなりま

すか」（書簡 218）と書いている。賢治は農民になるよ

う自らを追い込んでいる。一方で東京への思いが強く

なっていることも伺える。 
賢治は真剣に農作業に取り組んでいた。６月に教え

子の菊池が下根子の家を訪ねた時、疲れ切った賢治が

オルガンに寄りかかって眠っていた。賢治の蚋に食わ

れた跡や傷だらけの足を見て、菊池は胸を打たれ、目

を覚ました賢治に「先生。随分ひどうがすべ」と言っ

た。賢治は「 近は大分よくなった。初めのうちは一

日かかっても二坪の開墾がやっとのことで、そのくせ

身体が痛んで困ったよ。だが今ではその三倍も開墾が

出来るし、書くほうも前の生活の頃よりもうんと書け

る。お蔭でおれも一人前の百姓になれそうだ」と言っ

たという 126)。「一人前の百姓」は、地元の農民のよ

うに農作業をこなすことができることを指しているの

であろう。賢治は農民になろうと努力を重ねたのであ

る。 
 
②自立と依存との間で 
関は「羅須地人協会時代の賢治は、金銭や物資の窮

乏にたえていました。もともと自立自営の生活を希望

して父母の家を離れたのですから、当然のことでしょ

う」と述べている 127)。賢治は協会を維持したり、生

計に困る知人や農民への応援のために金銭が必要にな

ると、実家に頼らず、教え子だった大内の父親に援助

を仰いだと言う。関は、「自立しようという決意が、相

当に堅固だったからだと思います」と述べている 128)。
30 歳になった賢治はようやく自立を考えるようにな

ったのだろうか。 
現実には賢治の父への経済的な依存は続いていた。

大内の父親への借金も宮澤家が返していたと言う。さ

らに、その年の 12 月、賢治はチェロを持って上京し

ている。父宛の手紙によると、賢治は一時間も無駄に

したくないと、上野の図書館で勉強したり、ＹＭＣＡ

タイピスト学校、新交響楽団練習所でオルガンの練習、

エスペラントやチェロの個人授業を受けたりしている

（書簡 221、222）。賢治の手紙からは、花巻では得る

ことのできないものを東京でできるだけ多く吸収した

いという焦燥感が伝わってくる。賢治が学ぶものにつ

いて、「文学殊に詩や童話劇の詞の根底になるものであ

りまして、どうしても要るのであります」（書簡 222）
と書いている。賢治は作品を朗読する時に流す音楽を

必要とし、世界の人に作品を読んでもらうためにエス

ペラントを必要としていた。農業よりも芸術のために

必要な習い事だったと考えられる。オルガンのレッス

ンでは先生にほめられた賢治は舞い上がる。「もうこれ

で詩作は、著作は、全部わたくしの手のものです」（書

簡 221）と書いている。 
賢治は費用が足りなくなると、父に無心をしている。

「いくらわたくしでも今日の時代に恒産のなく定収の

ないことがどんなに辛くひどいことか、むしろ巨きな

不徳であるやうのことは一日一日に身にしみて判って

参りますから、いつまでもうちにご迷惑をかけたりあ

とあとまで累を清六や誰かに及ぼしたりするやうなこ

とは決していたしません」（書簡 222）といつもながら

の反省を述べてはいる。賢治は 30 歳になっても、父

の経済に依存し、父も送金をしている。 
そして「わたしは決して意志が弱いのではありませ

ん。あまり生活の他の一面に強い意志を用ひてゐる関

係から斯ういふ方にまで力が及ばないのであります。



原著 

40 

そしてみなさまのご心配になるのはじつはこのわたく

しのいちばんすきまのある弱い部分についてばかりな

のですから考へるとじっさいぐるぐるして居ても立っ

てもゐられなくさへなります」（書簡 222）と書いてい

る。「生活の他の面」とは、芸術や宗教のことであろう。

そこに力を注いでいるから、経済的な面には力が及ば

ないと自己弁護し、皆が自分の弱い部分ばかりを心配

すると、まるで他者が悪いかのように書いている。そ

の背景には、自分を理解してもらえないという苛立ち

があり、「ぐるぐるして居ても立ってもゐられなくさへ

なります」となるのだろう。 
 

③農民との葛藤 
「一人前の百姓」になろうとする賢治の努力は並大

抵のものではなかった。しかし、いくら努力をしても、

賢治は周囲の農民に受け入れられなかった。苦しい生

活を強いられる農民にとって、教師を辞めてまで、農

業を営もうとする賢治を理解することはできなかった

に違いない。それどころか、周囲の農民は賢治に反感

を抱くようになる。たとえば、身体の弱い賢治は部落

の共同作業に出られないので、賦役金を出した時、「な

あに金を出す人ぁ困らない人だから」と言われた 129)。
また、賢治は開墾した畑でチューリップ、ヒヤシンス

などの花やトマトなど、当時としては珍しい作物を栽

培し、リアカーにのせて花巻の町に売りに行っていた。

しかし、売れ残こることが多く、それを賢治は子ども

たちに配ったと言う。農業で生計を立てる農民にとっ

て、作物を無料で配布することは考えられないことで

あり、金持ちのお坊ちゃんの道楽にしか見えなかった

だろう。 
農業のかたわら、羅須地人協会の勉強会、レコード

コンサート、オーケストラの結成、子どもに童話を聞

かせる子ども会を開いたりしていた。そこに参加する

人々は、かつての教え子や賢治のシンパである青年た

ちであった。大人と違い、子どもや青年という若い世

代は、賢治を受け入れる柔軟性があった。しかし、ほ

とんどの農民には理解不能であり、賢治が何を考えて

いるかわからなかったに違いない。「本統の百姓」と「一

人前の百姓」、言い換えれば、理想と現実の間に、あま

りにも大きな隔たりがあることに賢治も気づいていく。

作品 1008 番には次のように描かれている。 
 
土も掘るだらう／ときどきは食はないこともあるだ

らう／それだからといって／やはりおまへらはおまへ

らだし／われわれはわれわれだと／……山は吹雪のう

す明り……／なんべんもきき／いまもきき／やがては

まったくその通り／まったくさうしかできないと／…

…林は淡い吹雪のコロナ……／あらゆる失意や病気の

底で／わたくしもまたうなづくことだ 
 
 農民との隔たりの中で、賢治はうなづくことしかで

きない。賢治は『農民芸術概論綱要』で「おれたちは

みな農民である／ずゐぶん忙しく仕事もつらい／もっ

と明るく生き生きと生活する道をみつけたい」130)と
主張している。しかし、「われわれ」の仲間に決して入

れてもらえずに「おまへら」のままでいなければなら

ない厳しい現実が賢治に突きつけられる。 
また、賢治は無料で肥料設計の相談を受け、農地に

あった肥料を教えていた。収穫が増加すると評判にな

り、相談件数が増えたが、天候によっては不作となる

場合もあった。作品 1088 番に歌われている。 
 

 もうはたらくな／レーキを投げろ／この半月の曇天

と／今朝のはげしい雷雨のために／おれが肥料を設計

し／責任のあるみんなの稲が／次から次と倒れるのだ

／稲が次々倒れたのだ／働くことが卑怯なときが／工

場ばかりにあるのでない／ことにむちゃくちゃはたら

いて／不安をまぎらかさうとする／卑しいことだ／

（略）／青ざめてこはばったたくさんの顔に／一人づ

つぶつかって／火のついたやうにはげまして行け／ど

んな手段を用ひても／弁償すると答へてあるけ 
 
 賢治は仕事を投げ出したくなったり、不安を紛らわ

す為に働いたりする自分を卑怯と断罪している。そし

て、くじけそうな気持を奮い立たせて農民を励まし、

不作の農民には弁償さえしようとした。賢治は農民と

同じ地平に立つというよりも、農業指導者であり、農

業を営むというよりも農民のために働くという思いが

強かったのだろう。「農業指導者」と「農民」、つまり

「われわれ」と「おまへら」との隔たりは賢治の中に

もあったと考えられる。 
 
④女性の出現 
 羅須地人協会の活動は、賢治の理想通りにはいかな

かったうえに、昭和 2 年には、協会の集会で社会主義

教育を行っているという風評が広がり、賢治は警察で

事情聴取を受けた。このような誤解を招いたことによ

り、オーケストラは解散し、集会も不定期になった。 
また、賢治を慕う女性が現れ、頻繁に下根子の家に

訪ねてくるようになった。初めは仲間として歓迎して

いた賢治も、彼女の情熱が高まるにつれて、拒否的と

なった。賢治は彼女宛の書簡の下書きに「私は一人一

人について特別な愛といふやうなものは持ちたくあり

ません。さういふ愛を持つものは結局じぶんの子ども

だけが大切というあたり前のことになりますから」（書

簡 252a）と書いている。保阪、トシを失った賢治は、
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誰も「みちづれ」になることはない、誰も愛すること

はできないという気持になっていたのだろう。 
賢治は 1 人の人を大切にしたり、愛したりすること

ができなかったと考えられる。その背景には、賢治自

身が愛されたり、大切にされたという体験が乏しいか

らではないだろうか。矢幡は「賢治の『愛されない』

という確信は余りにも深く、自分自身も大切にされる

べき 1 人のかけがえのない人間であることを認めるこ

とがついにできなかったのである」131)と述べている。

賢治は１人の人に固執すれば、他のすべての人を愛す

ることはできないという理論で、人として当り前の愛

情を否定し、このような合理化で防衛を試みていたと

考えられる。 
 昭和 3 年 6 月、賢治は伊豆大島へ向う。伊藤七雄が

大島で農学校を開校しようと考え、その助言、調査の

ために賢治を呼んだ。また、伊藤の妹チヱとの見合い

の意味もあったらしい。チヱは結核のため大島で転地

療養をした兄を看病していた。森は昭和 6 年頃、賢治

が「伊藤さんと結婚するかもしれませんといわれ、け

れどもこの結婚は世の中の結婚とは一寸ちがって、一

旦からだをこわした私ですから、日常生活をいたわり

合う、ほんとうに深い精神的なものが主になるでせう」

と言ったと回想している 132)。佐藤によれば、「今か

ら永久に兄妹のようにして暮らす」というのが、賢治

の理想の結婚だという 133)。賢治にとってトシは「た

だひとりのみちづれ」であり、理想の女性だったのだ

ろう。賢治は兄思いのチヱにトシのイメージを求めた

のかもしれないし、結核に倒れた同胞の看病をした経

験を共有する者として通ずるものがあったのかもしれ

ないが、結局、賢治はチヱと結婚することはなかった。

後にチヱは森に「何かしらとても巨きなものに憑かれ

てゐらっしゃるご様子と、結婚などの問題は眼中に無

いと、おぼろ気ながら気付かせられました」と書き送

っている 134)。チヱは賢治が結婚を望んでいないこと

に気づいたのだろうし、兄妹のような夫婦という賢治

の思いを受け入れることは難しかったに違いない。 
 
（13）東北砕石工場 
①闘病生活 
 その年の６月、大島から東京を経由して賢治は羅須

地人協会へ戻り、活動を再開するが、8 月に病に倒れ

て 1 ヶ月以上、熱に苦しみ、肺浸潤と診断された。沢

里宛ての手紙には「六月東京へ出て毎夜三四時間しか

睡らず疲れたまゝで、七月畑へ出たり村を歩いたり、

だんだん無理が重なってこんなことになったのです」

（書簡 243）と書いている。12 月には急性肺炎を発病

し、翌昭和４年まで療養生活を続けた。羅須地人協会

の活動はすでに行き詰っていたが、事実上、8 月で終

結した。賢治は力尽き、病に倒れたのである。教師の

職を投げ打ってまで始めた活動が挫折したのである。 
病に倒れた賢治は死の予感と恐怖の中で懸命に病と

闘ったことが、「疾中」に描かれている。 
 

 睡たいからって睡ってしまへば死ぬのだろう／まさ

に発奮努力して／断じて眼を!眼を!!眼を!!!ひらき（略）

こいつはだめだ／誰に別れるひまもない／もう睡れ／

睡ってしまへ／いや死ぬときでなし／発奮すべし 
 
しかし、病状が重くなると、賢治は自らの死を覚悟

していたことが伺える。 
 
ああ今日ここに果てんとや／燃ゆるねがひはありな

がら／外のわざにのみまぎらひて／十年はつひに過ぎ

にけり（ああ今日ここに果てんとや） 
 

 「外のわざにのみまぎらひて」かなわなかった十年

前の「燃ゆるねがひ」は、信仰に生きることだったと

考えられる。賢治は農学校、農村、農民のための活動

に没頭したため、願いをかなえることができなかった

と後悔している。賢治は「外的な仕事」を優先し、「内

的な仕事」を行なわなかった、あるいは回避してきた

と考えていた。「外的な仕事」と「内的な仕事」を両立

することは難しいかもしれない。それゆえに、モラト

リアム期間には、「外的な仕事」の義務から解放され、

「内的な仕事」のみを行なうことが許される。しかし、

賢治は 32 歳であり、10 年前の 22 歳でさえ、当時と

しては大人とみなされる年齢であり、「外的な仕事」を

猶予される青年期ではなかった。未だに青年期の問題

を解決できずに引きずっていることが伺われる。また、

賢治が「まぎらひて」きた羅須地人協会の試みは失敗

に終わった。このことも、賢治にとっては大きな痛手

だったと考えられる。 
 
②鈴木東蔵との出会い 
死ぬことも覚悟した賢治だったが、次第に回復して

いった。昭和 4 年 9 月には「近日漸くに病勢怠り多少

の仕事も致し居り候何卒御安心願上候」(書簡 248)と
斉藤宛に手紙を送っている。 
その年の 10 月、東北砕石工場主鈴木東蔵が療養中

の賢治を訪問した。鈴木は花巻で自社の石灰の注文が

なくなったことを不審に思い、花巻の肥料店を訪れた

ところ、石灰を勧めていた賢治が病気で倒れたことが

原因であると知り、賢治を見舞ったのである。 
鈴木は賢治よりも 5 歳年長であり、小農の生まれで

勉強が好きだったが、家庭の経済状況により進学はか

なわなかった。小学校高等科卒業後、役場に勤めるか
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たわら、学習を続け、「農村研究家」としての著作を発

表している。紆余曲折の結果、東北砕石工場を経営す

るようになった。 
清六によると、「兄はこの人と話しているうちに、全

くこの人が好きになってしまったのであった」という

135)。そして、土地改良に必要な肥料を提供できるし、

鈴木が、注文が少なくて困っていることを知ると、「ど

うしても手伝ってやりたくて致し方なくなった」と述

べている 136)。そして、賢治は鈴木の求めに応じて、

病床から広告文や石灰の効用についての解説を書き送

ることになった。賢治は病気であっても気に入ったこ

とには、のめり込んでいった。 
 昭和 5 年春には小康状態となり、教え子の沢里宛に

「命を一つ拾ったやうな訳です」（書簡 255）と書いて

いる。また、羅須地人協会にかかわった伊藤忠一に「た

びたび失礼なことも言ひましたが、殆んどあすこでは

はじめからおしまひまで病気（こころもからだも）み

たいなもので何とも済みませんでした」（書簡 258）と

いう手紙を出している。自分の想いに忠実に休みなく

突っ走ってきた賢治は、病を得て立ち止まり、ようや

く過去を振り返って自らを反省する時間を持てたのだ。

賢治は理想を求めて羅須地人協会の活動を始めたが、

病を得て活動が間違っていたと総括しているが、忸怩

たる思いがあっただろう。 
教え子の菊池には「人はまはりへの義理さへきちん

と立つなら一番幸福です。私は今まで少し行き過ぎて

ゐたと思ひます」（書簡 259）と書いている。また、沢

里には「私も農業校の四年間がいちばんやり甲斐のあ

る時でした。但し終りのころはわづかばかりの自分の

才能に慢じてじつに虚倣な態度になってしまったこと

を悔いてももう及びません。しかもその頃はなほ私に

は生活の頂点でもあったのです」（書簡 260）と書いて

いる。賢治は自分の才能に慢心して羅須地人協会の構

想を立てて、教師を辞めたことを悔いている。特に、

「まはりへの義理さへきちんと立つなら一番幸福で

す」と理想とする「ほんたふの幸福」ではなく、現実

的な幸福に言及している点に、賢治の変化が伺える。 
同じ沢里宛への手紙には「思ひきって新しい方面へ

活路を柘きたいと思ひます」「もう一度新しい進路を開

いて幾分でもみなさんのご厚意に酬いたいとばかり考

へます」と新しい計画への意欲を語っている。あくま

でも前向きで新たな道を画策しようとする。何かを求

めて歩むことが、賢治の人生だったのかもしれない。 
賢治は園芸を始めたり、店の手伝いをしたり、今ま

での書いたものの整理をしたりしていた。昭和５年 8
月には「文語詩編ノート」に病気全快と書いている 137)。
その間にも、東北砕石工場の鈴木から手紙が届き、広

告文作成や調査を行っている。9 月に賢治は工場を訪

問し、積極的協力の意志を持ったと言う。鈴木宛の手

紙には、必要ならば協力したいと申し出て事業の拡張

を進言し、「資金調達に関する趣意書乃至計画書の如き

ものを今秋中に作成可致候」（書簡 274）と書いている。 
鈴木は賢治に多大の期待を寄せ、出資を求めたよう

である。それに対して、賢治は父や数人の有力者に相

談したが、難しいと伝え、「小生は変な主義のために二

度迠家を出で只今としては之等に関しては口を開く資

格無之様の訳合にて」力になれないと書いている（書

簡 277）「変な主義のため二度迠家を出」とは、東京へ

家出したことと羅須地人協会の活動を指していると考

えると、賢治は法華経信仰や農村改革への志を「変な

主義」と断じている。鈴木の依頼を断るための弁解で

はあったろうが、賢治の挫折感と家族に迷惑をかけた

という思いが伺える。 
出資の問題があったためか、賢治は進路について心

が揺れ動く。菊池宛の手紙には「たぶんは四月からは

釜石へ水産製造の仕事へ雇はれて行くか例の石灰岩抹

工場へ東磐井郡へ出るかも知れません」（書簡 282）と

書き、沢里宛ての手紙には「来年の三月釜石か仙台か

のどちらかへ出ます。わたくしはいっそ東京と思ふの

ですがどうもうちであぶながって仕方ないのです」（書

簡 286）と書いている。水産製造の仕事については、

大島に行く折に父の指示で賢治は見学、調査をしてい

る。賢治が水産製造の仕事を模索したのは、父の思惑

があったのかもしれない。 
昭和 6 年、35 歳の賢治は東北砕石工場の技師となる。

賢治は恩師関に工場の状況を書き、「嘱託として製品の

改善と調査、照会の回答」という仕事に応じてもよい

かどうか尋ねている。賢治が同封した返信用の葉書に

は、「小生の宿年の希望が実現しかゝったのを喜びま

す」と書かれていた 138)。賢治は恩師からお墨付きを

得たのである。 
賢治が石灰に興味を抱いたのは、研究生時代、関教

授の元で土性調査を行なった時である。「岩手日報」に

土性調査の経過として関の談話が掲載されている。そ

れによると、「田畑には酸性土が頗る多く殆んど全く酸

性土だと云っても良い程である、元来酸性土はアルカ

リ性塩基殊に生石灰或は石灰岩末を加へて之を救治し

て健康地にする必要がある」と石灰の重要性が述べら

れている。関は「原因が分かったので改良を実行して

欲しい」と要望している 139)。これが、「小生の宿年

の希望」であろう。 
また、賢治が研究生の時、父に将来の仕事として「セ

メントの原料を掘りて売るとか石灰岩や石材を売ると

（書簡 72）と書いており、以前から石灰に関心があっ

たことが伺える。さらに遡ると、花巻農学校時代にも、

教え子の平は「烏の啼かぬ日はあっても、宮沢せんせ



原著 

43 

いが石灰岩抹と言わぬ日はない、と言われたほど、石

灰岩抹とおっしゃっておられた」という証言がある

140)。賢治は生徒を引率して北海道修学旅行へ行った

時も、その途中、北海道石灰会社を見学し、復命書で

もこの問題を取り上げ、「早くかの北上山地の一角を砕

き来たりて我が荒涼たる洪積不良土に施与し草地に自

らなるクローバーとチモシイとの波を作り耕地に油々

漸々たる禾穀を成せん」と書いている 141)。また、同

僚の白藤は「糞尿
こ え

をくまないで町の人たちをこまらし

てやれ―といった事も口にしたりしておりました。化

学肥料を使えば、いっこう町のコエを使わなくてもい

いと言うのです」と回想している 142)。石灰の使用が

農地を豊かにするだけではなく、農民の地位の向上に

も役立つと考えていたようだ。実際、羅須地人協会で

の肥料設計においても、石灰の使用を薦めていた。 
鈴木が技師の辞令を発送した後、宮澤家から「スグ

コイ」という電報が来た。鈴木は「失礼な辞令を出し

たのかとも考へました。兎も角宮澤家に行きまして、

敷居を高くまたぎました。然るに用件は予想うに反し、

夢ではないかと嬉びに堪えざる援助策でありました」

と回想している 143)。父が資金協力を申し出たのであ

る。鈴木は宮澤家と契約書を交わし、融資額や利息、

賢治を技師として嘱託し、報酬として年 600 円を現物

支給すること等が決まった。 
父が工場に融資をしたということは、賢治の仕事を

認めたと考えて良いだろう。今まで父は賢治の実業計

画を許さなかった。研究生になることを薦めたのは、

徴兵制度を回避する目的であり、学問の道へ進むこと

を認めたわけではなかった。花巻農学校の教師を認め

たのも、「お父さんは桑っコ大学というほどの養蚕を主

とした学校としても、唐人の寝言のようなものを書く

ことよりはよいことだと喜んでいるようでした」とシ

ゲが言う 144)ように、無職で閑居しながら文学にいそ

しむよりは世間体が良いというくらいだったのだろう。

しかし、今度は父も積極的に賢治をバックアップして

いる。病後の賢治の身体を配慮し、賢治の行く末を案

じ、宣伝をして注文を受ける仕事なら、賢治に可能か

もしれないと考えたのではないか。佐藤は父の思いを

「生死の境から帰還した息子の再起ゆえに、つぶす方

向ではなく、やらせてみる方向に賭けたのである」と

述べている 145)が、商人として損はしないという計算

もあっただろう。いずれにしても、賢治が希望し、父

も認めてくれた仕事である。まさに、トシが望んでい

た「兄上様御自身の天職と一家の方針とが一致する事」

が実現したのである。 
賢治は仕事に取り掛かると、精力的に動き回る。広

告を作成するだけではなく、注文取りに動き回ったり、

高等農林の後輩で農業試験場に勤める工藤藤一と会っ

たりしている。工藤は工場の製品を試し、試験所が推

奨することになる。賢治は工藤への礼状に「良質廉価

の品を多産し他県よりの移入品を完全に駆逐したいと

存じます。いずれにせよ工場主も割合廉潔な直情な男

で自治体に関する小著等もありもうけばかりを夢見る

我利我利亡者でない点甚私とも共鳴する次第、私とて

もこれから別に家庭を持つわけでもなし月給五十を確

実に得れば、あとはこの美しい岩手を自分の庭園のや

うに考へては夜は少しくセロを弾きでたらめな詩を書

き本を読んでゐれば文句はないのですから」（書簡

309）と心情を書いている。工場主鈴木との相性も良

く、仕事への意欲も見られる。一方、私生活では静に

余暇を過ごしたいという希望が語られ、以前のような

大きな志は影を潜めている。仕事のかたわら、趣味を

楽しむという普通の生活を求めるようになったのは、

羅須地人協会での挫折が心の痛手となっていたのだろ

うか。あるいは、自分の能力の限界を悟り、現実的に

自分の生活を考えるようになったのかもしれない。 
賢治はセールスマンとしても優秀であった。有能な

商人である祖父や父の血筋も引いているし、商家に育

ち、商売を見ていたからであろう。岩手県内だけでは

なく、宮城県、秋田県等にも営業に行き、新たな市場

を開拓して注文を取ってくるし、その合間に県庁や農

業、試験場、農学校を訪れて意見を聞いたり、石灰の

宣伝をしたり、推奨を得ようとした。熱を出して寝込

むこともあったが、自らの身体を顧みずに仕事にのめ

りこんで行く。沢里への手紙には「この二ヶ月は歩い

てばかりゐましたがお蔭でからだもいよいよ丈夫にな

り仕事もどうやらできかゝりました」（書簡 239）と書

いている。このような賢治の努力で石灰の売り上げも

伸び、生産が追いつかないほどになったと言う。 
しかし、賢治は営業の仕事に疲弊していく。清六は

「以前農学校で着たシャツや外套を着て、次々と沢山

の店をまわり、農業会では頭を下げて懇願して注文を

取るのが、馴れないことなので恥ずかしく、心も痛む

ようだったと詩に書いている。私共にはわざと少しも

苦しい様子は見せなかったが」と述べている 146)。賢

治が携帯していた王冠印手帳に残された詩 147)がある。 
 
あらたなるよきみちを得しといふことは／たゞあら

たなるなやみのみちを得しといふのみ／このことむし

ろ正しくてあかるからんと思ひしに／はやくもこゝに

あらたなる／なやみぞつもりそめにけり／あゝいつの

日かか弱なる／わが身恥なく／生くるを得んや／野の

雪はいまかゞやきて遠の山藍のいろせり／肥料屋の用

事をもって／組合にさこそは行くと／病めるがゆゑに

うらぎりしと／さこそはひとも唱へしか 
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工場の仕事は「あらたなるよきみち」と賢治は確信

していたが、それは「あらたななやみ」となる。清六

の言うように、営業の仕事を恥ずかしく思うこともあ

っただろ。「肥料屋」という言葉に自虐的な気持が伺え

る。さらに、「病めるがゆゑにうらぎりしと」と言うこ

とは、病気になり、羅須地人協会を辞めたことを指し

ているのではないだろうか。今の仕事だけではなく、

協会を辞めて工場の仕事を始めたことへの後ろめたさ

を感じていたと考えられる。 
賢治は農地の改良という理想に燃え、石灰岩の販売

という新たな道を見出し、しかもその仕事は父や恩師

からも認められた。賢治にとっては、「よきみち」のは

ずであったが、厳しい現実に悩むようになった。 
 

（14）闘病生活 
①遺言書の作成 
石灰の販売は順調であったが、農繁期が過ぎると、

需要がなくなってしまった。賢治は工場の経営を考え、

米の精白に搗粉として石灰を使うことや、壁材料の製

造販売を企画した。昭和６年９月にその販路を拓くた

めに、賢治は各種見本をトランクに詰めて上京した。

清六は「病後でもあり、あまり重いものを持って上京

するのはあぶないと、家中で心配して引きとめたが、

工場としてもどうしても上京しなければならないと言

ってでかけたのであった」148)と述べている。この数

日前、肥料展覧会場で宣伝パンフレット、チラシ類を

人々に配り、熱心に説明をし、疲れ果てた姿を見て、

工藤が同情し、それほどまでにしなくてもよいでしょ

うと慰めている。賢治は営業で奔走し、疲労困憊の状

態だった。 
東京の宿に着いた賢治は高熱を出して寝込んでしま

う。それでも、鈴木には「早速諸店巡訪致し候へ共未

だ確たる見込みに接せず候。何分の不景気には候へ共、

充分堅実に注文を求め申すべく茲三四日の成績を何卒

お待ち願上候」（書簡 392）と書き、営業を行なってい

るかのように装った。工場の命運をかけての上京であ

り、発熱で寝込んだとは知らせられなかっただろうし、

心配をかけまいという配慮があったのだろう。 
一方で生命の危機を感じた賢治は、遺言書を書く。

父母宛には「この一生の間どんな子供も受けないやう

な厚いご恩をいたゞきながら、いつも我慢でお心に背

きたうたつこんなことになりました。今生で万分の一

もついにお返しできませんでしたご恩はきっと次の生

又その次の生でご報じいたしたいとそれのみを念願い

たします」（書簡 393）と書いている。父母から受けた

「恩」を生まれ変わっても返そうという言葉に、賢治

の父母への思いが伺える。自分の我がままで、父母の

心に背いて家を継がずに心配ばかりかけ、親不孝を重

ねたことや親孝行ができなかったことを悔んでいたの

だろう。しかし、どのように親孝行しようとも、親か

ら受けた恩をすべて返すことは不可能である。だから

こそ、賢治は生まれ変わってでも恩を返したいと願っ

たのである。 
賢治は無償で人々のために働いたり、物を与えたり

しても決して見返りは求めなかった。それは、与えら

れると、相手に借りを作るような負担を感じたからで

あろう。八幡は「賢治はいわば『受取不能症』だった。

『与える』ことの過剰と『受け取ること』の不能、こ

の極端な落差が賢治の対人関係の根本なのである」

149)と述べているように、賢治は父母から与えられた

ものも、借りと感じ、無償の愛情として受け入れるこ

とができず、借りを返したいと思ったのである。 
弟と妹達には「たうたう一生何ひとつお役に立たず

ご心配ご迷惑ばかり掛けてしまひました。どうかこの

我儘者をお赦しください」と書いている（書簡 394）。
遺言書には自分を責めることばかりが書かれている。

賢治にとって「役に立たない」ことは、許されること

ではなかったので、許しを乞うしかないという心境だ

ったのであろう。因みにこの遺言書は「雨にもマケズ

手帳」とともに、賢治の死後にトランクの蓋の後から

見つけ出されている。発見した清六は「この手帳と手

紙が、遺稿全部のなかでも、非常に重要なものである

ことが、朧ろげながら私にも解って来た」と述べてい

る 150)。偶然のなせる業か、賢治が意図的に隠したの

かは定かではないが、心のうちの重要なものは、そっ

と隠しておきたいという思いが賢治の中にあったので

はないだろうか。押野は「賢治の他者認識を一言で言

えば、他者同士そう簡単にわかり合えるものではない

ということだ」と述べている 151)。分かり合えないの

ならば、心のうちを明かすことは恐ろしいことである。

それでも、処分せずにトランクにしまってあったとい

うことは、一方では自分をわかって欲しいという賢治

のアンビバレントな気持の表れではないだろうか。 
賢治が遺言書を書いた日、宿の人の連絡で『注文の

多い料理店』の挿絵を描いた菊池武雄が見舞いに来て

家に連絡をしようとしたのが、賢治は断固として拒み、

「なあに風邪です。すぐによくなります」と言う 152)。
鈴木宛の手紙では発熱して寝込んでいることを伝える

が、「小生のことはどうせ幾度死したる身体に候間これ

以上のご心配はご無用に、且つ決して宅へはご報無之

様願上候」（書簡 395）と書いている。賢治は家族の反

対を押し切って上京したこともあり、家族に心配をか

けたくないという思いがあったのだろう。 
賢治は手帳に「廿八日迄ニ熱退ケバ／病ヲ報ズルナ

ク帰郷／退カザレバ／費ヲ得テ／（１）一月間養病／
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（２）費ヲ得ズバ／走セテ帰郷／次生ノ計画ヲ／ナス」

153)と書いている。仕事を続行したいと言う気持は強

いが、身体が思うようにならないこともあり、半ば諦

めの気持が芽生え、仕事から逃げて次の計画を立てよ

うかと気持が揺らいでいることが伺える。 
その後も発熱は続き、賢治は往診した医師のすすめ

もあり、父へ電話をし、「もう私も終わりと思いますの

で 後にお父さんの御声を」と言った 154)。賢治は死

を覚悟し、 後に父の声を聞きたかったのだろうか。

むしろ、父に助けを求めたのではないか。父の後押し

があって始めた仕事を途中で投げ出すことは、期待を

裏切ることになり、賢治にはできなかっただろう。し

かし、精根尽きるまで努力したことを示せば、父も許

してくれるのではないかという思いが賢治の中にあっ

たのではないだろうか。 
賢治の電話に驚いた父は、すぐに帰るように指示し

た。そして、東京在住の知人小林に頼んで、賢治を汽

車に乗せてもらった。清六が迎えに出たときは、重体

であったにもかかわらず、苦しくないふりをして汽車

から降り、家につくやいなや病床に臥してしまった。 
 
②さらなる模索 
 病床でも賢治は手帳に思いを綴っていた。10 月には

「疾すでに治するに近し」と書き、「厳に日課を定め法

を先とし／父母を次とし／近縁を三とし／農村を 后

の目標として／只猛進せよ」155)とまだ、更なる前進

を考えていた。11 月には「雨ニモマケズ」を手帳に書

いている。賢治は、その詩の中で「ミンナニデクノボ

ートヨバレ／ホメラレモセズ／クニモサレズ／サウイ

ウモノニ／ワタシハナリタイ」156)と新たな自己イメ

ージを求めている。 
一方、鈴木からの見舞い状には代筆で「お庇様にて

日増軽快に候へ共寒さに向ひ候故自重罷存候 今后又

事業の方にも協力申上度と存居り候」（書簡 398）と返

事を出している。病気が治れば、仕事を再開したいと

いう気持が伺われる。その後も、鈴木からは仕事の問

い合わせや資金援助の申し込みの手紙が来たが、賢治

は次第に工場の仕事への気持は冷めていったようだ。

昭和 7 年 2 月、肥料設計を依頼してきた高橋久之丞宛

ての手紙に「実は工場との関係甚うるさく私も今春き

りにて経済関係は断つ積りに有之、当地にて多く売れ

たりとも少しも私の得にならず」（書簡 403）と書いて

いる。佐藤は「病がなかなか治らず、その苛立ちから

くる気力の衰えも賢治にはあったに違いない」157)と
分析している。しかし、賢治は前述したように、「猛進

せよ」と自分自身を叱咤激励しているし、デクノボー

という新たな目標も見据えていた。むしろ、「あらたな

るよきみち」として希望を燃やした仕事ではあったが、

わずか半年あまりで病に倒れたこともあり、賢治は仕

事への情熱を失い、別のよきみちを模索し始めたと考

えられる。それでも、工場との関係は継続し、鈴木と

の手紙のやり取りも、賢治が亡くなる 1 ヶ月前まで続

いた。 
 昭和７年、賢治の病状は一進一退であった。3 月に

は『グスコーブドリの伝記』が棟方志功の挿絵で『児

童文学』に発表された。また、佐々木喜善（民族学者）

や母木光（詩人、童話作家）の訪問を受け、新たな友

人ができた。母木は新聞に賢治の記事を書いたが、そ

れに対して賢治は「何分にも私はこの郷里では財ばつ

と云はれるもの、社会的被告のつながりにはいってゐ

るので、目立ったことがあるといつでも反感の方が多

く、じつにいやなのです。じつにいやな目にたくさん

あって来てゐるのです。」（書簡 421）と迷惑であるこ

とを伝えている。「社会的被告」という自己の定義は、

賢治の悩みの根源と言っても過言ではない。この罪悪

感が賢治を宗教や農民のための活動に駆り立てたと考

えることができる。 
賢治は「こんな世の中に心象スケッチなんといふも

のを、大衆めあてで決して書いてゐる次第でありませ

ん。全くさびしくてたまらず、美しいものがほしくて

たまらず、ただ幾人かの完全な同感者から『あれはさ

うですね』といふやうなことを、ぽつんと云はれる位

がまづのぞみといふところです」（書簡 421）と書いて

いる。賢治はトシや保阪に完全なる同行者を求めたこ

とがあった。しかし、２人を失い、そのような同行者

は存在しないことを痛いほど感じていた。だから、賢

治はさびしくてたまらないのであろう。せめて「完全

な同感者」として「ああれはさうですね」と言ってく

れる人を求めたのだろう。誰かにわかってもらいたい

という賢治の切実な思いが伝わってくる。 
賢治は望みを失わず、病床にあっても書き続けてい

た。草野新心宛の手紙の下書きには「何としても闘は

なければならないといふと、それはおれの方だとあな

たは笑ふかもしれません。さうでもないです。わたく

しの今迠はたゞもう闘ふための仕度です」（書簡 433）
と書いている。賢治のそれまでの人生は、まさに挑戦

し、闘い続けて倒れることの繰り返しであったのに、

賢治は「闘ふための仕度」と位置づけており、これか

ら本当の闘いに挑もうと考えていたようである。 
 昭和 8 年、正月には何人かに病気の回復と今後の希

望を書いて送っている。菊池宛には世話になったお礼

を述べるとともに、「やっと少しづつ下らない仕事して

居ります。しかしもう一昨年位の健康はちょっと取り

戻せさうにありません。それでもどうでもこの前より

美しいいゝ本の数冊をつくりあげる希望をば捨て兼ね

て居ります」（書簡 445）と本の出版への執念を書いて
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いる。賢治の求めていたもの、闘おうとしていたのは、

文学者の道であったのだろう。実際、病床にあっても、

賢治は文語詩篇や『銀河鉄道の夜』を推敲していたと

いう。完璧に仕上げて、良い作品を残そうとする賢治

の執念が感じられる。 
賢治が亡くなる十日前に書いた 後の手紙は、教え

子の柳原昌悦に宛てたものであった。「あなたがいろい

ろ想ひ出して書かれたやうなことは 早二度と出来さ

うもありませんがそれに代わることはきっとやる積り

で毎日やっきとなって居ります」（書簡 488）と書き、

賢治が病で苦しい中でも、新たな道を模索していたこ

とが伺える。 
また、「私のかういふ惨めな失敗はたゞもう今日の時

代一般の巨きな病、『慢』といふものの一支流に過って

身を加へたことに原因します。僅かばかりの才能とか、

器量とか、身分とか財産とかいふものが何かじぶんの

からだについたものででもあるかと思ひ、じぶんの仕

事を卑しみ、同輩を嘲けり、いまどこからかじぶんを

所謂社会の高みへ引き上げに来るものがあるやうに思

ひ、空想をのみ生活して却って完全な現在の生活をば

味ふこともせず、幾年かゞ空しく過ぎて漸くじぶんの

築いてゐた蜃気楼の消えるのを見ては、たゞもう人を

怒り世間を憤り従って師友を失ひ憂悶病を得るといっ

たやうな順序です」（書簡 488）と自らの人生を振り返

っている。賢治は自分を過大視するあまり、自惚れて

しまい、仕事をおろそかにしたり、同輩を見下して現

実の生活に真剣に向かい合うことを怠ってしまったこ

と、理想を追い求め、空想の中で生きてきたけれど、

挫折を繰り返すことになったと自分の人生を捉えてい

る。賢治は「空想のみの生活」が消えたことを、人や

世間のせいだとして怒りを抱いていたと打ちあけてい

る。自己犠牲をいとわず、他者のために尽してきた賢

治の心の中には、このような烈しい怒りや憤りがあっ

たのだ。その結果、「師友を失い、憂悶病を得る」と冷

静に解釈している。そして、その原因を「慢」として

いる。米田は「明治の啄木や漱石が、協働の課題とし

てとりあげた自我幻想を、賢治は＜慢＞として、個人

の内面の反省によって、いわば宗教的に解決しようと

した」と述べている 158)。賢治は自らの死期を悟り、

自らの人生を淡々と受け入れて人生を総括している。

しかし、このような境地に到達するまでには、怒りや

煩悶がこころに渦巻いていたに違いない。 
 
（14）臨終 
賢治は豊年を祝う秋祭りを眺めて楽しんだが、その

後、容態が急変し、来診した主治医が急性肺炎と診断

した。それでも、その夜、農民が肥料の相談に来ると、

賢治は丁寧に対応した。賢治の容態を心配した政次郎

は怒りの色をあらわにし、イチははらはらして落ち着

かなかったと言う。その夜、清六が一緒に寝たが、「お

れの原稿はみなおまえにやるからもしどこかの本屋で

出したいといってきたら、どんな小さな本屋からでも

いいから出版させてくれ、こなければかまわないでく

れ」と伝える。賢治は父には「この原稿はわたくしの

迷いの跡ですから、適当に処分してください」と言っ

たが、母には「この童話は、ありがたいほとけさんの

教えを、いっしょうけんめいに書いたものだんすじゃ、

だからいつかは、きっと、みんなでよろこんで読むよ

うになるんすじゃ」159)と言った。清六や母に言った

ことが、賢治の本音であったに違いない。 
翌９月 21 日、容態が急変する。政次郎は「なにか

言っておくことはないか」と聞くと、「国訳の妙法蓮経

を千部つくってください。私の一生の仕事はこのお経

をあなたの御手元に届け、そしてあなたが仏さまの心

に触れてあなたが一番よい、正しい道に入られますよ

うにということを書いておいてください」と賢治は応

える。父は「たしかに承知した。おまえもなかなか偉

い」と言い、部屋を後にした。賢治は清六に「おれも

とうとうおとうさんにほめられたもな」と微笑した。

賢治が他者の評価に敏感であったのは、父に評価され、

認められることを望んでいたからではないだろうか。

その後、母から水をもらい、美味しそうに飲み、母が

「ゆっくり休んでんじゃい」と言って部屋を出ようと

した時に、賢治は息を引き取った 160)。 
賢治は法華経を伝えることが、一生の仕事であった

と述べている。賢治は農学校の生徒たちに「人間は何

故生まれてきたか、ということを知らなければならな

いために、この世に生まれてきたのです。そしてこの

問題を本気になって考えるか考えぬかによって、その

人の生存価値が決定すると思います」161)と教えてい

る。それが、本気で考えて得た結論だったのだろうか。 
 
７．賢治のアイデンティティの変遷過程 

 基盤としての幼少期から児童期にかけて、賢治は大

事にされてはいたが、母親に充分甘えられず、良い子

でいることを強いられた。また、宗教的な雰囲気の中

で人の役に立つことを教え込まれていった。さらに父

親は些細なことも心配し、細やかな配慮をするが、支

配的であった。この様な養育環境の中で、賢治が大人

になるための基盤は不十分だったと考えられる。 
賢治は小学校の頃は、宮澤家の長男として父の後を

継ぎ、古着・質商になると考えていた。しかし、盛岡

中学に入学し、自我を確立させる中で、家業を継ぐこ

とへの拒否感を募らせた。上級学校への進学を許可さ

れないために賢治は自暴自棄になり、学業も放棄して

しまった。 
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中学卒業後は、家業に傾倒することもできず、他の

職業を選択することもできない八方塞の状況の中でア

イデンティティ拡散状態となり、精神的にも危機的な

状態に陥った。盛岡高等農林への進学を許可され、モ

ラトリアム期間を得ることで危機を脱した。 
賢治は関教授について土性学を学び、優秀な成績を

収めたり、親友保阪と出会い、文芸誌に短編や短歌を

発表するなど充実した日々を送った。この時期は漠然

と実業を起こすことを計画していた。しかし、卒業時

には進路について迷い、徴兵制度を回避するために研

究生になることを薦める父と実業を志す賢治は対立す

る。結局、賢治は研究生になるが、仕事に懐疑を抱き、

病を得たこともあって辞職するが、再び、アイデンテ

ィティの拡散状態になり、危機的な状況に陥った。保

阪の支えもあり、トシの看病のために上京した賢治は、

安定を取り戻す。しかし、実業の立案をするものの、

危うさゆえに、父は許可しなかった。実業への希望を

打ち砕かれて帰花した賢治は精神的な危機に陥った。 
賢治は宗教を心のよりどころにして危機を脱し、宗

教上の問題で父に対抗しようとした。賢治は国柱会へ

と家出し、自立を試みた。自活しながら、宗教活動、

創作活動に没頭したが、父は懐柔策で賢治を引き戻そ

うとした。この間に、親友保阪との関係も破綻し、原

稿の売り込みも成功せず、賢治は東京にも居場所を見

つけることができなかったために、トシの病気を契機

に故郷に戻るしかなかった。 
賢治は花巻農学校の教師となり、農民やその生活に

初めて直面することになった。教師として充実した

日々を送っていたが、その間にトシを亡くした喪失体

験を経て出版した詩集と童話集が認められなかった。

そして、ほんとうの百姓を目指して辞職し、羅須地人

協会の活動を始めた。しかし、賢治は農民から受け入

られない現実に疎外感を抱くようになった。この活動

も行き詰まり、賢治の病気によって幕を閉じた。 
回復した賢治は東北砕石工場の技師となった。石灰

石によって肥沃な農地に変えていくという賢治の理想

にもかない、父の後押しや恩師関の承認もあり、よう

やく賢治の理想とする仕事が周囲にも認められた。し

かし、実際には営業の仕事に追われ、賢治は仕事に懐

疑的になり、無理がたたり、病に倒れてしまった。 
病中でも賢治は出版への意欲を抱き、書き溜めた原

稿の推敲を重ねたり、詩作を続けていた。その中で賢

治は「デクノボー」という理想像を描いたが、その理

想を追求することはかなわず、死をむかえることにな

った。 
このように賢治のアイデンティティは変化している

が、中学卒業後と研究生を辞職した後にアイデンティ

ティ拡散の危機に陥っている。家業を継ぐことを回避

したい賢治は、職業の選択に直面すると、精神的に追

い詰められ、不安定な状態なった。中学卒業後は、高

等農林へ進学し、職業選択の問題を先送りすることで、

危機を脱している。研究生辞職後は、親友保阪に支え

られたり、宗教的なアイデンティティを獲得して、家

から逃げ出すことで回復している。 
その後、故郷に戻った賢治は家業を継ぐことを強制

されず、教師、作家、農民、工場技師と変遷をたどっ

た。校長等の誘いで就いた教師の仕事は、自ら辞職し

てしまい、作家としては世間に認められず、自ら望ん

だ農民、工場技師は病気のために挫折してしまった。

このように賢治は社会の中で自らの位置を見出すこと

ができず、アイデンティティの形成は困難であったと

考えられる。 
 

８．背景としての大正時代 

（１）大正時代の概観 
 賢治は明治 29 年に生まれ、に明治から大正への移

行があったのは、盛岡中学 4 年生（16 歳）の時であっ

た。賢治が青年期を大正時代に過ごしたと考えて良い

だろう。 
 大正時代は 14 年と短い期間であったが、大きな変

化が起きた時代だった。日本は明治より欧米を目指し

て近代化に力を入れ、富国強兵の国策の元、日露戦争

の勝利でようやくアジアの大国と認められるようにな

った。そして、1914(大正３)年から始まった第一次世

界大戦は、日本に産業の発展と経済成長をもたらし、

資本主義が確立した。一方、政治も大きく変わり、明

治時代の藩閥政治に対する不満や批判が高まり、大正

デモクラシーといわれる政党政治が確立した。大正デ

モクラシー運動には労働者や農民も参加し、そのよう

な時代の中で大衆文化が花開いた。しかし、大戦後に

は一転して不況となり、労働者や農民の暮らしは厳し

くなるばかりで、米騒動や労働争議が各地で勃発した。

1925(大正 14)年に普通選挙が実施されたが、その反面、

治安維持法が改正され、社会主義運動の取締りが強化

された 162)。 
長山は大正時代について「一握りの勝ち組と、大多

数の負け組という格差が拡大した時代だ。そして、モ

ダンな都市文化が栄える一方では、切り捨てられた地

方の貧困が深まっていくという切実な問題もあった」

と述べている 163)。 
竹村は「政治、経済、文化あらゆる領域で未知との

遭遇が重なったという点で『大正』は大いなる可能性

の時代」ではあるが、「国防国家の土台をつくった国家

総動員体制のルーツであるという視点からみると、時

代の可能性は虹のようにはかないものであったともい

える」と述べている 164)。時代の閉塞感が高まる中で、
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時代は軍国主義へと動いていったのである。 
 

（２）大正時代の青年 
  徳富蘇峰は『大正の青年と帝国の前途』の中で「大

正の青年は恰も金持三代目の若旦那に似たり」と定義

し、「我が金持ちの若旦那たる、大正の青年に取りては、

過去に創業の苦を嘗めず、現在に経営の労に服せず、

将来の発展の望みを繋がず。徒に取るに任せて取り、

成るに任せて成すのみ。即ち唯だ境遇が我を動かす以

外には、我より境遇を動かさず」と述べている 165)。
明治時代は新たな近代国家を建設するという目標に向

かっていた日本では、青年もまた国家のために、創業

の苦を嘗めたのであろう。そして、前述したように日

露戦争の勝利により日本は列強国として地位を確実に

し、ある程度目標を達成したのである。国民の間で高

まっていたナショナリズムは急速に衰え、農村では地

域社会の利益を重視する傾向が強まり、都市において

も国家、政治から離れて実利をも求める傾向が現れた。

つまり、資本主義の発達により、国家よりも個々の利

益が優先されるようになったのである。 
このような社会の中で青年層においては藤村操の自

殺に象徴されるように、人生への懐疑等、自我の確立

と時代との葛藤といった社会問題も発生していた。蘇

峰はそのような青年を苦労知らずで、受動的であると

とらえている。 
蘇峰は若者を勉学に励み、対人関係も良好な「模範

青年」、金持ちになることを目標とする「成功青年」、

此の不可なる世を、如何に渡る可きか当惑する「煩悶

青年」、趣味に耽溺する「沈溺青年」、空々寂々として、

其の日其の日を送る「無色青年」に分類している。賢

治は蘇峰の分類に当てはめれば、生き方に悩む「煩悶

青年」とも言えるし、趣味に耽溺する「沈溺青年」の

一面もあるだろう。長山はその分類を「現代若者論で

しばしば用いられる『安定志向』『勝ち組』『ひきこも

り』『おたく』『フリーター』といったキイワードと通

底する問題意識が出揃っている。大正時代は、まこと

に平成期とよく似ている」と述べている 166)。 
 また、蘇峰は社会にも問題があるとし「吾人は寧ろ

国家に向て、多大の遺憾ある也。蓋し国家が青年を無

視すればこそ、青年も亦た、国家を無視するなれ。国

家が青年を邪魔者に扱へばこそ、青年も亦他国家を邪

魔物に取扱ふなれ」と指摘している 167)。一方で若者

には「何よりも先づ意育の必要を、説かずんばあらず。

意育とは、意志を教育する也。我が意志を鍛錬して、

鞏固ならしむる也」と意志を明確にしていくことを薦

めている 168)。 
青年は自分らしさを確立し、社会へ参加し、社会に

適応して成人になっていくが、青年を受け入れるべき

社会が、青年の参入に消極的であったり、拒否したり

すれば、青年は社会に参加することも成人になること

も困難になる。社会に自らの居場所を見つけられない

青年に問題があるだけではなく、居場所を与えない社

会にも問題があるという蘇峰の指摘は、現代社会にも

通ずるものがあるだろう。 
 
（３）高等遊民問題 
 賢治は中学、高等農林へと進学し、21 歳まで学であ

ったが、当時の大多数の若者は 10 代で仕事について

いた。湯沢によると、旧制中学校、女学校、実業学校、

師範学校等の中等教育に進学できる者は、全国的にみ

て、大正４年で該当年齢の８％、大正 14 年でも 15％
程度だったという。大学、高等学校、専門学校などの

高等教育機関へ進学できるものは大正末でも一部の有

産階級のみで、全体からみれば、１％足らずだったと

いう 169)。大多数の者は小学校の尋常科を卒業した 12
歳か、高等科を出た 14 歳で仕事に就いていた。つま

り、高等農林学校を卒業した賢治は選ばれたエリート

だったのである。父が家業を嫌々手伝う賢治に「きさ

まは世間のこの苦しい中で農林の学校を出ながら何の

ざまだ」（書簡 154）と叱るのも、エリートである賢治

への期待が大きかったからに違いない。また、賢治も

保阪への手紙に「古着の中に座り、朝から晩まで本を

つかんでゐるか、利子やもうけ歩合の勘定をするかし

てゐます。これが体裁のよいことか悪いことか農学得

業士がやってはづかしいことか恥ずかしくないことか

健康によいことかわるいことかどうも何にせよ仕方あ

りません」（書簡 93）と書いており、高等農林を卒業

した者のプライドが伺える。 
 大正時代になると、学校の価値が社会に定着する中

で、進学欲求も普遍化し、中学校進学希望者が急激に

増加し、受験競争が激化した。大正元年には進学志望

者に対する中学入学者の割合は 49％、大正 10 年には

37％となり 170)、中学校受験の厳しさが伺える。また、

資本主義経済の発展を支えるために、高度な技術者や

中堅以上の指導者養成を求める経済界からの要請があ

り、高等教育の拡充も進んだ。大学も大幅に増え、大

正元年には帝国大学 4 校だったのが、大正 15 年には、

帝国大学５校、公立・私立大学 32 校、計 37 校となり、

学生総数も 6 倍に増えた 171)。 
 このように高等教育が拡充し、進学者が増えたもの

の、不況による就職難の時代となり、明治後半から大

正にかけて「高等遊民」が社会問題となった。「高等遊

民」とは高等教育を受けても職業につかない人のこと

である。しかし、高等遊民にも二つのタイプがあると

考えられる。ひとつは、夏目漱石の言ういわば「恒産

の上に徒食出来る身分の者」172)で、世の中に地位・
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名誉や職業・財産などを求めず、世の中から半ば離れ、

世の中を見据えつつ、生を楽しむという生き方である。

一方、日露戦争後、経済が行き詰まる状況の中で増加

したのが、教育制度改革の動きにつれて増加した未就

業者「智識ある窮民」である 173)。前者は自ら望んだ

生き方であり、遺産や親の仕送りなどで金銭的には困

らない人々である。後者は生活のために職を得て働き

たいにもかかわらず、職が見つからないために無職で

いる者である。 
石川啄木は「時代閉塞の現状は嘗てそれら個々の問

題に止まらないのである。今日我々の父兄は、大体に

於て一般学生の気質が着実になったと言って喜んでゐ

る。しかも其着実とは単に今日の学生のすべてが其在

学時代から奉職口の心配をしなければならなくなった

といふ事ではないか。さうしてさう着実になってゐる

にも拘らず、毎年何百といふ官私大学卒業生が、其半

分は職を得かねて下宿屋にごろごろしてゐるではない

か」と述べている 174)。さらに、中等教育を受けた者

について「彼等の何十倍、何百倍する多数の青年は、

其教育を享ける権利を中途半端に奪はれてしまふでは

ないか。中途半端の教育は其の一生を中途半端にする。

彼らは其生涯の勤勉努力を以てしても毎月三十円以上

の月給を取る事が許されないのである。無論彼等それ

に満足する筈がない。かくて日本には今『遊民』とい

ふ不思議な階級が漸次其数を増しつつある。いまやど

んな僻村へ行っても三人か五人の中学卒業者がゐる。

さうして彼等の事業は、実に、父兄の財産を食ひ滅す

事と無駄話をする事だけである」と厳しい現状を述べ

ている 175)。 
花巻農学校の教師時代、賢治は卒業生の就職先を求

めて、北海道、樺太へと出張している。また、大正 14
年、卒業生の杉山宛の手紙には「内地はいま非常な不

景気です。今年の卒業生はもちろん古い人たちや大学

あたりの人たちまでずゐぶん困る人も多いやうです」

（書簡 205）と書いている。それ程、就職難の時代で

あり、学歴に見合った仕事を見出すことは困難であっ

たと考えられる。 
賢治は「高等遊民」という言葉を知っていた。『宮澤

賢治辞典』によると、「詩『不貪慾戒』には『そのとく

いの高等遊民は／いましつかりした執政官だ』とある。

また、『よだかの星』の市蔵は、漱石の『彼岸過迄』の

須永市蔵と響き合う」176)とされている。賢治が啄木

や漱石の著書を読んでいたと推測することができる。 
賢治は漱石の言う高等遊民的な生き方に憧れていた

と考えられる。研究生を辞退し、進路に迷っていた頃、

勉強して暮らしたいという希望を抱いており、保阪に

宛てた手紙には、「私はなにもできないのです。（略）

それでもやっぱり稼ぎたくて仕方がないのです。毎日

八時間も十時間も勉強はしてゐます。がこれは何だか

私にはこのごろ空虚に感じます。もしこの勉強がいつ

までも続けられる事情ならば斯うは感じますまい」（書

簡 83a）と書いている。働きたい気持と勉強したい気

持の中で揺れ動いていることが伺える。その解決策と

して、35 歳迄働いて、働かなくても生計が維持できる

ようにして「三十五から後は私はこの『宮澤賢治』と

いふ名をやめてしまってどこへ行っても何の符丁もと

らない様に勉強して歩きませう」（書簡 83a）と書いて

いる。賢治は許されるものなら、高等遊民的な生き方

がしたかったと考えられる。しかし、賢治は「人の役

に立ちたい」という思いが人一倍強かった。また小沢

は「賢治の如き弱虫が無為にて得る立場にあったなら、

働いている人への劣等感でどうにもならない事は、分

り切った話である」177)と述べている。賢治はとても

高等遊民にはなれなかったのである。結局、働くこと

を選択し、国柱会時代、教師時代、羅須地人協会、東

北砕石工場時代には、経済的自立に結びつかなかった

とはいえ、賢治は身を粉にして働いている。このよう

に考えると、賢治を漱石の言う高等遊民と捉えること

は適切ではないだろう。 

一方、啄木が指摘した「『遊民』といふ不思議な階級」

に賢治は該当するのだろうか。吉田司は「宮澤賢治と

は、この「遊民」といふ＜ふしぎな階級＞の一人だっ

たのではないか、（略）とても世の中一般の“ものの役

に立つ”ような男ではなかった」と捉え、賢治が父に

経済的に依存していたことを指摘し、「まさに『彼等の

事業は、実に、父兄の財産を食ひ滅ぼす事と無駄話を

する事だけ』の、見事に立派な『高等遊民』ではなか

ったろうか」と述べている 178)。 

経済的に自立できず、社会への参加が困難であった

という観点から捉えれば、賢治は啄木のいう『高等遊

民』だったかもしれない。賢治は常に働きたいと考え

てはいたが、就職することよりも、自分で起業するこ

とを考えていた。実業の計画を父に反対され、家業を

手伝っていた頃、保阪宛ての手紙に「若しできるなら

ば早く人を相手にしないで自分が相手の仕事に入りた

いと思ってゐます。えらい人たちは烈しい人の心の中

で恐れず怒らず自分の道を進んで行くやうですが私に

はそんなことは当分見込ありません。やはり険しい世

界へ入ればそれにばかり気をとられてしまひます。

（略）多分まだ林のなかへは入り兼ね小さな工場を造

つてその中で独りで、しんみりと稼ぎませう」（書簡

93）と書いている。賢治は社会に出ることに気後れし

ており、とてもできないと回避しようとしている。賢

治は社会に参加することへの強い不安を抱いており、

官庁や企業に就職して上司や同僚と協働することは、

恐れと怒りを感じさせるものであり、独りで何かした
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いという気持が強かったと考えられる。 

現代も、就職活動ができなかったり、ひきこもって

しまい、社会への参加が困難な若者がいる。彼等も賢

治のように社会へ参加することに躊躇しているのだろ

う。しかし、啄木も指摘したように若者だけの問題で

はなく、若者を受け入れる社会の問題でもある。特に

アメリカの金融不安が引き金となった不況の中で啄木

の言うような時代閉塞感が強くなっており、「遊民」と

いう言葉を「フリーター」、「ニート」に置き換えれば、

現代の青年も大正の青年と同様の問題を抱えているこ

とが理解できるだろう。 
長山は「 近ではやや理解されるようになってきた

ものの、フリーターやニートは『親が甘やかしている』

『怠けている』と考えられがちだ。しかし実情として

は若年失業者であり、学校教育と実社会での職業需要

のズレという社会的な問題が、いちばん原因なのであ

る」と述べている 179)。大正期に起きた学歴のインフ

レは現代社会でも起きている。しかも、大正時代は、

一部特権階級の青年の問題ですんだが、現在、日本で

は大学、短大、専門学校をあわせた進学率が 50％を超

えていることを考えれば、半数以上の青年の問題であ

り、より深刻な状況にあると受け止めなければならな

いだろう。 
 

（４）家長としての父親像 
 第２次世界大戦前は、戸主を中心と家制度が存在し、

戸主は親族を養う責任を負っていた。明治 31 年に施

行された明治民法では、戸主権が規定され、婚姻や家

族の居所指定権についても戸主の許可が必要であった

180)。つまり、結婚も住む場所も自分で決めることが

できなかったのである。賢治が東京でトシの看病をし

ている時に「何卒私をこの儘当地に於いて職業に従事

する様御許可願ひ度事に御座候」（書簡 131）と父に頼

んでいるのは、東京に住むためには、戸主である父の

許可が必要だったからである。 
戸主は父親である場合が多く、父親は威厳があり、

強くて力のある存在となる。有地は家制度で縛られた

家庭では「父親は儒教主義的権威に支えられて子にの

ぞみ、子の方もおそろしいおやじというイメージで父

親に対する。母親は少なくとも表面では父親に同調す

るか、なにも言わない。人間としての感情の交流、心

の通い合う暖かい言葉のやりとりがない家族内の人間

関係を示している」と述べている 181)。 
賢治の父親も威厳を持った父親だったと言う。森は

家族から聞いた話として、父が不在の間、賢治が母や

きょうだいに面白おかしく話を聞かせ、皆を笑わせて

いたが、「父が帰宅すると、いずれ精神の緊張をゆるめ

っぱなしにしている家人どもには、いっぺんにピリピ

リッと強く感電したように、なるのである。（略）賢治

は、パッとたちまち四角四面になってその場に座ると

か、電光石火サッと裏の畑に出ていってしまう、切り

替えが早いのだ」と述べている 182)。また、母から聞

いた話として、羅須知人協会時代、差し入れた食事を

賢治が拒絶した時、母と妹クニは心配で涙したが、「わ

たしとクニとは、泣いているところをお父さんに見つ

かったりしたら、涙どころか目に火がでるほどきびし

くくくられる（叱られる）ので、ふたりで声を立てな

いようにして台所の隅で泣いておりました」と述べて

いる 183)。賢治の家庭も、父は威厳を持ち、感情の表

出が許されない雰囲気があったと考えられる。しかし、

前述したように、賢治の父は賢治に対して細やか配慮

や包み込むような愛情を示している。むしろ母性的と

もいえる父が、父性性を示すことができたのは、儒教

的な家制度が前提としてあったからだと考えられる。 
大正時代になると、デモクラシーの影響や西欧の家

族観が取り入れらたりして、家制度への批判と家庭の

民主的改造が議論された。一方、教育を受けた子ども

たちは、自分なりの考えを持つようになり、独善的で

あったり、理不尽な父親を批判的に見たり、反発する

ようになった 184)。 
賢治の父は実業家としても、宗教心の篤い真面目な

人格者としても認められていたために、賢治が正面か

ら父を批判することは難しかったであろう。賢治は実

業を起業することで、合法的に父に対抗しようとした

が、父の反対でかなわず、宗教によって反抗しようと

した。賢治の反抗を父は正面から受け止めて、議論を

重ねたが、宗教上の論争は勝敗がつくものではない。

賢治は国柱会入会、家出によって、父の呪縛から逃れ

ようとしたが、賢治の反抗に対して父は毅然とした態

度で臨むことがせず、懐柔策で賢治を引き戻そうとし

た。山内は「ふつうには、《父》に対する《子》の立場

は、父への同一化志向、および父からの脱出志向とい

うふたつの相反するベクトルをひとつの『方向性をも

った力＝ベクトル』に転換・合成することによって確

立される。けれども、同一化志向は、対象へと動き得

る一定の距離を必要とするし、また、批判＝脱出志向

も、対象を相対化し得る距離を必要とする。賢治のよ

うに、対象＝父の圏内に、外的にも内的にも包摂され、

主体がまさに押しつぶされようとしている場合、この

距離は失われ、方向性をもった力としては外在されず、

行方を見失った力は彼の内部に不安定なまま浮遊せざ

るを得ない」と述べている 185)。つまり、賢治は父に

同一化することもできず、反抗することもできなかっ

たために、大人になることが困難であったと考えられ

る。 
賢治の死後、父は「あれは、若いときから、手のつ
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けらないような自由奔放で、早熟なところがあり、い

つ、どんな風に、天空へ飛び去ってしまうか、はかり

しることができないようなものでした。私は、この天

馬を地上につなぎとめておくために、生まれてきたよ

うなもので、地面に打ち込んだ棒と、綱の役目をしな

ければならないと思い、ひたすらそれを実行してきた

のであります」と語っている 186)。賢治を自由に飛び

立たせることができず、手元に繋ぎ止めておきたかっ

た父の気持が伺える。本来、父性は子どもと母の絆を

断ち切り、子どもの自立を促進させる役割を担う。し

かし、賢治の父は絆を断ち切るどころか、自らが母性

的な絆の役割を担っていたために、賢治は飛び立つこ

とも自立することもできなかったと考えられる。その

ために、自立したいができないという葛藤を抱きなが

ら、生涯、父の庇護の元で暮らすことになったと考え

られる。 
 それでも、賢治の父は家制度の中で厳しい父として

の立場を確立していた。元々、日本は母性的な社会と

言われ、父性よりも母性が強いと言われ、家制度は父

性の弱さを補っていた一面があるかもしれない。家制

度が崩壊し、民主的な家庭へと変貌をとげた現代では、

父親の存在はますます希薄になり、母子の密着した関

係によって起きる問題が顕著になっている。脆弱な父

性のあり方が、より若者の自立を困難にしていると言

っても過言ではないだろう。 
 
（５）大正時代の農村と改革運動 
 戦時景気のもと、工業化が進み、それに伴って工業

労働者が求められ、農村から都市へと人口の移動が起

こった。造船業、海運業、製鉄業などを中心に成金と

して膨大な冨を得る者が表れたし、農村でも繭の売り

上げが増え、一部の地主や農民は好景気に沸いた。し

かし、驚異的なインフレが起こり、特に穀物の値段が

暴騰し、農民や労働者の生活が苦しくなった。 
 大戦後は一転して不況に陥り、農村も疲弊し、慢性

的な農村不況がすすみ、農業形成の基盤は大きく崩さ

れた。冨の分配に対する不公平感が強まり、社会運動

が激化した。ソ連成立の影響もあり、大正 15 年には

無産政党が次々に新党を結成した。しかし、時代閉塞

の状況を打破するために、社会運動に飛び込んだイン

テリの大半は地主や裕福な家庭の子女であり、彼らの

考え方と労働者や農民との意識との間には大きなズレ

が存在した 187)。 
 賢治も社会主義に関心を持っていたことは指摘され

ており、羅須地人協会時代に労働農民党との関係は密

接であったと言われている。大正 15 年、労農党稗和

支部の事務所開設にあたって賢治の助力があったとい

うし、資金援助を行っていたと言う。前述したように、

昭和２年には羅須地人協会で社会主義教育を行なって

いるのではないかという疑いを持たれ、事情聴取を受

けたこともあった。農村や農民の生活を改善しようと

する労農党と賢治の思いには共通点はあったかもしれ

ない。しかし、賢治は社会主義運動で農民を救済しよ

うとした訳ではない。清六が「彼はあの頃の社会主義

者達と全然異なった道を歩いて行った。社会運動をや

る代わりに、稲作増収の肥料設計と、石灰岩抹の幾百

車かを酸えた野原にまき散らした」188)と述べている

ように、米の生産を増やすことで農民の生活を豊かに

しようとしたのである。農業指導者としての知識やア

イデンティティが賢治にあったからであろう。 
 当時、文学者や文化人の中に農村へと目を向ける者

が表れた。白樺派の武者小路実篤は大正７年に「新し

き村」を開拓した。また、同じ白樺派の有島武郎は大

正 11 年に北海道のおける農場の小作人への無償譲渡

を行なった。彼らは理想や幸福を追求しようと活動を

起こしたが、農業経験も乏しく、いずれの試みも失敗

に終わった。 
 また、画家の山本鼎は芸術と大衆、芸術と農村との

関係を重視し、農民芸術運動を推進した。大正８年、

山本は講習会で農民が制作した農民美術（木製彫小皿、

木彫人形、、クッション等）の即売会を東京実施し、成

功を収めた。彼は「経済的効果を意味する農家の副業」

を盛んにし、農村に新しい地域共同体を作ろうとした。 
 賢治が白樺派や山本の活動から影響を受けた可能性

はあるが、事実かどうかは明らかにされてはいない。

むしろ、「農民芸術概論」や羅須地人協会での実践に大

きな影響を与えたのは、室伏高伸であることが指摘さ

れている。室伏の「文明の没落」「土に返る」は大正末

期から昭和初期にかけてベストセラーになり、青年知

識人の愛読書であったといわれている。上田は「農民

芸術綱要」「農民芸術の興隆」と室伏の著作の類似点を

指摘し、「室伏の影響によってのみ＜土に還る＞生活に

入ったとは言わない。しかし賢治の帰農生活に室伏の

思想がかなり大きな影響を与えていたことは否定でき

ない」と述べている 189)。 
このように、羅須地人協会の活動は、その時代の思

想や社会の影響を受けたと考えられる。しかし、現代

にまで語り継がれ、影響を与え続けているのは、賢治

の実践だけではないだろうか。大正時代の疲弊した農

村と農民の惨状が、賢治のこころを動かし、行動に駆

り立てた。このような実践があったからこそ、賢治の

作品はより重みを増したのではないだろうか。 
 
９．考察 

 宮澤賢治はアイデンティティの模索を続けたが、ア

イデンティティを獲得するには至らなかった。また、
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父親から自立することができず、他者との関係におい

ても、対象愛に発展しなかった。さらに、経済的な面

では、生涯父親に依存していた。このような観点から

捉えると、賢治は青年期の心性に留まっていたと考え

ることができる。 
 ここで問題になるのは、成人になるということは、

どういうことかという点である。Erikson,E.H.は、青

年期にはアイデンティティを獲得し、前成人期には親

密性を獲得した上で、生殖性を獲得することを成人期

の課題としている。つまり、自我の連続性、恒常性、

同一性の感覚を保持し、社会での自らの立場を確立し

始めるとともに、他者、特に異性との心理的に親密な

関係を築くことが、青年期の課題であり、次の世代を

生み育てていく生産性、創造性を包括する生殖性を獲

得して成人になるのである。 
 前述したように、アイデンティティに関しては、賢

治は自らが何者であるか、自分は何ができるのかとい

うことを死ぬまで問い続けていた。また、賢治は他者

のために、身を粉にして働いたが、他者とのと親密な

関係を築くことはなかった。さらに、賢治は自らに禁

欲を課し、異性との関係を回避しようとした。このよ

うに青年期のアイデンティティと親密性の課題を達成

することはできなかったと考えられる。しかし、賢治

は成人期の課題に取り組んだのではないだろうか。例

えば、清六はトランクいっぱいの作品について賢治が

「童子
わ ら し

をこさえる代わりに書いたのだもや」と言った

と述べている 190)。また、賢治は教師として生徒に教

えたり、農業指導者として農民を指導することを通じ

て若者や農業を育てようとし、肥料を与えることで肥

沃な農地を育て農村を豊に変えようとしたのである。

賢治は自分の子どもを生み育てていく代わりに、作品

を創造し、若者や農業を育てていくことを行なった。

つまり、青年期、前成人期の課題を保留し、青年期の

心性のまま、成人期の生殖性の課題に取り組んだこと

が、賢治の特徴と考えられる。 
  
（１）親子関係 
 賢治は母に十分愛されたと確信できなかったのでは

ないか。母イチは慈母として伝えられているが、病弱

でもあり、次々に生まれる妹弟の世話、舅と姑の看病

さらに家業の手伝いに忙殺されていたために、幼い賢

治は母に甘えたいという気持を抑えていた。賢治の入

院に母が付き添わなかったことや犬に怯えた賢治が夜

中に 1 人で恐怖に耐えていたというエピソード等から、

そのことが伺える。また、母の「ひとの役にたたなけ

ればならない」という教えは、条件つきの愛情の示し

方であり、賢治は人の役に立たなければ、母に愛され

ずに見捨てられるのではないのではないかという不安

を抱いたと考えられる。 
父政次郎は厳父として伝えられているが、むしろ母

性的な配慮や愛情を示している。それは賢治が大人に

なっても続いたことは、研究生の時、薄荷糖を荷物に

入れておいたりや雨具の心配をしたエピソード等から

伺える。さらに表面的には家長として君臨していたが、

父性的な厳しさには欠けており、家出した賢治を勘当

することもなく、旅行に誘うという懐柔策で家に戻そ

うとしたこと、賢治の死後、天馬が飛び立たない役割

を果たしたと述べたこと等から伺える。 
賢治は父に囲い込まれていたために、父に同一化す

ることも、反抗することもできず、結局は父から自立

することができなかったと考えられる。賢治は父に対

抗するために、実業の計画を立案するが、父には認め

られなかった。また、宗教で理論武装した賢治は、父

と対立して家出も試みたが、父から逃れることはかな

わなかった。 
しかしながら、父が賢治を囲い込み、経済的な援助

を行っていたから、青年期、前成人期の課題を保留し

たまま、成人期の課題に取り組むことが可能だったと

も言える。職業を得て社会に参加することは、経済的

な自立につながり、このような経済的な基盤がなけれ

ば、親密性や生殖性の課題に取り組むことは、現実的

に困難であろう。賢治は経済面での心配がなかったの

で、売れない童話や詩を書いたり、羅須地人協会の活

動ができたのである。ただ、生前、賢治が評価されて

いたならば、文学者としての地位を築いていたかもし

れないと仮定すれば、社会が賢治を受け入れなかった

という問題も大きいだろう。 
 
（２）アイデンティティ拡散の危機と回復 
 宮澤家の人々は、賢治が長男として家を継ぐことを

当然のことと考えていた。父が賢治に小遣いの報告を

義務付けたのも、商人として育てようという気持があ

ったからだろう。しかし、賢治は家業を嫌い、家業に

傾倒することができなかった。そのために、職業選択

の時期になると、進路を決定することができずにアイ

デンティティ拡散の状態になり、危機的な精神状態に

陥った。中学卒業後は、進学してモラトリアムを延長

することで危機を切り抜けた。高等農林卒業後、一旦

は研究生になるが、病気を理由に辞職し、その後、実

業の計画を父に却下されて家業を手伝うことになった

賢治は、危機的な状況に陥った。この時は、宗教的ア

イデンティティを獲得することで立ち直っている。 
 家業の手伝いを始めると、精神的不調に陥る賢治に

対して、父もどのように対応してよいか悩んだであろ

う。時には叱責したこともあったが、結局、賢治に家
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業を継がせることはできなかった。また、賢治には商

人として家業を切り盛りする才覚が乏しいことも、父

は見抜いていた。賢治が立てた実業の計画も、父から

見れば、危ういものであり、容認することはできなか

ったのであろう。つまり、家業への意欲も才覚も乏し

い賢治が、家業を継がなくてはならない立場であった

ことが、賢治をアイデンティティ拡散へと追い込むこ

とになったのである。 
その背後には家長から長男へと継承することが、重

要視される家長制度があった。大正時代、政府は天皇

を父として国民を子とみなす家族国家主義を推し進め

ようとしていた。そのような社会的背景もあり、長男

を跡継ぎとなることは当然のこととされていた。賢治

は家長制度や家の重圧の中で、もがき苦しんだと考え

ることもできる。現代は家長制度もなくなり、家に対

する意識も変化している。家から自由になったかもし

れないが、家のモデルを喪失したために、家をどのよ

うに築いてくのかが、新たな各自の課題となってのし

かかってくるのではないだろうか。 
 

（３）社会参加への不安 
社会が賢治を受け入れなかった一方で、賢治も社会

へ参加することに、気後れと不安を抱いていた。高等

農林卒業後、関教授に実験補助として推挙された時、

引き受けることをためらっていたし、就職後も賃金に

見合う仕事ができるか不安になっていた。保阪への手

紙では、「やはり険しい世界へ入ればそれにばかり気を

取られたしまひます」（書簡 93）と社会に参加するこ

との不安を述べている。 

しかし、賢治は宗教に傾倒するようになると、人目

も気にせずに、題目を唱えて歩いたり、家出後は職を

見つけて自活をしたり、作品の売り込みに出かけたり

している。また、教師時代や羅須地人協会時代も社会

に貢献しようとしたし、東北砕石工場の技師になった

時には、有能な営業マンであった。 
 前述したように、賢治には人の役に立つ人間でなく

てはならないという不安と人の評価に敏感に反応する

過剰な自意識があったと考えられる。特に、自分は何

ができるのか分らない時には、不安が強かったのでは

ないだろうか。職業選択に直面すると、精神的な危機

に陥ることもあって、職業選択を回避していたことも、

社会参加への不安の原因として考えられる。しかし、

賢治は宗教的アイデンティティを獲得したり、教師、

農業指導者、技師というアイデンティティが保てる時

には、社会に参加することができた。年齢的にも大人

になり、経験を重ねたということもあるだろうが、賢

治は人の役に立つと思えば、社会に参加できたのでは

ないだろうか。 

また、人の役に立つかどうかは賢治の思い込みが優

先し、他者の気持への配慮や共感性が乏しいため、現

実場面では、賢治の思い描く通りには進まないことが

多かった。他者が受け入れてくれなかったり、拒否し

たりする状況に直面し、自分が役に立っていないと感

じると、賢治は挫折感を味わい、役割を担えなくなっ

たり、病気に倒れてしまったのである。その後、賢治

は新たなアイデンティティの模索を始めることになる。

賢治にとっては必然的な変容であったかもしれないが、

このことが、アイデンティティの形成を困難にしたと

も考えられる。 
賢治は「自分の願いを貫くことが周囲からも期待さ

れ、自分の才能を発揮することが、そのまま社会的に

も評価される」191)ことを望んだのだろう。しかし、

このような状況にあるのは、少数の恵まれた人だけで

はないか。多くの人は、自分の願いと現実との間で折

り合いをつけたり、才適度な評価でも満足したりしな

がら、自らの社会的な立場を受け入れてアイデンティ

ティを確立していくのである。若者は賢治のような思

いを抱くかもしれないが、理想と現実の間で妥協点を

認めることが、成人には求められると考える。 
  
（４）対人関係 
 人は他者との関係性の中で生きており、成長に伴い、

対人関係も変化していく。対人関係の発達過程におい

て、思春期以降の友人関係が重要なものとなり、

Erikson,E.H.の理論によれば、前成人期の課題が親密

性であるように、成人になるためには対人関係におい

ても成熟することが求められる。 
大人しい良い子であった賢治は、小学校高学年にな

ると、同級生と徒党を組み、時には悪戯をしたりして

遊んでいた。いわゆるギャングエイジと呼ばれるもの

であり、親からの分離を促進するという役割を持ち、

子どもの発達には必要な体験である。 
中学校時代、賢治は一緒にふざけたり、悪戯をする

仲間はいたが、自分の趣味や興味のある世界に没頭し

たり、変人扱いされていたというエピソード等から、

仲間はいても特定の友人はいなかったと推測される。 
 盛岡高等農林で出逢った保阪が、賢治の親友となり、

影響を受けたり、支えられたりする存在となる。特に

賢治が 22 歳から 23 歳の頃、危機的な状況に陥るが、

保阪との手紙のやり取りが賢治を支えたと考えられる。

そのような保阪に、賢治は改宗を迫り、すべてを受け

いれてくれる同行者になることを求めた。保阪宛ての

手紙には、相手にしがみつき、怒らずに自分を受け入

れて欲しいという懇願が綴られている。 
賢治は同行者になるよう何とか説得しようとしたが、

結局、二人は決別してしまった。賢治は自分を認めて
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受けいれてくれる人を求めるが、それがかなわないと

なると、見捨てられる前に先に見捨てようとする。こ

のような対人関係は、関教授との間にも見られた。賢

治には見捨てられ不安が強かったと考えられる。その

後、賢治は、学校の同僚を同行者の候補として接近し

たが、相手の拒否感を察知して諦めている。 
賢治は＜たったひとりのみちづれ＞として妹トシを

選んだ。トシをみちづれにすることで、賢治の人間関

係はトシとの関係に留まり、友人関係や異性との関係

に発展しなかったと考えることができる。特に賢治は

異性との関係を拒否していたが、異性と関わる時に、

トシとの近親相姦の禁忌が呼び起こされるために、禁

欲を課していたのではないか。トシは亡くなり、賢治

を理解してくれる人はいなくなったのである。 
その後、賢治は教師仲間や文学を通して知り合った

友人と、ある程度の距離を置いてつき合うようになっ

た。保阪とトシを失った賢治は、他者との関係を築く

ことに臆病になり、みちづれを求めることができなか

ったのではいだろうか。この対人関係の変化は、大人

として成熟したものととらえることもできるが、賢治

を孤独にしたという面もあった。 
教師以降、賢治は弱い立場にある人に我が身を投げ

出そうとした。万人を愛することは、誰１人も愛して

いないことではないだろうか。人を求めながらも特定

の人との関係を築くことを避けていた賢治は、孤独で

あったと考えられる。 
 

（５）理想とする自我像の追求 
 賢治は気高いが、到達できそうもない理想を掲げて

は、その目標に向かって突っ走り、挫折しては新たな

理想を目指した。理想を追い求める姿は、現代の若者

の自分探しにも通じるのではないか。この心性を

Kohut,H.の自己心理学の理論から説明を試みる。 
 Kohut,H は人の心を「双極性自己」として捉え、心

には才能や優秀さ等に関する能力的自尊心を中心とす

る「野心の極」と正義感や公平さ等に関する道徳的自

尊心を中心とする「理想の極」がある。「野心の極」に

は「鏡自己対象」、「理想の極」には「理想化対象」が

対応すると考えている。「野心の極」に動機づけられた

行動を、鏡自己対象が認めたり、賞賛すると、「野心の

極」が強化されるが、満たされないと、「理想の極」へ

と向かうと言う 192)。 
乳幼児期には密接な母子関係の中で、子どもは「何

でも思い通りになる」「世界は自分を中心に回ってい

る」という幼児的万能感を持つ一次的ナルシシズムの

段階にある。幼児期から児童期にかけて、子どもは親

が「理想化対象」と「鏡自己対象」になり、自己万能

感から親万能視へと向う。理想とする親からほめられ

たり、認められると子どもは満足感を得て、一次的ナ

ルシシズムから脱却して健康的な自己愛へと変化して

いく。しかし、厳しい躾を受けた子どもは、いつまで

も幼児的万能感にしがみつき、表面的には従順で大人

しくなるが、こころの中には現実離れした誇大自己を

抱くという。賢治は幼児的万能感から脱却できず、潜

在的な自己愛を抱いていたと考えられる。 
賢治は作家になることに野心を燃やし、「もしこれが

出版されたら、いまの日本の文壇を驚倒させるに十分

なのだ」と童話について語っている 193)。また、「歴

史や宗教の位置を全く変換しやうと企画し、それを基

骨としたさまざまな生活を発表して、誰かに見て貰ひ

たいと、愚かに考へたのです」（書簡 200）と、詩集『春

と修羅』について書いている。賢治は内心ではこのよ

うに誇大的な自己万能感を持ち、大きな野心を抱いて

いた。しかし、それ程、自信のある童話集は売れ残っ

てしまったし、詩集も一部の知識人や詩人からは高い

評価を受けたが、一般には認められることはなかった。 
賢治は「野心の極」を満足させる「鏡自己対象」を

得ることができなかったために、「理想化自己対象」を

求めて「理想の極」へと移動したのである。賢治は作

品を理解しない日本人が問題だと考えていた節がある。

羅須地人協会時代、賢治はエスペラントを習ったが、

それは、自分の作品が日本で認められないために、エ

スペラントで世界中に出版しようと考えたからである。

日本では認められないが、世界のどこかには自分を認

めて理解して励ましてくれるような「鏡自己対象」が

あると考えて、それを求めようとしたのである。エス

ペラントとともにチェロやオルガンを習った時、先生

に誉められたり、励まされたが、この体験は傷ついた

自己愛を回復させた。自己愛を取り戻した賢治は再び、

「野心の極」へと向かうことになる。さらに、賢治は

多才であったために、文学だけではなく、農業指導者

としても大きな野心を抱き、羅須地人協会の活動を始

めたり、東北砕石工場の技師になったが、同じような

ことが繰り返されたと考えられる。 
 賢治自身、「慢」という言葉で表しているように、賢

治は誇大的な自己愛から脱却できなかったと考えられ

る。そのために、特別な自分には、他者のために何か

壮大なことができるという思いを抱き、果敢に挑戦し

たのである。しかし、周囲に認められなかったり、拒

否されたりして挫折すると、賢治は撤退してしまう。

自分を評価して認めてくれる「鏡自己対象」が見出せ

ないために「野心の極」は満たされず、「理想の極」へ

と移動することになった。つまり、挫折と理想像を追

い求めることを繰り返すことになったと考えられる。

賢治は他人のために働いたが、内面の誇大的な自己愛

によって動かされたと捉えることもできる。 
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 賢治の求めたものは、「まことの言葉」や「ほんたふ

のしあわせ」であった。理想を追い求めることが賢治

の人生そのものであったと言われる所以でもある。そ

して、 終的に賢治の理想像は「デクノボー」であっ

た。「デクノボー」は、無力であり、欲望からも、他者

の評価からも超越している。つまり、「鏡的自己対象」

を必要としない存在である。賢治は「野心の極」と「理

想の極」を止揚して人格的な統合を図れたならば、「デ

クノボー」となれたかもしれない。 
 
（６）時代性について 
 大正時代は、第一次世界大戦の勃発により、経済や

政治、それに伴い文化や生活も大きく変化した時代で

ある。富国強兵という国家の目標がある程度達成した

ために、国家主義から個人主義へという流れを生んだ。

経済の成長は資本主義を発展させたが、一部の富裕層

と庶民との格差を生み出し、都市への人口流入は、都

市を発展させたが、地域社会の崩壊と地方の疲弊へと

つながった。大正デモクラシーの中、大衆文化が花開

き、教育制度も拡充されたという面もあるが、戦後の

不況の中で庶民の生活は苦しくなった。不況の中で、

学歴インフレが起こり、大学を出ても、職に就くこと

ができない若者が増加した。啄木の言うように閉塞し

た社会であった。 
 賢治は東京での生活を夢見た時期もあったが、結局

は、都市化の波とは反対に故郷に根を下ろすことにな

り、立身出世や金儲けには背を向けて、弱者である農

民や農村に関心を向けていった。もし、賢治が明治の

富国強兵の時代や昭和の軍国主義の時代の人間であっ

たならば、羅須地人協会のような活動ができたであろ

うか。おそらく、時代の波に飲み込まれてしまい、で

きなかったのではないかと推測される。大正という変

革期であったために、賢治の実践活動は成り立ったと

考えられる。 
 
（７）現代の青年期の問題との類似点について 
 大正時代と現代の若者の類似点については、前述し

たように長山が「大正青年の心性には、今日のフリー

ターやニートとほとんど変わらない傾向がみられる」

と指摘している。その理由として長山は「時代の転換

点には価値観の混乱が生じる。それまで常識だった考

えが、なぜか適用しなくなる。『大人になったら働くの

は当り前』という常識が、あの時代、そして今、若者

から消えた。これはもちろん、単純に若者の怠惰や甘

えのせいではない。彼ら自身にも把握できない社会の

変質が起きているのだ。それは意識的な思想潮流や制

度改革で対応できるような表層の出来事ではない」と

述べている 194)。長山が指摘するように、現代の青年

は社会の変化の中でアイデンティティを確立し、社会

に参加することが困難になっていると言えよう。 
 大正時代の青年であった賢治と現代の若者との間に

は類似点が見られる。山下は賢治の人生を「フリータ

ー、自分探し、パラサイトシングル、シスコン」と現

代のキーワードで捉えている 195)。吉田は「『くう・

ねる・あそぶ』という＜飽食時代＞のバブル感覚、高

等遊民感覚を経験している現代の私たちにとって、賢

治の『遊民』性はとても身近で共鳴できる部分は多い」

と述べている 196)。賢治同様、現代の青年も成人期へ

移行することが困難であり、賢治に共感する部分があ

ることを示唆している。 
 現代は青年だけではなく大人になっても、自分の生

き方に惑い、悩む者が少なくない。価値観、規範等の

変化伴って「大人」概念も変化してしまったからであ

る。金原瑞人は「かつては『大人』になる前段階で誰

もが渡らなければならなかった川が、ある意味ですっ

かり干上がってしまい、昔のやり口では、大人になろ

うにもなれない状態が生じた」と述べ、「大人になれな

いまま、同時に成熟もしなければならないような、複

雑な事情が出現してきています」と現代社会の問題を

指摘している 197)。つまり、大人と言われる世代にな

っても、大人とは何かという明確な基準を喪失し、ど

のように大人になったらよいのか、どのように大人と

して生きていくのかが分らない混沌とした状態が生じ

ているのである。 
 賢治は、金原の言うように「大人になれないまま、

成熟した」のではないだろうか。自分を犠牲にして人

のため働いたことも、言い換えれば、自分とは何かと

いうアイデンティティを確立しないままに、次世代の

人を教え育てる成人期の生殖性の課題に取り組んだと

考えることができる。その生き方は、危うい基盤の上

に築かれ、自己破滅に至る危険をはらんでおり、それ

故に、魅力的で美しく見えるのではないだろうか。 
  
おわりに 

 宮澤賢治の伝記資料を辿ることで、青年期の心性と

アイデンティティ形成過程を考察してきた。伝記的研

究では主に Erikson,E.H.の理論に基づいて分析が行

われてきた。青年期の発達過程を理解するためには、

彼の理論は有益ではあり、本論文でも Erikson,E.H.
の理論に依るところが多い。 
しかし、事例研究ととらえるならば、他の理論から

の視点も必要ではないだろうか。本論文でも Kohut,H.
の理論からの検討を加えることで、賢治の心性を別の

角度からもとらえることができたと考えている。ただ、

伝記的研究と事例研究を有機的に結びつけるまでに至

らなかったので、今後の課題としていきたい。 
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 賢治の青年期心性とアイデンティティ形成過程につ

いて取り組む中で、特に「青年期から成人期への移行」

の難しさについて改めて考えさせられた。現代でも、

大人になれない若者や成熟できない成人が問題になっ

ている。本論文が、「青年期から成人期への移行」を考

える一助となれば幸いである。 
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161）前掲書 127 に同じ ｐ204 
162）大正時代については、前掲書 71 および速水融 小嶋美

代子：大正デモグラフィ 歴史人口学で見た狭間の時代 文

春新書 358 文藝春秋 2004 を参照した。 
163）前掲書 71 に同じ ｐ35－36 
164）竹村民郎：大正文化帝国のユートピア 世界史の転換

期と大衆消費社会の形成 三元社 2004 ｐ168  
165）神島二郎編：近代日本思想体系８徳富蘇峰集「大正の

青年と帝国の前途」筑摩書房 1978 ｐ70  

166）前掲書 71 に同じ ｐ94 
167）前掲書 165 に同じ ｐ80 
168）前掲書 165 に同じ ｐ324 
169）湯沢雍彦編「大正期の家庭生活」クレス出版 2008 ｐ

77 
170）前掲書 169 に同じ ｐ71 
171）山田恵吾・貝塚茂樹編：教育史からみる学校・教師・

人間像 梓出版社 2005 ｐ40 
172）長島裕子：「高等遊民」をめぐって―『彼岸過迄』の松

本恒三― 石原千秋編「日本文学研究資料新集 14 夏目漱

石・反転するテクスト」有精堂出版 1990 ｐ223 
173）前掲書 172 に同じ ｐ221 
174）石川啄木：時代閉塞の現状 現代日本文学全集 15 与

謝野寛・与謝野晶子・石川啄木・北原白秋集 筑摩書房 1954 
ｐ203 
175）前掲書 174 に同じ ｐ203 
176）原子朗：（新）宮澤賢治語彙辞典 東京書籍 1999 ｐ

259 
177）前掲書 30 に同じ ｐ21 
178）前掲書 16 に同じ ｐ39 
179）前掲書 71 に同じ ｐ85 
180）比較家族史学会監修 永原慶二・住谷一彦・鎌田浩編：

シリーズ比較家族 1 家と家父長制 
181）有地亨：日本の親子二百年  新潮選書 新潮社 1986  
ｐ72 
182）前掲書 34 に同じ ｐ254 
183）前掲書 34 に同じ ｐ215 
184）前掲書 169 に同じ ｐ56 
185）前掲書 29 に同じ ｐ44－45 
186）前掲書 34 に同じ ｐ256－257 
187）前掲書 164 に同じ ｐ169 
188）前掲書 96 に同じ ｐ126－127 
189）上田哲：宮沢賢治 その理想世界への道程 改訂版 明

治書院 1998 ｐ376 
190）前掲書 96 に同じ ｐ89 
191）前掲書 84 に同じ ｐ94 
192 ） Heinze Kohut,M.D. : The Restoration of The 
Self,InternationUniversitiesPress,Inc.,Madison,Connecitic
ut,1977（邦訳 本城秀次・笠原嘉監訳「自己の修復」）みす

ず書房 1995 
193）前掲書 56 に同じ ｐ72 
194）前掲書 71 に同じ ｐ200 
195）前掲書 19 に同じ ｐ３ 
196）前掲書 16 に同じ ｐ46 
197）金原瑞人：大人になれないまま成熟するために 前略。

「ぼく」としか言えないおじさんたちへ 洋泉社 2004 ｐ
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年齢 出来事 詳細 心理的影響 作品 歴史的出来事

1896 明治29年 ０歳 出生　父の不在
父の、父親になることへの無意
識的な回避

父と賢治の複雑な関係の始ま
り

1897 明治30年 １歳

1898 明治31年 ２歳 トシ出生

1899 明治32年 ３歳 父母の熱心な仏教信仰

1900 明治33年 ４歳 治安維持法

1901 明治34年 ５歳 シゲ出生

1902 明治35年 ６歳 赤痢で入院 看病中、父が感染 父への罪悪感

1903 明治36年 ７歳 尋常小学校入学

1904 明治37年 ８歳 清六出生 日露戦争

1905 明治38年 ９歳 終戦

1906 明治39年 10歳

1907 明治40年 11歳

1908 明治41年 12歳

1909 明治42年 13歳 盛岡中学入学、寮生活

1910 明治43年 14歳

1911 明治44年 15歳 短歌制作開始

1912 明治45年 16歳

1913 大正２年 17歳

1915 大正４年 19歳 盛岡高等農林学校入学 モラトリアムの延長 精神的に安定

1916 大正５年 20歳
保阪との出会い
独逸語講習（東京）

親友関係の成立
病気の母を置いて上京

精神的な支え
母の看病を回避、東京への憧
憬

丹藤川

1917 大正６年 21歳 アザリア発刊
作品の発表
実業の計画

保阪からの影響
アイデンティティの模索

秋田街道、柳沢、沼森

1919 大正８年 23歳 家業手伝い
家業への嫌悪
法華経の布教への意志

精神的な危機、内的世界での
闘い

猫、ラジュウムの雁、女、う
ろこ雲、龍の話、ガンジス河
の娼婦の話

1920 大正９年 24歳 国柱会入会、布教活動
花巻の町を題目を唱えながら歩
く。父を改宗させようとする。

信仰における父との対立 家長制度、猫、女、うろこ雲
を改稿

1922 大正11年 26歳

教諭としてのアイデンティ
ティ、同僚への接近
トシ死去

熱心で温かい先生、画期的な授
業　　　同行者として接近する
も、諦める　　　　　たったひ
とりのみちづれの喪失

次世代を育てることへの情熱
対人関係の変化
悲嘆、喪失感

心象スケッチ、春と修羅、小
岩井農場、永訣の朝、松の
針、無声慟哭、水仙月の4
日、山男の四月、独蝶、貝の

日本農民組合
有島農場

1923 大正１２年27歳

北海道経由樺太旅行 生徒の就職活動のための出張だ
が、トシの死を悼む傷心旅行

トシの死を受け入れられず、
１人残されたことへの嘆き

風林、白い鳥、青森挽歌、津
軽海峡、オホーツク挽歌、冬
と銀河鉄道、やまなし、シグ
ナルとシグナレス

関東大震災

1924 大正13年 28歳

心象スケッチ「春と修羅」
刊行、イーハトブ童話「注
文の多い料理店」刊行

変革をもたらす壮大な企画と位
置づけ、出版。一部では評価さ
れたが、認められず。

喪失感を補うための出版に失
敗し、挫折感。

津軽海峡、函館港春夜光景、
比叡、風の又三郎

1925 大正14年 29歳

退職の決意 農民、農村の問題に直面。 生徒に農業を薦めながら、自
分は教師であることの矛盾。
本当の百姓になる決意

異途へ出発 治安維持法改正
普通選挙

1926 大正15年 30歳

退職　別宅で独居自炊生活
羅須地人協会活動
上京(セロ,エスペラント学
習)

自立への試み
農民と同様な生活をするが、受
け入れられない。
作品のための学び。

農民との隔たりを実感。肥料
設計でも不作になる。挫折
感。　野心の極と理想の極の
往復。

雲、孤独と風童、岩手軽便鉄
道の一月、風と反感、オッペ
ルと象、農民芸術概論綱要

大正天皇没

1927 昭和２年 31歳

警察の事情聴取
女性の出現

羅須地人協会への打撃
接近する女性を拒否

理想的と現実の葛藤
全ての人を愛するために、1
人に固執しない。

冬と銀河ステーション

1928 昭和３年 32歳
伊豆大島訪問
肺浸潤

農学校を開校する伊藤の招き。
調査、助言。妹との見合い不成
立。

「兄妹のような夫婦」という
結婚観。トシへの想いを引き
ずる

台地、三原三部、疾中詩篇

1929 昭和４年 33歳
闘病生活
鈴木東蔵と出会い、

羅須地人協会の終焉
砕石工場の仕事への関心

死の予感と闘う。挫折感
東蔵と意気投合する

夜

1930 昭和５年 34歳
回復、新しい道を模索 関の激励、父が資金援助 新たな理想を見つけ、昂揚す

る
まなづるとダリア

1931 昭和６年 35歳
東北砕石工場と契約、病床 営業の仕事に心身をすり減らす 理想とは違う厳しい現実に悩

む
雨ニモマケズ、北守将軍と三
人兄弟の医者

1932 昭和７年 36歳
病床 出版への意欲、新たな計画の模

索
デクノボーという理想像 祭日、母、グスコーブドリの

伝記

1933 昭和８年 37歳 死去 人生を総括する 慢を反省。人生を受け入れる

図表１　宮澤賢治年表
年

母の「ひとというものは、ひと
のために何かしてあげるために
生まれてきた」という教え

自分を犠牲にしても、人のた
めに役立とうとする考えの形
成

礼儀正しい大人びた子ども
品行方正、成績優秀

良い子を強いられ、親の支配
下

クニ出生　餓鬼大将になる 仲間関係の成立　ギャングエイ
ジ

親からの分離、一方で父への
同一化

1918

いたずら好きの少年 父の支配から逃れ、自由を満
喫

仏教、趣味への傾倒、成績
低下、舎監排斥騒動

進学できないことへの不満 自暴自棄、注察妄想
置き換え

1914 大正３年 18歳

盛岡中学卒業、入院、失恋

作文
「立ぱな質屋商人になる」

11月終戦
米騒動
「新しき村」

看病中、父の感染。
進学希望、家業への拒否感
初恋の人との結婚への反対
進学の許可

アイデンティティ拡散
抑うつ的、体感幻覚
危機から脱出 第一次大戦

進路で父と対立
退学を考えるが、卒業
研究生になるが、病気になり辞
職　　　　　　　家業手伝い
実業・東京移住への模索

進路への迷い
保阪への罪悪感、しがみつき
役に立たないことの恐怖、見
捨てられ不安
アイデンティティ拡散

青びとの流れ、復活の前、蜂
や谷は

大正７年 22歳

盛岡高等農林学校卒業
保阪の退学
研究生、徴兵検査
トシ入院、看病のため上京

1921

自立への試み。そう状態にな
り、活発に創作活動、過剰な
自信。父の支配が及ばなくな
り、父子関係の変化。同行者
として保阪を求めたが、喪
失。挫折感から帰郷。

短歌から詩作へ。かしはばや
しの夜、月夜のでんしんばし
ら、鹿踊りのはじまり、どん
ぐりと山猫、注文の多い料理
店、狼森と笊森、盗森、雪渡
り、鳥の北斗、七星海部の川
（童謡）

大正10年 25歳

家出上京　印刷所勤務
宗教活動　創作活動
父と関西旅行
保阪との決別
トシの病気で帰花
花巻農業高校教諭

家の帰正を願い、国柱会へ。自
活し、法華経文学を志す。
父の懐柔策に従うが、帰花拒否
保阪に入信を勧めるが、決別
トシの病気を契機に帰郷
教諭として就職
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加熱条件の違いによる各種澱粉の水分量と吸湿性の変化 
 

Study on Estimation of Water Content by Heat Treatment and Hygroscopicity Behavior of 

Treated Starch Samples 
 

伊藤 友美・長谷川 信弘*・山田 哲也**
 

愛知みずほ大学人間科学部（兼短期大学部），*サンエイ糖化㈱，**名城大学農学部 

Tomomi Ito, Nobuhiro Hasegawa*, Tetsuya Yamada** 
Department of Human Sciences, Aichi Mizuho College (Aichi Mizuho Junior College), *San-ei Sucrochemical Co., **Faculty of 

Agriculture, Meijo University. 

 

 

 

Abstract 
 The water content of five species starches (corn, sweet potato, rice and tapioca) was estimated with different heat 

treatment method (60℃-5h, 105℃-4h, 135℃-1h, 150℃-1h). As a result, the best heat treatment to estimation is 
proved to treatment at 135℃ for 1h. Hygroscopicity behavior of heated starch samples (150℃-1h) was observed 
under different humidity condition. Under 100% humidity, the potato sample absorbed water 35% to dry matter, but 
the other samples absorbed 25-27%. However, under 52% humidity, all samples absorbed 13-14%. 

The iodine color reaction of the samples showed little change after heat treatment. 
 

Keyword: hygroscopicity, heat treatment, starch, water content 
 

 
 
１．緒言 

食品工業において，澱粉はその特性を利用して，

多方面に利用されている．澱粉そのものの特性を利

用した食品では，麺類・パン・菓子類・水産練り製

品等，数多く知られている．この場合，澱粉に含ま

れるタンパク質の物性も関与している．澱粉の高分

子特性を利用した分野として，製紙工業・段ボール

紙の接着剤がある．更に，多糖類としての澱粉を利

用する分野としては，水飴・ブドウ糖・異性化糖を

主体とした澱粉糖工業があり，この分野では効率良

く，澱粉から糖類を製造する事が求められる． 

市販澱粉及び食品工場で利用される原料澱粉は，

通常の乾燥後，大気との平衡水分の状態で流通され

ており，その水分は一般的に 12～18％程度であるが，

澱粉の種類により平衡水分は異なっている．澱粉糖

工業では，製品歩留が重要であり，これを考えると，

原料澱粉中の水分が大きな要因であることがわかる．

従って原料澱粉の水分測定は極めて重要である． 

原料澱粉中の水分測定法は，カールフィッシャー

法・蒸留法・真空乾燥法・熱風循環乾燥法等 1)-4)，

多くあるが，澱粉糖業界では，利便性・所要時間等

を考慮して，熱風循環乾燥法を採用している．日本

コーンスターチ・糖化工業会では，澱粉の水分の測

定条件として，105℃・4 時間を推奨しているが，工

場の工程管理等では，150℃・0.5 時間あるいは 1 時

間を採用している場合もある．また，ドイツの公定

法 5)では 120℃・3 時間と言う条件もある．（表１）

どの条件を採用するかは，各製造工場の判断に負う

処が大きいが，澱粉中の真の水分値を求めるには，

どの方法・条件が良いかは明らかではない．水分だ

けを測定するのであれば，カールフィッシャー法が

最良であると考えられるが，その精度とハンドリン

グを考えると，製造工場での水分測定法としては，

採用し難い．そこで，熱風循環乾燥器を用い，各温

度における水分減少率を求め，どの温度条件が，真

の水分値に近いかを求めた．また，絶対乾燥に近い
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澱粉を調製し，澱粉の結晶構造が破壊されていない

事を確認してから，澱粉の持つ吸湿性について，検

討した． 

 

 

表１ 水分測定条件 

測定条件 分析書 

予備乾燥 本乾燥 

澱粉科学ハンドブ

ック 1) 

- 

- 

50℃,1h 

105℃,4h 

減圧 105℃,4h

120℃,3h 

澱粉科学ハンドブ

ック 2) 

- 105℃,4h 

澱粉科学実験法 3) - 135℃,3h 

シュガーハンドブ

ック 4) 

50℃,1h 

- 

120℃,3h 

130-135℃,1h

150℃,20min 

澱粉糖関連工業分

析法 

- 105℃,4h 

ドイツ公定法 5) 50℃,1h 120℃,3h 

 
 
２．試料および実験方法 
(1)試料 

 試料澱粉は，トウモロコシ澱粉（以下コーンスタ

ーチとする，サンエイ糖化㈱製），サツマイモ澱粉（以

下甘藷澱粉とする，JA 鹿児島 07.1.14 製造品），ジ

ャガイモ澱粉（以下馬鈴薯澱粉とする，JA ホクレン

03.11.6 製造品），米粉（市販品，㈱トーカン製上新

粉 07.7.2 製造品），タピオカ澱粉（㈱ニッシ提供）

の 5 種類を用いた． 

(2)一般分析 

 各種澱粉の一般分析は以下の方法で測定した．

pH6)は，澱粉(10g)に蒸留水(20g)を加えて 15 分撹拌

後，pH 計で測定した．タンパク質 7-10)は，Kjel-Dahl

法で測定した．灰分 11)は，550℃6 時間灰化法で測定

した． 

(3)水分量 

各種澱粉を熱風循環乾燥器（EYELA 製，WFO-450ND）

を用いて各条件で加熱処理後，水分減少量を百分率

で算出した．平衡水分量は 150℃1 時間の測定値を用

いた． 

(4)偏光顕微鏡観察 

 各条件で加熱処理したタピオカ澱粉を偏光顕微鏡

（NIKON 製，ECLIOSE E600）で観察した． 

(5)ヨウ素澱粉反応 

各条件で加熱処理したタピオカ澱粉を前報 12)に

準じて吸収スペクトルを測定し，各スペクトルから

最大吸収波長（λmax）を求めた．また 680nm の吸光

度とフェノール－硫酸法 13)で求めた試料溶液の全

糖量から，青価（Blue value）を算出した． 

(6)吸湿率 

 150℃で 1 時間加熱処理した各種澱粉を，水（湿度

100％），塩化アンモニウム飽和溶液（湿度 79％），

硝酸マグネシウム飽和溶液（湿度 52％）14)で飽和し

た密封デシケーターに入れ，重量増加分を百分率で

算出して吸湿率とした． 

 

３．結果及び考察 

(1)一般分析及び水分量 

各種澱粉の一般分析値及び水分量を表２－１及び

表１－２に示した． 

 

表２－１ 試料澱粉の各種分析結果 

 平衡水分 

(%) 

pH ﾀﾝﾊﾟｸ質 

(%) 

灰分 

 (%) 

ｺｰﾝｽﾀｰﾁ 12.70 4.08 0.34 0.02 

甘藷澱粉 17.20 5.19 0.51 0.24 

馬鈴薯澱粉 16.29 6.76 0.21 0.27 

米粉 12.97 6.54 6.34 0.31 

ﾀﾋﾟｵｶ澱粉 13.15 5.49 0.19 0.07 

 
表２－２ 試料澱粉の水分測定結果 

 60℃0.5h 105℃4h 135℃1h 150℃1h

ｺｰﾝｽﾀｰﾁ  5.71 11.08 12.34 12.70 

甘藷澱粉 11.66 16.42 16.52 17.20 

馬鈴薯澱粉 10.65 16.01 16.27 16.29 

米粉  9.00 12.34 12.88 12.97 

ﾀﾋﾟｵｶ澱粉  8.35 12.41 12.92 13.15 

 

 

その結果，五訂増補日本食品成分表 15)に記載されて

いる分析結果とほぼ同じ結果となった．すなわち，

平衡水分量では，地下系澱粉である甘藷澱粉や馬鈴

薯澱粉の水分が高く，地上系澱粉であるコーンスタ

ーチや米澱粉は水分が低かった． 

一方，60℃0.5 時間加熱により減少する水分は，コ

ーンスターチでは，その保有する水分の 45％程度で

あるのに対し，その他の澱粉は 60％以上であった．

しかし，105℃4 時間では，コーンスターチは保有す

る水分の約 87％が減少したのに対し，その他の澱粉

では逆に 95％程度減少した．このことは，コーンス

ターチが保有する水分は，澱粉粒子内で比較的蒸発

し易い水分と澱粉内部に強く吸着されている水分が
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あることが示唆された．また，甘藷澱粉及び馬鈴薯

澱粉は，平衡水分量が多いのにも係わらず，加熱に

より，比較的容易に水分が減少することから，澱粉

粒子への吸着が異なるものと示唆された． 

 次に，各種澱粉を 150℃1 時間加熱することで，保

持水分を完全に除去できたと確認はしていないが，

この条件で澱粉無水物（水分 0％）を得られたと仮

定して，澱粉無水物に対する水分量の割合を表２－

３に示した。 

 

表２－３ 試料澱粉の乾燥重量に対する水分量* 

 室温 60℃0.5h 105℃4h 135℃1h

ｺｰﾝｽﾀｰﾁ  14.55 8.01 1.86 0.41 

甘藷澱粉 20.77 6.69 0.94 0.82 

馬鈴薯澱粉 19.46 6.74 0.33 0.02 

米粉 14.90 4.56 0.72 0.10 

ﾀﾋﾟｵｶ澱粉 15.14 5.53 0.85 0.26 
*:水分量(g)／乾燥重量(g)×100 

 

 

澱粉を高温処理した場合，α1,4 結合の切断や 3,6

アンヒドロ糖の生成が起きることが知られている．

後者の場合，脱水反応なので重量の減少が起きるた

め，多糖類の水分測定は過度の加熱処理を使わない

ことが望ましい．例えば五酸化リン（P2O5）等の強

力な脱水剤上で比較的低温で行われている．しかし，

この方法は数週間を要するので現実的ではない．そ

こでこの表２－３の結果を見ると，135℃1 時間で現

場的には 0％に達したと見なせる．従ってこの測定

条件を提案したい． 

一般に 150℃で加熱すると澱粉粒子が破壊される

のではないかと懸念されている．そこで各温度で加

熱処理した澱粉粒子の観察とその分解度を検討する

ことを試みた．澱粉は水分の存在下で加熱すると糊

化しやすいため，一般分析結果より，タンパク質，

灰分が少なく，水分量も少ないタピオカ澱粉を使用

することとした． 

(2) 偏光顕微鏡観察 

 澱粉粒子は結晶構造 16-18)をしており，X 線解析に

おいて，米澱粉とコーンスターチはＡ図形，馬鈴薯

澱粉とタピオカ澱粉はＢ図形，甘藷澱粉はＣ図形を

とると言われている．さらに澱粉粒子は偏光顕微鏡

観察により，偏光十字を示す 19-21)と言われている．

そこで，未処理のタピオカ澱粉粒と 105℃，135℃，

150℃で加熱処理したタピオカ澱粉粒を偏光顕微鏡

を用いて 400 倍で観察した．その結果を図 1 に示し

た． 

 

タピオカ澱粉（生）     タピオカ澱粉 (105℃4h) 

タピオカ澱粉（135℃1h） タピオカ澱粉（150℃1h） 
図１ タピオカ澱粉の偏光顕微鏡写真 
 

その結果，どの条件で加熱したタピオカ澱粉粒に

おいても偏光十字が確認されたことから，澱粉粒子

の結晶構造は破壊されていないと考えられる． 

 (3)ヨウ素澱粉反応 
 105℃，135℃，150℃で加熱処理したタピオカ澱粉

のヨウ素澱粉反応の結果を表３に示した．一般に最

大吸収波長（λmax）は澱粉粒に存在するアミロース

の長さを，青価はアミロースの量を表す． 

 

表３ ヨウ素澱粉反応（タピオカ澱粉） 
 λmax (nm) 青価* 

タピオカ澱粉（生） 608.5 0.204 (100) 

タピオカ澱粉(105℃4h) 603.3 0.203 (100) 

タピオカ澱粉(135℃1h) 602.6 0.200 ( 98) 

タピオカ澱粉(150℃1h) 607.2 0.188 ( 92) 

*:グルコース100μg当たりの680nmでの吸光度係数 

( )：生の値に対する割合（％） 

 

その結果，135℃1 時間まではどの条件で加熱したタ

ピオカ澱粉においても生のタピオカ澱粉と比べて最

大吸収波長（λmax），青価ともに変化が少ないこと

から，構造はほどんと変化していないと考えられる． 

 (4)吸湿率 

 各種澱粉を 150℃1 時間加熱により脱水し，澱粉無

水物とした．これを各湿度に調整した密封容器で吸

水させ，その重量増加分を吸湿量として計算した吸

湿率を図１－１～図１－３に示した． 

その結果，澱粉の種類により吸水率は異なるが，

湿度 100％と 52％では馬鈴薯澱粉が高い吸水率を示

したのに対し，湿度 79％では甘藷澱粉が最も高い値

を示した． 
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図１－１ 試料澱粉の吸水率（湿度 100％） 

 

 

図１－２ 試料澱粉の吸水率（湿度 79％） 

 

 

図１－３ 試料澱粉の吸水率（湿度 52％） 

 

また，湿度 52％～79％では，澱粉粒子は比較的安

定で，未処理澱粉の平衡水分を保っているようであ

った．しかし，湿度 100％では，1 日で平衡水分量を

オーバーし，最終的には平衡水分より約 12％も多く

吸水した．湿気の多い場所では商品水分 20～23％に

もなる可能性が示唆された．名古屋地方の年平均湿

度 22)は，1971 年～2000 年では 68％であり，この湿

度で澱粉を放置すると，水分 20％程度までに吸湿す

る可能性があると考えられる．湿度 100％ではカビ

の発生も懸念されるため，澱粉を保管する場合，保

管環境には注意する必要であると言える．  

吸水率は大体平衡水分の傾向と一致した．即ち，

馬鈴薯と甘藷が高い値を示した．しかし，この２つ

は湿度条件でかなり変わることからＢ型図形とＣ型

図形の違いがこの吸水率の挙動に影響するのか興味

が持たれる．米は上新粉で澱粉を精製したものでは

ないため，タンパク質含量が多く，加熱でタンパク

質が熱変性し，これが低湿度の条件での吸水に影響

していることも考えられる． 

 

４．要約 

 5 種類（トウモロコシ，サツマイモ，ジャガイモ，

米粉，タピオカ）の澱粉について，水分含量測定の

ため加熱条件の違い（60℃0.5h，105℃4h，135℃1h，

150℃1h）による水分減少率を比較検討した．また，

湿度の違い（100％，79％，52％）による吸水率を比

較した．その結果， 

1. 澱粉の水分測定のための加熱条件として，最も

好条件は 135℃1 時間であると考えられた． 

2. 150℃1 時間加熱を除いて澱粉粒の形態変化は

見られず,ヨウ素澱粉反応からも構造はほどん

と変化していなかった． 

3. 150℃1 時間処理した澱粉では，湿度 100％にお

ける馬鈴薯澱粉の吸水率は約35％もあったが，

他の澱粉では 25～27％であった．しかし，湿

度 52％における吸水率はどの澱粉も 13～14％

であった．  
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『他人を見下す若者たち』の性格的特徴 

－仮想的有能感と５因子性格検査の関連－ 
 

Personality Characteristics of Adolescents Undervaluing Others 

－The Relationship of the Assumed-Competence to the Big Five－ 
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愛知みずほ大学人間科学部（非常勤） 

 

Yumi SUZUKI 
Department of Human Sciences, Aichi Mizuho College (Part-Time) 

 
 
 

   Following the recent notice of Assumed-Competence conceptualized as undervaluing others in 
order to describe well contemporary adolescents’ behaviors, the present study elucidated its relationship to 
the Big Five dimensions of personality.  Two hundred and forty-two undergraduates rated themselves on 
the measure of assumed-competence, self-esteem, and personality.  Preliminary examination clarified that 
a tendency of undervaluing others positively correlated to Openness while negatively correlated to 
Agreeableness of the Big Five.  In addition, the participants were classified into 4 competence types based 
on crossing scores of the Assumed-Competence and Self-Esteem scales: atrophic, self-esteemed, 
omnipotent, and assumed.  Those who were categorized in assumed competence type rated the highest on 
Neuroticism and the lowest on Agreeableness and Conscientiousness, which was the opposite pattern of 
self-esteemed type.  They exhibited no significant difference from those in atrophic type, but higher on 
Neuroticism while lower on Extroversion than those in omnipotent type.  Discussed are some issues for 
future research in terms of personality characteristics exerted to enhance the quality of their social and 
occupational life, and then to improve their own well-being. 

 
Key Words: assumed-competence; self-esteem; personality; adolescents. 

 
 
 

【目的】 

 「まったく最近の若者ときたら…」という大人たち

の苦言は，いつの世にも聞かれる。社会が変われば，

そこで生活する人間の思考や行動パターンが変化して

いくのは，その社会に適応するためにある意味当然の

ことだといえる。しかし，現代の日本においては様々

な面での自由化が進み，それに伴う個人責任が声高に

叫ばれるようになって，個人主義，成果主義，“勝ち組・

負け組”といった表現に代表されるような競争意識が

昂じてきた。転じて，自分自身ばかりに注意が焦点化

し，自分さえ良ければ他人のことはどうでもよいとい

う利己主義を憂う声が多く聞かれるようになった。 
 このような厳しい競争社会の中で体面を保ち，個性

を主張する術として，速水 (2006) は新しい時代の変

化を最も敏感に受ける青年層が“仮想的有能感”を抱

くようになっていると，著書『他人を見下す若者たち』

の中で指摘している。仮想的有能感は，“自己の直接的

なポジティブ経験に関係なく，他者の能力を批判的に
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評価，軽視する傾向に付随して習慣的に生じる有能さ

の感覚 (速水・木野・高木, 2004, p.1)”と定義される概

念である。すなわち，実際の成功経験や社会的承認に

基づいた妥当な肯定的自己評価 (自尊感情) から生じ

る有能感とは異なり，過去の経験には左右されない。

また，現実にはそれほど多くの成功経験をしていない

にもかかわらず，自己評価の甘さから自己を過大視す

ることで得られる自己愛的な有能感とも異なり，他者

を過小視することで相対的に自己評価を吊り上げて得

ようとするものである (速水・木野・高木, 2005)。 
 人は，誰しも肯定的な自己評価を維持したいと望む。

自分を否定的に捉えたまま，心の安寧を得るのは難し

い。しかし，価値観が多様化したといわれて久しいも

のの，世の中は誰しもが成功し，満足感や有能感をも

たらしてくれるようにはなっていない。それどころか，

何をもって成功とするかの基準は曖昧になり，他者か

らの評価も得にくくなっている。青年は，“自分らしさ”

を求めようとすればするほど周囲の動向に敏感になら

ざるをえず，結果的に多くが認める価値に自分を合わ

せなければ“勝ち組”に入れないという葛藤を抱える

ことになる。香山 (2004) は，“バカ”だ“負け組”だ

と評される不安を抱えるが故に，先に他者をそのよう

に評することで自らがそうではないと安心しようとす

る若者像に言及している。仮想的有能感は，現実には

満足感や有能感が得にくい現代社会において，他者を

軽視し，批判することによって得られる，自我防衛的

な意味合いを持つ偽りの有能さの感覚である (速水他, 
2004, 2005)。 
 どのような人が，他者を見下すことによって有能感

を得ようとするのか。特定の性格的な特徴と関連する

といった傾向はみられるのであろうか。これまでの研

究において，16PF 人格検査との関連を検討した山田・

速水 (2004) は，情緒不安定で不安感が高く，現実的

で猜疑心が強い者ほど他者軽視傾向が顕著であること

を明らかにしている。また，高木 (2006) は YG 性格

検査の協調性のなさ，攻撃性の高さ，神経質傾向など

を測定する下位尺度が他者軽視傾向と関連することを

見出し，他者軽視傾向が社会生活において問題となる

可能性を指摘している。 
 ただし，他者軽視傾向は実際の成功経験や自信とは

独立であることから，自信がないにも関わらず他者を

見下す者もいれば，自信があるからこそ他者を見下す

者も存在すると考えられる (速水他, 2004)。そのため，

速水 (2006)，速水・小平 (2006) は典型的な仮想的有

能感を持つ個人を抽出すべく，他者軽視傾向と自尊感

情の高低を組み合わせた有能感の 4 類型を提案してい

る (Figure 1 参照)。そして，他者軽視傾向が強く自尊

感情が高い“全能型”，他者軽視傾向が強く自尊感情が 

 
低い“仮想型”，他者軽視傾向が弱く自尊感情が高い“自

尊型”，他者軽視傾向が弱く自尊感情が低い“萎縮型”

のうち，仮想型に属する個人を仮想的有能感を有する

者の典型として扱っている。したがって，仮想的有能

感と性格特性との関連を検討する際には，有能感を四

つに分類し，仮想型に着目すべきであると考えられる。 
 また，性格特性論において，16PF 人格検査や YG 性

格検査が開発された 1940～50 年代には，基本的な性格

特性は 12 あると想定されていた。しかし，この仮定は

これまでの間に様々な批判を受けている (村上, 2005)。
現在では，五つにまとめられるとする“ビッグ・ファ

イブ仮説”あるいは“5 因子モデル”がコンセンサス

を得ており，“神経症傾向 (Neuroticism; 情動性，情緒

不安定性とも訳される)”“外向性 (Extroversion)”“開

放性  (Openness; 遊戯性とも訳される )”“調和性 
(Agreeableness; 愛着性とも訳される ) ”“誠実性 
(Conscientiousness; 統制性とも訳される)”の五つが基

本的特性次元とされている。日本においても三種の質

問紙性格検査が翻案，標準化を経て出版されており，

大野木 (2004) がこれらの比較検討を行うなど研究が

進んでいる。また，短縮版の作成 (藤島・山田・辻, 2005; 
下仲・中里・権藤・高山, 1999) や語彙アプローチによ

る質問紙の開発 (村上, 2003; 和田, 1996) など，実施の

利便性も向上している。したがって，本研究では 5 因

子性格検査を用いて仮想的有能感との関連を検討し，

他者を見下す若者たちの性格的特徴に関する知見の積

み重ねを目的とする。 
 
【方法】 

調査対象および手続き 
 大学生 242 名 (男子 77 名，女子 165 名；平均年齢

18.78 歳，SD = 1.01) に対して質問紙調査を実施した。

倫理的配慮として，調査目的は一般的傾向を研究する

ために行うものであること，データは統計的に処理さ

れるため個人の回答が特定されることはない旨を調査

用紙の表紙に明記し，配付する際に調査結果を研究目

(低) (高)

他
者
軽
視

Figure 1　有能感の類型  (速水・小平, 2006)

他
者
軽
視

自尊感情 (高)

自尊感情 (低)

自尊型 全能型

萎縮型 仮想型
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的以外に使用しないこと，自由意志による参加のため

非協力による不利益を一切被らないことを口頭で伝え，

無記名式で回答を求めた。調査用紙は講義時間内に配

付・回収され，回答のみ各々が自宅で行った。 
調査内容 
 本論文で分析対象とした測度のみ以下に記載する。 
 仮想的有能感尺度 Hayamizu, Kino, Takagi, & Tan 
(2004) による仮想的有能感尺度 (version 2) の翻訳版 
(速水他, 2005) を用いた。“自分の周りには気のきか

ない人が多い”，“他の人の仕事を見ていると，手際

が悪いと感じる”等の他者批判や他者不信といった形

式による他者軽視傾向を測定する 11 項目からなる。

“全く思わない”から“よく思う”までの 5 件法で評

定を求めた。 
 自尊感情尺度 Rosenberg (1965) による自尊感情尺

度を邦訳して用いた。“少なくとも人並みには，価値

のある人間である”，“色々な良い素質（才能）をも

っている”等の肯定的な自己評価を測定する 10 項目

からなる。“あてはまらない”から“あてはまる”ま

での 5 件法で評定を求めた。 
 5 因子性格検査 FFPQ 研究会 (2002) によって改訂

された検査の短縮版 (藤島他, 2005) を用いた。緊張や

抑鬱といった要素特性からなる“情動性”，活動や支配

といった要素特性からなる“外向性”，責任感や計画と

いった要素特性からなる“統制性”，協調や信頼といっ

た要素特性からなる“愛着性”，進取や奔放といった要

素特性からなる“遊戯性”の五つの下位尺度 (各 10 項

目，計 50 項目) から構成される。“全くちがう”から

“全くそうだ”までの 5 件法で評定を求めた。 
 
【結果】 

尺度の構成 
 それぞれの尺度の構成は，全て原典の尺度構成を採

用した。各尺度の信頼性を検討したところ，α=.75
～.84 と十分な内的整合性が確認された。また，各尺

度得点の分布に大きな偏りや外れ値はみられなかった

ため，ここで算出した下位尺度得点を今後の分析に用 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

いることとした。各尺度得点の平均値，標準偏差，α

係数を Table 1 に示す。 
 

 
尺度間の関連 
 尺度間の関連について相関分析を行った (Table 2)。
仮想的有能感と自尊感情の関連については，r = .08 
(n.s.) と無相関であることが本研究でも確認された。 
 仮想的有能感の 5 因子性格検査との関連については，

遊戯性とは正に (r = .22, p<.001)，愛着性とは負に相関

していた (r = -.15, p<.05)。情動性，外向性，統制性と

は関連がみられなかった (順に r = .10, .06, -.02, n.s.)。 
 自尊感情の 5 因子性格検査との関連については，情

動性と比較的高い負の相関関係を示し  (r = -.53, 
p<.001)，外向性 (r = .33, p<.001)，愛着性 (r = .21, 
p<.01)，統制性 (r = .26, p<.001) とは正に相関していた

が，遊戯性とは関連がみられなかった (r = .06, n.s.)。 
 5 因子性格検査の下位尺度間については，遊戯性が

情動性および愛着性と無相関 (順に r = .02, .10, n.s.) 
であった他は，r = -.15～.44 の有意な相関関係が示さ

れた。 
有能感の類型化 
 相関分析において仮想的有能感と自尊感情が独立す

る概念であることが本研究においても確認されたため，

分析対象者をそれぞれの中央値 (順に Mdn = 30, 29) 
を基に高群と低群に分け，Figure 1 にしたがって有能

感を四つに分類した。いずれの得点も中央値より高か

った者を全能型 (n = 53)，低かった者を萎縮型 (n = 62)， 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table 2  尺度間の相関係数

 
自尊感情 .08
５因子性格

情動性 .10 -.53 ***
外向性 .06 .33 *** -.27 ***
愛着性 -.15 * .21 ** -.27 *** .44 ***
統制性 -.02 .26 *** -.26 *** .17 ** .31 ***
遊戯性 .22 *** .06 .02 .20 ** .10 -.15 *

*** p  < .001，  ** p  < .01，  * p < .05

仮想的
有能感 統制性

５因子性格自尊
感情 情動性 外向性 愛着性

Table 1  各尺度の記述統計量

 項目数 M SD α
仮想的有能感 11 30.48 6.93 .82
自尊感情 10 29.43 7.21 .84
５因子性格

情動性 10 34.07 6.85 .80
外向性 10 30.83 7.07 .83
愛着性 10 34.49 6.02 .80
統制性 10 30.56 6.34 .79
遊戯性 10 35.53 5.93 .75
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仮想的有能感得点のみ高かった者を仮想型 (n = 58)，
自尊感情得点のみ高かった者を自尊型 (n = 58) とし

て 4 群に分けた。 
有能感類型による性格特性の差異 
 有能感の 4 類型を独立変数とし，精神的健康，認知

スタイル，自我防衛スタイル，5 因子性格検査の下位

尺度得点を従属変数とした 1 要因分散分析を行った 
(Table 3)。その結果，情動性 (F(3,227) = 17.88, p<.001)，
外向性 (F(3,226) = 6.22, p<.001)，統制性 (F(3,226) = 
5.95, p<.001)，愛着性 (F(3,226) = 6.70, p<.001)，遊戯性 
(F(3,225) = 4.02, p<.01) 全てにおいて類型の効果が認

められた。 
 HSD 法による多重比較の結果，仮想型および萎縮型

は全能型および自尊型よりも情動性が高かった。逆に，

萎縮型および仮想型に比べ，全能型は外向性および遊

戯性が高く，自尊型は愛着性および統制性が高かった。

さらに，自尊型は萎縮型に比べて外向性も高かった。 
仮想型の特徴 
 HSD 法による多重比較の結果を仮想型とその他の

類型との比較から整理すると，以下のようにまとめら

れる。 
 (a) 仮想型と自尊型の違い (すなわち，他者軽視傾向

および自尊感情による有能感の違い) については，情

動性，愛着性，統制性においてみられた。仮想型は自

尊型と比べて情動性が高く，逆に愛着性および統制性

が低い。 
 (b) 仮想型と萎縮型の違い (すなわち，自尊感情が

低い者の他者軽視傾向の違い) については，いずれの

特性においてもみられなかった。 
 (c) 仮想型と全能型の違い (すなわち，他者軽視傾向

が高い者の自尊感情の違い) については，情動性およ

び外向性においてみられた。仮想型は全能型と比べて

情動性が高く，逆に外向性が低い。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

【考察】 

 本研究では，他者を見下す若者たちの性格的特徴に

関する知見の積み重ねを目的として，大学生を対象に

5 因子性格検査を用いて仮想的有能感との関連につい

て検討を行った。 
 他者軽視傾向は，愛着性および遊戯性とは有意な相

関関係を示した一方，情動性，外向性，統制性とは関

連がみられなかった。愛着性は，他者への温厚な振る

舞い，協調的・共感的態度，信頼・尊重を表す項目か

ら構成されており，負の相関関係がみられるのは納得

のいくものである。遊戯性と正の相関関係を示したの

は，空想傾向や内的経験への敏感性を測定する項目が

含まれるためかもしれない。田中・佐藤・境・坂野 
(2007) によれば，自己注目は不安を導き，不安を媒介

することで抑鬱につながる可能性があるという。遊戯

性は，神経症患者の性格を記述する上で有用な特性と

されている (川西・辻, 1998)。自己の内面に注意を向

ける傾向が強いということは，自己評価に対する不安

感を高めるため，他者を軽視することによって安心し

ようとする，仮想的有能感の生起メカニズムの前提条

件となりうるのかもしれない。 
 ただし，心配性，緊張，抑鬱，自己批判，気分変動

といった傾向を測定する情動性と無相関であったこと

は，一見矛盾する結果である。しかしながら，活動性

やリーダーシップ，群居や注意獲得欲求といった項目

からなる外向性とも，責任感や几帳面さ，努力や計画

的行動を測定する統制性とも無相関であった結果を考

え併せると，他者軽視傾向の顕著な者たちに自信のあ

る個人も自信のない個人も混在するためであろうと推

察される。過去の知見 (速水他, 2005; 小平・小塩・速

水, 2007; 山田・速水, 2004) と同様に，他者軽視傾向

が自尊感情と無相関であることが本研究で示されたの

も，それを裏付けるものといえよう。 
 本研究では，仮想的有能感を有する者の典型を抽出 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Table 3　５因子性格検査得点の有能感類型別平均値（標準偏差）および得点差

萎縮型 自尊型 仮想型 全能型
n =62 n =58 n =58 n =53
36.37 30.91 37.41 30.96 17.88 *** 自・全＜萎・仮

(5.74) (6 .36) (6.55) (6 .17) 
28.89 32.43 29.14 33.43 6.22 *** 萎＜自・全，
(6.59) (6 .74) (7.35) (7 .16) 仮＜全

33.74 37.00 32.55 34.60 5.95 *** 仮・萎＜自

(7.05) (5 .26) (5.77) (5 .12) 
29.32 33.41 28.88 31.28 6.70 *** 仮・萎＜自

(6.65) (4 .91) (6.41) (6 .34) 
34.03 34.76 35.86 37.58 4.02 ** 萎・自＜全

(5.76) (5 .87) (5.97) (5 .20) 
*** p  < .001   ** p  < .01
注1)  萎：萎縮型，自：自尊型，仮：仮想型，全：全能型

F 多重比較注1

遊戯性

情動性

外向性

愛着性

統制性
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すべく，他者軽視傾向と自尊感情の高低を組み合わせ

た有能感の 4 類型にしたがい，分析対象者を分類した。

仮想型に属する個人，すなわち他者軽視傾向が強く自

尊感情が低い者は，情動性が最も高く，逆に愛着性お

よび統制性が最も低いことが明らかとなった。他者軽

視傾向が弱く自尊感情が高い自尊型においては，情動

性が最も低く，逆に愛着性および統制性が最も高いと

いう仮想型とは全く逆のパターンが認められた。精神

的健康に関する研究領域では，情動性がネガティブな

情緒の最大規定因となること，愛着性が対人場面，統

制性が達成場面における成功経験の可能性を高め，そ

れぞれの領域における満足感につながること，などが

共通認識となりつつある  (DeNeve & Cooper, 1998; 
Steel, Schmidt, & Shultz, 2008)。さらに，他者を信頼し

他者から信頼される互恵的関係には，愛着性と統制性

の両方が必要となろう。したがって，情動性の高さと

共に，愛着性および統制性の低さは，自身の精神的健

康に悪影響を及ぼすと考えられる。仮想的有能感と日

常の対人関係における感情経験との関連を検討した小

平他 (2007) は，仮想型は出来事を悪く捉え，強い抑

鬱や敵意を感じ，その感情の変動が大きい傾向が自尊

型と比べて顕著であった結果を報告している。本研究

の結果もこれに整合的であり，円滑な社会的相互作用

にとっても，学業や仕事上の成功にとっても，さらに

は自身の精神的健康にとっても，自尊型が最も望まし

く，仮想型が最も望ましくないと考えられる。 
 また，小平他 (2007) は，自尊感情と抑鬱傾向，他

者軽視傾向と敵意感情の対応関係も示唆している。本

研究において，自尊感情が同様に低い仮想型と萎縮型

は，自尊感情が同様に高い自尊型と全能型よりも有意

に情動性が高いという結果がみられたことは，自尊感

情の低さが抑鬱傾向につながる危険性を追認するもの

といえる。加えて，そもそも仮想型と萎縮型の差異は

いずれの性格特性においてもみられず，先の仮想型と

自尊型の対比も考え併せれば，仮想型に属する個人は

実際の成功経験や社会的承認を得る機会に乏しく，精

神的健康の向上を図るために他者を批判的に評価する

ことによって有能さの感覚を得ようとするという，仮

想的有能感の自我防衛的な意味合いを間接的に支持す

る結果といえよう。 
 なお，仮想型と全能型は，他者軽視傾向は同様に高

く，その違いは自尊感情の高さにある。本研究の結果

からは，全能型の遊戯性が最も高く，次いで仮想型の

得点が高かった。上述の相関分析の結果でも，他者軽

視傾向は遊戯性と正に相関していた。ただし，情動性

および外向性において両者に差異がみられている。こ

こから，全能型は仮想型と同じく自己の内的経験に敏

感であり空想・思考もよくめぐらせるものの，仮想型

とは異なり，それが情動性の高さ，すなわち不安や抑

鬱につながっていないことが示唆される。加えて，全

能型は外向性も最も高く，大勢に囲まれて賑やかに過

ごしたり，リーダー的な存在となる機会も多いと考え

られる。全能型は，自尊感情が同様に高い自尊型とは

遊戯性が異なるのみである。 
 他者を批判的に評価したり，軽視するのは決して望

ましい傾向とはいえない。ただし，実際の成功経験や

社会的承認に基づいた肯定的な自己評価を有していれ

ば，他者が劣っていると感じることはなくはない (そ
れを相手にぶつけるかどうかは，また別の問題である)。
しかし，それに見合う能力が自分に備わっているわけ

でもないのに，他者軽視によって一時的に安心してみ

たところで，真の満足感や有能感をもたらしてはくれ

ない。一方で，仮想的有能感が自我防衛的な意味合い

を持つと考えられる以上，他者軽視は良くないと無理

にやめさせてしまえば，自己は萎縮するのみである。

したがって，まずはいかに仮想型に属する個人の自尊

感情を高めるかを講じていく必要があろう。冒頭で述

べたように，競争意識が蔓延する現代社会において，

自尊感情を高めることは難しい。誰かが勝てば，必ず

誰かが負ける。そのため，競争によらない成功，それ

に伴う自己評価の向上について，検討を進めることが

今後の課題である。また，人の性格は一日片時に変わ

るものではないが，肯定的な自己評価を長く維持する

ことにより，情動性の低下，外向性・愛着性・統制性

の向上が期待できるかもしれない。 
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国内におけるグローバルな社会運動の展開とその可能性 

 

－グローバルな社会運動の現在と社会学－ 

 

佐藤 直樹 
大阪大学（兼愛知みずほ大学非常勤講師） 

 
 
0. グローバルな社会運動1の第２段階へ 

 
 グローバルな社会運動というと、シアトルでの

WTO に対する対抗運動、サパティスタの闘争といっ

たいくつかの成功した運動が、特定の地域で特定の形

態をとった運動体として認識されている一方で、多様

な形態と多様な抗議行動を行う「多事の抗議（eventful 
protest）」（della porta 2008）として、現在ではより

多くのグローバルイベントや国際的諸機関がターゲッ

トになっていき、運動体間の多様性や分離・共同が錯

綜しながら、運動の新しい傾向が生まれつつある。 
 そうした動向をふまえ、タローは、グローバルな社

会運動の第２段階というべき、次の３点を研究課題と

して挙げている。①グローバルな社会運動が生み出す

変化、②グローバルな社会運動の国内の運動への影響、

③国際的争議と国内政治との混交について（Tarrow 
2005a:12）である。②を中心に、グローバルな社会運

動によって国際的に制度的・文化的変化が起こるのか

（①）、そして、国内政治への影響を与えていくのか

（②）、ということが課題となる。本稿は、その序論で

ある。 
 本稿では、タローの『新しいトランスナショナルア

クティヴィズム』をレビューし、グローバルな社会運

動の国内での展開の分析枠組みを示しつつ（１節）、グ

ローバルな社会運動の現在的課題としての二重性に内

包される、その可能性について言及していきたい（２

節）。 
 
 
                                                        
1  グローバルな社会運動の定義とは、本稿の場合、運動が

独立して発生しているということではなく、またグローバリ

ゼーションといった経済的な潮流に対する抵抗ということで

だけでもなく、グローバル化の進展とともに変化している

様々な外部環境の諸要素（国際諸制度・諸機関、国家、地域、

政治、メディアなど）との関連から成立しているものである

と捉えるものである。 

1. グローバルな社会運動の現在と社会学－政治的機

会構造派2の展開から 

 
１－１ トランスナショナルな集合行為への着目－国

際政治学から社会学的視点への転換 

                                                        
2 ここでいう、政治的機会構造派とは、ティリー・タローら

による次のような展開を想定している。ティリーによる社会

運動論に対する独自の貢献は『政治変動論』(Tilly 1978)に
みられ、それについて、タローは、政治的機会構造論として

位置づけていく流れのなかで理解している。タローによれば、

「（政治的機会構造という概念の発想は）1978年の古典的著

作である『政治変動論』においてチャールズ・ティリーが築

いた」(Tarrow 1998=2006:46)。ティリーは運動を政治体と

みなす「政治体モデル（political body model）」によって、

集合行動論の展開においては非合理的とみなされていた社会

運動が合理的行為の一環であることが示され、運動と国家は

同様に政治的資源を活用する存在とみなされることになった

(Tilly 1978)。「ナショナルな社会運動の発達は、統合された

国民国家の台頭に付随するものであり、それと相互依存関係

にある(Tilly 1984, cf. Tarrow 1998=2006:46)。より語調を

強めれば、「要するに、運動は政治との関係においてのみ研究

されなければならないし、運動の戦略、構造、成功のしかた

は、運動が行われる国家の種類によって異なるということだ」

(Tarrow 1998=2006:46)。 

 こうした強調によって、ときにティリー、タローが社会運

動をそれとしてみなす「争議の政治」は、「政治制度レベル」

を分析する議論として認識され、アラン・トゥレーヌらの議

論が「文化モデル」を重視するものとは別の潮流をなすもの

として理解されている(cf. 濱西 2008)。本稿では、こうした

認識による彼らの議論の位置を、政治的機会構造『派』と呼

びたいのであるが、その意味内容は、運動がナショナルな国

家諸制度との関係性のなかで発生・盛衰することにもっとも

分析の重点を置くということである。 
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 タローは、新自由主義と結び付けられるグローバリ

ゼーションよりも、インターナショナリズム、特に機

会構造としてのインターナショナリズムという側面を

強調している。 
タローによれば(Tarrow 2005a:21-22)、国際政治学

における先行研究の代表的な３学派、すなわち、 
 
１）ネオリアリズム：国家は国際政治においても継続

的に主たるプレイヤーであり、諸国家は、国家間の

非対称的な力関係に埋め込まれた国際的なシステム

である。 
２）構築主義：国家のもつ規範やアイデンティティが

その国際的な態度に影響しているか、グローバルな、

少なくともトランスナショナルな諸規範が国内外の

態度を形成しているかに関心をもつ。 
３）リベラルな制度学派：諸国家は国際的な実践やレ

ジーム、諸制度を創設することで、国家内の集合行

為的な諸問題を解決しようとし、他国家の態度を監

視しようとしている。 
 

以上のいずれも焦点をあてていないのは、国内の集

合行為と国際的な集合行為とを媒介する過程の分析で

あるとする。「私は、トランスナショナルな行為者の今

まで言及されてこなかった特徴、すなわち国内の集合

行為と国際的な集合行為を媒介する性質を論証しよう

と思う」(Tarrow 2005a:25)。タローはなかでも、国際

的諸制度は機会でもあるが制約でもある (Tarrow 
2005a:26, cf. Keohane ＆ Milner 1996）とする指摘

に賛同し、次のような想定をしている。国際的諸制度・

諸機関はグローバル資本主義の反対者とクレイマーが

動員することができる機会を提供している(Tarrow 
2005a:26) が同時に、世界中のふつうの人々にとって

制約となるものであり、それらは、正当化された憤慨

と抵抗の源となるものである(Tarrow 2005a:25)。 
また、「『グローバリゼーションは抵抗を導き出す』

というテーゼには収斂されない」(Tarrow 2005a:5)と
する。それは、グローバリゼーションの影響を受けた

様々な現象のうちに、グローバルな社会運動があり、

かつそれらが、運動参加者だけではなく、諸国家や国

際的諸制度・諸機関もアクターとしてみなす「機会構

造としてのインターナショナリズム」というべきもの

に影響を受けているとするからである。そして、タロ

ーは、政治的機会構造派という立場を意識して、次の

３つの仮説について検証しようとする (Tarrow 
2005a:33-34)。 
 
 
 

１）グローバルにイシューをフレーミングし、国際諸

制度・諸機関に対抗して国内の争議を俎上に乗せる

ことで、国際化が引き起こされるのであるが、それ

らは、国境を超える永久のつながりを生み出さない。 
２）集合行為の特定形態が伝播し、争議のスケールが

グローバルからナショナル・ローカルへ移行するこ

とで、国境を超える争議のレパートリーが統合され

るが、両方のプロセスともに、一時的なものであり、

真の社会運動が構築される国内の交戦状況を低下さ

せる。 
３）国内争議の外化と持続的な国際連携の形成は、国

際争議と国内争議との混交が起きている強い証拠で

ある。 
 
以上の仮説が示しているのは、１）、２）は、グロー

バルな社会運動の編成が、一時的なものであり、国内

における社会運動を衰えさせるというものであり、３）

は、グローバルイシューが国内の争議に浸透していく

とするものである。タローはこの著作では次のように

結論づけている（Tarrow 2005a:219）。グローバルな

社会運動は、物語的で矛盾を孕んだものであるが、ま

すます国内の運動に影響を与えるようになってきてい

る。そして、トランスナショナルな行為者が国際的諸

制度・諸機関を対象として、ロビー活動を行い、抗議

をし、そして、グローバル－ナショナル・ローカルな

連携を作り上げていくとしている。しかしながら、今

後その方向性がそのまま進むのか、国家との関係性が

どうなるのか、国際的諸制度がどうなるのかについて

はまだ途上であるとしている。 
 タローはこうした現状について、次のように述べて

いる（Tarrow 2005a:204）。グローバルな社会運動に

ついて、それは、国内の争議をグローバルな傘のなか

に含めてしまうのであるが、そうした結果として、国

内のイシュー間の不平等が起こる。また、国際的諸制

度・諸機関は、国家によっても使用されるので、運動

にだけ優位に働くわけではない。そういういみで、ト

ランスナショナルな社会運動の形成は、社会運動・国

家の位置づけを変化させている一方で、国内の政治に

対しては、どちらかいえば、運動が起こりにくくなる

ように働いている。国際的諸制度・諸機関を媒介にし

て、グローバルな社会運動と国家があり、国内の政治

状況は、また別のものとしてあるが、（全部ではないが）

国内の運動はグローバルな社会運動に動員されていく

と。 
 タローの主たる関心は、機会構造としてのインター

ナショナリズムが、機会と制約として機能する中で、

一時的に形成されるグローバルな社会運動が、どのよ

うなプロセスを経て形成・維持されているかにある。 
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１－２ トランスナショナルな運動展開の機能分析 
－機会構造としてのインターナショナリズムモデル 
 

前項でみたように、タローは、『新しいトランスナシ

ョナルアクティヴィズム』（Tarrow 2005a）で、イン

ターナショナリズムの概念を展開し、トランスナショ

ナルな争議（Contention）に関する独自のモデル構築

を試みている。タローは、グローバル化が重要な変化

をもたらしたものであるとしつつも、それが争議の直

接的な原因ではないとし、「機会構造としてのインター

ナショナリズム」（Tarrow 2005a:7）という概念を提

案している。 
まず、タローは、グローバリゼーションという言葉

の定義の狭さを指摘する。グローバリゼーション＝抵

抗の原因という図式をとる立場においては言葉の内容

が狭くなってしまう。その場合、インターネットの発

達、海外旅行の増加、英語使用の拡大、近代の広がり

として捉えられ、それらグローバリゼーションが、グ

ローバルな社会運動が出現する原因であるとされる

（cf.Meyer, Boli and Thomas 1987）。機会構造として

のインターナショナリズムという視点においては、こ

うした主張ではなく、グローバリゼーションの定義変

更、すなわち「グローバリゼーションのより広い定義

（＝グローバル化）、それは、資本、商品、情報、アイ

デア、強制力の厚みとスピードが増加することを意味

し、それらは、諸国家の行為者を結びつけるのである」

（Tarrow 2005a:5、カッコ内は筆者による補足）とす

る。その上で、グローバル化の重要な変化として、次

の４点を挙げている（Tarrow 2005a:6）。 
 
１）経済的なネオリベラリズムの悪影響により IMF、
世界銀行、WTO が抵抗の標的となってきたこと 

２）Peaple’s Global Action や ATTAC などのグロー

バルに行動するネットワーク型の運動組織が成長し

てきたこと 
３）新しい電子技術とそれへのアクセスの増大が組織

化を容易にしていること 
４）カウンターサミットと大企業へのボイコットがレ

パートリーに加わってきたこと 
 

以上の４つの主要な変化は、グローバリゼーション

といったひとつの現象に起因しているというよりも、

その現象の広がりも含めて、行為者とさまざまな要素

が結びつき、運動を形成しているということの現われ

であると、とらえられる。 
すなわち、こうしたグローバル化に影響された変化

は、その機会と制約のうちで形成されるものである。

タローにとって、グローバル化は運動の形成を容易に 

したわけではなく、運動にとって障害も与えている

のであり、いわく「トランスナショナルな社会運動の

形成は容易ではない。めったに会わずに、具体的な信

頼関係を欠いた人々が国境を超えた集合的行為を持続

させるのは、困難である。他方で、争議のレパートリ

ーは、ローカルでナショナルな文脈から成長し、かつ

その文脈に預けられているのである」（Tarrow 
2005a:7）といい、グローバルな運動とローカルな運

動の連携を研究課題とし、その連携に至るまでの諸段

階を概念化しようとする。 
タローは、次のように、国際的諸制度・諸機関、国

家、行為者の関係を定義している(Tarrow 2005a:8)。 
 

１）ますます濃くなっていく諸国家、行政諸機関、国

家によらない行為者にまたがる諸関係 
２）国際・国家・サブナショナルレベルの垂直的な関

係の増加 
３）国家によらない行為者、国内の行為者、国際的な

行為者のネットワークの形成を促進している、公

式・非公式の構造の増加によって、トランスナショ

ナルなアクティビズムが誘発される。 
 
そして、次のような概念の図式化を行い、段階的に

トランスナショナルに運動が形成されいく様子にアプ

ローチしようとする。 

国内 イシュー 国際

グローバルフレーミング
国内 内在化

伝播
アクティビズム スケールシフト

外化
国際 連携の形成

タローの基本想定（Tarrow 2005a:33） 
 
以上の図が示しているのは、ローカルなプロセスと

しての、グローバルフレーミング・内在化を、トラン

スナショナルなプロセスとしての、伝播・スケールシ

フトを、グローバルなプロセスとしての、外化・国際

的連携の形成である。タローは、このような図式が仮

説作業であり、さまざまなケースを解釈する基礎概念

のセットだとしている（Tarrow 2005a:32-34）。 
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 次項では、グローバルな社会運動の新しさについて

述べ、今後の研究課題に言及していきたい。 
 
１－３ グローバルな社会運動の新しさ－国内政治へ

の影響をめぐって 
 
 タローは、グローバルな社会運動の新しさについて

次の３点を挙げている。１）新しい態度、２）新しい

組織形態、３）キャンペーンの移行と組織の構成 
 

３点の実際は、国内への展開において、国内の「障

害」に直面する。それらは、次のように簡潔に示すこ

とができる（cf. Tarrow 2005a,b）。 
 
１）新しい態度の国内の行為者による一様ではない受   
 容 
２）新しい組織形態を形成する際に資源を得るために

払わなければならない様々なコスト 
３）キャンペーンを展開する際に国内の機会を利用す

るための好機を得るための資源の確保 
 

以上のような、「障害」は、国内の運動においてどの

ように問題化し、乗り越えられている（あるいはいな

い）のだろうか、そして、それらを分析する社会運動

論の枠組みとは何だろうか、これらが今後の問いであ

る。 
 次節では、上記の１）と関係するグローバルな社会運動

の二重性をめぐって著されたタローの論文（2005b）を参照

し、グローバルな社会運動の現在的課題としての二重性

が内包する可能性について言及していきたい。 

 

2. グローバルな社会運動と国家－トランスナショナルアク

ティヴィズムの社会学 

 
 グローバルな社会運動の現在的課題として、グロー

バルな社会運動の二重性という課題を挙げることがで

きる。それは、グループの志向性、および行動の分類

が、運動体の分離の原因であるとみなすことを指して

いる。こうした分離がなぜ起こり、そして、どのよう

な未来が望ましいのかについて、いくつかの回答があ

りうるが、ここでは、グループの類型化を試み、そし

て、そのうえで、それらが国家の対応にどのように影

響しているかについてみていきたい。 
 グローバルな社会運動に２つの運動があるという認

識について、たとえば、以下のような整理がある。 

恒常的なキャンペーン戦略的キャンペーン戦略

企業、G8・G20・COP、WEF、IMF、
WTO政府、企業ターゲット

技術的ネットワークによる拡大斡旋的な連携による限界規模

大衆行動－マルチイシュー
NGO中心のイシューネットワー

ク
組織形態

多様な社会正義のアジェンダ政策－イシュー－アドボカシー範疇

直接行動NGOアドボカシーネットワーク

（Bennet 2005 に加筆・修正して作成） 
 
 表が示しているのは、政策提言を志向する NGO ア

ドボカシーネットワーク（以下、NGO グループと表

記）と、多様な社会正義のアジェンダを掲げ、オルタ

タティブな世界を志向する直接行動（Direct Action）
のグループの２つの分類である。この図はさらに現実

の変容に合わせて変化・修正を要する箇所もあるが、

現実を反映している。たとえば、NGO グループは、

政府（government）をターゲットにする一方で、直

接行動のグループは、G8 といった先進諸国の連合体

をターゲットにしている。こうした相違は、G8 サミ

ットの存在の是非に関わることがあり、グループの分

離にもつながりうる 。 
 こうした分離という見方は、次のような議論の土壌

になっている。諸国家の存在を前提としない議論があ

る。代表的な論者のひとり、デヴィッド・グレーバー

は、直接行動に訴えるグループの方針が、「直接民主主

義」であり、暴力的な手段も含めた多様な戦術を容認

することが重要であるとしている。そして、「多くの

NGO の人たちは直接行動的な戦術をますます不愉快

に思うように」（グレーバー 2009:28）なっていくこ

ととともに、直接行動のグループは、政策提言型の行

動を優先するグループと袂を分かち、「人びとはそれぞ

れ自分自身の行動を決定すべきだが、それでも（自分

が容認しえない）異なった選択をする人びととの連帯

を保持せねばならない、という倫理」に帰着したとい

う（グレーバー 2009:28）。こうした極論的な運動の

方向性は「新しいアナーキズム」（Graever 2002、グ

レーバー 2009）という理念のもとで、運動の一翼を

形成しつつある。 
 本稿では、こうした議論の積極的な部分は共有し、

ここでは、運動の現在的課題をより明確にするために、

国家との関係に議論を進めていきたい。 
 タローは、グローバルな社会運動の二重性（duality）
について、「ふたつの異なる活動家たちの連携か、新し
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い世界をともに！か」というテーマで論及している

（Tarrow 2005b）。この考察の中で、グローバルな社

会運動の国内への展開について扱い、その条件として

の国内の構造について検討している。グローバルな社

会運動が国内へ展開していく場合に、国家の対応には

次の２つがあるとしている（Tarrow 2005b:63-65）。 
 
１）証明（certification）：行為者の正当性や行動、主

張の国家による承認を指している。 
 
２）抗議の警備（protest policing）：ネガティブな国

家の対応を示しており、デモを警備する、入国制限

を行うなどの警察権力の行使を指している。 
 

以上の２つの見方は、グローバルな社会運動の進展

とともに重要性を増すと考えられるが、抗議の警備が

近年ますます「過剰」になりつつあることが大きな課

題となっている。それは、運動にとって課題であると

いうだけでなく、市民に対する国家権力のパワーバラ

ンスという課題でもある。 
タローは、そうした背景認識のもとに、２つの運動

が連帯していくことを展望し、そのひとつの方向性と

して、「領域を再構築する」（Ansell ＆  Palma 
(ed.)2004）ことをあげる（Tarrow 2005b:66-67）。 

グローバルな社会運動によって「グローバルなもの」

が現出すると同時に、抗議の警備にみられるように、

国内において運動をめぐる環境が平和な状況から暴力

的な政治実践にさらされてしまうと考えると、グロー

バルな社会運動対国家という図式を固定化してしまう

ことになりかねない。そこで、タローは、国家のなか

の飛び地や連携、機会を探すことを提案する（Tarrow 
2005b:66）。それが、「領域を再構築する」という考え

方である。その内実は、グローバル化の進行を背景と

して起こっていると考えられる諸現象が、文化的・経

済的・政治的関心やアイデンティティに対する「外部」

の選択肢を増加させているという現象を指している

（Tarrow 2005b:66）。たとえば、運動体の活動によっ

て交渉の基準が国家レベルからヨーロッパレベルへ移

行する。そのような移行によって、運動体は、国家が

国内の事象に対して権威を持って秩序づけていくとい

う、そうした権威と能力をもっていることに対して、

挑戦しているのである（Tarrow 2005b:66）。 
 タローはこうした見方を進め、交渉の基準を移行さ

せることでいままでにない交渉の場を設けるという内

容の１）領域的な脱出（territorial exit）、さらに、そ

の交渉の場において、新しい機会が再編成されるとい

う内容の２）領域的な政治的交換（territorial political 
exchange）という概念を提案している。こうした、国

家内領域の脱領域化－それがグローバルな市民社会と

いった理念型とどのような関連にあるかは、別の課題

としてあるがー、そこに、グローバルな社会運動の国

内での展開における可能性があるのではないだろうか。 
そして、その可能性を社会学的に分析すること、これ

が、新しいトランスナショナルアクティヴィズムの社

会学の課題である。 
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食育活動「子ども料理教室」の質的調査 

 

－地域活動としての料理教室の到達評価の検討－ 

 

 

上原正子・水野早苗・横山洋子・井戸田道智代 
愛知みずほ大学短期大学部 

 
 
 
１ 緒言 

 食育基本法では「子どもたちが豊かな人間性をはぐ

くみ生きる力を身に付けていくためには、何よりも

『食』が重要である。今、改めて食育を、生きる上で

の基本であって、知育、徳育及び体育の基礎となるべ

きものと位置づける」と述べられており、さらに「さ

まざまな経験を通じて『食』に関する知識と『食』を

選択する力を習得し、健全な食生活を実践することが

できる人間を育てることが求められている。（中略）子

どもたちに対する食育は、心身の成長及び人格の形成

に大きな影響を及ぼし、生涯にわたって健全な心と体

を培い豊かな人間性をはぐくんでいく基礎となるもの

である。」としている。まさに食育は、子どもたちの人

間形成の基礎となるものであるとしているのである。 

 このことを受け、2009 年 4月に改定及び施行された

「保育所保育指針」、「幼稚園教育要領」では「食育」

の位置づけが明確に示された。「保育所保育指針」の保

育の内容では第 5章に「健康及び安全」として「食育

の推進」が新たに加えられ、「食を営む力」の育成に向

け 4 項目にわたる詳しい内容が示されている。特に

（ニ）には「乳幼児期にふさわしい食生活が展開され、

適切な援助が行われるよう、食事の提供を含む食育の

計画を作成し、保育の計画に位置づけるとともに、そ

の評価及び改善に努めること」とあり、さらに厚生労

働省は、研究班作成とした「保育所における食育の指

針」について示し、具体的な子ども像を提示している。 

 また、「幼稚園教育要領」では第 2章「ねらい及び内

容」の「健康」の内容に新たに（五）「先生や友達と食

べることを楽しむ」が加えられ、「健康な心と体を育て

るためには食育を通じた望ましい食習慣の形成が大切

であることを踏まえ、幼児の食生活の実情に配慮し、

和やかな雰囲気の中で教師や他の幼児と食べる喜びや

楽しさを味わったり、様々な食べ物の興味や関心を持

ったりするなどし、進んで食べようとする気持ちが育

つようにすること。」としている。幼児期の食育はより

明確に教育として位置付けられてきていると言える。 

 一方、2011 年 4月から施行される小学校学習指導要

領においては、第 1章総則「教育課程編成の一般方針」

において、「学校における食育の推進」という文言が新

たに明記された。これにより、各学校において「食育」

が指導計画に位置付けられることとなる。 

 食育に関連する教科は生活科、理科、社会、体育、

家庭科などがあり、道徳、総合学習、特別活動におい

ても関連させた指導が可能であることは、様々な小学

校で実践されていることから明らかである。中でも「食

育」と密接な関連があるのは「家庭科」である。子ど

もたちの好きな教科調べで1～2位を占める※1家庭科

は今までに多くの食教育を実践してきており、特に調

理実習は、子どもたちが「覚えている」こと、「将来生

活に役立つこと」としての意識が高い題材である。「で

きる」「わかる」だけでなく、「気づく」「考える」こと

につながる調理実習が食育としての食スキルを高める

こととなると考えられる。 

 では、地域活動としての子どもを対象とした料理教

室はどんな到達評価を持って臨めばいいのであろうか。 

今まで述べてきたように、食育基本法が施行され、教

育としての食育が確立されようとしているときに、ど

んな視点で料理教室を行っていけばよいかについて今

年度開催した料理教室の子どもの感想を基に検討する。  

※1 2006 年ベネッセコーポレーション 

「第 4回学習基本調査・学力実態調査小学生版」 

 

２ 方法 

 平成 21 年 11 月 7 日(土)に、3 歳児から中学 3 年生

までの 74人を対象とした「料理教室」を開催した。 

3歳児から小学2年生までの36人(低学年グループ)と、

小学 3年生から中学 3年生までの 38人(高学年グルー

プ)を 2つの調理室で同時に開始した。 
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参加者の学年・性別の内訳は次のとおりである。 

 男子 女子 合計 

中学 3年生 0 1 1

中学 2年生 0 0 0

中学 1年生 0 2 2

小学 6年生 6 2 8

小学 5年生 5 5 10

小学 4年生 1 8 9

小学 3年生 4 4 8

小学 2年生 4 5 9

小学 1年生 3 10 13

5 歳児 2 0 2

4 歳児 3 2 5

3 歳児 0 7 7

合 計 28 人 46 人 74 人

献立作成・調理計画に当たり、伸ばしたい食の力を

一般的に食事作りによりはぐくまれるという「好奇心」

「五感」を刺激することに着目した。さらにブルーム

の教育目標に分類されるような認知領域(知識・理解)、

情意領域(関心・態度)についても取り入れることがで

きるか試みた。その結果、次の献立に決定した。 

○パエリア 

好奇心 ホットプレートでご飯を「炊く」、サフラン

による米の色付け、加熱によるエビの色の変化、出来

上がり時の量など 

五感 炊きあがるまでの香り、ホットプレートの蓋か

ら吹きあがる気泡と音など、臭覚・触感 

知識・理解 世界地図を用いたスペイン料理の説明 

○トマトのじゃこサラダ 

好奇心 プチトマトを切る、キュウリの板擂りとピー

ラーを用いた皮剥き  

五感 じゃこを炒めている時の香ばしさ、色彩感覚 

知識・関心 トマトの免疫効果(含インフルエンザ) 

○かぼちゃの豆乳ポタージュ 

好奇心 豆乳(大豆)を使用したポタージュ 

知識・理解 食物アレルギーへの理解 

○レモンクリームロール 

好奇心 ロールケーキを作る 

五感 味覚 

 さらに、高学年グループは「とり団子のごま照り焼

き」を調理することとした。この調理では、「こねる・

まるめる・焼く」という好奇心や触感・臭覚を刺激す

る要素とともに、低学年に「おすそ分け」をするとい

う情意的要素を取り入れた。また、認知的要素として、

調理を始める前に、①材料を正しく測るための計量ス

プーンの使い方、②包丁による材料の基本的な切り方

をデモンストレーションにより行った。 

３ 結果・考察 

 感想は全て (幼児を除く) の子どもから回収できた。

これらの感想をいくつかのカテゴリーに分類してみた。

(数字は感想数であるが、一人が複数感想を書いている

ので母数 60より多い) 

(1) 味覚 「おいしかった」「○○がおいしかった」 

                                             26 

(2) 態度 「楽しかった」「うれしかった」「とにかく

おもしろい」                             31 

(3) 受容 「ともだちとできてうれしい」「みんなでつ

くってたのしかったよ」「家のみんなにも今日食

べたものを食べさせてあげたい」           10 

(4) 価値づけ 「嫌いなピーマンをこくふくできたこ

とがうれしい」「もうちょっとこげないようにし

たいな」「ちゃんとできてよかったよ」「しっぱい

したけどおいしかったです」「水を入れすぎてう

すくなったけど、がんばりました」         11 

(5) 関心 「家でも作ってみたいです」「料理教室にき

てよかった」「今度こそ、きれいにおいしくつく

りたいです」「またやりたい」       17 

 高学年グループで行った認知的要素、情意的要素は

調理中の態度や心の動きに大きな関わりを見せた。調

味料を測る時には必ず計量スプーンを使用した。「計量

スプーンはどこ？」と探す態度はグループ全体に重要

なこととして受け止められていた。また、「おすそ分け」

では、子どもたちが「なぜ、あげなくちゃいけないの」

「いくつあげればいいの」などと問いかけてくる態度

が見られ、料理を分ける、食べていただくという食を

通じたコミュニケーションが家庭の中で希薄になって

きていることがうかがえた。 

 食育基本法の第 11条には、教育関係者等の責務とし

て「教育並びに保育、介護その他の社会福祉、医療及

び保健に関する職務に従事する者並びに教育等に関す

る関係機関及び関係団体は、食に関する関心及び理解

の増進に果たすべき重要な役割にかんがみ、基本理念

にのっとり、あらゆる機会とあらゆる場所を利用して、

積極的に食育を推進するよう努めるとともに、他の者

の行う食育の推進に関する活動に協力するよう努める

ものとする。」とあり、大学・研究機関などには食の情

報をアクセスできる機関としての役割が求められてい

るといえる。 

 今回の料理教室の感想からは 5つのカテゴリーが見

えてきた。「味覚」「態度」「受容」「価値づけ」「関心」

は、いずれも子どもの健全な成長に欠かせないもので

ある。子どもを対象とした料理教室においてはこれら

5 つの視点から到達評価を定めていくことが肝要であ

り、単発であっても教育機関としての役割を果たすこ

とができる取り組み方が必要であると考える。 
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給食管理実習(学内)における 

衛生管理の理解を深めるための改善とその評価 

 
 

 

上原 正子・井戸田道智代・伊奈 陽子 
愛知みずほ大学短期大学部 

 
 
 
１ 緒言 

 栄養士・管理栄養士養成校では、平成 14年 4月に栄

養士法が改正されたことにより、新たなカリキュラム

による教育がスタートしている。このカリキュラムは

栄養士と管理栄養士の役割・資質が明確でないことや

高度な専門性を求める社会のニーズに対応するもので

あり、従来のカリキュラムに比べ栄養士・管理栄養士

に必要な知識、技能、態度及び総合的能力をより深め

るものとなっている。 

「給食管理」においても、栄養士課程は「給食業務

を行うために必要な食事の計画や調理を含めた給食サ

ービス提供に関する技術を習得する」とし、管理栄養

士課程は「給食経営管理論」として独立し、「給食運営

や関連の資源を総合的に判断し、栄養面、安全面、経

済面全般のマネジメントを行う能力を養う、マーケテ

ィングの原理や応用を理解するとともに、組織管理な

どのマネジメントの基本的な考え方や方法を習得す

る」とした。 

新たなカリキュラムに沿った栄養士課程の「給食管

理」の教育にあたっては給食運営の技術の習得が大き

な目標とされたことから、調理学、給食計画論、給食

実務論などと関連させた知識とともに、学内実習・校

外実習での体験が重要となり、特定給食施設における

現場情報を教材として取り入れるなど、栄養士の役割

が十分に発揮できるような教育内容が必要となってい

る。平成 16年の調査では、厚生労働省令(健康増進法)

で定める特定給食施設※１(46,157 施設）において、栄

養士・管理栄養士どちらも置いていない施設は 14,817

施設あることが報告されており、給食管理の運営に高

い知識と技能を持った栄養士の育成が急がれる。 

 給食システムの大きな柱は「栄養・食事管理」「生産

管理」「安全・衛生管理」である。給食施設における衛

生管理は HACCP の考え方に基づき、元厚生省が通知し

た「大量調理施設衛生管理マニュアル」(平成９年)が

基準となっている。 

 「大量調理施設衛生管理マニュアル」は平成８年に

給食施設や弁当屋・仕出し屋において広域に発生した

腸管出血性大腸菌０１５７を予防するためのものとし

てまとめられ、その後、平成 15年、平成 20年 6月に

一部改正されている。食中毒の全国状況をみると患者

数 500 名以上の大規模食中毒は「大量調理施設衛生管

理マニュアル」通知後減少し、2009 年は国内で 2例の

みとなった。伊藤武※２は、「これら大規模食中毒の減

少には、保健所などの行政機関が集団給食施設、仕出

し屋あるいは製造業などに対して積極的な衛生管理の

推進がなされたことと事業者も自主衛生管理を実施し

たことが要因となっている」としている。 

 

東京電力(株)「電化厨房ドットコム」メールマガジン伊藤武作成 
 

 しかし、大規模食中毒は減少したものの患者数２名

以上 500 人未満の食中毒については、15年は 275 件で

あったものが 19年は 344 件となり、ノロウイルスによ

る食中毒の増加がみられる。平成 20年 6月の「大量調

理施設衛生管理マニュアル」の改正は「手洗い」や加

熱時の「中心温度」についてノロウイルスに対応した

より高度な対策となっており、（平成21年12月速報値:

ノロウイルス食中毒は減少 159 件）現場の調理従事員

などを指導する立場にある栄養士にとってマニュアル
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を熟知していることは必須条件となる。 

 そこで、本校における給食管理実習（学内）の教育

方法を見直すとともに、HACCP 及び「大量調理施設衛

生管理マニュアル」に則した衛生管理が身に付けられ

るような改善を進めることとした。ここでは学生が給

食管理実習に何を期待しているかのアンケート結果と

今回の改善内容、実習後の自己評価について報告する。 

※１特定給食施設とは「特定かつ多数の者に対して継続的に

食事を提供する施設のうち栄養管理が必要なものとして厚生

労働省令で定めるもの」と定められ、「継続的に１回 100 食以

上又は１日 250 食以上の食事を供給する施設」となっている。

平成 18 年度末現在特定給食施設は 47,472 施設あり、種類別

構成割合でみると、「学校」（35.5%）「老人福祉・児童福祉・

社会福祉・矯正施設」（30.0%）「病院・介護老人保健施設」

（17.5%）の順となっている。 

※２（財）東京顕微鏡院食と環境の科学センター 

 

２ 給食管理実習に対する期待 

 本校の食物専攻の学生は１回生前期から給食管理に

かかわる学習を行っている。 

前期に２回生が調理した食事を喫食し、喫食後、ア

ンケートによる食事内容評価を行い、後期に給食管理

の講義を受ける。そして２回生前期に給食管理実習（学

内）に臨む。今年度は実習前に「あなたは給食管理実

習で何を習得したいですか」についてアンケートを実

施した。次の 10項目の中から 3項目選ばせた。 

（食物栄養専攻２回生 33名） 

あなたは給食管理で何を習得したいですか。 

１ 給食マネジメントの全体の流れを理解したい 

２ 大量調理の調理工程を理解したい 

３ 作業工程表を作成できるようにしたい 

４ 集団給食の衛生管理の実際について学びたい 

５ 大量調理における調理時間の配分及び作業工程の実際に

ついて学びたい 

６ 集団給食の機械・器具の使い方について知りたい 

７ 集団施設における非汚染地域及び汚染地域の区分につい

て理解したい 

８ 献立の立て方について理解したい 

９ 喫食者にあった栄養教育の実際について知りたい 

10 給食の評価方法について知りたい 

 

 集計結果は次の図のようになった。４や７の衛生管

理に関するものへの期待感は低いことが分かった。 

 

３ 整備・改善内容 

(1) 大量調理施設衛生管理マニュアルに沿った改善 

(ハード面) 

① 検収室の充実（HACCP に基づいた重要管理点） 

原材料の受け入れにあたって十分な検収ができる

ように設備機器の移動を行った。 

② 手洗い区域の充実（平成 20年 6月改正の重要点） 

 平成 20 年の改正で手洗いはより具体的な規定とな

った。新たに 2回以上の繰り返し洗浄としたことは手

洗い設備の改善の必要性を促したものと捉えられる。 

③ 本調理室動線の見直し 

 二次汚染を防止するため、物・人の動線が交差しな

いように設備機器の移動を行った。 

 

 
④ 培養器の導入 

ドライ運用による作業が食中毒菌に対して有効か

どうかの把握を行うため、フードスタンプ用培養器を

購入して食堂内に設置した。 

⑤ 食管消毒保管庫を器具保管庫に改善 

 パンラックなどにむき出しのまま置かれたものにつ

いて食管消毒保管庫の中に収納した。 

⑥ 用途別にシンクを区分 

 食材洗浄は専用のシンクとして器具用シンクと区分

した。 
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⑦ その他 

・保存食はクリップシーラーを活用したビニール密閉

式に改めた。 

・非接触型温度計を充足させた。 

・爪ブラシは個人用とした。 

(2) 実習ローテーションの改善(ソフト面) 

 新たに検査班を設けて「調理班」「準備班」とともに

学生を３班に編成した。検査班は調理過程における栄

養士役として位置付けた。 

 ・水道水の次亜塩素酸濃度の確認及び水質官能検査 

 ・アルコールによる設備機器の消毒 

 ・食品の検収 

 ・保存食の採取・廃棄 

 ・冷蔵庫・冷凍庫の温度管理 

 ・消毒保管庫及び保温庫の温度管理 

 ・中心温度の確認 

 ・フードスタンプによる細菌検査 

 ・調理班がドライ運用しているかどうかのチェック 

 

 

 

 

 

 

 

 また、実習が始まる前に「過去の食中毒の事例」に

ついてのレポートを作成させたり機器についての具体

的な洗浄・消毒方法などについてまとめさせ発表させ

たりするなど、衛生管理に対する関心・意欲が高まる

よう進めた。検査班は１人３回実践できるように実習

を９回とした。 

 

４ 結果 

(1) 衛生管理に関する理解度 

実習終了後、給食管理実習振り返りシートによる衛

生管理の重要点に対する理解度についての自己評価を

行った。評価を「全く理解できなかった」「やや理解で

きた」「理解できた」の３点評価とした。さらに、「理

解できた」を客観的に把握するため評価できる「理由」

を記述させた。「水質検査の必要性」は「残留塩素の値

が調理に適しているかどうか確認するため」であるが

自己評価を３とした者の中には「安全かどうか」と曖

昧に答える者や、「菌がいないかどうか」と誤った理解

をしている者もみられた。 

項目 

１ 水質検査の採取方法 

２ 水質検査の必要性 

３ 調理前の器具の消毒方法とその必要性 

４ 検収の役割 

５ 検収の温度確認方法とその必要性 

６ 保存食の取り方 

７ 保存食の必要性 

８ フードスタンプによる汚染度チェックの必要性 

９ 中心温度の測定法 

10 冷蔵・冷凍庫内温度測定の必要性 

 

 

項目 １ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ 10

で き な か
った 

1 6 3 3 8 2 2 4 2 9

やや 
できた 

21 18 21 19 16 16 17 18 16 18

理解 
できた 

7 5 5 7 5 11 10 8 11 3

 

また、自己評価を「理解できなかった」１点、「や

や理解できた」２点、「理解できた」３点と得点化した

ところ、次の一覧のような結果が得られた。 

 

自己評価平均得点一覧 

 自己評価項目 得点

１ 水質検査の採取方法 2.21

２ 水質検査の必要性 1.97

３ 調理前の器具の消毒方法とその必要性 2.07

４ 検収の役割 2.14

５ 検収の温度確認方法とその必要性 1.90

６ 保存食の取り方 2.31

７ 保存食の必要性 2.28

８ フードスタンプによる汚染度チェックの必要性 2.21

９ 中心温度の測定法 2.31

10 冷蔵・冷凍庫内温度測定の必要性 1.86
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 得点が高かった項目は「6:保存食の取り方」「7:保存

食の必要性」「9:中心温度の測定」であり、全体的に「方

法」は得点が高く、「必要性」については低い傾向にあ

った。 

(2) 調理過程の衛生管理についての感想 

29 人中 17 人が「大変だった」「役に立った」「食中

毒に気をつけて実習できた」などの主観的な感想であ

ったものの、12人は「検査班でみていると汚染地域で

調理をしている班があった」「汚染ゾーンの区別をしっ

かり守っている」「てきぱきしている班をみていると事

前の計画の大切さがわかった」など検査班として、調

理班を客観的にみた感想がまとめられていた。 

(3) その他フードスタンプの実施状況 

検査班は作業工程表から重要管理点を確認し、フー

ドスタンプの検査箇所を決定した。検査箇所は次の図

のとおりである。 

この他にカウンター、手指、洗米機、ガス台、床、

エプロン、棚などがある。 

  

 

 

５ 考察・学生の態度からみえるもの 

(1) 授業改善による成果 

作業動線が衛生的に進むようになった。検査班を経

験した後、調理班として調理に臨む学生はその動線が

大きく変わってきた。これは検査班の体験を通して調

理する過程が見えるようになってきた成果であり、衛

生的な動きを考えることができる者や、さらに効率的

な動きが見られる者もいた。 

作業工程表作成能力が向上した。準備班における作

業工程表の作成では、黒板に大きく給食管理室の図を

描き、人の動線、食材の動線をシュミレーションして、

互いに確認し合う様子が見られた。設備の改善により、

汚染地域・非汚染地域が解り易くなったこともあり、

「手洗い」「使いすて手袋の交換」など HACCP 重要管理

点に基づいたマークを書き込んだ解りやすい工程表が

作成された。作業工程表作成能力は給食施設の栄養士

に不可欠な資質であり、求められるニーズである。作

業工程表作成に意欲的に取り組むことができたことは

大きな成果である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 自己評価からみえるもの 

 得点が低い項目は「5:検収の温度確認方法とその必

要性」「10:冷蔵・冷凍庫内温度測定の必要性」である。

検収の温度確認は担当人数が限られたことから体験で

きない者がいたことが理解できない原因となったと思

われる。また、冷蔵・冷凍庫内温度はどこで測定する

のか、いつ測定するのかをあらかじめ適切に指示して

いなかったことが必要性を理解するに至らなかったと

考える。 

得点が高い項目は「6:保存食の取り方」「7:保存食

の必要性」「9:中心温度の測定法」であった。他の検査

との違いはいずれも検査班が調理班と関わって進めて

いく検査であることである。「保存食」は調理後の給食

を採取するため調理班に確認しながら進めていく。ま

た、中心温度の測定は調理過程で何回か確認するため、

検査班は調理班に協力を求めて進んでいく。「できあが

ったら呼んでください」「時間になったら声をかけてく

ださい」など、指導者としての言葉遣いをする学生が

みられた。他者とかかわることは検査班としての自覚

を促し、マニュアルを遵守した正確な検査を実施しよ

うとする意欲に繋がったと考えられる。 

 

６ まとめ 

HACCP 及び「大量調理施設衛生管理マニュアル」に

則した改善は学生が給食施設の衛生管理を理解するの

に役立った。自己評価の平均は 2.13 であり、全体評価

として「やや理解できた」となった。課題として検査

班の役割を明確にする手立てを考えていく必要がある。 

 

参考資料 

東京電力株式会社「電化厨房ドットコム」メールマガジン 
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名古屋市生涯学習推進センター共催 

平成 21 年度大学連携講座実施報告 

 

－ショック・食の危機!?国際的な視点から食を考える－ 

 

 

上原 正子 
愛知みずほ大学短期大学部 

 
 
 
１ 大学連携講座とは 

 大学連携講座は、名古屋市生涯学習推進センター(以

下、推進センター)が平成 14年度より参加大学との共

催で実施している事業である。推進センターでは生涯

学習に期待する市民のニーズが年々多様化しているこ

とから、大学等高等教育機関と連携した事業を展開し、

その充実を図ってきており、様々なテーマ「歴史」「文

化」「ものづくり」「健康」「国際理解」「人権」「親学」

「環境」などをとり上げ、幅広く展開している。講座

数は前期・後期各 15～20講座程度である。 

 平成 20年度には新たな視点として「食育」をテーマ

にした新しい大学連携シリーズを行っている。これは

複線には名古屋市食育推進計画の指標である「食育に

関心を持っている市民」の割合を高めるための施策と

して捉えることもできる。 

この講座は、本学と他 2 大学による「和食を学び、

食通から食育通へ」と題した 3回シリーズであり、10

～11 月の木曜日、午後 2～3時 30 分の時間帯に行なわ

れた。1 回目は「長寿を支える和食は古典バイオの傑

作」、2回目は「魚や野菜を食べて生活習慣病を予防し

よう」という「和食のすすめ」について他大学がそれ

ぞれ行った。3回目は「食育のすすめ」と題し、「食育

基本法の背景」「私たちは何をどう食べたらいいの」な

どの内容の講和を本学が担当した。3 回目の受講者数

は 56 名であり、60～70 代が 8 割を占めていた。シリ

ーズを通した受講後のアンケートには「食育には興味

があった」「食育の大切さがよくわかった」などととも

に、「自分の食生活を反省しよかった」「生活にすぐ活

かせる話が多く参考になった」という感想がみられ、

「食育」に関する興味・関心より、実践・活用できる

ニーズの方が高いように感じられた。目的は「食育」

についての興味・関心を高めることにあることから、

今後の募集にあたってはテーマの主旨を明確に伝える

ことや内容を一貫したものに絞り込む必要を感じた。 

 

２ 食育の目的 

 食育基本法の前文には、「・・（前略）・・一方、社会

経済情勢がめまぐるしく変化し、日々忙しい生活を送

る中で、人々は、毎日の『食』の大切さを忘れがちで

ある。国民の食生活においては、栄養の偏り、不規則

な食事、肥満や生活習慣病の増加、過度の痩身志向な

どの問題に加え、新たな『食』の安全性の問題や、『食』

の海外への依存の問題が生じており、『食』に関する情

報が社会に氾濫する中で、人々は、食生活の改善の面

からも、自ら『食』のあり方を学ぶことが求められて

いる。・・（後略）・・・」とあり、食育基本法の目的を、

「現在及び将来にわたる健康で文化的な国民の生活と

豊かで活力ある社会の実現に寄与すること」としてい

る。 

 日常の食が健康に与える影響については一般的に言

われてきたことであり、国においても健康増進の観点

から食にかかわる施策を勧めてきている。古くは昭和

27 年の「栄養改善法」に始まり、「健康づくりのため

の食生活指針」（昭和 60年）「外食栄養成分表示ガイド

ライン」（平成 2 年）、「21 世紀における国民健康づく

り運動（健康日本 21）」（平成 12年）、「食生活指針」（平

成 12年）など、健康に過ごすための食生活の在り方に

関する情報を国民に向け示している。現在、食育基本

法成立と同時に作成された「食事バランスガイド」は、

その定着を図るためあらゆる場面で啓発を行っており、

国民は日常の食生活に実践・活用できる情報として注

目してきている。 

 一方で前述した食育基本法の前文にあるような食の

安全性の問題や、食の海外への依存の問題は、最新の
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科学的知見に基づく情報や各種資料を正しく、客観的

に捉えることが必要であり、個々人の興味・関心の深

さがそれを可能とすると考えられる。 

食の安全性ではＢＳＥ関係、食品の残留農薬関係、

輸入食品関係、遺伝子組み換え食品関係、魚・メチル

水銀関係が大きな問題となっており、食の海外依存で

は先進国の中で最低となっている食料自給率が問題と

なっている。また、食育推進基本計画の中には「知的

財産立国への取組との連携」として日本の食文化を「日

本ブランド」として構築しようとする施策もあり、海

外における日本の立場は遂次流動的といえる。 

食育基本法の目的である「健康で文化的な国民の生

活と豊かで活力ある社会の実現」を図るには、置かれ

ている自分の立場をみつめることができる情報とその

情報を手に入れる手段（機会）が必要である。 

 

３ 平成 21年度大学連携講座 

 平成 21年度後期大学連携シリーズ講座は、「なごや

文化・食育」の 2つのテーマで行った。文化について

は名古屋城築 400 年を記念した「名古屋の魅力再発見

～受け継がれた文化と伝統～」とし、食育については

「ショック・食の危機!?～国際的な視点から食を考え

る～」とした。 

まず、本学が「食育のすすめ」と題して「日本の食

の現状」と「なぜ食べなければならないのか」につい 

てまとめた。次に「グローバル化時代のアジアと日本 

～食の安全保障と環境利用から考える～」について他

大学が担当した。このテーマでは、食料の安全保障 

（food security ）という近年に発達した概念を紹介

し、食料自給率が 4割である日本の食生活がアジアを

中心とした世界の環境におよぼす影響を考察するとと

もに、日本の食がもたらすアジアの環境破壊について

歴史学的な「世界システム論」に基づき再考している。 

 日本は、2000 年 OECD による相対的貧困率※統計で

はメキシコ、トルコ、アメリカに次いで 4番目（14.9%）

に貧困率が高い国となっており（2006 年は 15.7%）、対

ＧＤＰ債務残高比率は世界 2位（172.1%）の「借金大

国」（126 カ国・地域、米中央情報局調）というデータ

ーがある。12月から 1月の木曜日、夜（6時 30 分～8

時）の開催であり、参加者は 28人であったが、参加者

にとっては、日本が勤労者層の格差が拡大している国

であることを理解し、生きていくための食料の安全保

障について理解を深めたことと考える。 

 大学連携講座は教育・研究機関である大学の知識・

情報を的確に伝えることができる手段である。日常の

研究成果を地域に活かすことができるような連携の模

索が急がれる。 

        ※2006 年は年間所得手取り 127 万円未満 
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栄養士養成施設における校外実習について 
 

本学の学生が校外実習で学んだこと 

 

 

水野 早苗・横山 洋子・伊奈 陽子 

愛知みずほ大学短期大学部  

 

 

 

１.はじめに 

栄養士免許を取得するための必修科目である給食管

理（給食の運営）実習は、学内実習・校外実習を合わ

せて 2 単位以上と規定されている。これらの実習の教

育目標は、「給食業務を行うために必要な、食事の計画

や調理を含めた給食サービス提供に関する技術を修得

する」とされている。 

学内実習は学内の集団給食施設において行う実習で、

教員の指導のもと、給食にかかる工程を学生の手で行

いながら「給食の運営」の基礎を学ぶ。 

校外実習は、病院、小学校、福祉施設などの特定給

食施設で学生自ら給食業務に携わりながら、現場の栄

養士の指導のもと栄養士業務の実際を学ぶ実習である。 

 いずれの実習も学生にとって栄養士の業務を経験す

る貴重な機会であり、特に校外実習では各給食施設で

栄養士業務の現実に接し多くのことを学ぶことから、

本実習をきっかけとして進路を決定する学生も少なく

ない。 

そこで、本学の校外実習の現状と、校外実習での経

験が学生の意識（栄養士という業務に対しての）に対

してどのような影響を与えるかなどについてまとめた。 

 

2.実習施設の決定まで 

⑴ １回生後期に、校外実習の目的や実習内容について 

説明をした後、各学生に対して実習希望施設の調査を 

行う。 

⑵ 学生の希望をもとに、学生の居住地、受講する集中 

講義の開講期間等を考慮し、各学生の実習施設先およ 

び実習期間について案を作成する。なお、本学では校 

外実習による講義の欠席を少なくするために、なるべ 

く夏期休業中に実習を行うように調整している。 

⑶ 各実習班の班長を選定する。班長は教員から班員へ

の連絡窓口、意見の取りまとめなどの役割をする。 

⑷ 学校から各実習施設に依頼状を送付、施設からの承

諾書を受領し、実習施設および実習期間が決定する。 

 

3.実習施設決定から実習開始まで  

 実習施設が決定してから、事前指導によって予習・

準備等の指導をおこなう。それに従って、学生各自で

実習に向けての準備を進める。 

 以下に、実習初日までの主な事前指導の内容と準備

についてまとめた。 

⑴ 事前指導として担当教員から実習の持ち物、服装な

どの注意事項、書類・実習ノートの書き方、課題が出

された場合の取り組み方などについて説明を受ける。 

⑵班ごとで、コミュニケーションづくりに重点を置き

ながら役割の分担や準備の計画立てなどをする。 

⑶ 事前訪問について 

実習生は実習の約１ヶ月前に実習施設を訪問する。 

この事前訪問では、施設の指導担当者から実習中の

注意点などの説明を聞いたり、施設見学などが行われ

る。また、この時に実習課題を課せられる。 

⑷ 細菌検査について 

校外実習は、定められた細菌（赤痢菌、サルモネラ

菌、腸管出血性大腸菌 O-157）の検査結果が陰性者のみ

受けることができる。 

各自で実習１週間前の検体について検査機関で検査

を受け、その結果(証明書)を実習初日に実習施設に提

出することになっている。 

⑸ 課題作成について 

事前訪問で課せられた課題を期日（主に実習当日）

までに完成させる。課題は個人に対する場合と班単位

に課せられる場合がある。課題が献立作成や菓子作り

などの場合は、必ず試作をし、作り方のコツや要点を

記し、製品の写真を添付する。 

平成 21 年度の課題の例を以下に挙げる。 

(病院) 

・幼児またはシルバー食のおやつ作り 

(事業所給食) 

・栄養指導のポスター作り 

・工場昼食献立作成（弁当箱形式） 
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  ※条件（一食あたり） 

エネルギー900±50Kcal、タンパク質 25±3ｇ、

脂肪 24±3ｇ、品数が 5品以上あること 

単価：200±10 円（使用量、税込） 

      （ただし、米は無洗米 120ｇ/33 円とする） 

(小学校) 

・低・中・高学年を対象にした給食指導の媒体作り 

 ※一人 3種の媒体を考える（給食指導 5～10 分）。 

(高齢者福祉施設) 

・「栄養ケア・マネジメント」について調べ理解する。                                   

・高齢者が食べるお菓子作り 

 

4.学生の希望実習施設 

 学生が希望した実習施設の割合と希望した理由につ

いてまとめた。 

⑴ 希望施設の割合 

 過去 5 年間の調査結果を図 1 にまとめたが、施設別

の希望者数には、明らかな年次変化や特徴は見られな

かった。 

 

⑵ 校外実習先として希望した理由を、過去２年間（平

成 19・20 年度生）に実施した学生へのアンケート結果

から施設別にまとめた。 

①病院 

・将来病院の栄養士として働きたいから 

・病気や病状にあった献立の立て方、食事の作り方を

学びたいから 

・授業で病人食について勉強して興味を持ったから 

・大変そうだけどやりがいがありそうだから 

・患者さんにおいしい食事を作ってあげたいと思った

から 

②高齢者福祉施設 

・施設で暮らす人にとって食事は生活の楽しみのひと

つだと思うので、おいしくて栄養バランスの良いもの

を食べて楽しんでほしいと思ったから 

 

・身体の不自由な祖母に料理を作ったとき、とても喜

んでくれたので、おいしい料理で施設の方たちにも笑

顔になってほしいと思ったから 

・高齢化社会の現状を勉強したいと思ったから 

・福祉施設の給食ではどんなことに気をつけているの

かを実際に見てみたかったから 

③小学校・給食センター 

・小学生のころ給食が好きだったので、給食を作る現

場を自分の目で見てみたかったから 

・知人から仕事内容や衛生面の厳しさなどを聞き、実

際に体験してみたいと思ったから 

・学校給食の栄養士にあこがれていたから 

・将来学校給食関係の仕事がしたいから 

・栄養教諭の資格を目指しているため 

・子供と触れ合いながら仕事がしたいと思ったから 

・子供が大好きで、給食をたくさん食べてくれるのを 

見たいから 

④事業所給食 

・将来社員食堂で働きたいと思っているから 

・仕事の合間に摂る食事は仕事の楽しみだろうと思い、

社員食堂の風景にあこがれていたから 

・産業給食の現場を見てみたいから 

・生活習慣病やメタボリックシンドロームなどに対す

る栄養士の取り組み方を見たかったから 

 

5.学生が実習で学び得たこと 

平成 21 年度の実習施設を図 2に示した。 

実習の終了後に学生に実施したアンケートから、実

習で学んだことやそれによる自分自身の意識の変化に

ついて施設別にまとめた。 

 

⑴ 実習によって学んだこと 

①病院 

・NST の具体的な活動内容 

・病状に伴う食事制限について 

・病状に応じて食事を用意する苦労と責任 

・栄養補助食品の利用法など 

・調理場での徹底した衛生管理の重要性 

・栄養士の仕事が大変忙しいということ 

・栄養士には体力が必要だということ 

・時間にゆとりをもって行動することの大切さ 
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・自分の仕事に責任を持つことの大切さ 

・挨拶やコミュニケーションの大切さ 

・厨房は騒がしいので、大きな声で話すことが大切 

②高齢者福祉施設 

・利用者に対する思いやりの心（利用者の食欲が少し

でも増すように、食材の切り方や盛り付け方を工夫） 

・栄養士には利用者とのふれあいが大切ということ 

・利用者の立場や気持ちを考え、理解し、行動するこ

との大切さ 

・福祉に関する知識（保険や法律についての）が必要 

③小学校・給食センター 

・衛生・安全管理についての高い意識と確実な実行が

重要だということ 

・献立作成の成り立ち 

・児童が給食を食べるときの問題点 

④事業所給食 

・産業給食では利用者に低価格で満足できる食事を提

供することが必要で、それがとても難しいということ 

・食事提供のタイミングの大切さ（適温での提供） 

・産業給食では時にはパフォーマンス（目前でのソー

スかけなど）も重要だということ 

・利用者を待たせないスピードが大切 

・笑顔での接客が大切 

・失敗しても一生懸命考えると何らかの道は見つかる

ということ 

・すべてのことに無駄遣いをしない工夫が必要 

・臨機応変に対応しなくてはならない現場の大変さ 

・厨房には多くの危険があり気を抜いてはいけない 

・給食施設は、1本の毛髪混入によって信頼を失うこと

があるので、衛生面では細部まで注意することが重要 

・包丁の使い方一つで大きな怪我につながり、その結

果作業効率が低下するということ 

・自分の健康管理の大切さ 

・栄養士には体力が必要 

・いつも周りの人に支えられているということ 

・調理師とのチームワークの大切さ 

⑵ 現場の栄養士と接して“栄養士に一番必要なこと” 

は何だと感じたか 

①病院 

・集中力 

・積極性 

・やさしさと思いやりの心 

・臨機応変に対応する能力 

・冷静沈着に行動できること 

・間違いをきちんと正せる心の強さ 

・食品の栄養価や食べ合わせ等を総括的に考え、患者

さん個々に対して必要な食事を考えられる知識と経験 

・病気、衛生、栄養などの知識 

②福祉施設 

・利用者が話しかけやすい明るい雰囲気 

・利用者への思いやりの心 

・栄養についての知識 

・福祉に関する制度や法律についての知識 

③学校 

・コミュニケーション能力 

・強い精神力と大らかさ 

・指導力（授業） 

・どんな児童に対しても公平であること 

・児童の発達段階における特徴の把握 

・アレルギーについての知識 

・授業をするための幅広い知識と話術 

④事業所給食 

・明るく社交性があること 

・強い精神力 

・想像力と柔軟性 

・周りをみて、的確な指示を出せること 

・栄養や食品のことはもちろん、スタッフのことも把

握しておくこと 

・コミュニケーション能力が大切 

・優しく穏やかで、気さくな人柄 

・冷静に全体を把握し、状況に応じて臨機応変に対応

できる柔軟性 

・利用者や従業員の気持ちを考えられる広い心 

・人の話をしっかり聞けて、人から信頼される人間性 

・失敗してもへこまない強さ（忍耐力） 

・人に教わることができる、余裕のある心 

・従業員の人間関係や変化を見抜く目 

・栄養や食品、調理に関する幅広い知識と経験 

・経済に関する知識 

・工場全体を知っていること 

・衛生管理の知識 

⑶ 校外実習に行く前と行った後で、自分の気持ちの中

で変化したこと（栄養士という仕事についての認識、

自分の将来についてなど）。 

①病院 

・中途半端な気持ちでは栄養士になれないから、強い

気持ちでがんばりたいと思った。 

・厨房全体を見ながら仕事ができるような栄養士にな

りたいと思った。 

・現場の栄養士さんから色々な話を聞いて、勇気がわ

いて将来頑張って管理栄養士になりたいと思った。 

②高齢者福祉施設 

・調理員や利用者とのコミュニケーションが大切だと

思った。 

・人と話すのが苦手だったが、実習で相手の顔を見て

話すことの大切さを学び、努力して少しずつできるよ
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うになった。 

③学校 

・将来は学校給食に係わっていきたいと改めて思った。 

・徹底した衛生管理に驚いたが、食中毒などの問題か

ら時代や社会に適した対応が必要なのだと理解できた。 

・10 分ほど授業をしただけだが、緊張して思ったよう

にできず、『人に教える』というのは大変な仕事だとわ

かった。 

④事業所給食 

・栄養士は想像以上に調理場での仕事が多いと知った。 

・栄養士は、調理場の従業員と管理職との間に入って

まとめるなど人間関係の面でも大変な仕事だと思った。 

・栄養士はとてもやりがいのある仕事だと思い、より

一層栄養士になりたいと思った。 

・栄養士、調理員いずれの仕事でもいいから調理場で

働きたいと思った。 

・実習先の食堂はカフェテリア方式で多くの献立を立

てる必要があり、栄養士はレパートリーを多く持って

いなければいけないので大変だと思った。 

・自分は栄養士で就職が内定しているが、自分に栄養

士が務まるか不安に思った。 

・栄養士の仕事がよくわかった。 

・栄養士の仕事は、調理師さんの補助や休みの人の穴

埋めなど体力のいる仕事も多いことがわかった。 

・栄養士が大変な仕事だということは分かっていたが、

これほどとは思わなかった。 

・栄養士は臨機応変に動かなくてはいけないと思った。 

 

6.実習施設側から学生への評価 

 実習施設の指導担当者からの本学実習生に対する評

価を、巡視の際の評価、文書による評価をもとに過去 2

年間について簡単にまとめた。 

・事前に課した課題に関して、一生懸命に取り組んだ

様子が見える。 

・大変元気がいい。 

・自分の仕事が終わると、次にやるべき仕事を聞いて

くるなど積極的である。 

・事業所給食の社員食堂において、接客態度が明るく

て大変いい。 

・実習中にたくさんの質問をして、まじめに取り組ん

でいる様子だ。 

・実習ノートに、指導担当栄養士が説明したことがす

べてきちんとまとめられていて感心した。 

・託児所や緩和ケア病棟での実習にも、臨機応変に対

応しているのを見て感心した。 

・挨拶や言葉づかい、服装など礼儀正しい 

など、多くの施設で実習の取り組み方や挨拶、社会

人としてのマナーについて高い評価を頂いた。 

その一方、 

・実習で何が学びたいのか、実習の目的がはっきりし

ていない。 

・包丁の使い方の基礎ができていない。 

・食事のマナーが悪い学生がいた。 

・病院実習に臨むときは、病気についての基礎知識や

食事制限が必要な理由などについて、もっと予習をし

て理解してきてほしい。 

・衛生面での不注意（つい食品を素手で触ってしまっ

た、帽子から髪の毛が出ていた、つい帽子を被らない

で厨房に入ってしまったなど）が目に付いた。 

などの指摘もあった。 

 

 全体として、実習に対してしっかりとした目的を持

って予習や準備を整えて臨んだ学生は、実習で得たも

のも多く施設側からの評価も高い。また、アルバイト

（特に接客や厨房）の経験がある学生はコミュニケー

ション能力、積極性、要領のよさなどで、いずれの施

設でも高い評価を受ける傾向があった。 

 

7.おわりに  

この調査によって学生が校外実習で多くのことを学

んだということがわかった。 

例えば、食品・栄養の知識、安全・衛生への意識、

厨房でのコミュニケーション能力などはいずれの施設

の栄養士にも求められるが、病院栄養士には病気や治

療に関する高い専門性、高齢者福祉施設の栄養士には

利用者に対する温かい心、小学校・給食センターの栄

養士には指導力、事業所給食の栄養士には運営能力や

接客能力が要求されるということがわかったようであ

る。また、栄養士の業務が多岐にわたっており、予想

以上に大変であることを知って不安に思う学生がいる

反面、やりがいを感じて管理栄養士取得の意識が高ま

った学生もいるようである。 

以上のように、校外実習は学生にとって栄養士の業

務を体験できる貴重な実習である。そして学生の多く

が校外実習で現場の栄養士と接し、また、栄養士の業

務を体験することで様々な影響を受けてくるようであ

る。このような意味からも、校外実習が単なる単位修

得や思い出作りを目的とするものではなく、学生の将

来にとって有意義な実習になるように、一人ひとりが

しっかりとした目的意識を持って臨んで欲しいと考え

ている。 
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愛知みずほ大学短期大学部平成 21 年度秋の公開講座報告 

 

福江 昭子 

愛知みずほ大学短期大学部公開講座委員会 

 

公開講座主題 「健康を考える －栄養・健康食

品・食育－」 

 

開催月日及び講義題名と講義者 

 第１回  平成 21 年 10 月 3 日（土） 13 時 00

分～15 時  

「高田学区の児童と保護者の食品加工実習（食

育）」 

水野早苗 横山洋子 井戸田道智代 伊奈陽子 

 第 2 回  平成 21 年 10 月 17 日（土） 13 時

00 分～14 時 30 分  

「地域で伝えられた食べ物 その 3」柳瀬柳子 

 第 3 回  平成 21 年 10 月 31 日（土） 13 時

00 分～14 時 30 分  

「パクパク食べて、いきいき生きよう その 3」

小山純子 

 

各講義内容 

第１回 「高田学区の児童と保護者の食品加工実

習（食育）」   

加工実習のため人数制限が必要であったため、

児童・保護者 15 組 30 名とした。 

実習内容 

1、 リンゴジャム 

リンゴジャムの食材はジャムに適した「紅玉」

を用いた。 

2、 袋豆腐 

 袋豆腐の食材は「黄大豆（北海道産）」を用い

た。この大豆は時間の関係上主催者側で、洗っ

て一晩水につけておいたものを提供した。 

  

第 2 回 「地域で伝えられた食べ物 その 3」   

1、 地産、地消の見直し 

・地元で生産された食材を地元でもっと消費 

・ わが国の食料自給率 

・ 愛知県の食料自給率 

・ 名古屋市の食料自給率 

2、 旬のもの 

・ きのこ 

・ かぼちゃ 

・ イシジク 

・ さといも 

3、 まとめ 

 ・楽しく生きるのに大切な食事は、豊かな人生

をおくる基本 

 

第 3 回 「パクパク食べて、いきいき生きよう そ

の 3」   

1、 血糖値を上げない食べ方 

2、 塩分控えめ 

3、 学生と考えた「流動食」 

4、 昨年のアンケートより 

 

愛知みずほ大学短期大学部秋機の公開講座につ

いて 

本学の専門性を生かして、昭和 40 年代ころより

｢食品加工｣の公開講座を開いてきた。また、時代

の流れに沿い平成６年から平成 10 年まで「Mac を

使ったパソコン入門・Macintosh 入門講座・市民

パソコン講座」や「親子でふれるパソコン講座」

（1 講座 3～6 回）を開いた。その結果、多くの広

い年代層の参加者があった。 

他には、平成 10 年より「赤十字救急法講習会」

も毎年開いている。この講習会は本学の｢夏の公開

講座｣として取り扱っていて本年も、昨年の紀要３

号に報告したように開講した。これらの講座担当

者は、本学教員や本学に関係ある者を中心にして

行っている。 

また、昨今は大学も地域社会への貢献が求めら

れるようになり、本学の所在地の地域社会の代表

や高田コミュニティセンターと接触し、数年前よ

り本学がもつ専門性のある公開講座を｢高田学区

女性会｣と共催で行っている。 

また、近年は高田学区女性会のみならず男性や

高田学区外の人々にも呼びかけて継続中であり、

本年もその一環として行った。 
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本年は、昨今要請の高い食育を取り上げ地域の

「高田学区子供会」に呼びかけ、上記示したよう 

に、高田小学校 4・5・6 年に在学している児童と

その保護者 15 組の「リンゴジャムと袋豆腐」作り

の食育は好評であった。ただ作るだけではなく 

次のようなアンケート記載があった。「親と子が 

一緒に楽しめた」「初めての豆腐作りは親子の重 

要な経験であった」 などの意見があり開催者側 

も成果が見られたことを喜びとしている。 

「地域で伝えられた食べ物その 3」では、旬の

ものや地産地消の重要性等を学び、健康は食から

と受講者が認識した。 

「パクパク食べて、いきいき生きようその 3」

では、血糖値の上がりにくい食品の取り方、バラ

ンスよく食べて健康を守る事の大切さを受講者は

知り、好評を得た。 

また、毎年参加者全員に、講座内容などについ 

て簡単なアンケートを求めている（講座の理解度、 

講座の役立度、今後の希望講座、講座受講で気付 

いた点など）。本年度の結果をみると、受講者の 

募集方法や、あったらよい思う講座など具体的な 

ことが分り主催した本学公開講座委員会側のより

よい糧ともなった。このアンケートは、今後の公

開講座開催資料として生かしていきたい。 

(愛知みずほ大学短期大学部公開講座委員会) 
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学生アンケート調査結果の報告 
 

2009年４月実施新入生編 

 
 

平野 緑・高橋 徹* 

愛知みずほ大学人間科学部 

*愛知みずほ大学情報教育センター 

 

 

 

本学では過去に学生の意識調査を行ってきた。全学生を対象にした調査は過去３回実施した。今回は新入生だけを対象に

したアンケート結果である。 

アンケート回答者数は以下の通りで、入学者のほぼ全員である。 

表１ アンケート回答者数 
                                           

  1 回生 

保健・養護 27

保健体育 19

医療クラーク 5

心理・カウンセリング 21

精神保健・社会福祉士 9

計 81

 

Ｑ1．本学（愛知みずほ大学）の名前を何で知りましたか。(複数回答可） 

 

ａ 先生から 
ｂ 先輩・友人から 
ｃ 説明会会場 
ｄｱ 学校パンフ 
ｄｲ その他パンフ 
ｅ 情報誌 
ｆ ホームページ 
ｇ 広告（新聞・駅） 
ｈ 以前から知って

いた 
 

 

 

図１ 本学の情報の入手先 
本学（愛知みずほ大学）の名前の情報源は、在学している学校の「先生からの情報」と答えた学生が例年同様多く、続い

て「学校でみたパンフレット」、「先輩・友人の薦め」、「ホームページを見て」という回答が多かった。この順序は昨年、一昨

年と同様である。一方、人数が少なかった項目は「説明会会場」「その他パンフ」「広告（新聞・駅）」という項目である。こ
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れらの項目は毎年少ない。全体数が減少している中で「先生から」が相変わらず多いのはやはり注目すべきである。 

「以前から知っていた」という項目は、毎年同じくらいで、全体が減っている中では割合としては、増加していることに

なる。瀬木学園を知っている関係者が勧めてくれたのだと思われる。昨年より増えているのは、「情報誌から」という項目で、

これも全体数が減っている中で増加している点は、注目すべきかも知れない。 

 

Ｑ2．あなたが本学を選んだ理由は何ですか。(複数回答可)  

 

ａ 勉強したい分

野 

ｂ 学力に合って

いる 

ｃ ｶﾘｷｭﾗﾑ適切 

ｄ 指導が良い 

ｅ 少人数教育 

ｆ チューター制 

ｇ 資格取得 

ｈ 就職率 

ｉ 学費安い 

ｊ 先生の薦め  

klm 知人の薦め 

ｎ 通学に便利 

 
        

図２ 本学を選んだ理由 
ここでも全体としては、前年度とほぼ同様の傾向が見られた。学生が本学を選んだ理由としては、「自分が勉強したい分野

である」と答えた学生が最も多く、続いて「目指す資格を取得するため」、「少入数教育に関心を持ったので」、「先生の薦め」

「知人の薦め」「自分の学力に合っている」という順で回答が多かった。今回絶対数が昨年より減っているにもかかわらず増

えているかまたは同じくらいの項目は、「少人数教育」「資格取得」と「先生の勧め」「知人の薦め」である。特に注目すべき

は、「知人の薦め」が2倍の数になっている点で、この中でも瀬木学園を知っている人の薦めである。Ｑ１で、どこで本学を

知ったかと同様、先生、友人、知人の勧めなど周りの身近な人たちから情報を得ているようである。 

ｇ「資格取得のため」本学を選んだ学生たちが目指す資格は以下の通りである。 

表２  コースごとの目指す資格 

  小学校 保健体育 養護 
スポーツ

関係 
医療関係 社会福祉士 心理士 精神保健 

人間工学

準専門士 
合計 

保健・養護 1  13       14

保健体育  7  1      8

医療クラーク            0

心理・カウンセリング  2    2  1 5

精神保健・社会福祉士         1   1   2

合計 1 7 15 1  0 1 2 1 1 29

取得したい資格の内容は、教員免許では①養護教諭15名②保健体育7名③教員免許（小学校）1名。 

医療クラークコースの資格を目指す学生はいない。心理と福祉関係は2名である。 

全体としては何らかの資格を取得したくて入学した学生の割合は昨年と比較すると全体で27 名が 29 名になり微増だが、

割合では36％で、昨年の30％より多くなっている。 
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Ｑ３．あなたは、入学したら参加したい部、サークルがありますか。 

表３ 参加したい部、サークルの内訳 

学内 学外 

バスケット部 3   

テニス部 2   

フットサル部 2   

サッカー部 2   

野球部 2   

バドミントン部 1   

ダンスサークル部 1   

フィギュアスケート部 1   

水泳部 1   

計 15 計 0 

部活への参加意欲は一昨年３２名が昨年１５名になり今年も１５名（一昨年24％、昨年17％、今年19％）である。部活動

の現在の実態は、スポーツの団体競技の野球やソフトボール、サッカー、バスケット、バレーボール等は部員数が揃わず、運

営に支障をきたしている。一人の学生がいくつも掛け持ち参加して対外試合に出ている実態がある。さらに学生会の役員をし

ようとする学生は部活動をする学生が多く、部活動だけでなく学生会活動も参加する学生がいなくなってきており、大変心配

である。今現在、来年度の学生会役員立候補者を募集しているが、なり手が少なく厳しい現状である。 

Ｑ４．現在、あなたが不安に思うことはありますか。 

 

 
悩みを抱えている学生は53％である。その学生

は複数の悩みを抱えている。件数は９９件。 
 

 

 

 
 

図３ 不安の有無 
次にあると答えた内容を

分析した（左図。右の小円

は「ある」の内訳）。内容

の構成順序は、昨年と変わ

らず、学習面、友人作りが

多い。 
ａある 
ア学習  
イ心身  
ウ友人作り  
エ経済  
オその他 

ｂない 

図４   １年生の不安 
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           図５ 男性の不安                      図６ 女性の不安 

 

男女別では、女性（６９人 74％）が男性（３０人 59％）より不安を抱えている。その内容は、男性は経済面、心身面が多

い。女性は友人作り、学習面が目立つ。 

 

表４-1 不安項目ごとのコース内の件数と割合 

 

 

  学習   心身   友人   経済   その他 特にない 合計

保健・養護 8 31% 1 4% 8 31% 2 8% 0 0% 14 54% 33

保健体育 3 15% 0 0% 2 10% 0 0% 3 15% 12 60% 20

医療クラーク 0 0% 0 0% 1 20% 0 0% 0 0% 4 80% 5

心理・カウンセリング 10 48% 4 19% 6 29% 2 10% 2 10% 6 29% 30

精神保健・社会福祉 3 33% 1 11% 4 44% 1 11% 0 0% 2 22% 11

件数 24 30% 6 7% 21 26% 5 6% 5 6% 38 47% 99

不安項目をコースごとに分析してみると、保健・養護コースでは学習面と友人作りが、保健体育コースでは学習面が、医療

クラークでは、友人作りが大きい。心理・カウンセリングコースは、学習面が、精神保健・社会福祉士コースでは、友人作り、

学習面がそれぞれ高い値を示している。 

不安の内容の具体的記述は49件（１人あたり0.6件）で、ア「学習関係」43%、ウ「友人づくり」33%、 

イ「心身の健康」8%、エ「経済的問題」6%、オ「その他」10%である。 

表４－２ 「学習関係の不安」の内訳 

ついていけるか 14

英語が苦手 2

単位が取れるか 2

カリキュラム編成 2

資格が取れるか 1

計 21

ついていけるかと心配している学生の中に、自分は編入生だから、定時制卒だからという理由で心配している学生がいる。

具体的な科目の記入としては、英語に不安を抱えており、毎年記述されている。 
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表４－３ 「心身の不安」の内訳 

生理痛がひどい 1

入学後の体調管理 1

チックのある私を受け入れてもらえるか 1

過呼吸になることがあるから 1

計  4

不安の件数は 4 件と少ない。しかし例年のようにこの不安の内容は、実際の件数のほんの一部と思われる。退学をして行

く学生の多くは、ここで書けないような深刻な悩みを抱えており、表面に出ていないだけであろう。ここに書かれているもの

も本人にとっては、新たな生活を始めるにあたって大きな問題であると思われる。 

表４－４ 「友人作り」の不安の内訳 

友人ができるか 4

人見知りがはげしい 4

なじめるか心配 2

編入生なので受け入れてもらえるか 2

友人が欲しい 1

同じ高校から進学者がいない 1

男性が殆んどいないから 1

少人数の大学だから逆に心配 1

 16

 

学生生活が楽しく始まるか否かは友人の存在にかかっているといっても過言ではない。人見知りなので良い友人ができるか

どうか心配している。男性が少ないのでと男子学生は心配している。少人数の大学だから逆に心配と本学の特徴をふまえた上

での不安も記述されている。 

表４－５ 「経済的問題」の不安の内訳 

不景気で就職ができるか 1

母子家庭で収入が少ない 1

不景気で父の仕事が減ってきているから 1

計 3

 

不景気で経済面の不安を抱えている学生も実際にはもっと多くいると思われる。深刻な悩みである。学費の滞納者も多く、

このため途中で退学せねばならない学生がいる。世の中の経済情勢がますます不景気になり深刻な悩みになっている。 

表４－６ 「その他」の不安の内訳 

遠距離通学 3

具体的には分からないが不安がある 1

遅刻しないか 1

計 5

 

遠距離通学については昨年も記述されていたが、今年は3件ある。遅刻しないかと不安に思っている学生は通学生か、下宿

生か分からないが自立した生活を営むことが難しい学生のようだ。遅刻しないことは学生生活を無事やり遂げるためには大事

な要素である。単位が足りなくなる学生に遅刻の常習者は多い。 
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Ｑ5. あなたは現時点で、卒業後の方向についてどう考えていますか 

ａｱ 一般企業 

ａｲ 公務員 

ａｳ 教員 

ａｴ 福祉関係 

ａｵ 病院 

ａｶ その他 

ｂｱ 大学院 

ｂｲ 専門学校 

ｂｳ 留学 

ｂｴ その他 

ｃその他 

ｄまだ未定 

図７ 卒業後の進路 

卒業後の進路で「就職する」と答えた学生で、就職したい先を「教職」としている学生が昨年同様最も多い（24名）。次に

多い項目は一般企業、公務員、福祉関係、とどれも同じ件数である。表２の目指す資格のところでは教員資格は23 名が目指

していたが、ここでは24 名が卒業後の進路を教師としている。棒グラフからもわかるように全体の流れは昨年と同様な傾向

がみられる。 

卒業後の進路を図示すると下図の通り。(右の円グラフは「就職する」の内訳) 

ａｱ 一般企業 

ａｲ 公務員 

ａｳ 教員 

ａｴ 福祉関係 

ａｵ 病院 

ａｶ その他 

ｂ進学等 

ｃその他 

ｄまだ未定 

 

図８ 卒業後の進路１年生            

以上、データ数が少なく統計処理の意味がない項目もあったが、アンケートの結果は昨年と同じような傾向を見せる項目

が多かった。図１の本学の情報入手先や図２の本学を選んだ理由等である。ここで見られるのは、身近な教師や友人知人のア

ドバイスが大きいことが伺える。一方少ないながらも受験生が本学を選んだ理由や、大学の情報入手先は広告よりは情報誌、

情報誌よりはインターネットからという傾向がずっと続いてきている。 

 

参考：2005年4月実施学生アンケート調査の結果報告 、瀬木学園紀要第1号―2007、瀬木学園紀要第2号―2008 

瀬木学園紀要第3号―2009 
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愛知みずほ大学 平成 21 年度パソコン公開講座報告 
 
 

平野 緑・高橋 徹*・早川 幸恵** 

愛知みずほ大学人間科学部 *愛知みずほ大学情報教育センター
**
愛知みずほ大学事務局 

 

Ⅰ.今までの経緯と応募者数の変遷について                       

本学では平成9年からパソコン公開講座を実施してきた。

今回で19回目（年に２度の開催もあり）の開講である。こ

の公開講座の目的は、地域の人々とコミュニケーションの

とれる開かれた大学として認知してもらうための一助とな

ることである。初めの頃はまだパソコンというものが世の

中にあまり普及していない頃であった（内閣府調査

17.8％）が、初心者対象に無料パソコン講座ということで

宣伝に力をいれなくても４０名位は応募者があった。しか

し、だんだんパソコンが普及し始めて、30％台になると応

募者が急速に増え一時は１６０名と大幅に定員を超え、年

に２度の開講をしても、抽選漏れの方がたくさん出た。し

かし、ほぼどの家庭でもパソコンがあるようになってきた

頃、応募者が激減し、平成１７年度は２０名となってしま

った。その原因は内容が、要望と合わなかったり、初心者

が減ってきたことなど、さまざまあると考えられるが、広

報活動に力を入れなかったことが大きかったと思われる。

そこで平成２０年度は大手新聞社に広告を掲載した結果、

１１０名の応募があり、２教室での同時開講となった。 

このように応募者数の増減は世の中のパソコン普及率や、

講座の内容、宣伝の仕方、開講日時などが絡み合って表れ

た結果だと思われる。 

以下のグラフは応募者数の変化と、パソコン普及率の推

移である。 

 

図１．パソコン普及率と応募者数の推移 

（パソコン普及率は内閣府調査より） 

 

Ⅱ.受講者について 

受講者の男女の比率や年齢の構成は以下のようである。 

 統計のとれる平成10年度から15年度までの10回

分で分析した。 

表１．応募状況（講座10回分の合計） 

 応募者  当選者  受講者 

 647 名  346 名  301 名 

 
図2．年齢・性別受講者数（単位：人） 

図2.のグラフより参加者は１０代から７０代まで幅広く参

加している。６０代が最も多く、女性は４０代、 男性は

６０代が多い。女性は子育てが終わった世代がパート等で

働くときに必要だと考えて参加し、男性は定年退職後時間

ができたので参加したという人が多いと思われる。また、

公開講座受講者全体の平均年齢の推移を見ると（表2）、40

歳代から50歳代へと移っていることがわかる。 

表2．受講者の平均年齢（単位：歳） 
年度 H10 H11 H12 H13 H14 H15 

平均年齢 42.4 43.2 48 55.1 53.3 51.7

これは若い世代ではパソコンの初心者が減少していること、

一方ではパソコンの普及によって中高齢者世代もパソコン

への関心が増していること、などによるのではないかと推

測される。さらに団塊の世代が定年を迎えこのような公開

講座への参加者が増えたのかもしれない。 

Ⅲ.内容の推移 

初めの頃は、大学のパソコン室はアップル社のマッキン

トッシュパソコンを使用していたので、ハイパーカードと

いうマルチメディアソフトが使えた。当時としては大変先

進性のあるソフトで、まだWindowsパソコンではこのよう
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に簡単に絵を描いたり、音や写真を取り込んだりできるソ

フトは無く、このソフトは今思い返しても優れたソフトだ

ったと思う。それを出発点とし、以下のように内容を展開

してきた。 

表3．講座内容 
  講座内容 

Ｈ９ Ｍａｃの基本操作、ハイパーカードで絵、アニメ、音、写真

Ｈ１０ Ｍａｃの基本操作、ハイパーカードで絵、アニメ、音、写真

Ｈ１１ Ｅｘｃｅｌ、ワークシート、関数、グラフ 

Ｈ１２ Ｅｘｃｅｌ、ワークシート、関数、グラフ 

Ｈ１３ Ｗｉｎｄｏｗｓとは、キーボードの入力について 

Ｈ１４ Ｗｉｎｄｏｗｓとは、キーボードの入力について 

Ｈ１５ Ｗｉｎｄｏｗｓとは、キーボードの入力について 

Ｈ１６ Ｗｉｎｄｏｗｓとは、キーボードの入力について 

Ｈ１７ Ｗｉｎｄｏｗｓとは、キーボードの入力について 

Ｈ１８ インターネットを利用してみよう、電子メール、暑中見舞い

Ｈ１９ Ｅｘｃｅｌ、ワークシート、関数、グラフ 

Ｈ２０ Ｅｘｃｅｌ、ワークシート、関数、グラフ 

Ｈ２１ Ｅｘｃｅｌ、ワークシート、関数、グラフ 

Ⅳ.平成２１年度実施概要 

開催日時：平成21年8月7日(金)、8日（土） 

10時～14時30分 

場所：本学第1パソコン室 

対象：どなたでも 

内容：“表計算ソフトＥｘｃelを使ってみよう”ワー

クシートへの入力、簡単な関数、グラフの作成 

講師：平野 緑、高橋 徹、早川 幸恵  

アシスタント：本学学生  名 

費用：無料 

応募者数 ５７名      参加者数：４０名 

Ⅴ.最近の（平成２０年度、平成２１年度）アンケートから 

１．受講動機について 

 

図3．受講動機 

図3.のように一番多いのは、Ｅｘｃｅｌの基礎を学びたい。

次は、パソコンに慣れたい、Ｅｘｃｅｌのスキルアップ、

仕事に役立てたいと続く。 

２．内容 

次回に希望する内容は、Excel、Word、PowerPointと続き、

メール操作、ＨＰ作成を希望する人もいた。 

Excelを希望する人の中には中級編を望む人もいた。 

 

図4．希望内容 

３.記述部分から 

良かったという内容の一部 

“こんなに親切にしてくれるところはめったにないのでう

れしい。パソコンに不慣れでもわかりやすかった。学生の

アシスタントが大変親切、人数が多く心強かった。パソコ

ンが便利なものだということが分かった。“ 

悪かったという内容の一部 

“超初心者はあせった。もっとゆっくり。初心者なのでよ

く分からなかった。” 

講座への要望 

レベルごとの講座を望む。有料でよいのでExcel,Wordの 

講座を開いてほしい。USBメモリなどに保存する方法、プ

リントの仕方もやってほしい。 

Ⅵ.これからの課題 

パソコンの初心者は年々減ってくるため、宣伝に力をか

けなければ参加者が集まらなくなってきた。平成１９年度、

平成２０年度は有料で新聞広告を出すことにより応募者が

増えたが、遠方からの参加者が多くなりすぎ、地域活動と

いうコンセプトから外れてしまったため、平成２１年度は

大手新聞社では宣伝せず、地元地自体の基幹紙にて宣伝を

行ったところ、40名ほどの応募があり当初のコンセプトに

近い開講にこぎつけることができた。 

受講者の要望の変化、世代変化は今後とも進むと思われ

るので、どのようなパソコン公開講座が望まれているのか

見極め、適切な内容を提供できるよう工夫する必要がある。

今後は、女性は４０代のこれから再就職を目指す人達を、

男性は定年退職後の人達をターゲットに考察していきたい。 

Ⅶ．参考文献 

大久保、他（2009）情報処理教育の実践的研究（９） 

日本教育心理学会総会論文集ｐ255 
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食材の目安量学習の教育効果について 

 

中村 美保・中村 裕子* 

愛知みずほ大学大学院 *名古屋文理栄養士専門学校 

 

 

 
【目的】 

栄養士の業務の 1 つとして、対象者に適した献立計

画が挙げられる。献立計画は、限られた時間で、より

バランスのとれたものに仕上げる技術が必要となる。 

現在では、パソコンの普及や情報処理の発達により、

献立の栄養価計算が容易なものとなり、バランスがと

れた献立かどうかの判断には時間を費やさなくなって

きている。しかし、栄養価計算は献立計画がある程度

整ってからの作業である。短時間でより良い献立を計

画する為には、1 人分の適正な量を設定し、組み立て

いくことが必要であると考える。 

そこで、1 人分の適正量をイメージする為には、市

場に流通する食材の大きさや重量など、食材のおおよ

その規格を把握しておかなければならない。このこと

は、栄養士が携わる多くの業務に関連し、大変重要で

ある。言い換えれば、食材の流通規格を把握しておく

ことで、目安量が定まりやすく献立計画が円滑に進む

と考えられる。一般に小売店で流通している野菜など

は、規格に大きな変動はない。大きさや実際に手で感

じた重さ（全体量）が目測でき、献立で必要な必要量

（1 人分の適正量）をイメージし、数字で提示できる

能力が求められる。 

そのため、栄養士養成教育の中でも食材の目安量を

把握させる教育が行われ、栄養士資質向上の為の基礎

になる。しかし、外食・中食の普及、調理の経験不足

などの食環境の変化により、食材への関心や知識の低

下に伴い、食材の規格や重量に対する知識が乏しい学

生が多く見受けられる。 

本研究では、食材の目安量学習の効果を分析し、効

果的な教育方法を探ることとする。また、手のひら（手

ばかり）を用いることでどの程度学習効果に影響を及

ぼすかについても検討した。 

【方法】 

＜対象者＞ 

専門学校生 69 名。 

＜実施時期＞ 

 平成 19 年 9 月から平成 20 年 1月 

＜実施方法＞ 

①食材の目測値の正答率平均比較 

給食管理実習の際、実習で使用する食材を目測させ

た。（1回 4種類、実習回数 10 回） 

必ず食材を手のひらにのせて目測させ、目測値を報

告し、実測値±10%（100g 以上の食材）または実測値

±20%（100g 未満の食材）を正解者とした。正解者の

割合（正答率平均とする）を算出した。2 回目測させ

た食材（きゅうり、しめじ、たまねぎ、にんじん、ピ

ーマン、サラダ菜、生姜、トマト、ねぎ、白菜の 10

品目）で１回目と 2 回目の正答率平均の変化を比較し

た。 

②正答率と学習意欲の比較 

手のひらを基準として食材がどの程度の大きさかを

手のひらのイラストの書かれた記録用紙に図示させた。

また、実習後、実測値を発表した。 

 記入事項、イラストの見やすさなどから学習意欲を

判断し 1～3点を配点し、正答率と比較した。 

③正答率と手のひらの面積の比較 

個人の手のひらの幅と長さを計測し、乗じた数字を

面積とし、正答率と比較した。 

 

【結果】 

①食材の目測値の正答率平均比較 

 手ばかりを 2回行った 10 品目の正答率平均は、1回

目 19.1±15.52%、2 回目 27.1±10.79%であった。 

②正答率と学習意欲の比較 

 正答率と学習意欲を比較した結果、相関関係は見ら

れなかった。 

③正答率と手のひらの面積の比較 

 正答率と手のひらの面積を比較した結果、相関関係

は見られなかった。 
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【考察】 

①食材の目測値の正答率平均比較 

 2 回目の正答率が 3 割に満たないことから、目測に

使用した食材の大きさが 1回目と 2 回目で一定ではな

かったことや、前回の感覚を覚えていないなど、1 回

目での学習が活かされていないと考えられる。しかし、

市場に流通している食材が必ずしも一定の規格（重量）

とは限らず、今回の実測値などを覚える必要はなく、

食材のおおよその規格（重量）を把握しておくことが

大切であると考える。すぐには感覚を身につけること

は難しく、多くの体験を通して体得していかなければ

ならない。 

②正答率と学習意欲の比較 

 手のひらにのせた感覚を視覚的にもとらえてもらう

為、手のひらを基準にして食材を図示させたが、学生

が自分の手のひらの大きさと食品の大きさとの違いを

認識する手段にはならず、2 回目の目測時に反映され

なかった。その背景には、食品を目測してから記入ま

でに時間が経ってしまう学生がいたこと、プリントを

仕上げるという事務的な作業になったこと、食品の大

きさを把握することよりもイラストとして図示するこ

とに意識しすぎたことなどが考えられる。細かく食材

を図示することが目的ではなく、食材の大きさを捉え

るものだということを周知させるべきであった。 

③正答率と手のひらの面積の比較 

 正答率と手のひらの面積（大きさ）に相関関係がみ

られないことから、手のひらを用いることが食品の目

安量学習のツールとして利用できると考えられる。 

 

【まとめ】 

 本研究では、栄養士を目指している学生が、卒業し

てから栄養士業務の 1 つである献立計画に携わること

は必須で、さらに短時間でより良いものを作成するこ

とを要求されることも多分にある。現場に出て即戦力

になる人材になる為には、市場に流通している食材の

規格を把握し、その規格をもとに 1人分の重量を決め、

献立に反映させていくことが重要である。 

結果から、食材の規格（重量）を把握する為には、

毎日食品と関わり、触れ合うことが大切であると考え

た。栄養士養成学校という場所で比較的食品を扱う機

会が多いカリキュラムを大いに活用して在学中に少し

でも体得してもらいたいと期待し、食材の目測の重要

さなどを指導していかなければならない。さらには、

実習などの献立作成時には体得したものを引き出す方

法や発注業務に応用するなどの実践まで指導すること

で、栄養士として現場で働くことに責任と自信とやり

がいを感じられる人材であると共に、即戦力になるよ

うに教育していきたい。 

五十嵐桂葉氏による「手ばかり栄養指導法」が食品

重量を認識する手段として周知されているが、今後は

この手法も取り入れて体得できないかと検討していき

たい。 

 

【謝辞】 

 本研究をまとめるにあたり、ご指導してくださいま

した濱田和義先生に厚くお礼を申し上げます。 
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筋電図からみた手指動作に関する研究 

An Electromyogramic Study on Specificity of Handling Tools with Fingers 
 

加藤 友紀子・吉野 宏志・加藤 象二郎* 

愛知みずほ大学 *愛知みずほ大学人間科学部 

Yukiko Katoh, Hiroshi Yoshino, Zojiro Katoh 

Division of Human Sciences, Aichi Mizuho College 

 
 There are so many diversities in handling daily used tools such as Japanese chopsticks and scissors among students. In this 

study an experiment to clarify qualitatively a specificity of handling scissors and computerized game devices was conducted 

by the use of electromyogramic method. Three pairs of electrodes were posted on related tendons of the thumb, index, and 

middle fingers respectively on the back of handed side to take surface electromyograms which were analyzed by the 

integration per second. The analysis of variance showed that muscle strengths between the thumb and middle fingers in 

handling scissors and game device had a significant difference. From this difference it was assumed that those with high 

finger dexterity display more muscle strength in the middle finger than in the thumb, and those with low finger dexterity 

display more muscle strength in the thumb. 

Key words: finger dexterity, handling specificity, electromyogram 

 
 
1．はじめに 

 手指動作は圧排動作と把握動作に分けられ、把握動

作は、握り（power grip）、掴み(precision grip)、つま

み(pinch grip)、かぎ型(hook grip)の四つに分けられる

ことが指摘されており１）、その基本的かつ根本的な手

指動作の代表例は箸やフォークや手指を使用した食行

動であろう。手指動作と大脳皮質の感覚野・運動野と

の密接な関係の指摘や２）３）、発達心理学的側面から子

どもの箸の持ち方に関する研究が見られるが４～１１）、

青年期の学生の手指動作に関する研究は少ない。手指

動作の巧緻性や技巧性はピアニストに代表されるが、

手指動作の巧緻性や技巧性の学習過程と脳との生理学

的機序については必ずしも明確になっていない２）。本

研究では、学生を対象として日常よく使用されるはさ

みとゲーム機を用いて、指の使い方にどのような個人

差が生じているかを実験的かつ定量的に評価すること

を目的とした。 

 
2．方法 

i1)被験者 
 被験者は健常な大学生 12 名(男 5 名、女 7 名)であっ

た。被験者には実験の目的を事前に説明し、ボランテ

ィアレベルで被験者になることに同意を得た上で実験

を行った。 
2)実験条件 
 はさみ使用時における主要な指の使い方を筋電図上

から測定するために以下の条件を設定した。 
(1)はさみ使用時 
 はさみ(刃渡り 8.5cm)を使用して、A4 版白紙に書い

た半径 10cm の円を切り取らせた(円形切り抜き課題)。
また、紙を半分に折って切り取った蝶（左右対称形）

の見本を見せ、被験者に蝶の形になるように A4 のコ

ピー用紙1枚を自由に切り取らせた(蝶切り抜き課題)。 
(2)ゲーム機使用時 
 ソニー製のゲーム機である Play Station Portable 
3000（以下 PSP と表記）を用いて、「モンスターハン

ターG」の画面を操作し、細かい動作を研究対象とし

た。 
(3)手指の最大筋力測定時 
 ネスカフェのクリーマー製品「ブライト」の空瓶（直

径 8cm、高さ 16.3cm、厚さ 3mm）を握らせ、「この
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空瓶が割れるくらい力いっぱい指先で握ってくださ

い。」と教示し、拇指（親指）、示指（人差し指）、中指

の最大筋力を 2 回計測した。 
3)筋電図の測定方法 
(1)測定機材 
 AD Instruments 社製 8ch バイオアンプを使用し、

ローパスフィルターを 1KHz、ハイパスフィルターを

0.3Hz、ハムフィルター入にて使用し、AD 変換装置は

AD Instruments 社製 PowerLab8 を使用し、サンプ

リングレート 1KHz にてパソコンに取り込んだ。パソ

コン用の解析ソフトは AD Instruments 社製 Chart 
Ver.5 を使用した。 
(2)測定部位・電極配置 
 被験者の利き手側手背部の拇指（親指）、示指（人差

し指）、中指のそれぞれに、指屈筋腱の繊維鞘(せんい

しょう)上部 2 箇所と、前腕部浅指屈筋上部の 1 箇所に

電極(双極誘導)を装着した。電極は小型生体用 Ag－
AgCl(銀―塩化銀、日本光電製）電極を用いた。拇指、

示指、中指を測定対象としたのは、はさみやゲーム機

等の道具を用いる複雑な作業では、この 3 本の指を基

本として使用していることから、拇指、示指、中指に

限定した。 
 (3)筋電図データ処理要領 
 パソコンに取り込んだ筋電図波形は、分析ソフト

Char V.5 によりオフセット 1 秒で積分し、処理した。

分析対象区間（ハサミ 30 秒、PSP50 秒、握力 5 秒）

での毎秒最大積分値(単位：mV/s)の平均を算出した結

果を当該測定部位の筋力とした。 
 
3．結果 

1)筋電図の測定結果 
 3 種作業課題(円形と蝶の切り抜きと PSP 操作時)遂
行時の筋力の測定結果を図の 3－1 に示した。図から

拇指と中指に極めて大きな個人差があると理解できる。

すなわち、拇指と中指の使い方が個人差を識別する鍵

となっていることを示唆している。3 種作業課題と 3
指についての分散分析を行った結果、作業課題の間に

は有意差が認められず(F=0.13, df=2/22, ns)、また 3
指と作業課題の交互作用にも有意差は認められなかっ

たが(F=0.73, df=4/44, ns)、3 指において有意差が認め

られた(F=4.11, df=2/22, p<.10)。LSD 法を用いて各指

の多重比較を行った結果、拇指と示指、示指と中指と

の間に有意差が認められた(MSe=205.4321, p<.05)。 
図 3－2 は随意最大筋力に比較して 3 種作業課題実

施時に 3 指に働く筋力との比率を求めた結果、拇指と

中指で発揮される筋力が相対的に大きく、特に蝶の切

り抜き課題や PSP 操作時では拇指の筋力発揮が全作

業課題で大きいことを示している。 
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図 3－1作業課題における各指の平均値と標準偏差 
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 図 3－2全力握力を基にした最大随意筋収縮比の算出結果 

 
2)手指動作特性のパターン 
 先行研究において複雑な動作の習熟度が示指・中指

に深く関係することが示唆されているが２）、分散分析

結果からも示指と中指の間に有意差が認められたこと

から、特に中指の電位が大きい被験者を「中指筋力発

揮型」とし、それ以外の被験者を「非中指筋力発揮型」

と分類した。中指筋力発揮型と非中指筋力発揮型とを

要因として分散分析を行った結果、蝶切り抜き課題、

PSP 操作課題および円形切り抜き課題にそれぞれ有

意差が認められた(F=9.57, df=1/10, p<0.05、図 3－3； 
F=24.27, df=1/10, p<.01, 図 3－4；F=32.62, df=1/10, 
p<.01, 図 3－5)。すなわち、３種課題いずれにおいて

も中指筋力発揮型と非中指筋力発揮型との２グループ

に分けられることが判明した。以下に、３種課題ごと

にそれぞれ３指の筋力にどのような差異があるのかに

ついて詳細分析結果を記す。 
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図 3－3  蝶切り抜き課題における発揮型と非発揮型の 3 指  

の筋力平均値 

 

 
図 3－4  PSP 操作時における発揮型と非発揮型の 

3 指の筋力平均値 

 

 
図3－5円形切り抜き課題における発揮型と非発揮型の3指の

筋力平均値 

 
(1)蝶の切り抜きに関する分析結果（図３－３） 
中指筋力発揮パターンと３指との 2 要因分散分析の

結果、各要因ともに、また交互作用も有意であった

（ F=24.27,df=1/10,p<.01;  F=13.23,df=2/20,p<.01;  
F=17.27,df=2/20,p<.01）。LSD 法による多重比較の結

果(Mse=48.49, p<.05)、中指筋力発揮型では、拇指、

示指と比較して中指に有意に力が入っており、非中指

筋力発揮型では、示指と中指に比較し、拇指に有意に

力が入っていた。よって、蝶の切り抜き課題において、

中指筋力発揮型は中指に力を入れ、非中指筋力発揮型

では拇指に力を入れていることがわかった。 
 (2)PSP 操作時についての分析結果（図 3－4） 
 蝶切抜き課題と同様に 2 要因分散分析を行った結果、

各要因ともに、また交互作用も有意であった

（ F=9.57,df=1/10,p<.01; F=11.98,df=2/20,p<.01;  
F=20.74,df=2/20,p<.01）。LSD 法による多重比較の結

果(Mse=63.38, p<.05)、中指筋力発揮型では、拇指よ

り中指が、また示指より中指が有意に大きな筋力を発

揮しているが、非中指筋力発揮型では逆に示指や中指

の筋力より拇指の筋力が有意に大きいことが認められ

る。よって、PSP 操作時において、中指筋力発揮型で

は中指を、非中指筋力発揮型では拇指の筋力を主に使

用していることが明らかとなった。 
 (3)円形切り抜きについて分析結果（図 3－5） 

中指筋力発揮パターンと３指との 2 要因分散分析の

結果、中指筋力発揮型と非中指筋力発揮型との間にの

み有意差が見られた(F=32.62, df=1/10, p<.01)。しか

し、3 指間や交互作用に有意差は認められなかった。

円形切り抜き課題では個人差が大きく、中指筋力発揮

型と非中指筋力発揮型で分類できても、3 指との関係

が現れにくいことがわかった。 
 つまり、蝶切り抜きと PSP 操作時の分散分析の結果

より、中指筋力発揮型においては中指に力を入れてお

り、非中指筋力発揮型においては拇指に力を入れてい

ることがわかった。 
 
4．考察 

1)蝶切り抜きについて 
 蝶の切り抜き課題の動作において、中指筋力と拇指

筋力の使用に明確な相違が認められた。また、最大随

意筋収縮比の平均値から拇指は中指とともによく力が

入れられていることが判明した(図 3－2)。示指では、

最大随意筋収縮比の 30%未満の筋力ではさみを操作

していた(図 3－2)。中指筋力発揮型と非中指筋力発揮

型において示指の電位にさほど差が見られないことか

ら、はさみ持ち手の隙間を埋める働きやはさみの開閉

の補助を担う働きがあるが考えられる(図 3－3)。 
 また、蝶の切り抜き課題は複雑な図形を下書きしな

いで切り抜く作業であるため、実験中の被験者の様子 
から、はさみを慎重に操作し、ゆっくり切り抜こうと

する場面が多々見受けられた。上手に切り抜こうとす

る気持ちから、はさみの刃元を中心に小刻みにはさみ

を開閉させ、滑らかな動きでゆっくり切り抜く切り方

と、刃元より刃先を中心に使用し、刃先の開閉が大き

く、大きな動作で切り抜く切り方の 2 種類に分けられ

る。先行研究では、伝統的な箸の持ち方における拇指、

示指、中指の独立した動作の発達過程にある場合、拇
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指で箸を固定した状態で示指、中指にて遠箸を操作す

るという複雑な動作の習熟度が、箸の持ち方に深く関

係し、箸の操作法に関して拇指の安定性との関連が指

摘されている４）。はさみの持ち方においても、拇指を

安定させてはさみを使用する方法と拇指が不安定な状

態ではさみを使用する方法の 2 つに分けられる。中指

筋力発揮型は拇指を安定させてはさみを使用し、また、

中指と示指の筋力が発達しており、独立な動作が可能

であることから、小刻みにはさみを開閉操作し、複雑

な図形を切り抜く場合でもきれいに切り抜くことがで

きると考えられる。また、非中指筋力発揮型では拇指

が安定しておらず、中指と示指の独立した動作が発達

していないため、3 指の中で最も力の入りやすい拇指

を使用してはさみを操作することから、微細な動作の

調節がしにくいことが考えられる。それゆえ、はさみ

の開閉が大きくなり、刃先を中心に使用する操作にな

るため、複雑な図形の切り抜きは不得意であることが

考えられる。 
2)PSP 操作について 
 PSP 操作では、被験者が拇指、示指を用いてボタン

操作を繰り返した。ボタン操作は拇指、示指でしか行

えないが、各指の平均値は中指が最も高く、次に拇指、

示指の順であった。このことから、拇指と示指を中心

にした手指の動作において、電位の大きさから中指の

筋力が大きく影響していることが考えられる。 
分散分析結果では蝶切り抜き課題と同様に、中指筋

力と拇指筋力の使用に明確な相違があった。被験者の

中には、実験で使用したゲームソフトまたは PSP の未

経験者が含まれていたが、被験者に使用させたゲーム

ソフトの慣れ・不慣れに関わらず、中指の筋力差によ

って中指筋力発揮型と非中指筋力発揮型とに分類され

たことから、複雑な手指動作を要求する道具を使用す

る場合、その手指動作特性として中指の筋力を使用し

ているかどうかによって、道具の使用法あるいは持ち

方に違いのあることが示唆される。 
PSP の操作方法の特徴から、拇指、示指はボタン操

作、中指はゲーム機本体を“支える役目”をしており、

中指筋力発揮型において、非中指筋力発揮型のゲーム

機を支える筋力を上回る力が発揮されていることから、

中指筋力発揮型では中指の支える役目とは別の働きを

していることが考えられる。最大随意筋収縮比より、

PSP 操作において平均して拇指に力を入れているこ

とから、拇指に力を入れやすい道具であることが考え

られるが、PSP のボタン操作はさほど力を入れずに行

うことができる。しかし、ゲームソフトの内容から、

素早く反応してボタン操作をする必要があり、刻々と

変化する画面と音声に集中する必要があるため、拇指

の瞬間的なボタン操作に力が入りすぎる傾向が考えら

れる。解剖学において、ヒトは拇指と他の指を対立さ

せて、物をつかむことができ、また拇指と他の指を対

立させる動物はヒトだけであるとされている５）。拇指

と中指を対立させた状態でゲーム機本体を支えること

で、拇指が瞬間的に大きな力を発揮でき、拇指と中指

の最短距離でボタン操作ができることから、より素早

くボタンを押せる状態が作られることが考えられる。

また、非中指筋力発揮型は左右の手掌部で PSP を挟む

ように持っていたことから、拇指と中指が対立せず、

拇指が瞬間的に大きな力を発揮できないことが考えら

れ、ボタン操作でより大きな力を発揮し、素早くボタ

ンを押そうとする状態が作られやすいことから、非中

指筋力発揮型では拇指を用いた微細かつ瞬間的な動作

の連続には疲労が蓄積されやすいことが推察される。 
つまり、非中指筋力発揮型の人は、ゲーム機のみな

らず携帯電話などのボタン操作を必要とする機器の使

用において、長時間あるいは瞬間的なボタン操作はあ

まり得意ではないと考えられる。一方、中指筋力発揮

型は中指と拇指が対立した持ち方ができるため、拇指

を用いた長時間の複雑かつ素早さを求められる手指動

作を得意とするのではないだろうか。 
 
3)円形切り抜きについて 
 円形の切り抜きにおいて、中指の筋力の強弱に有意

差が見出されたが、指ごとの違いはみとめられなかっ

た。円形は単純な一方向の曲線が連続しており、下書

きがされていることもあって、蝶の切り抜きよりも簡

単に切り抜くことができる様子であった。このように

簡単なはさみの操作においては、丁寧に切り抜く気配

りは低く、個人が一番切りやすい切り方を選択する傾

向があると考えられる。中指を中心に小刻みに切り抜

く人は拇指を使用してはさみを大きく開閉して刃先ま

で使用し、拇指を中心に大きくはさみを開く人は、簡

単な図形の切り抜きでは筋力発揮の微調整が必要とさ

れないため、拇指の力を弱めて切り抜いたのではない

だろうか。一番切りやすい一般的な切り方は拇指の筋

力ではさみの開閉をし、使用することであると推察さ

れる。また、単純な図形の切り抜きに関して、個人差

が大きく発現することから、日常生活の中での単純な

はさみの使い方が円形の切り抜きのデータに反映され

ていると考えられる。 
 
5.まとめ 

 今回の実験結果より、中指の筋力発揮において微細

な調節ができるのは中指筋力発揮型であり、道具の複

雑な使い方や素早さを求められる動作を得意としてい

ることが判明した。また、非中指筋力発揮型において

は、拇指を中心に使用するため、微細な手指動作は苦
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手であり、丁寧さや繊細さを求められる動作を不得意

とすることが理解された。 
 手指の協応動作を必要とする道具は多種多様であり、

道具の複雑な操作において中指と拇指の違いがみられ

ることは共通であることが示唆される。手指動作の器

用さにおいて、中指の筋力が発達していることは微細

な道具の使い方が得意であることが示唆された。 
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i この論文は平成 21 年度に加藤友紀子と吉野宏志による卒業論文を基礎に作成したものである。 
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非定型抗精神病薬治療と肥満に関する調査研究 

－精神科病棟看護師として患者の健康管理参画のために－ 

 

木挽 秀夫 

愛知みずほ大学大学院 

 

 

Ⅰ はじめに 

1953 年代 haloperidol の出現により、統合失調症

の入院患者の減少が見られた。しかし、haloperidol
などの定型抗精神病薬がもたらす副作用である錐体

外路症状（extra pyramidal symptoms 以下 EPS）
や高プロラクチン血症等は患者の生活の質の向上を

もたらすことはなく、患者の服薬行動に対するコン

プライアンスの低下につながっていた。Henry らは
１）定型抗精神病薬の EPS などの副作用により、服

薬継続に困難をきたしている事を報告している。 
しかし、1990 年に入り非定型抗精神病薬がアメリ

カで使用されるようになり、遅発性ジスキネジアに

ついて Haloperidol 、Risperidone、Olanzapine に

対する二重盲検法による比較では、Haloperidol は

Risperidone、Olanzapine に比べ 5 倍高く発生して

いることが報告されている。２） 
 非定型抗精神病薬は、EPS や高プロラクチン血症

などの副作用が少なく、陰性症状や認知機能に対す

る明らかな効果が認められているが、糖質や脂質の

代謝異常を同時に有していることも事実である。 
 代謝異常に関する報告では表１のように３）アメリ

カ糖尿病学会が報告している。 
 

表１ 非定型抗精神病薬と代謝異常 
体重増加 糖尿病の危険

性
脂質代謝異常

Clozapine +++ + +

Olanzapine +++ + +

Risperidone ++ D D

Quetiapine ++ D D

Aripiprazole
※ +/－ － －

Ziprasidone
※ +/－ － －

 
+：増加  －：影響なし  D：結果が分かれる ※長期使用データなし Clozapine 、Ziprasidone

は本邦未発売。    Diabetes care,Vol.27.2004 掲載を一部改変

 

また、体重との関連では Allisonn らは４）非定型

抗精神病薬の各薬剤の投与開始後 10 週時の体重変

化の比較をおこなっている。非定型抗精神病薬の

Clozapine（本邦未発売）で 4.45kg、Olamzapine
で 4.15kg、Risperidone で 2.10kg と差が見られた

ことを報告している。 
 一方、精神疾患や不安・抑うつ、緊張、怒りとい

った精神医学的症候が、メタボリック・シンドロー

ムの構成要素のいくつかと関連することは以前から

知られており、特に統合失調症との関連については

多くの研究が行われている。また、以前より精神科

疾患患者は心血管疾患による死亡率が、一般人口よ

り高いことも報告されている５)。 
このような精神科看護臨床での今日的な背景を

念頭に、看護師による健康管理の一環として、2005

年に著者は精神科看護師におけるフィジカルアセス

メントについての調査６)を 実施した。調査の結果、

体温、脈拍は比較的多くの施設が定期的に実施して
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いたが個人の体調変化の基準となる平均体温を把握

している施設は半数にとどまっていた。また、薬物

療法によって生じる副作用を察知する指標となる、

血圧測定、腸蠕動音、呼吸音などの聴取は、医師の

指示に基づいて行う施設が多く看護師による観察が、

患者の安全を保つために行われているとはいい難い

状況が明らかとなった。 

平均在院日数が平成 18 年度 320 日を越える７）精

神科病院において患者の安全を確保することは日常

生活を援助する看護師にとって援助の中心となるべ

きものである。 

今回、現在の非定型抗精神病薬服用中の患者の身

体的変化について、理学的所見を中心にデータを収

集し、摂食行動を含む患者の日常生活活動や三大栄

養素代謝の指標となる血液生化学的検査所見と合わ

せて分析を試み、看護における健康管理の指針を模

索すると共に看護における健康管理について考察す

ることとした。 

 
Ⅱ 調査研究目的と方法 

１ 調査研究目的  

近年、特に使用量の多い非定型抗精神病薬であ

る、オランザピンとリスペリドンの副作用監視に

つ い て 、 ア メ リ カ 四 学 会 合 同 会 議 ( 脚 注 )

（ Consensus Development Conference on 

Antipsychotic Drugs and Obesity and Diabetes）

が提案した monitoring protocol８）に準拠して体

重、腹囲、血圧、を中心に調査を実施し、非定型

抗精神病薬がもたらす影響について調査し、

Allisonn らの報告している体重増加と比較検討

する。また、体重増加の傾向について分析し、看

護として、患者の健康管理に参画するための指標

作りを目指すこととした。 

脚注： 2004 年にアメリカ糖尿病学会（ADA）、ア

メリカ内分泌学会（AACE）、アメリカ精神科学会

（APA）、北米肥満学会（NAASO） 

 

２ 調査研究方法 

 Ａ県の精神科単科病院で非定型抗精神病薬投与中

の患者に対して monitoring protocol に基づき、身

体測定を実施した。   
１）調査対象 

   精神科単科病院の入院患者のうち、非定型抗

精神病薬の服用期間と服用量、体重、血圧、腹

囲や血液生化学的検査データが追跡可能な患

者を対象とした。 

２）データ収集期間 

   入院時から退院又は転院までの期間 

３）データの種類と収集方法 

①身体計測 

身長については入院時の測定値を用い、体

重については原則４週毎に朝食前に測定、血

圧については４週毎に一定の時間に測定し

た。 

腹囲（ウエスト径）については４週毎に一

定の時間に国民健康栄養調査時の方法に基づ

き、軽呼気時、立位臍高部で測定した。 

②食事摂取状況 

摂取カロリーについては、食事摂取状況に

ついて一定の区分に基づき看護師に記録を依

頼し、食事の総カロリーから摂取カロリーを

割り出した。なお、副食の摂取状況について

は、過度の摂取以外は確認が困難であること

や、対象の負担なども考慮し今回は配慮しな

いことにした。 

③日常活動状況 

全日活動、半日活動、一日臥床の３段階評

価を看護師に依頼した。 

④血液生化学的検査データ 

糖質代謝、脂質代謝、蛋白代謝に関するも

ので、担当医が治療上必要と判断し検査した

データについて収集した。 

 ４）データの分析 

① 治 療 開 始 か ら 10 週 間 後 の 変 化 に つ い

Allisonn らの調査報告と比較検討した。 

②データの各項目間の相関関係について分析し

た。 

③患者に与える影響について個別に分析を試み

た。 

 ５）倫理的配慮 

①事前に、協力が得られた各病院の倫理委員会

にて承認を得て実施した。 

 ②対象者については、主治医の許可を得て、説

明に対しての理解が得られると判断した上で、

書面をもって説明を行った。 

③説明後、本人の理解が得られたと判断し難し

い場合には保護者の同意も合わせてとった。 

Ⅲ 調査研究結果 

１ オランザピン群とリスペリドン群の臨床的背

景 

治療から 10 週間オランザピンまたはリス

ペリドンを服用した患者の入院時の臨床的背

景については表２のとおりである。 
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対象数   オランザピン n=12 リスペリドン n=10 

平均±標準偏差 39.0±11.4 44.6±15.0 

30 歳未満 2(16.67%)        2（20％）

３０～45 歳未満 5(41.67%) 2（20％）

45 歳から 60 歳未満 5(41.67%) 5（50％）

年齢 

60 歳以上 0 1（10％）

男性   4（33.3％） 6（60％）

女性   8（66.7％） 4（40％）

㎏  59.29±12.90  57.76±6.61

入院時体重 

BMI 22.55±3.21 22.47±1.17

入院時腹囲（㎝）   73.75±8.57 79.43±4.38

1 日量   平均 2011.44±201.94 1962.14±226.89

摂取カロリー（kcal） 

総摂取量 平均 140801±14136 137350±15882

薬剤使用量（mg） 1 日平均使用量  15±5.71  5±4.80

総使用量 平均±標準偏差 1026.5±413.14 418±396

Cp 換算 1 日量 300mg 未満 2(16.67%) 3（30％）

 300～1000 10(83.33%) 5（50％）

 1000mg 以上 0 2（20％）

  平均±標準偏差 624.36±236.07 597±565

表２ 対象の臨床的背景 入院時 

オランザピン群 12 例中男性４名女性８名、

リスペリドン群 10 例中男性６名女性４名であ

った。年齢分布はオランザピン群で 39.0±11.4

歳、リスペリドン群は 44.6±15.0 歳であった。

年齢層は 30～60 歳未満がオランザピン群で

83％、リスペリドン群で 70％と大半を占めてい

た。 

入院時体重はオランザピン群 59.29±12.90

㎏、リスペリドン群 57.76±6.61 ㎏であり、入

院時ＢＭＩはオランザピン群 22.55±3.21、リ

スペリドン群 22.47±1.17 であった。入院時で

肥満の基準となるＢＭＩ25 を超えていた患者

はオランザピン群３名、リスペリドン群２名で

あった。 

入院時腹囲はオランザピン群 73.75±8.57 ㎝、

リスペリドン群 79.43±4.38 ㎝でメタボリック

シンドロームの基準（男性 85 ㎝、女性 90 ㎝）

を超えていた患者はオランザピン群の男性２

名、女性０名、リスペリドン群の男性１名、女

性０名であった。 

１日摂取カロリーはオランザピン群 2011.44

±201.94 kcal、リスペリドン群 1962.14±

226.89 kcal であった。 

   薬剤１日使用量はオランザピン群 15±5.71 
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mg、リスペリドン群 5±4.80 mg であり、クロ

ルプロマジン（以下ＣＰと表記）換算で一般的

にＣＰ換算 1,000mg 以上を大量投与といい、投

与量の目安は急性期で 300～1,000mg、慢性期で

は 300～600mg 以内で、なるべく 500mg 以内が

望ましいとされている。今回 300mg 未満がオラ

ンザピン群２名（16.67％）、リスペリドン群

３名（30％）、1000mg 以上の大量投与はオラン

ザピン群０名、リスペリドン群２名（20％）で

あった。 

 

２ 体組成の経時的変化 

１）体重とＢＭＩの経時的変化 

体重とＢＭＩの入院時から１０週間の経時

的変化については表３のとおりであった。 

 

表３ 体重・ＢＭＩの経時的変化（入院時から１０週間） 

  オランザピン n=12 リスペリドン n=10 

体重 ㎏ 63.34±13.27 50.66±6.30 

BMI 24.04±2.96 22.72±2.03 

 

入院時と10週後の差についてt検定を行っ

た結果、オランザピン群では退院時体重は入

院時体重に比べ有意差がみられ、ＢＭＩにつ

いても有意差があった。（体重 t=-4.023,df9,

ｐ＜0.01、ＢＭＩ t=6.403,df=9, p<0.01）。

しかし、リスペリドン群では体重およびＢＭ

Ｉともに有意差は認められなかった。 

（体重 t=.000,df9,ns、ＢＭＩ ｔ＝

-0.11,df=11,ns） 

これらの結果を基に体重増加が有意であっ

たオランザピン群 12 名を対象に変化の傾向

について整理した。対象のプロフィールは表

４の通りである。 
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表４ オランザピン群 プロフィール 

Ａ Ｂ Ｃ Ｄ Ｅ Ｆ

年齢 36 50 46 45 47 27

性別 Ｍ Ｆ M M F F

摂取kcal

薬剤使用量 3220mg 400mg 300mg 520mg 1765mg 1625mg

入院時体重

増減 9kg 2.5kg 2.4kg 4kg 1.1kg 3.2kg

入院時BMI 22.28 22.38 22.8 28.2 22.51 20.61

増減

腹囲増加量 測定なし 9ｃｍ 測定なし 2.5ｃｍ 3ｃｍ 0.9ｃｍ

Ｇ Ｈ Ｉ Ｊ Ｋ Ｌ

年齢 27 52 27 23 30 57

性別 F F F M F M

摂取kcal

薬剤使用量 1140mg 445mg 1110mg 1250mg 1475mg 1800mg

入院時体重

増減 2.9kg 2.4kg 3.5kg 7.4kg 1.0kg -2.0kg

入院時BMI 20.17 20.09 17.04 24.9 25.1 27.64

増減

腹囲増加量 測定なし 5ｃｍ 3.5ｃｍ 9.5ｃｍ 4ｃｍ -4.5ｃｍ
 

オランザピン群の体重の経時的変化では入

院 10 週後の体重の増減ではＡ氏が最大で

9.0kg 増加し、逆にＬ氏は-2.0ｋｇであった。

体重増加が見られたＡ～Ｊ氏について、入院

時体重から４週ごとの変化量を比較した。結

果、１２名中４名が４週後に明らかな体重増

加が見られ、３名が８週後に体重の増加を示

した。また、その後変化は落ち着き退院に向

かっていく傾向が見られた。    

 ４週目増加群の体重の変化は表５の通りで

あった。

 

表５ ４週目増加群の体重推移 

対象 ４週目 ８週目 １２週目

Ａ +5.5kg +0.5kg +1.5kg

Ｂ +2.4kg +0.1kg

Ｃ +3.3kg +1.0kg -0.8kg

Ｄ +1.9kg +0.6kg +0.4kg
 

Ａ氏では入院時から４週目までに 5.5kg、

その後４週ごとに 0.5kg，1.5kg，0.1kg，0.5kg

と変化している。Ｂ氏では 2.4kg その後は

0.1kg の増加しＤ氏では 3.3kg その後 1.0kg，

-0.8kg にとどまっている。各患者とも急激な

増加の後緩やかな増加は続くがその変化はわ

ずかとなっている。             

８週目増加群では表６のように F，I，J３

氏が４週目では０～1.2kg の変化であるのに

対して４週目から８週目にかけては 3.0～

5.6kg と大幅な増加が見られている。その後

はまた１kg 以下の増加にとどまっている。そ
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の他の３名については，退院時まで緩やかな 増加が見られた。 

 

表６ 体重８週目増加群の推移 

対象 ４週目 ８週目 １２週目

Ｆ 0kg +3kg +0.2kg

I +0.9kg +3.5kg

J +1.2kg +5.6kg +1.0kg
 

 

また、隔離室使用の２名の変化をみると、

Ｋ氏では入院から４週間は一般病室で経過し

ておりその後隔離室使用が５週間継続してい

る。隔離室退室後は退院まで一般病室で経過

観察をしている。入院時から一旦上昇した体

重が精神症状悪化に伴い隔離室に入室し減少

傾向となり、隔離室退室後また上昇するとい

う変化が見られた（図２）。 
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図２ 隔離室使用者 K 氏の体重変化 

入室時の食事摂取や活動状況は表７の通りである。 

表７ K 氏の食事・活動状況 

1週 2週 3週 4週 5週 6週
食 事
（kcal）

14000 7000 7000 7000 7000 7000

活動 臥床 臥床 臥床 不穏 不穏 不穏

7週 8週 9週 10週 11週 12週
食 事
（kcal）

7000 11200 14000 14000 14000 14000

活動 不穏 臥床 臥床 臥床 臥床 臥床
 

食事量は入院２週間目より半分の 7000 キ

ロカロリーに低下していくが体重は増加して

いる。その後７週までは 7000 キロカロリーの

摂取量で経過し、隔離室退室 1 週間前の入院

８週より食欲の上昇が見られ摂取量は 11200

キロカロリーとなり９週では 14000 キロカロ

リーとなっている。活動も入院４週から７週

では不穏状態が見られたが退室１週前より落

ち着きを取り戻し始める。 

 ㎏ 

隔離室入室 

隔離室退室 
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Ｌ氏の体重変化を図３に示す。 
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図３ 隔離室使用者 L 氏の体重変化 

Ｌ氏は入院から１週間一般病室で過ごす。

その後３週間隔離室入室。２週間一般病室で

過ごした後１週間隔離室を使用する。その後

は退院まで一般病室で過ごす。Ｋ氏同様Ｌ氏

でも隔離室入室と体重減少との間に関連が見

られた。入院２週目の隔離室入室後より体重

の減少が始まり、入室中に 3.0kg の低下が見

られた。退室後２週間で体重が 2.2kg 増加し

ているが再度入室を機会に再度 75kg まで減

少している。退室後は５週間で 78kg まで体重

の増加が見られた。 

入室時の食事摂取や活動状況は表８の通り

である。隔離室入室後も、食事は全量摂取し、

臥床傾向で過ごしていた。 

表８ Ｌ氏の食事・活動状況 

項 目
週

1週 2週 3週 4週 5週 6週

食 事
（kcal）

14700 14700 14700 14700 14700 14700

活動 臥床 臥床 臥床 臥床 臥床 臥床

項 目
週

7週 8週 9週 10週 11週 12週

食 事
（kcal）

14700 14700 14700 14700 14700 14700

Ｋ・Ｌ氏共に、隔離室入室に伴い薬物使用

量や食事摂取量とは関係なく体重が減少し、

隔離室退室と時期を同じくして体重が増加し

ていった。 

また、ｔ検定の結果では有意な体重増加を

認めることのできなかったリスペリドン群で

はあるが、中でもＯ氏では入院時に比べると

退院時では 7.5 ㎏の増加が見られた。 

 

２）腹囲測定の経時的変化 

腹囲測定が定期的に実施できていたものは

オランザピン 12 名中９名がリスペリドンで

は 10 名中８名であった。 

オランザピン・リスペリドンとも入院時か

ら 10 週目までについて t 検定を行った。オラ

ンザピン群では有意差が見られた（ｔ＝

2.616,df=8,p<0.05）。しかし、リスペリドン

群 で は 有 意 差 は み ら れ な か っ た

隔離室入室 隔離室入室 

隔離室退室 
隔離室退室 

 ㎏ 
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（t=1.545,df=7,ns）。 

オランザピン群では平均で 3.66ｃｍの増

加があり最大は 9.5ｃｍであった。最小は隔

離室入室中であったＬ氏の－4.5ｃｍであっ

た。 

リスペリドン群では検定の結果有意差は見

られなかったが、平均では 2.75cm の増加が見

られ最大はＯ氏の 12.5ｃｍであり、最小では

-3.0ｃｍであった。測定者８名中５名に増加

が見られた。 

オランザピン群・リスペリドン群での腹囲

の増加パターンについては体重のような特徴

的な増加パターンは見られなかった。 

メタボリックシンドロームの基準とされる

腹囲男性 85 ㎝女性 90ｃｍに該当する対象は

オランザピン群で男性３名女性２名であり、

入院中の増加によって基準を超えた者は男性

１名女性２名であった。またリスペリドン群

では男性４名女性０名であり、入院中の増加

によって基準を超えた者は男性３名であった。 

 

３）血圧の経時的変化 

血圧が定期的に測定されていた者はオラン

ザピンで 12 名中４名、リスペリドンで 10 名

中６名であった。 

最大血圧と最小血圧の入院時と退院時につ

いて t 検定を実施した。結果はオランザピン

群、リスペリドン群ともに最大血圧、最小血

圧で有意差は認められなかった。（オランザピ

ン最高t=-0.9,df=3,ns最低 t=0.182,df=3,ns 

リスペリドン最高 t=-1.49,df=5,ns 最低

t=-1.06,df=5,ns ） 血 圧 に つ い て Ｉ Ｄ Ｆ

（International Diabetes Federation）の基

準にそった日本におけるメタボリックシンド

ロームの診断基準による血圧の基準値、（最高

血圧 130mmHg 以上または最低血圧 85mmHg 以

上）を超えている患者は入院時・退院時とも

にオランザピン群で０名、リスペリドン群は

１名であった。 

 

４）生化学的データ 

生化学的データでは、症例によりデータ

数・内容にばらつきが見られた。これは、担

当医師の治療方針に基づき検査は行われてお

り、病院ごとでは統一された検査はされてお

らず、比較することが出来なかった。 

今回、定期的な生化学データが揃っている

のはオランザピン群ではＡ、Ｆ、Ｈの三氏リ

スペリドン群ではＮ、Ｕ、Ｖ、Ｗ、Ｘの５名

であった。これら８名のデータの推移につい

て表９に示した。 
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表９ 生化学データの推移 

対象 項目 基準値 入院時 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

グルコース 70～109mg/dl 148 88 84 84 89 91
総コレステロール 128～219mg/dl 188 214 217 202 207 229

トリグリセライド 30～149mg/dl 217 344 269 307 254 321

グルコース 70～109mg/dl 147 111 212 84 138

総コレステロール 128～219mg/dl 204 207 193 202 289 240

トリグリセライド 30～149mg/dl 62 109

グルコース 70～109mg/dl 92
総コレステロール 128～219mg/dl 217 239 241

トリグリセライド 30～149mg/dl 66 123

グルコース 70～109mg/dl 144 215 114 112 99 100

総コレステロール 128～219mg/dl 186 177 163 179 156 127

トリグリセライド 30～149mg/dl 108 251 139 97 168 168

グルコース 70～109mg/dl 155 108 97
総コレステロール 128～219mg/dl 194 156 183

トリグリセライド 30～149mg/dl 186 66 123

グルコース 70～109mg/dl 141 92 94
総コレステロール 128～219mg/dl 228 214 202

トリグリセライド 30～149mg/dl 123 88 114

グルコース 70～109mg/dl 131 124 95 73
総コレステロール 128～219mg/dl 198 219 211 215

トリグリセライド 30～149mg/dl 104 148 150 178

グルコース 70～109mg/dl 87 92 94 91 83
総コレステロール 128～219mg/dl 199 185 184 157 146

トリグリセライド 30～149mg/dl 52 94 101 65 69

W

X

オ
ラ
ン
ザ
ピ
ン
群

リ
ス
ペ
リ
ド
ン
群

A

F

H

N

U

V

 Ａ氏では糖質ではグルコース（空腹時血糖）

が入院時 148mg/dl と基準値（70～109mg/dl）

を超えているがその後は基準値以内で推移し

ていた。総コレステロール値（以下ＴＣと表

記）は入院から 12 週までは基準値（128～

219mg/dl）以内で推移していたが、退院前の

14週目では229mg/dlと基準値を超えていた。

トリグリセライド（以下ＴＧと表記）では入

院時から 217mg/dl と基準値（30～149mg/dl）

を超えていた。その後も常に高い数値を示し、

特に４週目では344mg/dlと入院時の1.6倍に

なっていた。 

Ｆ氏ではグルコースは入院時 147mg/dl が

退院時 138mg/dl へと減少しているが基準値

（70～109mg/dl）は超えていた。ＴＣ値は入

院時 204mg/dl と基準値（128～219mg/dl）内

であったが退院時は 240mg/dl と基準値を超

えていた。ＴＧでは入院時 62mg/dl であった

ものが退院時 109mg/dl と基準値内ではあっ

たが約 2 倍に増加していた。 

Ｈ氏ではグルコースは入院時のみ測定され

92mg/dl と基準値内であった。ＴＣは入院時

217mg/dl が退院時 241mg/dl であった。ＴＧ

は入院時 66 mg/dl が退院時 123 mg/dl へと増

加していた。 

リスペリドン群のＮ氏ではグルコースは入

院時 144 mg/dl から退院時 100 mg/dl へと減

少し、ＴＣも入院時 186 mg/dl が退院時 127 
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mg/dl へと低下していた。しかし、ＴＧは入

院時 108 mg/dl が退院時 168 mg/dl へと増加

していた。Ｕ、Ｖ、Ｘ氏では三項目ともに低

下しておりＷ氏ではグルコースは入院時 131 

mg/dl が退院時７３mg/dl へと減少している

がＴＣは入院時198 mg/dlが退院時215 mg/dl、

ＴＧは入院時 104 mg/dl が退院時 178 mg/dl

へとそれぞれ増加していた。 

 

Ⅳ 考察 

１ オランザピン群とリスペリドン群の臨床的

特徴の意味 

Allisonn らの調査報告によると、非定型抗精

神病薬の各薬剤の投与開始後 10 週時の体重変

化の比較では、オランザピンで 4.15kg、リスペ

リドンで 2.10kg と差が見られた。今回の調査

でもオランザピンで 4.05±3.90kg とほぼ同様

の結果が得られた。リスペリドンでは-0.55±

2.51kg であり体重増加は見られず、Allisonn

らの調査報告に反する結果が得られた。 

今回の調査では、肥満をもたらす主要因子と

考えられる摂取カロリーにおいてオランザピ

ン群とリスペリドン群での 1 日平均での差はオ

ランザピン群が 49.3kcal 多いに過ぎない。こ

のことから考えても、摂取カロリーの差が今回

の体重の差になっているとは考えにくい。また、

活動状況では、オランザピン群が 1 日活動して

いる者が９名（75％）でありリスペリドン群６

名（60％）を上回っている。活動的であればカ

ロリー消費は多くなり、結果体重増加は抑制さ

れると考えられるが、今回は逆の結果となった。

この傾向は腹囲においても同様であり、オラン

ザピン群では 4.72±4.67cm に対してリスペリ

ドン群では 1.50±3.24cm であった。薬剤使用量

においてもＣＰ換算でさほど差がない両群に

おいて、体重・腹囲の変化は有意に差が出てお

り、オランザピンがより肥満をもたらしやすい

ことが分かる。    

体重増加がもたらす影響について今回示さ

れたオランザピン群の増加量は、松丸 9）が述べ

ているように高血圧リスクを 1.38 倍高め、２

型糖尿病を 1.9 倍、冠状動脈疾患を 1.25 倍高

める可能性が示唆された。 

２ 体重の経時的変化の意味 

オランザピン群における体重変化は一様で

はなく、症例の一部で偏りが見られている。特

徴ある変化を示したＫ、Ｌ氏とも隔離室入室を

機会に体重の減少が見られ、隔離室退室前後か

ら体重増加に転じている。この事実は体重変化

が精神症状と密接な関係にある事を示唆する

ものと考えられる。 

隔離室入退室を経験していない他の患者の

体重増加については、４週目で増加のピークを

迎える群や８週目でピークを迎える群でも同

様に精神状態との関連が窺えるが、今回調査で

は病状の変化についての追跡を行っておらず

調査内容である活動状況だけでは確実な評価

が出来ず、今後の課題として残る。しかし、体

重増加と精神症状の関連が今回の結果から考

えられることを活用することによって早期の

体重コントロールが可能となり、Ａ氏のように

9.0kg の大幅な体重増加が回避でき、高血圧、

２型糖尿病、冠状動脈疾患などのリスク回避に

も繋がることが考えられる。 

リスペリドン群に関しては Allisonn らの調

査報告以外にも体重増加が報告されている。今

回は症例数が少なく統計上に有意差は見られ

なかったが、１名は 7.5 ㎏体重増加をきたして

おりこれはオランザピン同様に高血圧リスク

を 1.38 倍高め、２型糖尿病を 1.9 倍、冠状動

脈疾患を 1.25 倍高める可能性が考えられる。 

３ 腹囲測定の経時的変化の意味 

腹囲については体重と異なり特徴的な増減

は見られなかった。腹囲は脂肪の蓄積によって

増加することからこのような差が生じたこと

が考えられる。又、腹囲測定が定期的に実施さ

れていたのは三施設であり、測定者には厚生労

働省の基準に基づいて文書及び口頭で説明を

したが、基準どおりに測定されたかは確認でき

ていない。実施者による方法のばらつきによる

誤差についても今後検討していく必要がある。 

 しかし、体重の増加が著しい患者では腹囲も

増加しておりデータとして反する者は見られな

かった。 

腹囲について厚生労働省「健康づくりのため

の運動指針 2006」では 10）腹囲の１cm 減少は

体重 1kg の減少に当たるといわれ、体重 1 kg
を減少させる為には、運動によるエネルギー消

費の増加と食事改善によるエネルギー摂取量

の減少を合わせて、約 7000 キロカロリーが必

要となる。また、1 ヶ月で腹囲 1cm 減少するた

めには 1 日当たり 230 キロカロリーの消費が必

要だといわれている。 
1 エクササイズあたりのエネルギー消費を考

えると 230 キロカロリーを消費する為には 1 日

4 エクササイズが必要となる。 
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今回の調査では平均で、オランザピンが

3.66cm、リスペリドンが 2.75cm であり、とも

に 1 日 4 エクササイズを 3 ヶ月から 4 ヶ月必要

となる。又、リスペリドンは 12.5cm の増加が

あり、1 年以上の継続したエクササイズが必要

となることがわかった。 

 

４ 血圧の経時的変化の意味 

血圧測定については、他の項目に比べて継続

した測定が実施されていなかった。今回はデー

タ不足により明確な変化を捉えることができ

なかった。 

オランザピン群で体重増加が多く、高血圧の

危険水準に該当するＡ、Ｄ、Ｆ、Ｇの４氏で測

定されておらず、リスペリドン群で大幅な体重、

腹囲の増加があったＯ氏でも測定されてず、デ

ータが得られなかった。 

今回の結果から検定で有意差が無かったか

らといって、非定型抗精神病薬の血圧に対する

影響は否定できない。 

測定が継続されなかった状況は筆者が行った

調査でも医師の指示で実施されていることが

わかっており、今回の調査でも測定に対する看

護師の意識が低下していたことが考えられる。 

体重・腹囲の増加が明らかに見られる患者で

は、血圧上昇に関するリスクは考えられること

から今後は定期的な測定を実施し、体重・腹囲

との関連についての調査が必要である。 

 

  ５ 生化学的分析の意味 

   オランザピンに関連した高脂血症について

Ossler ら 11）による１２週間での調査報告では、

使用薬剤量 1 日あたり 13.8±4.4mg で空腹時Ｔ

Ｇ162±121 から 222±135 mg/dl まで増加した

ことが報告されている。また鈴木は 12）オラン

ザピンが総コレステロールよりＴＧを増加さ

せる事をあげ高度なＴＧ血症を引き起こすこ

とを報告している。 

今回オランザピン服用群のＡ氏では体重

9.0kg の増加、ＴＧは 14 週目で 321 mg/dl、使

用薬剤量は 1 日あたり 20 mg であった。この結

果から Ossler らの報告とＡ氏の結果は一致し

ており高脂血症の可能性が考えられる。Ｆ、Ｈ

氏では基準値以内ではあったがともに入院時よ

り約２倍になっている。体重はＦ氏で 3.2 ㎏、

Ｈ氏で 2.4 ㎏増加しており関連が考えられる。 

リスペリドン服用群のＮ氏では体重の減少が

あったにもかかわらずＴＧ値は上昇している。

また唯一体重増加が見られたＵ氏ではＴＧ、Ｔ

Ｃとも減少し基準値内であった。体重減少した

Ｗ氏ではグルコース値は低下しているがＴＣ、

ＴＧともに上昇し、ＴＧ値は基準値を超えてい

る。 

リスペリドンと高ＴＧ血症について明確に指

摘した文献を今回見つけることは出来なかっ

たが、代謝異常発現についてはオランザピンに

比べ低いとする文献は多くみられており、リス

ペリドンの代謝異常を否定するものではなか

った。実際にＯ氏は腹囲で 12.5ｃｍの増加、体

重で 7.5 ㎏の増加が見られており、耐糖能異常

や高ＴＧ血症のハイリスク状態と考えられ今

後調査が必要であると考える。 

また monitoring protocol で指標が示されて

いることからも、今後継続した調査を行ってい

き、患者の状況の変化を把握して行く必要があ

る。 

 

Ⅴ 結論 

 非定型精神病薬服用中の患者についてアメ

リ カ 四 学 会 合 同 会 議 が 提 案 し て い る

monitoring protocol に基づいて調査を行い、

その中でも使用頻度の多い、オランザピン 12

名とリスペリドン 10 名について入院時と退院

時の比較検討を行った結果次の所見を得た。 

１ 体重に関してはオランザピン群で有意に

増加し、リスペリドン群では有意な増加は

見られなかった。しかし、リスペリドン群

でも１名で 7.5 ㎏の増加が見られ、オラン

ザピン群とともに高血圧、２型糖尿病、冠

状動脈疾患高める可能性が示唆された。 

２ オランザピン群の体重増加には一定のパ

ターンがみられ、隔離室入室患者の比較分

析から精神症状の安定と体重増加に密接

な関連が示唆された。 

３ 腹囲についてオランザピン群では有意に

増加し平均では 3.66ｃｍの増加があり最

大は 9.5ｃｍであった。リスペリドン群で

は有意な増加は見られなかったが、１名で

12.5ｃｍの増加がみられ個人差が大きく

現れた。また、測定方法による誤差につい

ても今後検討する必要性がある。 

４ 血圧についてはオランザピン群、リスペリ

ドン群共に有意な上昇は認められなかっ

た。しかし、今回調査では定期的な測定が

実施されておらず、また体重増加が著しい

患者の血圧が測定されていなかったこと
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もあり再調査が必要である。 

５ 生化学検査では、医師の指示のもとに行わ

れており、残念ながら monitoring protocol

に基づいた測定は行われていなかったが、

オランザピン群で定期的に測定が行われ

ていた３名についてはＴＧについて高い

上昇が見られ、Ossler らの報告と一致して

おり高脂血症の可能性が示された。 

   今回得られた所見から精神科における看護師

のヘルスケアへの参画として以下のように考

えられる。 

体重減少への取り組みとして、加藤ら 13）はデ

イケア通所中の統合失調症患者に対して大野

ら監修の solution for wellness に修正を加え

た栄養･運動プログラムを実施している。また、

岡本らも 14）solution for wellness を参考にし

た栄養アセスメントシートを用いた栄養サポ

ートについて報告している。いずれも対象とな

っているのは退院後の外来患者であった。 

内容は、食事管理表、運動管理表などを用い

計画性を持って行う事を求められている。今回

のＡ氏で考えると退院時体重変化が 9.0kg ある

ときに体重減少を図ることは難しい。しかし、

入院後４週目での体重増加量が 4.5kg であると

きに消費するために必要な運動量は４エクサ

サイズを４ヶ月程度となる。Ａ氏は 166 日入院

しており計算では退院までに増加分を清算で

きたことが考えられる。 

また、体重増加を抑制するためには、隔離室

使用患者２名を例にとって考えても、症状の安

定と体重増加に関連が見られることから、症状

の安定について評価することを行い、その評価

に基づき、体重コントロールのための取り組み

を行なって行く事が求められる。 

   多くの先行研究でＰＡＮＳＳ（Positive and 

Negative Syndrome Scale）やＧＡＦ（Global 

Assessment of Function）が精神状況の評価と

して用いられている。オランザピンについては

４週目、８週目に著明な体重の増加が見られた

ことから、８週目までは１週間隔での体重測定

を実施し、その後平坦化する時期にＰＡＮＳＳ

などの評価を行い健康管理のための栄養指導

や運動プログラムを実施することが望まれる。

今回の調査では有意な体重増加は見られない

リスペリドンであったが、多くの先行研究では

オランザピンほどではないが体重の増加が報

告されており、１名が 7.5 ㎏の増加が見られて

いることから、最低限月 1 回の体重測定は必要

であると考える。また、入院時の栄養評価に基

づく食事カロリーであるが今回の対象者の平

均摂取カロリーは病院食が基本となっており

普通食では 1900 から 2200kcal であった。生活

強度から考えると摂取カロリーとしては 1700

から 1900kcal が望ましいと考える。しかし、

Murashita ら 15）はリスペリドンには成長ホルモ

ンの分泌を促すグレリンの分泌を促進する作

用があり、食欲の向上につながることが報告さ

れている。カロリー制限とともに適切な間食の

あり方についても検討をしていくことが求め

られる。 

な お 、 今 回 の 調 査 対 象 以 外 の 患 者 で

monitoring protocol の実施が確実に行われて

いた病院はなかった。しかし、近時急速なメタ

ボリックシンドローム概念の普及や、特定健診、

特定保険指導制度の実施と相俟って、精神科医

師としての取り組みが期待される。特に、前項

でも述べたように肥満を伴わない、糖質異常に

ついては生化学検査でしか判断することはでき

ず、オランザピン、リスペリドンともに影響を

把握する上で医師の協力の下、分担協力者とし

ての看護師の取り組みとしてデータの収集と分

析を協同して行っていくことが求められる。 

 また、対象患者への対応の中で、３名の女性

患者では、体重よりも腹囲の１cm 増加を深刻に

受け止めており、精神的安定と体重増加の関連

に注目した対応として患者自身が、体重、腹囲、

血圧などのデータを医療従事者と共有し、４エ

クササイズの活動を選択実施できる可能性も考

えられる。そのためには、アメリカ四学会合同

会議が提案している monitoring protocol に加

えて、入院時から精神症状の安定までを医師と

協同し評価しながら週 1 回測定することが求め

られる。また、症状の安定後は、患者と情報を

共有し健康管理するための説明を実施する事も

看護の役割と期待される。 

健康管理の活動として１日４エクササイズの

活動は、普通歩行１時間が３エクササイズとな

ることから精神状態を看護師として判断し、医

師への情報提供による行動制限の緩和を実施し、

早期の食事、運動療法の両面からの健康管理が

有効であると考えられる。 

 以上のことから、長期入院が基本である精神

科病院において患者の健康管理に看護が参画で

きる可能性は数多くある事が今回の調査で示唆

された。 
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著書 

著者 題目 組織 発表年月 

土田満（分担） 運動と健康の科学 

食品と健康（分担） 

北里健康総合研究出

版 

2009 年 05 月

 

 

 

総論 

著者 題目 組織 発表年月 

川瀬基弘 博物学研究 その４ 

～つちにんぎょう～ 

瀬木学園紀要第 4 号 2010 年 03 月

 

 

 

原著論文 

著者 題目 組織 発表年月 

Yasumasa Annen and 

Fujio Yoshida 

Influences of cooperative and defective voice 

priming on the PD game performance. 

International 

Journal of 

Psychology 

2009 年 08 月

伊藤友美・長谷川信

弘*・山田哲也** 

熱条件の違いによる各種澱粉の水分量と吸

湿性の変化 

瀬木学園紀要第 4 号 2010 年 03 月

伊藤由美子 消費者教育の現代的役割-キャリア教育の視点か

ら- 

日本消費者教育学会 2009 年 09 月

Takao IMAI A Consideration of How to Teach Peripheral 

Examples of be + V-ing from the Viewpoint of 

Cognitive Grammar 

瀬木学園紀要第 4 号 2010 年 03 月

山根基、種田行男、大

西範和、松本孝朗、北

川薫 

低温および風雨による寒冷曝露時の熱放散反応

に関する研究 

健康医科学研究助成

論文集 

2009 年 03 月

K.Nakamoto,M.Arashi, 

S.Noparatonawong, 

S.Kamohara, T.Radak, 

M.Tsuchida, 

K.Miyazaki, H.Kudo, 

S.Watanabe, A.Tanaka 

A New Japanese Vegetarian Food Guide Asia-Pacific Journal 

of Public 

Healthvol.21(2), 

160-169,2009 

2009 年 04 月

Nishimura T,Miyata 

N,Nishimura H,Ito 

C,Izumi K, Fujimaki 

H, Matsumura F 

Dioxin-induced up-regulation of the active 

form of vitamin D is the main cause for its 

inhibitory action on osteobalast activities, 

leading to developmental bone toxicity 

Toxicology and 

Applied Pharmacology 

2009 年 
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原著論文 

著者 題目 組織 発表年月 

森恭子 青年期心理とアイデンティティの形成過程 

  －宮澤賢治の伝記資料と作品を通して

－ 

瀬木学園紀要第 4 号 2010 年 03 月

川瀬基弘・尾畑功・市

原俊 

愛知県藤前干潟に生息する貝類 豊橋市自然史博研報 2009 年 

 

 

 

研究報告 

著者 題目 組織 発表年月 

川瀬基弘・尾畑功・市

原俊 

愛知県藤前干潟に生息する貝類 豊橋市自然史博研報 2009 年 

 

 

 

資料 

著者 題目 組織 発表年月 

上原正子 名古屋市生涯学習推進センター共催 

平成 21 年度大学連携講座実施報告 

 －ショック・食の危機!?国際的な視点から食を

考える－ 

瀬木学園紀要第 4 号 2010 年 03 月

水野早苗・横山洋子・

伊奈陽子 

栄養士養成施設における校外実習について 

  本学の学生が校外実習で学んだこと 

瀬木学園紀要第 4 号 2010 年 03 月

福江昭子 愛知みずほ大学短期大学部平成 21 年度秋の公開

講座報告 

瀬木学園紀要第 4 号 2010 年 03 月

平野緑、高橋徹 学生アンケート調査結果の報告 

2008 年 4 月実施編 

瀬木学園紀要第 4 号 2010 年 03 月

平野緑、高橋徹、早川

幸恵 

愛知みずほ大学 平成 21 年度パソコン公開講座

報告 

瀬木学園紀要第 4 号 2010 年 03 月

 

 

 

ノート 

著者 題目 組織 発表年月 

上原正子・水野早

苗・横山洋子・井戸

田道智代 

食育活動「子ども料理教室」の質的調査 

  －地域活動としての料理教室の到達評

価の検討－ 

瀬木学園紀要第 4 号 2010 年 03 月
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ノート 

著者 題目 組織 発表年月 

上原正子・井戸田道

智代・伊奈陽子 

給食管理実習(学内)における 

衛生管理の理解を深めるための改善とその

評価 

瀬木学園紀要第 4 号 2010 年 03 月

 

 

 

学会発表 

著者 題目 組織 発表年月 

安念 保昌 電話による会話場面での相手の推定－日本語と

英語におけるマスキングの効果－ 

日本認知科学会 2009 年 09 月

犬塚智咲子・安念保昌 対人ストレスによる 場面選択の違いについて 日本社会心理学会 2009 年 10 月

安念保昌 PD ゲーム行動に及ぼすいじめを受けた経験の影

響（２）－愛他率と搾取率による分析－ 

日本社会心理学会 2009 年 10 月

伊藤友美、土田廣信、

原田栄津子、丹羽利

夫、呉暁紅、大澤俊彦 

数種のキノコ由来エルゴチオネイン画分の炎症

性酸化障害抑制作用 

第 56 回日本食品科学

工学会大会 

2009 年 09 月

伊藤友美、土田廣信、

原田栄津子、丹羽利

夫、呉暁紅、大澤俊彦 

コプリーノ(Coprinus comatus)熱水抽出物の機能

性に関する研究 

第 14 回日本フードフ

ァクター学会学術集

会 JSoFF2009 

2009 年 11 月

今井隆夫 英語コミュニケーション力育成に役立つ英文法

教授の方法をラネカーの認知文法を参照して考

察する 

全国英語教育学会（第

35 回：鳥取大会） 

2009 年 8 月 

今井隆夫 ラネカーの認知文法を参照した教育英文法の授

業実践報告と事例研究――英語コミュニケーシ

ョン能力育成支援のために―― 

愛知教育大学英語・英

文学会（第１６回研究

発表会） 

2009 年 10 月

仲本桂子、嵐雅子、宮

崎恭一、土田満、渡辺

早苗、田中明 

日本人用ベジタリアンフードガイド 第 56 回日本栄養改善

学会 

2009 年 09 月

羽賀あゆみ、土田満 大学生男女におけるボディイメージの検討 第

２報 

第 56 回日本栄養改善

学会 

2009 年 09 月

橋本隆寛・川瀬基弘 室内実験による二枚貝類の水質浄化能力試験③

～淡水性二枚貝と汽水性二枚貝の水質浄化能力

の比較～ 

日本陸水学会東海支

部会 第 11回研究発表

会 講演要旨集 

2009 年 

北村拓也・川瀬基弘 室内実験による二枚貝類の水質浄化能力試験②

～外来性淡水二枚貝の水質浄化～ 

日本陸水学会東海支

部会 第 11回研究発表

会 講演要旨集 

2009 年 
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学会発表 

著者 題目 組織 発表年月 

稲垣健太郎・川瀬基弘 室内実験による二枚貝類の水質浄化能力試験①

～日本産イシガイ類の水質浄化～ 

日本陸水学会東海支

部会 第11回研究発表

会 講演要旨集 

2009 年 

大久保義美、肥田幸子 子どもの不登校は母親の意識をどう変えるか 日本発達心理学会第

20 回大会 

2009 年 03 月

 

 

 

講演 

著者 題目 組織 発表年月 

伊藤彰茂 「働くこと」の意味 愛知県立鶴城丘高等

学校 

2009 年 01 月

伊藤由美子 キャリア教育がなぜ必要なのか 「第 13ＦＤサロン」 2010 年 01 月

今井隆夫 用法基盤モデル（カテゴリー化の能力）から英語

学習と評価法を考える 

－理論的枠組みと事例研究－ 

日本言語テスト学会

（JLTA)第 30回研究例

会 

2009 年 07 月

今井隆夫 感覚の英文法で、新たな視点から英語を捉える 

－英語は日本語に訳せない、訳すからわからなく

なる－ 

 2009 年 10 月

今井隆夫 認知言語学を参照した英語教育実践（出張授業） 豊田市立猿投中学校 2010 年 02 月

今井隆夫 コミュニケーションにおける誤解と理解につい

て 

刈谷市教育委員会主

催 生涯学習指導者

研修会 

2010 年 03 月

土田満 人生を謳歌する長寿と食 西尾市市民大学講座 2009 年 11 月

土田満 ライフステージを通して現代の食と健康の問題

を考えてみませんか 

～食育が叫ばれる学童期の食 

名古屋市生涯学習推

進センター大学連携

講座 

2009 年 12 月

土田満 ライフステージを通して現代の食と健康の問題

を考えてみませんか 

～成熟への鍵を握る思春期の食 

名古屋市生涯学習推

進センター大学連携

講座 

2010 年 01 月

土田満 ライフステージを通して現代の食と健康の問題

を考えてみませんか 

～人生を謳歌する長寿と食 

名古屋市生涯学習推

進センター大学連携

講座 

2010 年 02 月

土田満 ライフステージを通して現代の食と健康の問題

を考えてみませんか 

～もうひとつの食～豊富な植物性食品がもたら

す健康 

名古屋市生涯学習推

進センター大学連携

講座 

2010 年 03 月
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講演 

著者 題目 組織 発表年月 

森際眞知子 アクエンアテンの都 

－アマルナ時代の政治と宗教瞥見－ 

アコリス遺跡調査発

掘報告会 

2009 年 03 月

 
 
 
その他 

著者 題目 組織 発表年月 

土田満 食習慣の基礎をつくる学童期の食事 サインズ・オブ・ザ・

タイムズ 

2009 年 03 月

土田満 成熟の鍵を握る思春期の食生活 サインズ・オブ・ザ・

タイムズ 

2009 年 04 月

土田満 見直したい人生の充実期における健康観 サインズ・オブ・ザ・

タイムズ 

2009 年 05 月

土田満 百寿者の栄養学 サインズ・オブ・ザ・

タイムズ 

2009 年 06 月

土田満 生命を語源とするビタミン サインズ・オブ・ザ・

タイムズ 

2009 年 07 月

土田満 油に溶けやすい脂溶性ビタミン サインズ・オブ・ザ・

タイムズ 

2009 年 08 月

土田満 エネルギー代謝に関わるビタミンＢ群 サインズ・オブ・ザ・

タイムズ 

2009 年 09 月

土田満 飲むべきか、飲まざるべきか サインズ・オブ・ザ・

タイムズ 

2009 年 10 月

土田満 ビタミンの名脇役を務めるビタミン様作用物質 サインズ・オブ・ザ・

タイムズ 

2009 年 11 月

土田満 健康食への新たな可能性を開くファイトケミカ

ル 

サインズ・オブ・ザ・

タイムズ 

2009 年 12 月
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紀要投稿申込用紙 

 

                                                       平成  年  月  日 

紀要委員長殿 

                                        筆頭著者氏名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿印 

                                        （連絡先 内線：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿） 

                                       ［院生の場合：指導教員氏名      ］ 

 

 下記の通り、瀬木学園紀要 第＿＿号に対して投稿規程に基づき論文を投稿いたします

から、受理して下さい。 

 

                                      記 

 

○論文題目 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

                                         

○著者の所属と身分 

      氏   名        所     属         身  分 

筆頭著者 ＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿ 

共著者    ＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿ 

共著者    ＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿ 

共著者    ＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿ 

共著者    ＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ ＿＿＿＿＿＿ 

 

○掲載希望区分（該当するところに○、または記入して下さい。） 

    １．総説    ２．原著論文   ３．ノート  ４．資料   ５. 情報 

     ６．その他(具体的に：        ) 

○使用ワープロソフト名 ［                   ］ 

＜注意事項＞ 

・原稿作成前に「瀬木学園紀要投稿規程」「同紀要原稿作成要領」を必ずご覧下さい。 

・ヘッダー部・ページ番号等を除き、基本的に提出された原稿の通りに印刷されますので、作成要

領で指定された書式を遵守して原稿を作成して下さい。 

・原稿の枚数は投稿規程に定めていませんが、当分の間仕上がり 10 ページ以内とします。これを越

える場合は受理されないことがあります。 

・論文題目・著者の所属と身分欄が足らない場合は、別紙に記入して添付して下さい。 

・身分欄には、教員・院生・学部生（学部生は筆頭著者にはなれません。但し、卒論で指導教員氏

名が明記される場合は例外です。）等を記入下さい。 

・投稿規定 8.に従って、プリントアウトした文字原稿１部に本紙を添付して、提出して下さい。 
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瀬木学園紀要原稿作成要領 

  

  本要領は、本学園紀要が、統一を持った論文集として刊行されるために、執筆者が守る書式につ

いて定めてある。 

 

（Ｉ）紀要論文         

 

［１］基本的な書式        

１−１．ページ設定  ［ワープロなどは以下の設定を基準とする。］  

 

１）用紙サイズ    Ａ４縦 

２）段組   

    １．標題部（論題，著者名，著者の所属）      １段組 

    ２．抄録部およびキーワード部         １段組 

     （日本語論文の欧文抄録・外国語論文および 

      日本語論文の先頭に抄録を付す場合の抄録） 

    ３．論文部（論文本文，参考文献リスト）      ２段組 

     

３）行数 ４８行 

４）余白 

 ・天地   天から ３５ｍｍ 

       地から ３０ｍｍ 

 ・左右   左から ２５ｍｍ 

       右から ２５ｍｍ 

 ・２段組の場合の段間 ７ｍｍ 

 

５）仮ページ 

  （１論文内でのページ付け） 

  ・天の余白部分右肩に、 

    ページ数／総ページ数 

   の書式で記載する。 

  ・鉛筆書きが望ましい。 

 

６）各ページのヘッダー部（論文 

 １ページ目＝紀要名／その他の 

 奇数ページ＝論題／偶数ページ 

 ＝著者名）は通しページととも 

 に、業者に印刷を委託する。                               
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１−２．原稿の印刷        

 ・紀要原稿は、本文・表・図などは黒色で印刷されていること。 

   

 

１−３．日本語の論文を執筆する場合の留意事項      

１）標題部          

      １．論題 文字・フォント＝ゴシック 

             ・太 さ ＝太字 

             ・大きさ ＝１４ポイント 

           配置・中央揃え（センタリング） 

             ・２行以上に渡る時の２行目以下も中央揃えとする。 

             ・論題は１行３０文字以内が望ましく、それを越える場合は改行する。 

            ２．副題（サブタイトル） 

           文字・フォント＝明朝 

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝１２ポイント  

           配置・論題との間に１行空白行を設ける。空白行の高さは本文の文字の大 

              きさとする。 

             （以下の空白行も全て同様） 

             ・中央揃え（センタリング） 

             ・２行以上に渡る時の２行目以下も中央揃え副題には、前後にダッシ 

              ュ（−）を付す。 

             ３．著者名        

                      文字・フォント＝明朝 

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝１２ポイント  

           配置・論題（副題がある場合は副題）から、２行空白行を設けた後の行か 

              ら記述する。 

             ・著者が複数いる場合は、代表著者を先頭に記載し、他の記載順は代 

              表著者の判断にゆだねる。 

             ・著者が４人までは１行に記載し、これを超える時は、次の行に記載 

              する。 

              以下著者の増加には同じ方法で対応する。 

             ・著者が複数いる場合は中黒点でつなぐ。ただし、その行の最後には 

              中黒点を付さない。 

             ・中央揃え（センタリング） 

             ・２行以上に渡る時は２行目以下も中央揃えとする。 

          その他・著者名の姓と名の間は１文字分の空白を置く。著者が複数おり、そ 

              の所属が異なる場合は、代表著者と異なる所属の著者名の末尾に 

              ＊（アスタリスク）を付す。異なる所属の種類が増えれば、＊を増 

              やす。＊は可能ならば右肩につける。なお、次項「著者の所属」の 

              項も併せて参照すること。 
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               ４．著者の所属 

           文字・フォント＝明朝  

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝８ポイント  

           配置・著者名の最後の行の次の行から記述する。最初の行は、代表著者の 

              所属、２行目からは先頭に＊を付して順に異なる所属を１行ずつ記 

              述する。 

                           その他・所属名は正式名称を記載する。 

             ・本学の教職員の場合、所属は学科までとする。 

             ・本学の大学院生の場合、所属は専攻までとする。 

・ 学外者の所属の記載については、代表著者の判断にゆだねる。      

               ５．受付日・受理日 

             ・受付日および受理日は紀要委員会で記入する。  ２）

抄録部         

   冒頭に日本語の抄録を付す場合は、著者の所属の最後の行から３行（一行は受理日が入る） 

  空白行を置いてから記述する。 

            文字・フォント＝明朝  

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝９ポイント 

           配置・１行４８文字     ３）

論文部         

       論文部は、著者の所属の最後の行から、３行空白行を置いてから記述する。抄録を先頭に 

  付す場合は、抄録の最後の行から、３行空白行を置いてから記述する。 

      １．章に相当する標題（以下章題）および章番号 

           文字・フォント＝ゴシック 

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝９ポイント 

           配置・章題および章番号の上は空白行を１行設ける。 

             ・左詰め 

      ２．章中の小項目の標題（以下項目題）および項目番号 

           文字・フォント＝明朝 

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝９ポイント 

           配置・前行が章題（章番号）でない場合は、上に空白行を１行設ける。前 

              行が章題（章番号）の場合は、空白行を設けない。 

             ・左詰め  

      ３．本文 

            文字・フォント＝明朝  

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝９ポイント 

           配置   ＜１段組の場合＞  注意：特段の理由が無ければ次の２段組を 

             ・１行４８文字、４８行    原則とする。 
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                ＜２段組の場合＞ 

             ・１行２４文字、４８行 

             ・章題（項目題がある場合は項目題）または章番号（項目番号がある 

              場合は項目番号）の次の行から始める。 

             ・可能であれば禁則処理をすること。 

      ４．使用記号および参考文献 

           文字・フォント＝明朝 

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝８ポイント  

                            表記・各分野の慣行に従う。 

           配置・一段組または二段組                 ４）

欧文抄録部 ［外国語の論文を執筆する場合の留意事項を参照すること。］  

1.  論題 文字・フォント＝可能であれば Century, Roman, Times Roman, Times new  
          Roman のどれかを使用する。 

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝１６ポイント 

             配置・中央揃え（センタリング） 

             ・２行以上に渡る時の２行目以下も中央揃えとする。  

           ２．副題（サブタイトル） 

           文字・フォント＝可能であれば Century, Roman, Times Roman, Times new  
                 Roman のどれかを使用する。 

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝１４ポイント  

           配置・論題の次の行に副題を記載する。 

             ・副題は、“−”（ダッシュ）で囲む。 

             ・中央揃え（センタリング） 

             ・２行以上に渡る時は２行目以下も中央揃え 

      ３．著者名 

           文字・フォント＝可能であれば Century, Roman, Times Roman, Times new 
                 Roman のどれかを使用する。 

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝１２ポイント  

           配置・論題（副題がある場合は副題）から、２行空白行を設けた後の行か 

              ら記述する。英文の場合、著者が２ 

              人までは“ａｎｄ”でつなぎ、それを超える場合は“，”で区切り 

              最後は“ａｎｄ”でつなぐ。 

             ・著者の順序は、標題部にあわせる。 

             ・３人までは１行目に記載し、それを越える場合は、次の行に記載す 

              る。以下著者の増加には同じ要領で対応する。  

             ・中央揃え（センタリング） 

             ・２行以上に渡る場合、２行目以下も中央揃とする。 

          その他・姓名の順番は、その言語の慣用に従うが、姓はすべて大文字、名は 
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              先頭の１文字のみ大文字で後は小文字とする。 

               （例；Mizuho AICHI） 

             ・著者が複数おり、その所属が異なる場合は、代表著者と異なる所属 

                            の著者名の末尾に＊（アスタリスク）を付す。異なる所属の種類が  

                            増えれば、＊を増やす。＊は可能ならば右肩につける。なお、次の 

              著者の所属の項も参照すること。 

            ４．著者の所属 

           文字・フォント＝イタリック 

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝９ポイント  

           配置・著者名の最後の行の次の行から記述する。最初の行は、代表著者の 

                            所属、２行目からは先頭に＊を付 

              して順に異なる所属を１行ずつ記述する。 

          その他・欧文抄録の場合、著者の所属の次の行に住所を欧文で記載する。 

             ・所属名の外国語については正式名称を使用する。 

             ・本学の教職員の場合、所属は学科までとする。                               

             ・本学の大学院生の場合、所属は研究科までとする。 

             ・学外者については、代表著者の判断にゆだねる。 

            ５．抄録 

           文字・フォント＝可能であれば Century, Roman, Times Roman, Times new 
                            Roman のどれかを使用する。 

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝１０ポイント 

           配置・両端揃え（justification）を原則とする。 

             ・著者の所属の最後の行から、３行空白行を置いてから記述する。 

             ・１つの単語が行を跨る場合は、慣用に従ってハイフォン（-）でつ 

                            なぐことを原則とする。 

          字下げ・インデントは３文字分設けるのが望ましい。 

              ６．キーワード（総説・原著論文では必須） 

           文字・フォント＝可能であれば Century, Roman, Times Roman, Times new 
                            Roman のどれかを使用する。 

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝１０ポイント 

           配置・両端揃え（justification）を原則とする。 

             ・抄録の最後の行から、１行空白行を置き、記述する。 

           表記・行頭にインデントなしで見出し語「Keyword: 」（見出し語は太字で、 

                           コロンの後に半角スペース）を置き、それに続けて記述する。キー   

                           ワードとキーワードの間は、「; 」(半角のセミコロンおよび半角ス 

                           ペース)で区切り、最後のキーワードの後ろにピリオドをつける。記 

                           載が複数行にわたる場合には、２行目以降も行頭のインデントは行 

                           わない。 

             ・キーワードの頭文字は普通名詞の場合には小文字とする。 
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             ・１つの単語が行を跨る場合は、慣用に従ってハイフォン（-）でつ 

                            なぐことを原則とする。 

          

１−４．外国語の論文を執筆する場合の留意事項       

 ［論文の執筆に関しては、使用する言語の文法・語法に従うものとする。］       

１）標題部          

1. 論題 文字・フォント＝可能であれば Century, Roman, Times Roman, Times new 
   Roman のどれかを使用する。 

             ・太 さ ＝太字 

             ・大きさ ＝１６ポイント 

           配置・中央揃え（センタリング） 

             ・２行以上に渡る時の２行目以下も中央揃えとする。 

      ２．副題（サブタイトル） 

        文字・フォント＝可能であれば Century, Roman, Times Roman, Times new 
        Roman のどれかを使用する。 

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝１４ポイント  

           配置・中央揃え（センタリング） 

             ・２行以上に渡る時の２行目以下も中央揃え 

             ・論題の次の行に、副題を記載する。 

             ・副題は、“−”（ダッシュ）で囲む。 

      ３．著者名 

        文字・フォント＝可能であれば Century, Roman, Times Roman, Times new Roman 
               のどれかを使用する。 

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝１２ポイント  

           配置・論題（副題がある場合は副題）から、２行空白行を設けた後の行か  

                      ら記述する。 

            英文の場合、著者が２人までは“ａｎｄ”でつなぎ、それを超える場合 

                      は“，”で区切り最後は“ａｎｄ”でつなぐ。 

             ・３人までは１行目に記載し、それを越える場合は、次の行に記載す 

                      る。以下著者の増加には同じ要領で対応する。  

             ・中央揃え（センタリング） 

             ・２行以上に渡る時の２行目以下も中央揃えとする。 

          その他・姓名の順番は、その言語の慣用に従うが、姓はすべて大文字、名は 

                    先頭の１文字のみ大文字で後は小文字とする。 

              （例：Mizuho AICHI） 

             ・著者が複数おり、その所属が異なる場合は、代表著者と異なる所属 

                    の著者名の末尾に＊（アスタリスク）を付す。異なる所属の種類が増えれば、 

＊ を増やす。＊は可能ならば右肩につける。なお、次の著者の所属の項も 

参照すること。 

 



132 

             ４．著者の所属 

           文字・フォント＝イタリック（斜体） 

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝９ポイント  

           配置・中央揃え（センタリング） 

・ 著者名の最後の行の次の行から記述する。最初の行は、代表著者の

所属、２行目からは＊を付して順に異なる所属を１行ずつ記述する。 

                      その他・欧文論文の場合、著者の所属の次の行に住所を欧文で記載 

           する。 

             ・所属名は正式名称を使用する。 

             ・本学の教職員の場合、所属は学科までとする。                               

             ・本学の大学院生の場合、所属は研究科までとする。 

             ・学外者については、代表著者の判断にゆだねる。 

      ５．受付日・受理日 

・ 受付日および受理日は紀要委員会で記入する。 

２）抄録部         

 外国語の論文に抄録を付す場合は、著者の所属の最後の行から３行（一行は受理日が入る）空白

行を置いてから記述する。 

           文字・フォント＝可能であれば Century, Roman, Times Roman, Times new 
           Roman のどれかを使用する。 

             ・太 さ ＝太字（ボールド） 

             ・大きさ ＝９ポイント 

           配置・両端揃え（justification）を原則とする。 

          字下げ・インデントは、３文字分設けるのが望ましい。  ３）

キーワード（原著・総説では必須） 

           文字・フォント＝可能であれば Century, Roman, Times Roman, Times new  
           Roman のどれかを使用する。 

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝９ポイント 

           配置・両端揃え（justification）を原則とする。 

・ 抄録のある場合は、その最後の行から１行空白行を置き、記述す 

           る。抄録がない場合は、著者の所属の最後の行から３行空白行を置き、記 

           述する。表記・行頭にインデントなしで見出し語「Keyword: 」（見出し語 

           は太字で、コロンの後に半角スペース）を置き、それに続けて記述する。 

           キーワードとキーワードの間は、「; 」(半角のセミコロンおよび半角スペ 

           ース)で区切り、最後のキーワードの後ろにピリオドをつける。記載が 

           複数行にわたる場合には、２行目以降も行頭のインデントは行わない。 

             ・キーワードの頭文字は普通名詞の場合には小文字とする。 

             ・１つの単語が行を跨る場合は、慣用に従ってハイフォン（-）でつ 

           なぐことを原則とする。 
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４）論文部        

 論文部は、キーワードの最後の行から、３行空白行を置いてから記述する。抄録を先頭に付す場

合は、抄録の最後の行から、３行空白行を置いてから記述する。 

      １．章に相当する標題（以下章題）および章番号 

            文字・フォント＝可能であれば Century, Roman, Times Roman,  Times new 
        Roman のどれかを使用する。 

             ・太 さ ＝太字 

             ・大きさ ＝１０ポイント 

           配置・章題および章番号の上は空白行を１行設ける。 

             ・左詰め 

      ２．章中の小項目の標題（以下項目題）および項目番号 

           文字・フォント＝可能であれば Century, Roman, Times Roman,  Times new 
        Roman のどれかを使用する。 

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝１０ポイント 

           配置・前行が章題（章番号）でない場合は、上に空白行を１行設ける。前 

        行が章題（章番号）の場合は、空白行を設けない。 

             ・左詰め 

          その他・Summary，Abstract 等の見出しはつけない。 

                ・Acknowledgement の前には番号をつけない。 

       ３．本文 

           文字・フォント＝可能であれば Century, Roman, Times Roman, Times new 
         Roman のどれかを使用する。 

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝１０ポイント 

           配置・章題（項目題がある場合は項目題）または章番号（項目番号がある 

        場合は項目番号）の次の行から始める。 

             ・両端揃え（justification）を原則とする。 

             ・１つの単語が行を跨る場合は、慣用に従ってハイフォン（-）でつ 

        なぐことを原則とする。 

          字下げ・インデントは、３文字分設けるのが望ましい。 

      ４．使用記号及び参考文献 

           文字・フォント＝可能であれば Century, Roman, Times Roman,  Times new 
         Roman のどれかを使用する。 

             ・太 さ ＝普通（または標準） 

             ・大きさ ＝８ポイント  

                         表記・各分野の慣行に従う。 

                         配置・１段組または２段組 

          

［２］図および写真の掲載        

２−１．図および写真の作成        

・図および写真については、著者が原稿中に作成したものをそのまま使用する。ただし、申し出が
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あれば、別途に添付し、版下を作成ることができる。その場合、本文中で添付する写真・図に該当

する部分を空白にし、図および写真の番号、説明文のみを空白部分の下部に記載する。その場合、

次の「２−２．図および写真の番号、説明など」に則って記載する。 

 なお、別添する写真・図の裏側に、本文中と同じ番号（できれば説明文まで）記入する。 

・図および写真の番号、説明などの文字の大きさは、９ポイントを原則とする。 

・写真、図を別に添付し版下を作成する場合は、原図の縮尺率を，原寸大から５０％の範囲とする。 

・特に必要のない限り、図の中の文字は、本文中の文字と同じ書式（フォント、字体、など）とす

る。 

・カラー図版は原則として載せないが、要望があれば掲載する。これによって発生する費用は著者

の負担とする。 

          

２−２．図および写真の番号、説明など       

・原則として番号を図または写真の下に記入する。特に必要がない限り、一連のアラビア数字を用

いた続き番号とする。章と同じ形式の番号（１−１，１−３）等とはしない。 

・図の番号、タイトル、凡例解説、説明文は一読することで、内容が明らかとなる表記とし、次の

例を標準とする。  

                         

           図 １   瀬木学園の現状 

           Fig. 1 紀要における図の書き方  

           Fig. 1 The effect of pumpkin addition on the taste of bread 
         

  

［３］表について         

 ・表は極力小さくし，原則として縦線は入れない。又横線も極力省く。(例を参照)   

 ・表のタイトルは表の上端中央に記し、凡例解説等は下端に記し、左詰めとする。 

 ・表の番号は特に必要がない限り、一連の数字とする。 

                                        

 （例）   Table ２ Composition of the bread samples 
      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
                                            Control         Vegetable added 
      ———————————————————————————————— 
      Vegetable sample(g)                   -                 50 
            Water(ml)                          180               140 
            Wheat flour(g)                      280               280 
            Dry yeast(g)                          3                 3 
            Sugar(g)                            16.6              16.6 
            - - - - - -                           - - -               - - - 
 
      ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 
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付記：本要領並びに投稿申込用紙は、Web 上に公開されている岡山理科大学紀要原稿作成要領にほぼ

全面的に倣い、作成されたものである。 

 

参考：所属の英語表記        

日本語表記（8pt） 英語表記（9pt / イタリック） 

愛知みずほ大学人間科学部人間科学科 Division of Human Sciences, Department of Human Sciences, 
Aichi Mizuho College 
愛知みずほ大学人間科学部人間環境情報学科  Division of Human Environmental Informatics, 
Department of Human Sciences, Aichi Mizuho College 
愛知みずほ大学大学院人間科学研究科人間科学専攻 The School of Human Sciences, The Graduate 
Center of Human Sciences, Aichi Mizuho College  
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 高橋 徹  （愛知みずほ大学情報教育センター） 
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