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豊田市平戸橋町波岩に生息する陸産貝類
～愛知みずほ大学の敷地内を調査して～
川瀬 基弘・伊藤 祐太朗・大内 陽子
愛知みずほ大学人間科学部

１．はじめに

●ヒダリマキゴマガイ（左巻胡麻貝）

Diplommatina (Sinica) pusilla (Martens, 1877)

愛知みずほ大学（豊田市平戸橋町波岩 86-1）は，

図版１－１

豊田市の西部に位置し，豊田市全域から見ると平地
で市街地的な要素のやや強い環境である．しかし東

ゴマガイ類はゴマ粒のように微小である．本種は

方には矢作川が流れ勘八峡に近く，大学の敷地も雑

ゴマガイ類の仲間であるが，本州地域に生息する左

木林に囲まれており比較的自然が豊かである．その

巻きの種類は本種のみであるため容易に判別できる．

ためか，愛知みずほ大学の敷地内では時々大型の陸

左巻きは殻頂を上に向けて殻口を正面に向けた場合

産貝類が目撃されている．特に，2009 年には，環境

に，殻口が中心よりも左側に位置することで確認で

省の絶滅危惧Ⅱ類(VU)に指定されているカタマメマ

きる．あるいは殻頂からの成長方向は時計の反対回

イマイが発見された（川瀬・大内，2010）．その後も，

りなので左巻きである．本種は，一般的に市街地な

環境省の情報不足種に指定されているビロウドマイ

どには少なく，やや自然度の高いところに多く生息

マイや愛知県では生息個体数が非常に少ないと考え

する種である．なお，本種が所属する属および亜属

られるコベソマイマイなど貴重な発見が相次いだ．

は，山崎・上島（2005）の見解に従った．

そこで，2011 年に大学の敷地内の陸産貝類相を把握
するために調査を行った．その結果，27 種もの陸産

●ナミコギセル（並小煙管）

貝類を発見することができたので報告する．

Euphaedusa tau (Boettger, 1877)
図版１－２
主に市街地，神社，公園や耕作地などの平地環境

２．調査地と調査方法
調査は愛知みずほ大学の敷地内全域を対象とした．

に多数生息するキセルガイ類である．クラブハウス
の北側や植栽で発見された．

特に西部，北部，東部の雑木林を重点的に調べた．
調査方法は目視で確認した個体を直接採取するほか
に，必要に応じてスコップ，熊手，金属製篩等を用

●トクサオカチョウジガイ（木賊陸丁字貝）

いてリター層ごと採取した．サンプルを室内でソー

Paropeas achatinaceum (Pfeiffer, 1846)

ティングし双眼実体顕微鏡を用いて種の同定を行っ

図版１－３
東南アジア原産の国外起源の外来種で（黒田，

た．

1958），日本各地で分布を拡大している．前種と同所
的に見つかることが多く，特にクラブハウスの北側

３．結果

の腐葉土中ではスポット的に密集していた．

全 27 種の陸産貝類を確認した．東部のスギ林は腐
葉土が浅く陸産貝類がほとんど生息していなかった．

●ホソオカチョウジガイ（細陸丁字貝）

クラブハウスの北側はやや貝類相が豊かでイセノナ
ミマイマイの個体数がやや多かったが，トクサオカ

Allopeas pyrgula (Schmacker & Boettger, 1891)

チョウジガイ，コハクガイ，オナジマイマイなど外

図版１－４

来種の個体数が圧倒的に多かった．西側水路横の斜

西側斜面の雑木林中で発見されたが個体数は非常

面の雑木林は樹種が豊富で腐葉土もよく発達してい

に少なかった．豊田市内では前種トクサオカチョウ

たためか，微小な陸産貝類の種数が多く，環境省の

ジガイや次種オカチョウジガイに比べて個体数が少

準絶滅危惧種に指定されているウメムラシタラなど

ない．

も生息していた．
以下に全 27 種の概要を示す．
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●オカチョウジガイ（陸丁字貝）

●キビガイ（黍貝）

Allopeas clavulinum kyotoense (Pilsbry & Hirase,

Gastrodontella stenogyra (A. Adams, 1868)

1904)

図版１－１０ａ，ｂ

図版１－５

螺層の巻数が多い微小種である．西側斜面の雑木

クラブハウスの北側の腐葉土中に外来種のトクサ

林中で発見された．本種は，豊田市全域に広く分布

オカチョウジガイと共に生息しているのを確認した．

し，陸産貝類相が豊かな場所では本種の個体数が多

本種は，コンクリートやアスファルト上に堆積した

いことが知られている（川瀬，印刷中）．

腐葉土層などの人為的影響の強い環境に多数生息す
る種である．

●ヒメベッコウ（姫鼈甲）

Discoconulus sinapidum (Reinhardt, 1877)
図版１－１１ａ，ｂ

●ナタネガイ属の一種（菜種貝属之一種）

Punctum sp.

東側スギ林の林床と西側斜面雑木林の林床で発見

図版１－６ａ，ｂ

された．山地にやや多く出現する微小種であり自然

amblygonum

度の低い市街地には基本的に生息していない．次種

(Reinhardt,1877) とは異なる国外外来種の可能性

と非常によく似ており，電子顕微鏡を用いない場合

も考えられる（上島ほか，2000；早瀬・木村，2011）．

の識別は困難である．

ナ

タ

ネ

ガ

イ

Punctum

西側斜面の雑木林中で発見されたが個体数は非常に
少なかった．名古屋港周辺（早瀬・木村，2011）や

●ヤクシマヒメベッコウ（屋久島姫鼈甲）

愛知県豊田市扶桑町（川瀬ほか，2011）から報告さ

Discoconulus yakuesis (Pilsbry, 1902)

れた個体と同種と考えられる．

図版１－１２ａ，ｂ
前種と同様の環境から発見された．模式産地が屋

●ミジンナタネガイ（微塵菜種貝）

久島であることから和名が付けられたが，分布は本

Punctum atomus Pilsbry & Hirase, 1904

州，四国，九州，南西諸島，奄美諸島に及ぶ．ヤク

図版１－７

ヒメベッコウまたはカガヒメベッコウと呼ばれるこ

ナタネガイの仲間の中でも極めて微小であるた

とがある．

め，豊田市内からの記録は少ない．西側斜面雑木林
の林床で発見された．

●シロヒメベッコウ近似種（白姫鼈甲近似種）
“ Discoconulus” sp. cf. calcicola (Kuroda, MS)
図版１－１３ａ，ｂ

●カサキビ（笠黍）

Trochochlamys crenulata (Gude, 1900)

西側の雑木林に堆積した腐葉土から１個体のみが

図版１－８

得られた．本種は小型の未記載種で，守谷（2010）

クラブハウスの北側の腐葉土中と西側斜面の雑木

により名古屋市東区からも報告されている．

林の腐葉土中から見つかったが，特に西側では個体
数が多かった．豊田市内では主に山地山麓のリター

●コシタカシタラ

層中に生息している．

Coneuplecta (Sitalina) circumcincta (Reinhardt,
1883)
図版１－１４

●オオウエキビ（大上黍）

Trochochlamys fraterna (Pilsbry, 1900)

クラブハウス北側と西側の雑木林に堆積した腐葉

（環境省 RDB：情報不足種）

土から複数個体を得た．殻は非常に小さく淡い茶褐

図版１－９

色を呈する．高い円錐形で螺層が膨れ螺条脈を有す

クラブハウスの北側の腐葉土中から老成した個体

ることで容易に識別できる．

が見つかった．元兵庫県在住の大上宇一氏に件名さ
れた．最近はオオウエキビとすることが多いが，古
い和名ではオオカミキビと記されている．本種は全
国で情報不足（DD）に指定されているが（環境省自
然環境局野生生物課，2005；環境省，2007），微小種
であるため生息状況などが充分に調査されていない
と考えられる．
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●ウメムラシタラ

イマイおよび前種と共に人為的影響の強い場所に生

Coneuplecta (Sitalina) japonica Habe, 1964

息していた．

（環境省：準絶滅危惧種）
図版１－１５ａ，ｂ

●コベソマイマイ（小臍蝸牛）

Satsuma myomphala (Martens, 1865)

豊田市において，木村（2005），木村・中根（1996）

図版２－１ａ，ｂ

と原田（1972）の報告に記録はない．川瀬（印刷中）
は，豊田市（松平地区大内町，高橋地区室町，旭地

愛知県では生息場所が非常に少なく，愛知みずほ

区小渡町，同地区有間町，小原地区榑俣町，同地区

大学の敷地内も数少ない生息地として貴重である．

百月町，石野地区東広瀬町，足助地区足助町，猿投
地区平戸橋町）から初めて本種を記録している．本

●ニッポンマイマイ（日本蝸牛）

学での発見はこれに次ぐ記録である．豊田市各地点

Satsuma japonica (Pfeiffer, 1847)

での生息個体数が少ないことから貴重な記録である．

図版２－２ａ，ｂ

●ウスイロシタラ

付けられた．愛知県の個体は殻の周縁が角張るカド

国内の陸産貝類で japonica と一番最初に学名が

Parasitala pallida (Pilsbry, 1902)

バリニッポンマイマイ S. j. carinata (Pilsbry &

図版１－１６

Gulick, 1902)とされる個体がほとんどであるがニ

マ ル シ タ ラ Parasitala reinhardti （ Pilsbry,

ッポンマイマイ類には変異が多く一形態型に過ぎな

1900）に似るが，本種は胎殻付近に微細な布目状彫

いと考えられるので本報告では基亜種に統一する．

刻が見られないことにより区別できる．西側の雑木

クラブハウス北側で比較的新鮮な死殻が１個体だけ

林に堆積した腐葉土から見つかった．

見つかった．

●ウラジロベッコウ（裏白鼈甲）

●ビロウドマイマイ（天鵞絨蝸牛）

Urazirochlamys doenitzii (Reinhardt, 1877)

Nipponochloritis oscitans (Martens，1881)

図版１－１７ａ，ｂ

（環境省 RDB：情報不足種）

クラブハウス北側に比較的多く生息していた．ナ

図版２－３ａ，ｂ

ミコギセルや外来種のトクサオカチョウジガイ，コ

毛羽立つ殻皮がビロード（天鵞絨）に似ているこ

ハクガイと同所的に発見されることが多かった．殻

とから名付けられた．ビロードはポルトガル語であ

は偏平で底面の中程が白くなることから容易に識別

る．クラブハウス前の花壇で生貝を得た．北側の雑

できる．特に死殻では底面の白味が明瞭である．

木林に生息していると考えられる．

●ヒメコハクガイ（姫琥珀貝）

●カタマメマイマイ

Hawaiia minuscula (Binney, 1840)

Lepidopisum conospira (Pfeiffer,1851)

図版１－１８ａ，ｂ

（環境省：絶滅危惧Ⅱ類）

北アメリカのオハイオ州原産で，明治時代の中頃

図版２－４ａ，ｂ

に日本へ移入した国外外来種（黒田，1958；東，1982）

幼貝と老成貝の両方が生息していることからクラ

とされてきたが，移入個体群のみではなく，本種ま

ブハウス周辺で繁殖していると考えられる．本種は

たは本属の種には，在来の個体群の存在が指摘され

本州中央部以西・四国・九州に分布するが，産地が

ている（Kano, 1996；Chiba et al., 2008）．

局限されるため報告例は少ない（東，1982）．また，

クラブハウス北側の人為的な環境下であるコンク

河川敷の草地などに生息し，生息が確認されても数

リート斜面下方の腐葉土中から発見された．

年のうちにその個体群が消失してしまうという「放
浪種」的な性質があるとされている（黒住，2005）．

●コハクガイ（琥珀貝）

愛知県では岡崎市（木村，2000）の記録のみであっ

Zonitoides (Zonitoides) arboreus (Say, 1816)

たが，著者らの豊田市の一連の調査により市内から

図版１－１９ａ，ｂ

の生息記録が増加しつつある（川瀬・大内，2010；

北アメリカ原産の国外起源の外来種で，北海道か

川瀬ほか，2011）．

ら台湾に分布する（山口・波部，1955；東，1982）．
前種と同所的に見つかったが，前種に比べて個体数
は少なかった．トクサオカチョウジガイ，オナジマ
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●マメマイマイ（豆蝸牛）

サオカチョウジガイ，ヒメコハクガイ，コハクガイ，

Trishoplita commoda (A. Adams, 1868)

オナジマイマイ）も４種が確認された．矢作川河畔

図版２－５ａ，ｂ

林の 11 地点の各地点での外来種の生息種数は平均

クラブハウスの北側と西側斜面雑木林の林床に生

約 1 種と少なく（川瀬ほか，印刷中），これと比較

息していた．過去の調査報告では亜種のエンドウマ

すると大学内に生息する外来種の種数はやや多い．

イマイ T. c. endo (Pilsbry & Hirase,1904)とした

今回の調査により，大学内の陸産貝類相は絶滅危

が（川瀬，2009），本亜種の分類基準が明確ではない

惧種や外来種を併せて種類数が多いことが分かった．

ので本報告では基亜種に統一し修正した．原田

しかし，大学内において陸産貝類の多くは北部と西

（1972）が報告したエンスイマイマイ Trishoplita

部の雑木林に限局的に生息しているに過ぎない．さ

conospira (Pfeiffer, 1851)は本種と同一であろう．

らに部分的に存在するこれらの雑木林の伐採，減少
または消滅により稀少な陸産貝類も大学内からは姿

●オナジマイマイ（同蝸牛）

を消すと考えられる．このままの雑木林環境がいつ

Bradybaena similaris (Ferussac, 1831)

までも維持されることが望まれる．

図版２－６ａ，ｂ
本種は東チモールから報告され，茶またはサツマ
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環境省（2007）レッドリスト

の個体がよく目撃されている．

貝類．報道発表資料，

哺乳類，汽水・淡水産魚類，昆虫類，貝類，植物
Ⅰ及び植物Ⅱのレッドリストの見直しについて．

４．まとめ

環境省，東京都，pp. 12.

大学内の限られた範囲の中で 27 種もの陸産貝類

http://www.env.go.jp/press/file_view.php?seria

が生息していたことは特筆すべきである．例えば，

l=9946&hou_id=8648.

川瀬ほか（印刷中）は，旭地区小渡町串毛から猿投

Kano Yasunori（1996）A revision of the species

地区御船町までの矢作川河畔林の 11 地点の陸産貝

previously known as Hawaiia minuscula in Japan

類相を報告しているが，11 地点の平均種数は 20 種

and the discovery of the Helicodiscidae, the

である．また最も少ない地点では 11 種，最も多い地

family new to Japan. The Yuriyagai, 4(1/2),

点では 27 種である．このことからも愛知みずほ大学

39-59. ［狩野泰則：日本産“ヒメコハクガイ”
の再検討と本邦初記録のイシノシタ科（新称）］

内の陸産貝類の種数は非常に豊かであるといえる．

川瀬基弘（2009）矢作川とその河畔林に生息する貝

４種（オオウエキビ，ウメムラシタラガイ，ビロ

類．矢作川研究, 13, 113-117.

ウドマイマイ，カタマメマイマイ）が絶滅危惧種等
の希少種であった一方で，国外起源の外来種（トク
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川瀬基弘（印刷中）愛知県豊田市に生息する陸棲軟

黒田徳米（1958）日本及び隣接地域産陸棲貝類相，

Venus, 20(1), 132-158.

体動物．豊田市史研究第 3 号.
川瀬基弘・大内陽子（2010）豊田市平戸橋町で発見

黒住耐二（2005）カタマメマイマイ，環境省自然環

されたカタマメマイマイ．かきつばた, no. 35, p.

境局野生生物課(編)，改訂・日本の絶滅のおそれ

41.

のある野生生物－レッドデータブック－6 陸・淡

川瀬基弘・早瀬善正・市原 俊（2011）愛知県豊田市

水貝類，p. 294．自然環境研究センター，東京都．

に生息する陸産貝類．豊橋市自然史博研報, 21,

守谷茂樹（2010）名古屋市内の陸貝の現況．かきつ

31-43.

ばた, 35, 31-32.
上島

川瀬基弘・村瀬文好・早瀬善正・市原俊（印刷中）

励・長谷川和範・齋藤

寛（2000）皇居の陸

矢作川上中流域の河畔林に生息する陸産貝類．矢

産および淡水産貝類．国立科学博物館専報，35,

作川研究, 16.

197-210. 山口 昇・波部忠重（1955）日本産ナメ
クジ類の研究(1)． Venus, 18(4), 234-240.

木村昭一（2000）愛知県より初めて採集されたカタ

山口 昇・波部忠重（1955）日本産ナメクジ類の研究

マメマイマイ．かきつばた, 26, 11-13.

(1)． Venus, 18(4), 234-240.

木村昭一（2005b）Ⅲ 軟体動物, 75-77．豊田市自然

山崎一憲・上島

環境基礎調査報告書〈資料編〉．豊田市自然環境

励（2005）ヒダリマキゴマガ イ

Palaina pusilla の分類学的位置．Venus, 64(1-2),

基礎調査会，愛知県豊田市．

74.

木 村 昭 一 ・ 中 根 吉 夫 （ 1996b ） 第 ５ 章 軟 体 動 物 ,
119-126．稲武町史－自然－ 資料編．稲武町，愛
知県北設楽郡稲武町．
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図版１．愛知みずほ大学に生息する陸産貝類
１．ヒダリマキゴマガイ×10；２．ナミコギセル×5；３．トクサオカチョウジガイ×5；４．ホソオカチョウジガイ×5；５．オカチョウジ
ガイ×5；６．ナタネガイ属の一種×10；７．ミジンナタネガイ×10；８．カサキビ×10；９．オオウエキビ×10；10．キビガイ×
10；11．ヒメベッコウガイ×10；12．ヤクシマヒメベッコウ×10；13．シロヒメベッコウ近似種×10；14．コシタカシタラガイ×
10；15．ウメムラシタラガイ×10；16．ウスイロシタラガイ×10；17．ウラジロベッコウ×6；18．ヒメコハクガイ×10；19．コハク
ガイ×8
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図版 2．愛知みずほ大学に生息する陸産貝類（続き）
１．コベソマイマイ×1；２．ニッポンマイマイ×2；３．ビロウドマイマイ(トウカイビロウドマイマイ)×2；４．カタマメマイマイ×4；５．マ
メマイマイ×4；６．オナジマイマイ×3；７．ウスカワマイマイ×2；８．イセノナミマイマイ×1.5
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進化的パーソナリティ論２
: パーソナリティの生態学的制約への接地

安念

保昌

愛知みずほ大学人間科学部心身健康科学科

Evolutional Perspective on Personality 2
: Grounding Personality to the Ecological Constraints

Yasumasa ANNEN
Division of Human Sciences,

Department of Mind and Body Health Sciences, Aichi Mizuho College

This paper aims to discuss where the evolutionary origin of personality traits is, which underlies the
center of psychological research.
If all the members of the population were like uniform colorless marbles, it would become
impossible to refer to some characteristics of the members. Since a feature survived and favored some
species, then it became common over several million years, and the feature was not recognized. Based on
the motivation of comparative psychology, that is the hidden dimension, which is noticeable only
through comparing species with different evolutionary background. This is an important factor for the
evolutionary origins of human personality traits. To be able to refer to words, while recognizing a
person's character, there must be variation with respect to its characteristics. We could recognize it as a
personality trait only when its variability is not a mere error, but it is grounded to ecological
constraints.
The big five dimensions are thought to come from the constraints of working memory, which itself
may be coevolved with social intelligences. To separate the individual perception among the social group
of around 100 people, it is necessary to categorize them into 128 groups according to the calculation of
2^5 (Big Five) * 2(sex) * 2 (rank). When you got to classify each and every individual, we were able to
maximize the inclusive fitness of the society, which has an evolutionally adaptive significance.
Otherwise, there would be mere a hunk of meat in the society. Thus, the evolutionary origins of the big
five major factors of personality traits are discussed.
Key Word: grounding to ecological constraints; big five; timidity; trust and peace of mind.
心理学は、人の心や行動の多様性を扱う学問で

うことぐらいである。とこ

ある。その研究対象であるパーソナリティがはじめ

ろが、こうした風景は、外

から、空気のような存在でもあるかのようにしてい

国人にしてみると、信じが

るのが常である。今ここにある心や行動の多様性の

たいものとして受け取られ

特徴が、なぜそのような形になってきて認識される

る。多くの場合、人目のな

ようになったのか、どの様な制約がそうさせたのか

いところに貯金箱が置いて

を理解しようとしなければ、本質的な心の理解には

あるようなもので、存在自

至らないであろう。本論は、それを考える試みであ

体があり得ないと感じられ

る。

ることが多い。自販機の普
及率から言っても、日本は世界で飛び抜けて多く、

１．多様性と特徴の認識

24 人に 1 台で、2 位のアメリカは 42 人に 1 台と大き

我々が、見慣れた風景がある。見渡す田んぼの中

く引き離している(日本自動販売機工業会資

の小道に 1 台の自販機がぽつんと設置されている。

料,2010)。逆に我々が、外国を旅行しているとき、

これを見て、さして何も感じるところはないだろう。

ちょっとした飲み物を買おうとしても自販機が見つ

あえて何か思いつくとすれば、この近くで田んぼ仕

からず、必ず人のいるお店に行かねばならない面倒

事をする人たちの憩いの場になっているだろうとい

くささを感じる。

8

原著

更に極端な例は、下の写真にあるような無人販売

である。

所である。我々はそういう所に田舎道を走っている

この様に、ある集団の特徴が認識されるためには、

とよく出くわすが、町の中にもよくあって、別に驚

比較される他の集団との違いが存在して、認識され

きはしない。しかし、ネットの掲示板で多数話題に

る必要があるということである。そして、この違い

上がっているが、外国人からすれば、驚き以外の何

がどこから生じてくるのかを考えてみる必要がある。

ものでもない。日本以外のどこの国でも、それはた

ある生物の種において、ある特徴も持っているこ

だで(商品と集金箱とも)持って行ってくれと言うこ

とで生き残りやすく、それが長い年月を掛けて一般

とを意味している様に見えるかもしれない。日本人

的になり、その種全てがその特徴を持ったとき、そ

一般の人のものを取らない、正直さに頼って、高齢

の特徴は認識されなくなる。それが、隠れた次元で

化したお百姓さんが販売のコストを極力削減した結

あり、違う進化的背景を持った種と比較することで

果であるとも考えられる。

始めて、その次元に気付くことができる。これこそ
が、比較心理学の本質的な動機でもある。
こう考えてくると、心理学が、言葉によって、人
の特徴を議論するとき、その言葉を当てはめようと
する動機があると言うことは、その特徴の程度の違
い、あるいは有る無しがあってはじめて、その特徴
に気付くことができると考えることができる。すな
わち、その言葉に関わる次元において両極端な選択

(郊外の無人販売所)

圧が存在していたことを意味する。誤差の範囲で、
分散が広がっているだけでは、言葉を当てはめよう
とはしないはずである。
例えば、日本語には「猫舌」という言葉が存在す
るが、この言葉を英語に直そうとしても、”cat
tongue”と言うことはできなくて、”cannot eat or
drink very hot things”等と言うしかない。これは、
多少の誤差はあっても西洋人は舌の感受性が一様に

(大都市の住宅街にある無人販売所)

熱いものに弱く、それ故に、熱いものを飲まないの

(自販機と一緒になった無人販売所)

で、このことを一言で言う言葉が存在しないと考え
られる。さらに言えば、温度を下げるため音を立て

これらの話から言えることは、日本の治安の良さ、

て啜ることを下品と捉える感覚も出てくることにな

正直な性格が、ビジネスのコストを極端に低くでき、

る。それは液体を熱くしなくても雑菌が繁殖しなか

そうした社会に暮らせている安心感に浸れる心地よ

ったからかもしれない。しかし、日本人には、猫舌

さに日本人は慣れているのかもしれない。

の人もいれば、そうでない人もいて多様であるので、

ここで重要なことは、世界中の人が普通に日本人

とりわけ熱いものが飲めない人をそう呼んだと考え

の性格を持っていたら、この話題は、こうして語ら

られる。熱いものを飲めない人は、のどをやけどし

れることがないどころか、認識すらできないはずで

たり、食道ガンになったりする危険性は下がるが、

ある。不正をする人が全くいないので、それに対し

一方、熱いものを飲める人は、雑菌の繁殖の少ない

てのコストを掛ける方がおかしいことになる。当た

飲み物を飲むことができるのである。ただそのため

り前のことになって、背景化して、認識されなくな

には、ずるずると音を立てて温度を下げる必要があ

る。

るが。

例えば、我々は、普通、呼吸をして、酸素を取り

さらに、最初の例で言えば、「日本人は正直者だ」

入れ、二本足で歩き、距離を両目で計り、時にジャ

と、その特徴を言葉で記述すると、不正直な生き方、

ンプするが、それが、誰かの特性として焦点が当て

あるいはそういう集団や民族が存在しているからこ

られることは全くない。
「あの人、二本の足で歩いて

そ、その言葉と意味が生まれてくることになる。

いるよ」とは、言えない。しかし、もしそういう言

そのどちらも生き残ってきた歴史があるはずであ

葉が語られる場合、あるいはそういった特徴が注目

る。例えば、最初、正直者と不正直ものが同数半々

され問題になる場合、それは、病気やけがをしてそ

いたとして、相互作用をしていたとすると、正直者

の能力を失ったときや、ヒトを近縁種と比べるとき

が馬鹿を見るばかりで、悪貨が良貨を駆逐する如く
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に、正直者は減るとともに、場所を変えて不正直者

に基づく社会の方がそのコストを減らせて、幅広い

と接触するのを避けていったと考えてみよう。とこ

情報と高い利益を得られるので、他者が信頼できる

ろが、正直者だけの集団では、無人販売所で生計が

かどうかを見極めて、他者信頼する社会への転換を

成り立つくらい物流のコストが安いため、どんどん

主張している（
「信頼の解き放ち理論」）。

繁栄していって、たまに入ってくる不正直者もだん

これまでに述べたように、これも日本人だけでの

だんと正直者に変わっていったりしていた、と考え

研究では絶対に生まれてこない議論である。日本人

てみるとしよう。

にとっての信頼とは、安心できることが第一である

そのような歴史と、そうした(ゲーム理論的な)相

という揺るぎなさを前提としているが、信頼の本来

互作用が起きうる生態学的な制約を発見し、記述し

の意味は、不確実な、予測のできないものを大丈夫

てゆくことで、この「正直さ」という特徴に関わる

だと信じるかどうかであるが、その言葉の意味が、

言葉が比較心理学的意味を持ち始める。ある生態系

その民族の適応してきた歴史によって、信頼とは安

にニッチを持つ種が、その制約から、どの程度の「正

心できることと変容してきていることを示している。

直さ」を持つかを推定でき、環境の変動とともに、

日本の文化は、
“型”の文化であり、様々な生活場面

どう変化していくのかを予測できれば完璧なものと

で、“型・作法”が、
“道”にまで昇華している。そ

なるであろう。

の“型”にはまっている限り、皆が安心して暮らし

生態心理学と近い位置にある認知言語学が言葉の

てきたのである。戦国時代の戦いにも“型”があり、

概念的意味だけで成り立っていた言語学ではなく、

それが武士道を構成している。また、近年の日本社

具体的な事例から成り立つ言語学を目指すことに対

会は、産業が産み出す製品の故障率の低さによって、

して、接地 grounding (Langacker,1991) という言

世界的なシェアを獲得してきた歴史を持っているが、

葉を当てている。具体的な意味は、身体・環境・生

社会全体が、時間通りに正確で確実であることによ

態系に接地させられた状況で生まれるが、生き物の

って、緻密で高い生産性を上げることができたので

特徴を記述する言葉は、動物の身体が、生態系にお

ある。しかし、一方で、外部からの情報を遮断した

いて淘汰されてきた中でのみ生まれてきていて、そ

特定のコミットメント関係による集団が作られ、安

の進化的背景に接地させることができる。

心していられるであろうという安全神話が作られ易
くもなった。例えば、原子炉は絶対に壊れない、新

２．言葉の生態学的に接地した構造：信頼と安心

幹線は絶対事故を起こさないなどの安全神話がある。

山岸(1998)によれば、日本人社会は、相互信頼に

しかし、そうした安全神話に頼る安心社会は、どこ

よって成立している傾向が強いと思われるのに、ア

かが崩れたとき、連鎖的に崩壊してゆく脆弱性を持

メリカ社会よりも、他者一般を信頼する傾向はむし

っているとも言える。

ろ低く、同質な者による不確実性を下げることによ

安心と信頼という二つの対立軸が、進化的に存在

る安心によって成立しているのであると言う。そこ

し得て、ある意味で、両方が、適応的に存続してい

において、安心とは「相手が自分を搾取する意図を

るとも言える。絶対に安心できるところまで精度を

もっていないという期待の中で，相手の自己利益の

上げてゆくには大変なコストがかかるが、その中で

評価に根差した部分」であり、信頼とは「相手が自

は不確実な信頼を捨てることができる。しかしそこ

分を搾取する意図をもっていないという期待の中で，

まで、コストが掛けられなければ、利益とのかねあ

相手の人格や相手が自分に対してもつ感情について

いで、信頼できるかどうかを見極めながら信頼を進

の評価にもとづく部分」である。安心の方が、感情

めてゆくのもありうるのである。

という曖昧なものではなく利益に根ざしている分、

この話の流れで言えば、上記の無人販売所は、他

確実さが増す。しかし、
「安心が提供されやすいのは

人の正直さを信頼して売っているのではなく、狭い

信頼が必要とされていない安定した関係においてで

村社会の中での視線を意識しながら正直ぶらざるを

あり，信頼が必要とされる社会的不確実性の高い状

得ない関係性による安心の中で成り立っていること

況では安心が提供されにくい」ということになる。

になる。

しかし、社会全体の不確実さが増してくると、特定

もし、日本が、他人の正直さを信頼している社会

のコミットメント関係を構築して、不確実さを減ら

であれば、ドイツ以上に乗車運賃の回収におおらか

し、安心を得ることができるが、
「そのために手に入

でよいはずである(ドイツでは、駅の入り口にも出口

れられる情報の量が制限されるというかたちで機会

にも切符の検札はなく、乗車時に、あちこちにある

コストを支払っている」ことになる。この機会コス

打刻機で時間を刻印するだけであるが、不正が見つ

トが高い社会においては、むしろ安心を捨て、信頼

かると、1 ヶ月分の運賃を罰金としてとられる)。し
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かし現実は、不特定多数の利用する駅では、正直と

の上にあるが、そこに、4 つものプレートがひしめ

思われる人を信頼せず、厳格な、世界で最高とも言

き合って、国土面積は世界の地表面積の 0.25％しか

えるくらいの高コストな運賃支払いシステム（世界

ないにもかかわらず、全世界のマグニチュード 6 以

初の非接触型 IC カードのための通信技術を使った

上の地震は 2 割が日本で発生している。その上、地

システム）が完成している。狭い村社会では、1 個

球総平均の 2 倍以上の年間降雨量が、梅雨末期と台

100 円ぐらいの不正をはたらいての得よりも、正直

風期に集中し、台風の通り道に沿うように日本列島

者ではないという風評が広がって、”信頼”をなくす

が展開して直接影響を受ける。また、国土面積の

痛手の方が遙かに大きいのである。日本人において

60％が積雪寒冷地域にある。

は、はなから信頼はしてないが、安心できないこと

他人をいくら感情的に信頼できても、自然災害は

の方が問題だと言うことになる。

確実に死をもたらしてしまうのであれば、人への信

同じことが、先の震災時に日本人の取った行動に

頼よりは、実質的な確実さを求め、集団で自然に立

も表れてくる。極限の被災した状況でも、暴動や略

ち向かうしかなく、不幸にも死に見舞われたときは、

奪を起こさず、集団の規律を守り、困難に立ち向か

無常観を持って流してゆくほかなかったのであろう。

って行く姿は、世界中から賞賛されている。日本人

大石久和(2011)は、
「日本人の独特の精神性は、日本

にしてみれば、何も変わったことをしているわけで

の『脆弱国土』と『繰り返し起こる災害』によって

はないことが、外国の人からすると、賞賛に値する

はぐくまれたもの」と述べている。自然災害の少な

くらいのこととなってしまう。山岸の信頼の構造か

い他の国にしてみれば、死は、相対的に人同士の軋

らすれば、衆人監視の元、どこの誰だか直ぐ分かる

轢で生じてくることが多かったのかもしれない。そ

ような社会では、一人だけ暴れ回って略奪して生き

うであれば、どの人を信頼するかが重要な意味を持

残っても、末代まで語り継がれてしまうであろうか

ってくることになる。ちょっとの揺れでは壊れない

ら、やろうにも絶対やれない（こっそりとなら、略

建物を建ててくれる大工に安心し、どんなことがあ

奪は起きたが、日本人がやったかどうかは不明）。し

っても水門を閉めてくれる人がいることに安心して

かし、巨大な地震災害だけ見ても、十数年に一度は

暮らしてきたと言えるだろう。日本各地にある五重

日本のどこかで起き続けている。その他、台風や風

の塔が、地震で崩れたという話は存在しないのであ

水害、豪雪等の自然災害が何かしら毎年どこかで起

る(上田,1996)。

こるという過酷な国土に適応してきた民族にとって、

こうしてみてくると、社会において如何に不確実

極限状況でも規律を守ることが生き残るすべであっ

性が増したとしても、4 万年にわたってこの自然災

たと見るべきなのかもしれない。

害の多い列島に(遺伝的に)適応してきた日本人に、

東京医科校で教鞭を執ったエルウィン・ベルツの

確実さを求める特定のコミットメントを捨てて、信

日記(ベルツ,1979)にも、先の震災と何ら変わらない

頼社会を構築せよ(山岸, 1998)と言うのは不可能に

ことが記されている。
「日本人とは驚嘆すべき国民で

近いことなのかもしれない。それぞれの民族の特性

ある！今日午後、火災があってから 36 時間たつかた

は、その言葉とともに、適応してきた自然環境に接

たぬかに、はや現場では、せいぜい板小屋と称すべ

地していると言える。

き程度のものではあるが、千戸以上の家屋が、まる
で地から生えたように立ち並んでいる。
・・・女や男

３．リスクの取り方と臆病さ

や子供たちが三々五々小さい火を囲んですわり、タ

山岸の言う、安心を取るか信頼を取るかは、リス

バコをふかしたりしゃべったりしている。かれらの

クの取り方と関わっている。安心は、リスクを全く

顔には悲しみの跡形もない。まるで何事もなかった

なくす方向だが、信頼は、裏切られるかもしれない

かのように、冗談をいったり笑ったりしている幾多

というリスクを背負いながら、よく見極めようとし

の人々をみた。かき口説く女、寝床をほしがる子供、

て可能性を広げてゆくが故の信頼である(山岸・ブリ

はっきりと災難にうちひしがれている男などは、ど

ントン,2010)。そういう文脈から考えると、
「臆病さ」

こにも見当らない。
」

と言う言葉が関わってくることになる。

戦国時代を除いて、日本人が死に直面したのは、

生物が、生きてゆくためには、他の生物を食べて

何らかの自然災害であった。大石久和(2011)によれ

ゆかねばならない。それによって、この生態系には

ば、日本は「厳しい自然条件」であり、他国に比べ、

食物連鎖が起きてくる。つまり、食べられないよう

地理的な大きな「ハンディキャップ」を背負ってい

にしながら、食べてゆかねばならない。生物は、食

ると述べている。それは、南北に細長い国土に、脊

べられるかもしれないというリスクを基本的に背負

梁山脈があり、大都市はすべて河口部の軟弱な地盤

っている。リスクを取りに行かず、絶対的安全圏で

11

原著

のみ食べてゆこうとするのは、臆病という言葉に繋

らに言えば、特徴を示す言葉に限らず、言葉はまだ

がる。その反対に、リスクがあるにもかかわらず、

思い浮かばなくとも、認識できたこと全てが、生物

利益を取りに行こうとするのは、その逆の堂々とし

の歴史の中で淘汰されてきたことに関わっていると

た特徴といえるだろう。

さえ言うことができる。

我々は、その臆病さに関して両極に淘汰圧を掛け

例えば、”私”という言葉というか、概念がいつ誕

て、ラットの人為的選択交配を行ってきた。淘汰圧

生したかは、ミラーテストによって研究がなされて

は、安全な暗くて狭い場所から出でて、比較的明る

いる（板倉,1999）
。動物に気付かれないように頭部

い直線走路(夜行性のラットにとっては恐怖な状況)

にシールあるいはペンキを塗っておいて、鏡を見せ

にどれくらいよく動き回るかを指標として、多い者

たとき、いきなりそのシールやペンキの塗ってある

同士、少ない者同士を掛け合わせて、両極の動物を

ところを触れば、このテストは合格となる。数百時

作り出していった。2 世代ほどの選択交配で、直ぐ

間の鏡テストの後も、鏡に映った自己像に威嚇攻撃

に反応が現れ、数世代で重なりは全くなくなり、20

をするニホンザルに対して、チンパンジーは直ぐに

世代を超えると、ほぼどの遺伝子座もホモになる非

自分だと気付いてしまう。類人猿への進化のどこか

常に臆病なラットと非常に堂々としたラットの近交

で、言葉にはまだなっていないが自己概念が誕生し

系動物が完成した。臆病なラットを THE 系、堂々と

た方が生き残りやすかった歴史があったのであろう。

したラットを TLE 系と名付けた(Fujita, Annen, &

これに対して、”あなた”という二人称の概念は、

Kitaoka, 1996)。

動物の研究では難しい。配偶者の概念は、１１億年

ここで、臆病だ、堂々としていると言う言葉は、

前に性が誕生して以来の古い言葉であり、親子の概

こうした状況を人の言葉で近いものを当てはめてい

念は、それより古く、生命誕生以来の無性生殖の時

るだけであるが、THE 系が適応して生息していたと

代からの言葉である。

仮定される環境では、リスクを冒して直線走路に出

しかし、人の言うところの二人称には、親密な関

てしまうと、食べられるか何かで、子孫を残せなか

係性か、無機的な目の前の自分以外の他者の一人を

った環境であり、一方、TLE 系は、食べられるかも

指す場合で、
”あなた”は文化によって、多様な広が

しれないというリスクにおびえて外へ出て行かなか

りを持つ言葉になる。この点、英語圏は"you"と特別

ったものは、餓死するなり、配偶者から忌み嫌われ

に詩的な言葉として"thou"があるくらいで、親密か

るなりして、生き残れず、リスクを冒して出ていっ

否かを区別していない点で奇妙なくらいである。一

たものだけが生き残った環境であると見ることがで

方、フランス語では、親密な"tu"と、初対面で距離

きる。

を置いた相手への"vous"の使い分けがある。

生きている限りリスクは存在し、そのリスクを回

日本語では、基本的に主語を省くため、なるべく

避するのか、立ち向かうのかで、生物の生き様を記

言わないようにしているが、あえて言わないといけ

述できる次元が存在している。どちらの方向にも適

ないときに、苦しみながら、状況次第で多様な言葉

応してきた歴史が、人にも、ネズミにも存在してい

となってしまうようだ。お店での接客の状況を考え

たので、我々ヒトが同じような言葉で理解できたと

るなら、距離を置いた場合”あなた”とは決して言

見ることができる。もし、ヒトという種がリスクを

えなくて、”お客様”あるいは、言わないで”失礼で

取らないでしか生き残れなかったとしたら、我々に

すが”を付けて、言わないようにするしかない。師

は、この次元を認識して他の動物の姿を理解するこ

弟関係であれば、
”先生”、”～さん”で、親密である

とができなかったと言えるであろう。

かどうかに関係がない。また、夫婦関係では、
”あな
た”、”君”と言えるのは、ごく一時期でしかなく、”

４．人称概念における生態学的接地：信頼と心の理

お父さん”、”お母さん”が、”おじいさん”、”おばあ

論

さん”へと変わり、日常的には”おい”
、”ねぇ”と
ヒトが、この様なある特徴の次元を認識し、言葉

呼びかけるだけである。どんな関係性においても、

となるには、どちらかに振り切られてしまわないで、

あえて二人称の主語が発せられるときは特別の場合

連続的なレベルでばらつきを持っている必要があり、

で、自己と相手を客体化して考えないといけないこ

そのためには、その両極の生き方に適応的なニッチ

とを宣言しているような言葉になってしまう。

がどこかで存在していたと考えるべきであろう。そ

動物が、他個体と何らかの形で交わる社会行動を

して、我々が他の動物の姿に何らかの言葉による記

行うとき、例えば、グルーミングを行うときや、攻

述を行うことができると言うことは、その言葉に関

撃をするために噛みつくときに、抽象化された二人

わる同じ淘汰圧を共有していたことを意味する。さ

称が必要になるにはどんな状況かを考えなければな
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らないだろう。ほとんどの動物は、特定の二者関係

ェロモンで雄を誘うのであるが、順位構造のない若

の中で相手は認知するとしても、グルーミングをし

い雄たちが、よってたかって、性行動をしたことに

ている相手、噛みついている相手として見なしてい

より、子育てがうまく行かなかったのが原因と考え

るとしたら、個別の関係性で相手を見ている、日本

られている。侵入者への攻撃でも、発情雌への性行

人と同じようなものかもしれない。

動でも、雄たちの間には攻撃行動は一切起こらない。

数少ない言葉で二人称が成り立つためには、個別

空気のような存在のように、親密なものに一切関心

の関係ではなく普遍的な相手として「信頼」できな

を示さないのである。彼らにしてみたら、自分の欲

ければならないであろう。日本人は、個別の関係性

求を満たすことだけに関心がある、いわば自閉的な

で確実に「安心」して何をしてくれるのかを見よう

特徴を持っていて、自分以外の単独あるいは複数の

とする民族であるかもしれない。そのため、それぞ

他者として二人称的存在あるいは、目の前にいても

れに個別の言い方を変えてゆくしかないのであろ

いなくても同じ三人称的存在なのかもしれない。英

う。
”あなた”や”貴様”は、一度は言えても、繰り

語の二人称が you であるが、単複同型である点が、

返すことは絶対にできず、何度も相手を言うときに

ある意味で似ているのかもしれない。

は、それぞれの関係の中の言葉に変わっていってし

ただ、無理やりヒトの安心・信頼の議論に持ち込

まう。おそらく、それは、確実にやってくれる安心

むなら、TLE 系に他者を信じて任す意味は全くなく、

を求めて言うことなのであろう。

この軸は、心の理論の軸に乗っていると考えるべき

ミラーテストでは、ラットは何度も鏡に突進して

かもしれない(安念, 2001)。すなわち、他者の心・

失敗している（安念 b, 1986）が、筑波情動系ラッ

意図に関心を持ち過ぎる極では（THE 系）
、特定され

トの世界で二人称を考えると、どうなるであろうか。

た相手との関係で特定されたことをやってくれるこ

臆病な THE 系ラットは、新奇なものを極端に避ける

とを監視して安心できる社会ができあがる。一方、

よう選択交配されてきて、関心があるのは、親しん

TLE 系は、親密な他者のことには一切関心を持たず、

だ空間と親密な社会的関係だけになっている。優位

新しいことに飛びついて行くので、他者存在に関知

雄は同じ集団の劣位雄を信頼して任せているようで

しないかに見える社会である。その中間に、情報を

はなく、順位に関わる見回りを常にしていて、その

たくさん集め、他者をよく見極めて、相手を信頼す

ため、順位が非常に厳格になり、優位に立つ雄は、

る社会が出現してくるのかもしれない。

劣位雄の微細な反抗姿勢に直ぐ攻撃を加えるため、
劣位雄の体は、かまれた傷でかさぶただらけになる。

５．主要五因子の生態学的接地構造

優劣の関係の中で、相手は、その順位にある振る舞

１）外向性

いを確実にこなしていることを監視し、それが確認

ヒトの世界では、言葉は多様に広がってゆき、広

されれば安心していられる。縄張りに侵入者がいて、

がった言葉の似通ったものを集め（因子構造として）

劣位雄が出しゃばろうものなら、優位雄は侵入者を

集約すると、上記の臆病さの次元は、内向性・外向

排除するより、優劣の順位を優先して、劣位雄の方

性(アイゼンク,1965)と関連しているかもしれない。

を攻撃するのである(安念 a, 1986; 安念 a, 1988;

筑波情動系ラットとアイゼンクの内向性・外向性の

安念, 1989)。

議論は、安念(2006)に譲るとして、アイゼンクは、

これに対して、TLE 系は、縄張りへの侵入者に対

類型レベルを頂点として、特性レベル、習慣的反応

して雄たちは対等に激しく攻撃はするが、その雄同

のレベル、個別的反応のレベルの４層からなるパー

士の争いは、全く見られず、どの個体の体にも、噛

ソナリティの階層構造を提唱した点（上里・山

まれたときにできるかさぶたはほとんど見あたらな

本,1989)を、今回の話の流れで考えてみることにす

い。新奇なものや空間に対して、極度の関心を持つ

る。

が、親密なものに対する関心は一切なく、その結果、

その類型とは、我々がその特徴の次元を認知する

フラットな社会構造ができあがってしまった。その

軸を構成する両極にある、進化のどこかで適応でき

二つの系統の社会を、屋外の広いフィールドで飼育

た生態系における居場所(ニッチ)であろう。環境の

した研究(安念 b,1986; 安念 a,1988; 安念,1989;

変動による、捕食者と餌となる被捕食者の変動から、

安念 b, 1988; 藤田・安念・北岡・中津山・加藤, 1991)

その典型的なニッチはだんだんと崩れていく。それ

では、臆病で、厳格な社会を持った THE 系は集団サ

で、新たな最適なニッチができ、集団サイズが大き

イズが維持されていったのに対して、フラットな社

くなって新たな極ができあがると、別の軸が誕生し

会構造を持った TLE 系は、子が育たなくなり、クラ

てくる。筑波情動系ラットの研究事例を拡張して考

ッシュしてしまった。出産直後の雌は、強力な性フ

えると、TLE 系は、新たな空間への転身を常に図ろ
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うとして、安定した社会を作ろうとしない系統であ

きたと言える。

るが、32 畳という実験室ラットにしては巨大な空間

この次元においても、豊かな環境で、天敵が少な

をしても狭すぎたのであるが、順位のない雄たちに

いところばかりがあるわけではなく、その逆の環境

よって、集団がクラッシュしてしまった(安念

も存在するので、新たな情報の開拓にはリスクが伴

b,1986; 安念 a,1988; 安念,1989; 安念 b, 1988; 藤

い、全くリスクをかけないで、先祖からのやり方で

田・安念・北岡・中津山・加藤, 1991)。しかし、新

行くという戦略も、適応的であった。そのため、こ

たな空間を見出してゆけば生き延びられたはずであ

の次元が極端にどちらかに落ち着くことはなく、そ

るが、放散した先で大規模な集団を作っては再び不

れによって、この次元が認識されるようになったの

適応を起こしてしまうので、できるだけ小さな集団

であろう。

を作るようにテリトリを大きくとってゆくかもしれ
ない。あるいは、THE 系的な落ち着いて厳格な社会

３）誠実性

構造を作らざるを得なくなるかもしれない。一方で、

子育ての繁殖戦略に関して、生態系には２つの類

THE 系は、一向に新たな空間に出て行かないでいた

型が存在する。r 戦略と呼ばれる、卵を小さくして、

ら、環境の激変にあって、種として絶滅しているか

できるだけ沢山産むやり方で、親の育児への投資は

もしれない。僅かに、新たな土地に放散した個体が

少なく、捨て育てに近い小卵多産戦略である。鮭が

生き残り、TLE 系的特性が入り込んでくるかもしれ

たくさん産卵して、多くは、その河にいる魚の餌と

ない。この様にして、類型は特性として変わってゆ

なり、母川回帰して、わずか 2 個だけ次世代を産む

くと考えられる。

ことで、集団は安定して生き残っていくのである。
もうひとつは、K 戦略と呼ばれ、卵を大きくし、数

２）開放性

を減らして、大切に育てる大卵少産戦略である。こ

新たな類型は別の要因が絡んでくるかもしれない。

の典型が、ヒトであり、近年先進国は、少子化に悩

この内向性・外向性という言葉が成り立つためには、

んでいる。

リスクを認知し、利益との比較を行うための非常に

r 戦略では、生理的に生めばよいだけであったが、

高度な認知能力がどうしても必要になってくる。捕

繁殖が K 戦略に変わって行くと、子育てを真面目に

食されるというリスクを如何に下げながら餌探しを

やるかどうかが、その種の生き残りに重要な意味を

効率的に行うか、そうした情報の処理のために、神

持ち始めることになる。こうして、誠実性の次元が

経系が進化してきた。捕食者が何処でどの様なとき

誕生してきたと考えることができる。雌の繁殖戦略

に現れるか、あるいは、餌がどの様なときにどこに

は、雄よりも次世代に多くを投資する。それは、卵

いそうかという過去の情報を記憶し、現在の状況と

子が精子の数千倍から、数百万倍の大きさであるこ

照らし合わせることが、神経系の重要な働きとなっ

とから、性における繁殖戦略に関して、雌は K 戦略

た。神経系は困難な状況を如何に避けるかに関わる

をとっているのに対し、雄は r 戦略をとっているこ

が、もう一つの流れは、捕食者との戦いである種の

とになる。その結果、雌は、雄を選ぶに当たり、次

武器を持つこと、身体的能力に関わる進化である。

世代への投資の不均衡を解消しようという動機付け

脳神経系の情報処理と、この身体的能力は、不可分

を持つ。雄は、なるべくその不均衡をそのままにし

に進化してきたのであろう。この環境の意味に先ず

て、なるべく多くの雌に種付けをしたいという動機

接地してくる身体性が様々な情報をアフォードして、

付けをもつことになるが、雌は、そうさせないよう

直接的な知覚を与えていると見るべきであろう。こ

に、そういう雄を選ばないようにすればよく、自分

の領域は生態心理学が対象とする分野である。

の種付けした子をしっかりと育ててくれる可能性を

この様にして、脳神経系が進化してゆくと、生態

持った雄を選ぼうとする。

系に多様性があり、さほど天敵もいない場合に、情

ここに、山岸(1998)の言う、信頼と安心の枠組み

報を果敢に追い求めてうまく適応するニッチが存在

が当てはまる。確実に子育てをしてくれる男性を捜

してくるかもしれない。こうして、開放性の次元が

しても、将来どうなるかわからないリスクを抱える

誕生してきたのかもしれない。豊かな森林の多様な

ことになる。そこで安心を得るために、仲人を立て、

ものを庭と言う表現空間に配置するニワシドリは、

見合いをし、親戚を巻き込んで、家同士の結婚とい

奇抜な庭が雌の気をひくことで配偶者を獲得できる

う形をとって、男性には将来にわたる子育ての確約

ようになる(Morell,2010)。しかし、ニワシドリを補

を得ようとしてきたのが日本の婚姻形態であろう。

食する猛禽類がいれば、逆に簡単に巣の場所が分か

戦前では七割を占めていた見合い結婚は、現在そ

ってしまう。天敵が少ないが故に性的選択を優先で

の姿は大きく変わってきて、2005 年の調査では
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6.2％まで減少してきている（国立社会保障・人口問

まく立ち回るには、社会的知能がその中でも重要な

題研究所,

第 13 回出生動向基本調査)。さらに晩婚

役割を持ち、いろいろな仲間と連合を組みながらマ

化が進み、女性が、27.4 歳、男性が 29.3 歳となっ

キアベリ的知能を駆使して、順位を上げてゆくこと

て、ここ 10 年で 2 歳以上初婚年齢が上がる現象が起

を競い合うようになってきた(バーンとホワイトゥ

きているが、安心して結婚できる相手を見つける仕

ン,2004)。

組みをなくしたため、安心できる相手を探している

そのやり取りをうまくこなすためには、他者を個

間に遅くなってしまっていると見ることができるで

体識別し、いつ誰からどの様な恩恵を受けたかを記

あろう。

憶し、お返しをすることが求められるようになる。

その対極にあるアメリカで、これまでは、晩婚化

この互恵的利他行動をしない個体は、社会から放り

は起きていないと言われていた。幅広く情報を求め

出されるし、放り出さない社会は、そうしたズルを

(付き合いをして)、リスクをしっかりと見極め、信

する個体(チータ）によって、社会自体が淘汰されて

頼して結婚に踏み切る。だが、うまくいかなければ

いったと考えることができる。

離婚すればいいと言うので、離婚率は 3.6 件/1000

相手の考えていることを知ろうとして、心の理論

人と世界で 4 位を占めている(それに対して、日本は

(Premack & Woodruff, 1978)が社会の進化とともに、

2.04 件/1000 人で、26 位）が、子供はいずれにせよ

どこかで働き始めたと考えられている。それは、だ

生まれるわけで、日本では選びあぐねて遅くなった

ませる相手からなるべくだまし取りたいという動機

分だけ少子化は進むことになる（しかし、アメリカ

からかもしれない。社会の構成員が全員、ズルをし

でも、不況のあおりを受けてか、晩婚化がすすみ、

ない正直者で、受けた恩恵を確実に正しく返してゆ

25-29 歳の未婚率が 2009 年では 47％で、1986 年の

く個体ばかりで成り立っているのであれば、心の理

同 26%に比べ、かなり高まってきている）
。

論を働かせて、他個体の心を探る必要もなかったは

いずれにせよ、女性あるいは、動物の雌が、その

ずである。しかし、そのような完全な社会は、よそ

繁殖戦略の中で、男性あるいは雄たちの誠実さを求

から入ってくるチータに簡単につぶされてしまう。

める動機は、K 戦略が進むにつれて高まってゆくこ

だから、心の理論を推し進めたのは、ズルをするチ

とになるが、雄たちの全く不誠実な生き方にも適応

ータだったと言っても過言ではない。あからさまの

的な価値は存在したと見るべきである。なぜなら、

ズルでは直ぐに分かってしまうが、微妙なケチの程

全ての雄が誠実であるものだけが生き残り、不誠実

度を見抜くよう、きちんとお返しをしない個体はそ

な特徴が消えたら、上での議論と同じで、我々はそ

れなりに警告を発せられるように、だんだんと微細

の特徴を認識できなかったからである。雄たちの不

に進化していったのであろう。

誠実な生き方は、ある意味、ｒ戦略的で、不安定な

こうした社会的生態系で誕生してくる特徴次元が、

環境では、生き延びる可能性は高まったと考えるこ

以上の全ての活動を含んだ調和性である。全ての個

とができる。しかし、安定した環境では、雌は雄に

体が調和的で、そうした特徴を持った個体だけが生

誠実さを求めて、性的淘汰圧を掛けていったと考え

き延びていたなら、また同じように、我々には、こ

ることができるであろう。

の特徴を認識できなかったはずである。上で見てき
たように、調和性に欠け、ズルをする個体が入り込

４）調和性

むことで、社会はより頑健になっていったのである。

生物が、K 戦略を進めると、子育てをさらに確実

非調和なものだけのニッチは存在しないかもしれな

に行う必要が出てきて、配偶者同士だけに任せず、

いが、この調和性における多様性が、社会的生態系

集団で庇護してやることになる。恐竜時代を生き延

の進化をもたらしたのであろう。

びた小型哺乳類が森の中で進化を始めたのが、霊長
類であるが、森の中で集団社会を作るようになって

５）情緒不安定性

いった。

この社会的生態系において、調和性を巡って、別

社会ができあがると、生態系の中に、社会という

の次元が浮かび上がってくる。社会的生態系の中で、

二次的な生態系ができあがり、集団社会に如何にう

完全な調和的社会において、何らストレスもなく生

まく適応してゆくかどうかが重要な意味を持つ。社

きていられるなら、情緒が安定していられるであろ

会から放り出されると、そう長くは生きてゆけない

うが、社会が成熟して頑健であればあるほど、調和

し、社会的生態系では、順位の高いものほど、多く

的な個体ばかりではなく、様々なズルのレベルのチ

の子孫を残し得て、順位を上げるための競争が起き

ータが存在してくる。そんな社会では、ゲーム理論

てくると考えられる。社会生態系の中で生き残りう

的な相互作用から、必ずストレスが生まれ、それを
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被った個体は情緒不安定になってゆくであろう。

社会的な地図を持ちながら、対面したヒトを、即座

完全な調和的世界にチータが入り込んだとき、調

に分類して最適な対処を考えなければならない。ヒ

和的社会を目指して、それに対して愛他的に振る舞

トが一時に処理できる能力は 7±2 である

うことは最大のストレスであり、それが情緒不安定

(Miller,1956)が、そのうちの 5 つを使い 5 次元の高

の典型的な原因であろう。それを避けるには、同じ

低の評価をして 32 通りのヒトの多様性を分類でき

ようにチータになって行くしかないが、そうすると

ことになる。ヒトが小集団を森の中で維持してきた

全体的に非調和的な社会になってしまい、社会集団

のは、50 人ぐらいの集団であったと言われているが、

間の競争では、その集団ごと淘汰されるかもしれな

それに近い数字となる。集団内のヒトの個性が認識

い。そこで、誰かが情緒不安定になることで、社会

されなければ、集団内のヒトは、単なる肉のかたま

は、一定の調和的状態を維持できると考えることが

りになるだけであるが、個性を全て個別に認識する

できるかもしれない。このようにして、情緒不安定

ことができれば、集団の持つ能力を最大に引き出す

性の適応的意味を見いだせるのかもしれない。

可能性が出てくる。人の持つ多様性から性格特性を

ここでも同じ議論が成り立つが、社会的生態系の

抽出できる特性は他にもたくさんあったであろうが、

中で、情緒が安定している個体だけが生き残り、情

集団の包括適応度を最大にできる最も重要な特徴が

緒不安定な個体が完全に淘汰されてしまっていたら、

それら 5 つの特性であったに違いない。

この次元は、認識されなかったはずである。しかし、

一方で、このワーキングメモリ自体も社会の進化

認識できていると言うことは、情緒不安定な存在に、

とともに拡大していったと考えられる。7 つという

何らかの適応的意義が存在していたと見るべきであ

数字を規定しているのは、この対人認知に関わる、

り、その一つのストーリーとして考えられるかもし

集団のサイズであるのかもしれない。残りの処理能

れない。

力 2 つは、若者にしてみれば、相手が男か女か、そ
して順位が上か下かを意識しないといけないだろう。

６）主要五因子の制約構造

それで、7 つのワーキングメモリが埋まり、全てを

どの次元の特性も、一方的にどちらかに偏らない

分類すると、人が快適に暮らしてゆける最小な集団

ような仕組みがありそうである。比較心理学は、性

サイズとして、128 通りの分類となる。

格特性のその偏らせない原理を、進化的な流れの中
で見出してゆく学問である。それを、得られたデー

６．方法論

タの構造だけから概念構築していこうとすると、と

そうした 5 次元に限らず、ヒトの性格は、言葉に

たんに空虚に空回りすることになる。概念的な議論

ならないものですら、言葉として掘り起こしてゆく

だけでは、何処にも、接地していないからで、接地

プロセスを経て、膨大な切り口が存在している。心

するのは、心を生み出してきた進化生態学的文脈で

理学の研究では独立変数として、様々な行動・生理

なければならないのである。

的指標や質問紙が使われ、従属変数としても、同じ

性格特性の次元が、何処の地域や民族においても

ような指標が使われ、差を見出して、この指標を代

その 5 因子：外向性、調和性、誠実性、神経症傾向(情

表とする要因がこの様な影響を持っていると言うよ

緒不安定性)、開放性が見いだされている(Goldberg,

うな議論がなされる。独立変数と従属変数が選ばれ

1992;

るには、それなりの研究の流れがあって、当然の選

マックレーとコスタ,1992；辻・加納・新野

邊, 1990；

辻,1998; 和田,1996; 下仲・中里・権

択であるが、多くの場合、進化的な視点を欠いてお

藤・高山,1998; 村上・村上,1997;1999)。この普遍

り、単なる複雑なネットワークのある領域同士の相

性のある、5 因子の進化的な意味合いを考えてきた

関を見ているだけで、研究が量産されている様に見

が、心理学は、言葉というシンボルを使って議論す

える。

る学問である。言葉として認識できるのは、これま

しかし、ここでの議論で見てきたように、ある性

でに見てきたように、その言葉に関わる次元におい

格特性が存在すると言うことは、そのように生きて

て、多様な姿が存在しているからで、人の特徴に関

ゆける適応的戦略が存在したことを意味している。

して 5 因子に集約されると言うことは、これ間に見

心の構造を探ると言うことは、ヒトに至までに動物

てきたような進化的次元が、ヒトの成り立ちにおい

が適応し生き残ってきた歴史をひもとくことに等し

て、とりわけ重要であったと言うことを意味してい

い。そこで受けてきた淘汰は、いろいろな制約を心

る。

に課してゆくことになるが、制約も条件によって場
しかし、もう一つの側面があり、それは、ヒト

合分けられ、あるいは階層性を持っているはずであ

が、社会的生態系に生きていることに関わっている。

る。心の構造は、そうした制約の構造を明らかにす
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ることである。そこには、何らかの淘汰圧が加わっ
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岐阜市に生息する陸産貝類
Land mollusks in Gifu City, Gifu Prefecture, central Japan
川瀬基弘*・村瀬文好**・早瀬善正***・市原俊 ＋ ・吉村卓也 ＋＋ ・山内貴司 ＋＋ ・横山貴則 ＋＋
*

愛知みずほ大学人間科学部．Department of Human Science, Aichi Mizuho University.
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Key words：Land mollusks, Gifu City, threatened species, alien species, introduced species.

はじめに

は水田地帯と住宅地が占めるため調査地点数は他の地区

岐阜市は，岐阜県の南部に位置し濃尾平野の北端に当た

より少ない結果となった．地区毎の主な植生と土地利用に

る．2006 年 1 月 1 日に柳津町を編入して現在，総面積

ついては，水野（2000）を基に示した（第 1 表）
．

202.89 km²となった．北部には山地，南部には市街地が広

調査は目視による直接採取を中心に，必要に応じてスコ

がり，市内を横切るように北東から南西にかけて長良川が

ップ，熊手，金属製篩等を用いてリター層ごと採取した．

流れる．

各地点の調査時間は平均 3 名で 1 時間程度とした．微小種

岐阜県内の陸産貝類については，稲葉（1967）
，岐阜県

分析のためのリターおよび腐葉土層のサンプリング地点

高等学校生物教育研究会（1974）
，大垣内（1974-76）
，岐

は，1 調査地点につき 2～3 ヶ所を無作為に抽出した．そ

阜県博物館（1982，1997）
，岐阜県健康福祉環境部自然環

の場所の表土を 1 ㎝目合の篩にかけ，通過したリターを合

境森林課（2001）および岐阜県庁（2010 電子版）による

計 5 リットル程度サンプルとした．サンプルは室内でソー

報告があるが，岐阜市内については断片的に記録があるに

ティングし双眼実体顕微鏡を用いて種の同定を行った．

過ぎない．
本調査は，岐阜市役所自然共生部自然環境課の事業とし
て 2009 年度より行われている自然環境基礎調査の一環と
して行われた．本調査により，新記録種を含む 59 種が確
認されたので報告する．
調査地と調査方法
岐阜市内全域を調査対象とし，全 224 地点を調査した．
長良川など主要な河川及び支流の河畔林，寺社林，大きな
公園，山地・山麓などを特に重点的に調査した．
調査は 2009 年 11 月から 2011 年 10 月にかけて行った．
①北西部（長良川より北部地域の西側地区の北部）60 地
点，②北東部（長良川より北部地域の東側地区）64 地点，
③中西部（長良川より北部地域の西側地区の南部）16 地
点，④南部（長良川より南部地域の西側地区）43 地点，
⑤中東部（長良川より南部地域の東側地区）41 地点での 5

第 1 図．調査地区．

地区（第 1 図）全 224 地点で行った．なお，地区③の大半
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第 1 表．各区分の主な植生と土地利用．
区分
①
②
③
④
⑤

北西部
北東部
中西部
南部
中東部

主な植生と土地利用
北部のスギ・ヒノキ林の面積が最も大きく，南部はコナラ・クリ群落が優占する．水田地帯も多い．
スギ・ヒノキ林と水田地帯が概ね同比率で大部分を占める．前者にはアカマツ群落をともなう．
北西半分は主に水田地帯，南東半分は市街地からなり，これに次いで畑地雑草群落の割合が大きい．
大部分は市街地からなり，南側には大規模な水田地帯が広がる．
主にコナラ・クリ群落，アカマツ群落，畑地雑草群落，市街地，水田地帯がランダムに分布する．

確認された全 59 種のなかではＤ評価となる種の比率が
調査結果

最も高く，岐阜市内の陸産貝類は生息密度の低い傾向にあ

腹足類 59 種について生貝または新鮮な死貝により生息

る種の割合が高いことが示された．ただし，これは国内の

を確認した（第 2 表）
．地区区分番号①～⑤は，
「調査地と

陸産貝類全般にも共通する特徴であろう．

調査方法」の項で各区分に付した番号をそのまま用いた．

各地区の評価がＥとなった生息密度がきわめて少ない

前述の調査方法による各調査地点における各種の評価は，

傾向にある種の環境区分に対応する出現種比率（％）は山

「Ａ（多い）
：15 個体以上，Ｂ（やや多い）
：10～14 個体，

地，山麓～平地，平地の順に地区①が 46.2％，46.2％，

Ｃ（普通）
：5～9 個体，Ｄ（少ない）
：2～4 個体，Ｅ（稀）
：

7.7％，地区②が 44.4％，44.4％，11.1％，地区③が 28.6％，

1 個体」で区分する５段階で示した．なお，評価基準とな

42.9％，28.6％，地区④が 0.0％，40.0％，60.0％，地区

る個体数は，全調査で得られた地区ごとの各種の総個体数

⑤が 36.4％，27.3％，36.4％であった．したがって，Ｅ

をその種が採取された地点数で除した確認 1 地点あたり

評価の山地性種（山地性希少種）が占める比率が高い地区

の平均個体数を用いた．ただし，ここでは生貝のみではな

より並べると，地区①，地区②，地区⑤，地区③，地区④

く死殻も含めた総個体数を用いたので，純粋な生息個体数

の順になった．つまり，在来希少種が最も多く確認される

ではなく，その地点の貝類の出現傾向を示す値となってい

地区①が最も自然度が高い地区と推察される．

る．
各地区の確認種数は，市街地の環境が存在する地区③

陸産貝類の目録

（28 種）および地区④（33 種）では少なく，山地の森林

本調査で確認された全 59 種の確認地および生息状況な

環境の多い地区①（42 種）
，地区②（48 種）
，地区⑤（44

どについて以下に記す．

種）で多くが確認された．

確認種のうち，12 種は環境省のレッドリスト（環境省

各地区で評価がＡとなった 9 種（ミジンマイマイ，ナミ

自然環境局野生生物課，2005）
，4 種は岐阜県のレッドデ

コギセル，ホソオカチョウジ，ナガオカモノアラガイ，ウ

ータブック（岐阜県健康福祉環境部自然環境森林課，

メムラシタラ，ヒメコハクガイ，コハクガイ，コハクオナ

2001；岐阜県庁，2010 電子版）の掲載種であった．また，

ジマイマイ，イセノナミマイマイ）は，いずれも確認環境

10 種は外来種またはその可能性が疑われる種であった．

の区分において平地または平地～山麓に該当する種であ
った．
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第 2 表．岐阜市に生息する陸産貝類とその生息環境．
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ヤマタニシ（第 2 図 b）

［逆旋個体 2］

Cyclophorus herklotsi Martens

［第 2 図 e：殻高 1.0mm，殻径 1.7mm］

雛倉，鏡岩，三輪，長良雄総，芥見大退，外山，粟野西

採集日：2011 年 4 月 26 日

など山地山麓に多く分布していたが，各地点の個体数は少

採集地：三田洞東

なかった．特に鏡岩（護国神社）周辺では林床が礫質の場

採集者：村瀬文好

所に多く生息していた．
（図示標本）

ヒダリマキゴマガイ（第 2 図 f）

［殻高 18.0mm，殻径 18.0mm］

Diplommatina (Sinica) pusilla (Martens)
雛倉，日野，外山，芥見町屋，向加野に生息していたが

採集日：2010 年 3 月 10 日
採集地：三輪団地西

地点数，個体数ともに非常に少ない．上雛倉林道と伊洞川

採集者：鈴木 彰

上流部のスギ林の数地点のリターサンプルから発見され
た．岐阜市内では分布が局地的である．

アツブタガイ（第 2 図 a）

（図示標本）

Cyclotus campanulatus Martens

［殻高 2.0mm，殻径 1.0mm］

雛倉，芥見町屋，岩田西，長良雄総，長良古津，椿洞な

採集日：2011 年 3 月 22 日

どの雑木林・社寺林に生息していた．北部の山地および長

採集地：伊洞川上流部 スギ林

良川沿いの雑木林に生息しており，前種とともに生息して

採集者：川瀬基弘

いる地点が多かった．
（図示標本）

キュウシュウゴマガイ（第 2 図 g）

［殻高 10.3mm，殻径 13.0mm］

Diplommatina

採集日：2011 年 3 月 22 日

Pilsbry & Hirase

(Sinica)

tanegashimae

kyushuensis

雛倉，則松のスギの林床の腐葉土中から発見された．市

採集地：下雛倉林道 奥

内の分布は上雛倉林道沿いと下雛倉林道沿いのスギ林，お

採集者：梶浦敬一

よび則松の諏訪神社周辺に限られていた．
ミジンヤマタニシ（第 2 図 c-e）

（図示標本）

Nakadaella micron (Pilsbry)

［殻高 2.8mm，殻径 1.5mm］

山県岩，雛倉，三輪，芥見影山，粟野西，外山，佐野，

採集日：2011 年 3 月 8 日

奥，向加野，岩井，三田洞，岩利など，芥見影山を除き北

採集地：則松 諏訪神社

部の山地の腐葉土に多く生息していた．市街地や平地には

採集者：吉村卓也

生息していなかった．過去の調査記録では市内で発見され
ていない．

ウスイロオカチグサ（第 2 図 h）

Solenomphala debilis (Gould)

比較的近接する 2 地点（岩井と三田洞東）で各１個体ず

山田川下流の芥見小学校付近の水路で死殻１個体のみ

つ逆旋個体を得た．本種の逆旋個体は，これまでに栃木県，
富山県，静岡県，三重県，兵庫県，広島県，愛媛県，鹿児

を確認した．本種は沖縄，奄美に分布することが知られて

島県で確認されている（早瀬，2006）
．福井県からは平巻

いたが，1990 年代に本州各地でも生息が確認され，奄美

状異常個体例も報告されている（早瀬，2008a）
．

以南を除く各個体群は人為的移入個体群と考えられるよ

（図示標本）

うになった（木村，1996）
．例えば，これまでに山口県（保

［第 2 図 c：殻高 1.2mm，殻径 1.9mm］

阪，1996）
，兵庫県（木村，1996）
，三重県（木村，2011）
，

採集日：2011 年 2 月 23 日

愛知県（木村，2005）
，静岡県（早瀬，2008b）
，千葉県（多

採集地：上雛倉林道 奥

留，2010）などの本州および，四国・九州各地にも人為的

採集者：横山貴則

に移入されている．
本調査でも水路という限られた環境のみでの発見であ

［逆旋個体 1］
［第 2 図 d：殻高 1.1mm，殻径 1.7mm］

ったことから，岐阜市内の個体群も国内外来種に該当する

採集日：2011 年 5 月 16 日

と考える．

採集地：岩井 加野団地西
採集者：村瀬文好
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（図示標本）

ヒラドマルナタネ（第 2 図 k）

［殻高 4.6mm，殻径 3.2mm］

Pupisoma harpula Reinhardt

採集日：2010 年 9 月 1 日

雛倉，安食，奥，岩井，岩利など北部地域に分布してい

採集地：祗園 芥見小学校付近

た．生貝は樹幹に付着する．本調査では数地点のリター層

採集者：横山貴則

中より新鮮な死殻を確認したのみであるが，いずれの産地
でも個体数は少なかった．岐阜県内では大垣市（守谷，

イボイボナメクジ（第 5 図 a）

2004）や養老町（早瀬ほか，2011）でも確認されている．

Granulilimax fuscicornis Minato

次種と比較してより山地性の傾向が強い種であると推察

（環境省：準絶滅危惧；岐阜県：情報不足）

される．

粟野西の八幡宮の石塔上で 1 個体のみを発見した．本種

（図示標本）

は陸貝のみを捕食する肉食性種である（早瀬，2002）
．外

［殻高 1.5mm，殻径 1.3mm］

見は近似するものの国内の他のナメクジ類とは系統の遠

採集日：2011 年 5 月 16 日

く異なる収柄眼目，ホソアシヒダナメクジ科

採集地：岩井 加野団地西

Rathouisiidae の種である．

採集者：村瀬文好

（図示標本）
［体長（生体）19mm］

マルナタネ（第 2 図 l）

採集日：2011 年 5 月 28 日

Parazoogenetes orcula (Benson)
柳津町佐波，同町高桑，岩田西，奥，溝口のリター層中

採集地：粟野西 八幡宮

より新鮮な死殻のみを確認した．前種同様に生貝は樹幹に

採集者：川瀬基弘

付着するが，本調査で生体を発見することは出来なかった．
ナタネキバサナギ（第 2 図 i）

前種が北部の山地に分布するのに対して，本種は南部の平

Vertigo eogea Pilsbry

地まで広く分布しているが，確認地点数は極めて少ない．

（環境省：絶滅危惧Ⅱ類）

岐阜県内では揖斐川町（早瀬ほか，2009）や養老町（早瀬

戸石川新田橋付近の水田の 1 地点でのみ数個体が確認

ほか，2011）でも確認されている．本種は植樹等の行為に

された．淡水種である Gyraulus pulcher (Mori)ヒメヒラ

伴って運ばれることが多く，公園や生垣などに生息するも

マキミズマイマイと共に発見された．

のは人為的に移入された可能性が高い．

（図示標本）

（図示標本）

［殻高 1.8mm，殻径 1.2mm］

［殻高 1.8mm，殻径 1.8mm］

採集日：2010 年 8 月 6 日

採集日：2011 年 3 月 5 日

採集地：打越 戸石川新田橋脇水田

採集地：岩田西 長良川左岸

採集者：川瀬基弘

採集者：村瀬文好

ミジンマイマイ（第 2 図 j）

ナミコギセル（第 2 図 m）

Vallonia pulchellula (Heude)

Euphaedusa tau (Boettger)

岐阜市内に生息する本種は国内外来種と考えられる．岐

日野北，芥見町屋，大洞，加納丸之内，日置江，茜部寺

阜県では 2004 年に大垣市で初めて確認された（早瀬ほか，

屋敷，三輪，溝口上，城田寺，木田，一日市場，長良雄総，

2004）
．愛知県では名古屋市（早瀬・木村，2011）や豊田

長森細畑，上加納山，琴塚，鶉，柳津町高桑，茂地，岩田

市（川瀬ほか，2011）で記録されている．

東，金町など，南部の平地や市街地に広く分布していた．

本調査では日置江の荒田論田排水機場と青柳の青柳公

河畔林，市街地の公園や神社などで比較的多くの個体を確

園で確認された．荒田論田排水機場では河岸のコンクリー

認した．

ト階段上に堆積した腐葉土中に多産した．

（図示標本）

（図示標本）

［殻高 13.8mm，殻径 3.3mm］

［殻高 1.1mm，殻径 2.0mm］

採集日：2009 年 12 月 17 日

採集日：2011 年 1 月 7 日

採集地：大洞墓地

採集地：日置江 荒田論田排水機場

採集者：山内貴司

採集者：近藤慎一
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トクサオカチョウジガイ（第 2 図 n）

のと見なさず亜種として扱っていない．

Paropeas achatinaceum (Pfeiffer)

（図示標本）
［殻高 6.8mm，殻径 2.7mm］

上加納山，山形北野，出屋敷，太郎丸諏訪，柳津町佐波，
同町高桑，鶉，次木，茶屋新田，日置江，門屋門，粟野西，

採集日：2009 年 11 月 18 日

岩田西，則松，芥見影山，茜部本郷，六条大溝，下奈良，

採集地：村山 八幡神社

鏡島，青柳，金町，寿町，長良，曽我屋，黒野，槻谷，蔵

採集者：山内貴司

前，鏡岩，村山，長良古津，鷺山，下尻毛，伊奈波通など
南部の平野部・市街地に広く分布する．東南アジア原産の

ノハラノイシノシタ（第 2 図 q）

国外外来種（黒田，1958）であり，岐阜市内では人為的改

Helicodiscus (Hebetodiscus) inermis Baker
北アメリカ原産の国外外来種で，ヨーロッパ各国や日本

変の進んだ環境から発見されている．大垣内（1974-76）
に市内での記録がある．

への移入が報告されている（Kano，1996）
．本調査では則

（図示標本）

松，青柳，金町の人工的な環境から発見された．特に則松

［殻高 7.5mm，殻径 2.7mm］

は北部の山地であるが，資材置き場の埋もれ石の下に生息

採集日：2011 年 5 月 17 日

していた．国内からは，神奈川県・山口県（Kano，1996）
，

採集地：青柳公園

群馬県（高橋，1998）
，静岡県（早瀬，2004）
，愛知県（守

採集者：坂井英里

谷，2010）など既に多くの記録がある．
（図示標本）

ホソオカチョウジガイ（第 2 図 o）

［殻高 0.9mm，殻径 1.8mm］

Allopeas pyrgula (Schmacker & Boettger)

採集日：2011 年 3 月 8 日

長良雄総，蔵前，鷺山，梅林，上川手，長森細畑，上加

採集地：則松 熊野神社南

納山，芥見影山，溝口，三輪，山県岩，鶉，日置江，柳津

採集者：川瀬基弘

町高桑，茂地，則松，石谷，雛倉，芥見町屋，茜部本郷，
六条大溝，本荘，下奈良，青柳，金町，寿町，菅生など市

タワラガイ（第 2 図 r）

内全域に分布するが北西部など山間部では生息地，個体数

Sinoennea iwakawa (Pilsbry)

ともに少ない．特に南部の市街地の生息地は多く，公園な

鏡岩，三輪，長良古津，雛倉，外山，佐野，岩田西，日

どでは多産した．オカチョウジガイとともに見つかること

野，芥見町屋，奥，溝口童子など主に北部に分布していた．

が多く，岐阜市内では金華山からの記録が知られている

腐肉食性の陸貝とされる（大垣内，1997）
．市内全域のリ

（稲葉，1967）
．

ター層やイセノナミマイマイの死殻の中から発見された．

（図示標本）

（図示標本）

［殻高 7.1mm，殻径 2.1mm］

［殻高 3.4mm，殻径 1.6mm］

採集日：2010 年 2 月 10 日

採集日：2010 年 2 月 22 日

採集地：蔵前 手力雄神社

採集地：鏡岩 護国神社

採集者：鈴木 彰

採集者：山内貴司

オカチョウジガイ（第 2 図 p）

ナタネガイ属の一種（第 2 図 s）

Allopeas clavulinum kyotoense (Pilsbry & Hirase)

Punctum spp.

日野北, 三輪，岩田西，加野，則松，村山，黒野，槻谷，

山県岩，太郎丸諏訪，次木，三輪，太郎丸，茂地，芥見

長良雄総，加納丸之内，蔵前，日置江，柳津町下佐波，茜

町屋，六条大溝，本荘，三田洞東，青柳，金町，菅生，彦

部寺屋敷，溝口上，鷺山，城田寺，一日市場，上川手，長

坂，長良で発見された．市街地に生息し，ナタネガイ

森細畑，上加納山，琴塚，芥見影山，溝口，長良古津，諏

Punctum amblygonum (Reinhardt) とは異なる外来種の可

訪山，山県北野，出屋敷，山県岩，太郎丸諏訪，柳津町佐

能性がある種（早瀬・木村，2011；川瀬ほか，2011）や岐

波，鶉，茶屋新田，柳津町高桑，門屋門，太郎丸，茂地，

阜県揖斐川町（早瀬ほか，2008, 2009）で報告された在来

粟野西，雛倉，岩田西，岩田東，石谷，芥見町屋，茜部本

種など近似する種が多数あると考えられるが，これらは分

郷，六条大溝，下奈良，鏡島，三田洞東，向加野，青柳，

類学的に整理されていないことから，ここでは複数種存在

長良，岩井，三田洞東，溝口童子，寿町，椿洞など市内全

すると考えられるこれらを便宜的にすべてまとめて取り

域に分布するが，特に北東部や長良川以南の平野部に多産

扱った．いずれも成長脈に沿った殻皮の突出が比較的明瞭

する．また，河川敷では個体数が極めて多い傾向にあった．

で間隔が広い特徴を有する．

なお，狩野・後藤（1996）は kyotoense を原種と異なるも

（図示標本）
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［殻高 1.2mm，殻径 1.8mm］

ない．岐阜県内には広く分布する（大垣内，1974-76）
．

採集日：2011 年 1 月 6 日

（図示標本）

採集地：山県岩 熊野神社

［殻高 2.7mm，殻径 2.7mm］

採集者：吉村卓也

採集日：2010 年 6 月 20 日
採集地：日野北 樹林

ミジンナタネガイ（第 2 図 t）

採集者：井戸健登

Punctum atomus Pilsbry & Hirase
芥見町屋（長良川・津保川合流地）のリターサンプルか

ヒメカサキビ（第 2 図 x）

ら 1 個体のみが得られた．成長脈に沿った殻皮の突出が不

Trochochlamys subcrenulata (Pilsbry)

明瞭で間隔がきわめて密である特徴を有する．

（環境省：準絶滅危惧）
大洞，諏訪山，雛倉，山県北野，出屋敷，山県岩，城田

（図示標本）
［殻高 0.6mm，殻径 1.1mm］

寺，太郎丸，茂地，三輪，岩田東，則松，石谷，安食，芥

採集日：2011 年 4 月 2 日

見町屋，向加野，三田洞東，長良古津に分布するが，前種

採集地：芥見町屋 長良川・津保川合流地

同様に中西部と南部からは発見されなかった．主に山間部

採集者：村瀬文好

で発見され，各地で確認される個体数は非常に少ない．大
垣内（1974-76）の記録では岐阜県内では岐阜市と旧本巣

ナガオカモノアラガイ（第 2 図 u）

郡本巣町のみで確認されている．

Oxyloma hirasei (Pilsbry)

（図示標本）

（環境省：準絶滅危惧）

［殻高 1.6mm，殻径 2.3mm］

洞，安食，打越，切通，岩滝東，芥見大退，岩利，日置

採集日：2010 年 12 月 15 日

江，柳津町高桑西，柳津町高桑東，柳津町下佐波，上西郷，

採集地：諏訪山 諏訪神社

高田，出屋敷，椿洞，彦坂川南など市内全域に分布してい

採集者：吉村卓也

た．休耕田の草本類や水路壁面の水際に付着している場合
が多かった．

オオウエキビ（第 2 図 y）

（図示標本）

Trochochlamys fraterna (Pilsbry)

［殻高 11.0mm，殻径 6.3mm］

（環境省：情報不足）
旦島，溝口，三輪，大洞，雛倉，出屋敷，山県岩，次木，

採集日：2011 年 8 月 17 日
採集地：柳津町下佐波

茶屋新田，日置江，粟野西，外山，佐野，岩田東，芥見影

採集者：坂井英里

山，芥見町屋，向加野，三田洞東，溝口童子，長良など市
内全域に分布するが特に北部の山間部に産地が多かった．

ヒメオカモノアラガイ（第 2 図 v）

各地で確認される個体数は非常に少ない．環境省の情報不

Succinea lyrata Gould

足種（DD)であるが，市内各地から発見されたので分布状

領下の水路から新鮮な死殻が 1 個体のみ得られた．

況の基礎情報として重要である．

（図示標本）

（図示標本）

［殻高 7.1mm，殻径 4.6mm］

［殻高 2.1mm，殻径 2.1mm］

採集日：2011 年 8 月 30 日

採集日：2011 年 6 月 17 日

採集地：領下 6 丁目

採集地：長良 不動池北東部

採集者：横山貴則

採集者：村瀬文好
ハリマキビ（第 2 図 z）

Parakaliella harimensis (Pilsbry)

カサキビ（第 2 図 B）

Trochochlamys crenulata (Gude)

日置江，達目洞，旦島，長良雄総，長森細畑，上加納山，

日野北，長良雄総，芥見影山，長良古津，大洞，芥見，

芥見影山，三輪，長良古津，山県北野，山県岩，柳津町佐

出屋敷，山県岩，太郎丸諏訪，太郎丸，茂地，三輪，雛倉，

波，茶屋新田，城田寺，太郎丸，芥見町屋，雛倉，三田洞

外山，岩田東，則松，奥，芥見町屋，山県北野，向加野，

東，向加野など市内全域において，主にリターサンプルか

岩井，三田洞東，椿洞，粟野西，彦坂，福富などに分布す

ら発見された．大垣内（1974-76）によれば県内各地の記

るが中西部と南部からは発見されなかった．主にリター層

録があるが岐阜市内の記録はなかった．

中から多く発見されたが，各地点で確認される個体数は少
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（図示標本）

ヤクシマヒメベッコウ（第 2 図 E）

［殻高 1.7mm，殻径 2.2mm］

Discoconulus yakuensis (Pilsbry)

採集日：2010 年 2 月 22 日

雛倉，岩田東，安食，芥見影山，芥見町屋，山県北野，

採集地：達目洞

山県岩，六条大溝，向加野，三田洞東，溝口童子，岩井，

採集者：谷口 勤

菅生，椿洞，長良，諏訪山など，市内全域に広く分布して
おり，リター層のサンプリングにより発見することができ

ヒゼンキビ（第 2 図 w）

たが，前種に比べて生息地が少なかった．

Parakaliella hizenensis (Pilsbry)

（図示標本）

（環境省：準絶滅危惧）

［殻高 1.3mm，殻径 2.0mm］

雛倉，則松，外山，三田洞東，岩井，長良など，比較的

採集日：2011 年 9 月 23 日

自然度の高い北部地域のリター層中から発見されたが，生

採集地：稲荷山 美峰稲荷神社

息地・個体数ともに非常に少なかった．

採集者：坂井英里

（図示標本）
［殻高 1.9mm，殻径 2.1mm］

“ヒメベッコウ属”の一種（第 2 図 F）

採集日：2011 年 3 月 22 日

“Discoconulus”sp.
本種は未記載種と考えられる．溝口（世保南の長良川右

採集地：外山 伊洞川上流部

岸）のリター層から 1 個体，茂地（武儀川右岸）から 2 個

採集者：川瀬基弘

体が発見された．シロヒメベッコウ，シロハダベッコウな
キビガイ（第 2 図 A）

ど白色半透明小型のベッコウマイマイ科未記載種が数種

Gastrodontella stenogyra (A. Adams)

存在するが，そのなかのシロヒメベッコウ，シロハダベッ

柳津町下佐波，達目洞，三輪，旦島，長良雄総，芥見，

コウとされる種とは異なると考えられる．殻のサイズと彫

山県北野，太郎丸諏訪，城田寺，門屋門，太郎丸，茂地，

刻などの特徴より静岡県富士市大渕の杉の植林地内から

雛倉，岩田西，日野，芥見町屋，山県岩，向加野，溝口童

発見された個体（早瀬・社家間，2004）と同種と考えられ

子など主に市内東側に広く分布しており，西側での生息地

る．きわめて稀産であり，これまでに分類学的検討の報告

は少なかった．県内に広く分布し（大垣内，1974-76）
，本

もないグループの一種である．

調査ではリター層中から発見された．

（図示標本）

（図示標本）

［殻高 1.5mm，殻径 2.6mm］

［殻高 2.0mm，殻径 2.2mm］

採集日：2010 年 11 月 20 日

採集日：2010 年 3 月 10 日

採集地：溝口 世保南

採集地：三輪団地西

採集者：村瀬文好

採集者：鈴木 彰
コシタカシタラ（第 3 図 a）

Coneuplecta (Sitalina) circumcincta (Reinhardt)

ヒメベッコウ（第 2 図 D）

Discoconulus sinapidum (Reinhardt)

日野南，芥見，山県北野，出屋敷，山県岩，太郎丸諏訪，

加納丸之内，三輪，長森岩戸，岩田西，雛倉，出屋敷，

則松，安食，雛倉，奥，岩井，長良古津など主に山間部に

山県岩，太郎丸諏訪，日置江，城田寺，門屋門，太郎丸，

分布しており，中西部と南部では見つからなかった．主に

茂地，外山，佐野，日野，岩田東，則松，石谷，安食，芥

落葉下に生息していたが個体数は少なかった．

見影山，芥見町屋，奥，六条大溝，向加野，岩井，三田洞

（図示標本）

東，溝口童子，青柳，金町，菅生，椿洞，岩利など市内全

［殻高 2.1mm，殻径 1.7mm］

域に広く分布していた．特に北部の山間部に生息地が多く，

採集日：2010 年 6 月 20 日

リター層のサンプリングにより発見することができた．

採集地：日野南 岩戸トンネル東

（図示標本）

採集者：横山貴則

［殻高 1.1mm，殻径 1.8mm］
採集日：2010 年 11 月 17 日

ウメムラシタラ（第 3 図 b）

採集地：長森岩戸 岩戸公園

Coneuplecta (Sitalina) japonica (Habe)

採集者：近藤慎一

（環境省：準絶滅危惧）
三輪，溝口，日置江，茂地，芥見町屋など主に北東部に
分布しており，リター層のサンプリングで発見された．
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（図示標本）

採集地：村山 八幡神社

［殻高 1.9mm，殻径 2.0mm］

採集者：山内貴司

採集日：2011 年 1 月 7 日
採集地：日置江 荒田論田排水機場

ナミヒメベッコウ（第 3 図 d）

採集者：吉村卓也

Yamatochlamys vaga (Pilsbry & Hirase)

タカキビ（第 2 図 C）

雛倉，岩井，彦坂川南，岩利，椿洞，長良古津など，市内

Coneuplecta praealta (Pilsbry)

各地で確認されたが生息地，個体数ともに少なかった．岐

（環境省：準絶滅危惧；岐阜県：情報不足）

阜市を含めて岐阜県内各地で確認されている（大垣内，

日野南，山県北野，日置江，一日市場，芥見，山県岩，

太郎丸諏訪，雛倉，外山，溝口童子，椿洞，彦坂，岩利

1974-76）
．

など北部の山間部の落葉下で発見したが，生息地，個体数

（図示標本）

ともに極めて少ない．

［殻高 3.4mm，殻径 4.3mm］

（図示標本）

採集日：2009 年 12 月 17 日

［殻高 3.5mm，殻径 2.7mm］

採集地：山県北野 大智寺

採集日：2011 年 3 月 22 日

採集者：山内貴司

採集地：外山 伊洞川上流部
採集者：川瀬基弘

オオクラヒメベッコウ（第 3 図 f）

Yamatochlamys lampra (Pilsbry & Hirase)
城田寺，岩田西，大洞，山県北野，三輪，雛倉，則松，

マルシタラ（第 3 図 c）

Parasitala reinhardti (Pilsbry)

石谷，芥見影山，奥，岩井，三田洞東，向加野，溝口童子，

三輪，次木，城田寺，太郎丸，雛倉，外山，佐野，岩田

金町，岩利など市内各地に分布するが，特に北部地域に分

西，日野，岩田東，安食，芥見影山，奥，芥見町屋，山県

布が偏っており，各地の個体数は少なかった．

岩，三田洞東，向加野，岩井，金町，椿洞，粟野西，彦坂，

（図示標本）

岩利，長良など市内全域に分布するが特に北部地域に生息

［殻高 2.1mm，殻径 3.4mm］

地が偏っていた．アオキなどの葉の裏側で生貝を確認した

採集日：2011 年 3 月 22 日

が，各地のリターサンプル中にも死殻が含まれていた．秋

採集地：奥 プラザ掛洞北部尼寺周辺

季に確認される幼貝が越冬後，夏季には成貝に至り，産卵

採集者：横山貴則

後に死滅するというライフサイクルで寿命が１年程度と
予測されている（早瀬・尾形，2009）
．本調査においても

ヒラベッコウ（第 3 図 g）

秋季，冬季には幼貝が多く見つかり，春季から夏季にかけ

Bekkochlamys micrograpta (Pilsbry)

て成貝となる傾向を確認できた．

（環境省：情報不足）
雛倉，日野北，村山，大洞，柳津町下佐波，鏡岩，鷺山，

（図示標本）
［殻高 1.4mm，殻径 1.6mm］

一日市場，諏訪山，山県北野，出屋敷，次木，茂地，外山，

採集日：2011 年 5 月 28 日

岩井，椿洞，彦坂川南など，市内各地で確認されたが個体

採集地：岩利北部山中

数は非常に少なかった．

採集者：坂井英里

（図示標本）
［殻高 4.3mm，殻径 8.3mm］

ウスイロシタラ（第 3 図 e）

採集日：2010 年 2 月 22 日

Parasitala pallida (Pilsbry)

採集地：鏡岩 護国神社

三輪，芥見町屋，雛倉，長森岩戸，上加納山，伊奈波通，

採集者：谷口 勤

諏訪山，太郎丸諏訪，柳津町佐波，鶉，太郎丸，茂地，則
松，本荘，下奈良，鏡島，溝口童子，村山，槻谷，梅林な

ウラジロベッコウ（第 3 図 h）

ど中西部を除く市内全域から見つかった．前種とは胎殻付

Urazirochlamys doenitzii (Reinhardt)
佐野，村山，三輪，彦坂，槻谷，長良雄総，三田洞，加

近に微細な布目状彫刻がないことなどで区別できる．前種
とは対照的に冬季に成貝を観察することができた．

納丸之内，日置江，鏡岩，達目洞，梅林，溝口上，太郎丸，

（図示標本）

日野北，芥見町屋，中西郷，旦島，長良，岩井，鷺山，上

［殻高 3.3mm，殻径 3.6mm］

川手，上加納山，伊奈波通，琴塚，芥見影山，加野，岩田

採集日：2009 年 11 月 18 日

西，溝口，長良古津，大洞，芥見，諏訪山，山県北野，出
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屋敷，山県岩，太郎丸諏訪，柳津町佐波，鶉，次木，茶屋

在すると考えられているが，本州などの市街地など平地環

新田，城田寺，門屋門，粟野西，安食，岩崎，六条大溝，

境に生息する個体群は北アメリカのオハイオ州原産の国

向加野，三田洞東，菅生，椿洞など市内全域に広く分布し

外外来種とされている（東，1982）
．

ていた．

（図示標本）

（図示標本）

［殻高 1.0mm，殻径 2.0mm］

［殻高 3.8mm，殻径 7.0mm］

採集日：2010 年 12 月 2 日

採集日：2010 年 6 月 20 日

採集地：三輪団地西 武儀川左岸

採集地：三輪団地横

採集者：村瀬文好

採集者：井戸健登
コハクガイ（第 3 図 k）

Zonitoides arboreus (Say)

ハクサンベッコウ属の一種（第 3 図 i）

Nipponochlamys spp.

三輪，蔵前，茜部寺屋敷，梅林，上加納山，伊奈波通，

出屋敷，雛倉の耕作地や林道から見つかったが，個体数

出屋敷，柳津町高桑，六条大溝，青柳，金町など主に南部

は非常に少なかった．近似する複数種が含まれると考えら

の市街地に偏って分布していた．北アメリカ原産の国外外

れるが，これらは分類学的に未整理の状態であるので，本

来種である（山口・波部，1955）
．前種同様に市街地の神

報告では便宜的にすべてまとめて扱った．

社，公園，河川敷など特に人為的な改変を受けた場所で多

（図示標本）

く見つかった．

［殻高 1.9mm，殻径 3.3mm］

（図示標本）

採集日：2011 年 2 月 23 日

［殻高 2.6mm，殻径 4.6mm］

採集地：上雛倉林道 奥

採集日：2010 年 11 月 17 日

採集者：村瀬文好

採集地：上加納山 橿森公園
採集者：吉村卓也

レンズガイ（第 3 図 j）

Otesiopsis japonica (Moellendorff)

チャコウラナメクジ（第 5 図 b）

（環境省：絶滅危惧Ⅱ類；岐阜県：情報不足）

Lehmannia valentiana (Ferussac)

芥見町屋，鏡岩，日野の河畔林や山麓林に分布していた．

ヨーロッパ原産の外来種で（山口・波部，1955）
，本調

岐阜県内では美濃市に古い記録はあるが（岐阜県博物館，

査では北島の耕作地や長良川河岸のコンクリート上に堆

1982，1997）
，1979 年の揖斐川町で確認以後の記録はない

積した腐葉土と落葉の間で見つかった．

（岐阜県庁，2010 電子版）
．今回，岐阜市内でレンズガイ

（図示標本）

を発見した場所は，護国神社（岐阜公園北）[2010 年 2 月

［体長（生体）24mm］

22 日]や長良川藍川橋上流左岸[2010 年 6 月 20 日]で，共

採集日：2011 年 9 月 30 日

に新鮮な死殻 2 個体ずつを得た（川瀬・村瀬，2011）
．2011

採集地：北島

年の調査では，金華山において生貝を数個体得ることがで

採集者：村瀬文好

きた．
（図示標本）

ノハラナメクジ（第 5 図 c）

［殻高 5.3mm，殻径 9.5mm］

Deroceras leave (Muller)
北野東の北野排水路の水際で 1 個体のみが得られた．同

採集日：2010 年 6 月 20 日
採集地：長良川 藍川橋上流左岸

地点にはナメクジ科のナメクジが多く見つかった．前種同

採集者：村瀬文好

様に，ヨーロッパ原産の外来種である（山口・波部，1955）
．
（図示標本）

ヒメコハクガイ（第 3 図 l）

［体長（生体）18mm］

Hawaiia minuscula (Binney)

採集日：2011 年 8 月 11 日

三輪，加納丸之内，旦島，梅林，長森細畑，上加納山，

採集地：北野東 北野排水路

山県北野，出屋敷，山県岩，鶉，茶屋新田，柳津町高桑，

採集者：川瀬基弘

門屋門，茂地，茜部本郷，六条大溝，本荘，下奈良，鏡島，
青柳，金町，寿町，菅生など北西部を除く各地に分布して

コベソマイマイ（第 3 図 m）

いた．市街地の神社，公園，河川敷など特に人為的な改変

Satsuma myomphala (Martens)
則松，上西郷，長良雄総，梅林，芥見影山で死殻または

を受けた場所で多く見つかった．島嶼では在来個体群も存
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生貝を発見したが各地点とも個体数は極めて少なかった．

オオケマイマイ（第 4 図 b）

（図示標本）

Aegista

［殻高 23.0mm，殻径 35.3mm］

Boettger)

(Plectotropis)

vulgivaga

(Schmacker

&

長良雄総，三輪，溝口上，芥見町屋，石谷，茂地，長良

採集日：2010 年 6 月 27 日
採集地：上西郷 西郷排水路沿い墓地

など，主に長良川，伊自良川，武儀川の河川敷に生息して

採集者：吉村卓也

いた．
（図示標本）

ニッポンマイマイ（第 3 図 n）

［殻高 12.0mm，殻径 25.5mm］

Satsuma japonica (Pfeiffer)

採集日：2011 年 3 月 24 日

日野北，三輪，芥見町屋，則松，村山，上西郷，外山，

採集地：長良 グランドホテル前

雛倉，西秋沢，芥見 大退，上加納山，石谷，山県北野，

採集者：梶浦敬一

椿洞，達目洞溝口上，下尻毛，一日市場，伊奈波通，加野，
長良古津，出屋敷，山県岩，次木，茶屋新田，岩田西，長

マメマイマイ（第 4 図 d）

良，岩井など市内全域に分布するが，主に北部地域に偏っ

Trishoplita commoda (A. Adams)
日野北，芥見町屋，岩田西，岩利，諏訪山，上加納山，

て分布が多かった．いずれも周縁角のやや発達したカドバ
リニッポンマイマイ Satsuma japonica carinata 型の個体

山県岩，柳津町佐波，次木，城田寺，雛倉，岩井，粟野西，

であった．

長良，山県北野，彦坂，秋沢，秋沢，長良雄総，三田洞，

（図示標本）

日置江，鏡岩，達目洞，梅林，村山，福富，太郎丸，太郎

［殻高 17.5mm，殻径 21.0mm］

丸野田，上西郷，中西郷など市内各地に分布していた．

採集日：2010 年 3 月 10 日

福富の白山神社付近では，クロマドボタルの幼虫が捕食

採集地：溝口上 長良川溝口

中の個体を発見した．

採集者：山内貴司

（図示標本）
［殻高 5.3mm，殻径 7.0mm］

ケハダビロウドマイマイ（第 3 図 o）

採集日：2010 年 12 月 15 日

Nipponochloritis fragilis (Gude)

採集地：諏訪山 下池 西

（環境省：準絶滅危惧；岐阜県：準絶滅危惧）

採集者：横山貴則

鷺山，出屋敷，雛倉，外山，佐野で発見された．本州中
部地方では新潟県，富山県，石川県，福井県，長野県，山

ヒルゲンドルフマイマイ（第 4 図 c）

梨県，静岡県，岐阜県，愛知県からの報告があり，生息地

Trishoplita hilgendorfi (Kobelt)

は局所的である（早瀬・多田，2008）
．山間部の倒木下や

（環境省：準絶滅危惧；岐阜県：準絶滅危惧）
黒野，槻谷，達目洞，鷺山，城田寺，下尻毛，長森岩戸，

伐採して積み上げられた竹材の下などから発見されたが，
生息地は少なく個体数も極めて少なかった．

上加納山，伊奈波通，芥見，岩井，三田洞東，粟野西，岩

（図示標本）

利，長良古津など市内各地に分布するものの個体数は少な

［殻高 12.8mm，殻径 16.4mm］

かった．金華山周辺地域に多く生息しているようである．

採集日：2011 年 3 月 22 日

（図示標本）

採集地：下雛倉林道 奥

［殻高 7.8mm，殻径 11.3mm］

採集者：梶浦敬一

採集日：2011 年 4 月 26 日
採集地：三田洞公園奥
採集者：村瀬文好

コオオベソマイマイ（第 4 図 a）

Aegista proba mimula (Pilsbry)
雛倉，山県岩，岩田東，則松で発見されたが，生息地・

オトメマイマイ（第 4 図 f）

Trishoplita goodwini (Smith)

個体数ともに極めて少なかった．

芥見町屋，長良雄総，日置江，旦島，長良など，主に長

（図示標本）
［殻高 5.5mm，殻径 8.8mm］

良川河畔林では多く発見された．

採集日：2010 年 6 月 27 日

（図示標本）

採集地：上雛倉 滝ヶ洞谷第 1 砂防ダム上流

［殻高 8.0mm，殻径 10.3mm］

採集者：吉村卓也

採集日：2010 年 6 月 20 日
採集地：芥見町屋 長良川 藍川橋上流左岸
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採集者：吉村卓也

イセノナミマイマイ（第 4 図 i, j）

Euhadra eoa communisiformis Kanamaru
オナジマイマイ（第 4 図 g）

日野北，三輪，芥見町屋，則松，村山，上西郷，中西郷，

Bradybaena similaris (Ferussac)

雛倉，岩利，黒野，槻谷，長良雄総，三田洞加納丸之内，

三輪，芥見町屋，上西郷，溝口上，石谷，御望，下尻毛，

粟野西，蔵前，日置江，柳津町下佐波，茜部寺屋敷，梅林，

上川手，長森細畑，日置江，長良で発見された．東南アジ

溝口上，福富，太郎丸，鷺山，城田寺，石谷，御望，木田，

ア原産の国外外来種である（黒田，1959）
．

下尻毛，一日市場，旦島，上川手，長森細畑，上加納山，

（図示標本）

伊奈波通，琴塚，山県北野，出屋敷，山県岩，太郎丸諏訪，

［殻高 10.7mm，殻径 14.0mm］

柳津町佐波，鶉，次木，門屋門，茂地，日野，芥見影山，

採集日：2010 年 3 月 10 日

長良，岩崎，茜部本郷，下奈良，鏡島，三田洞東，溝口童

採集地：溝口上 長良川溝口

子，岩井，椿洞，彦坂など，市内全域に広く分布し，公園，

採集者：鈴木 彰

雑木林，耕作地，民家周辺，河川敷など様々な環境で確認
された．南部の平野部では個体数が多かった．多くの個体

コハクオナジマイマイ（第 4 図 e）

は 0204 型の色帯で淡い黄土色であったが，時々濃い茶褐

Bradybaena pellucida Kuroda & Habe

色の個体も見つかった．

三輪，芥見町屋，長良雄総，日置江，茂地，長良，岩井

（図示標本）

など，主に武儀川や長良川河畔の人為的改変の進んだ環境

［第 4 図 i：殻高 21.0mm，殻径 32.0mm］

で発見された．本種はもともと九州から四国，岡山県とい

採集日：2011 年 4 月 14 日

った西日本に分布していた（浅見ほか，1997）
．しかし，

採集地：茜部本郷 比奈守神社

国内外来種として千葉県や神奈川県，兵庫県にも分布を広

採集者：坂井英里

げている（福田, 1999, 2007；Seki et al., 2002；渡邊，

［茶褐色個体］

2010）
．さらに，2004 年に日本自然保護協会によって行わ

［第 4 図 j：殻高 22.9mm，殻径 38.0mm］

れた全国調査の結果から，東京都および埼玉県，茨城県に

採集日：2010 年 11 月 17 日

も分布していることが確認されている（日本自然保護協会,

採集地：上川手 岐陽体育館南

2005）
．国内外来種としての岐阜市からの記録は，既に西・

採集者：村瀬文好

川瀬（2011）が報告している．
（図示標本）

ナメクジ（第 5 図 d）

［殻高 10.7mm，殻径 13.0mm］

Meghimatium bilineata (Benson)
切通，北野東，木田，大学西などで見つかった．中国原

採集日：2010 年 6 月 20 日
採集地：芥見町屋 長良川・津保川合流点

産の国外外来種とされる（東，1982；増田・波部，1989）
．

採集者：川瀬基弘

平野部の岩や倒木，人工物の裏側に生息していた．雨天時
は休耕田の水路のコンクリート上を這っている個体を多

ウスカワマイマイ（第 4 図 h）

く発見した．

Acusta despecta sieboldiana (Pfeiffer)

（図示標本）

日野北，三輪，芥見町屋，岩田西，村山，上西郷，中西

［体長（生体）39mm］

郷，日野東，安食，西秋沢，各務原市那加桐野，雛倉，秋

採集日：2011 年 9 月 23 日

沢，黒野，長良雄総，三田洞，加納丸之内，蔵前，日置江，

採集地：日野北 諏訪神社

柳津町下佐波，達目洞，梅林，溝口上，太郎丸，鷺山，城

採集者：井戸健登

田寺，御望，木田，一日市場，上川手，長森細畑，琴塚，
溝口，芥見，山県岩，太郎丸諏訪，柳津町佐波，鶉，次木，

ヤマナメクジ（第 5 図 e）

茶屋新田，茂地，安食，長良，下奈良，鏡島，岩井，菅生，

Meghimatium fruhstorferi (Collinge)
山県岩の沢沿いや出屋敷北西部山麓の倒木の裏で見つ

椿洞など，市内各地の耕作地や公園などに生息していた．
（図示標本）

かった．

［殻高 16.4mm，殻径 17.2mm］

（図示標本）

採集日：2010 年 1 月 26 日

［体長（生体）85mm］

採集地：長良雄総 竹林広場

採集日：2011 年 10 月 9 日

採集者：山内貴司

採集地：山県岩 JA 教育研修所西 山間部
採集者：村瀬文好
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考察

本調査の未確認種については，稲葉（1967）が，金華山

岐阜市内から 59 種の陸産貝類を確認した．これは，

およびその周辺地域から，ナミギセルとキセルモドキを報

岐阜県下で記録されている陸産貝類の約 43％に相当する．

告しているが，本調査では平地や市街地に多産するナミコ

一般に陸産貝類相が豊富とされる落葉広葉樹林が乏しく，

ギセルを除きキセルガイ類やキセルモドキ類を発見する

特産種などが多数生息する石灰岩地帯がないことを考え

ことができなかった．この理由として，落葉樹林などの自

ると，比較的多くの種が確認された結果といえるだろう．

然林の減少や都市化などが考えられるが，特に開発などの

情報不足種を含めて，全体の 20％が全国または県のレッ

人為的な影響が大きいのではないかと推測する．これらの

ドデータブックに掲載されている稀少種であった．一方で，

種は，岐阜市内に限れば再発見が困難な種であるので，絶

ウスイロオカチグサ，ミジンマイマイ，トクサオカチョウ

滅のおそれの大きな種と考えられる．この様な種の存在は，

ジガイ，ノハラノイシノシタ，ヒメコハクガイ，コハクガ

今後もこれらの種に続き減少する種が現われる可能性が

イ，チャコウラナメクジ，ノハラナメクジ，オナジマイマ

あることを示唆する．したがって，現在確認されている在

イ，コハクオナジマイマイの計 10 種の国内または国外外

来種の保護のためにも岐阜市内において今存在する保護

来種が確認された．このうち，ウスイロオカチグサ，ミジ

すべき自然林の良環境を維持してゆくことは重要である．

ンマイマイ，ノハラノイシノシタ，コハクオナジマイマイ

そのための具体的な環境保護の取り組みや保護施策は今

は，岐阜県内では近年報告された種であり，侵入年代は比

後必要で，重要な課題になるであろう．

較的最近であろうと推測される．本州各地での広がりを考
えると今後，さらに分布拡大する可能性が懸念される．
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第 2 図．岐阜市に生息する陸産貝類（1）
a，アツブタガイ；b，ヤマタニシ；c，ミジンヤマタニシ；d，ミジンヤマタニシ逆巻 1；e，ミジンヤマ
タニシ逆巻 2；f，ヒダリマキゴマガイ；g，キュウシュウゴマガイ；h，ウスイロオカチグサ；i，ナタネ
キバサナギ；j，ミジンマイマイ；k，ヒラドマルナタネ；l，マルナタネ；m，ナミコギセル；n，トクサ
オカチョウジガイ；o，ホソオカチョウジガイ；p，オカチョウジガイ；q，ノハラノイシノシタ；r，タ
ワラガイ；s，ナタネガイ；t，ミジンナタネガイ；u，ナガオカモノアラガイ；v，ヒメオカモノアラガ
イ；w，ヒゼンキビ；x，ヒメカサキビ；y，オオウエキビ；z，ハリマキビ；A，キビガイ；B，カサキ
ビ；C，タカキビ；D，ヒメベッコウ；E，ヤクシマヒメベッコウ；F，“ヒメベッコウ属”の一種．
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第 3 図．岐阜市に生息する陸産貝類（2）
a，コシタカシタラ；b，ウメムラシタラ；c，マルシタラ；d，ナミヒメベッコウ；e，ウスイロシタラ；
f，オオクラヒメベッコウ；g，ヒラベッコウ；h，ウラジロベッコウ；i，ハクサンベッコウ属の一種；j，
レンズガイ；k，コハクガイ；l，ヒメコハク；m，コベソマイマイ；n，ニッポンマイマイ；o，ビロウ
ドマイマイ．
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第 4 図．岐阜市に生息する陸産貝類（3）
a，コオオベソマイマイ；b，オオケマイマイ；c，ヒルゲンドルフマイマイ；d，マメマイマイ；e，コハ
クオナジマイマイ；f，オトメマイマイ；g，オナジマイマイ；h，ウスカワマイマイ；i，イセノナミマ
イマイ 1；j，イセノナミマイマイ 2．
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第 5 図．岐阜市に生息するナメクジ類
a，イボイボナメクジ；b，チャコウラナメクジ；c，ノハラナメクジ；d，ナメクジ；e，ヤマナメクジ．
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No more than 類の意味を perspective の違いから考える
―認知言語学を参照した英語学習支援法の観点から―

A Consideration of the Meanings of Such Expressions as no more
than Based on the Concept of “Perspective”:
From the Viewpoints of Referring to Cognitive Linguistics for English Learning and
Teaching

今井

隆夫

愛知みずほ大学人間科学部心身健康科学科

Takao IMAI
Division of Human Sciences, Department of Human Sciences, Aichi Mizuho College
Whoever studied English to pass the entrance examinations to universities may have trouble
memorizing the differences in meaning between no more than, no less than, not more than, and not less than.
This paper is going to give the author’s ideas to help learners understand and memorize those expressions
more efficiently without depending on the Japanese equivalents for those expressions. That is because the
author’s own learning and teaching experiences have led him to believe that English cannot necessarily be
translated into Japanese and vice versa, and translation can even prevents learners from understanding the
actual meanings or images of English expressions. If learners learn these expressions not based on
translation, but on the images of the constructions, it is hoped that they will be able to understand and
produce the expressions more dynamically in context. This paper will explain the meaning of such
expressions as no more than, no less than, not more than, not less than by referring to the concept of
“perspective,” one of the concepts of Cognitive Linguistic. In relation to these expressions, the expression
which is often called “Kujira-Koubun” (the Whale-Construction) will also be explained from the concept of
perception. This explanation will help learners understand the actual images of the Whale-Construction and
they will understand the meaning of the construction according to context without the help of the fixed
Japanese equivalent that most high school students were told to memorize. Together with the explanations
given by the author, native speakers’ feedback on the language expressions will also be introduced and
considered.
キーワード：視点の違い、認知言語学、no more than

Keywords: perspective, cognitive linguistics, no more than
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1. はじめに

語との関連で暗記されることが多く行われてい
るようである。しかし、この方法は、表層的な

先日、ある学生から、no more than, no less than,

英語と日本語の対応関係を丸暗記したにすぎず、

not more than, not less than の違いについて質問

この表現に出会うたびに必ず日本語訳を介さな

を受け、学生に説明していた折に、これらの 4

ければならないという問題点があり、これらの

つの表現の意味の違いと、受験英語では、
「クジ

表現を深層的に理解し、さまざまな文脈で

ラ構文」と呼ばれて、公式的な丸暗記がされる

productive に使用できる域には至らないと考え

表現について認知言語学の視点を参照した考え

られる。

が纏まった。まさに、Teaching is learning.と言わ

そこで本小論では、no more than, no less than,

れることであるが、良い質問を受けると、自ら

not more than, not less than 及び、いわゆる鯨構文

は subconscious レベルで理解していることを

と呼ばれる表現（A whale is no more a fish than a

conscious なレベルに言語化することが可能に

horse is.）について、認知言語学の道具立ての１

なり、教授方法の開発にもつながる。教えるこ

つ、perspective の違いの観点から、表層的な訳

とで、良い考えがまとまり、自らも学ぶことが

語による学習から解放され、これらの表現をよ

できると再認識できた。

り 深 層 的 に 理 解 し 2 、 さ ま ざ ま な context で

これらの文法項目は、多くの高校生が受験勉

dynamic に理解・表出することが可能になる学

強でその意味の違いを覚えるのに苦労する項目

習支援法の一つを提案してみたい。なぜなら、

の１つでもある。例文(1)をみてみよう。

筆者は、自分自身の学習及び教授経験から、
「日
本語は英語には訳せない。訳すからわからなく
なることが多い。訳すことは、学習者の理解を

(1) (a) No more than 10 customers were in the

妨げることさえある」と考えているので、訳語

coffee shop.

ではなく、イメージで英語表現が表わす内容を

(b) No less than 10 customers were in the

理解できる学習支援法を追求しているからであ

coffee shop.

る3。本研究もその枠組みの中に位置づけられる
１つの事例研究としての小論である。

(1)(a)は、
「珈琲屋には、お客さんが 10 人しかい
なかった」という意味であるのに対し、(1)(b)
は、「珈琲屋には、お客さんが 10 人もいた」と
いう意味である。この構文の意味を理解する際
に、no と less はマイナスイメージ、more はプ
ラスイメージと考え、no more than は、
〔－（no）〕
×〔＋（more）〕＝〔－〕 となるので全体では
マイナスイメージ。 no less than は、
〔－（no）
〕
×〔 －（less）〕＝〔＋〕 となるので、プラス
イメージといった動機付け1を見出しながら、訳
1 認知文法の専門用語「動機付けられている」
（motivated）である。ある表現がなぜそのように表
現されるか、そのような意味になるかの理由説明が
できることを意味し、反対の概念は恣意性（arbitrary）、
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たまたまそうなっていて、理由はない、である。
2 認知言語学的な視点を参照して、言語に部分的で
もなぜある表現がそのような表現になっているかと
いう動機づけを与えることは、記憶しやすく、かつ、
長く記憶に残るということは、Littlemore(2009: 148)
の記述にも支持される。Littlemore の記述は、次の通
りである。 “This engages learners in a search for
meaning, which is likely to involve deeper cognitive
processing which, according to Craik and Lockhart
(1982), leads to deeper learning and longer retention.”（下
線は筆者による）
3 この点については、今井（2010）に詳しい。
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2. perspective の違いと意味解釈

うに、期待していた値段にという perspective を
加味しないと、for a good price の意味は決まら

ここでは、今回道具立てとして使う認知言語

ないのである。

学の概念の一つ、perspective（視点の違い）、に

すべの言語表現は参照点（reference point）4に

ついて簡単に整理することから始めたい。

すぎないので、ある言語表現の意味を理解する

perspective という認知言語学の道具立てから説

には、文脈が大切（Context counts.）と言われる

明できる言語現象・文法現象は多くあり、この

が、文脈の手がかりをどのように利用するかの

視点からの理解が英語学習支援になると思われ

より specific な説明の１つとして、perspective

るものも多い。次の例（2）を見てみよう。

という概念は英語学習支援に有益であると考え
られる。
また、perspective の違いは、図と地の分化・

(2) (a) Jack bought a computer from Nina for a

反転という現象で説明するとよりわかりやすい

good price.

場合もある。例えば、次の例文（3）を見てみよ

(b) Nina sold a computer to Jack for a good

う。a little と little は、単に a little は「少し」、little

price.

は「ほとんどない」という訳語を覚えるだけの
これは、Lee（2011: 3）に倣って、筆者が作文し

場合が多いようであるが、客観的な事態は同じ

た例である。(2)(a)と(2)(b)では、for a good price

であるが、それを人がどのように捉えているか

という同じ表現が用いられているが、この「良

が異なる表現であることに目を向けさせること

い値で」という literal な意味（字面の意味）を

で、quite a little = much という意味を表わすこと

表わす表現が、どのような perspective から捉え

までもがすっきりと理解できることが期待でき

られるかによって、意味解釈が変わる例である。

る。

(2)(a)では、買い手である Jack の視点から for a
(3) (a) There is a little wine in the bottle.

good price という事態が捉えられているので、

(b) There is little wine in the bottle.

期待よりも安く（at a lower price）買ったという
意味で解釈されるのに対し、(2)(b)では、売り手

【図１：a little と little のイメージ】

である Nina の視点から for a good price という事
態が捉えられているので、期待より高く（at a
higher price）売ったという意味で解釈される。

基準

for a good price と言っても、誰にとって good で
あるかという広い意味では文脈(context)、より
specific には perspective を加味しないと、for a

(a)

good price の意味は確定できないわけである。

(b)

例えば、Jack が Nina からコンピュータを 50,000
円で買うつもりが、実際は、30,000 円で買うこ

4

reference point（参照点）は認知言語学の重要概念
の一つで、Langacker によって提唱されたものである。
あるものを手掛かりに別のあるものを連想・想起す
る場合の手掛かり。このような意味で、筆者は、す
べての言語表現は、相手のメッセージを理解するた
めの参照点であると考えている。

とができた場合は、(2)(a)のように述べることが
できる。一方、Nina が Jack にコンピュータを
30,000 円で売るつもりが、40,000 円で買っても
らえた場合、(2)(b)のように表現できる。このよ
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いずれもワインの量に関する記述であり、客

もう一度みてみよう。

観的には同じ量あると考えられるが、その同じ
量のワインを、(a)では、
「少しある」と「ある」

(1) (a) No more than 10 customers were in the

という面をハイライトしてプラスのイメージで

coffee shop.

捉えているのに対し、(b)では「ほとんどない」

(b) No less than 10 customers were in the coffee

と「ない」という面をハイライトしてマイナス

shop.

のイメージで捉えている。上の図で示されるよ
うに、図となって認知される部分（太線で囲ま

まず、more than 10 customers という表現に関

れた部分）が(a)と(b)のそれぞれでは反転してい

連して、次の例文(4)(a)～(d)を考えてみよう。

るのである。また、(a)では、基準値に対しては、
wine の量は少ないが、図の矢印で示させるよう

(4) (a) More than 10 customers were in the coffee

に、その量を「ある」というプラスの perspective

shop.

で見ているのに対し、(b)では、同じく、基準値

(b) Far more than 10 customers were in the

に満たない wine をここまでないという、マイナ

coffee shop.

スの perspective で見ていると考えられる。ちな

(c) A little more than 10 customers were in the

みに、quite a little, quite a few などの表現が、
「か

coffee shop.

ない多い」という意味で解釈されることを不思

(d) No more than 10 customers were in the

議に思う英語学習者は多いようであるが、この

coffee shop.

点も、上の図のように little と a little では事態の
中でハイライトされる部分が違うことを理解す

ここで注目したいのは、more than の前に置か

れば、容易に解決するのではないかと思われる。

れている表現である。(4)(b)(c)(d)ではそれぞれ、

つまり、a few や a little は「少数ある」
「少量あ

far, a little, no という表現が置かれているが、比

る」という意味で、
「ある」という面がハイライ

較級の前に置かれる表現は、差を表すものであ

トされた語であるから、その前に程度が大きい

る。例えば、次の例を(5)をみてみよう。

5

ことを表す quite (= to a large degree )が置かれて
(5) There were 5 more students in the classroom

いるので、A little each day adds up to a lot.や「塵
も積もれば山となる」といったイメージから、

than I had expected.

「少し」がたくさん集まって「多く」になると
考えると整合性が取れるのではないか。

「予想よりも 5 名多くの学生が教室にいた」と
いう意味の文であるが、予想した数との差が 5

3. no more than 類の意味解釈

であるとこを表わす文である。比較級の前に置
かれる数は、差を表わすことがわかる。では、

では次に、no more than 類の意味解釈の方法

例文(4)に話を戻そう。

を、認知言語学を参照した英語学習支援という

いずれも、珈琲屋にいるお客さんの数が、10

立場から述べてみたい。先ほど挙げた例文(1)を

人よりも多いという perspective（または、フレ
ーム）で述べている表現であるが、その数と 10

5

人との差が、(4)(b)では「はるかに多く」（far）、

Cambridge Dictionary of American English

(4)(c)では「少し多く」
（a little）、(4)(d)では「ゼ

(2000)による。

40

原著

ロだけ多い」
（no）ということである。つまり、

【図３：no less than のイメージ】

問題の(4)(d)[=(1)(a)]の表現は、10 人よりもお客
α less than X

さんの数が多いということを予測した
perspective から事態を捉えているが、その数は、

no less than X

more than X

結果として 10 人であったので、多いのではない

X

かという perspective からは、10 人が少ない数と
感じられる表現になると言えよう。（cf. 図２）

α

less than X

【図２：no more than のイメージ】
α more than X

α

➔ no less than X（図の●）は、Ｘよりも少

no more than X

ないという視点（perspective / frame）＜図でハ

more than X

イライトされた部分＞からＸという数を判断

X

しているので、
「X もある」という X を多いと
捉えるイメージになる。図の○は、αless than X
を表わす。（αには任意の数が入る）

less than X

than a horse is.）と呼ばれる構成体6にも応用でき

➔ no more than X（図の●）は、Ｘよりも多い

る。

という視点（perspective / frame）＜図でハイラ
イトされた部分＞からＸという数を判断して

(6) (a) Giving birth at home is no more dangerous

いるので、
「X しかない」という X を少ないと

than being in hospital, a major new study has

捉えるイメージになる。図の○は、αmore than

found.

X を表わす。
（αには任意の数が入る）
（なお、
図の○はＸを含まないことを、●はＸを含むこ

(b) Marijuana is no more harmful than

とを示す。（以下の図でも同様）

tobacco and alcohol.

一方で、(1)(b)では、more than の部分に less
(c) Twitter and Facebook are no less addictive

than が用いられているので、これは、珈琲屋に

than tobacco and alcohol.

いるお客さんの数が、10 人よりも少ないという
フレームで述べている表現となる。よって、同
じ 10 人という数が、もっと少ないだろうという

(d) Few would maintain that language in

perspective のフレームで捉えられたため、少な

struction is easy. Nor can the advice of

いだろうという perspective から 10 人を見れば、
10 人が多いものと感じられるのである。
（cf. 図

6

Constructions に対する山梨（2009）の訳語である。
通例、「構文」という訳語が使われることが多いが、
構成体の方が、より誤解が少ないと感じるのこの用
語を用いた。なぜなら、Constructions には、さまざま
なサイズと抽象度のものがあるが、日本の英語教育
では、
「構文」という用語を文レベルにのみ用いるこ
とが多くある。その「構文」と誤解されないように、
構成体を用いる方が望ましいと考える。

３）
この考え方は、さらには、次のような受験英
語では、クジラ構文（A whale is no more a fish
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linguists always be counted on to make it any

ある。(c)では、less than が用いられているので、

easier. Unless they are themselves experienced

そのイメージは、「皆さん、Twitter や FaceBook

language teachers, the advice of linguists on

は中毒性がタバコやアルコールほどない（less

language pedagogy is likely to be of no more

addictive than）と思われていますが、実は、そ

practical value than the advice of theoretical

の中毒性は同じなんですよと」いうイメージの

physicists on how to teach pole vaulting. …

文である。

中略 It remains to be seen whether language

クジラ構文の公式では、
「クジラが魚でないの

teaching will fare any better when guided by

は、馬が魚でないのと同じ」と no more ~ than

notions from cognitive linguistics. There are,

の場合は、than 以下を否定で訳すような公式化

however, grounds for being optimistic.

した説明がよくされるようであるが、than 以下

(Langacker 2008: 66 )

が否定か肯定かは、この構文が決めていること
ではなく、frame 知識にアクセスした結果わか

(6)(a)(b)はインターネット上からmore
google
検索
than
X
して見つけた文、(6)(c)はオリジナル、(6)(d)は

ることである。これも言語表現が参照点にすぎ

言 語 学 の 論 文 か ら で あ る 。 (6)(a) で は 、 more

得がいくであろう。クジラ構文の場合は、
「クジ

dangerous than という表現が用いられているこ

ラの魚度合いは、馬の魚度合いと比べた場合、

とから、病院での出産より家での出産の方が危

普通の人は、クジラの方が、馬よりも魚らしい

険であるという参照枠（frame of reference）を立

と思うでしょうが、実はその差はゼロなんです

ち上げ、その危険度の差が no（ゼロ）であると

よ」と言っているだけで、馬の魚度合い（魚ら

述べているので、思っているより危険でないと

しさ）がゼロというのは、frame 知識からわか

いうイメージの文になる。授業で説明する場合

ることである。となれば、(b)の文は ambiguous

は、よりわかりやすく、
「皆さんは、家で出産す

である。
「マリワナの有害度は、たばこやアルコ

ることは、病院で出産することよりも危険であ

ールより高いと皆さん思っているでしょうが、

る（more dangerous than）と思っているでしょう

その有害度は同じである」というのが文字通り

が、実のところ、それらの危険な度合いの差は

の意味で、タバコやアルコールが危険と思って

ゼロ（no）なんですよ」という感じで説明して

いる人には、どちらも同様に危険という解釈に

は ど う か ？ Giving birth at home is more

なり、タバコやアルコールをそれほど危険と思

dangerous than being in hospital. と い う

っていない人には、マリワナも思っているほど

perspective から、実際は、家で出産することの

危険でないとう解釈もあり得ることになる。あ

危険さは、病院で出産することの危険さと差は

る母語話者の意見では、普通は、前者の解釈が

ないという事態を見ている表現である。(6)(b)

普通ということである。しかし、どちらが普通

も同様で、more harmful than という表現から、

の解釈であるかは、frame 知識、背景知識、文

タバコやアルコールよりもマリワナは危険であ

脈や文化的知識（cultural literacy）などの関数と

るという参照枠を立ち上げ、その危険な度合い

して決まることであり、言語表現だけでは決ま

の差は no（ゼロ）と述べている。つまり、この

らないことを考えれば、すべての言語表現には、

文のイメージは、
「皆さんは、タバコやアルコー

ambiguity は残されているとも言える。

ず、すべては言語化できないことを考えれば納

ルよりもマリワナは危険と思われているが、そ

最後に、(d)は、認知言語学の専門書からの引

の危険な程度は同じなんですよ。
」という感じで

用であるが、下線部のメッセージは、
「言語学者
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の言語教育に対する助言と理論物理学者の棒高

は、more than 10（10 より多い）を否定してい

跳びの仕方に対する助言を比べた場合、前者が

るので、10 以下となる。
（cf. 図４）つまり、珈

後者よりも実用的な価値はある（more practical

琲屋にいたお客さんの数は、10 人以下であると

value than）と皆さんは思われているでしょうが、

いうことである。そこから、最大 10 人、多くて

実は、その実用的な価値の差はゼロである」と

も 10 人、などのイメージが立ち上がる。

いうイメージの文である。つまり、言語学者の

【図５：not less than のイメージ】

言語教育についての助言は、理論物理学者の棒
高跳びの仕方についての助言と同じく、実用的

α less than X

な価値はないというメッセージを伝えているこ

not less than X

more than X

とになる。

X

では次に、no more than の no の位置に not が
置かれた表現を考えてみよう。こちらも、高校

α

生が覚えるのに苦労する表現の一つである。
(7) (a) Not more than 10 customers were at the

less than X

➔ not less than X は、less than X の否定なので、

coffee shop.

上の図（●と上向きの矢印）で表されるように、

(b) Not less than 10 customers were at the

Ｘ以上の範囲をハイライトするイメージとな

coffee shop.

る。このイメージをさまざまに解釈することが
可能なため、
「Ｘ以上」「最小値 X」「少なくと

【図４：not more than のイメージ】
α more than X

もＸ（=at least）」などの意味解釈が可能となる。

not more than X

一方、(7)(b)は、less than 10（10 より少ない）

α

more than X

を否定しているので、10 以上となる。
（cf. 図５）
つまり、珈琲屋にいたお客さんの数は、10 人以

X

上だということである。そこから、最低 10 人、
少なくとも 10 人はいたというイメージが立ち

less than X

上がる。
➔ not more than X は、more than X の否定なの

では、no more than と not more than, no less than

で、上の図（●と下向きの矢印）で表されるよ

と not less than の意味の違いはどのようなもの

うに、Ｘ以下の範囲をハイライトするイメージ

かということが気になるかもしれないが、これ

となる。このイメージをさまざまに解釈するこ

は多くのネイティブスピーカーによれば、微妙

とが可能なため、「Ｘ以下」
「最大値Ｘ」
「多く

な違いのようである。つまり、no more than X

ても／せいぜいＸ（=at most）」などの意味解釈

は、X よりも多いであろうという予測のフレー

が可能となる。

ムの中で、その数が X であるという点がハイラ
イトされているのに対し、not more than X は、X
以下という点がハイライトされているという違

こちらは、差を表わす no とは違い、否定の意

いに過ぎない。（cf. 図６）no less than X, と not

味を表わす not が用いられた表現である。(7)(a)

less than X についても同様であり、前者は、X
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【図６：no more than と not more than のハイ

【図７：no less than と not less than のハイラ

ライトの違い】

イトの違い】

no more than X

not more than X

no less than X

more than X

not less than X

more than X
X

X
less than X

less than X

➔どちらも more than X という表現を含むこ

➔どちらも less than X という表現を含むこ

とから、X よりも多いであろうという

とから、X よりも少ないであろうという

perspective（図でハイライトされた部分）で

perspective（図でハイライトされた部分）で

事態をみているが、no more than X の場合は、

事態をみているが、no less than X の場合は、

実際は X の部分がハイライトされ、not more

実際は X の部分がハイライトされ、not lesse

than X の場合は、実際は X 以下の部分も含

than X の場合は、実際は X 以上の部分も含

めてハイライトされることから、not more

めてハイライトされることから、not less

than の方が、予想からの距離感が大きいた

than の方が、予想からの距離感が大きいた

め、予想外れのイメージがあると考えられ

め、予想外れのイメージがあると考えられ

る。

る。

よりも少ないであろうという予測のフレームの

いかどうかである。筆者の質問と母語話者の回

中で、その数が X であるという点がハイライト

答は次の通りであった。

されているのに対し、後者では、X 以上という
点がハイライトされた表現である。（cf. 図７）

1. Do you feel any difference in meaning between

以上の点に関しては、母語話者へのインタビ

these two?

ューを行ったので、次の節で簡単に紹介し、検
討する。

(a) No more than 10 customers were at the
coffee shop.

4. 母語話者への確認

(b) No less than 10 customers were at the coffee
shop.

7

母語話者 には、次の 2 つの点について確かめ
てみた。1 つ目は、no more than と no less than

My understanding is: when you expected there

に関する perspective の違いからの説明方法が良

would be more than 10 customers, you would use
(a); In case you expected there would be less than

7 今回のメールでの調査に回答をいただいた母語話
者の方は、Harry Wray 氏（U.S. 在住：日米関係論 PhD.）
であった。また、Laurence Dryden 氏（大学教員：
American Studies）にも同じ点に関して、ディスカシ
ョンに協力頂いた。
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10, you would use (b). What would you think?
Native speaker’s comment
Yes, I agree with your conclusions.

原著

10 名よりも多くの客さんがいると予想してい

方が、より期待外れの感じがあるということで

て、実際は 10 人の場合には(a)が用いられ、10

あった。この点は、not more than の方が、10 と

名よりもお客さんの数が少ないと予想していて

イコールの部分だけでなく、10 以下の部分が、

実際は 10 人の場合は(b)が用いられるのではな

no more than よりもより前景化していると考え

いかという筆者の考えを提示して訊いたところ

れば、筋が通るのではないか。

同意が得られた。
２つ目は、no more than と not more than の意

5. 英語学習支援で重要な点

味の違いについてである。筆者の質問と母語話
者の回答は次の通りであった。

上で述べてきたような説明は、これまでの英
語教育の中でも類似したことが行われていると
予想されるが、今回の説明で重要視したかった

2. How about the following two? Do you feel

点は、訳語からの解放である。訳語に依存した

any difference in meaning?

形で、上記の説明をするのではなく、no や more
than といった表現のイメージを理解するという

(a) No more than 10 customers were at the coffee

視点から説明を試みることで、訳語から解放さ

shop.
(b) Not more than 10 customers were at the

れ、これらの言語表現がよりダイナミックに受

coffee shop.

信においても発信においても使えるようになる
ことを目指したい。訳語を使って、上記の趣旨

Native speaker’s comment

の説明をされている教え手が本小論を読めば、

In the case of b, the speaker really strongly

自分たちがやっていることと同じと捉えられが

expected that there would be more customers. For

ちであるが、訳語から解放された形で、訳さな

that reason he or she was quite surprised--and

くても英語のままイメージが捉えられるような

maybe disappointed.

学習支援の視点からの説明であるとご理解いた
だきたく思う。筆者は、英語が表わす内容を説

上の 2 つの文に意味の違いを感じるかどうか

明するために、日本語を用いて説明することは

を訊いたところ、(b) not more than の場合は、話

良いと思うが、訳語8は不要、それどころか、反

し手のお客さんが多いことに対する期待がより
強いことが伺え、そのためにかなり驚いたり、

8

場合によってはがっかりした可能性もあるとい
うコメントをいただいた。
母語話者のこの回答から、no more than 10 の
場合は、お客さんの数が 10 であるのに対し、not
more than 10 の場合は 10 以下となるので、not
の方が no の場合より、期待していた数より少な
いイメージがでると考えられる。母語話者によ
っては、いずれも 10 しかないという意味であり、
意味の差がないとコメントする人も多いが、今
回の母語話者のコメントでは、not more than の
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なお、ここで言う訳語は、英文の内容理解の上に
成り立つ翻訳のことではなく、英文の意味を理解す
る手段として、日本の英語教育で広く行われてきた
文法訳読法（Grammar-Translation Method）にお
ける訳語のことである。関連して、訳読と翻訳のプ
ロセスの違いについては、藤掛（1980: 4-13）で詳し
く分析されている。藤掛(1980)によれば、訳読にお
ける日本文は英文の内容理解のための手段であるの
に対し、翻訳における日本文は、英文の内容理解を
前提とするゴールである。また、筆者は、翻訳とい
う技能は、日本語と英語という２つの言語と文化に
精通した人だけができる特殊技能であるため、中等
学校英語教育で扱うことは適当でなく、通訳や翻訳
家といった専門技能を身に付けたいものだけが行う
べきことだと考えている。

原著

って理解を妨げることさえあると考えている。

表わす。ここで、馬は全然魚らしくないという

では、最後に、先ほども少々言及したが、受

こと、つまり、馬の魚度合いがゼロであるとい

験英語の例文として挙げられているクジラ構文

うのは、この英語表現が表わしていることでは

について、イメージから考えてみることでまと

なく、我々が持つ背景知識（フレーム知識）に

めとしたい。A whale is no more a fish than a horse

アクセスした結果わかることである。

is.という文では、上で述べたプロトタイプの文
では、程度を表わす形容詞が置かれている位置
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「難民」と「移民」の差異
―わが国における生活面に焦点化して―

荻野 剛史
愛知みずほ大学人間科学部心身健康科学科 講師

本研究では「難民」
（滞日インドシナ難民）と「移民」
（日系ブラジル人移民）の差異について，特に日本における生活面に
おける差異を明らかにするために，先行研究の分析を行った．
その結果，
「難民」は永住者としての生活基盤（例えば，居所や職業の確保，子どもの就学，近隣との関係構築）を構築す
ることが必要であるため，地域社会での定住生活が開始されると同時に何らかの援助が必要である．一方「移民」の場合，来
日当初は短期的な滞在を予定しており，また定住斡旋組織による有償の手助けを利用することができるために，
「難民」のよ
うな永住しようとする人々が抱えるような生活のしづらさが表面化することは少ない．しかし日本での生活が長期化すること
で，また日本での永住を決意した段階から
「難民」
が抱えるような永住者としての生活のしづらさを経験することを指摘した．
キーワード：
「難民」 「移民」 日本における生活
１．研究の背景・問題の所在

ために，本国，あるいは住んでいた土地を離れざるを得な

わが国において本格的な難民の受入れを開始してから

くなった人々」と指摘され，また移民が「よりよい生活，

30 年以上が経過し，この間インドシナ難民（ベトナム難

よりよい収入などを求めて，主に労働に従事する目的で，

民・ラオス難民・カンボジア難民）
，条約難民，そして第三

自発的に本国を出ていく人々」
（アムネスティ・インターナ

国定住制度による難民を受入れてきた．彼らの多くは少な
．．
くとも日本で住むという点において，日本への定住を果た

ショナル日本編著 2004: 18）と指摘されるとおり，両者の

したと指摘できる．一方先行研究などでは，彼らが様々な

換えれば「難民条約」１）における難民の定義２）を基準とし

生活のしづらさを抱えていることが指摘されている．この

て難民と移民が区別され，また出国要因などによって両者

背景には日本の難民受入れの動機の低さや彼らが抱える生

が区別されていると指摘できる．

差異として移住に至る要因を指摘されることが多い．言い

活のしづらさに対する公私の支援の少なさなどがあるが，

前述のとおり，難民は移民などその他の在日外国人も同

研究レベルにおいては難民に対する援助技術の未成熟さを

じ人口集団として扱われてきた経緯があるが，難民に対す

挙げることができる．

る援助技術を検討する際には，条約への該当の有無や出国
要因の差異のみならず，定住先における生活において生じ

この点について，まず日本では「在日外国人に対する支
援」などのように，難民も移民などその他の在日外国人も

る差異についても明らかにすることが必要である．

同じ人口集団として扱われ，また海外においても

２．研究の目的・方法

Encyclopedia of Social Work 20th で”Immigrants and

以上の背景から本研究では「難民」と「移民」の差異に

Refugees”と同一のエントリーで扱われているように，難

ついて，特に日本の生活において生じる差異を明らかにす

民と移民は同一の集団として扱われてきた経緯がある．こ

ることを目的とする．なお難民も移民もその意味する内容

の背景には各国における難民人口の少なさなどが挙げられ

は幅広い．本研究では日本における難民の大半を占める滞

るが，カースルズとミラー（Castles and Miller）が「経済

日インドシナ難民（
「難民」
）と，
「難民」と同様に「合法的

的に動機づけられた移民と強制された移民を区別する必要

に」日本での生活が認められている，日系ブラジル人移民

がある」
（Castles, et al. =2011: 42）と指摘するとおり，両

（
「移民」
）を比較の対象として，
「難民」や「移民」に関す

者を区別する必要がある．

る先行研究の分析から，両者の差異を明らかにする．
３．分析結果

しかし先行研究においては，難民が「迫害の恐怖がある
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本節では，いくつかの側面における「難民」と「移民」

国家から迫害を受ける可能性があったために他国に避難し

の差異を先行研究の分析から明らかにする．

た人々であり，その点において「難民条約」上の難民と同

１）移住の要因における差異

じような立場に置かれた人々，すなわち自らの意思ではな

まず移住の要因における差異を検討する．この差異を明

く，強いられて移動した人々であると指摘できる．

らかにするために，難民保護に関する条約の該当の有無に

一方移民とは難民以外の海外移住者を指し，本研究の関

おける差異の側面から難民と移民の違いを指摘する．一般

心対象である「移民」の移住の目的として，一般に「デカ

的に指摘される両者の違いは第 1 節で述べたとおりである

セギ」
（樋口 2005a: 1）－よりよい賃金を得ること－が指

が，岡部は，
「近代以前の移動には，移民と難民の区別はな

摘される．すなわち「移民」とは，経済的な理由を背景と

かった」
（岡部 1991: 76）と指摘した上で，
「近代国家が出

して自発的な意思によって海外に移住した人々であり，
「難

現し，出入国管理が厳格に行われるようになって，正式な

民」のような直接的な迫害は存在していない．

手続きを踏む移民という制度が始めて出現した．同時に，

以上の点から移住の要因における「難民」と「移民」の

そうした正規手続きを踏む余裕のない急激な移動，危機的

差異として，
直接的な迫害の有無を指摘することができる．

な移動として『難民』という現象が分離された．移民も多

もっとも
「移民」
を完全に自由意思によって移住した人々，

かれ少なかれ，何らかの経済・生活困窮を原因にして発生

と理解することは不適当である．なぜなら移民は祖国の経

するが，さほど緊急のものではない．難民は，それが緊急

済状態などにより，移住せざるを得ない状況になっている

のものになった突発的移民である」
（岡部 1991: 76-7）と

という点も理解する必要があるためであり，直接的な生命

指摘している．また柄谷はＩＲＯ（国際難民機関:

の危険の有無という点では異なるものの，
「難民」と同様に

International Refugee Organization）が西側諸国の考えに

「移民」も国家や国際社会から大きな影響（多くの場合，

沿う形で難民を定義したことにより，結果として難民と移

日常生活に対して好ましくない影響）を受けた人々である

民が制度的に区別され，さらに国際的な保護を受けること

と指摘できる．

ができる難民とそうはならない移民が生じた旨を指摘して

前述のとおり，岡部は難民と移民，両者とも何らかの経

いる（柄谷 2004: 60-1）
．

済・生活困窮を抱えていることを指摘しているが，個人で

両者とも，条約など何らかの仕組みによって難民と移民

対処することが困難なほどの生活困窮を抱え，また迫害を

が線引きされたために難民という集団が生じた，と指摘し

受ける可能性を要因として海外に移住した人々が「難民」

ているが，
「難民条約」では難民を注 2 に掲げたとおりに

であり，これらの生活のしづらさを抱えつつ，それらに個

定義している．すなわち個人の属性などによって迫害を受

人で対処（
「移民」の場合は「デカセギ」
）するために移住

けた者，受ける可能性がある者を難民と定義しているとお

した人々が「移民」であると指摘できる．

り，難民とは，国家や国際社会から個人の力では対処しえ

２）移住の方法における差異

ないほどの大きな影響（多くの場合，日々の生活に対して

次に移住の方法における「難民」と「移民」の差異を指

好ましくない影響）を受けた人々であると指摘できる．本

摘する．石井は難民と移民の移住の方法について，表 1 の

研究の関心対象である「難民」は「難民条約」の対象とは

とおり差異を指摘している．

なっていないものの，インドシナ 3 国の政変などによって
表１ 難民と移民の移住の方法
移民

難民
出国先

行き先に選択の余地が限られている

選択できる

出国における計画

逃げて来る

計画して来る

渡航証明証の準備

正規の渡航証明証を用意することが難しい

渡航証明証を持っている

出所：
（石井 2010: 11）から筆者作成．
まず出国先について，難民の場合は出国先が限定され，

いことを指摘している．また出国における計画の有無につ

移民の場合は選択することができると指摘している．両者

いて，難民の場合は，何らかの迫害から避難するために祖

とも行き先の国における外国人受入政策などによって入国

国を出国するため，計画－例えば，出国先における居所や

に制限が生じるものの，難民の場合はより選択肢の幅が狭

職業，語学の習得－をもって出国することは困難である．
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その反面移民は，多くの場合差し迫った状況で祖国を出国

府から得ることは極めて困難である．一方移民の場合は，

するのではないため，計画をもった出国が可能とされてい

そのような困難は生じないと指摘している．

る．
さらに渡航証明証の準備の可否について，
難民の場合，

これらの点について「難民」
「移民」の場合はどうだろう

祖国外に逃げるために必要な文書を迫害の主体者である政

か．

出典：
（財団法人アジア福祉教育財団難民事業本部 更新年不明）
は陸路での移動を，

は海路での移動を，また

は空路での移動を指す．

図１ 「難民」の移動方法と移動先
図1 は
「難民」
の移動方法と移動先を表したものである．

国先として選択できたと指摘できる．またブラジル出国に

３）

多くの「難民」はボートピープルやランドピープル とし

あたっては，後述のとおり「労働者斡旋組織」の利用によ

て目的地を定めずに近隣諸国に避難した．図 1 では移動先

ってあらかじめ職業や居所を準備するなど，計画的に来日

としてタイ，マレーシア，シンガポールなどが挙げられて

することが可能であると指摘できる．

いるが，特にボートピープルの場合，移動先は，風向きや

３）定住開始における援助の有無と定住期間

救助船の有無によって変化したため（場合によってはどの

次に，定住開始の局面における差異を確認する．

国にも到達しない－海上での死亡）
，行き先を定めることは

第 1 項において，難民の保護に関する国際的な条約への

できなかったと指摘できる．また 1979 年において国連と

該当の有無が難民と移民を区別する基準となっていること

ベトナム政府が覚書を交わすまで，そもそも外国への出国

を指摘したとおり，一般に難民は難民に関する条約などに

ができなかったため，正規の渡航証明証を用意することは

基づき，
「援助される対象」として捉えられてきた．
「難民」

不可能であったと指摘できる．

は「難民条約」に該当しないものの，わが国では「定住促

一方「移民」の場合は，近年における各国の移住労働者

進センター」４）が設置され，そこで日本語教育や日本での

の受入の減少から，選択できるほどの目的地があったとは

生活方法に関する教示を，地域社会での生活が始まるまで

考えづらいものの，後述するとおり，日本人の子孫（日系

の半年間行ってきた（図 2）
．

人）という地位を以て来日を果たした．すなわち日本を出
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1 か月目

2 か月目

<入所>
オリエンテー

3 か月目

4 か月目

日 本 語 教 育

社会生活

4 か月間（572 時間）

ション

5 か月目

適応指導

6 か月目
職業相談・
就職斡旋等
<退所>

出典：
（財団法人アジア福祉教育財団難民事業本部 1996: 11; 1998: 13）より筆者作成．
図２ 「定住促進センター」の入所から退所まで
図 2 は，
「定住促進センター」の入所から退所を図示し

４）定住生活において生じる差異

たものである．このセンターでは，およそ 4 ヶ月間の日本

本項では特に，前述した差異がもたらす日常生活におけ

語教育と社会生活適応指導（日本での生活方法の教育－例

る生活のしづらさの点における差異を検討する．

えば，銀行口座の作り方や電車の乗り方）
，そして退所時に

前項で指摘したとおり「難民」は日本での永住を前提と

は職業相談や職業斡旋が行われた．

して，言い換えれば帰国を前提とせず地域社会での生活に

このような援助を行うのは，一般に「難民」は祖国への

臨むが，彼らは「難民」ゆえに日本での生活に対する準備

帰還が困難であり，また多くの「難民」自身も帰還を希望

をした上で祖国を脱出したのではない．それゆえ前項で述

していないため，すなわち永住を前提として来日している

べた「定住促進センター」における援助を必要とし，実際

ためである．

に多くの「難民」がこのセンターを利用し，地域社会での
５）

一方「移民」の場合は，前述のとおり表面上は 自由意

生活を開始した．しかしこのセンターにおける数か月の諸

思による移動のため，少なくとも政府や行政機関から，移

援助では，日本語力を中心とする日本で生活し続けるため

６）

民であることを理由とした保護は提供されていない ．従

の知識・技能を習得することは困難であり，その結果，日

って
「移民」
は日本での生活を自分で構築する必要がある．

常生活において様々な生活のしづらさを経験することにな

もっとも異国の地であり，一般に外国人に対する差別的な

る．筆者の確認の限りにおいては，ある特定の「難民」に

扱いの存在が指摘される日本において就労先や居所を確保

対して定住開始から経年的に行われた調査は存在しないが，

することは困難である．このためそれぞれの「移民」に代

わが国における「難民」受入れ開始以降，日本国際社会事

わって「労働者斡旋組織」がこれらを代行することになる．

業団によって定期的に行われた調査では，
1980 年に行われ

「労働者斡旋組織」は，その機能の点でいくつかに分類さ

た初回の調査から近年に行われた調査までの約 30 年間一

れるが，
「移民」は「包括的な移住斡旋」－すなわちブラジ

貫して，彼らは滞日生活において日本語の問題，経済的な

ルから来日する際の諸手続き，
日本での就労先や居所など，

問題，就職・就業の問題，住居の問題などの生活のしづら

日本で働くために必要な生活基盤の斡旋を受けて来日する

さを経験していることが指摘されている（日本国際社会事

（樋口 2005b: 139-41）
．これらの斡旋には料金が必要なも

業団 1981; 1983; 1985）
．またその他の調査・研究におい

のの，少なくとも来日した段階における生活基盤は，
「労働

ても，同様の生活のしづらさの存在が指摘されている（内

者斡旋組織」による斡旋によって確保されている．但しこ

閣官房インドシナ難民対策連絡調整会議事務局 1997; 原

れらの斡旋によって確保できる生活基盤は，あくまでも暫

口 2001）
．これらの生活のしづらさに対しては，
「定住促

７）

定的なものであり，職と居所が確保される程度である ．

進センター」の運営主体であり政府から滞日難民に対する

これは来日当初の「移民」の多くは永住する予定で来日し

保護を受託しているアジア福祉教育財団難民事業本部が彼

ておらず，将来の帰国を想定しているためである．

らに対するアフターケアを提供し，また諸 NGO 団体が日

以上定住開始の局面における差異について指摘した．
「難

本語教育をはじめとする諸援助を提供してきた（荻野

民」も「移民」も日本での生活を開始するにあたり，職業

2011）ものの，生活のしづらさが指摘されている以上，十

や居所の確保をするために援助を要する．
「難民」はこの援

分な援助が行われてきたとは言い難い．

助を政府などの公から提供を受けるが，
「移民」は「労働者

つまり「難民」は日本での生活を開始した時点から一住

斡旋組織」から，言わば有償のサービスとしてこれらの手

民として自己の生活を成り立たせる必要があるにもかかわ

助けを受ける点において，差異があると指摘できる．また

らず，彼らに対する援助体制が十分ではないために，同じ

定住期間について，
「難民」の場合は祖国への帰還の困難さ

ような生活のしづらさを定住開始ら長い間経験したと指摘

から永住を予定している場合が多いが，一方「移民」の場

できる．

合，少なくとも来日当初は，ある程度の帰還が過ぎた段階

一方「移民」の場合はすでに指摘したとおり，
「労働者斡

で帰国することを想定していると指摘できる．

旋組織」を利用して来日する．このため職業を自分で探す
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必要はなく，また就職先の寮を利用することで，暫定的な

段階から「難民」が抱えるような永住者としての生活のし

生活基盤は確保できることになる（樋口 2005b: 148-53）
．

づらさを経験することになる．

さらに「移民」が，ブラジル系移民の集住地で居住し，か

５．提言と今後の課題

つ「顔の見えない定住化」
（梶田ら 2005）－「外国人労働

最後に提言と本研究の今後の課題を述べる．

者がそこに存在しつつも，社会生活を欠いているがゆえに

本研究の冒頭で，研究レベルにおける難民に対する援助

地域社会から認知されない存在となること」
（丹野 2005:

技術の未成熟さと，移民などその他の在日外国人も同じ人

72）として生活を営んでいる限りにおいては，前述したよ

口集団として扱われてきた経緯があることを指摘したが，

うな，これまで「難民」が地域社会とのかかわりによって

本研究で指摘したとおり，
「難民」と「移民」は明らかに別

経験してきた生活のしづらさは少ないと考えられる．

の人口集団であり，援助技術を明らかにするには，
「移民」

しかし，
「移民」について三本松が「外国人労働者から外

に対する援助技術を参考にしつつ，今後は「難民」固有の

国籍住民へ」
（門ら 2006: 116）と指摘しているとおり，多

援助技術を明らかにする必要がある．

くの「移民」は，日本での滞在が長期化することで，実態

また今後の課題について，本研究で導き出された差異は

的に短期滞在者から定住者にシフトする．このシフトによ

先行研究の分析から導き出されたものであるが，採り上げ

り，彼らが抱える生活のしづらさは，労働関係の問題から

た先行研究が調査対象としたそれぞれの「難民」や「移民」

日本での家族関係や子どもの教育，地域社会との関係など

は，必ずしも同一の地域に居住し，同一の条件下で生活し

に変化すると指摘できる（イシカワ 2003: 12）
．換言すれ

ているとは限らない．このため両者の差異をより明確にす

ば，定住化によって「日本における住民としての問題」
，例

るためには，
条件を整えた上で調査などを行う必要がある．

えば雇用や住居，
家族形成と子どもの教育問題
（コガ 2000:

注

146）を抱えるようになるのである．これらの生活のしづ

１） 「難民の地位に関する条約」と「難民の地位に関す

らさは，前述したとおり「難民」が日本での定住を開始し

る議定書」の総称である．

た直後から経験したものであり，
「移民」の場合は，これら

２） 「難民条約」では難民を「人種，宗教，国籍もしく

の生活のしづらさを，定住が長期化した段階になって経験

は特定の社会的集団の構成員であることまたは政治

するのである．

的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十

４．考察

分に理由のある恐怖を有するために，国籍国の外に

本研究では「難民」と「移民」の差異について，移住の

いる者であって，その国籍国の保護を受けることが

要因，移住の方法，定住の開始，そして定住生活において

できない者またはそのような恐怖を有するためにそ

生じる差異について指摘した．それぞれの局面における差

の国籍国の保護を受けることを望まない者及びこれ

異は上述のとおりであるが，これらを踏まえると，
「難民」

らの事件の結果として常居所を有していた国の外に

と「移民」の差異，特に日本での定住生活における差異は

いる無国籍者であって，当該常居所を有していた国

次のとおり指摘できる．

に帰ることができない者またはそのような恐怖を有
するために当該常居所を有していた国に帰ることを

「難民」は迫害などにより事前の準備なく強制的に移住

望まない者」と定義している．

させられた人々である．彼らの大部分は結果的に日本での
永住を選んでいるため，
永住者としての生活基盤
（例えば，

３） ここでのボートピープルとは，難民としての保護を

居所や職業の確保，子どもの就学，近隣との関係構築）を

求めて，海路をつうじて他国に逃れた人々を指す．

構築することが求められる．しかしこれらを構築すること

またランドピープルとは，同様に陸路を通じて他国
に逃れた人々を指す．

は容易ではなく，実際に様々な生活のしづらさを経験して

４） 日本での定住を決意したインドシナ難民に対して日

いる．このため地域社会での定住生活が開始されると同時

本語教育や日本での生活に関する教育を行うための

に，何らかの援助が必要である．

施設（入所施設）である．政府が設置し，実際の運

一方「移民」は主に経済的な理由により，少なくとも表

営はアジア福祉教育財団難民事業本部が行った．

面上は自発的に移住した人々である．来日当初は短期的な
滞在を予定しており，また彼らの多くが利用する「定住斡

５） ある人が移民として他国に移住することは概ね自由

旋組織」による有償の手助けを利用することができるため

意思によるものと指摘できる．しかし，例えば祖国

に，
「難民」のような永住しようとする人々が抱えるような

の経済的な状況により，やむを得ず他国に移動す

生活のしづらさが表面化することは少ない．しかし日本で

る・せざるを得ない場合も存在する．このため「表

の生活が長期化することで，また日本での永住を決意した

面上は」との留保を付した．

51

原著

8, 109-24.

６） 但し一般的な行政サービスは，多くの場合利用可能
である．

梶田孝道・丹野清人・樋口直人（2005）
『顔の見えない定

７） 但し樋口が「斡旋組織には，フィリピンの海外雇用

住化－日系ブラジル人と国家・市場・移民ネットワーク』

庁のような合法的なものから，各地での女性をター

名古屋大学出版会.

ゲットとする人身売買のように明確な犯罪であるも

柄谷利恵子（2004）
「
『移民』と『難民』の境界: 作られな

のまでさまざまな形態が存在する」
（樋口 2001: 70）

かった『移民』レジームの制度的起源」
『広島平和科学』
26, 47-74.

と指摘するとおり，場合によっては，
「移民」を犯罪

コガ・エウニセ・A・イシカワ（2000）
「
『出稼ぎ滞在者』

に巻き込むことを目的としている可能性があること

と『住民』との間で」宮島 喬編「外国人市民と政治参

に留意する必要がある．

加」有信堂高文社.
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The difference between a "Refugee" and "Immigrants"
Focused on their daily living in Japan

Takahito OGINO
Division of Human Science, Department of Human Science, Aichi Mizuho College

In order to clarify the difference between a "Refugee"(Indo-chinese refugee living in Japan) and
"Immigrants"(Japanese Brazilian immigrants), especially difference in daily living in Japan, precedence
research was analyzed in this paper,
The result, "Refugee" is required to build the basis of their livelihood as a permanent resident, they
needs certain assistance at the same time when settlement life in community is started. On the other hand,
"Immigrants" are planning short-term stay at the beginning of a visit to Japan and they can use paid
assistance by migration agent, it is rare that they experience differences related daily living. However, they
would experience the differences when they decided permanent residence in Japan and life in Japan was
prolonged.

Keywords: "Refugee" "Immigrants" Daily living in Japan
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学生による地域食育活動報告

上原

正子・井戸田

道智代

愛知みずほ大学短期大学部

キーワード

地域

食育

箸の持ち方

１ 概要

⑤ 子どもの食育コーナー(写真 F)

昨年 11 月 19 日(土)及び 20 日(日)の 2 日間、
本学学

東海農政局消費生活課作成の食育シールブック「だ

生による食育活動を行った。本学のこのような取組は

いすき」を活用して行った。3 歳から小学生までを対

4 年目となる。平成 23 年 3 月に示された第二次食育推

象に 4 種類のシールの中から選択し実施した。

進基本計画における食育は、
「啓発から実践へ」とさら

(3) その他

に進んだものとなっており、栄養士養成施設において

箸を使用した豆運びゲームは、昨年度も実施してお

も食にかかわる専門性を持つ学生の育成を図る立場か

り、その結果から箸の持ち方の差が豆運び数(作業性)

らから、食育に関する地域の実践を支援する取組を進

に影響があるのではないかという疑問が起こっていた。

めていくことが期待されている。

今年度の実施にあたってはこの点をデーターとするた

(1) 場所

め、箸の持ち方や年代、移動させた豆の数を画像とし

名古屋市熱田区 E 大型店舗(写真 A)

て保存した。

(2) 内容

２ 結果

① 米や魚に関するクイズ(写真 B)

(1) 参加者数

学生は 4 班に分かれ、4 つの異なったクイズとヒン

19・20 日の 2 日間に参加した人数は次の表のとおり

トとなる資料を作成した。採点は学生が行った。米や

である。

魚に関する知識をクイズ形式にすることにより、大型

表1

食育活動への参加者数

店舗に訪れた人が参加しようとする機運が高まるよう

人
19 日

20 日

に工夫した。

① 米と魚のクイズ

230

250

② 米の計量ゲーム(写真 C)

② 米の計量クイズ

55

80

精白米を 80g 計量するゲームである。一般的に１人

③ 箸による豆運びゲーム

163

177

1 食当たりのご飯の量は精白米 80g 程度である。秤を

④ 魚自慢料理

137

41

用意し「ぴったり当たったらお米をプレゼント」とい

⑤ 子どもの食育コーナー

うゲームを通して米への関心を高め、消費拡大への啓

合計

80

85

665

633

発をねらいとした。
併せて、
「今日の朝食は？」
と尋ね、
地域における朝食の主食について調査した。

(2) 箸による豆運びゲーム

③ 箸による豆運びゲーム(写真 D)

このゲームには幼児から 80 歳代まで 340 人の参加

箸を使って大豆を器から器へ移す作業を行う。時間

があった。その中で画像がとれていた者は、278 人で

は 30 秒間。
いくつ豆を運ぶことができたに挑戦するゲ

あり、さらに画像の不備や、年代の聞き忘れなどがみ

ームであるが、年代を聞き取り、箸の持ち方と移動さ

られた。
このことから有効データーは 198 人であった。

せた豆の数を写真に撮り、箸の持ち方と移動した数、

次の表 2 はこの有効データーを年代別にしたもので

年代と移動した数についてデーターとした。

ある。なお男女区分は行っていない。

④ 魚自慢料理(写真 E)
ついて献立、調理方法を聞き取った。また、あらかじ

表 2 年齢区分別データー数
幼 小 小 10 20 30
児 低 高 代 代 代

40
代

50
代

め「ちらし」として作成した資料を、説明しながら配

32

31

19

魚についての啓発活動として行った。魚の利用法に

布した。

54

25

24

6

11

20

単位:人
60 70
代 代
19

11

ノート

運んだ豆の数を年代別に比較すると幼児・小学生は
幼児 3.7 個、小学校低学年 7.7 個、小学校高学年 11
個と順に増えており、手の機能の発達とともに、箸を
使う機能の発達を示しているといえる。
表 3 幼・小の年齢別豆の移動数
幼児
小・低学年
3 歳～5 歳
6 歳～8 歳
移動数
3.7 個
7.7 個
表4

様々な箸の持ち方が認められた。

年代別豆の平均移動数
10
20
30
40
代
代
代
代

移動数

つかみ・にぎり箸、交差型、親指と人差し指の 2 本

11.2

14.4

14.7

15.1

単位:個
小・高学年
9 歳～11 歳
11 個

50
代

単位:個
60
70
代
代

14.6

12.2

12.0

日本人の食事作法の基本を成す箸の使い方について

の指で持つ(中指が静箸の下)、親指が箸の上の方に固

研究を重ねることは、食文化が担ってきた手指の機能

定されているため人差し指と中指 2 本が動いている、

発達延いては人間の発達に関わっていくことであると

3 本の指が動いているものの薬指が静箸を支えておら

考える。今後はこのデーターを分析し、年代別にみた

ず不安定さがある、などの傾向がみられた。正しい持

箸の機能性と箸の持ち方に見る機能性についてまとめ

ち方は、動箸は親指・人差し指・中指の 3 指で持ち、

ていきたい。

靜著は薬指の先端と親指・人差し指の股部において固

本校の学生による地域活動は、4 年間の実績により

定するといわれており、力点がどこにあるかによって

「みずほ=食育」のイメージが作られつつある。学生に

箸による機能が異なるとされている。

よる食育活動が地域の食育の定着に寄与することを望
む。
参考文献
箸の文化史 一色八郎著 御茶の水書房

資料:写真
A

B

D

C

E
F
図 1 箸の持ち方比較 単位:%
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学生アンケート調査結果の報告
2011 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心身健康科学科

本学では 2000 年 4 月から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回実施したが、今回(平成 23
年度)は 4 回目の全学生対象のアンケート調査となる。これはその新入生部分の結果である。アンケートのフォームは最後に
載せた。
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（コース別）

表２ アンケート回答者数（男女別）

1 回生

編入生

合計

男性

女性

合計

保健・養護

16

2

18

0

18

18

保健体育

28

3

31

24

7

31

心理・カウンセリング

15

0

15

4

11

15

医療クラーク

7

0

7

1

6

7

人間科学

9

0

9

3

6

9

75

5

80

32

48

80

合計

Ｑ４．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）
（Ｑに続く番号はアンケート用紙の質問番号であ
る。
）
ａ 先生から
ｂ 先輩・友人から
ｃ 大学展会場
ｄ 大学展以外会場
ｅ 学校のみずほ大パンフ
ｆ 学校以外のみずほ大パン
フ
ｇ 情報誌
ｈ ホームページ
ｉ 新聞・駅の広告
ｊ 瀬木学園出身者
ｋ 通学者が居る
ｌ 以前から知っている
ｍ その他
図１ 本学の情報の入手先
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本学（愛知みずほ大学）の名前の情報源は、例年同様、在学している学校の「先生からの情報」が一番多く半分以上の学
生が答えている。次に多いのは、
「先輩友人から」である。次は、
「学校におかれていたみずほ大学パンフレットから」が続
く。
「ホームページを見て」は昨年の半分くらいに減っている。
「先輩友人から」
「以前から知っていた」と「瀬木学園に通学
者がいる」を足すと 33 名となり瀬木学園関係者から情報を入手する学生が増えていることが伺われる。付属高校からの入学
者が増えているからだと推察できる。
昨年は「説明会会場」という項目が 10 名居たが今回は 0 名である。
Ｑ５．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７割近い学生が答えている、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」
「自分の学力に合っている」という順で回答が多かった。前年度より増えている項目は「目指
す資格を取得するため」であるが、不況の続く世の中で資格取得を目指して入学してきた学生が増加した結果だと推察でき
る。
ｇ「資格取得のため」本学を選んだと答えた学生たちが目指す資格は以下の通りである。
表３

目指す資格

資格
保健体育教員免許

13

養護教諭一種免許

10

医事管理士

2

心理関係

1

健康運動指導士

1

インストラクター

1

コースを選択している時点で、目指す資格も決まっているが、目指す資格をコメントで記入してある数である。
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Ｑ６．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４ 参加したい部、サークルの内訳
参加したいクラブ

人数

野球部

4

バスケットボール部

2

硬式テニス部

2

ソフト部

1

サッカー部

1

バドミントン部

1

水泳部

1

スポーツサークル

1

手芸部

1

豊田まちづくりの会

1

軽音楽部

1
計

16

部活への参加意欲は 20 名が示しており、具体的にクラブ名記入結果は上の表のようである。4 名は具体的なクラブ名は記
入されていない。今年度は 25％の学生が入部を希望していて、昨年 13 名（19％）より多い。年々減少してきていたので良
い傾向である。以前は本学でもスポーツ関連の部活は入部希望者が多く、スポーツ部を中心に部活動は活発であった。しか
し、現在の部活動の実態は、団体競技系スポーツである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おり、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いので部活動だけでなく学生会活動も人数が揃わず、停滞気味
であった。今年度はこのクラブ入部希望者増加の傾向を生かして部活動の活発化、学生会活動の活性化が図れればよいと思
う。ただし、名古屋キャンパスにおけるスポーツ関連の活動場所など検討しなければならない問題はある。
Ｑ７．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約半数である。その学生
は複数の悩みを抱えている。件数は 62 件。

図３ 不安の有無
表５．男女別

不安ある

悩みをかかえているのは女性（54％）が男性（44％）より多い。これは例年の傾向だが、
女性の方が悩みを吐露しやすい傾向があると思われるので、実態とは異なるかもしれない。

男性

16

女性

26
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表６．新入生の男女別不安の内訳

不安

女

学習関係

28

12

16

友人作り

22

9

13

経済的問題

9

3

6

心身の健康

2

0

2

その他

1

1

0

62

25

37

計

図４

男

男性の不安

図５ 女性の不安

男女とも悩みの一番は「学習関係」で勉強についていけるか心配している。次は、
「友人作り」を心配している。新しい環
境に溶け込むには友人が大きなファクターだと意識しているようだ。
表７ コース別不安項目別件数

学習
保健・養護

心身
11

友人
2

経済

その他

5

3

21

保健体育

7

7

2

心理カウンセリング

4

2

1

7

医療クラーク

3

3

1

7

人間科学

3

0

5

2

10

28

2

22

9

計

59

1

1

17
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Ｑ９. 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

図６ 卒業後の進路
Ｑ１０. 就職すると回答した学生の就職希望先（複数回答可）

図７ 希望する就職先
Ｑ１１. 進学すると回答した学生の進学希望先

図８ 希望する進学先
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、図１の本学の情報入手先や図２の本学を選んだ理由、図
６の卒業後の進路等のアンケートの結果は昨年と同じような傾向を見せている。特に本学の情報入手先は、出身校の教師か
らが半分以上を占めている。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
の情報を入手するの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。記述項目
への記入は昨年より減っており、大学生活への期待感が減っているのだろうか。
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、瀬木学園紀要第 4 号―2010、瀬木学園紀要第 5―2011
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「保健室の先生をめざす会」の実践に関する一研究
―養護教諭養成教育における新たな試み―

後藤

多知子・中林

恭子

愛知みずほ大学人間科学部心身健康科学科

Tachiko Goto ・Kyoko Nakabayashi
Division of Sciences, Department of Human Sciences, Aichi Mizuho College

キーワード：養護教諭、教職実践演習、ポートフォリオ

平成 22 年度から「保健室の先生をめざす会」
（以下、

当予定者が内定し、作成したシラバスは文部科学省の

「めざす会」）を、科目「教職実践演習」の新設必修化

認可を受けた。

に伴って実施してきた。これまで 2 年間実践した「め

本大学の科目「教職実践演習」における養護教諭志

ざす会」の評価を行い、課題を明確にして、効果的な

望学生の育成目標は次の通りである。

養護教諭養成教育活動に努めたい。

1) 保健教育力を高める。（個別及び集団指導力）
2) 健康相談活動（養護教諭の行う健康相談）の力を高

Ⅰ「めざす会」立ち上げの背景

める。

１．科目「教職実践演習」の新設必修化

3) 保健室経営力を高める。

平成 18 年の中央教育審議会答申において「教員の

4) 学校保健活動における企画力を高める。

資質能力の向上を図るための総合的な方策」が示され

5) 教員や保護者、学校保健関係機関との連携力やコー

た。新規採用時や経験者研修だけではなく、養成教育

ディネート力を高める。

も重要視し、教員として最小限必要な資質能力を確実

また、4 回生履修に向けた各学年の目標として、1

に身に付けさせるための質的水準の向上の必要性を強

回生は養護教諭の職務への関心および教育職員として

調した。その対策の一つとして、科目「教職実践演習」

の意欲の向上、2 回生は基礎的学習の理解と習得、3

が新設必修化された。

回生は専門的学習の理解と習得、4 回生は総合的な理

「教職実践演習」は 4 回生後期において履修するこ

解と実践力の習得とした。さらに学生個別の「ポート

とが決められている。学生がそれまで身に付けた資質

フォリオ注１」の評価項目として「学校教育の理解」、

能力に対し、各大学の目指す教員像や到達目標と照ら

「指導力」、「健康教育力」、「保健管理力」、「コ

し最終的に確認を行い、個別に不足している知識や技

ーディネート力」、「マネジメント力」の 6 項目を挙

能を補うための指導をする。また、
「教職実践演習」の

げた。

履修までの期間、入学直後から個別に履修カルテを作

注１

「ポートフォリオ」
：

成、適宜指導を行わなければならない。このように文

「教育目的に沿って収集した学習者の成果のコレク

部科学省は、現場での即戦力となる養成教育を大学に

ション１）」である。文部科学省は「教職実践演習」の評

求めており、課程認定大学の責任は一層重くなったと

価について、複数教員が 1 回生から履修履歴を把握し知

言える。

見を総合的に結集すること、学生自身が自己評価をする
ことを求めている。評価対象は教職に関する科目に限定

２．
「教職実践演習（養護教諭免許取得者対象）」開講

せず学内外の様々な活動も含むとしている。また、ポー

に向けてのこれまでの本大学の取り組み

トフォリオを活用すれば、学生個々の目標や課題が明確

平成 25 年後期開講に向けて、平成 21 年度に授業担

になり解決を目指していくことができ、学習面でも有益
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生じやすい。その際は、一人では乗り越えることが難

である。従って、ポートフォリオの作成は不可欠である。

しいが、仲間の励ましや良い意味でライバル同士競い
Ⅱ「めざす会」の実施目的

合うことが効果的であると考える。本学は、養護・保

「めざす会」は平成 25 年から開講の「教職実践演

健コース以外の学生も養護教諭を目指すことができる。

習」担当予定教員 3 名により実施している。カリキュ

コースによる制約がないことは学生にとってはメリッ

ラム外ではあるが、本大学の教職課程連絡協議会での

トである。高校卒業時に進路を決めることが難しく悩

承認を受けて開始をした。

んだ学生も、大学入学後に改めて進路を考えることが

実施目的は、ポートフォリオ作成指導、学生の養護

できる。しかし、仲間としてのまとまりを築きにくい

教諭志望動機の明確化・コミュニケーション能力の向

面もあり、大学として仲間作りの機会を設定すること

上・仲間作り、
免許取得のための学習方法指導である。

が効果的な養成教育につながると考える。

学生のみでは各自のポートフォリオを作成することは
難しく、
「めざす会」でポートフォリオ作成の指導を実

Ⅲ

施することにした。また、現カリキュラムでは１回生

「めざす会」は他大学でも実施されていない本学独自

は教養の授業が中心であり、専門科目の授業が少ない。

の実践である。また、カリキュラムとして位置づけさ

そのため、学生の中には養護教諭免許取得の意欲がと

れていない状況で、担当教員が試行錯誤しながら実施

もすれば低下してしまう者もいる。「めざす会」に 1

してきた。

回生から参加することで動機づけを高め、意欲を引き

１．実践内容

「めざす会」の２年間の実践報告

「めざす会」は年間 5 回ずつ実施した。参加学生や

出すことにつながると考える。

担当教員の授業のない時間に設定をした。
（平成 22 年

学生の養護教諭志望動機は様々である。「何となく」
であったり、これまで関わった養護教諭をモデルとし

度は木曜日４限、23 年度は 1 回生は木曜日 4 限、2 回

た憧れの状態であったり、自身の適性を十分に考慮し

生は月曜日 5 限）内容は表 1 のとおりである。学生の

ていない学生もいる。これまでの我々の先行研究2~5）

興味関心の向上や、仲間づくりを意図したゲームやグ

でも、志望学生の特徴として、養護教諭を目指す意志

ループワークを行った。講義形式ではなく、活動し楽

は固いが自己を捉えることが不十分である群や、漠然

しみながら学ぶことができるように工夫をした。

と養護教諭を目指しており、意欲や努力が不十分であ
る群が見出されており、現実から目を背けて願望だけ

表１

「保健室の先生をめざす会」の実施内容

が膨らむ幼児的な万能感に浸っている場合もある。将

（22 年度入学生対象）

来の職業を早期に決定し目的に向かって活動していく

【平成 22 年度】 （１回生）

ことは、誰にとっても難しいことである。こうした現

テーマ

状から、意欲を高めると同時に、1回生から自分自身

内容
めざす会の目的、担当教員の紹介、

の適性について考えたり、授業以外でも養護教諭の職

1回

務や現状について話し合う機会を設定することが、学

５月

ガイダンス

エントリーシートの記入、今後の予
定、グループ分け、ファイル準備

生にとって効果的であると考える。
免許状修得の流れ・注意事項、

また、ますます社会的に養護教諭にコミュニケーシ
ョン能力が求められている。学校保健関係者と連携し、

２回

調整をする役割を担っているからである。一方、学生

６月

の中には、コミュニケーション能力が低く、教員に対
して必要な連絡ができなかったり、困った場合には相

３回

談はするが、その後の結果報告ができないこともある。

７月

科目「カウンセリング基礎演習Ⅱ」の授業でのアサー

本学の教員養

１回生として取り組んで欲しいこと、

成課程につい

養護教諭に対するイメージ・志望動

て

機についてグループ毎に意見交換
担当教員との面談（大学生活全般、

個人面談

心配ごとの有無など）
履修カルテの記入（１回生前期成績

ショントレーニングでは、他者に嫌われたくない、嫌
われるのが怖いという気持ちが強いために、自分の言

４回

履修カルテ

についての感想・自己課題）、

いたいことが言えないとの意見が多数の学生から聞か

９月

記入

これまでの振り返り・意見交換

れる。一見、対他配慮ができるようだが、背景には他
者から拒否されて自分が傷つくことを恐れる心理が見
られる。これらの現状からも、学生のコミュニケーシ
ョン能力を向上させる取り組みが必要である。

グループで学

グループワーク（保健室の備品チェッ

５回

ぼう（保健室備

クゲーム、場面別の適切な敬語の使

１月

品と敬語の使

い方）

い方）

学生が教員を目指す道は険しく、挫折や落ち込みが
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【平成 23 年度】 （２回生）
テーマ

２．参加学生による「めざす会」の評価
１）質問紙調査の実施

内容

「めざす会」に参加している２回生 15 名を対象とし

履修カルテ

履修カルテ記入（１回生後期成績に

１回

記入

ついての感想・自己課題）、

て、平成 23 年 11 月の「めざす会」で無記名自記式質

４月

自己アピール

これまでの振り返り・意見交換

問紙調査（質問項目 13 項目）を実施した。そのうち

シートの記入

自己アピールシートの記入

14 名の回答を得た。回答は参加した学生が、どちらの

自己アピールシートをもとに長所・短

傾向であるのかを問うためにあえて中立的な「どちら

所について３分間スピーチ、友だちの

でもない」という回答を除外した。また、6「全くその

発表に対する感想発表

通り」、5「かなりそうだ」、4「どちらかといえばそ

２回

自己アピールを

５月

しよう

養護実習・教育実習（保健）・学校ボ

うだ」、3「どちらかといえばそうでない」、2「そう

３回

先輩の話を聞く

ランティアでの体験談・養護教諭執務

ではない」、1「全然そうではない」の 6 件法の選択式

７月

会

の実際について４回生・卒業生から

および自由記述とした。
倫理的配慮として、学生に対し、回答結果は「めざ

話を聞く
履修カルテ
４回

記入

９月

学年別常用漢
字を確認しよう

履修カルテ記入（２回生前期成績に

す会」の評価以外には使用しないことや記入したくな

ついての感想・自己課題）、

い場合は無記入でよいことなどを口頭で調査時に説明

これまでの振り返り・意見交換

をした。

小学生学年別常用漢字書き取りゲー

２）質問紙調査の結果
回答結果は、どちらの傾向かをみるために各質問項

ム

子どもの学年

グループワーク（小学校低学年・高学

目において 6「全くその通り」、5「かなりそうだ」、

５回

に適した言葉で

年別に健康に関する用語を説明。ス

4「どちらかといえばそうだ」と回答した学生を「高評

11 月

保健指導を行

トレスとは・いじめとは）

価群」、3「どちらかといえばそうでない」、2「そう
ではない」、1「全然そうではない」と回答とした学生

ってみよう

を「低評価群」とした。その結果、表 2（回答人数 14
名と少数のため実数により表記）によれば、最も評価
が高かったのは全員が高評価群であった「学生同士の
仲間づくり」の質問項目である。次いで「養護教諭志
望度の高まり」の質問項目は 1 人を除いて 13 名が高評
価群であった。また、「養護教諭への関心の高まり」、
「担当教員との親密度の高まり」、「養護教諭の職務
理解の高まり」、「勉強意欲の高まり」の質問項目に
おいては 14 人中 11 人が高評価群であった。一方、低
評価群が最も多かった質問項目は「養護教諭へのイメ
ージの変化」で 14 人中 6 人が低評価群であった。次い
で低評価群が多かったのは「今後の参加希望度」で 14
人中 5 人であった。
「めざす会について印象に残っていること」の自由
記述については、最も多かったのが「グループワーク

図１ グループワークの様子

によるゲームの実施（常用漢字調べ、保健室備品チェ
ック）」の記述であり 8 名であった。また 5 名が「仲
間や先輩後輩、卒業生と交流したこと」と記述した。
その他 3 名が「自己アピールを全員の前で発表したこ
と」と記述した。「真剣に養護教諭を目指している人
が多数いることが分かったこと」と記述した学生もい
た。
「めざす会に参加した感想」の自由記述では「普段
図２

グループ別発表（ストレスとは何かを小学校

グループでない仲間とも話ができた」、「最初は面倒

高学年に説明）

だと思ったが参加するにつれて自分のためになり、友
だちの意見が参考になった」、「同じ目標を持つ仲間
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と親しくなれ、一緒にがんばりたいという気持ちが生

実体験の言葉は影響力があること、同じ目的をもつ仲

まれた」、「士気が高まった」、「養護教諭がやりが

間が一堂に会することの意欲への高まりを実感した。

いのある仕事であることがわかり、目指す気持ちが高

また、「仲間づくり」は、「コミュニケーション」を

まった」、「人前で話す練習になった」との回答を得

学ぶ機会となっていると考える。今後、実際に学生の

た。

「コミュニケーション力」が高まったかについて、調

「今後の活動に対する意見」の自由記述では 3 名が

査を実施したい。

「5 時間目はバイトや部活があり大変」と回答した。

「めざす会」が授業外での実施であったことのプラ

また「希望者のみの参加がよい」、「今後も会を続けて

ス面として、学年歴をもとに、学生や教員に実施しや

欲しい」、「勉強方法や実技（救急処置）の方法も学べ

すい日時を不定期に設定できたことが挙げられる。ま

ると良い」、
「ためにはなるが内容自体は濃くはない」

た、授業外の活動として「仲間づくり」を視点におい

という回答を得た。

た和気あいあいとした雰囲気の中で「めざす会」を実

３）質問紙調査における結果の考察

施することができた。教員と学生との信頼関係に好影

選択式回答の全ての質問項目において、高評価群が

響を与え、
「担当教員との親密度の高まり」の質問項目

多い結果であったことから、
「めざす会」は全体として

において高評価群が多数であった。

有意義であると言える。特に「仲間づくり」について

しかし、通常授業より交流しやすい雰囲気はあった

は全員が高評価をし、自由記述にもあるように、同学

ものの、教員が学生 1 人 1 人に 5 回の「めざす会」で

年だけでなく、学年を越えて仲間と交流したことは、

十分働きかけられたかという点については、まだまだ

場面設定として大きな意義があったと言える。それま

不十分であった。23 年度は個人面接も実施できず、個

で会話したことのない先輩や後輩と交流する活動では、

別指導の充実という点においては今後の課題である。

緊張したり、恥ずかしそうな表情でありながらも、う

参加学生の多くが養護教諭への関心、志望度や学習

れしそうで生き生きした表情の学生が多数見られた。

意欲が高まった一方、参加の楽しさや「めざす会」の

現職養護教諭の先輩が保健室の様子について講話をし

必要性、今後の参加希望については、同じ学生におい

た会では、どの学生も非常に関心を持って聞いていた。

て低評価であった。その理由として、自由記述のなか

Ｑ１ 養護教諭への関心の高まり

11

高評価群

3

低評価群
Ｑ２ 養護教諭志望度の高まり

13

Ｑ３ 学生同士の仲間づくり

1

14

Ｑ４ 担当教員との親密度の高まり

11

3

Ｑ５ 養護教諭の職務理解の高まり

11

3

Ｑ６ 養護教諭のイメージの変化

8

6

Q7 勉強意欲の高まり

11

3

Ｑ８ めざす会参加の楽しさ

10

4

Ｑ９ めざす会の必要性

10

4

Ｑ10 今後の参加希望度

表２

9

5

めざす会についての質問紙調査の結果
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で「5 時間目はバイトや部活があり大変」、「希望者の

回生で養護実習が近づくにつれて、現実が見え、適性

みの参加がよい」と回答していたことから、カリキュ

に悩み、辞退をする学生がいた。3 回生時期では進路

ラム以外の実施で単位につながらないことが、参加意

変更には多少のリスクが伴った。それに対して、１、

欲に影響していることが考えられた。また、2 回生対

2 回生時期から志望動機を明確にしていく過程を通じ、

象の授業が通年でなかった月曜日の 5 時間目（16:20

自らに向き合い、適性を考え、自己実現のための選択

開始）という実施時間の不満が影響していると考えら

として進路変更が必要ならば望ましいと言える。この

れる。下校後のアルバイトや部活動に参加できないこ

点においても「めざす会」を実施する意義があると考

と、帰宅時間が遅くなることなど、今後は実施時間を

える。

配慮することにより、さらに「めざす会」が効果的に
なると考えられる。

Ⅳ

まとめ

「養護教諭がやりがいのある仕事であることがわか

「めざす会」を 2 年間参加した 2 回生 15 名を対象と

り、目指す気持ちが高まった」と自由記述する学生が

して、平成 23 年 11 月に無記名自記式質問紙調査（質

いる一方で、「養護教諭へのイメージの変化」の質問

問項目 13 項目）を実施した。そのうち 14 名の回答を

項目では、14 人中 6 人が低評価群であった。また、
「養

得た。その結果、
「仲間づくり」、「養護教諭志望度の

護教諭の職務理解の高まり」は 14 人中 3 人が低評価群

高まり」の質問項目について、特に高評価の学生が多

であった。これらの結果から、学生が元々職務を理解

かった。また、「養護教諭への関心の高まり」、「担

し、イメージに変化がない場合や、まだまだ明確なイ

当教員との親密度の高まり」、「養護教諭の職務理解

メージが持てないでいる場合が考えられる。大学内の

の高まり」、「勉強意欲の高まり」の質問項目におい

活動だけではイメージ化しにくいことも考えられ、学

ても高評価が多数であった。これらのことから、「め

校ボランティアを推奨するほかに、どのような活動が

ざす会」の養護教諭養成教育の一環としての成果が示

効果的かが今後の課題である。

唆された。

「今後の活動に対する意見」の自由記述では「勉強

今後は、養成教育カリキュラムの中でどう位置付け

方法や実技（救急処置）の方法も学べると良い」、「た

ていくのか、具体的には、来年度以降「めざす会」を

めにはなるが、内容自体は濃くはない」という回答が

継続実施する際の時間設定や、新名古屋キャンパスで

あった。この回答は「めざす会」実施の目的と異なる

の実施をどのようにするのか検討が必要である。また、

ことを学生が求めており、一部の学生に実施目的が浸

参加学生に「めざす会」の実施目的を明確に示すこと、

透していなかったことが分かった。

学生自身が企画する回の設定など、企画力やコミュニ
ケーション力を育成するための活動内容の検討など、

３．「めざす会」の目的に対する担当教員の評価

効果的な継続実施に努めることが課題である。

１）ポートフォリオ作成の指導
「めざす会」の始めに学生各自にファイルを配布し、
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「めざす会」を立ち上げる以前は、3
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アレキシサイミア傾向の因子分析諸モデルの比較
Comparison among factor analytic models in alexithymic tendency.
後藤

和史

愛知みずほ大学人間科学部

Kazufumi Gotow
Department of Human Sciences, Aichi Mizuho College
Key Word： alexithymia, confirmatory factor analysis, structural equation modeling
問題と目的

のモデルを統合したモデルが実証できるか，(3)上記のモ

Sifneos(1973)によると，神経症患者と比して心身症患

デルの上位因子としてアレキシサイミア因子を想定する

者の多くで，面接者とのコミュニケーションが著しく難し

ことが出来るかどうか，の３点について構造方程式モデリ

いこと，全体的印象として倦怠的であること，葛藤や欲求

ングを用いて検討した。

不満的状況を回避するために行動を用いることを自身の

本研究で検討したのは以下の 6 モデルである。確認的因

経験から報告した。それらの感情的機能の抑制に加え，も

子分析モデルとして，
(a)GALEX のすべての項目がアレキシ

っとも顕著な特徴は，自分の気持ちを表現するのに的確な

サイミア因子に負荷する 1 因子モデル，(b)後藤ら(1999)

語を使うことができないことであった。そこで Sifneos は

と同様の 2 因子モデル，(c)4 因子モデルを検討した。上位

このような状態を示すため「アレキシサイミア

因子分析モデルとして，(d)後藤ら(1999)の 2 因子にアレ

(alexithymia)」という用語を提唱した。

キシサイミア上位因子を想定した 2-1 因子モデル，(e)後

アレキシサイミアの理論的特徴としては，(1)自分の感

藤ら(1999)の 4 因子の上位因子として 2 因子モデルを想定

情を認識し，表現することの困難，(2)身体的感覚と情緒

した 4-2 因子モデル，(f)(e)に加えてアレキシサイミア上

的喚起を区別することの困難，(3)空想力（想像力）の貧

位因子を想定した 4-2-1 因子モデルを検討した。

困さ，(4)機械的・操作的な思考スタイル，が挙げられる

モデル検討基準の適合度指標として，GFI・AGFI・赤池

(Nemiah, 1977 など)。

情報量基準(AIC)・ベイズ情報量基準(BIC)を用いた。さら

現在では Toronto Alexithymia Scale (TAS; Taylor et

に，アレキシサイミア因子を仮定するモデルの場合，アレ

al., 1985)やその改訂版(TAS-20; Bagby et al., 1994)な

キシサイミア因子から各因子へのパス係数はすべて正で

どの質問紙尺度が開発されており，それらの知見からアレ

あることが要求されるので，この点に関しても検討した。

キシサイミアは心身症患者のみならず他の精神障害や一
般人にも存在する人格特性ないしは個人差として見なさ

方法

れている。

大学生 195 名の参加者に対して Gotow Alexithymia

後藤・小玉・佐々木(1999)は，新たなアレキシサイミア

Questionnaire (後藤ら, 1999)を配布し，インフォーム

質問紙(Gotow Alexithymia Questionnaire; GALEX)を作成

ド・コンセントを経て，回答されたものを回収した。

し，探索的因子分析により 2 因子モデル(「感情認識言語
化困難」
・
「空想・内省困難」)と，2 因子をそれぞれ 2 因子

結果

ずつに分けた 4 因子モデル(「感情認識困難」
・
「感情言語

それぞれのモデルに対して最尤法による共分散構造分

化困難」
・
「表層的思考」
・
「非空想傾向」)の双方のモデル

析を実施し，推定解および適合度指標を算出した。Table 1

が適用可能であることを示した。

に，パス係数がすべて正であったかどうか、と各種適合度

本研究では，後藤ら(1999)の結果を受けて，(1)上記の 2
モデルが確認的因子分析によって実証できるか，(2)双方
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Table 1 各モデルの適合度指標およびパス係数

e2

項目2

e4

項目4

e6

項目6

モデル

パス

GFI

AGFI

AIC

BIC

1 因子

×

.644

.539

750.12

937.53

2 因子

○

.734

.656

566.60

754.01

4 因子

○

.826

.768

393.38

598.93

2－1 因子

×

.735

.651

567.70

767.20

4－2 因子

○

.854

.799

331.73

555.41

4-2-1 因子

×

.854

.795

335.17

570.94

.799

d1

d2

感情認識困難

非空想傾向

.653
.674

項目8

e12

項目12

e10

項目10

e14

項目14

.958

体感・感情の
認識言語化困難

.330

-.436

空想内省困難

.342

.838

.290

e11

項目5

e5

項目7

e7

項目13

e13

項目9

e9

項目3

e3

項目15

e15

.853
感情言語化困
難

表層的思考

.716
.641

.595
項目16

.734

.387

.410

.801

e16

項目11

.281

.476

.786

e1

.661

.536
e8

.664

項目1

GFI=.854
AGFI=.799
AIC=.331.73
BIC=555.41

d3

d4

Figure 1 ４下位因子―２上位因子モデルの結果
指標を示した。

果を統合する結果である。

パス係数の観点から，
確認的因子分析の(a)1 因子モデル，

またアレキシサイミア因子を想定した(a)1 因子モデル，

上位因子分析の(d)2-1 因子モデルおよび(f)4-2-1 因子モ

(d)2-1 因子モデル，(f)4-2-1 因子モデルの 3 つのモデル

デルが概念上不適当なモデルであることが確認された。

は「空想・内省困難」因子へのパス係数が負となり，概念

適合度指標からは，
確認的因子分析に関しては(c)4 因子

上のアレキシサイミアとは異なった因子となった。このこ

モデルが，上位因子分析モデルの 3 モデルでは(e) 4-2 因

とから，各下位因子を統一するような単一のアレキシサイ

子モデルが最も適合度の高いモデルであることが確認さ

ミア因子を想定することは困難であることが示唆された。

れた。

以上のことからアレキシサイミアを構成する「体感・感

(e)4-2 因子モデルに関しては，Table 1 以外の適合度指

情の認識言語化困難」因子と「空想・内省困難」因子とは

標でも最適であるとするものが多く見られた(PGFI=.622,

個別に扱うべき 2 つの特性であり，それぞれ 2 つずつの下

RMSEA=.091, BCC=338.83, CAIC=489.83 など)。Figure 1

位因子構造を持つことが示唆される。

に検討した 6 モデルのうち、最も適合度の高かった 4-2 因

本研究の問題点として，
最も適合殿高かった(e)4-2 因子

子モデルのパス図を示した。

モデルであっても，GFI は.854 とやや低いため，質問紙尺
度としての妥当性を維持しつつ，質問紙構成を再検討する

考察

必要性も示唆された。

本研究で検討した 6 モデルの中では，確認的因子分析で
は(c)4 因子モデルが，上位因子分析では(e)4-2 因子モデ
ルがもっとも適したモデルであることが示唆された。
(e)4-2 因子モデルは，
後藤ら(1999)の探索的因子分析の結
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平成 22 年度生物多様

2011 年

性保全推進支援事業
名古屋ため池生きも
のいきいき計画事業
報告書
鳥居亮一・浅香智也・

矢作川下流域における魚類と甲殻類十脚目を中

三河生物(西三河野生

荒尾一樹・川瀬基弘
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Association
(JCLA)Conference
Handbook
今井隆夫

研究概論（英語学）集中講義

愛知県立大学外国語

2012 年 02 月

学部
川瀬基弘

カタツムリの魅力紹介（岐阜の自然「考」調査員

岐阜新聞

2012 年 02 月

「ベトナム難民」の「定住化」プロセス－「ベト

2011 年度東洋大学博

2012 年 03 月

ナム難民」と「重要な他者」とのかかわりに焦点

士学位請求論文

からの報告７）．
荻野剛史

化して－
安念保昌

臆病なネズミと、堂々としたネズミの社会から見

東海市市議会研修会

えてくるもの

講師
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2011 年 07 月

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
から、受理して下さい。

第＿＿号に対して投稿規程に基づき論文を投稿いたします

記
○論文題目
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
○著者の所属と身分
氏
名
筆頭著者 ＿＿＿＿＿＿＿
共著者
＿＿＿＿＿＿＿
共著者
＿＿＿＿＿＿＿
共著者
＿＿＿＿＿＿＿
共著者
＿＿＿＿＿＿＿

所
属
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

身
分
＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿

○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

６．その他(具体的に：

○使用ワープロソフト名
＜注意事項＞

４．資料

５. 情報

)

［

］

・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
１）用紙サイズ

［ワープロなどは以下の設定を基準とする。］
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）
３）行数

４８行

４）余白
・天地
・左右

天から

３５ｍｍ

地から

３０ｍｍ

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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２段組

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

・大きさ

＝太字
＝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

・大きさ

＝普通（または標準）
＝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

・大きさ

＝普通（または標準）
＝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

・大きさ

＝普通（または標準）
＝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

・大きさ

＝普通（または標準）
＝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

・大きさ

＝普通（または標準）
＝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

・大きさ

＝普通（または標準）
＝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

・大きさ
配置

＝普通（または標準）
＝９ポイント

＜１段組の場合＞
・１行４８文字、４８行
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注意：特段の理由が無ければ次の２段組を
原則とする。

＜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

・大きさ

＝普通（または標準）
＝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
欧文抄録部

４）

［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

・大きさ

＝普通（または標準）
＝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

・大きさ

＝普通（または標準）
＝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

・大きさ

＝普通（または標準）
＝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

・大きさ

＝普通（または標準）
＝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

・大きさ

＝普通（または標準）
＝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

・大きさ

＝普通（または標準）
＝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

・大きさ

＝太字
＝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

・大きさ

＝普通（または標準）
＝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

・大きさ

＝普通（または標準）
＝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。
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４．著者の所属
文字・フォント＝イタリック（斜体）
・太

さ

・大きさ

＝普通（または標準）
＝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

・大きさ

＝太字（ボールド）
＝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

・大きさ

＝普通（または標準）
＝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

・大きさ

＝太字
＝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

・大きさ

＝普通（または標準）
＝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
・Acknowledgement

等の見出しはつけない。
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

・大きさ

＝普通（または標準）
＝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

・大きさ

＝普通（または標準）
＝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

3

3

16.6

16.6

Dry yeast(g)
Sugar(g)
------

---

---

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
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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
Center of Human Sciences, Aichi Mizuho College
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The School of Human Sciences, The Graduate
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