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　『未来共創』第9号をお届けします。渥美公秀前編集委員

長より業務を引継ぎ、編集事務局の方々に支えられながら

活動をしてきました。本ジャーナルは6年間にわたって発

行された『未来共生学』を引継ぎ、今回は『未来共創』として

3号目になります。未来共創センターのウェブページをは

じめ、日本の学術誌のオンラインプラット

フォームである J-STAGE上でも公開されて

いますので、世界中、どこからでもアクセ

スでき、読者数も着実に増えています。

　さて、人間科学部／人間科学研究科は

1972年に発足し、本年は創立50周年にあ

たります。臼井伸之介研究科長には、それ

を記念して、巻頭言を執筆いただきました。

本ジャーナルの発行母体となる附属未来共

創センターは、2016年に設置され、まだ6

年の歴史ですが、社会と大学とのつなぎ目

となり共に未来を創ること、そして多様な

活動を通して社会への貢献をめざしています。

　特集は「教育と格差」をテーマに企画しました。とくに

SDGs（持続可能な開発目標）の時代において、教育と格差は、

私たちにとって大変重要な分野、事柄です。所収しました

特集論文4編からは、このことが一部の発展途上の国の問

題ではないこと、また新型コロナウイルス感染症拡大が引

き起こす諸問題の一側面を明らかにしています。是非、ご

発
刊
に
あ
た
っ
て
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一読いただければと思います。

　一方で、本年2月に始まったロシアによるウクライナへ

の侵攻は、平和な日常を維持することがいかに難しいこと

かを教えてくれます。日本では報道されることもない地域

紛争は、世界各地で今も起こっています。これまで学校へ

行けない理由は、貧困が大きな理由でしたが、今では不就

学の子どもの3割以上は、紛争に起因していると聞きます。

ユネスコ憲章（1945年）の前文にある「戦争は人の心の中で

生まれるものであるから、人の心の中に平和のとりでを築

かなければならない」は、残念ながら今も古さを感じさせま

せん。

　最後に、未来共創センターでは、本ジャーナルの発行以

外にも多様な活動を行っており、今後も広報に努めて参り

ますので、機会を見つけて、ご参加いただけますと幸いです。

2022年3月

『未来共創』編集委員会委員長
大阪大学大学院人間科学研究科

澤村 信英
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　大阪大学人間科学部は1972年に設立され、本年、創立

50周年を迎えます。設立当初は、「人間科学部」という名称

はおろか、「人間」と名のつく学部すらありませんでしたが、

現在、わが国には38の「人間科学部」があります。その意味で、

本学部はまさに時代を先取りする存在であったと言えるで

しょう。

　本学部は設立以来、文系、理系と

いう枠にとらわれず、新たな学際的

領域に視野を広げながら、社会の現

実を、さまざまな学問分野の知見・研

究方法から総合的に捉えることによ

り、現代社会の諸問題を解決するこ

とを目指してきました。その理念とし

て、「学際性」「国際性」「実践性」の3つ

を掲げています。

　本学部が教育・研究を進めるにあ

たっては、まずはそれぞれの研究領

域での「専門知」を深めることを第一

とし、そして専門知を学際的に統合

することにより新たな「統合知」を構

築し、さらには国内外の多様な問題を抱える当事者や、社

会で生きる人々と協働して、学際的な知を広く学外の人々

と作り出す「共創知」の創出を目指しています。特にその共

創知の創出を促進するために2016年、新たに設置された組

人
間
科
学
の

創
立
五
〇
周
年
に
あ
た
っ
て
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織が「附属未来共創センター」です。

　大阪大学のOUビジョン2021では、新たな大学院教育の

枠組みとして、DWAA(Double-Wing Academic Architecture)

を掲げています。DWAAでは、複雑で多様化する社会課題

の解決には、一方向からのアプローチでは難しいため、さ

まざまな方向から考える汎用力を身につけ、さらには多様

なステークホルダーと協働し、ともに考える力を養成する

ことを目指しています。そしてDWAAの教育は、「知の探究」

「知と知の融合」「社会と知の統合」の3領域から構成されて

います。このように記すと、それらはまさに本学部が掲げ

る「専門知」「統合知」「共創知」とほぼ同一の概念であること

に気づかされます。

　現在、全国の大学では、学内の専門性にとどまらず、社

会との連携から問題解決を図るという考えが重要視されて

います。その意味では本学部は設立から50年経った現在に

おいても、時代を先取りしていると言えるでしょう。皆さ

まには今後も本学部、本センターでの活動に自信と誇りを

持って、新たなチャレンジ精神を持ち続けて頂きたいと考

えています。

人間科学研究科長

臼井 伸之介
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要旨

キーワード

目次

共生、あるいはすれ違うこと
ドゥルーズの『襞—ライプニッツとバロック』を手がかりにした
考察

　共生とは何か。この概念はしばしば実現されるべき理念と

して問題にされる。たしかに、今日の社会にはさまざまな問

題点があり、その解決に向かって行動し、言説を形成する必

要がある。とはいえ、共生はつねに実現していると言うこと

もできる。私たちは、現に、誰かと共に生きているからであ

る。この事実はあまりに自明であるがゆえに、あまり問題に

されてこなかったように思われる。しかし、共生にかんする

議論が錯綜する今こそ、私たちにとっての事実に目を向ける

必要があるのではないだろうか。

　こうした問題関心から、本稿では、ミニマルな共生につい

て考察する。すなわち、理念的な共生ではなく、現に実現し

ている最小限の共生についてである。そのために、私たちは

ライプニッツ哲学に着目し、そこから、ドゥルーズの『襞』

におけるライプニッツ解釈に基づきつつ、二つの共生を引き

出す。本稿では、まず、「モナドには窓がない」という有名

な定式が示すような、個体間の直接的なコミュニケーション

を認めないライプニッツのモナドロジーについて確認する。

ついで、ドゥルーズの『襞』を参照し、ライプニッツに忠実

な仕方で、共生の意味について考える。そのうえで、ドゥルー

ズが『襞』で提示する「新しいライプニッツ主義」の謂いを

明らかにし、別のかたちでの共生について考察する。

平田 公威

はじめに
1．ライプニッツのモナド論について：

個体と世界の短絡
2. 私たちが同じ世界を共に生きてい

るということ
3. 第一の共生の姿形と、ドゥルーズ

の問題提起について
4. 「新しいライプニッツ主義」、ある

いは不共可能性の肯定について
5. 『コスモス』における不共可能性の

肯定について
6. 「新しいライプニッツ主義」の帰結、

あるいは世界と個体の失効につい
て

7. マニエリスムとアナモルフォーシス
について

8. 私が表象するあなたは、あなたが
表象するあなたなのか

9. ライプニッツの身体論からマニエリ
スム的身体へ

10. もうひとつの共生の姿形
おわりに

論文

共生
ライプニッツ
ドゥルーズ

『襞』

無所属（現：大谷大学文学部哲学科）：hirata.kim@gmail.com
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はじめに

　私たちは、ひとりで生きているわけではない。なにものかと共に生きている。

この意味で、共生という事態は、すでに、最小限の仕方で実現していると言

えるだろう。私たちが独我論を支持しないのであれば、事実上の共生を認め

ることは容易である。

　しかしながら、共生が問題になる際には、この概念は実現されるべき理念

として論じられている。たとえば、『共生学が創る世界』は、共生をさまざま

な観点から検討したうえで定義し、こう記述している。

共生は、社会の状態ではなく、社会の目標である。それは、できあがっ

たものではなく、私たちが創りあげていくものである。（河森・栗本・清

水 2016: 7）

　この記述の意図は明快である。たしかに私たちが生きる社会にはさまざま

な問題があるのだから、なんらかの意味での共生が事実上認められるからと

いって満足はできないというわけである。このことに異論の余地はない。し

かし、だからといって、最小限成立しているだろう共生を考察することに、

相応の意義がないわけではない。そうした考察を通じて、出発点となる現在

地点がどこにあるのか理解できるからである。今日、共生に関する議論がさ

まざまに交わされているのであれば、なおのことだろう。

　こうした問題関心から、本稿では、「共生」という理念ではなく、最小限実

現しているだろう事実上の「共生」について考察する。すなわち、私たちが現

になにものかと共に生きていることの最小限の意味を探究する。この目的の

ために、私たちは「共生」から可能な限り遠いと思われる哲学を手がかりにす

る。すなわち、ライプニッツの哲学と、ライプニッツを独自に解釈したドゥルー

ズの『襞』である。というのも、ライプニッツ哲学には（直接的な）相互作用の

余地がないのだが 1、それにもかかわらず、ドゥルーズは、「共に生きる」こと

と言うべき論点を、ライプニッツに忠実な仕方と、ライプニッツを読みかえ

る仕方で指摘しているからである。
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　以下では、まず、ライプニッツ哲学について簡単に確認する。そのうえで、

ドゥルーズによるライプニッツ解釈を検討し、「共に生きる」ことについて考

察を深めていく。議論の構成上、ドゥルーズによる独自のライプニッツ解釈

を長く検討することになり、そのうえパッチワーク的に『襞』の議論を再構

築することにもなるのだが、結論を先取りして言えば、「共に生きる」ことは、

必然的に「すれ違い」を含むものであり、「すれ違い」が生じうる
4 4 4 4

ことこそが「共

生」の最小限の形、その意味であることを示す。

1.  ライプニッツのモナド論について：個体と世界の短絡

　ライプニッツの哲学は、「モナド」という概念と共に知られているが、一見

すると、この概念は共生と折り合いがよくないような印象を受ける。という

のも、モナド概念を通じて、ひととひとのあいだには、お互いにはたらきか

けあう作用関係や影響関係などないと論じられるからである。このことは、「モ

ナドには窓がない」という有名な定式によく表れている。いささか乱暴にはな

るが、簡単にモナド概念について確認しておこう。

　ライプニッツが提示したモナドとは、「最単純実体」のことである（ライプ

ニッツ 1989b: §1）。すなわち、それだけで存在し、かつ、なにものにも構

成されていないもののことである。ライプニッツは、他のさまざまな概念と

共にモナド概念を規定しているため、あまり簡略化するべきではないのだが、

本稿の関心に即して言えば、さしあたり、（1）モナドとは、アダムやカエサル

といった個別的な魂のことであり（ライプニッツ 1989b: §19）、（2）モナドは、

それ自体で完足的であるために、他のモナドによって変化させられることや、

何か新しいものを移しいれられることがなく（ライプニッツ 1989b: §7）、（3）

そのために、各々のモナドは自然的に変化し、経験することになる無限の出

来事があらかじめ内包されているとされる（ライプニッツ 1989b: §11）。こ

うした特徴は、たとえば次の一節によく表れている。すなわち、「モナドには

自足性があって、そのためにモナドは自分自身の内的作用の源となり、いわ

ば非物体的自動機械となっているのである」（ライプニッツ 1989b: §18）。

　簡単に確認しておこう。たとえば、「アダム」というモナドには、「誘惑を受
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け」、「罪を犯し」、「楽園を追放される」といった出来事があらかじめ折りたた

まれている。アダムは生涯を通じてさまざまに行動し、さまざまな出来事を

経験するが、そのためには、自らのうちにはじめから潜在的に包含されてい

るものを展開し、現働化するだけでよい。こうした考えは運命論を思わせる

が、重要なのは、各々のモナドが、自分自身の魂の底から自らの行動を取り

だしてくるということにある。つまり、「強制することなく傾ける」という有

名な表現が示すように、モナドは自らの傾向性だけにしたがっているのであっ

て、その自発性には疑いを容れる余地などないのである。ここから重要な帰

結が生じる。あるモナドが経験するすべてが、はじめから内包されているの

であれば、あるモナドが他のモナドにはたらきかけたりすることなどできな

い。つまり、モナドのあいだには、いかなる実在的な因果関係も認められな

いのである。この意味で、まさに、モナドには「窓」がないのである。

2. 私たちが同じ世界を共に生きているということ

　こうした見方にしたがうなら、あるモナドが、他のモナドになにかをする

ことはできない。そのため、ライプニッツ哲学にはコミュニケーションの余

地がなく、「共生」の可能性などあり得ないといった印象を受けるかもしれな

い。しかしながら、そうではない。たとえば、ドゥルーズは『襞』で、こう記

述している。

あたかもライプニッツは、われわれにコミュニケーションについて重要

なメッセージを残しているかのようだ。十分なコミュニケーションが

ないことを嘆くには及ばない。いつもそれは十分にあるのだ。世界にお

いて予定された恒常的な量として、十分な理由として。（Deleuze 1988: 

184/232）

　ドゥルーズは、ライプニッツの哲学には、コミュニケーションが十分にあ

ると断言している。各々のモナドが直接的に作用し合うことはなくても、世

界のなかで予定されたものとしてコミュニケーションが保証されているとい
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うのである。ここには、「共生」と呼びうる事態が認められるわけだが、どう

いうことなのだろうか。

　すでに述べた通り、モナドには、無限の出来事の系列が内包されている。

そうである以上、あるモナドが内包する出来事の系列は、他のモナドが内包

する出来事の系列と「共可能的」（compossible）2 でなければならない。たとえば、

『創世記』にしたがえば、アダムは罪を犯すわけだが、その一方で、蛇はイヴ

をそそのかすのでなければならず、アダムが楽園を追放されるからには、そ

の子らは地上を生きなければならない、等々。要するに、アダムが創造され

るということは、ただ「罪を犯すアダム」を創造するだけにとどまらず、「アダ

ムが罪を犯す世界」を創ることに等しい。というよりも、神は、さまざまな可

能な世界のなかから最善のものを選び、その世界で起きる出来事を各モナド

に配分し、創造するのである。

　このように、モナドと世界のあいだには、ある種の短絡が認められるので

あり、ここに、コミュニケーションの可能性がある。ポイントは、あらゆる

モナドが「共可能的」であり、そこに協和の関係が認められることにある。た

とえば、ドゥルーズはこう記述している。

バロックに特有の音楽的アナロジーにしたがって、ライプニッツはコン

サートの状況を引き合いに出している。そこでは二つのモナドがそれぞ

れに、相手のパートを知らず、聞くこともないまま自分のパートを歌

うのだが、にもかかわらず「完全に協和するのである」。（Deleuze 1988: 

182/229）

　モナドは、各々が自らの傾向性に、自らの自発性にしたがうだけであるが、

神による唯一のプランを反映している。コンサートのたとえは、各々のパー

トの独自性と調和の関係が同時的であることをよく示している。「罪を犯すア

ダム」と「そそのかす蛇」は、ひとつの同じ世界を異なる観点から映し出してい

るのであって、それぞれが互いに作用し合うことがなくても、協働関係とし

ての間接的なコミュニケーションが成立するのである。これはまさに、神が

選択し創造した同じ世界を「共に生きる」ことの帰結にほかならない。
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3. 第一の共生の姿形と、ドゥルーズの問題提起について

　ライプニッツの哲学にしたがえば、私たちは理解し合うことも作用し合う

ことがなくても、同じ世界を共に生きて表現している。ここには、世界とい

う水準を介した協働関係が認められる。同じ世界を「共に生きる」ことには、

このような意味があると考えることができるのである。

　ところが、ドゥルーズの『襞』では、この「ひとつの世界で共に生きている

こと」が成立・保証されないような解釈が提示されている。そもそも、『襞』は

ライプニッツのモノグラフィであるのだが、いくつかの箇所では、ライプニッ

ツの意図を裏切るような解釈が示され、「新しいライプニッツ主義」として、

神なしのライプニッツ主義とでも呼べるものが素描されている。既述の通り、

ライプニッツ哲学では、神こそが、私たちがひとつの同じ世界に生きている

ことの究極的な理由であり、間接的なコミュニケーションを保証していたの

だが、ドゥルーズは、そのような役割・超越的な審級を退けているのである。「も

はや神でさえも、もろもろの世界を比較し、最も豊かな共可能的なものを選

択する〈存在〉ではなくなる」（Deleuze 1988: 111/143）というわけである。

　このことに鑑みれば、神なしの新しいライプニッツ主義では、個々のモナ

ドは孤独な状態に置かれてしまうように思われるのだが、ドゥルーズはあく

までもそのうえで、モナド同士の出会いの可能性を提示している 3。私たちの

関心から言えば、それこそが、事実上成立しているだろう最小の「共生」にほ

かならない。それでは、それはいかなるものなのだろうか。以下では、この

ことを探究したいのだが、さしあたりは、ドゥルーズが超越的な神を退ける

ことの意味と帰結を検討する（第四節から第七節）。いささか遠回りにはなる

が、考えるべき問題の重要性や、私たちにとっての出発地点を確認すること

にもなるだろう。

4. 「新しいライプニッツ主義」、あるいは不共可能性の肯定について

　ライプニッツの神は、世界の創造にあたって、可能世界を比較して最善

のものを選別する。このとき、それぞれの可能世界が内包する出来事は、
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「両立可能」（compatible）でなければならない。逆に言えば、それぞれの

可能世界からは、あらかじめ両立不可能な出来事が排除されているのであ

り、その排除された出来事は、別の可能世界に内包されうる。たとえば、

アダムが罪を犯す世界は、「罪を犯すアダム」や「罪を犯すこと」を含む

が、罪を犯さずに「誘惑に耐えるアダム」やそのような出来事とは不共可

能的である。要するに、可能世界は、共可能的な個体と両立可能な出来

事からなるのであって、不共可能的な個体や両立不可能な出来事からなる

別の不共可能な世界とのあいだには「独特な排除の関係」（Deleuze 1988: 

79/103）があるのである。

　ここで重要なのは、不共可能性こそが、共可能的なもの同士の排他的な

区別を可能にすると考えられる点である。神は、世界の創造にあたって、

ある可能世界と別の可能世界を識別する必要があるが、不共可能性は、そ

のために役立てられながらも、共可能的なもののなかに入り込むことがな

いようにあらかじめ排除されてしまう。あらゆるアダムが、あらゆるカイ

ンが、あらゆるシーザーが可能であるが、不共可能的なものが排除される

ことで、ある可能世界が共可能的なものによって囲い込まれる。このよう

な「選別」の役割を、神あるいは超越的な審級が担っている（cf. Deleuze 

1988: 188/236）4。

　このことに鑑みれば、ドゥルーズが提示する新しいライプニッツ主義の

謂いが理解できる。ドゥルーズは、不共可能性をあらかじめ排除したり、

排他的な選別に奉仕させたりはせずに、ライプニッツの概念体系を換骨奪

胎し別様に作動させるのである。そして、ここから、重要な帰結が生じる。

すなわち、可能世界のあいだの排他的な区別の失効、こう言ってよければ、

可能世界という単位の失効である。

　敷衍しておこう。ある可能世界は、あらかじめ不共可能的なものを排除

しながら、共可能的なものだけを内包する。そのため、その世界に内包さ

れている出来事を展開すれば、始原的な出来事から出発して、極限となる

出来事へと収束していく。しかしながら、不共可能的なものが排除されな

いのなら、世界をひとつのものとして境界画定することができず、展開さ

れていく出来事の系列は、絶えずあらゆる可能性に開かれてしまう。アダ
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ムが罪を犯す世界では、起こるべき出来事があらかじめ確定されているか

らこそ、出来事の系列が直線的に展開されるのだが、不共可能性が排除さ

れないのなら、アダムは罪を犯しうるが誘惑に耐えることもありうるし、

カインは弟を殺しうるが思いとどまることもありうる。出来事の系列は、

絶えずあらゆる可能性に開かれて、カスケードのように不共可能的なさま

ざまな系列へと分岐していく。こうして、ひとつの共可能的な系列の全体

を囲い込むことはできなくなり、ひとつの
4 4 4 4

可能世界などということはでき

なくなってしまう。その都度に分岐を繰り返していく系列の過程だけが認

められるのである。

5. 『コスモス』における不共可能性の肯定について

　ドゥルーズは、系列の分岐を表現した作品として、ポーランドの小説家

ヴィトルド・ゴンブローヴィッチ（1904-1969）の『コスモス』を参照し

ている（cf. Deleuze 1988: 111/143）。ライプニッツからは少し離れること

にはなるが、後の議論のためにも、この小説の冒頭部分を概略しておこう。

　この小説では、ある青年が経験した下宿先での奇妙な出来事が、一人称

の形式で語られている。物語は、この小説の奇妙さを予告するような出来

事から始まる。主人公である「ぼく」（ことヴィトルド）と友人のフクスは、

間借り先を探すなかで、首を吊るされたスズメを見つける。小枝に止めら

れた針金にスズメをぶら下げるという奇行に、「ぼく」は思いを巡らせる。

それが誰の仕業で、いかなる動機なのか。「ぼく」は、そうしたことに捕

らわれるのだが、下宿先では新たな関心に捕らわれることになる。女中の

カタシアの口である。彼女の唇には傷があり、「その蛇を思わせる欠損」（ゴ

ンブローヴィッチ 1973: 195）に、「ぼく」は官能を見いだしてしまう。の

みならず、その口の向こうに家主の娘レナの口を見いだし、この口の結び

つきと、首吊りスズメのあいだで「ぼく」の関心は揺れ動くことになる。

そうしたなか、「ぼく」とフクスは、食堂の天井に「矢印」（らしき痕跡）

を見いだす。「ぼく」とフクスはそれが何を示しているのか確かめるべく、

その矢印が指し示す先を辿る。線の延長線上を辿り、部屋から廊下へ、廊



未来共創  第 9 号（2022） 13

下から庭へ、塀を越え、さらに歩いたところで、小さな木切れが白糸に繋

がれて吊り下がっているのを発見する。そうして、下宿先の住人が一連の

首吊りの下手人でないかと疑うようになる。その後日、木切れを見つけた

場所を再び訪れたところ、轅
ながえ

が女中のカタシアの部屋の方を指し示してい

るのを見つける。「ぼく」とフクスは、この轅の向きは以前に見たときか

ら動かされたような気がして、ついに女中の部屋に踏み込む。しかし、カ

タシアの罪を暴くべく探るもその証拠を見つけることはできず、かわりに、

かつてのカタシアを映した写真を発見する。その写真のカタシアの唇には

何の傷もなく、彼女のまじめさを映しているように思われた。淫行の可能

性が消えてしまい、「ぼくら」が「淫靡な二匹の猿」（ゴンブローヴィッチ 

1973: 237）であることが逆に照らし出される。しかし、部屋を立ち去ろ

うとしたそのときに、違和を見つける。机に突き立てられた縫い針と、レ

モンの皮に突き立てられた一本のペン先、ボール紙の箱に突き刺された爪

ヤスリ、さらに、ボール紙に刺された二本の安全ピン、床から数センチの

高さに刺された一本の釘である。これらを見て、「ぼく」の頭に釘を打ち

付けるハンマーがよぎった途端、家の背後から、激しくハンマーで打ちつ

けるような音が聞こえてくる。

　このあと、口の系列と首吊りの系列をめぐりながら、「ぼく」の妄想に

染め上げられた出来事が展開されるのだが、導入の部分はこのようにまと

められるだろう。この小説は、幻想的なフィクションであり、とっぴにも

思える発想や思い込みが基調をなしているような印象を受ける。しかしな

がら、ゴンブローヴィッチの態度は、私たちの経験に対して真摯である。

孫引きするかたちになるが、『フィガロ・リテレール』のインタヴューに

応じるゴンブローヴィッチの言葉を引いておこう。

　　〔……〕『コスモス』の主題は、現実を構成するためのある意識の努力

だ。その現実は、それが形成されるにつれて壊れて行く。固着したよう

な現実を描くのは、それこそ人為的だし、恣意的なことだ。現実のイマー

ジュは、押し寄せ、そして過ぎさって行く黒い波だ。人間は、その感覚

の連想によって、形を生み出す動物だ、しかしそれらの形はいつも不完
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全なものだ。人間はたえず失敗する。人間はいつも確実ではない。ぼく

の小説のなかでは、現実それ自体はない。中心のテーマは、現実を構成

する主体の努力ということだ。（工藤 1973: 21）

　『コスモス』で描き出されているのは、さまざまな兆候を読み取り、組

み合わせることで、「現実を構成する主体の努力」にほかならない。そし

て、その失敗と人間の不確実さをこそ、この小説は示している。このこと

から分かるように、この作品では、客観的で正しい記述なるものが退けら

れている。実際に、作中では、いくつかの謎が与えられるのだが、期待さ

れるような答え合わせは用意されていない。あくまでも、「ぼく」が、妄

想染みた観点から、証拠になりそうな事実を見いだし推理するだけであっ

て、そうして得られた答えが、他の観点に照らしてみて整合的である保証

はない（し、不整合だろう）。最終的に収束すべき唯一の筋書きなどなく、

登場人物の思惑や言動を見渡し整合的に説明するような観点もないのであ

る。

　ドゥルーズは、この小説に不共可能性や系列の分岐を見いだしている 5。

実際に、この小説では、出来事の系列の分岐が印象的に語られている。女

中は、淫靡で罪を隠しているのか、はたまた清廉潔白であるのか、物語の

展開は不共可能性に開かれているし、女中がまじめな人物であったのでは

ないかと思いはじめるやいなや、釘刺しという新たな系列へと開かれ、収

束しかけた物語はふたたび分岐することになる。物語が全体像を結ぶこと

はなく、謎は謎に残されたままである。ことの顛末を説明できるような特

権的な観点はなく、「ぼく」の観点から紡がれる言葉が「表象」（perception）

として『コスモス』に明晰な帯域を浮かび上がらせる。その帯域は、他の

登場人物の考えを明らかにするものではないし、他の人物の考えと整合的

でもないだろう。だが、そもそもただひとつのあるべき筋書きがない以上、

たとえすべての登場人物の観点を並べてみても、ひとつの全体像をなすこ

とはないだろう（芥川の『藪のなか』を思い浮かべてもよいかもしれない）。

　要するに、もろもろのモナドがひとつの同じ世界を共に生き、協働して

その世界を表現するとはもはや言うことができない。「ぼく」の語りがそ
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うであったように、ひとつのモナドは自らの表象によって世界—と呼ぶ

こともできなくなってしまうのだが—を照らし、明るい帯域をもつが、

それが他のモナドにとっての明るい帯域と共可能的である保証はどこにも

ない。「どんな精神もそれぞれ別々の世界のようなものであり〔……〕」（ラ

イプニッツ 2019: 112）と述べるライプニッツの意図を裏切って言えば、

ひとつひとつの表象は、まさに、分岐していく
4 4 4 4 4 4

世界である。もはや、私た

ちが同じ世界を共に表現することはない。各々のモナドは、それぞれの世

界を映す鏡なのである。

6.  「新しいライプニッツ主義」の帰結、あるいは世界と個体の失効

について

　不共可能性を排除せずに肯定することは、その帰結として、出来事の系

列に分岐を招き入れ、世界のありようを不確定にしてしまう（「シーザー

はルビコン河を渡り、そして渡らない」（Deleuze 1988: 112/144））。『コス

モス』がそうであったように、私たちが協働することはなく、ライプニッ

ツにおいては保障されていた間接的なコミュニケーションも成立しなくな

る。これだけで、事態が一変していることは理解できるが、さらに重要な

帰結が生じている。不共可能性の肯定によって、モナドも不確定なものに

なってしまうのである。

　すでに論じたように、世界と個体のあいだには短絡が認められるので

あり、ドゥルーズはモナドのことを「対世界存在〔être pour le monde〕」

（Deleuze 1988: 36/47）と呼んでもいる。そうである以上、可能世界とい

う単位の失効に伴って、モナドにも変化が生じるはずである。不共可能性

が排除されることで、可能世界は、たとえば「アダムが罪を犯す世界」と

して画定されていたが、不共可能性が肯定されるのであれば、世界が内包

する出来事には分岐が生じ、それとともに個体概念に内包される出来事も

予見できなくなってしまう。世界のありようは不確定になり、私たちは分

岐を前にして迷うのである 6。

　たとえば『コスモス』では、主人公である「ぼく」は、女中の部屋を物
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色するが、その行動は、隠された罪を暴くものなのか、妄想に憑かれた

「淫靡な猿」のものなのか分からない。「アダムが罪を犯す世界」や、「「ぼ

く」が秘密を暴く世界」のように世界を形容することができなくなった帰

結である。ある個体は、自らの行為の意味も知らず、迷い、岐路に立たさ

れ続ける。自分が何者であるのか、そのさまざまな可能性に開かれるので

あり、その度毎に、さながら不共可能な分身が発生するようである。アダ

ムは、罪を犯す系列と誘惑に耐える系列の両方に開かれて迷い、不共可能

な分身をもち、女中の部屋を物色する「ぼく」もまた、不確定さにさらさ

れて、いくつもの不可能的な系列に開かれる。もはや、ある個体を特徴づ

けるような特権的で根源的な出来事などはないのであり、あるのはただ、

迷いながらも自らの傾向にしたがって魂の襞を拡げていく個体化だけであ

る。そして、そのモナドの姿は、系列の分岐の数だけ、さまざまな可能

性に開かれている。言うなれば、「〔……〕モナドは、いくつかの世界にま

たがり、まるでペンチで半開きにされたかのようである」（Deleuze 1988: 

188/237）。かくして、「世界の戯れは特異的に変化してしまった。それが

発散する戯れになったからである。もろもろの存在は引き裂かれ、それら

を外に連れ出す発散する系列と不共可能的な集合によって開かれたままに

なる。もろもろの存在が内部から表現する、共可能的な収束する世界に閉

じられるのではなく」（Deleuze 1988: 111/143）7。

7. マニエリスムとアナモルフォーシスについて

　こうして、ひとつの正しい世界なるものと同様に、個体の正しい姿なる

ものも退けられる。世界がただひとつの筋書きをもたないように、個体に

は本質などないのである。あるのは、欲求にしたがって移ろう個体の表象

であり、それが移ろいゆく述語によって表される。ここには、ドゥルーズ

がデカルトと対比するライプニッツ主義の真価がある。すなわち、「私は

思考するものである
4 4 4

」といった繋辞のモデルから、「私は思考する
4 4 4 4

」といっ

た動詞モデルへの移行である。ドゥルーズは、ライプニッツ哲学をストア

派以来の出来事の哲学として理解して、実体の本質ではなく「存在の仕方」
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（manière dʼêtre）を問題にしているのだ。つまり、主体は、述語が帰属す

る主語として理解されるが、普遍の性質をもつのではなく、あくまでも変

化の統一性（傾向性、法則）であり、そこから変化が展開されてくるとこ

ろの無限の襞にほかならない。ここには徹底したマニエリスムが認められ

るだろう 8。

　こうした論点と共に帰結することだが、本質主義批判にしたがえば、正

しい表象という考え方も棄却される。本質というものが退けられる以上、

あるモナドは、どのような表象をもっても構わないからである。たとえば、

『コスモス』では、「ぼく」はさまざまな仕方で女中という対象を表象して

いた。そこでの問題は、唯一の正しい女中の姿でも、正しく女中を認識す

るための観点でもない。あるのは、さまざまな観点と、それにもとづいて

映し出されるさまざまな表象だけである。ある対象は、さまざまに表象さ

れるが、そのなかに特権的な正しい姿はなく、ただ多様に変化させられる

のみである。

　このことは、ドゥルーズが引き合いに出すアナモルフォーシス（歪画法）

を例に取ればよく分かるだろう 9。アナモルフォーシスの絵が示すように、

ある対象は観点にしたがってさまざまに表象されうるのであって、唯一の

正しい観点などはなく、むしろそのさまざまな変化にこそ目を向けるべき

である。この点については、次のように言われている。

第一にあらゆる観点は、何らかの変化に対する観点だからである。少な

くとも第一に言えることとして、主体とともに変化するのは観点ではな

い。観点とは、反対に、任意の主体がひとつの変化を捉える（変身）、あ

るいはなんらかのもの＝ｘを捉える（歪画法）ための条件なのである。

（Deleuze 1988: 27/36）

　たとえば、ジャック・リプシッツによる「パドヴァの聖アントニウス」

をみてほしい。一見すると、奇妙に長いベンチと二つのテーブルが描かれ

ているようで、何の絵なのか分からない。だが、バルトルシャイティスが

説明するように、この絵を「光学的に正しく見てみると、ベンチが縮まっ
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てテーブルに見えてくるが、その前に一人の聖人が跪き、テーブル上には

裸の幼な子イエスの姿が認められるはずである」（バルトルシャイティス　

1992: 34）。ここで興味深いのは、二つの観点の移行によって、二つのテー

ブルのうちのひとつが一冊の本になり、もうひとつが十字架の腕の部分に

なること、そして、二匹の蝶が白百合の花の部分へと変容することである。

この一枚の絵が最も整合的にみえる観点があると主張することは可能だろ

う。けれども、蝶が白百合の花になってしまうとき、そのどちらが正しい

形態であるのかを言うことは難しいだろうし、どの観点から見ても同じだ

け整合的にみえるようなアナモルフォーシスも作成可能だろう（たとえば、

Sergi Cadenas の “Getting Old” のように）。

　こうした事態は、『コスモス』で示されていたことでもある。観点に応

じて、ひとりの女中は貞淑にも淫靡にも表象されるのであって、問題なの

は、彼女の本質ではなく、そのさまざまな存在の仕方である。したがって、

神なしの新しいライプニッツ主義から言えば、複数の観点が提示するそれ

ぞれの表象は、ときに不共可能的でさえありえる。たとえば、ドゥルーズ

が取り上げるモーリス・ルブランの小説のように、五人の男が、バルタザー

ルを実の息子として各々に表象するとき、それらの表象はたしかに不共可

能的であるが、バルタザールが取るだろうさまざまな存在の仕方としては

排除しあわずに可能である 10。実体の本質は問題ではなく、分岐が肯定さ

れるのだから、パースペクティヴィズムは、ある真理が多様に映し出され

うることではなく、ただ変形だけがあるという真理の謂いになるのである。

8. 私が表象するあなたは、あなたが表象するあなたなのか

　不共可能性を肯定することは、世界とモナドのあり方に根本的な変更を

迫る。もはや、モナド同士が同じ世界を共に表現することはなくなってし

まう。しかし、それだけでない。マニエリスムとパースペクティヴィズム

にしたがえば、なんらかの特権的な観点や正しい見え方という考えは退け

られ、表象の多様さが、不共可能的なもの共々、その齟齬に富んだ雑多さ

において肯定されるようになるのである。
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　ここで疑問が生じる。どうして表象の対象を、女中の「カタシア」や、

息子の「バルタザール」といった名で呼ぶ必要があるのだろうか。各々の

観点が、表象の真正さといった基準から解放されるのなら、複数の観点が

同一の個体を表象しているとは言えなくなり、それぞれの観点に対応する

だけの対象があると言うのが適切になるのではないだろうか。どうして、

それぞれの観点が同一の変化（variation）を表象していると主張できるの

だろうか。はたして、「ぼく」の観点にしたがって表象される女中は、本

当に「カタシア」という変化から切り出される変異体（variante）なのだ

ろうか。実のところ、「ぼく」は、「カタシア」という人物を表象している

と思い込んでいるだけなのであって、その表象は全く別の対象を表してい

るのではないだろうか（そもそも表象は対象をもつのだろうか）。

　今や、ひとつひとつのモナドは、徹底的な孤独のなかに置かれてしまっ

たようである。同じ世界を「共に生きる」ことを保証する神はおらず、モ

ナドは自分がなにものなのかも、目の前の対象が実在するのかも分から

ない。もし、「ぼく」が見ているカタシアに、「カタシア」そのひとが宿っ

ていないのだとしたら、「共に生きる」ことすら成り立たなくなるだろう。

逆に言えば、少なくとも表象の対象が実在するなら、「共生」はまだ成立

するだろう。私の表象に現れる「あなた」が、実在するあなたを捉えてい

るなら、私とあなたのあいだには、つながりが認められるし、それはおそ

らく、最小限実現された「共生」と呼ぶに値するだろう。それでは、その

ようなつながりはいかなるものか。神なしのライプニッツ主義において、

可能であるのか。

　私の考えでは、その答えは『襞』の身体論にある。ドゥルーズは『襞』

の第七章において、表象を「私的」なものとして提示しつつ、身体を「公

的」なものとして提示している 11。重要なのは、その身体が実在し、客観

的だと言われるところにある。結論を先取りして言えば、私とあなたの表

象は、それぞれ「私的」なものであるが、実在する客観的な身体が「公的」

なものとして、私たちのつながりを与えてくれるのである。そこで、まず

は、『襞』にしたがってライプニッツの身体論を概略し、そのうえで、「公的」

なものについて考察しよう。
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9. ライプニッツの身体論からマニエリスム的身体へ

　ドゥルーズは、ライプニッツにおける身体論を、表象されたものの「実

在化」（réalisation）という契機に着目して論じている。端的に言えば、身

体は、表象と相関する仕方で実在化されると考えられている。つまり、身

体は、「旋毛からつま先まで」といった境界をあらかじめ有するものとし

て実在するのではなく、なんらかの意識との関係においてあるのである。

『襞』から二つ続けて引用しよう。

身体が実在化するということは、身体が実在的であるということを意味

するのではない。魂において現働的なもの（内的作用あるいは表象）を、

何かが身体において実在化する
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

かぎりで、身体は実在的になるのである。

私たちは身体を実在化するのではなく、魂において現働的に表象された

ものを、身体において実在化するのである。身体の実在性とは、身体に

おける現象の実在化ということである。（Deleuze 1988: 163/208-209）

しかし厳密に言って、現象とは、モナドにおいて表象されるものである。

表象となんらかのもの＝xの類似にしたがって、私たちは互いに作用しあ

う身体が存在し、そのような身体にわれわれの内的表象が対応するので

はないかと問い、まさにこのことによって現象の実在化という問い、よ

り正確には表象されたものの「実在化」という問い、つまり現働的に表象

された世界の、客観的に実在的な世界への、客観的な〈自然〉への変形と

いう問題を提起するのである。実在化するのは身体ではなく、身体にお

いて何かが実在化されるのであり、それによって身体そのものが実在的

あるいは実体的になるのである。（Deleuze 1988: 141/179-180）

　ドゥルーズの整理によると、まずもって、身体は、それとしては現象で

しかないために、実在的ではない。そのため、身体が実在的であるとすれば、

それは実在化されるからと言うほかない 12。ここで重要なのは、そのとき
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に実在化される身体が、あらかじめ確定されてはいないことにある。実在

化されるのは、私たちの魂が表象する現象なのであって、その実在化され

たものが身体をなすのである。

　たとえば、私が何かを見ているとき、私はそのような表象をもっている

のだが、身体の実在化とは、そのような「見る私」を実在化することであ

る。すなわち、見るための器官と、それに与えられる刺激の実在化である。

そのため、何かを嗅ぐときには、そのための器官と刺激が実在化されるだ

ろう。要するに、身体は、つねに変化や運動するものとして実在化される

のであって、中立的で静止しきったものとしてではない。運動を表わすよ

うな表象に対応したものが、実在化されるのである。

表象されたものが物質に似ているということは、物質が必然的にこの関

係＝比にしたがって作りだされることを引きおこすのだが、この関係＝

比があらかじめ存在するモデルに一致したりするということはない。あ

るいはむしろ、類似の関係＝比、つまり類似するものがそれ自体モデル

なのであって、この類似するものが何かに似ているとして、その何かで

あることを物質に強いるのである。（Deleuze 1988: 165/128）

　すでに述べた通り、表象は存在の仕方にかかわっていたが、実在化され

る身体もまたマニエリスムに適っていることが分かる 13。表象が流動的に

変化するように、身体もまた流動的なのである。もちろん、身体が運動し

続ける不変なものだからといって、一性がないわけではない（cf. Deleuze 

1988: 109/140）。この点で、身体は「テセウスの船」にたとえられる。す

なわち、身体は、つねにひとつでありながら、さまざまな刺激にさらされ

て変化を続け、その構成要素は入れ替わり続けているのである。

　このように、身体には、統一性をもちながらも変化し続けるという二つ

の相があるのだが、ライプニッツ哲学では、それぞれが第一質料と第二

質料と区別される（cf. Deleuze 1988: 154/197）。山本信の表現にしたがえ

ば、第一質料とは「全体的一性」であり第二質料とは「要素的一性」のこ

とである（cf. 山本 1953: 262-263）。第一質料は、「私の」と形容される身
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体の全体の謂いであり、つねに同じにとどまる。これに対して、第二質料

は、第一質料としての身体を実際に構成するさまざまな部分のことであり、

決して一度にすべてが入れ替わることはなくても、絶えず入れ替わるので

ある（cf. ライプニッツ 1989b: §72; Deleuze 1988: 155/198）。この第二質

料の流動性に着目すれば、いささか極端に思えるかもしれないが、一瞬で

も表象の対象となるものは、私の身体にとっての可変的な項すなわち第二

質料であると言うことができる（たとえば、体臭のように拡散するもので

もよい）。身体を一瞬でも構成し、出入りしていく第二質料を認めるなら、

身体の境界ははるかに曖昧になる 14。ここに、いわば身体のマニエリスム

が成立するのである。

10. もうひとつの共生の姿形

　ここで論点を整理しよう。あるモナドは、何らかの表象をもつ。この表

象が実在化されるということは、そのモナドの有機的器官と共に、それを

刺激する対象が実在化されるということである。こうして、あるモナドが

自らの観点から形成した表象に相似する身体が実在化されるのだが、第二

質料としての身体は、絶えずそのモナドの身体を出入りしている 15。その

ため、あるモナドから出ていった第二質料が他のモナドの身体になること

があるし、同じことだが、あるモナドの身体に入ってきた第二質料が他の

モナドの身体である／あったこともある 16。たとえば、「私」は匂いを嗅

いで「あなた」に辿りつくし、「あなた」も自ら発せられる匂いを嗅いで

いることもありうる 17。こうして、あるモナドにとって私的であったはず

の身体は、第二質料として、他のモナドと共有されうるという公的な身分

をもつのである。実在化される「私の」身体は、すでに他のモナドに通じ

ている。「あなた」の身体である／あったもの共々、「私の身体」として実

在化されるのである。ドゥルーズは、この公的な身体を客観的〈自然〉と

呼び、次のように述べている。

しかし、私、モナドは、私に所属するものの圏内に、私に所属しない何か、
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私には見覚えのない何かの印を見いだす。こうして私は、異分子〔étranger〕

も私自身も所属している客観的〈自然〉を構成することができる。（Deleuze 

1988: 143/183）

　まさにここで、所属の理論において、半ば異分子であるものが、つま

り私の中に具体的存在としてある動物が、あらわになってくる。（Deleuze 

1988: 146/186）

　『コスモス』に即して考えてみよう。「ぼく」は、女中「カタシア」を淫

靡な口をもつものとして表象する。この表象自体は私的なものであり、実

在化される第二質料も、あくまでも「ぼく」の身体において実在化される

ものに過ぎない。ちょうど、映画のクローズアップのように、身体は実在

化される。つまり、「カタシア」自身が表象する、実在化される身体とは

同一ではないのである。「カタシア」は、話すときや物を食べるときに口

を表象し、それが実在化されるだろうが、その口は、「ぼく」にとって表

象され実在化される口とは異なるというわけである。「ぼく」にとっては

唇の傷が実在化され、そこに「カタシア」が見いだされるだろうが、「カ

タシア」にとっては舌や歯としての身体が実在化されるだろう 18。しかし

ながら、その「口」という部分としては同じでありうる。「ぼく」と「カ

タシア」にとって、部分的にではあるが、同じ身体（第二質料）が実在化

され、同じ公的な対象が捉えられうるのである。もちろん、その「口」の

表象のされ方は絶対的に異なるし、同じようには理解できないだろう。し

かし、たとえ「ぼく」にとっての「淫靡な口」と「カタシア」にとっての「味

わう口」は不共可能的であるにしても、それでも、互いに「口」のことを

捉えあっているということはできる。「ぼく」と「カタシア」は、カタシ

アを全く別の仕方で表象するが、二人は共に
4 4

、同じ「口」にカタシアを見

いだしている。二人は、部分的には、同じものを捉えているのである 19。

　注意しておきたいのだが、この「口」は、表象の実在化なしにはあり得

ない。「ぼく」と「カタシア」の観点から表象される「淫靡な口」や「味

わう口」を変異体としてもつことで、はじめて「口」が作りだされる 20。
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この「口」は、特権的な形容を避け、不定冠詞付きで指示されるような曖

昧な対象であり、可能なひとつの「変化」（variation）であるだろう（ある

観点と別の観点から見られるアナモルフォーシス）。

　このように、神なしの新しいライプニッツ主義においても、曖昧な仕方

ではあるが、同じ対象を捉えることができる。互いの実在化される身体を、

相互に捉え合うことで、ひとつの変化が作りだされ、二つの身体と表象は、

変化に対する変異体になる 21。このような相互に捉え合う関係は、「ぼく」

と「カタシア」が「共に生きる」なかでのつながりにほかならない。これを、

最小の事実上の「共生」の姿ということができるだろう。

おわりに

　ライプニッツの哲学は、相互作用の可能性を消尽する。私たちの目的は、

そのような哲学のもとで成立する事実上の「共生」について考察すること

であった。ライプニッツのように、不共可能性をあらかじめ排除するなら、

ひとつの世界を「共に生きる」ことで調和の取れた関係性が保証される。

これは、「共生」のもちうる意味のひとつだろう。

　だが、ドゥルーズのように、不共可能性を肯定し、系列に分岐を導入し、

徹底したマニエリスムのもとで、モナドをこじ開けるのなら、私たちが同

じひとつの世界を表象しているとは言えなくなる。この神なしの新しいラ

イプニッツ主義にしたがえば、別の仕方で実現する「共生」を描き出すこ

とができる。すなわち、曖昧に確定する仕方で、相手との同意を得ること

ができるし、曖昧な仕方で、互いに同じものを捉えることができる。私た

ちは、原理上、相手を誤解し、相手の姿を捉え損ねてしまうのだが、部分

的には、同じものを捉えている。これを「すれ違い」と呼ぶこともできる

だろう。「すれ違い」とは、全く異なる方向を向いていればそもそも起こ

りえず、どこか重なりあうところがあるからこそ生じるからである。

　このように、私たちは、すれ違いながら共に
4 4

生きている。だが、この素

朴な主張は、最終的には、私たちの信仰に支えられている。ここで、身体

の実在化という論点が、きわめてキリスト教的な文脈で提示されたことを
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想起してもよいだろう。ライプニッツは、パンがキリストの肉となり、葡

萄酒がキリストの血になるという神秘を説明するために、実在化という契

機を必要としていた 22。つまり、実在化の理論は、パンにキリストが現前

することを弁護するような、信仰のための形而上学的装置だったのである。

私たちが辿ってきたドゥルーズの論点は、そうした信仰に賭け金を置いて

いる 23。これは馬鹿げたことだろうか。少なくとも私たちには、あるひと

の顔にそのひとの現前を見いだすことや、そのひとが私と共に実在してい

ると信じることは、素朴ではあるが弁護するに足ると思われる 24。

　かつて、ライプニッツは、オプティミストという誹りを受ける結果とな

りながらも、最善世界説によって神を弁護し、世界の調和を証明しようと

していた。ドゥルーズは、この哲学者をバロックの哲学と見定め、ネオ・

バロックの哲学へと読みかえている。こう言ってよければ、バロック哲学

がもつだろうアクチュアリティを、ドゥルーズは提示している。そもそも

バロックとは、ドゥルーズが参照するイヴ・ボヌフォワの芸術論にしたが

えば、かつてのように「物象」（object）が神聖なものや理念を表現するこ

とがなくなり、形体が現前ではなく「幻惑」（illusion）に失墜してしまっ

た時代の危機に対する応答であった。この点について、ボヌフォワはこう

述べている。

言うなれば「バロック」意識は幻惑を〈そのようなものとして〉受け入れ、

これを基本的な素材とするのであり、この素材をもって虚無を甘受する

のではなく、いくばくかなりとも存在感を生み出すことが肝要なのだ。

幻惑からのバロック的（ベルニーニ的）覚醒とは従って、瞥見された虚無

が現前へと再転換する、すでにして肯定的な瞬間である〔……〕。〔……〕

必要なのは勇気や徳などではまったくなくて、信仰なのだ。バロック的

な善とは悪の反意語ではなく、疑いの反意語である。偽りの証しが崩れ

落ちてゆく中に、恩寵の必然が輝かしく立ち現れるためには、まさに生

はひとつの夢として明かされなければならない。（ボヌフォワ 1998: 197）

　宗教画は、もはや神の威光を表わすことがないし、描かれた「形体」は、
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決して「対象」ではない。バロックの芸術家は、もはや「幻惑」でしかな

いものを用いることで、「現前」をなんとか工面する。ドゥルーズがライ

プニッツ哲学に見いだすのは、このような危機的な状況への応答であり、

そのアクチュアリティを私たちに提示してくれているのである（私たちは

バロック的状況を生きている）。私たちは、「私」の隣に現れる「あなた」

が現象でしかないと知りながらも、そこに「あなた」の現前を見いだして

いる。「あなた」が、「私」と共に同じく実在していることを信じているの

である。「あなた」が本当は誰であるのか分からずとも、「あなた」にかん

する理解が誤りであると分かりながらも、それにもかかわらず、むしろ、
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

そうだからこそ
4 4 4 4 4 4 4

、その「あなた」が、「私」に現前する「あなた」である

と信じること、同じ世界に内在していると信じること、そのような信仰を

もつことこそ、肯定されなければならない。不共可能性を肯定することで、

ライプニッツをネオ・バロックの哲学へと読みかえるドゥルーズは、そし

て私たち
4 4 4

は、自棄っぱちのオプティミストと新たな誹りを受けるかもしれ

ないが、甘んじてそれを受け入れるだろう。

注

1 河森・栗本・清水（2016: 11）では、「個人対個人の共生」が問題になる水準として、相互作

用を提示している。これにしたがえば、ライプニッツには「共生」がないと言えるだろう。

2 「共可能性」と「両立可能性」、「不共可能性」と「両立不可能性」については、橋本（2011）を参

照されたい。簡単に整理しておくと、共可能性は、ある可能世界におけるさまざまな個体

同士の共存的な関係について言われ、両立可能性は、ある個体に含まれる出来事同士の共

存的な関係について言われる。これに対して、不共可能性は、可能世界間の関係や、ある

可能世界（「アダムが罪を犯す世界」）とそこに属さない個体（「誘惑に耐えるアダム」）との関

係について言われ、両立不可能性は、ある個体に含まれる出来事とそうでない出来事の間

の関係について言われる。

3 実のところ、私たちが最終的に論じる「共生」は、ドゥルーズがホワイトヘッドに託す「ネオ・

バロック」、その「捕獲」の議論に相当するものである。私たちはあくまでも、ドゥルーズ

が「ネオ・バロック」を読み込もうとするライプニッツ的な論点（身体論）にこだわるが、こ

の態度は、『襞』の議論構成からみれば、いささかねじれたものである。

4 ライプニッツにおける不共可能性の位置については、次の記述も参照されたい。「ライプニ

ッツにおいては、すでにみたように、系列の分岐や発散は、もろもろの不共可能的な世界

のあいだの真の境界に属している」（Deleuze 1988: 110/142）。
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5 断っておきたいのだが、『襞』では、『コスモス』の具体的な場面は指示されてはいない。な

お、ドゥルーズは他の著作でも『コスモス』を参照しているが、たとえば『意味の論理学』で

は、首吊りの系列と口の系列が取り上げられており、私たちが着目するカタシアの描写と

は（主題的には重なるだろうが）同じではない。

6 こうした論点は、実のところ、ライプニッツから大きく逸脱するものではないかもしれな

い。というのも、強制せずに傾けるという自発性の理解や、モナドには無限の出来事が内

包されており、神でさえもそのすべてを一度に展開してみることができないのであれば、

ドゥルーズの言う不共可能性の肯定と分岐の導入と接近しているとも考えられるからであ

る。この点で、ライプニッツの言う神の遍在は、神を〈過程〉へと内在させようとするドゥ

ルーズの企図と反するものではないようにも思われる（cf. Deleuze 1988: 111/143）。とはい

え、ドゥルーズは原理的なところからライプニッツ哲学を改鋳しようとしているため、自

由という論点を取ってみても、両者の賭け金は原理上同じであるとは言い難いだろう。

7 また、新しいライプニッツ主義の描像としては、Deleuze（1988: 112/144）の記述も参照さ

れたい。

8 ライプニッツにおいては、個体は「始原的な述語」をもつことになるが、分岐が肯定される

以上、もはやそれすらも失効する。もはや特異性は「無限定的」となり、始原的な述語も「一

般性の下で」考慮されるようになるのである（Deleuze 1988: 86/112）。あるのは、ただ、ひ

とりのアダムだけ、個体化だけであり、個体は特異性から特異性へと進むだけである。

9 アナモルフォーシスのたとえ自体はライプニッツ自身によるものであり、ライプニッツ

（1987: 239-240）では、カエサルにかんする例が挙げられている。

10 ドゥルーズが参照するモーリス・ルブランの小説『バルタザールのとっぴな生活』では、物

心つく前から孤児として生きてきたバルタザールが父親探しに出るのだが、奇妙なこと

に、五人もの男がバルタザールの父親として名乗り出てくる。ドゥルーズが言うように、

この小説では最終的な謎解き、整合的な解が与えられているとみることもできる（Deleuze 
1988: 85/109）。しかしながら、バルタザールの真の父親として名乗り出て、事の顛末を語

る老人が、バルタザールが本当に自分の息子であるかどうか分からないと告白しているよ

うに、結局のところ、バルタザールが誰かの息子として落ち着くことはなく、不共可能的

な系列は発散したままに肯定されていると読むこともできるだろう。

11 「私的」と「公的」の区別は、ホワイトヘッドに由来するものであり、この区別を、ドゥルー

ズはライプニッツに読み込んでいるのだが、注（3）で述べた通り、本稿では、あくまでも

ライプニッツの側から粘るという戦略を取るため、ホワイトヘッドの議論には踏み込まな

い。

12 これが、ライプニッツの『デ・ボス宛書簡』の最大の主題である。ライプニッツは、1715年

4月29日以降の書簡で、身体を実在化するものとして「実体的紐帯」という概念を提示して、

形而上学的な水準での説明を与えている（ライプニッツ 1989a: 182�.）。この概念は、世界

に実在性を与える超越的な審級としての神を退けるドゥルーズにとって都合がよいもので

あったのではないかと思われる。なお、「実体的紐帯」は、ライプニッツ解釈においては論

争的な概念であるのだが、この点については、佐々木（1989）を参照されたい。
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13 こうして理解されるが、存在の仕方は、実体の性質や本質ではなく、関係を表すものでし

かない。たとえば、「緑の木」を見るときの表象は、「木は緑である」ではなく、「木が緑化する」

のようなかたちをとるが、それは、「木」と「眼」の見る／見られるという関係や、「木が緑

になる」といった「木」とそれを取り囲む環境との関係を示している。各々の存在の仕方が

関係しあうことで、出来事が織りなされるのである。実体の本質への批判は存在の仕方を

重視するが、それは、モナドを他のモナドとの関係性によって捉えることである。そのよ

うな関係性こそが、身体に実在性をもたらす実体的紐帯と呼ばれるものであろう。この点

については、フレモンによる、「紐帯とはしたがって〈関係〉であるが、それにもかかわらず、

実体的と言われるのである」（Frémont 1981: 38）という記述も参照されたい。

14 ドゥルーズは、実体的紐帯に捉われる可変的な項（第二質料）についてこう述べている。

「可変的な項とは、一瞬であっても「対象」として関係に入る諸々のモナドのことである」

（Deleuze 1988: 149/191）。このように、私たちは身体の境界を積極的に撹乱する方向で理

解しているのだが、どこまでを身体と認めるのか、いかなる物体であれば魂が宿りうるの

か、という疑問は生じうる。私たちは『襞』の身体論にとどまるが、こうした問題については、

三浦（2020）がライプニッツ研究の観点から取り組んでおりきわめて参考になる。

15 注意されたいが、表象という明晰な帯域はつねに限定的であるため（「注目すべき」（Deleuze 
1988: 121/157）と形容されるもの）、実在化される身体も限定的である。魂の暗い底があ

るように、身体にも実在化されない部分があるのであり、その限定的な「私の身体」に、魂

が現前するところの形而上学的点が存するのである。もし、身体の部分が制限されないの

であれば、「私の身体」は無限に広がっていってしまうだろうが、このことは、魂の襞を一

度にすべて折り拡げてしまう精神とその身体が（スピノザの神のようなものだろうか）、「普

遍精神」や「世界霊魂」、「併せ含み」（complication）の仮説と共に退けられていることからも

あり得ない（また、理性的モナドそのものは公的にならないというドゥルーズの指摘も参

照できる（Deleuze 1988: 160/203））。だが、「私の身体」に含まれる第二質料が、第一質料

と見なされ、その第二の第一質料のもつ第二質料もまた第一質料と見なされるように、「私

の身体」が無限に他のモナドの身体をもつことがある。これは、ミクロコスモスとでも呼

ぶべきものであるが、そのときでも、「私」がその無限の個体を認識することはないため、

あくまでも、身体による宇宙の表現は、「部分から部分へ」（Deleuze 1988: 142/182）進むと

言うべきである。

16 つまるところ、表象の対象として認識される他者は、「私の身体」と第二質料を共有するも

ののことであって、その意味では、「私」は、私の腸内に住まう「細菌」と出会うように、「あ

なた」と出会うわけである（あるいは、江戸川乱歩の『孤島の鬼』で描かれる結合性双生児

のように、同じ身体器官を他人と共有する場合を考えてもよいだろうか）。「私が外部で出

会う動物たちは、こうしたものが大きくなったものにすぎず、ライプニッツの体系にとっ

て本質的なのは、単にひとつの動物心理学ではなく、動物的なモナドロジーなのである」

（Deleuze 1988: 146/187）。

17 たとえば、ある支配的なモナドを離れ別のモナドの支配下に入るような無数の支配される

モナドについては、次を参考にされたい。「しかしすでにみたように、それぞれの紐帯の

もとで、無数の「支配される」モナドは、物質的な集積を組織することのできる群れを構成
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しはじめる（これらの集積は、ひとつの音調から別の音調に
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

、一つの紐帯から別の紐帯に、
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

みずからを再組織しつつ移行すること
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

ができ、あるいは瞬間ごとに自分を再創造すること

さえもできる）」（Deleuze 1988: 184/233、強調は引用者による）。

18 私たちにとっての関心は、あくまでも二つのモナドが同じ身体をもつことにあるのだが、

米山（1999）がライプニッツ哲学を通じて、ひとつのモナドが二つの身体をもつ可能性を示

していることも注目すべき論点である。「肖像画で言えば、一見すると実在のモデルが持つ

身体を模倣するかに思われながら、実は絵画に定着された身体のイメージはモデルのもう
4 4

一つの身体
4 4 4 4 4

になる場面でモデルそのもの（それを単純実体といっても最早奇異には感じら

れないだろう）が表現される。認識者であると同時に創作者である画家はモデルを〈自我と

の類比〉を介して把握しながら、モデルを十全に表現する身体を与える
4 4 4

。いや、むしろ逆

にモデルを十全に表現する身体を与えるが故にモデルそのものの把握に成功する。そこに

は、対象
4 4

の側での心身分離と心身合一を並行して遂行する画家の営みがある」（米山 1999: 
80）。

19 ドゥルーズは、ホワイトヘッドの哲学を受けて、こうした過程を「抱握」によって説明して

いる。本稿では、肯定的抱握を専ら問題にしていることになり、否定的抱握については取

り上げていない。もちろん、否定的抱握は、不共可能性とかかわると思われるものであり、

重要な論点ではある。しかしながら、暗い底とかかわるだろう否定的抱握の議論を全面化

してしまうと、魂の襞を拡げ過ぎてしまうおそれがある。つまり、世界全体を見通す可能

性や、そのような観点を許容するおそれがあるし、形成されては解体される自然のイメー

ジに反するだろう（フレモンは、実体的紐帯が言われなくなった理由として、それを認め

ると「神がその〈魂〉であるだろう包括的な生命体」（Frémont 1981: 61）を認めることになる

という危険性を指摘している）。このことは、理性的モナドが従属的なモナドにはならな

いこととも整合的だろう。

20 この公的な対象は、「対象体」（objectile）や、「拡げられた襞」と言われるもののように思わ

れる（Deleuze 1988: 29/38）。「拡げられた襞」とは、第二質料としての身体が、それとして

は変化する余地のないことの謂いというわけである。つまり、表象は現働的ではあるが、

襞を折りたたむようにして潜在性をもち、その現働化の運動の最中にあるし、第一質料も

それと相似した可能性の実在化の運動のなかにあるが、第二質料としての身体は、潜在性

はもとより可能性をもつこともなく、それゆえに、拡げられきった襞にたとえられるとい

うわけである。とはいえ、この対象は、あくまでも変形にとっての不変要素なのであり、「変

化の外」（Deleuze 1988: 29/38）にはないということに注意する必要がある。こうした点を踏

まえつつ、アナモルフォーシスに戻れば、ここで言われる実在的な「口」とは、指示詞のよ

うな「曖昧な記号」として理解することができ、これが、「私があなたに話しているそのこと
4 4 4 4

」

や「あなたも考えているそのこと
4 4 4 4

」のように、曖昧なものを不確定な仕方で確定することを

可能にするだろう（Deleuze 1988: 30/38-39）。

21 ドゥルーズは、このような関係をブーレーズのセリー主義により説明している。すなわち、

どちらにも特権的な音調がなく、排除されるべきアヴォイド・ノートもない。あるのは、各々

の音の系列だけであり、それぞれの系列は、もとになる——というのは不正確だが——系

列のさまざまな変異体であり、もとの系列はさまざまな変形を可能にする変化そのものと
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なる（対位法的発想である）。そのため、各々の系列には、中心的な調性のもとでの調和的

関係はないが、決して「無責任」（ブーレーズ 1982: 288）ではない。完全に水平的でも垂直

的でもない調和があるのである（cf. Deleuze 1988: 188/237）。

22 『デ・ボス宛書簡』では、カトリックの司祭であるデ・ボスが聖変化の秘蹟を説明するよう

求め、ライプニッツはそれに答えて、「実体的紐帯」概念とともに実在化の理論を構築する

ことになる。

23 この点については、ライプニッツの合理主義と信仰の関係を指摘する上野（2012）も参照さ

れたい。

24 私（たち）が、他者や世界との繋がり（世界への「信」（croyance））を断たれ、そのような状況

にあってこそ、繋がりの回復を希求する態度（「信仰」（foi））は、『シネマ２』にすでにみられ

たものでもある（cf. Deleuze 1985: 223/240）。この著作では、大戦後の状況が念頭に置かれ

ているのだが、現代に通じる問題設定だろう。この問題に対して、本稿では『襞』から答え

ようとしたが、『シネマ』を通じて解を与えようとする研究に、築地（2019）がある。
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Abstract
 What is kyosei (coexistence)? We often present this concept as something that 
must be realized. While it is true that society is fraught with problems and that we should 
act and discourse to solve them, one can say that coexistence is always realized, as we are 
indeed living with others. This fact seems so obvious that it has not been questioned much; 
however, at a time when kyosei is subject to complex debate, we must pay attention to the 
fact that we are actually living together.
 This paper aims to examine a minimal coexistence—not an ideal symbiosis but 
rather a kyosei that is actually realized. Therefore, we consider Leibniz’s philosophy, from 
which we draw two kinds of symbiosis based on Deleuze’s interpretation of Leibniz in 
The Fold: Leibniz and Baroque. First, we review Leibniz’s monadology, which prevents 
individuals from engaging in direct communication, as suggested by the famous formula 
“monads have no windows.” Second, referring to Deleuze’s The Fold, we investigate the 
meaning of kyosei in a way that is faithful to Leibniz, who proposes a pre-established 
harmony by God. Third, we demonstrate what The Fold calls the “new Leibnizism,” which 
rejects God as a transcendent entity. Finally, based on this “new Leibnizianism,” we take a 
different approach in reflecting on kyosei.

On Kyosei, or the Possibility to Cross: An 
Essay Based on Deleuze’s The Fold: Leibniz 
and Baroque

RESEARCH ARTICLE

Kimitake HIRATA

Keywords : Kyosei, Leibniz, Deleuze, The Fold
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病いと揺らぎ
北條民雄「いのちの初夜」における名付けと名乗りに関する考察

　近年、人文社会科学の領域だけでなく医療の領域において

も、生物医学的な視点だけでなく「患者の視座」が注目さ

れ、そこから病いの経験を捉え直す試みが積極的になされて

いる。しかしその一方で、従来の研究は「患者の視座」なる

ものがそもそもどれほど首尾一貫したものなのかという問い

については中心的に扱ってこなかった。そこで本稿は、こう

した研究動向に新たな視座を提示すべく、ハンセン病療養所

を舞台とした北條民雄の「いのちの初夜」（1936）という文

学作品の分析を通して、「病者である」ことをめぐる揺らぎ

を明らかにすることを試みた。

　その際に注目したのは、「医師－患者」といった対面的な

対人関係だけでなく、人以外の諸要素を含めた広い意味での

「環境 environment」という視座である。それは諸存在がい

かにアクターとしてネットワークに織り込まれているのかを

問題とするアクターネットワーク理論の提示する視座でもあ

る。これにより、従来ネガティブに捉えられてきた内側から

病者としてのアイデンティティを獲得できないことが、むし

ろ何者にもならないという仕方で自分の位置を定める可能性

に光を当てた。

井上 瞳

１．はじめに
	 1.1問題提起
	 1.2		病者であるのか、作家であ

るのか 
２．療養所外
	 2.1	物と病い
	 2.2	人と物と病い 

３．療養所内――到着直後
	 3.1	受付、外来診察、風呂場
	 3.2	佐柄木との出会い
	 3.3	病室、垣根、病室 

４．療養所内――夜から朝
	 4.1	尾田の揺らぎ
	 4.2	佐柄木の揺らぎ
	 4.3	二人の揺らぎ

おわりに――名付けと名乗り
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１．はじめに

1.1 問題提起

　本稿は、ハンセン病療養所への入院を主題とした北條民雄「いのちの初夜」

（1936）という文学作品の分析を通して、人だけでなく人以外の諸存在も含め

た「環境environment」との連関において、病者であることも病者でないこと

もできない揺らぎを描き出すものである。

　これまで「病者である／病者でない」ことをめぐる事象を理解することは、

社会学や人類学など人文社会科学の領域で主要な課題とされてきた。そこで

は、（１）社会的な役割に着目するアプローチ、（２）個人の語りに着目するア

プローチが取られてきた。

　社会学者であるパーソンズは、病者であることを「役割」の観点から説明す

る「病人役割論 sick role」を提起した（Parsons 1951）。病人役割論は、感染症な

どの急性疾患をモデルに、病人という社会役割を取得することとして「病者で

ある」ことを捉える。たとえば、風邪を引くと学校を休むよう周囲から促され

るように、病者は通常の社会役割や社会的責任が免除される。一方で、病者

は医療機関を受診するなど、有効な技術的援助を受け回復を目指す義務が課

される。つまりパーソンズによれば、「病者である」とは、「病人はこうあるべ

き」という社会規範から導出された病人役割を引き受け、病人らしく振舞うこ

とにほかならない。

　このように、パーソンズが治癒可能な急性疾患を題材として、病人役割を

引き受けることを前提に議論を組み立てたのに対し、ゴフマンは病人役割を

引き受けることそのものが困難な「精神障害」という社会的スティグマ化され

た病気に注目した（Go�man 1961）。ゴフマンによれば、外部から隔絶した「全

制施設」に収容された人々は、「職員」との対人関係を通じて否応なく「患者」役

割を課される。ただ、ゴフマンが描き出したのは、そのように病人役割を課

されながらも、これを単純には引き受けない患者の姿であった。患者たちは、

どのような役割期待が自身に課されているかを把握した上で、ある時は過剰

に順応しある時は抗することで、役割から距離を取るのである。

　社会システムに注目するにせよ病者自身のアイデンティティに注目するに
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せよ、1950年代から1960年代にかけて社会学領域で行われたのは、社会役

割から「病者である／病者でない」ことを説明するアプローチだった。しかし

1970年代以降、医療技術や薬物療法の進歩により特にがんや糖尿病、高血圧

など慢性疾患が前景化すると、医療人類学ないし医療社会学の領域において、

患者の外部に視点を設定するアプローチから「語りnarrative」を通して患者の

内側に視点を設定するアプローチが模索され始める。

　クラインマンは、慢性疾患を抱えた患者と家族の物語を通して、生物医学

に基づく医療者側の客観的説明である「疾患disease」と患者側の主観的経験で

ある「病い illness」の差異を指摘した（Kleinman 1988）。とりわけ、クラインマ

ンが医師の立場から「病者である」ことを探求したのに対して、社会学者のフ

ランクは、心臓病とがんを患う自身の立場から「病者である」ことと「病者でな

い」ことの揺らぎに注目した。フランクによれば、病人役割論は急性疾患を題

材とするがゆえに、治癒を基準に「病者である／病者でない」を二分してしま

う。そのため、病気と健康の境界が「相互浸食 1」する慢性疾患の体験を描くこ

とができない（Frank 1995）。

　本稿は、フランクの提起する病いの物語論について議論を深めることはで

きないが、彼が「混沌の語り」から「探求の語り」へというプロセスを描くこ

とで、かえって患者の視点の揺らぎを軽視してしまっている点を指摘したい。

なぜなら、フランクは「病者である／病者でない」ことの揺らぎを問題としつ

つも、最終的には「病者である」ことをいかに引き受けるかに焦点を当てるか

らである。

探求の物語は、苦しみに真っ向から立ち向かおうとするものである。そ

れは病いを受け入れ、病いを利用しようとする。病いは探求へとつなが

る旅の機会である。（中略）探求の語りが出てくる時でも回復の語りや混

沌の語りは背後に控えているのではあるが、探求の語りは病む人自身の

視点から語られ、混沌を隅に追いやってしまう。探求の語りは、病者に

その人ならではの声を与える。（Frank [1995]2013: 115=2016: 163-164）

（下線引用者、以下同）
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　「混沌の語り」とは、治ることのない病いの前で何を語ろうとしても言葉

が途切れてしまうような状況である。そこには、何とか希望を見いだそうと

する「回復の語り」すら存在しない。しかしながら、フランクが提起するの

は、このように病気であるものの病気であることを受け入れられない状況 2 に

「真っ向から立ち向か」い、「受け入れ」、力強く語り出す「病者」のあり方であ

る。しかし、人は本当にこうした状況を受け入れ病者として語り始めること

ができるのだろうか。なお、こうした語りに注目するアプローチは、1990年

代以降、「ナラティブに基づく医療（Narrative-Based Medicine）」として医療分

野でも議論が本格化している 3（Greenhalgh & Hurwitz 1998）。ただし注目す

べきは、ナラティブが聞き取りの技法という医療実践を超え、患者の自己実現、

すなわち病者として語る主体を立ち上げるというフランク的な論点を含み持

つことである（Charon 2006）。

　このように見ると、「病者である／病者でない」ことをめぐる二つのアプ

ローチは、社会的なものから病者を捉える外からのアプローチと、病者自身

の語りから捉える内からのアプローチがあるといえる。本稿は、外か内かの

違いはあるものの、両者がそれぞれの仕方で「病者である」ことを前提し、そ

れによって「病者である／病者でない」をめぐる揺らぎを取りこぼしている点

に注目したい。フランクが指摘したように、役割を重視する議論は「病者であ

る」ことを社会規範に還元してしまい揺らぎを捉えることができない。しかし、

病者自身の語りを重視する議論もまた、「病者」という統一的アイデンティティ

を措定しており、その意味で揺らぎの動性を捉えることができない。

　確かにパーソンズやゴフマンは、役割というマクロな視座から病者のアイ

デンティティとその葛藤を描き出し、クラインマンやフランクは、生物医学

的な医療モデルの中で重視されてこなかった語る主体としての病者に光を当

てた。しかし、そこでは周囲の人々との対面的な対人関係が想定されている

ため、人以外の諸存在や環境とのミクロな関係性において揺れ動くアイデン

ティティや、語る主体を立ち上げることでかえって自分が何者であるかとい

う「自己同定 identify」が解体してしまうような極限的な状況が取りこぼされて

しまう。

　このようにそれ自体非常に捉えることの難しい「揺らぎ」を捉えるために、
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以下では「環境environment」という視座から、近代文学作家である北條民雄「い

のちの初夜」（1936）という作品を分析する。「いのちの初夜」は、ハンセン病

と診断された主人公「尾田高雄」が、入院のため療養所へ向かう道中および到

着後の療養所での出来事を描いたものである。本作品は、「癩病」4 が極めて

重い社会的意味を担わされていることを踏まえた上で、療養所に続く雑木林、

受付や病室の空間移動を通して、「病者であることも病者でないこともできな

い」アイデンティティの様相を描き出す。本稿は、人だけでなく人工物や自然

物を含めた諸存在のネットワーク 5 と、これを可能にする地理的な条件という

観点から「環境」を捉える。さらにこのようなネットワークを、「彼は病者であ

る」という外からの名付けと「私は病者である」という内からの名乗りが重なり

合う関係のネットワークと捉える。これによって人や人以外の存在や環境と

の連関において、「病者である／病者でない」をめぐる揺らぎを明らかにする

とともに 6、社会的なものと個人的なもののどちらかを重視する二項対立図式

とは別のビジョンを提示する。

1.2 病者であるのか、作家であるのか

　作品分析に入る前に、「いのちの初夜」（1936）が発表された時期のハンセン

病をめぐる日本の法的・社会的状況、および本作品をめぐり日本文学におい

てどのような研究が展開されてきたのかを見ていく。

　本作品が発表された昭和初期の日本では、ハンセン病患者の強制隔離を目

的とした法律、政策、社会運動が推し進められていた。1907年には最初のハ

ンセン病関連法である「癩予防ニ関スル件」が制定され、当時「放浪患者」と呼

ばれた患者や元患者の隔離が開始された。その後1930年には、内務省衛生局

より「全員隔離・終生隔離による患者の絶滅」を目標とした「癩の根絶策」が発

表される（川﨑 2016）。これにより、翌1931年、それまで対象外であった自

宅療養者も隔離対象とする「癩予防法」が制定された。癩予防法の影響は社会

運動にまで及び、療養所への隔離を通して地域に一人も患者がいない状態を

目指す「無らい県運動」が全国的に広まっていった 7。

　こうした時代状況において、「いのちの初夜」は文芸雑誌『文學界』1936年

2月号に発表されると、第2回文學界賞を受賞し大きな話題となった。ただし
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こうした評価は、作者への視線、すなわち本作品が19歳の「ハンセン病患者」

によって「ハンセン病療養所」内で執筆されたという背景が少なからず影響し

ている。事実、翌3月号では小林秀雄、横光利一、師である川端康成らによ

る批評が掲載されるなど本作品はセンセーショナルに扱われた 8。しかし、そ

こでの議論は北條が「ハンセン病患者」なのか、それとも「作家」なのか、ある

いはどこにでもいる「青年」なのかというアイデンティティを問う眼差しと不

可分であった（荒井 2009）。このように作家北條に向けられた視線は、作品の

登場人物に対しても同様に向けられた。大野（2020）によれば、療養所を生き

るハンセン病患者を主題とする北條文学は、常に北條本人と作品内のハンセ

ン病患者とを「同一視」する眼差しによって規定されてきた（近藤 1983; 奈良

崎1998）。

　では、作者と作品を同一視するこの視線は、「いのちの初夜」をめぐる作品

分析において具体的にどのような形を取ってきたのだろうか。日本文学研究

において、これは「いのちの理論」として定式化されてきた（丸山 1938）。いの

ちの理論とは、分離、移行、統合という通過儀礼的な解釈を土台に、療養所

を社会から隔絶された空間と捉えることで「癩病者」を社会から切り離された

存在として図式化するものである（平野 1975; 荒井 2011; 李 2016; 2017）。そ

こでは、北條と同一視された入院患者尾田については、社会と療養所のあい

だで揺らぐアイデンティティが問題とされるのに対して（木村 2016）、先輩患

者佐柄木については社会性を「放棄」したいのち礼讃者として批判されてきた

（辻橋 1963; 中村 2019）。  

　しかし、本作品を「環境」という視座から改めて見てみると、療養所内の存

在である佐柄木を社会から切り離された存在として措定するいのちの理論―

―療養所の垣根を基準に内外を峻別する――が前提とする静的区分とは異な

る、動的空間のネットワークが浮かび上がる。この空間の再配置は、実体化

された生命ではなく、むしろ川端によって改題される前の北條自身の原題「最

初の一夜」が示すような、時間ないし空間との関係性によって揺れ動くアイデ

ンティティの様相を描き出す。

　以下、本稿では足取りという環境依存的な指標から、「病者である／病者で

ない」ことをめぐる尾田のアイデンティティの揺らぎに迫りたい。これは、従
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来の文学研究が指摘してきたように、療養所を社会から切り離された領域と

のみ捉えるのではなく、内外が浸透し合う空間として描きなおす試みでもある。

２．療養所外

2.1 物と病い

　本作品は、入院当日、療養所の最寄り駅である武蔵野から雑木林を20分ほ

ど歩いた地点から始まる 9。本節では、この雑木林において尾田の視点がどの

ように揺らいでいるかを考察していきたい。

　午後の雑木林は木々から漏れる光で明るい。しかし時期は蟬も鳴いていな

い梅雨前であり、林は静けさに満たされていた。尾田は人がいないことを確

認すると、症状により毛が抜け眉墨をいれた眉を隠すため目深に被っていた

帽子をずりあげた。同時に、林を満たすこの静けさは尾田に過去と現在の歩

みを問い直させた。

まだ蟬の声も聞こえない静まった中を、尾田はぽくぽくと歩きながら、

これから後自分はいったいどうなって行くのであろうかと、不安でなら

なかった。（中略）今こうして黙々と病院へ向かって歩くのが、自分にとっ

ていちばん適切な方法なのだろうか、それ以外に生きる道はないので

あろうか。そういう考えが後から後から突き上がって来て、彼はちょっ

と足を停めて林の梢を眺めた。やっぱり死んだ方がいいのかもしれない。

（11-12、下線は引用者、以下同 10）

　ここからは、静けさが「黙々」と歩む足取りという形で尾田に働きかけてい

ることがわかる。そしてこの足取りは、療養所に向かうと現在の歩みを問い

直させただけでなく、「やっぱり死んだ方がいいのかもしれない」とこの半年

間の歩みを回想させた。診断を受けて以降、尾田にとって日常の中の様々な

物は死を迫る契機と化した。尾田は公園や街路の「枝」を見れば首を吊るのに

相応しいかを吟味し、薬局の前では「睡眠剤」で苦しむことなく死ぬ自分を、「電

車」を見れば轢かれた自分の姿を想像した。しかし、これら死の契機は「益々



井上｜病いと揺らぎ 40

死にきれなくなっていく自分」（12）を発見させる契機でもあった。そしてこの

ことは、回想された過去においてだけでなく、雑木林で枝を吟味しながら回

想する現在においても同様であった。尾田は「どうしても死にきれない」（13）

自分の存在に気付くと再び歩き出した。

　尾田は次に入院が決まった二日前の出来事を思い出した。その日、尾田は

今度こそ死ねるかもしれないと東京から江の島に向かった。しかし、海辺で

遊ぶ「小学生たち」や、海に注ぐ「太陽の明るさ」を目にすると、「死などを考

えている自分がひどく馬鹿げて来」（13）てしまう。何とか岩頭に立つも、な

ぜここで死ぬのかという問いが起こり飛び込むことができない。「ウイスキー」

を飲み何もわからないまま飛び込もうとするも、足元に這ってきた「赤い蟹」

に気づき「滅茶に踏み殺すと急にどっと瞼が熱くなって来」（13）てしまい自殺

を諦めた。しかし本来乗るはずのなかった東京行きの電車に乗ると、死にき

れなかった事実がまたしても尾田を襲うのだった。

　このように、過去の尾田の様子からは、診断や入院の決定など社会的出来

事によって「病者」として規定された際に、そこから逃れる方法として死が

試みられていることがわかる。ただし、この揺らぎは、枝や江の島の海に死

を迫られつつ、海辺で遊ぶ小学生や赤い蟹によって踏みとどまる尾田の姿か

らも示されているように、社会的出来事によってのみ規定されたものではな

く、環境とのミクロな連関によっても規定されている。加えて、このように

繰り返し過去を振り返る行為の揺らぎは、それ自体「雑木林」という地理的な

条件によっても規定されている。なぜなら、駅と療養所の間に広がる雑木林は、

その意味でそれまでの世界とこれからの世界の双方に潜在的に開かれた空間

だからである。尾田はこの回想後、「一時も早く目的地（病院――引用者注）に

着いて自己を決定するより他に道はない」（13）と思いを新たにするが、ここに

は空間を物理的に移動することでアイデンティティを確定させようとする尾

田の姿を見ることができる。

　とはいえその後も足取りは一貫しない。尾田は、療養所の垣根の向こうに

黒煙を上げる大きな太い煙突を見つけると再び立ち止まった。この煙突の用

途は何か。その答えを、「焼場の煙突」だと合点した尾田は「これから行く先が

地獄のように思われ（中略）俄に足の力が抜けて行った」（14）。しかし、垣根に



未来共創  第 9 号（2022） 41

沿って歩くうちに見えてきた苺畑、葡萄棚、梨棚は再び尾田の気持ちを明る

くし、東京の雑踏と比べると「意想外に院内は平和なのかもしれぬ」（14）と思

い直すのだった。このように雑木林は尾田の歩みを止まらせ進ませる。大き

な煙突から吐き出された黒い煙が療養所を「地獄」にする一方で、色とりどり

の果物畑は療養所を「平和」な場所にする。

2.2　人と物と病い

　ここまでは、主に物との関係から尾田の揺らぎを見てきた。以下では、特

に人との関係に注目しよう。尾田は柊で暗くなった垣根沿いの道で二人の若

い百姓に遭遇する。

尾田は嫌な処で人に会ってしまったと思いながら、ずり上げてあった帽

子を深く被ると、下を向いて歩き出した。（中略）彼等は近くまで来ると

急に話をぱたりとやめ、トランクを提げた尾田の姿を、好奇心に充ちた

眼差しで眺めて通り過ぎた。尾田は黙々と下を向いていたが、彼らの眼

差しを明瞭に心に感じ、この近所の者であるなら、こうして入院する患

者の姿を幾度も見ているに相違ないと思うと、屈辱にも似たものがひし

ひしと心に迫って来るのだった。（14-15）

　ここでは、果物畑を見て明るくなった尾田の気持ちが百姓との遭遇によっ

て再び曇らされる様子が描かれている。実際、尾田はここを「嫌な処」と表

現しており、百姓と接近する前から帽子をずり下げ目を伏せたまますれ違っ

ている。では、このように物理的に百姓の姿を見ることができない状況にも

関わらず、尾田はなぜこれほど強い屈辱を感じたのだろうか。言い換えれば、

なぜ尾田は現実に百姓たちが尾田を「好奇心で充ちた眼差し」で眺めたかどう

かとは無関係に、「入院する患者」として眼差されたと感じたのだろうか。

　ここで手がかりとなるのが、両者が遭遇した位置である。尾田は、百姓が

自分を入院患者と捉えた理由を「この近所の者であるなら」と留保つきで述べ

ている。つまり、「療養所の垣根沿い」というこの位置は、百姓をとりわけ療
4

養所の近隣住民
4 4 4 4 4 4 4

として、トランクを提げた自分をとりわけ入院患者
4 4 4 4

として尾
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田に経験させたのである。この経験によって、それまで不確定なまま留め置

かれていた尾田のアイデンティティが癩病者として規定されたことは、尾田

が「こんな病院へはいらなければ生を完うできぬ惨めさ」（15）を感じ、近くの

枝にバンドをかけたことからも読み取ることができるだろう。

その時突然、激しい笑う声が院内から聞こえて来たので、ぎょっとして

声の方を見ると、垣の内側を若い女が二人、何か楽しそうに話し合いな

がら葡萄棚の方へ行くのだった。（中略）横目を使って覗いていると、二

人とも同じ棒縞の筒袖を着、白い前掛が背後から見る尾田の眼にもひら

ひらと映った。貌形の見えぬことに、ちょっと失望したが、後ろ姿はな

かなか立派なもので、頭髪も黒々と厚いのが無造作に束ねられてあった。

無論患者に相違あるまいが、何処一つとして患者らしい醜悪さがないの

を見ると、何故ともなく尾田はほっと安心した。（中略）やがて葡萄畑を

抜けると、彼女等は青々と繁った菜園の中に這入って行ったが、急に一

人がさっと駆け出した。（中略）やがて煙突の下の深まった木立の中へ消

えて行った。尾田はほっと息を抜いて、女の消えた一点から眼を外らすと、

兎に角入院しようと決心した。（15-16）

　ここでは、二人の女性患者の姿を通して、あれほど屈辱的であったはずの「入

院患者」になることを「決心」する尾田の様子が描かれている。しかし、女性患

者は百姓と同じく療養所をめぐる人々である。特に療養所を基準にした場合、

百姓が療養所の外部の存在であるのに対して、女性患者はまさに療養所内部

の存在である。その意味では、女性患者の姿を見た尾田が、入院を決めるの

ではなくむしろそこから逃れようとしても不思議ではない。

　では、尾田はなぜ入院を決めたのだろうか。ここには二つの理由が考えら

れる。一つは、彼女たちの外見に「何処一つとして患者らしい醜悪さ」がなかっ

たことである。尾田が強調するように、療養所内の菜園で専用の着物を着た

二人は「無論患者に相違」ない。しかし、顔こそ見えないものの黒々した髪を

束ね、笑い声を上げながら楽しそうに遊び回る様子は、尾田の中のステレオ

タイプな患者像と齟齬をきたした。
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　次に彼女たちのいた位置である。先ほど確認したように、百姓と遭遇した

のは療養所の垣根沿いだった。それは雑木林の中で最も「療養所」に近く、そ

の意味で彼らはいわば「療養所との境目に現れた他者」である。対して、女性

患者がいた菜園は療養所の中で最も「雑木林」に近く、その意味で二人はいわ

ば「雑木林との境目に現れた他者」である。つまり、まさにこの位置取りによっ

て、最も療養所に近接した場所にいた百姓は病者という規定を付与するアク

ターとして、最も雑木林に近接した場所にいた女性患者はこの規定に動揺を

与えるアクターとして、尾田に経験されたと考えらえる。また、上の引用では、

二人の女性患者が療養所の奥へ進んでいく様子、そしてこの移動により尾田

の動揺が「ほっと」収束する様子が描かれている。ここからは、療養所の奥へ

進むことのできる彼女たちが他の何者でもなく入院患者であること、そして

その一部始終を見届けた尾田もまた、これから療養所の奥へ進む入院患者で

あることが示されている。

３．療養所内―到着直後

3.1　受付、外来診察、風呂場

　ここまでの考察から確認できたのは、病気の宣告や入院といった社会的出

来事を通して、本来療養所「外」の諸存在であるはずの電車や枝までもが、尾

田に「癩病者」という規定を付与したということである。そしてこの傾向は療

養所との物理的距離が縮まるにつれてより顕著になったものの、それまでの

世界とこれからの世界の双方に潜在的に開かれた雑木林での尾田の経験が示

したように、療養所内外の区別は極めて透過的であった。そこでは、癩病者

という社会的アイデンティティが鋭く付与される一方で、これに抗しうる余

地が残されていた。

　本節では、療養所内部に足を踏み入れた尾田が、その後どのように奥へ進

んでいくかを見ていくことにしよう。

　病院に到着した尾田は最初に受付を訪ねた。そこでは、事務員と思われる

人物が、尾田を「上から下から眺め廻」すと、トランクを開け書籍のタイトル

を一つ一つ入念に記録した。療養所の入り口である受付でのこれらの対応は、
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「病院の内部にどんな意外なものが待ち受けているのか」（16）という形で尾田

に不安をもたらす。不安は的中し、尾田はベンチが一つあるだけの小屋に案

内されるとそのまま待たされた。ようやく登場した医師も「尾田に帽子を取ら

せ、ちょっと顔を覗いて「はああん」と一つ頷く」と「お気の毒だったね」（17）

と声をかけるだけであり、こうした対応からもここが通常の病院とは明確に

異なった、自分の眉を隠すかどうかの決定権すらない場所であることがわかる。

　診察が終わると、看護師のような出で立ちの男が尾田を風呂場へ案内した。

風呂場は大きな病棟の裏にあり、尾田は次第に療養所の奥へ移動していく。

二人が着いた所は、大きな病棟の裏側にある風呂場で、既に看護婦が二

人で尾田の来るのを待っていた。耳まで被さってしまうような大きなマ

スクを彼女等はかけていて、それを見ると同時に尾田は、思わず自分の

病気を振り返って情けなさが突き上がって来た。（中略）この汚れた蓙の

上で、全身虱だらけの乞食や、浮浪患者が幾人も着物を脱いだのであろ

うと考え出すと、この看護婦たちの眼にも、もう自分はそれらの行路病

者と同一の姿で映っているに違いないと思われて来て、怒りと悲しみが

一度に上るのを感じた。（18-19）

　ここでは、「情けなさ」や「怒りと悲しみ」などの感情が制御しようのない仕

方で迫る様子が描かれている。まず、通常の病院では見ない大きなマスクは、

それまで何とか距離を保っていた病いを尾田に「振りかえ」らせた。さらに尾

田は、脱衣所も脱衣籠もなく「汚れた蓙」の上で服を脱ぎ浴槽に浸かるよう指

示される。これは最初に強制隔離の対象となった放浪患者を尾田に想起させ、

自分もまた隔離対象であることを強く感じさせた 11。

　風呂から上がると療養所専用の着物が手渡された。尾田は「なんという見

すぼらしく滑稽な姿になったものか」（20）と、先ほどの女性患者と同じ着物

姿になった自分を繰り返し確認する。また尾田のトランクは職員の手で「搔き

廻」（20）され、所持金は後日療養所専用の金券に換えられると告げられた。尾

田は金券を「初めて尾田の前に露呈した病院の組織の一端」（21）だと述べるが、

このように療養所専用の物品は彼がここから出られない存在であることを暗
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黙のうちに示した。こうして病棟の裏という位置取り、看護師の装備、風呂

場の環境、着物、通貨といった環境および諸存在は、「自分が何者であるか」

を絶えず自覚させることで、尾田を徐々に療養所内部の存在に組み替えていく。

3.2　佐柄木との出会い

　専用の着物に着替えた尾田を佐柄木という一人の患者が迎えに来た。本作

品における「一夜」はこの人物と共に進んでいく。彼は、すでに外見から年齢

を判断することは難しく片目に義眼をはめていた。しかしそうした佐柄木で

さえここでは比較的軽症であり、「付添夫 12」として他の患者の世話を行って

いた。尾田を迎えに来たのも仕事の一環である。佐柄木は尾田を重病室 13 に

案内すると、「鼻の潰れた男や口の歪んだ女や骸骨のように目玉のない男」

（24）たち重症患者の食事や排泄の介助、膿で黄色くなった包帯の交換を忙し

なく続けた。その間佐柄木はしばしば尾田を訪ね話しかけるのだが、その様

子は非常に固いものだった。

仕事が暇になると尾田の寝室へ来て話すのであったが、彼は決して尾田

を慰めようとはしなかった。（中略）また尾田の方から彼の過去に就いて

訊ねて見ても、彼は笑うばかりで決して語ろうとはしなかった。それで

も尾田が、発病するまで学校にいたことを話してからは、急に好意を深

めて来たように見えた。／「今まで話相手が少なくて困っておりました。」

／と言った佐柄木の貌には明らかによろこびが見え、青年同志としての

親しみが自ずと芽生えたのであった。だがそれと同時に、今こうして癩

病者佐柄木と親しくなって行く自分を思い浮かべると尾田は、いうべか

らざる嫌悪を覚えた。これではいけないと思いつつ、本能的に嫌悪が突

き上がって来てならないのであった。（25）

　尾田が学生だったことを知ると、それまで「付添夫」として振舞っていた佐

柄木の様子が一変する。「学生である」というアイデンティティが、二人の間

に「青年同志」としての親しみをもたらしたのだ。しかし療養所という空間に

おいて、「学生である」というアイデンティティと「癩病者である」というアイ
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デンティティとは両立しない。つまり、「学生だった」と過去形でしか語るこ

とができない「癩病者佐柄木」と親交が深まることは、自身もまたそのように

しか語ることのできない者の一人であることを尾田に突きつけた。　

　このように、病者以外のアイデンティティさえ病者としてのアイデンティ

ティに帰着するという意味において、この病室という空間は、病いから「眼を

そむける場所すらない」（25）ものであった。しかしこうした逃れがたさは、佐

柄木との会話によってのみ規定されたわけではない。なぜなら、それは重病

室を満たす膿汁の匂いによっても規定されていたからだ。こうして尾田は押

し出されるように病室を飛び出した。

3.3　病室、垣根、病室

　重病室の患者、先輩患者佐柄木、そして室内を満たす膿汁の匂いは、自分

の未来という形で尾田に病者のアイデンティティを付与した。尾田は病室を

飛び出すと、垣根を越え、雑木林で首を吊るため帯を解き始めた。

俺は自殺するのでは決してない。ただ、今死なねばならぬように決定さ

れてしまったのだ、何者が決定したのかそれは知らぬ、が兎に角そう総

て定まってしまったのだと口走るように呟いて、頭上の栗の枝に帯をか

けた。（26）

　これまでも、療養所内部において「垣根」は常に外部を示唆し続けた。尾田

は小屋のベンチで待たされている時も、垣根が見えると「いっそ今の間に逃げ

出してしまおうかと幾度も腰を上げて見たり」（17）した。また風呂場に続く廊

下でも、垣根が見えると「全治する人もあるのでしょうか」（18）と看護師に尋

ねた。したがって、垣根を越えたところで死のうとする尾田の行動は、病者

であること、すなわち癩病者として療養所で死ぬことから逃れるための行動

だったといえるだろう。しかしそれでも尾田は逃れることができない。なぜ

なら、そこで枝にかけたのは、癩病者であることを印づける療養所の帯だっ

たからである。尾田はこれに気づくと、あれほど決定的だったはずの死が急

に情けなくなって来る。「まだ本気に死ぬ気ではなかった」（26）と言い聞かせ、
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帯に首をかけたまま思いを巡らせていると、近くで聞こえた足音に驚くとと

もに、足元の下駄がひっくり返った。

「しまった。」／さすがに仰天して小さく叫んだ。（中略）死ぬ、死ぬ。／

無我夢中で足を藻搔いた。と、こつりと下駄が足先に触れた。／「ああびっ

くりした。」／ようやくゆるんだ帯から首をはずしてほっとしたが、腋

の下や背筋には冷たい汗が出てどきんどきんと心臓が激しかった。いく

ら不覚のこととはいえ、自殺しようとしている者が、これくらいのこと

にどうしてびっくりするのだ、この絶好の機会に、と口惜しがりながら、

しかしもう一度首を引っ掛けてみる気持は起こって来なかった。（27）

　ここでは、実際に訪れた死に抗おうとする尾田の様子が描かれている。そ

れは「しまった」、「死ぬ、死ぬ」という言語の水準だけでなく、「無我夢中で藻

搔いた」、「冷たい汗」、「どきんどきんと心臓が激しかった」という身体の水準

においても同様である。尾田はその後、言葉では「この絶好の機会に」と悔し

がりながらも首をかけ直さなかった。ここからは、死があくまで病者として

の名付けから逃れるための方法であり、尾田が死そのものを望んでいるわけ

ではないことがわかる。

　その後、尾田は自殺を諦め病室に戻ろうとする。しかし先ほど見た「悪夢の

ような室内の光景」（28）が思い出され戻る気にならない。とはいえ、再び雑

木林に戻る気にもならず、昼間の果樹園へ向かうが二、三歩でやめてしまう。

病棟の方へ歩き出すも「むんむん」と漂う「膿の匂い」に足を止め、病棟の窓明

かりさえ「妙に白々し」く見えてくるとまた反対方向に歩き出した（28）。こう

して、尾田は病室に戻ることも療養所を出ることもできないまま、「全体俺

は何処へ行くつもりなんだ、何処へ行ったら良いんだ、林や果樹園や菜園が

俺の行場でないことだけは明瞭に判っている、そして必然何処かへ行かねば

ならぬ、それもまた明瞭に判っているのだ。それだのに、／「俺は、どこへ、

行きたいんだ。」（29）と園内を彷徨う。

　行き場を失った尾田を病室に連れ戻したのは佐柄木だった。佐柄木は「どう

かしたのですか」と尋ねると「兎に角、もう遅いですから、病室へ帰りましょう」
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とだけ言い、「しっかりとした足取り」で病棟の方へ歩き出す。尾田もそれに「何

となく安心」し着いて行った（29）。つまり、尾田が病室に戻った背景には、佐

柄木による説得や尾田の納得のような明確な理由は何もない。病室を飛び出

した尾田の足取りが、垣根、帯、足音、匂いなど環境との関わりで揺れ続け

たように、尾田の足を病室へ向けたのもまた、佐柄木の足取りという環境依

存的な指標だったのである。

４．療養所内―夜から朝

　前節では、療養所の奥に進む尾田の足取りとそれに伴う視点の揺らぎを

見てきた。そこで明らかになったのは、療養所の内へ移動すればするほど

療養所の外が問題になるということである。重病室という最奥部へ進んだ

尾田が病室を飛び出し垣根を越えたように、ここでは内と外が切り離され

ることなくむしろ緊密に結びついていた。同時に、よりミクロな視点でみ

れば、尾田の足取りは垣根、帯、足音、匂い、佐柄木の足取りといった諸

存在との関係によって揺らぎ続けた。最終的に、尾田は佐柄木と共に病室

へ戻るが、そこで描かれたのはスティグマ化されたアイデンティティの取

得というような役割構造では捉えられないもの、すなわち療養所内部にお

いてさえ病者であることができず病者でないこともできない尾田の揺らぎ

だった 。

　本節では、病室に戻った尾田がどのように夜明けを迎えるかを見ていく

ことにしよう。ただしここでは以下の二点に注意したい。それは、これま

での研究において重要視されてきたこの深夜から夜明けにかけての場面が

（１）空間の移動が最小限である、（２）佐柄木の様子が非常に丹念に描か

れるという二点において、それ以前と異なる形で展開するということであ

る。ここまでは、回想場面を含むものの公園、江の島、雑木林などの療養

所外から療養所内へ進み、病室を飛び出し病室へ戻るダイナミックな空間

移動が描かれてきた。対して、これから見る場面は、全て病室と便所とい

う病棟内の限られた空間の移動を軸に展開される。これは、確かにこれま

でのようなダイナミックな移動ではないが、最小限であることによってむ
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しろ真夜中の重病室における尾田と佐柄木それぞれの揺らぎを明瞭に描き

出す。

　以下では順に、病室から便所への二度の移動―最初は佐柄木が、次は

尾田が―に注目し、二人にとって病者であるとはいかなることかを考察

する。

4.1 　尾田の揺らぎ

　二人は病室に戻ると尾田の寝台に座った。しかし電灯に照らされた佐柄

木の顔には片方の目がなかった。義眼を外していたのである。佐柄木は尾

田の驚いた様子に気づくと、病室中央の付添夫用の寝台で義眼をはめて

戻って来た。佐柄木は「どうです、生きてるようでしょう」（31）と言うと、

先ほどの下駄がひっくり返った場面をすっかり見ていたと明かし、生の重

要性を説き始める。

「蓄えているものに邪魔されて死に切れないらしいのですね。僕思うんで

すが、意志の大いさは絶望の大いさに正比する、とね。意志のない者に

絶望などあろう筈がないじゃありませんか。生きる意志こそ絶望の源泉

だと常に思っているのです。しかし下駄がひっくり返ったのですか、あ

の時はちょっとびっくりしましたよ。あなたはどんな気がしたのですか。」

（32-33）

　佐柄木によれば、ここまで尾田に幾度となく死を迫った苦悩の出所は、

何としても死にたいという死への意志ではなくむしろ生きようとする「生

きる意志」である。佐柄木はその根拠として、下駄がひっくり返った場面

で「うまく死ねるぞ」と安心する一方で「心臓がどきどきした」と答えた

尾田の言葉を持ち出す。佐柄木によればそこにこそ生きようとする生命が

存在するのであり、「もっともっと自己に対して、自らの生命に対して謙

虚になりましょう」（34）と説く。しかし、療養所で生きるということは、

「兎に角、癩病に成り切ることが何より大切だと思います」と「不敵な面魂」

（34）で佐柄木が指摘するように、それまでの一切のアイデンティティを
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捨象し「癩病者」として生きていくことである。そしてこれこそ尾田が逃

れようとしていたものに他ならない。

　したがって、こうした佐柄木の言葉は尾田をほとんど触発しない。尾田

は改めて同室の患者たちを眺めてみるが、そこで感じられたのは賛美の対

象としての生命ではなく「ぬるぬる」した「逃れようとしても逃れられない」

（35）生命だった。しかし、こうした生に対する「どう生きる態度を定め

たらいいのだろう」（35）という尾田の迷いは、佐柄木が患者を便所に連

れていくという環境の変化によって大きく揺らぐこととなる。

便所から帰って来た佐柄木は、男を以前のように寝かせてやり、／「他

に用はないか。」／と訊きながら、布団をかけてやった。もう用はないと

答えると、佐柄木は又尾田の寝台に来て、／「ね、尾田さん。新しい出

発をしましょう。それには、先ず癩に成り切ることが必要だと思います。」

／と言うのであった。便所へ連れて行ってやった男のことなど、もうすっ

かり忘れているらしく、それが強く尾田の心を打った。佐柄木の心には

癩も病院も患者もないのであろう。この崩れかかった男の内部は、我々

と全然異なった組織で出来上がっているのであろうか。尾田には少しず

つ佐柄木の姿が大きく見え始めるのだった。（36）

　

　尾田を触発したのは、何度も繰り返される語りの内容ではなく、患者を

便所へ連れて行ったことを気にも留めず語り続ける佐柄木の態度だった。

これまで常に「癩病者」、「患者」、「療養所」を意識し続けてきた自分と対

照的なその姿は尾田の目に「大きく」映り、次第に佐柄木の言葉に真剣

に耳を傾けるようになる。直後、佐柄木は「癩」に「屈伏」し「しっかり

と癩者の眼を持」つことの重要性を説き、これを「果合いのようなもの」

（36-37）と表現する。ここからは、人や物などの諸存在から「彼は癩病者

である」と規定されることも、みずから「私は癩病者である」と規定する

こともできず揺らぎ続ける尾田に対して、癩病者であることを引き受ける

と説く佐柄木の揺らぎなさを読み取ることができる。

　佐柄木の姿が大きく見えた後、尾田は「巨人佐柄木」が登場する夢を見る。
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そこでは、尾田が必死に死と病いから逃げる一方で、完治した佐柄木が逃

げる尾田を追いかける。尾田は先ほどと同じように垣根を乗り越えようと

するが、底なし沼にはまってしまい身動きが取れない。すると場面が切り

替わり、故郷の蜜柑の木の上から、病が治り顔の綺麗になった巨人佐柄木

が「お前はまだ癩病だ」と言う。

「お前はまだ癩病だな。」／樹上から彼は言うのだ。／「佐柄木さんは、

もう癩病がお癒りになられたのですか。」恐る恐る訊いてみる。／「癒っ

たさ、癩病なんかいつでも癒るね。」／「それでは私も癒りましょうか。」

／「癒らんね。君は。癒らんね。お気の毒じゃよ。」／「どうしたら癒る

のでしょうか。佐柄木さん。お願いですから、どうか教えてください。」

／（中略）／「ふん、教えるもんか、教えるもんか。貴様はもう死んでしまっ

たんだからな。死んでしまったんだからな。」／そして佐柄木はにたりと

笑い、突如、耳の裂けるような声で大喝した。「まだ生きてやがるな、まだ、

貴、貴様は生きてやがるな。」（中略）さっと佐柄木が樹上から飛びついて

来た。巨人佐柄木に易々と小腋に抱えられてしまったのだ。手を振り足

を振るが巨人は知らん顔している。「さあ火炙りだ。」（38-39）

　ここでも「どうすれば治るか」と聞き募り病いから逃れようとする尾田

を、佐柄木は火柱に投げ込もうとする。尾田は佐柄木の体にしがみつき抵

抗するが、「ころされる。こ　ろ　さ　れ　る　う―。他人にころされる

う―。」（39）という自分の声で目が覚めたのだった。

　この夢からは、先ほど佐柄木が語った、それまでの一切のアイデンティ

ティを捨象し「癩病者に成り切る」こととしての「果し合い」が想起され

る。ただしここで重要なのは、それが「お前は癩病だ」という名付けとそ

の応答として提示されている点である。この名付けはそれまでの一切のア

イデンティティを消失させる。療養所という空間において病者でないこと

はできないのだ。対して、この夢が示すのは、そのようにして一切の社会

的アイデンティティが「死んでしまった」にも関わらず、なおも名付けを

引き受けない尾田の姿である。これは言い換えれば、佐柄木が強調した「生
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命に謙虚」になるような態度の対極、すなわち「まだ生きてやがる」と評

されるような生への態度である。

　こうした尾田の態度はこの後の場面において、否定形でしか経験するこ
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

とのできない生命
4 4 4 4 4 4 4 4

として描かれることとなる。夢から覚めた尾田は「悪臭

に満ち（中略）どろんと濁ったままの穴倉のように不気味な静けさ」漂う

病室で、「胸から股のあたりへかけて、汗がぬるぬる」し「気色の悪いこ

と一通りではな」い中、「小便を催し」（40）ながらも、恐怖で布団から出

ることができない。その後、どこからともなく痛みを訴えるすすり泣きが

聞こえ、佐柄木に伝えなければと布団を出たものの、寝台に横たわる患者

たちの姿を「生命の醜悪な根強さ」としか感じられず、「生きることの恐

しさを切々と覚えながら」便所に出かけたのだった（42）。

　生に対するこうした否定的な態度は、便所へ向かいながら、なぜ江の島

で死んでしまわなかったのかと後悔する姿にも見ることができる。しかし

ながら、この態度もまた諸存在との連関で揺り動かされる。尾田は便所に

設置された消毒液の匂いを嗅ぐと「ふらふら」と眩暈に襲われる。かろう

じて扉にしがみつくも、今度は「たかお！　高雄。」（42）と訊き馴染みの

ある声に呼びかけられる。恐怖に慄いた尾田が急いで便所から出ると、今

度は目の見えない患者に包帯を巻いた手で「すうっと貌を撫でられ」こん

ばんはと挨拶される。尾田は「生きた心地」がしないながらも「こんばんは」

と返事をし、病室へ戻った（43）。

　これら便所をめぐる一連の移動によって示されたのは、療養所という空

間において、尾田が生命を不快な身体状況、嫌悪、後悔、恐怖など否定的

な仕方で経験しているということである。佐柄木によれば、生命に対する

「謙虚」な態度とは、「癩病者である」ことを引き受けた態度を指していた。

しかし、「癩病者である」ことを突きつけるような夢を見た後も、夢から

覚め、療養所内の様々な存在―患者の姿、強烈な消毒液の匂い、挨拶―

から繰り返し病者であることが突きつけられた後も、尾田は佐柄木のいう

「謙虚」な態度を取ることができなかった。このことは、便所から病室に

戻りながら、尾田がこれら一連の動揺を「これこそまさしく化物屋敷だ」

（43）と表現していることからも読み取ることができる。つまり尾田にとっ
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て生命とは、「作品と鑑賞者」という一定の隔たりを保持する関係に類比

されたもの、すなわちどこまでも引き受けられないもの
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

として経験されて

いるのである。

4.2 佐柄木の揺らぎ

　しかし、この後の佐柄木との会話は尾田をこれまでとは異なる方向へ動

かす。これまで佐柄木が尾田の寝台を訪れていたのに対し、佐柄木に呼び

止められた尾田は初めて佐柄木の寝台に座った。この物理的な移動によっ

て、寝台の上の佐柄木の持ち物――「大きな文字」で「ぎっしり書き込まれ」

た「部厚なノォト」（44）――が見え、佐柄木が何を書きなぜ書いている

かに話題が移る。

　尾田と佐柄木は二人で話を始めた。しかし二人の周囲には何人もの患者

たちが寝ている。先ほど尾田が気にしていた患者は泣き声とも唸り声とも

つかぬ声を上げている。また別の寝台では、咽喉に穴が開いた男がそれを

押さえながら念仏を唱え、唱え終わると「ああ、ああ、なんとかして死ね

んものかいなあー」（46）と言うのだった。すると佐柄木は「ね尾田さん。

あの人達は、もう人間じゃあないんですよ」（46）と深刻な様子で話し始

めた。

「誰でも癩になった刹那に、その人の人間は亡びるのです。死ぬのです。（中

略）けれど尾田さん、僕等は不死鳥です。新しい思想、新しい眼を持つ

時、全然癩者の生活を獲得する時、再び人間として生き復るのです。復活、

そう復活です。ぴくぴくと生きている生命が肉体を獲得するのです。新

しい人間生活はそれから始まるのです。尾田さん、あなたは今死んでい

るのです。死んでいますとも、あなたは人間じゃあないんです。あなた

の苦悩や絶望、それが何処から来るか、考えて見てください。一たび死

んだ過去の人間を捜し求めているからではないでしょうか。」（47）

　佐柄木の思想は一貫している。それは癩病にかかった瞬間それまでの社

会的アイデンティティは葬り去られ、純粋な生命になるというものである。
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そして、尾田が経験した様々な「苦悩や絶望」がなぜ生まれるかと言えば、

療養所から出たい、治りたいとこれを引き受けられず、葬り去られたはず

の「過去の人間」を求めてしまうからである。この論理にしたがい、佐柄

木は癩病者であることに抗うのではなくむしろ引き受けること、すなわち

「新しい人間」として「生き返る」ことの重要性を説く。

　しかしこのような思想の首尾一貫性に反し、それを語る佐柄木の姿は矛

盾をはらんだものだった。

だんだん激して来る佐柄木の言葉を、尾田は熱心に聴くのだったが、潰

れかかった彼の貌が大きく眼に映って来ると、この男は狂っているので

はないかと、言葉の強さに圧されながらも怪しむのだった。尾田に向かっ

て説きつめているようでありながら、その実佐柄木自身が自分の心内に

突き出して来る何ものかと激しく戦って血みどろとなっているように尾

田には見え、それが我を忘れて聞こうとする尾田の心を乱しているよう

に思われるのだった。（47）

　ここでは、周囲の様子が一切差しはさまれることなくひたすら佐柄木の

様子が描かれている。何ものの出入りもないこの空間は、何を語るかとい

う次元とどう語るかの次元で自己矛盾する佐柄木の揺らぎを際立たせる。

つまり何を語るかという次元に注目した場合、確かに佐柄木の思想には全

く揺らぎがない。しかし、どう語るかという次元に注目するならば、それ

は単に首尾一貫した思想ではなく、その思想を「血みどろ」になりながら

自分自身に説く引き裂かれた佐柄木の姿が浮かび上がる。

と果して佐柄木は急に弱々しく、／「僕に、もう少し文学的な才能があっ

たら、と歯ぎしりするのですよ。」／その声には、今まで見て来た佐柄木

とも思われない、意外な苦悩の影がつきまとっていた。／「ね、尾田さん、

僕に天才があったら、この新しい人間を、今までかつて無かった人間像

を築き上げるのですが――及びません。」／そう言って枕許のノォトを尾

田に示すのであった。／「小説をお書きなんですか。」／「書けないので
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す。」（47-48）

　つい先ほどまで新たな人間のあり方を力説していた佐柄木が、ここでは

そうした人間を書くことができない苦悩を尾田に吐露している。佐柄木が

書けないのには理由がある。それは佐柄木のノートが「大きな文字」で埋

められていたことからもわかるように、目が日に日に悪くなっているにも

関わらず、暗い宿直の夜しか書く時間を取ることができないということで

あった。つまり、尾田と異なり、確かに佐柄木は癩病者としてのアイデン

ティティをいかに引き受けるかを問題としていた。しかし、黒い斑点がち

らつく見えづらい目で深夜に文字を刻む生活は彼が「癩者の眼」を持つこ

とも「癩者の生活」を獲得することも困難にしていたのである。　

　ここから翻って考えるならば、佐柄木にとって「癩に成り切る」という

ことは単に思索上の問題ではなく、「書く」という具体的な行為の形式を

通して初めて追求できるものだということがわかる。事実、佐柄木にとっ

て書くことは、目の前にちらつく斑点、暗い手元、少ない時間など、彼を

取り巻く具体的な環境抜きには存在しない。したがって、「書けない」と

いう事実を受け入れられず目を赤くして訴えるその姿が示すのは、生命が

佐柄木にとってもまた否定的な仕方で経験されている―癩に成り切れな
4

い
4

―ということである。

4.3 二人の揺らぎ

　佐柄木を前に尾田は何も言葉をかけられなかった。佐柄木もまた何も言

葉を発さなかった。ここまで言葉を交わし続けた二人から言葉が消え病室

は沈黙とともに動きを止める。すると再び聞こえた唸り声とともに長い夜

が終わりを告げた。

「ああ、もう夜が明けかけましたね。」／外を見ながら佐柄木が言った。

黝ずんだ林の彼方が、白く明るんでいた。／「ここ二三日調子が良くて、

あの白さが見えますよ。珍しいことなんです。」（49）
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　尾田は佐柄木に「一緒に散歩でもしましょうか」（49）と持ちかけ、二

人は病棟の外に出た。

冷たい外気に触れると、二人は生き復ったように自ずと気持が若やいで

来た。並んで歩きながら尾田は、時々背後を振り返って病棟を眺めずに

はいられなかった。生涯忘れることの出来ない記憶となるであろう一夜

を振り返る思いであった。／「盲目になるのは判り切っていても、尾田

さん、やはり僕は書きますよ、盲目になればなったで、またきっと生き

る道はある筈です。あなたも新しい生活を始めてください。癩者に成り

切って、更に進む道を発見してください。僕は書けなくなるまで努力し

ます。」／その言葉には、初めて会った時の不敵な佐柄木が復っていた。

（50）

　ここでは、深夜の病室と全く異なる二人の様子が描かれている。尾田は

親しく話すことにすら嫌悪を感じていた佐柄木と肩を並べ、逃げることば

かり考えていた病棟を振り返らずにはいられない。また佐柄木の方も、書

けない苦悩ではなく「尾田さん、やはり僕は書きますよ」と書く意志を表

明し、「ほんとに気が狂ってしまうようです」（48-9）と不安に感じていた

盲目さえ、「盲目になればなったで、またきっと生きる道があるはずです」

と受け入れようとする。ここでは、時間の経過とともに差し込む光、空間

の移動とともに触れた外気とが、深夜の病室において、生命を否定的にし

か経験できなかった尾田と佐柄木に、あれほど難しかった「生き返る」こ

とをいとも簡単に実現させている。

あたりの暗がりが徐々に大地にしみ込んで行くと、やがて燦然たる太陽

が林の彼方に現れ、縞目を作って梢に流れて行く光線が、強靭な樹幹へ

もさし込み始めた。佐柄木の世界へ到達し得るかどうか、尾田にはまだ

不安が色濃く残っていたが、やはり生きてみることだ、と強く思いながら、

光の縞目を眺め続けた。（50）
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　こうして太陽の光が徐々に夜の暗闇と入れ替わる中で、佐柄木の足取り

も再び「一歩一歩大地を踏みしめて行く、ゆるぎのない若々しさに満ち」

（50）る。しかし、佐柄木の揺らぎなさが「梢」から徐々に「強靭な樹幹」

に差し込んでいく太陽の光線と重ね合わされているように、それは単に首

尾一貫した揺るぎなさではなく、目の調子などの身体の次元、時間や空間

の変化と連動した「揺らぎやすさ」であるといえるだろう。なおこの揺ら

ぎやすさは、昨夜あれほど生命を嫌悪していた尾田が、光の流れを見つめ

ながら「やはり、生きてみることだ」と「強く」思う姿にも見ることがで

きる。しかしながら、こうした二人の姿は決して昨夜と断絶するものでは

ない。そこで示された決意は、「色濃く」残された不安を行きつ戻りつす

る揺らぎと結び合わされているのである。

おわりに――名付けと名乗り

　ここまでは環境という視座を導入することで、「病者である／病者でな

い」ことをめぐる尾田のアイデンティティが、諸存在とのミクロなネット

ワークによっていかに揺らいでいるかを考察してきた。最後に、以上の考

察によって明らかになった 3 つの論点を検討する。

（1）社会的な次元におけるアイデンティティの規定、すなわち「名付け」

は、人との対面関係によってだけでなく人工物や自然物を含む物との関係

によってもなされる。

　本作品は、医師から宣告を受ける前の尾田の様子を一切描いていない。

その意味で、最初に尾田を病者と名付けたのは医師との対面関係であり、

これによって療養所への入院という本作品の主題は導出された。しかし「環

境」という視座が照らし出したのは、そうした対面的な医師－患者役割関

係だけでなく、人工物や自然物、音や匂いまでもが、尾田を社会的に規定

するアクターになったということである。なお、百姓や女性患者について

は、前者は尾田が目を伏せることによって、後者はそもそも相手が尾田に

気づかないことによって、従来指摘されてきたような相互的な対人関係の
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発生が打ち止めになっている。

　また療養所の内部では、受付、外来診察、風呂場での職員との対人関係

という従来指摘された社会役割が尾田を規定した。しかしここで明らかに

なったのは、看護師の装備、風呂場の環境、療養所専用の物品などの物理

的な諸存在もまたこの名付けに関与していたということである。もちろん

この名付けは「尾田高雄は癩病者である」という明示的な言語化を伴わな

い。しかし、そうした形での名付けが行われずとも尾田は療養所の奥へ進

むことができたのであり、これは改めて差異化するまでもなく彼が癩病者

として承認されていることを示している。

（2）このように人だけでなく物にまで名指されているにも関わらず、尾田

はこのアイデンティティを受け入れることができない。

　重病患者の病室において、尾田は名付けという対他的な水準だけでなく、

自分の未来という即自的な水準で病いを経験した。尾田は病室を出ること

で、「癩病者として療養所で死ぬ」未来から逃れようとしたが最終的には

病室に戻る。とはいえ、ここでも重要なのは一連の移動を病いの通過儀礼

というマクロな図式に回収してしまうのではなく、これほど決定的な仕方

でアイデンティティが課されてもなお何者の視点も獲得できない尾田の揺

らぎに注目することである。　

　そうした尾田に対して、先輩患者佐柄木は「私は癩病者である」という

内在的な視点の重要性を尾田に説いた。しかしながら、尾田は外側からの

名付けだけでなく、こうした内側からのアイデンティティの獲得からも逃

れようとした。この背景にあるのは、すでに療養所という空間においてあ

らゆる存在から癩病者として名指されている尾田にとって、「私は癩病者

である」と名乗ることは、それ以外の一切のアイデンティティの放棄を意

味してしまうということである。加えて、「学生である」という名乗りが「学

生だった」という過去形のアイデンティティに回収されたように、療養所

においては、「癩病者である」という名乗りだけでなくその他の名乗りも

また、「私は病者である」というアイデンティティに帰着した。つまりこ

こで描かれているのは、一切の名乗りが「私は病者である」という自己同
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定に帰すると同時に、まさにこの自己同定の運動によって自己が解体され

るという極限的な状況である。

　また、本稿は尾田だけでなく佐柄木もまた同様の揺らぎのうちにある点

に注目した。従来の文学研究は、尾田の揺らぎを指摘する一方、佐柄木に

ついてはその揺らぎなさを強調してきた。しかし諸存在のミクロなネット

ワークは、そうした確固たる思想がどのように語られており、ちらつく斑

点や暗い手元といった環境の中で佐柄木がどのように揺らいでいるかを浮

かび上がらせた。とりわけ、佐柄木が元の佐柄木に戻る夜明けの場面は、

そこで描かれる揺るぎなさがかえって佐柄木の揺らぎやすさを明瞭に描き

出していた。

　

（3）「病者である／病者でない」ことをめぐっては、社会的なものと個人

的なものとが複雑に結び合っており、さらにこのネットワーク自体が諸存

在の連関や環境と関係している。

　ここでいう環境とは決して静的なものではない。なぜなら、それはい

わば尾田というアクターの空間移動に応じて組み変わる編み目だからであ

る。そこでは療養所を基準に内外を峻別することはできない。事実、尾田

は療養所の「外」に該当するはずの日常や雑木林において、絶えず病者と

して自らを自覚し続けた。その意味で、雑木林は療養所の完全な外部では

なく、それまでの世界とこれからの世界に潜在的に開かれた空間であった。

また、療養所内部への移動がかえって尾田に療養所の外を強く意識させた

ように、内への運動と外への運動とは互いに結びつき連動していたといえ

る。

　従来の文学研究は、療養所の内外を峻別することで、社会から完全には

切り離されていない尾田と切り離された佐柄木という対立図式を立ててき

た。しかし、本稿が提示したのは、療養所の内外を「隔て－離す」だけで

なく「隔て－繋ぐ」垣根の働きである。すなわち、「隔て－離す」働きに

注目したいのちの理論が、社会から分離した実体としての生命を措定した

のに対して、本稿は「隔て－繋ぐ」働きに注目することで、賛美や肯定の

対象とは異なる否定的にしか経験できない生命
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

に光を当てた。
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　では最後に、なぜ生がこれほどまでに否定的な仕方で経験されたのかに

ついて一つの論点を提示し本稿を終えたい。外から名付けられるにせよ内

から名乗るにせよ、これらはいずれも、「癩病者」として同定されるとこ

ろの尾田にアプローチする方法である。そのことを鑑みるならば、一度だ

け響いた「たかを！高雄」と下の名を呼ぶ声は、まさにそうした同定を拒

むところの何ものかに向けた呼びかけ
4 4 4 4

――名付け
4 4 4

でも名乗り
4 4 4

でもなく――

だといえるのでないだろうか。したがって、もしこれがいかなる名付け／

名乗りをも拒む生であるとすれば、尾田がこれを「化物」と名付けること

で再び取り逃してしまう理由も見えてくるはずである。そしてこうした否

定性の契機は、「癩に成り切る」という印象的な表現において、「なる」で

はなく、なれないことの不可能性を織り込んだ「なり切る」という語彙が

用いられていることにも透かし見ることができるのではないだろうか。

　以上、本稿は環境という視座から「いのちの初夜」を読解することを通

じて、「病者である／病者でない」ことをめぐるアイデンティティの揺ら

ぎを揺らぎのままに捉えることを試みた。しかし、これは単に社会的なも

のや個人的なものを軽視するものではなく、むしろ枝にいたるまで社会的

規定が及んでいること、そして病者のアイデンティティをめぐっては語り

の主体を立ち上げることが主体の解体と表裏一体であることを指摘するも

のである。したがって、「いのちの初夜」を考察した今あらためて探るべ

きは、フランクがいう「その人ならではの声」――内側から捉えられたア

イデンティティ――を獲得できないという事態が、必ずしもネガティブな

ものではなく、むしろ何者にもならないという仕方で自分の位置を定めよ

うとする身振りである可能性である。それは、今一度「病者であることも

病者でないこともできない」という揺らぎにおいて、病いをめぐるアイデ

ンティティを問い直すことではないだろうか。

附記　本研究は日本学術振興会科学研究費（特別研究員奨励費 20J12138）の助

成を受けたものである。
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注

1 フランクは、ソンタグの「「健康の王国」と「病気の王国」の二つの王国の住民である」（Sontag 
1978）という比喩を引用しつつ、病気であることと病気でないことの揺らぎを指摘する（フ

ランク 2016: 27）。

2 日本の医療人類学の領域では、主に浮ケ谷（2004）が糖尿病患者の生活世界を主題として「病

気だけど病気ではない」という両義的なあり方を考察している。また哲学者の宮野は人類

学者の磯野との往復書簡を通じ、がん患者であるものの「100パーセント」がん患者である

ことができない揺らぎを記している（宮野・磯野 2019）。

3 近年、NBMをめぐってはGreenhalghの指摘した「患者中心」の立場から「関係中心の立場」

の重要性を指摘する動きがある。たとえば斎藤（2016）は、患者のナラティブと医師のナラ

ティブとの関係で第三のナラティブが動的に紡ぎ出される点に着目し、揺れ動き続ける患

者の生に治療者がどのように関わればよいのかを考察している。

4 本稿では、その担わされた社会的意味を捨象しないようにするため、作中で用いられる「癩

病」という言葉を分析においても用いた。

5 ここで想定しているのは、ブルーノ・ラトゥールの提唱するアクターネットワーク理論で

ある。ラトゥールはあらかじめ社会的なものを想定するのではなく、「人間と非・人間の畳

み込み」のネットワークに注目する（Latour 1999=2007: 248-9）。

6 近年、「現象学」を質的研究の分析手法として用いる動きがある。もともと現象学はドイツ

の哲学者フッサールによって提唱されたものであるが、たとえば日本では看護、社会福祉、

教育といった対人援助領域で積極的に導入されている（植田 2018）。本稿は文学作品を題

材としており、インタビューやフィールドワークに基づく質的研究ではないが、現象の運

動性を捉え記述するという現象学的アプローチ（村上 2013）を応用したものである。

7 大野（2020）と同様に、ハンセン病をめぐる法・政策・歴史については「ハンセン病問題に関

する検証会議　最終報告書」（財団法人日弁連法務研究財団、2005 年）などを参照した。

8 「いのちの初夜」が、文学業界の小林秀雄をはじめとした評者から称賛を得た理由として、

李は、本作品が隔離政策を肯定するものとして受容されたからではないかと指摘している

（李 2017: 43-44）

9 本作品で登場する武蔵野を最寄り駅とする療養所は、現在の国立療養所多磨全生園がモデ

ルだとされている。なお、北條は1934年5月から多摩全生園に入院していた。

10 本稿における北條民雄の作品の引用は、『定本北條民雄全集』上巻（東京創元社、2017年10
月）に拠り、（）の中に引用箇所のページ数を示した。引用の中の／は改行を表わす。

11 これは当時「消毒風呂」と呼ばれ、入所者はクレゾールと呼ばれる強い消毒液の入った湯に

浸からなければならなかった。

12 昭和17年に ７歳で多摩全生園に入園し、以後26年の療養生活を体験した冬（1996）は、

佐柄木の様子を「患者付添夫」であるとして、本作品が発表された昭和10年代の療養所の

仕組みを次のように述べる。「注目すべきは佐柄木という患者付添夫で、顔全体が病気に冒



井上｜病いと揺らぎ 62

されていて年齢はわかりませんが、尾田より4、5歳上かと思われます。（中略）軽症者が重

症者を介護するという制度は、恐らくハンセン病療養所だけのものかもしれません」。本

文は公益財団法人日本障害者リハビリテーション協会情報センター「障害保健福祉研究情

報システム」参照（2021年10月31日アクセス）。https://www.dinf.ne.jp/doc/japanese/prdl/
jsrd/norma/n174/n174_046.html

13 冬は、尾田が最初に「重病室」に案内された背景について、「佐柄木が付添夫をしている病

棟は、ベッド数20ほどの大部屋です。昼間は3、4人の男性ばかりの付添夫がいるのです

が、夕食後から翌朝までは当直とよばれる1人の付添夫が世話をすることになっていまし

た。尾田のような新入園患者は、5日から1週間の医師の観察期間を病棟で過ごし、軽症

舎や不自由舎へふり分けられるのです」と述べている（冬 1996）。
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Abstract
 Recently, not only in the field of humanities and social sciences, but also 
in medicine, the “patient’s point of view” has been attracting attention, along with 
the biomedical point of view. Attempts to reconsider the experience of illness from 
this viewpoint have been undertaken and are underway. At the same time, however, 
conventional research has shied away from the question of how coherent the “patient’s point 
of view” is in the first place. Therefore, to present a new perspective on this research trend, 
this paper attempts to clarify the concerns surrounding “being sick” through an analysis of 
Hōjō Tamio’s literary work entitled, “The First Night of Life” (1936), which was set in a 
leprosarium. In this study, I focused on the interpersonal relationship of “doctor–patient,” 
and explored the environment in a broader sense, which includes elements other than 
human beings. This is also the perspective proposed by the actor-network theory, which 
addresses the question of how both people and non-human entities are woven into the 
network as actors. This approach highlighted the possibility that the inability to identify as 
a sick person internally, which has traditionally been negatively regarded, is rather a way of 
positioning oneself in a way that becomes nobody.

Illness and Fluctuation: A Study of Naming 
and the Named in Hōjō Tamio's "The First 
Night of Life”

RESEARCH ARTICLE

Hitomi INOUE

Keywords : Hōjō Tamio, illness, identity, environment, actor-network theory, 
phenomenology
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マイノリティの複数在籍校における
ニューカマー生徒支援の課題
異なる歴史的な文脈を有する学校の比較分析から

　本稿の目的は、マイノリティ集団の複数在籍という学校の

社会的な文脈が、いかにしてニューカマー生徒支援の課題に

影響するのか、その要因と合わせて明らかにすることである。

本稿で明らかになった知見は以下である。

　ニューカマー生徒と同程度以上に厳しい状況にある同和地

区出身生徒といったマイノリティ生徒が在籍してきた A 中

は、差別の現実から実践を形成してきた歴史的な文脈を有し

ており、地区出身生徒の差異のジレンマ（アウティングなど

のリスク）に直面しやすくなっていた。こうした状況から、

ニューカマー生徒を対象とした支援の実施に関しても地区出

身生徒への配慮が同時に求められ、取り組みの実施について

慎重な判断が必要となっていた。直接的な資源配分が容易に

行いづらいという意味において、マイノリティ集団が複数在

籍するという社会的な文脈が、ニューカマー生徒支援を困難

にしている側面があると考えられた。しかし、直接的な支援

の実施に慎重な判断が求められることから、A 中では差異の

ジレンマを回避しつつニューカマー生徒を含むマイノリティ

生徒を支援するために、授業時間外に複数のマイノリティ集

団が少人数で集い活動できる場（人権サークル）を構築する

ことや、信頼できる生活班を基本とした多文化共生教育など

の取り組みが模索されていた。

　本稿の知見から、ニューカマー生徒支援の課題や可能性に

ついて、社会的にマイノリティとなる生徒の在籍状況といっ

た社会的文脈と合わせて捉えていく必要性を指摘した。
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2.1本稿で捉える社会的な文脈
2.2 分析の視点

3. 調査概要
4. 支援の拠点をめぐる諸相
4.1教室設置をめぐる両校の違い
4.2	支援対象の明確化に伴う差異の
ジレンマ

5. 多文化共生教育の取り組みをめ
ぐって
5.1取り組みの諸相
5.2	地区出身生徒の差異のジレンマ
とニューカマー生徒支援

6. まとめと考察

論文

ニューカマー生徒支援
校区の有する歴史的な文脈
差異のジレンマ
マイノリティの在籍状況

大阪大学大学院人間科学研究科未来共生学講座：riorokki4@gmail.com



伊藤｜マイノリティの複数在籍校におけるニューカマー生徒支援の課題 68

1. 問題の所在

　これまでのニューカマー 1 と教育研究において、ニューカマー生徒への支

援が教員によって容易に行われない姿が明らかにされてきた。それは例えば、

日本人のための教育という前提を守るために、ニューカマー生徒を日本人生

徒とは異なる存在として扱い、特別な支援を行わず差異の固定化の戦略をと

る教員や（児島 2006）、学級経営など教員として履行すべきことがらを意識

するために、ニューカマー児童への積極的な支援を行わなくなる教員（金井 

2012）などである。児島（2006）や金井（2012）をはじめとする諸研究では、教

員を取り巻く日本の学校文化や教員の履行すべき教職との関わりといった、

マクロな視点から教員の行為を解釈し、ニューカマー生徒支援の課題を整理

してきた。

　近年では、ニューカマー児童が少数点在する学校では、行政上の支援体制

が整っておらず、支援の蓄積が十分ではないことから、教育ボランティア

頼みの教育実践をせざるをえない実態が明らかにされた（坪田 2018）。坪田

（2018）から、ニューカマー生徒支援は、教員のおかれている学校の社会的な

文脈（ここではニューカマー生徒の在籍数の多寡）から影響を受けることが示

唆されたといえる。児島（2006）や金井（2012）のような、ニューカマー生徒と

教員との相互行為から支援の実態を解釈するだけでなく、ニューカマー生徒

の在籍数といった、ニューカマー生徒と教員がおかれている社会的な文脈を

考慮したうえで教員の行為を解釈していく重要性が示されたといえる。

　日本のニューカマーと教育研究の他にも、教員の行為を教員のおかれてい

る社会的な文脈から解釈しようとする研究がみられるようになってきた。例

えば同一自治体にある公立中学校でも、校区の社会経済的な状況によって貧

困層などへの学力保障のアプローチが学校毎に異なることが示された（知念 

2019）。また、エスニックマイノリティの教育研究が先進的である欧米でも、

カラーブラインドなイデオロギーが教員にどのように受け入れられるかは、

学校の人種構成や生徒の階層構造、保有する資源、専門的な文化など、学校

の有する社会的文脈によって影響を受けることが示されている（Cobb 2017）。

　知念（2019）やCobb（2017）の研究では、校区の社会経済的状況や学校規模、
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人種構成などが教員の実践に影響を与える社会的な文脈として捉えられてい

る。その中でもCobb（2017）において示唆的なのが、貧困層の在籍状況といっ

たマイノリティ集団の存在が、エスニックマイノリティの対応にも影響を与

えると指摘されている点である。上記の研究から、日本におけるニューカマー

生徒支援も、ニューカマー生徒以外のマイノリティ生徒の在籍状況（マイノリ

ティ集団が複数在籍することや在籍してきた経緯など）から影響を受けると推

察される。

　ここでマイノリティ集団が複数在籍するような社会的な文脈において、

ニューカマー生徒支援が困難となる可能性について言及したい。確かに知念

（2019）やCobb（2017）の議論から、ニューカマー生徒をはじめとした社会

的に厳しい状況におかれやすいマイノリティ集団の複数在籍校では、ニュー

カマー生徒支援も手厚くなると考えることもできる。しかしマイノリティ支

援の際に危惧されるのが「差異のジレンマ」（dilemmas of di�erence）（Minow 

1990）である。差異のジレンマとは、バイリンガル教育といったエスニック

マイノリティの統合を意図した教育的支援策であったとしても、それが結果

的にマイノリティの固有性を認めないことにつながったり、エスニックマイ

ノリティのマイノリティ性が強調されるためスティグマ化させたりするジレ

ンマを意味する（Minow 1990）。差異のジレンマの議論は、特定のマイノリ

ティ集団への明示的な支援の実施が、スティグマ化のような負の影響を与え

るジレンマを内包しており、支援の実施に難しさが伴うことを示唆してい

る。差異のジレンマは、教育施策のようなマクロ場面にのみ生じるのではない。

マイノリティ集団の生徒について、学校内でどのように承認するのかという

側面、同一のカリキュラムを受けさせるかどうかという側面、また同一の教

室で学習させるかどうかといった側面など、日常的な教育実践場面において

も生じるものとされる（Norwich 2009）。

　知念（2019）、Cobb（2017）を参照したうえで本稿が俎上にあげたいのが、

複数のマイノリティ集団が併存する状況において差異のジレンマが教員に対

していかに生じ、ニューカマー生徒支援に影響するのか、ということである。

差異のジレンマの議論では、基本的に特定のマイノリティ集団とマジョリティ

との差異を取り上げ、マイノリティ集団への資源配分の実施に困難が伴うこ
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とが想定されている。ここで資源の配分の議論を引き、本稿で議論したい差

異のジレンマについて述べる。

　資源の配分に関わる機会の平等化には、一方から他方への機会の移転が伴

う（宮寺 2011）。そのため、資源配分に関わる不公平の議論は、限られた機

会を当事者が奪い合う関係にある時に意味をなす（宮寺 2011）。宮寺（2011）

の議論は、配分できる資源の総量は限られており、特定集団への資源配分

が、その他の集団への資源配分にも影響を及ぼすことを意味している。例えば、

マイノリティ集団Aに資源を配分することにより、Aとマジョリティとの間

の異質性が再認識されるのと同時に、一方で場を共にするマイノリティ集団

Bとマジョリティとの間の異質性もまた再認識される事態が想定される。そ

して、集団Aへの資源配分が異質性の顕在化を防ぐために躊躇されてきた場

合、新たに場をともにする集団Bに対して資源配分することが、Aの異質性

の再認識につながる可能性もあるため、AだけでなくBへの支援も躊躇され

る事態もあわせて想定される。つまりここで指摘したいのが、あるマイノリ

ティ集団への支援に伴う差異のジレンマが、別のマイノリティ集団の支援に

も影響を及ぼし、支援が困難となる構造である。こうした差異のジレンマの

構造があるならば、マイノリティ集団が複数在籍する学校では、ニューカマー

生徒支援のあり方が他のマイノリティ集団の差異のジレンマによって影響を

受けることも考えられる。以上のことから本稿が検討したのは、ニューカマー

生徒支援の課題が、他のマイノリティ集団の差異のジレンマに影響を受ける

かたちで生じる可能性である。このように、複数のマイノリティ集団が併存

する状況において差異のジレンマがいかに生じ、ニューカマー生徒支援に影

響するのか注視する点において、Minowの議論を広く捉えていくものである

といえる。

　教員のニューカマー生徒への対応を社会的な文脈との関わりから丹念に描

きだすことは、ニューカマー生徒支援を困難にする教育制度や教育システム

の要因の解明につながることも指摘される（佐藤 2011）。先行研究の知見は、

ニューカマー生徒への対応からもたらされる課題なのか、マイノリティ生徒

の在籍状況といった、社会的な文脈から影響を受けて生じるものなのかは不

明確であり、マクロな視点から課題を指摘しつつも、教員とニューカマー生
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徒との相互行為に焦点化して検討されてきた点で部分的な課題の提示であっ

たといえる。

　以上の問題意識から本稿では、マイノリティ集団の複数在籍という学校の

社会的な文脈が、いかにしてニューカマー生徒支援の課題として現れるのか、

その要因と合わせて明らかにすることを目的とする。先行研究では、ニュー

カマー生徒の多数在籍する学校が主に研究対象とされてきた（例えば、児島 

2006; 金井 2012; 清水・児島 2006など）。そして、ニューカマー生徒が多数

在籍する状況で、カリキュラム面の整備が行われる事例や（清水・児島 2006）、

一方で少数在籍校では教員による手厚い支援が困難となることが明らかにさ

れてきた（坪田 2018）。このような先行研究では、ニューカマー生徒の在籍

数という数に注目されてニューカマー生徒支援の課題などが検討されてきた。

ここで本稿が着目するのが、ニューカマーの在籍数そのものの影響ではなく、

複数のマイノリティ集団が在籍する状況におけるニューカマー生徒支援の課

題であり、ニューカマー生徒支援の課題が他のマイノリティ集団の差異のジ

レンマとどのように関わり表出するのかである。こうしたニューカマーの在

籍数の多寡ではなく、マイノリティ集団の複数在籍という社会的な文脈に着

目することは、坪田（2018）をはじめとした既存の研究とは異なる独自な視点

を持つといえ、効果的なニューカマー生徒支援の方策をより広い視野から明

らかにするうえでも意義があるといえる。また知念（2019）では、マイノリティ

の複数在籍する状況において生徒支援にポジティブな影響があることが指摘

されるが、本稿ではマイノリティ集団が複数在籍する状況において差異のジ

レンマがいかに生じてニューカマー生徒支援に影響するのか、教員にとって

課題となる点を中心的に検討する。

2. 本稿の射程と分析の視点

2.1 本稿で捉える社会的な文脈

　マイノリティ集団の複数在籍校におけるニューカマー生徒支援の課題を検

討するために、本稿ではニューカマー生徒在籍校でも、同和地区を校区に有

する学校に焦点を当てる。その理由を以下で述べる。
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　志水ほか（2014）では、ある程度研究の蓄積のある日本の代表的なマイノリ

ティ集団として、同和地区、障がい者、外国人が取り上げられている。また

倉石（2009）では、教育における排除と包摂の議論において、在日外国人と被

差別部落が論じられている。日本における社会的排除が深刻なマイノリティ

集団として、外国人、被差別部落の教育研究が蓄積されてきたといえる。本

稿では、志水ほか（2014）でも取り上げられているマイノリティ集団のなかで

も、障がいをもつ生徒には焦点を当てずに、同和地区を有する校区に着目する。

ここで、障がいをもつ生徒に焦点化しない理由を述べる。

　すべての学校段階の教員免許を取得する際の最低必修単位として、特別支

援教育について学習することがカリキュラム上必須となっている（權・太田

2018）。こうした制度上の位置づけに象徴されるように、障がいをもつ生徒に

ついては、個別の教育支援計画を作成し、担当教員によって組織的に支援す

るような体制が制度的に整えられてきた。そのため、障がいをもつ生徒への

支援については、学校毎に特色があるというよりも、行政区単位で支援の体

制が整えられてきたと考えられ、障がいをもつ生徒への支援が学校独自の生

徒支援のあり方に影響する側面は弱いといえる。その点、同和地区出身生徒

（以下、地区出身生徒）への支援に関しては、下記に述べるように障がいをも

つ生徒への支援以上に、学校独自の支援のあり方に影響を与えると考えられ

る。学校の社会的な文脈と生徒支援の関連に着目する本稿では、上記の理由

から障がいをもつ生徒への支援については焦点化しないものとする。

　日本においてマイノリティ支援を検討するうえで注目されてきたのが、同

和教育の歴史的な文脈である。石川ほか（2020）は、大阪府と神奈川県の外国

人生徒に対する高校入試の特別枠をめぐる比較検討を行い、同和教育の教育

実践が結果的に外国人生徒への教育支援にも影響を与えている示唆を提示し

た。また知念（2019）では、同一自治体においても校区に同和地区を有してい

るか否かにより、人権教育や集団づくりで積み重ねられた実践に違いが生じ、

結果的に同和地区を有している校区において貧困層の生徒への教育支援に教

員が積極的に取り組むことが整理された。

　以上から、校区に同和地区を抱えていることは、マイノリティ支援の歴史

的な実践が蓄積する要因として捉えられる。そして石川ほか（2020）や知念
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（2019）から、地区出身生徒のようなマイノリティ集団が在籍してきた学校で

は、マイノリティ支援の歴史的な文脈が形成され、ニューカマー生徒支援に

ついても影響すると考えられる。これはつまり、同和地区を有する学校では、

ニューカマー生徒支援をめぐる教員の捉え方に関して、地区出身生徒への支

援の蓄積というマイノリティ支援の社会的な文脈と関連させて検討しやすい

ということでもある。以上より本研究では、ニューカマー生徒在籍校でも同

和地区を校区に有する学校に着目する。本稿では、同和地区を校区に有し地

区出身生徒とニューカマー生徒が在籍する学校という意味においてマイノリ

ティ集団の複数在籍校と称し、本稿で記述するマイノリティとは、ニューカ

マー生徒と合わせて、地区出身生徒を想定するものとする。そのうえで、マ

イノリティ集団の複数在籍校におけるニューカマー生徒支援の課題を抽出す

るため、同和地区を校区に有する学校とそうでない学校におけるニューカマー

生徒支援の諸相の比較検討を行う。

　本稿では、校区における同和地区の有無に注目し、それに関わって蓄積さ

れてきた生徒支援の歴史的な文脈と合わせてニューカマー生徒支援の違いを

解釈する。分析では、学校の有してきた生徒支援の歴史的な文脈を、マイノ

リティ生徒の在籍状況という社会的な文脈の一側面として想定するものとす

る。ニューカマーと教育研究における先行研究（児島 2006; 金井 2012; 坪田 

2018など）では、マイノリティ集団が混在する学校における支援について検

討されてこなかった。マイノリティ集団が混在する学校において、ニューカ

マー生徒支援の困難と可能性を検討することは、よりよい共生社会を実現し

ていくための方策を探ることにつながる意義のある検討課題であるといえる。

2.2 分析の視点

　ニューカマー生徒に対する資源配分が正当かどうかについての教員の公正

さの解釈を固定的に捉えるのではなく、資源配分における葛藤を教員のおか

れる文脈との関わりから捉えることが肝要である（佐藤2011）。そこで、調査

対象校でニューカマー生徒支援の取り組みに違いが生じる要因を、公正解釈

の葛藤の視点から検討し、ニューカマー生徒支援がマイノリティ生徒の在籍

状況によっていかに困難となるのかを明らかにする。本稿では公正解釈の葛
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藤について、前節で記述した差異のジレンマの視点からアプローチする。1

節の差異のジレンマの議論から、複数のマイノリティ集団が在籍する状況で

は、特定のマイノリティ集団に対する支援の実施が困難となると考えられる。

この特定集団への支援の志向とその背後にある生徒への不利益を考慮する差

異のジレンマはまさに、資源の配分に伴う公正解釈の葛藤と捉えられるだろ

う。そこで本稿では、地区出身生徒への差異のジレンマが教員にいかに生じ、

それがニューカマー生徒支援に影響しているのか、という視点から教員の語

りを分析していく。

　以上より本稿では、同和地区を有する学校において、差異のジレンマがい

かに生じてニューカマー生徒支援に影響しているのかを、同和地区を有さな

い学校の支援の諸相と比較分析することから明らかにするが、調査対象校に

おいてどのような資源配分に着目するのか明記する。ニューカマー生徒支援

をめぐっては、支援の拠点となるような教室を校内でいかに位置づけるかが

議論されてきた。例えば、児島（2006）ではニューカマー生徒の取り出し指

導が行われる教室が校内で周辺的な位置づけとなることで、そこで過ごす生

徒や担当教員まで周辺化されることが課題視された。また先述したNorwich

（2009）から、マイノリティとなる生徒を同一教室で学ばせるのか否かは、差

異のジレンマをもたらす側面とされている。別教室などでの生徒の個別対応

や、専用の教室の設置については教員個人による資源配分とは捉えづらいも

のの、学校の取り組みとして行われる資源配分が生徒にどのような影響を与

えるのかは、教員個々に差異のジレンマが生じるものと想定される。そこで、

支援の拠点となるような教室設置という資源配分に注目し、差異のジレンマ

との関わりについて分析を行う（4節）。Norwich（2009）より、マイノリティ

をいかに承認していくかもまた、教員にとって差異のジレンマが生じやすい

側面であるとされる。ニューカマー生徒に特化した多文化共生に関わる取り

組みを学校が実施することで、生徒の自尊感情や学習意欲が高まると示唆さ

れるように（清水・児島 2006）、多文化共生に関わる取り組みは、生徒の承認

を意識して配分される資源として捉えることができる。多文化に関わる取り

組みにおいて、教員がいかに実践しているのか、その違いがみられるならば

差異のジレンマの影響を捉えやすいと考えられ、本稿でも多文化に関わる実
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践を検討する（5節）。

3. 調査概要

　本稿では、関西圏の同一市内に所在し、隣接する校区の学校である公立A

中学校（以下A中）とZ中学校（以下Z中）で行った参与観察データ及び教員へ

のインタビューデータを分析の対象とする。A中は全校生徒数約180名、教

職員数約20名、Z中は全校生徒数約450名、教職員数約55名の公立中学校で

ある。調査当時A中には中国やフィリピンにルーツをもつ生徒が10名程度在

籍しており、Z中には中国やブラジルにルーツをもつ生徒が6名程度在籍し

ていた。こうしたニューカマー生徒が在籍してきた背景から、両校ともに日

本語指導の加配教員を1名受けてきた状況にある。多くの生徒は幼少期来日

や日本生まれのため、日常的な日本語でのコミュニケーションに課題のある

生徒はほぼみられない。そのため、日本語指導担当教員はニューカマー生徒

への学習支援を主に担ってきた。

　両校を分析対象とした理由はまず、両校が多文化共生教育 2 を人権教育の柱

の1つとして設定し、ニューカマー生徒を意識した取り組みを行っているこ

とである。次に、同一自治体に所在するA中とZ中であるが、A中校区は同

和地区を有しており、地区出身生徒が在籍してきたことから、人権同和教育

を推進してきたという歴史的背景を有していることである。A中は地区出身

生徒が在籍してきたことにおいて、マイノリティ生徒の在籍状況がZ中とは

異なり、独自のマイノリティ支援の歴史的な文脈を有してきたといえる。

　以上より同一自治体内に所在し、日本語担当教員が配置されていることか

らも、両校を取り巻く教育行政的、制度的な状況は共通しており、またニュー

カマー生徒を意識した多文化共生教育の取り組みの実施も共通している。こ

うしたなか明確な違いであるのが、A中には地区出身生徒というマイノリティ

生徒の在籍してきた状況があり、人権同和教育の教育実践を積極的に積み重

ねてきたことである。両校のニューカマー生徒支援の方針や実践に違いが確

認されるならば、それを教育行政的、制度的な側面からではなく、学校の有

してきた支援の歴史的な文脈から検討できると考え、両校を調査対象として
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選定した。なお、生徒名を含め本文中の固有名詞はすべて仮名である。

　インタビュー対象者は、ニューカマー生徒支援に対する捉え方や、学校の

取り組みの経緯などを検討する目的に鑑みて、両校ともにニューカマー生徒

への支援に携わったり、クラス担任を受け持ったりしている教員、調査校で

在籍年数が長い教員を中心に選定した。A中でのインタビューは、2016年6

月－2020年3月の期間に行い、同期間に週一回程度の参与観察を行った。Z

中のインタビューは、2019年2月－2020年3月に行い、同期間中に週一回程

度の参与観察を行った。インタビューでは、ニューカマー生徒支援に関わる

内容の半構造化インタビューを1人につき1時間程度実施した。

　分析では、教員から語られるニューカマー生徒支援の困難などをコード化

して抽出し、比較検討することを方法とした。A中のマイノリティ支援に関

わる困難の語りを差異のジレンマとして捉え、ニューカマー生徒支援との関

連を教育実践の歴史的な文脈から解釈する。そのうえでマイノリティの複数

在籍校におけるニューカマー生徒支援特有の課題を社会的な文脈から明らか

にする。引用は調査者の語りを「○」、調査者による補足を「（）」、テキストの

省略を「（中略）」と記す。発話者は「A1:」と記し、フィールドノーツの引用で

は文末にデータ収集日と場面の説明を記し、事例の番号は①の形で記す。調

査対象については、表1表2を参照のこと 3。なお、本調査地及び調査対象に

ついての研究は、大阪大学人間科学研究科の設ける倫理委員会の承認を得た

うえで実施している。

名前 年齢 担当 A 中在籍年数等（年数はインタビュー実施年度当時）

A1 先生 20 代 国語 2016 年度実施・5 年目

A2 先生 40 代 社会 2019 年度実施・7 年目

A3 先生 20 代 日本語
担当

2016 年度実施・7 年目・2015 年度の日本語担当・
ウイの在籍する学年担当

A4 先生 30 代 理科 2019 年度実施・7 年目・ウイの在籍する学年担当

A5 先生 30 代 理科 2019 年度実施・4 年目

A6 先生 40 代 保健体育 2016 年度実施・8 年目

A7 先生 30 代 英語 2019 年度実施・9 年目

A8 先生 30 代 国語 2020 年度実施・10 年目

表 1　A 中調査対象者一覧
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名前 年齢 担当 Z 中在籍年数等（年数は 2019 年度当時）

Z 校長 50 代 校長 Z 中校長 3 年目

Z1 先生 30 代 日本語
担当 5 年目・2017 年度から日本語担当

Z2 先生 50 代 特別支援 10 年目・シンの学年所属

4. 支援の拠点をめぐる諸相

4.1 教室設置をめぐる両校の違い

　支援に関わる教室設置という資源配分を教員がいかに捉えるのか検討す

るために、まずは両校の状況を確認していく。Z 中では、国際教室と呼ば

れる教室が設置されている。「外国につながりのある子が使う部屋みたい

な。課外活動する部屋。学習をする部屋」（Z 校長）とあるように、ニュー

カマー生徒支援を目的として国際教室は設置されてきた。国際教室近くの

掲示物には「国際教室は、みんなが楽しく多文化共生のきっかけを手に入

れる教室です」と説明がされている。取り出し指導の対象となるような言

語的に厳しい生徒が減少傾向にある近年では、国際教室は多文化共生教育

の理念にのっとった多様性の理解に寄与するような位置づけになってきて

いる。週に 1 度昼休みに国際教室は解放され、すべての生徒が自由に部屋

に入ることができる。国際教室には中国コマや衣装があり、生徒は好きな

ように遊んだり衣装を着たりすることができる。

①Z校長：国際教室でおもちゃを通じて遊ぶというのがいいと思った。

○：そのなかでルーツのある子が活躍できたらなおいいというイメージ。

Z校長：中国コマできるとか、そんなんになったらいいし、（他の生徒に）

教えられたらいい。

　国際教室の位置づけとして、ニューカマー生徒が他の生徒と関わりを持

表 2　Z 中調査対象者一覧
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つなかで活躍できる場となることも期待されていた（①）。

②Z1先生に国際教室で声をかける。「今日は高井（中国にルーツをもつ生

徒）来ませんでしたね、約束していたのに」とZ1先生は語った。（Z中フィー

ルドノーツ /2019年7月4日 /昼休みの一場面）

③国際教室に高井が入る。廊下にでて、中国コマを披露しようと高井は「み

んなきてー」と呼びかけていた。日本語担当のZ1先生が「廊下で披露して

もいいよ」と声をかける。技が成功すると、集まってきた生徒から「おーっ」

と歓声があがることがあった。（Z中フィールドノーツ /2019年6月20日 /

昼休みの一場面）

　②の場面のように、日本語担当である Z1 先生は高井を積極的に国際教

室に呼び、活動を共にしようとしていた。また③より、高井が教室に来た

際には廊下にでて中国コマを披露させようとするなど、他の生徒と積極的

に関わりを持たせようとしていた。Z 中の日本語指導の目標の 1 つとして

「母国と、日本との掛け橋となる使命感を持たせる（自己肯定感の育成）」

が掲げられている。このような目標と Z 校長の語りから、③における Z1

先生の関わりは、ニューカマー生徒が国際教室の場で活躍し、周りの生徒

と関わるなかで自己肯定感を向上させることに寄与していたと解釈するこ

とができる。このように、特定のニューカマー生徒に対して明示的なか

たちで他の生徒と関わらせることが、国際教室という資源を通して可能と

なっていたといえる。

　一方 A 中では、Z 中のようにニューカマー生徒を支援することに特化し

た教室は設置されてこなかった。この背景については A 中の歴史的な文脈

と合わせて次項で検討するが、A 中で Z 中の国際教室のような役割を担っ

ていたのが人権サークルの場であった。A 中では、元々生徒が部落問題に

ついて考える解放研の活動が行われてきた。その後、人権サークルとして

再組織されるなかで、2010 年代半ばに当時の人権担当教員や日本語担当

教員がニューカマー生徒を中心に呼びかけ、新たなかたちでの人権サーク

ルの取り組みが進められてきた。人権サークルには、ニューカマー生徒の
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他に 20 数名の生徒が参加しており、夜間中学校への訪問や文化祭におけ

る活動などを行っている。

④人権サークルのメンバーで夜間中学校に訪問する。人権サークルには

ミン（中国にルーツをもつ生徒）も参加している。ミンはA中生から夜間

中学生への質問を中国語に翻訳していた（夜間中学校には多くの中国籍

の生徒が在籍している）。後で「周りの人うなずいていたよ」と伝えると、

ミンは笑顔になる。またミンは交流の最後に、中国の方からありがとう、

といわれたことが嬉しかったと語った。（A中フィールドノーツ /2017年7

月14日 /人権サークルの活動の一環である夜間中学校訪問の一場面）

　人権サークルには、A1 先生をはじめとした教員からの働きかけもあり、

多くのニューカマー生徒が参加している。④は、ミンが夜間中学校での活

動を通して中国語を話した場面である。後日、ミンが友人からかっこいい

と言われていたことなどを A1 先生から伝え聞くことがあった。このよう

に、人権サークルはニューカマー生徒支援に特化した場ではないが、ニュー

カマー生徒のアイデンティティ保障といった支援を間接的に行える場と

なっていたといえる。ニューカマー生徒支援に特化していない人権サーク

ルの場を通して、ニューカマー生徒の自己肯定感を高めるような支援が行

われていた。

4.2 支援対象の明確化に伴う差異のジレンマ

　前項から、Z 中ではニューカマー生徒を対象とした教室の設置がなされ、

A 中ではニューカマー生徒に特化しないかたちでの支援の場が形成されて

きた。こうしたニューカマー生徒支援に特化した教室の設置、つまり学校

としての資源配分に違いが生じる要因を、両校の歴史的な文脈から検討す

る。具体的には、学校として教室設置や個別的な支援という資源配分を行

うことについて A 中教員に差異のジレンマがいかに生じ、ニューカマー生

徒への支援に影響するのか検討していく。

　Z 中で多文化共生教育を重視してきた背景について質問した回答として
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の Z 校長の語りから（⑤）、その教室設置の歴史的経緯を読み取ることが

できる。

⑤Z校長：X市の中学校でいったら同和地区を有して人権同和教育を推進

してきた学校3つね。そこは地区生がいるというので人権大切にしなあ

かん教育というので進めてきた。（中略）Z中学校は渡日とか、帰国とか

いう子どもたちを大切に教育していく学校やなと。

○：Z中はそうした学校ではない。

Z校長：ではない。でも課題を抱えてる学校で、だからそのような子たち

（ニューカマー生徒）を大切にする教育。

　A 中、Z 中が所在する X 市には、校区に同和地区を有する中学校が 3 校

あり、そうした学校では地区出身生徒を中心に据えた人権同和教育が重点

的に行われてきた。同和地区を有していない Z 中において、人権教育に

取り組んでいこうとする時に校区の中心的課題として位置づけられたのが

ニューカマー生徒であり、課題が顕在化しやすい状況にあったニューカ

マー生徒を中心に据えた多文化共生教育の基盤が Z 中では形成されてき

た。同様の流れのなかで国際教室が設置されたのであった。Z2 先生が Z

中に赴任した当時は、Z 中をはじめ多くの中学校で生徒の荒れが顕在化し

ている状況にあった。

⑥Z2先生：外国にルーツをもっている子どもたちにはしんどい家庭の子

も多いですので、その子どもたちの生活をまず立て直していこうという

部分もあったんだと思います。

　一連の取り組みのなかで特に注目されてきたのが、「しんどい家庭の子」

が多いと認識されていた「外国にルーツをもっている子どもたち」であっ

た。Z 校長の語り（⑤）にあった、人権教育の柱としての多文化共生教育

が推進されてきた背景を考慮すると、特に家庭の状況から学校内で課題が

顕在化しやすいと捉えられていたニューカマー生徒への積極的な資源配分
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が公正なものとして教員に捉えられやすい土壌が形成されてきたといえ

る。そもそも周囲の生徒との違いが顕在化していたことからも、学校とし

て教室の設置を行うというニューカマー生徒への明示的な資源配分に伴う

差異のジレンマが教員に生じにくかったと解釈できる。

　一方の A 中では、同和教育の歴史的な実践の積み重ねが基盤として形成

されてきた。

⑦A2先生：まずはムラの子たちがいる。ムラの子たちの生活の困窮度合

いが現実にあって、自分たちがどういうところでうまれてそれを自覚し

て、社会に巣立っていく力にしていくというのが同和地区を有して人権

同和教育を推進してきた学校の昔からのやり方。

　同和地区を有する A 中では、「まずはムラの子たちがいる」（A2 先生）

という語りに表れているように、ニューカマー生徒が在籍するようになる

前から、地区出身生徒の課題に向き合うような人権教育の実践が積み重ね

られてきており、「ムラの子」への教育支援と合わせてニューカマーへの

支援にも目を向けてきた歴史的な文脈がある。

　10 数年前までの A 中は、授業エスケープなど生徒の荒れが顕在化する

状況であった。生徒の荒れは、厳しい状況に置かれている家庭背景に起因

しており、生徒の家庭背景を知り、生徒と密な対話を繰り返す「寄り添う

生徒指導」が A 中では大切にされてきた。こうした地域的状況から、A 中

では人権・同和教育が実践され、地区出身生徒、ニューカマー生徒に関わ

らずいわゆる「しんどい子」を中心に据えた授業実践が行われてきた。

⑧A3先生：（エスケープする生徒が）外にでているよりかは教室にいて友

達と一緒にいるほうが大事やし、そっちのほうを優先というか。

○：それはA中校区の特徴になっている。

A3先生：排除しないというか、それはある。

　前述したように地区出身生徒を中心にすえた実践が重要視されつつも、
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そうした生徒を別室指導など含めて個別に指導をしていくことについては

慎重な対応がとられていた。人権・同和教育が推進されてきた A 中では、

生徒同士の結びつきを重要視してきた。そのため地区出身生徒を中心とし

た、学習や生活状況が厳しい生徒がいた場合でも、個別的な対応をとるこ

とは、当該生徒を集団から引き離し、結果的に排除につながることが危惧

される（⑧）。こうしたことから、教員にとって地区出身生徒をはじめと

した特定の生徒を個別に対応していくことには差異のジレンマが生じやす

い状況にあったといえる。

⑨A1先生：（ニューカマー生徒への学習支援として）学力担当の先生がし

てくれてるのが昼の学習会なんですよ。（中略）ルーツもってる子を昼よ

んできてやろうっていうのは一番最初の案でやってるんやけど、結局そ

れ以外に勉強頑張りたい子なんか山ほどおるから、結局その子ら（ニュー

カマー生徒）だけが対象となるわけではなく。

⑩A4先生：せこいとかそういうことになったら、どうにもならへんわけ

で、それが認められていることが、初めて平たく、同じところにやっと

初めてそこにたてるというか（中略）ええな○○先生に教えてもらって、っ

てポロっというような子もおったんですよ。

　⑨、⑩はニューカマー生徒への個別指導の実施について質問した回答で

ある。ニューカマー生徒の他にも「勉強頑張りたい子」が多くいる状況

のなかで、ニューカマー生徒に特化した支援を行うことにより、生徒間関

係においてニューカマー生徒に不利益が生じる可能性が考慮されていた

（⑩）。こうした考慮により、A 中ではニューカマー生徒に特化した支援の

実施に関して慎重な判断がなされていたと考えられる。

　生徒間関係を考慮し、個別的な対応に慎重となることは、前述した地区

出身生徒を中心とした対応と共通しているといえる。地区出身生徒を中心

とした生徒への対応のなかで蓄積されてきた生徒支援の歴史的な文脈、つ

まり地区出身生徒を中心とした生徒対応に伴う差異のジレンマが、ニュー

カマー生徒支援の方針についても影響を与えていたといえるだろう。以上
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のような差異のジレンマがニューカマー生徒支援に影響していた構造によ

り、ニューカマー生徒支援に特化した教室の設置という資源の配分が、A

中では Z 中よりも行われづらい状況にあったと考えられる。

5. 多文化共生教育の取り組みをめぐって

5.1 取り組みの諸相

　まず、多文化共生教育とニューカマー生徒支援が両校でどのように関連

づけられているのか確認しておく。Z 中では、日本語担当教員が作成する

資料において、ニューカマー生徒支援の目標が掲げられているが、その 1

つに「母国と、日本との掛け橋となる使命感を持たせる（自己肯定感の育

成）」が掲げられている。その具体的な取り組みとして「対象生の思いを

受けとめ、共に生きる姿勢を育てるため、多文化共生教育などを Z 中の人

権学習の主題として位置づけ、実施する」とある。Z 中では、多文化共生

教育を通してニューカマー生徒のアイデンティティ保障を行う方針を確認

できる。A 中では、日本語指導の方向性として、「アイデンティティーの

確立や母語保護についての取り組みを進めたい」と校内資料に記されてお

り、ニューカマー生徒のアイデンティティ保障を行う方針を確認できるが、

多文化共生教育とニューカマー支援の関連についての明確な記述はみられ

なかった。

　それでは実際の取り組みにおいてニューカマー生徒がどのように処遇さ

れるのか、具体的に記述していく。

⑪1年生全クラスが体育館に集まり、日本語担当のZ1先生が多文化共生

についての話をするという多文化共生教育の授業である。

Z1先生：多文化では、外国にルーツをもつ人に注目して学習していきた

いと思います。（中略）みんなの中にも外国にルーツをもつ友達いますね。

ジュリアさん（ブラジルにルーツをもつ生徒）とシン（中国にルーツをもつ

生徒）さん。（中略）みんな疲れたよね、せっかく多文化の学習をしている

ので、疲れたって外国語でいってみよう。（スクリーンに漢字が表示され
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る）中国語でシンさん、なんと読みますか？

シンはマイクを持って漢字を読む。（Z中フィールドノーツ /2019年9月

30日 /総合的な学習の時間における多文化共生教育の一場面）

　上記で注目したいのは、Z 中では毎時間ではないものの、生徒から事前

に許可を得たうえで、ニューカマー生徒を取り組み内で取り上げて授業が

進められることである。ニューカマー生徒を多文化共生教育の取り組みに

おいて取り上げることにはどのような意図があるのだろうか。

⑫○：ニューカマーの子への支援としてはアイデンティティを保障して

いくということも大事かと思いますが、取り組みのなかで特定の子をピッ

クアップするのもその流れで。

Z1先生：そうですね。彼にというのもあるし、他の子たちに君たちに関

係ない話じゃないよ、君たちの中にそういう友達がいるよというのを目

に見えてわかる形で（伝えたい）。

　⑫から、生徒のピックアップはニューカマー生徒に自信を持たせようと

する意図があった。ニューカマー生徒の自己肯定感を高めるために、生徒

同士の関係性を中心とした無形の関係的資源が教員によって配分されるこ

とがある（額賀 2003）。こうした示唆から、Z 中でも生徒を取り上げるこ

とで、ニューカマー生徒に関係的資源が配分されていたと考えられる。そ

して、そうした資源配分が正当なものとして教員に捉えられていたといえ

る。多様性を認め合う環境を構築し、ニューカマー生徒の自己肯定感も保

障していこうとする方向性を見出せる。

　A 中でも、「自己肯定感がものすごく低い、自分のルーツのところにつ

いて引け目に思っている子もいる」（A2 先生）という語りが聞かれるよう

に、ルーツゆえに自己肯定感が高まっていないニューカマー生徒がいると

認識されており、水餃子づくりといった生徒の自己肯定感を育むような

取り組みが多文化共生教育の一環として行われることがある。また、多言

語に接することを目的とした多文化共生教育の活動として、外国語表記の
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文章を班毎に解読する活動が実施され、そのなかで中国ルーツのニューカ

マー生徒が活躍するような様子もみられた。

⑬A1先生が人権サークルの活動計画を立てる目的のため、ミンとニコル

（フィリピンルーツの女子生徒）、ナナ（ネパールルーツの女子生徒）を昼

休みに別教室に呼ぶ。全校生徒に人権サークルの新たな名称が決まった

ことや、今後どのような活動を行っていくのかについて2学期末の終業

式で発表してほしいことがA1先生より生徒に依頼される。（A中フィール

ドノーツ /2016年11月15日 /昼休憩の一場面）

　⑬は、新たに活動を進めていく人権サークルについて、A1 先生が特定

のニューカマー生徒を集めて話合っている場面である。人権サークルは A

中の多文化共生教育の一環としても取り組まれている側面があり、A1 先

生はその中心として 3 名の生徒に呼びかけ、全校生徒の前で発表を行う機

会を設けていた。ここで言及しておくべきなのが、上述した 3 名の生徒の

在籍するクラスには、他にも日本生まれ、もしくは幼少期来日のニューカ

マー生徒が在籍していたことである。また、先述した多言語の活動を実施

した日のホームルームにおいて、2015 年当時の日本語担当教員が入り込

み指導の対象であるミンやニコルの名前をだし、外国から日本にきた人の

苦労について述べていた。上記の内容から、活動を行う意図としては、取

り組みを通して関係的資源を生徒に配分し、ニューカマー生徒の自己肯定

感を高めていこうとするものであったと解釈できる。このように A 中では、

多文化共生教育の取り組み内で特定の生徒を取り上げることはほぼみられ

ないものの、授業時間外の場においては生徒が取り上げられることはあっ

た。

　⑪の場面で取り上げられたジュリアは取り出し指導の対象とはなってい

なかったが、取り組みにおいて取り上げられていた。一方 A 中では、授業

時間中の取り組みそのものにおいてニューカマー生徒が取り上げられるこ

とはほぼなく、授業外で取り上げられる場合でも、明確に支援の対象となっ

ているようなニューカマー生徒が取り上げられる傾向にあったといえる。
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このような違いから、生徒が取り上げられることがあった場合であっても、

A 中ではその取捨選択が Z 中以上に行われており、生徒への直接的な資源

の配分が Z 中と比較した時、より慎重な判断のもと実施されていたといえ

る。

⑭○：スポットライトを当てすぎると逆にその子らが周りの目を気にし

てとか言う配慮も。

A3先生：自分のルーツをあんまりよく思ってない子もいるから、がっつ

りやるとその子が傷ついてしまうんちゃうかなと学年会では（話してい

た）。（中略）部落問題学習にせよ、教室にその子がいたらやりにくいなと

か思っていた。

　Z 中のような特定の生徒に焦点をあてるような取り組みについては、「で

きればよかったんですけど」（A7 先生）という語りが A 中教員から聞かれ

たように、教員にとっても望ましい取り組みとして捉えられていた。その

一方で、そうした取り組みが躊躇される語りも同時にみられた（⑭）。こ

うした事例から、特定の生徒を取り上げて生徒に関係的資源を配分するこ

とは、A 中の教員にとって Z 中の教員以上に容易に行いづらい状況にあっ

たと考えられる。

5.2 地区出身生徒の差異のジレンマとニューカマー生徒支援

　前項から、A 中では多文化共生教育の取り組みを通しての資源配分が、

Z 中と比較したとき制約されたなかで行われていると推察された。こうし

た制約が生じる要因について、A 中の歴史的な文脈から検討を加える。A

中の人権教育を取り組むうえで強調されるのは、「差別の現実から深く学

ぶ」ことである。A 中の多文化共生教育は、ニューカマー生徒をはじめと

して多様な生徒を認め合うだけでなく、生徒の生活の現実から差別に立ち

向かっていく力を育んでいくことにも力点が置かれている。地区出身生徒

が日常的に経験する差別の現実があり、そうした差別に立ち向かっていく

ために A 中において人権教育が推進されてきたことも校内資料に綴られて
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いる。

　例えば、校区に居住する部落差別をうけた当事者からの聞き取りを通し

て、差別の歴史とその現実が自分たちにも関係することを学び、差別を許

さず、自分たちがこれから社会でどのように生きていくのか考えさせる取

り組みがある。部落差別だけでなく、在日コリアンの当事者の聞き取りか

ら、外国につながりのある仲間とともに生きる社会をどのようにつくるの

か考える学習も行われる。また、すべての学年の 1 学期のはじめに、自分

語りを行う取り組みがあり、そこで家庭の不安定な状況について、また中

国ルーツであることで自分の名前の呼ばれ方に不安があることについて語

る生徒もいる。お互いのマイノリティ性や不安感を知り、安心して生活し

ていけるようにする集団づくりの実践として自分語りの取り組みは重要な

位置づけとなっている。このように、身の回りの差別の現実をその歴史と

合わせて学ぶだけではなく、そこから自分たちはどうしていくのかを考え

させるような学習の流れが意識されており、社会での生き方を模索するこ

とが人権教育の取り組みとして積み重ねられてきた。

　上述した内容のように、A 中では社会に出た後に直面する可能性のある

差別に打ち勝つ力を育んでいく実践が、同和教育の基盤の上に形成され

てきたといえる。Z 中がいわば現在進行形の交友関係への効果を意図した

資源配分が意識されているのに対し（⑫）、A 中ではそれが生徒の卒業後、

社会進出時にまで意図した形で実践されている側面が強いといえる。

⑮A5先生：例えば生い立ち学習をしたら、たぶん知らんところから知っ

てしまうことが出てくると思います（中略）じゃあカミングアウトしてみ

ようと思ったら、え、みたいな僕は被差別部落？みたいな話もでてくる

可能性もあるので、じゃあ俺もなの？みたいな。保護者によって伝えて

いる量もばらばらなので。

　地区出身生徒をめぐる社会的な差別に向き合う実践に取り組むという、

歴史的な文脈を有してきた A 中では、取り組みを通して生徒が不利益を被

らないかが Z 中以上に慎重になっていると捉えられる語りがみられた。例



伊藤｜マイノリティの複数在籍校におけるニューカマー生徒支援の課題 88

えば A3 先生は、差別に関わる部落問題学習に取り組む際、地区出身生徒

が取り組みにおいて傷ついてしまうのではないかという不利益の可能性を

考慮し、取り組みの「やりにく」さを感じていた（⑭）。これは、取り組

みをすることによって、特定集団の生徒の自己肯定感などを低下させるの

ではないかという、差異のジレンマが生じていたと考えることができる。

このように A 中では、地区出身生徒を中心とした取り組みの歴史的な積み

重ねにおいて、そもそも地区出身生徒への差異のジレンマが教員に生じや

すい独自の文脈があったといえる。そのため、ニューカマー生徒を意識し

た取り組みについても、生徒が「傷ついてしまう」のではないかという自

己肯定感の低下の懸念が教員に生じやすくなっていたと考えられる（⑭）。

　そしてこうした地区出身生徒への差異のジレンマは、ニューカマー生徒

支援のあり方にも影響していることが⑮から読み取れる。A 中では、多文

化共生教育において生徒のマイノリティ性に迫るような取り組みをした場

合、「僕は被差別部落？」（⑮）のように地区出身生徒を意図しない形で

アウティングするリスクが想定されていた（⑮）。確かに Z 中でも、自分

自身に自信をもてていない生徒への配慮によって取り組みが困難となるこ

とは十分に考えられる。一方マイノリティ集団が複数在籍する A 中では、

ニューカマー生徒を意識した取り組みであったとしても、地区出身生徒の

差異のジレンマについて教員は考慮する必要性が生じていたといえる。前

節では、地区出身生徒への支援に伴い生じてきた差異のジレンマが、ニュー

カマー生徒支援の実施に影響することを指摘した。本節ではこの点と合

わせて、地区出身生徒への差異のジレンマをまず考慮するという文脈が、

ニューカマー生徒を意識した取り組み内容に関しても影響しており、A 中

では特定の生徒を取り上げた多文化共生教育の実施が、Z 中よりも相対的

に制約されたものとして表出したのだと考えられる。

　ここまでの記述から、A 中では地区出身生徒の差異のジレンマや、学校

として蓄積してきた生徒支援のあり方を考慮する必要から、ニューカマー

生徒支援を行ううえでも慎重な判断が求められ、Z 中ほど明示的に資源配

分が行いづらくなっていたと考えられる。地区出身生徒といった、他のマ

イノリティ集団の差異のジレンマに配慮しつつニューカマー生徒支援のあ
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り方を検討し、支援の実施状況を熟慮しなければいけない状況は、直接

的な資源配分が行いづらくなるという意味において、A 中教員にとっての

ニューカマー生徒支援の課題になっているともとれる。

　教員に慎重な判断をもたらす状況は、一見すると支援を困難にしている

とも捉えられるが、支援に伴って慎重な判断が求められるからこそ、下記

で記述するように差異のジレンマを回避しつつ生徒が差別に打ち勝てるよ

うに取り組みを進めることが A 中では模索されてきた。A 中では、前節で

も記述した人権サークルの取り組みの他にも様々な工夫がなされていた。

⑯A6先生：部落問題学習をしたときに、不安に思っていることを班の子

に言ってみるというのがあったんですけど、（中国にルーツをもつ生徒が）

ルーツのことを話していたんです。不安なんだということを。人権学習

をしていくなかでも多文化共生ではなくて部落問題学習の中で自分は外

国人だという、立場はマイノリティになるという感覚をもてた。

⑰〇：いろいろなマイノリティ問題というのはつながっているというこ

とで（中略）実践をするなかでの配慮みたいなものも気を付けているのか

なと思うんですけど。

A7先生：それが差別につながらないようにとか、そういう配慮はあります。

この言葉で誤解を生むことがないかとか、課題をみて教員で相談しなが

ら文言に気をつけたりはあります。アウティングにはならないようには

しますね。

　人権サークルの取り組みの他にも、生徒が 4 人班のなかで自分の考えて

いることを話す機会が部落問題学習の時間にとられていた（⑯）。活動に

おいて、自分のマイノリティ性などを語るかどうかは生徒の自主性に任さ

れているが、生徒が生活を共にしてきた班のメンバーという信頼できる少

人数の場において、マイノリティ性を語り、周りから承認される機会が確

保されていたといえる。生活班という信頼できる関係を通した取り組みに

より、ニューカマー生徒が差別に打ち勝てるような力を育んでいく基盤を

構築できていたと考えられる。そして、こうした取り組みを行ううえで、
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教員もマイノリティ集団の生徒に不利益が生じないように常に事前準備を

行っている（⑰）。確かに Z 中とは異なり、地区出身生徒の差異のジレン

マを考慮する関係から、ニューカマー生徒への資源配分のあり方に影響が

ある A 中ではあるが、そこでニューカマー生徒をはじめとしたマイノリ

ティ生徒への支援が行えていないわけではなかった。授業時間外では人権

サークルのような場を、部落問題学習や多文化共生教育の取り組みでは、

信頼できる生活班のなかで自己開示できる場を確保することや、教員間で

事前確認を行う場をもつことで、差異のジレンマを回避し、差別に打ち勝

つ力を育むことが模索されていた。

6. まとめと考察

　本稿で明らかになった知見を整理する。ニューカマー生徒と同程度以上

に厳しい状況にある地区出身生徒といったマイノリティ生徒が在籍してき

た A 中では、「しんどい子」を中心に据えた教育実践が歴史的に形成され

てきた。そのため、生徒間関係の考慮もあり、特定のマイノリティ生徒集

団に特化した支援の実施による差異のジレンマが Z 中以上に生じやすく、

それはニューカマー生徒支援のあり方にも影響していた。また、差別の現

実から実践を形成してきた A 中では、地区出身生徒の差異のジレンマ（ア

ウティングなどのリスク）に直面しやすい文脈が形成されてきた。こうし

た状況により、ニューカマー生徒を対象とした支援の実施に関しても地区

出身生徒への配慮が求められ、取り組みの実施について慎重な判断が必要

となっていた。直接的な資源配分が容易に行いづらいという意味において、

マイノリティ集団が複数在籍するという社会的な文脈が、ニューカマー生

徒支援を困難にしている側面があると考えられた。しかし、そうした直接

的な支援の実施に慎重な判断が求められることから、A 中では差異のジレ

ンマを回避しつつニューカマー生徒をはじめとしたマイノリティ生徒を支

援するために、授業時間外に複数のマイノリティ集団が少人数で集い活動

できる場（人権サークル）を構築することや、信頼できる生活班を基本と

した部落問題学習・多文化共生教育などの取り組みが模索されていた。
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　先行研究では、ニューカマーの在籍数という社会的な文脈に着目し、在

籍数の多寡によって支援の状況が異なる様相が描かれてきた（坪田 2018; 

清水・児島 2006）。こうしたなか本稿の差異のジレンマの視点から明らか

になったのは、地区出身生徒の差異のジレンマや、学校として蓄積してき

た生徒支援のあり方を考慮することが、ニューカマー生徒支援のあり方に

も影響を与えていたことである。その影響は、直接的なニューカマー生徒

支援を難化させる課題ともとれる事態を生じさせる一方で、マイノリティ

支援の新たな方策をひらくことにもつながっていた。このことから、学校

の有してきた実践の歴史的文脈や、社会的にマイノリティとなる生徒の在

籍状況といった社会的文脈との関わりと合わせてニューカマー生徒支援の

諸相を捉えていくことは、ニューカマー生徒支援の課題となる面だけでは

なく、支援の可能性もまた模索できると期待できる。そのため、在籍数の

多寡からニューカマー生徒支援の課題を解明するだけではなく、今後は生

徒や教員のおかれている社会的文脈とあわせて支援の課題を捉えていく重

要性が指摘できる。

　知念（2019）や Cobb（2017）の知見にあるように、社会経済的な状況

の厳しい生徒を多く抱える学校では、教員の生徒支援の意識が高まると考

えられる。確かに本稿の知見から、そうした校区では教員の全体的な生徒

支援の意識が高まる一方で、多様なマイノリティを受け入れるがゆえに、

ニューカマー生徒といった特定集団に特化した支援が困難となる側面もま

た指摘できるだろう。言語やアイデンティティの課題など、ニューカマー

生徒特有の課題が指摘されるなかで（志水 2008）、ニューカマー生徒集団

に特化した支援の実施が多様な集団が混在するなかで容易にいかなくなる

状況は、教員にとって課題になるともいえるだろう。本稿の知見から、複

数のマイノリティ集団を受け入れる状況における、効果的なニューカマー

生徒支援の方策を検討していくことが今後求められるといえる。そこで次

に、本稿の知見を踏まえた実践的なインプリケーションを提示する。

　先行研究のようなニューカマーの多数在籍校において描かれてきたの

が、Z 中の国際教室のような、ニューカマー生徒支援に特化した教室の存

在である（例えば、児島 2006）。しかし、地区出身生徒の差異のジレンマ
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を考慮する文脈があった A 中では、そうした特定の生徒に特化した支援の

場の設置には慎重な判断が伴うものとなっていた。差異のジレンマに配慮

する必要性に迫られやすく、支援の実施が困難にも映る A 中であるが、そ

うした状況だからこそ差異のジレンマを回避しつつ生徒を支えていこうと

する取り組みが積み重ねられてきた。その重要な位置づけとなっていたの

が、人権サークルの場や、生活班を基本とした部落問題学習・多文化共生

教育の取り組みであった。Z 中のような対象生徒を支援することが明確で

ある場とは異なり、人権サークルの場ではすべての対象生徒を参加させら

れるか不確実であることや、生徒の自発性を基本とした生活班での取り組

みは、支援が狙い通りに行えない側面があるとも考えられる。そうしたな

か、差異のジレンマの視点を考慮した時見えてくるのは、複数のマイノリ

ティ集団の生徒が少人数で任意のもとで集える場や、信頼できる関係性を

基にした少人数の生活班の場は、生徒同士が安心して取り組みに参加でき、

それぞれの生徒に不利益が生じにくい支援の場となり得ることである。

　多様なマイノリティ集団への支援を行うことにおいて、差異のジレンマ

を回避しつつ支援を進めていくには、少人数の安心できる生徒間関係のな

かで実践できるような場を校内や取り組み内に創出し、資源配分を徐々に

行っていく意義が見いだされる。志水ほか（2014）でレビューされている

ように、外国人や障がい者といったマイノリティ集団への支援に関しては

それぞれ個別に検討されてきたといえる。しかし本稿の知見から、障がい

者や貧困層といったマイノリティ集団に特化した支援は、本稿の事例から

も教員にとって差異のジレンマをもたらす可能性は大いにあり得ると言え

る。ニューカマー生徒支援のみならず、A 中の人権サークルのような場の

創出は、多様なマイノリティへの支援を進めていくことに関しても重要な

示唆となるだろう。

　対象となるニューカマー生徒に声をかけ、活動の主体にしていくような

場づくりといった A 中の取り組みは、生徒間の交友関係をあらかじめ教員

が把握しやすい小規模校だからこそ行える実践であるともいえる。そのた

め今後は、生徒数が大規模である学校や、よりマイノリティ集団が複数在

籍する学校においてマイノリティ支援がいかに取り組まれるのか検討して
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いくことが求められるといえる。しかしながら、ニューカマー生徒支援を

その他のマイノリティ支援と合わせて検討する際には、A 中の人権サーク

ルのような場や生活班を通した取り組みが重要な資源となり得ることに変

わりはないだろう。生徒が主体的に参加できる場づくりについては、まず

A 中で取り組まれていたように、生活班を中心とした集団づくりや、人権

担当や日本語指導担当のようなマイノリティ支援を担う教員が、生徒の関

係性などを考慮に入れたうえで生徒に個別に声をかけ、場の土台を形成し

ていくことが重要な一歩になると考えられる。多様なマイノリティ集団へ

の支援と合わせて、いかにニューカマー生徒支援を学校や教員が取り組ん

でいくべきなのか、こうした視点を持ってニューカマーと教育研究の知見

を蓄積させていくことが、共生社会の実現に向けた教育研究にとって今後

重要となるだろう。

　最後に、本研究で得られた知見の限界と課題について言及する。本研究

では、同和地区を校区に有しており歴史的に人権同和教育を推進してきた

学校を対象とした。そのため、地区出身生徒の差異のジレンマについて教

員が直面しやすい状況は確認された。しかし、教員がニューカマー生徒の

差異のジレンマをいかに捉え、支援の課題となっているのか、また地区出

身生徒の差異のジレンマとニューカマー生徒の差異のジレンマがいかに影

響し合い、支援の課題となるのか、その関連性まで検討するに至らなかっ

た点に限界がある。こういった点において、本研究の知見が特徴的な社会

的な文脈のもとで得られたことに留意する必要がある。地区出身生徒の差

異のジレンマの考慮が結果的にニューカマー生徒支援のあり方に影響する

ことは指摘できたが、マイノリティ集団が複数在籍する状況において、差

異のジレンマが生じやすいという構造まで言及できなかった点にも本研究

の限界があるといえる。こうした本研究独自の文脈を考慮したうえで、今

後は地区出身生徒以外のマイノリティ集団が複数在籍する学校において

差異のジレンマが教員に生じやすくなる構造があるのか、そしてそれが

ニューカマー生徒支援の難しさにつながっていくのかなど、明らかにすべ

き課題が残されたといえる。
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注

1 本稿では志水（2008: 16-17）にあるように、1970年代以降に来日した外国人の親をもつ、

外国にルーツをもつ子どもを「ニューカマー生徒」と表記する。なお先行研究中の表記にあ

わせるため、先行研究でも小学校で実施されたものに言及する場合には「ニューカマー児

童」と表記する。

2 多文化共生についてZ中では「多様な（多くの種類の）文化を持った人たちが共に生きてい

く」ことと定義されている。またA中では共生の意味に関わり、「多様な人々の違いを認め

つつ対等な関係でつながり、尊重する共生社会をめざす」ことが掲げられている。両校に

おける多文化共生教育とは、人権教育の取り組みの一環として、ニューカマー生徒を中心

とした多様な文化的背景をもつ生徒が、互いに認め合えるような取り組みを行う実践を指

している。

3 本稿ではA中をマイノリティの複数在籍校と位置づけ、ニューカマー生徒支援における課

題を抽出することを目的とすることから、Z中は比較対象としての位置づけとする。その

ためZ中では、Z中に長年在籍し、実践の歴史的な文脈を把握していると想定される教員、

管理職を精選して選定したため、調査対象者数はA中よりも少数となっている。
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Abstract
 This paper explores how the social context affect to support for newcomer students 
and this paper reveals the causes of difficulties. This paper especially focuses on the school 
which has multiple minority students.
 First, teachers which have multiple minority students can’t special support for 
newcomer students because teachers fall into a dilemmas of difference. Teachers consider 
the risks of special support for newcomer students when teachers have students who are 
severe situation as much as newcomer students. For that reason, teachers emphasis on the 
club of human rights which have a small number of students and operate at afterschool. 
Second, teachers which have multiple minority students can’t pick up newcomer students in 
the class of multicultural education. Teachers face to a dilemmas of difference in the class of 
multicultural education because if teachers pick up the specific group of minority students, 
teachers take risk about outing of other group of minority students. 
 Finally, this paper indicates the importance of consideration of not only mutual 
action between teachers and students, but also social context about how school has minority 
students to exam about the matters of support for newcomer students.

A Study about Difficulties of Support for newcomer 
students in secondary education which has multiple minority 
students: Focusing on Differences of historical context

RESEARCH ARTICLE

Rio ITO

Keywords : support for newcomer students, historical context, dilemmas of 
difference, enrollment status of minority students
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新型コロナウイルス感染症拡大下に
おける高齢者の社会活動の実態
通所型サービス利用者を対象とした質的研究から

【緒言】

本研究の目的は、新型コロナウイルス感染症拡大下における

高齢者の社会活動の実態を明らかにすることである。

【対象と方法】

対象者は京都市の通所型サービスを利用する 75 歳以上の後

期高齢者 12 名である。外出自粛の影響によって変化した社

会活動について問い、その特徴を質的帰納的に分析した。

【結果】

困難な社会活動には「家族との関わり」、「知人との対面交流」、

「ボランティア活動」の 3 つのカテゴリーがあった。しかし、

その一方で、取り組めた社会活動には「家族のための活動」、

「継続的な知人との交流」、「限定的なボランティア活動」の

3 つのカテゴリーがあり、工夫を凝らして取り組みを続けた、

あるいは新しく始めた経験が伺えた。また、社会活動を実施

できた要因としては「興味関心の有無」、「過去の経験の有無」、

「人的環境の有無」、「物的環境の有無」の 4 つのカテゴリー

が抽出された。

【結語】

パンデミックの際、高齢者の社会活動の維持および促進のた

めに、高齢者自身の内的要因（興味関心、過去の経験）の把

握と、高齢者を取り巻く外的要因（人的環境、物的環境）を

調整する重要性が示唆された。
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1. 背景

　高齢者の介護予防において、社会活動の視点を取り入れることの重要性が

示唆されている（深川2021）。井上（2016）は、高齢者の社会活動を「高齢者

が他者とのつながりをもち、社会に参加して行う行動のこと」と定義してい

る。例えば、交通安全や環境美化などの地域に寄与する活動や趣味の会への

参加などといった文化的活動だけでなく、子どもの世話や同居者以外との会

食、茶話といった日常的な交流も高齢期の着目すべき活動として挙げられて

いる。橋本（1997）は仕事、社会的活動、学習的活動、個人的活動の4側面か

ら社会活動をとらえている。しかし、井上（2016）は仕事を含む社会活動には

批判的で、仕事をしていない高齢者の活動が低下すると考察し、一般化する

ことには課題があると指摘している。他にも、高齢者の社会活動をさらに広

い意味でとらえた研究もある。例えば、社会活動と高齢期の健康に関する先

行研究として、家族の相談相手になることが高齢者のQOLに有意に関連し

ている報告がある（佐藤2011）。また、地域の運動ボランティアが高齢者の身

体機能と認知機能に影響している報告もある（三ツ石2013）。このように、高

齢期の身体状況や生活様式の多様性を踏まえると、高齢者の社会活動の実態

は様々である。そこで、本研究では井上らの定義をもとに、高齢期に重要な

社会活動として、他者とのつながりがみられる活動を広く社会活動として位

置づけ、ボランティア等の特定の活動に絞ることなく、実際の高齢者の語り

から広範囲の活動を範疇にいれることとする。

　2020年4月7日、新型コロナウイルス感染症の蔓延により、日本政府は緊

急事態宣言を発令した。この宣言に伴って外出自粛が要請されたことにより、

習い事やスポーツクラブ、サークル活動、通所型サービスの利用も中止となり、

高齢者の他者との関りが減少したとの報告がある（都馬2021）。飯島（2021）は、

高齢者294名を対象とした自記式質問票配布による調査において、41％以上

の高齢者が外出頻度の低下を認めたと報告している。さらに同報告において、

外出頻度の低下群は低下なし群と比較して、会話量の減少が約2.8倍も多かっ

た。このように、外出自粛が招く活動量の低下によるフレイルの進行が懸念

されている。



未来共創  第 9 号（2022） 99

　フレイルへの注目は、介護予防を考えるうえで重要である 1。荒井（2014）

は「フレイルとは、加齢に伴う様々な機能変化や予備能力低下によって健康障

害に対する脆弱性が増加した状態」と述べている。つまり、フレイルとは要介

護状態の前段階として位置づけられている。フレイルは、身体的フレイル（筋

力低下など）、精神心理的フレイル（老人性うつなど）、社会的フレイル（閉じ

こもりなど）などのようにテーマ別に提示されることがある。社会的フレイル

については様々な側面から研究されており複数の定義がみられるが、Bessaら

が行ったシステマティックレビューでは、社会的フレイルの要素のなかに社

会活動をはじめ、社会的サポートや社会的ネットワーク、孤独感、独居を挙

げている（Bessa et al 2018）。日本では、藤原（2017）の「社会活動への参加や

社会的交流に対する脆弱性が増加している状態」という定義が、研究および実

践の場にて用いられている。社会的フレイルの定義に関する一貫したコンセ

ンサスはまだ提示されていないものの、Bessaと藤原の両研究において、社会

活動は社会的フレイルの構成要素の一つとして位置づけられている。

　社会的フレイルを含む様々な「フレイル」の概念は、それぞれが単独で生じ

るのではなく、相互に影響を及ぼすことによって負のサイクルに至るとされ

ている。例えば、加齢に伴いボランティア活動等が行えなくなり、閉じこも

りになった結果、筋力低下や屋外を歩行することが困難になり、抑うつ状態

になることがある。一方で、関節痛による歩行障害といった身体的フレイル

や物忘れといった精神心理的フレイルによって、社会活動が行えなくなると

いうケースもある。このように、社会的フレイルを中心に、身体的フレイル

や精神心理的フレイルと相互に影響を及ぼし合うのである。

　そのため、新型コロナ感染症拡大下における外出自粛による社会活動への

影響を捉えることは重要な課題である。北海道の都市部に居住する高齢者

119名を対象とした研究では、2019年と比較して2020年では社会活動を目的

とした外出の減少が明らかになっている（大内2021）。しかしながら、外出自

粛を余儀なくされた期間中における高齢者の社会活動の実態についてはまだ

十分に報告されていない。特に、通所型サービスを利用し介護予防に努めて

いた後期高齢者に対する活動制限の実態や、家族や知人との交流、地域での

活動といった具体的な社会活動の状況やその変化については調査されていな
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い。こうした研究報告が不足している背景として、取り組み内容に個人差や

多様性のある社会活動に関する定量的な調査が困難であることが一因として

考えられる。

　以上のことから本研究の目的は、通所型サービスを利用する地域在住高齢

者の語りから、新型コロナウイルス感染症の蔓延によって実施が困難になっ

た活動と、なおも取り組むことができた活動を明らかにし、その活動の背景

となる要因を質的に探索することである。

2. 研究デザイン

2.1　調査地と対象

　調査地は、京都市西京区にある通所型サービスを提供する高齢者施設であ

る。本施設は、介護予防・日常生活支援総合事業で行われる通所型サービス

Aの施設基準に沿って運営されている。主な活動内容としては、運動機能ト

レーニングではなく、利用者の得意とする手芸や囲碁、麻雀などの豊富な趣

味活動を取り入れている（寺村2021）。本施設は、住宅地にある施設長の自宅

の一角を活用した環境になっており、利用者は徒歩や自転車で通所できるた

め、近隣住民と交流が持てることも特徴である。

　本研究の対象者は、介護予防を目的としてこの通所型サービスを利用する

75歳以上の利用者12名である。筆者は当施設長と協議のうえ、利用者の生

活背景や認知機能の低下に留意しながら対象者の選定を行った。選定基準は、

日常生活動作（歩行、食事、整容など）に介護を要しない者、そして身体機能

や認知機能に問題がない者、認知症の疑いがない者という基準を満たしてい

ることを条件とした。なお、対象者には本研究の趣旨を文章と口頭で筆頭著

者が説明して同意と署名を得ており、また本研究は大阪大学人間科学研究科

倫理委員会の承認（登録番号OUKSC20010）を得て実施した。

2.2　調査手法

　調査手法として、対象地でのフィールドワーク、基本属性の調査としての

認知機能および身体機能の測定、そして社会活動に関する半構造化インタ
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ビューを複合的に実施した。まず、筆者は2020年6月からフィールドワーク

を継続的に実施し、当施設の設立の経緯や特徴、定例活動、イベント、そし

て利用者同士の関係に着目して報告した（寺村2021）。本研究では、2020年

11月からは新型コロナウイルス感染症の動向に注意しつつ、対象者らの施設

内外における社会活動について参与観察および聞き取りを実施した。

　次に基本属性の調査と半構造化インタビューについては、新型コロナウイ

ルス感染症の蔓延から1年以上が経過した2021年3月～ 4月にかけて実施した。

対象者の基本属性の調査として、性別、年齢、職歴、家族構成を聴取し

た。認知機能評価としてMini Mental State Examination：MMSE（Folstein et 

al. 1975）、歩行能力評価としてTimed Up and Go Test：TUG（Mathias et al. 

1986）、高次生活機能評価として JST版活動能力指標：JST-IC（Iwasa et al. 

2018）について聴取および測定を行った。なお、MMSEとは広く用いられる

全般的な認知機能障害のスクリーニング検査であり、11項目30点満点で評価

した。TUGでは肘かけのない椅子に腰かけた姿勢から立ち上がり、3mを無

理のない速さで歩き、折り返してから再び深く着座するまでの時間を測定し

た。JST-ICは地域で自立し活動的に日常生活を送るために必要な能力を測る

指標として、「新機器利用」「情報収集」「生活マネジメント」「社会参加」という

4つの下位領域を確認し、16項目16点満点で評価した。

　さらに、新型コロナウイルス感染症のパンデミックにおける社会活動の状

況について以下のインタビューガイドを使用し、対象者へのインタビューを

実施した。インタビューガイドの概要は、（1）新型コロナウイルス感染症のパ

ンデミック以前はどのような活動（家族、友人と関わる活動や地域の人と関わ

る活動など）をしていたか、（2）新型コロナウイルス感染症のパンデミック以

後はどのような活動（家族、友人と関わる活動や地域の人と関わる活動など）

をしているか、の2点に注目したものである。対象者の自由な語りを尊重し、

上記2点に関わる語りについて聞き取りを行った。社会活動のなかでも特に

他者とのつながりがみられる活動について、その内容を詳しく聞いていく形

でインタビューを進めた。インタビュー内容は、対象者の承諾を得てICレコー

ダーで録音した。

　データ分析方法では、インタビューごとの逐語録を継続的比較法で質的帰
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納的に分類し、データの分類とカテゴリーの抽出を次の工程で行った。（1）イ

ンタビューガイド項目ごとの逐語録を作成する。（2）インタビュー項目に沿っ

て対象者の語り内容を意味のまとまった一文で区切る。（3）表現の意味が変わ

らないように注意し、サブカテゴリー化する。（4）サブカテゴリーの意味や表

現、対象者の認知状態の同じコードを一つのまとまりとして、生データの文

脈に立ち戻りながらまとまりを比較して類型化を行い、カテゴリー化を行う。

これらの工程について、作業療法を専門とする筆頭著者と、作業療法、理学

療法、公衆衛生を専門とする共同研究者3名で円環的に理論的飽和に至るま

で分類を実施した。「新型コロナウイルス感染症のパンデミックにおける社会

活動とその背景要因」について構造的に整理し、社会活動の実践課題について

検討した。さらに結果の真実性を確保するために、質的研究の経験者から指

導を受け、異なった理論的・方法論的背景に立つ複数の研究者が共同して検

討に関わりトライアンギュレーションを行った。

3. 結果

3.1　対象者の基本属性とインタビュー結果

　対象者の基本属性は表1に示す通りである。男性が2名、女性が10名であり、

全体の平均年齢は79.9±3.1歳であった。家族構成は独居が7名、配偶者と同

居が3名、子どもと同居が2名であった。MMSEは27.6±2.2点であり、認

知症スクリーニングの1つの基準（杉下2016）とされている24点を対象者全員

が満たしていた。地域在住高齢者の転倒リスクにおけるTUGのカットオフ

値では、13.5秒と報告がある（Shumway-cook et al. 2000）。対象者のTUGは

13.3±6.4秒であり、12名の内3名は転倒リスクが高かった。JST-ICは9.5±

2.8点であり、高次生活機能が低下している者もいた。

　インタビュー時間は一人当たり45分～ 77分であった。まず、逐語録から

社会活動に関する語りを抽出し分析したところ、全体で6個のカテゴリーが

生成された。そのうち、実施が困難であった社会活動は3個のカテゴリー（表

2）、取り組むことができた社会活動は3個のカテゴリー（表3）であった。さ

らに、外出自粛時において社会活動を実施できた要因を分析したところ、4
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個のカテゴリー（表4）が生成された。次項以降に、その結果の詳細を示す。

3.2　実施が困難だった社会活動

　カテゴリーは【　】、サブカテゴリーは『　』、研究参加者の代表的な語

りは「　」の斜字体で示す。

　新型コロナウイルス感染症のパンデミック前と比べて、社会活動の制限

に着目してカテゴリー化を行った結果、3 個のカテゴリーと 9 個のサブカ

テゴリーに整理された（表 2）。

　まず、カテゴリー【家族との関わり】では 3 つのサブカテゴリーに分か

れ、日常生活内における家族・親族との関わりの減少だけでなく、季節の

行事や冠婚葬祭という重要な家族イベントにも参加できないという、日常

と特別行事双方の社会活動に影響が及んでいた様子がネガティブな感情と

ともに語られた。そのなかで、サブカテゴリー『孫のお祝い』では以下の

ような語りがあった。

「長い間、孫に会っていないね。お正月にも会えていないから、お年玉を

表 1. 対象者の属性

性別 年齢 職歴 家族構成 MMSE
（30 点）

TUG
（秒）

JST-IC
（16 点）

1 女 80 専業主婦 夫 30 8.2 11

2 男 83 商社 妻 24 25.5 9

3 女 81 病院職員 独居 30 10.1 13

4 女 83 新聞集金 独居 25 27.7 9

5 女 77 専業主婦 夫 27 10.8 13

6 女 83 専業主婦 次男息子 27 17.1 8

7 女 78 専業主婦 独居 30 7.9 6

8 女 77 事務職 息子夫婦、孫 28 10.9 3

9 男 81 銀行員 独居 25 11.1 12

10 女 75 証券、書字の先生 独居 25 13.1 10

11 女 76 栄養士 独居 30 8.7 12

12 女 85 事務員 独居 30 8.1 8

SD 79.9 ± 3.1 27.6 ± 2.2 13.3 ± 6.4 9.5 ± 2.8

SD: Standard deviation, MMSE: Mini Mental State Examination, TUG: Timed Up and Go Test
JST: The Japan Science and Technology Agency Index of Competence
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渡せてないわ。今度、学校を卒業する言うてたから、いつ会えるか分か

らんけど、またお祝いも考えてあげようかね。寂しい気持ちになるね。」

　また、サブカテゴリー『親族の冠婚葬祭』では本人にとって大事な恒例

行事に参加できなかった様子が伺えた。

「阪神大震災で亡くなった夫の慰霊祭が、毎年神戸で行われて、子どもた

ちと一緒に毎年行ってたんですよ。でも、コロナが流行ってから、県境

をまたぐのがはばかれるから、今年は行けないのよ。普段、動いておらず、

どんどん自分の体が弱っているのがよく分かる。来年、コロナが落ち着

いたとしても、自分の体が弱ってしまって行けないと思うわ。」

　次に、カテゴリー【知人との対面交流】では、新型コロナウイルス感染

症のパンデミックにおける前後の近所付き合いや余暇活動の変化が語られ

ており、他者との物理的距離や心理的距離が広がっていく様子が伺えた。

例えば、サブカテゴリー『近隣とあいさつを交わす』では以下のような発

言があった。

「コロナをどこでもらってくるか分からない。だから、近所の人にうつす

のも、うつされるのも悪いからね。ご近所さんと極力話さないし、そも

そも外を出かけることも少なくなった。体を動かさないから、力も入り

にくいし、あちこち痛くなってきた。」

　また、サブカテゴリー『知人とのイベントや旅行』では、楽しみにして

いた友人との旅行等のイベントへの参加ができないというネガティブな語

りがあった。

「着付け教室で知り合った若い友達と、毎年着付けをして、京都を歩くイ

ベントをしていたのよ。それが楽しみでね。でも、今、着物を着て街を

歩いていたら、不謹慎でしょ。結局、話にも上がらず中止になったわ。



未来共創  第 9 号（2022） 105

カテゴリー サブカテゴリー 代表的なコード

家族との
関わり

家族と過ごす 遠方に住む息子家族が、お盆も会えなかった／ 1 年以上、
離れている家族と会えていない

孫のお祝い
正月やら誕生日にお小遣いをあげていたけど、今年は会え
ていない／毎年、誕生日で孫の成長を見るのを楽しみにし
ていたけど残念

親族の冠婚葬祭 震災で死去した夫の慰霊祭に不参加になり、体が弱ってい
くので、来年も行けない

知人との
対面交流

近隣とあいさつを
交わす

コロナをうつすし、うつされると思うとご近所さんと話さ
ないようになった

知人とのイベントや旅行 着付け教室で知り合った若い人たちと、毎年着付けをして
京都を歩くイベントが楽しみだったが不参加になった

感 染 拡 大 前 の
ボ ラ ン テ ィ ア
活動

趣味サークルの運営活動 趣味で行っている吟行の集まりで、県外の会員向けに京都
市散策を企画していたが、中止に至った

高齢者施設への慰問 高齢者施設で腹話術などを披露していたが、入館拒否になっ
た

自治会行事のボランティ
ア

毎年、運営を手伝っていた自治会の夏祭りが中止になって
残念に思う

地域の生涯学習のボラン
ティア

高齢者同士で顔を合わせるいい機会だったけど、感染リス
クがあったため中止になった

前は、みんなに会いに、バスや電車に乗って、中心街まで行ったのにね。」

　最後に、カテゴリー【感染拡大前のボランティア活動】では、表 2 に示

したように 4 つのサブカテゴリーにおいて、様々な自主活動を実施できて

いない様子が伺えた。このカテゴリーでは、対象者が習慣として行ってい

た役割活動が制限されている様子が確認できた。つまり、他者への貢献が

困難となり、生活の満足感が得られにくい状況が語りから浮き上がってき

た。例えば、サブカテゴリー『趣味サークルの運営活動』では、以下の発

言があった。

「趣味で俳句の会に入っているのよ。会員は近畿全域にいてて、色んな

仕事をやってた人と出会えて、いい刺激になるのよ。会員が持ち回りで、

地元の散策コースを紹介して、そこで俳句を考える吟行を楽しみにして

表 2. 困難だった社会活動
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たんよ。県外の会員が京都に来て、京都散策を企画してたのに、中止になっ

たから残念。気持ちが晴れない日が続いて、しんどいわ。」

　また、サブカテゴリー『高齢者施設への慰問』では、以下のように述べ

られていた。

「近場の高齢者施設に行って、ちょっとでも喜んでもらおうと思って腹話

術を見てもらった。やってると、こっちも元気になれるから続けたいと

思っていた。でも、高齢者施設から感染予防のために入館拒否になってね。

仕方ないわ。」

3.3　取り組むことができた社会活動

　新型コロナウイルス感染症のパンデミックの影響があっても取り組むこ

とができた社会活動に着目してカテゴリー化を行った結果、3 個のカテゴ

リーと 10 個のサブカテゴリーに整理された（表 3）。

　カテゴリー【家族のための活動】において、家族のために新しい取り組

みを始める様子が伺えた。その方法は、直接的に対面で行う活動だけでな

く、会えなくとも間接的に取り組める活動も含まれていた。その一例が、

不慣れなアプリ操作を使用しての他者との交流や先送りにしていた私物整

理、さらには生前整理である。このように、物理的距離があっても行える

社会活動があることが明らかになった。一方で、新型コロナウイルス感染

症のパンデミック前よりも配偶者の介護の負担が増大しているという課題

も明らかになった。サブカテゴリー『配偶者の介護／介護予防』では、以

下のように表現されていた。

「妻の認知症がコロナで悪くなってきていると思う。通院の時は時間がか

かるけど、早めの外出準備や病院で感染予防に努めたり、負担はあるけ

ど何とかやっている。」

　また、サブカテゴリー『生前整理の実施』では、以下のように述べられ
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ていた。

「私、何もやる気にならなくなって、鬱っぽくなって死ぬと思ったのよ。

このままやったらダメになると友達が思って、なかば強引やったけど公

証人役場で遺言書を書く段取りしてくれてね。私が前に友達に話したの

を覚えてくれてて。家族に伝えなければならないことをまとめることが

できて、ホッとしたわ。」

　次に、カテゴリー【継続的な知人との交流】において、外出自粛や施設

が閉鎖されるなかで、他者と連絡を取り合い、相互の体調を気遣いながら

関係性を継続する活動があった。例えば、サブカテゴリー『知人とオンラ

インで体調を気遣う』では、以下のような語りがあった。

「通所型サービスで知り合って仲良くしてもらっている人たちと、感染に

表 3. 取り組むことができた社会活動

カテゴリー サブカテゴリー 代表的なコード

家族のための
活動

オンラインで連絡 覚えたての LINE や facebook で孫と写真のやり取りをして
いる

コロナ関連情報を
収集し家族と共有

テレビやインターネットで、感染状況や行政の動きを
チェックしている

配偶者の介護／
介護予防

コロナで夫が弱らないように、屋外散歩をしている／認知
症の妻の世話が増えて、通院の時に時間がかかるが、何と
かやれている

家族の私物整理 ボランティアが中止になり時間が空いたので、やろうと
思っていた息子の服とかを整理した

生前整理の実施 死ぬことを意識するようになったので、家族に伝えなけれ
ばならないことをまとめた

継続的な知人と
の交流

知人とオンラインで体調を
気遣う

仲良くしている知人と頻繁にメッセージのやり取りをし、
お互いの体調を確認しあっている

知人と作品の
やり取りで交流

自分で作成した絵手紙に一筆添えて、離れている知人に
送って近況報告をした

限定的なボラン
ティア活動

通所型サービスで
ボランティア

家で何もやることがなかったけど、施設の人に呼んでも
らって書字やマージャンのボランティアを始めた

多世代交流で特技を披露 屋外イベントで地域の人に、手品を披露して喜んでもらっ
た

近隣の子どもに手作りマス
クを配布

マスク不足を補うために、他の高齢者と一緒にマスク作成
した
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気を付けるように、お互いの体調を確認している。いまは、携帯電話でメッ

セージのやり取りが簡単にできるから便利ね。」

　また、サブカテゴリー『知人と作品のやり取りで交流』では、以下のよ

うな語りがあった。

「自分で作成した絵手紙に、近況報告の一筆添えて、離れているお友達に

送ったよ。コロナで長いこと会えていないからね。心配しているのよ。」

　当該施設では、絵手紙作成が月 2 回の定例イベントとして継続的に実施

されている。筆者はフィールドワーク中に、この女性が実際に絵手紙を作

成している様子を観察していた（図 1）。この語りをした利用者は足腰の

不調を訴えるものの積極的に参加し、外出自粛のため疎遠になっている知

人に絵手紙を送ることで他者を気遣うという意味づけをしている場面が観

察できた。

　さらに、カテゴリー【限定的なボランティア活動】において、新型コロ

ナウイルス感染症の予防を行いつつ、少人数制のボランティア活動や屋外

のボランティア活動に励んでいる利用者もいた。例えば、サブカテゴリー

『通所型サービスでボランティア』では、以下の発言があった。

「コロナのせいで、家では何もやる気にならなかったわ。でも、通所型サー

ビスの施設長が、他の利用者に書字を教えてあげてと言われてね。もと

もと、書字の先生をしていたから、また先生をやれることになって張り

切ってるのよ。」

　また、サブカテゴリー『多世代交流で特技を披露』では、以下のような

語りがあった。

「昔からずっと練習していた手品を使って、コロナ前は病院や介護施設

で慰問をして、他の高齢者に喜んでもらっていた。でも、コロナだから
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全部中止になってね。通所型サービスの屋外イベントを企画してくれて、

近所の人が見に来てくれてうれしかった。」

　当該施設では、利用者が得意とする活動を積極的に他者に伝えるという

ボランティアを行っている。施設長と利用者が話し合って、手芸や書字の

指導、また手品といった特技を披露し、近隣住民と交流できる場所として

図 1.  絵手紙を作成する場面（筆者撮影）

図 2. 通所型サービス主催で行われた多世代交流の屋外
イベントで手品を披露する場面（筆者撮影）
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も機能している（図 2）。

3.4　社会活動の実施に至る要因

　新型コロナウイルス感染症のパンデミックにおける社会活動の実施に至

る要因に着目してカテゴリー化を行った結果、4 個のカテゴリーと 10 個

のサブカテゴリーに整理された（表 4）。

カテゴリー サブカテゴリー 代表的なコード

興味関心の
有無

他者に対する貢献意欲 長い間、会えていない家族に何かしてあげたい

活動の優先順位付け 感染するよりも、家でじっとしている方が体が弱ってい
くという不安感

過去の経験の
有無

職歴や特技を活かせる お裁縫で生計を立てていたため手芸が得意になり、手芸
を作ってコロナで会えていない知人にプレゼントした

感染拡大前の習慣がある 野菜栽培を行って収穫できた野菜を近所の人におすそ分
けをしている

人的環境の
有無

声かけや誘ってくれる家族
がいる

不要不急の外出が制限されたけど、離れていても家族が
いつも心配してくれる

一緒に参加する知人の存在 通所型サービスを通して知り合った人と、コロナ感染後
に旅行を計画している

相談しやすい介護スタッフ
の存在

コロナでうつの様になった . そのとき、介護スタッフに体
調や近況を相談した

行政や施設からの情報提供
の存在

コロナ禍でも行われているイベントや取り組みを確認す
る

物理的環境の
有無

親しみがあり、集える場所 非常事態宣言の時は、公共の施設やジムが閉まっていた
けど再開して良かった

短距離で徒歩圏内 歩いて行けるくらい近い場所に通所型サービスがあると、
行きやすい

　まず、カテゴリー【興味関心の有無】において、他者に貢献したいとい

う利他的な意欲があり、疎遠になった家族や知人のサポートをしたいとい

う意見があった。一方で、活動の重要度や緊急度を鑑みながら優先順位を

つけている様子が伺えた。例えば、サブカテゴリー『他者に対する貢献意欲』

では、以下の語りがあった。

「コロナが広がってから、長い間、会えていない家族に何かしてあげたい。

表 4. 社会活動の実施に至る要因
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特に、孫は何かとやれてあげてないからね。子どもの時ぐらいは、いろ

いろやってあげたいわ。」

　また、サブカテゴリー『活動の優先順位付け』では、以下のように述べ

られていた。

「感染するのが先か体が弱っていくのか先かと思うときがある。家でじっ

としている方が体がなまる。外に出て、人と会って話す方が健康にいい。」

　カテゴリー【過去の経験の有無】では、青年期や壮年期に培った経験、

前期高齢者の時に行った経験、あるいは新型コロナウイルス感染症のパン

デミック前に行っていた習慣や役割が、新型コロナウイルス感染症拡大下

における社会活動に関係していた。サブカテゴリー『職歴や特技を活かせ

る』では、以下の発言があった。

「学生時代からお裁縫で仕事をやって、下の妹たちの面倒を見ていた。ずっ

とやっていると手芸も得意になってね。コロナで人に会えていないとき

は、手芸でポーチやらマスクを作って人にプレゼントしたよ。」

　また、サブカテゴリー『感染拡大前の習慣がある』では、以下の語りが

あった。

「退職する前から始めた畑で野菜を栽培している。コロナ前から収穫でき

た野菜をご近所の人におすそ分けをしている。コロナなんで、短時間だ

けお会いしてね。美味しくできると、皆さん喜んでくれてうれしいです

よ。」

　カテゴリー【人的環境の有無】では、対象者の周囲の人間関係が新型コ

ロナウイルス感染症感染拡大下における社会活動に影響を与えていた。特

に、配偶者や遠方の家族、近隣住民、通所型サービスに通う他の高齢者、
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介護スタッフとの親密な関係性を基にする語りが多かった。サブカテゴ

リー『一緒に参加する知人の存在』では、以下の語りがあった。

「家にいるだけだったけど、通所型サービスに来る顔見知りになった利用

者の方が親しくしてくれてね。あの人がいるから、一緒にする麻雀も楽

しいのよ。コロナが落ち着いたら、神戸の方に旅行しましょうと計画し

ているのよ。」

　また、サブカテゴリー『相談しやすい介護スタッフ』では、以下の語り

があった。

「ここの通所型サービスのスタッフの人はみんな親切。私がコロナで気

分が沈んだ時も、利用日じゃないけど話を聞いてくれてね。コロナの

時、一人暮らしで誰とも話できていなかったから、気持ちも落ち着いてね。

作品作りに興味があったから、手芸の活動日の利用も勧めていただきま

した。」

　最後に、カテゴリー【物理的環境の有無】では、新型コロナウイルス感

染症拡大のために制限された公共施設や民間施設、また公共交通機関に対

する現在の使用状況や、距離という物理的な壁がある遠方の施設に対する

社会活動の制限がみられる語りがあった。サブカテゴリー『親しみがあり

集える場所』では、以下の発言があった。

「公民館や自治体の活動は、いろいろ中止になって、皆が集まる感じじゃ

なかった。定期的に行っていたジムも閉まってね。ようやく少しずつ施

設も再開して動き始めて良かった。」

　また、サブカテゴリー『短距離で徒歩圏内』では、以下のように述べら

れていた。
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「電車なんかも久しく乗っていないし、市街地にお出かけしてお友達と会

うこともない。歩いて行ける通所型サービスは楽で良い。」

4. 考察

4.1　感染症拡大下における社会活動の困難さ

　本研究の結果として、地域で暮らす後期高齢者の社会活動の状況とその

変化が明らかになった。Pérez らのスペインで行われた研究では、ロック

ダウン中のフレイルに該当する高齢者 98 名を対象とした調査において、

32％の高齢者が身体活動の不足を認めており、ロックダウン前の社会的

ネットワークが身体活動の変化量に関連することを報告している（Pérez et 

al 2021）。Saraiva らのブラジルで行われた研究では、屋内退避命令中の高

齢者 557 名を対象とした調査において、移動制限のあるフレイル高齢者は、

非フレイル高齢者と比較して QOL の低下が約 2 倍であった（Saraiva et al 

2021）。これらスペインのロックダウンやブラジルの屋内退避命令の事例

から、高齢者の身体機能や QOL 低下の要因として、社会活動の低下が影

響していたことが推察される。しかし、他国のような強制力のある国家レ

ベルのロックダウンや屋内退避命令とは異なり、日本の外出自粛は任意で

あり、高齢者の社会活動の判断基準は各々に委ねられていた。本研究では、

外出自粛の要請や公的民間施設の営業時間短縮という理由だけでなく、自

身が感染する、もしくは他者に感染させてしまうリスクが理由として挙げ

られていた。結果として、自主的に他者との交流を制限し、社会活動を実

施できていないケースや工夫してできたケースなど多様な活動状況が対象

者の語りから伺えた。

　日本において新型コロナウイルス感染拡大が深刻化した直後の 2020 年

4 月に行われた、北海道在住の高齢者 119 名を対象とした大内らの先行研

究では、主観的な健康には変化がみられなかったと報告されている（大内 

2021）。その要因として、新型コロナウイルス感染拡大から期間が短かっ

たことが考察されている。一方、本研究では新型コロナウイルス感染拡大

から 1 年以上が経過した長期間にわたる社会活動への影響に着目した。そ



寺村ら｜新型コロナウイルス感染症拡大下における高齢者の社会活動の実態 114

の結果、対象者は感染予防に努め、孫の祝い事や親族の冠婚葬祭に参加で

きず、知人との交流や外出の頻度を減らしていた。さらに、従来行ってい

た社会活動が行えず、意欲低下や孤独感といった心理的不調を訴えるとい

う主観的な健康に変化があった。

　さらに、Yamada らが行った地域在住高齢者 1425 名を対象とした大規模

な疫学研究では、低下した身体活動は、独居生活および社会活動が不活発

な高齢者ほど改善しにくい傾向にあることが報告されている（Yamada et 

al 2021）。本研究では、対象者の半数以上は独居生活を営んでおり、対象

者の中には自宅から出ずに誰とも会わない日があることも珍しくない。他

者との交流や外出の頻度が減少していた調査時、筋力低下や関節痛などの

身体的不調を訴える者もいた。今後もボランティア活動や趣味活動といっ

た社会活動を自由に選択できない状況が続くことにより、身体的不調や心

理的不調のさらなる増悪が懸念される。飯島（2018）は、社会とのつなが

りが低下して生活範囲が小さくなり、精神心理機能や口腔機能が低下し、

身体機能が弱まって要介護状態につながる負の連鎖を「フレイルドミノ」

と称して、新型コロナウイルス感染症の流行前から警告している。長期化

する新型コロナウイルス感染症拡大下において、家庭内や地域内の社会活

動の実施状況が及ぼす身体機能や精神心理機能の変化に着目して継続的に

調査する必要がある。

　一方で、新型コロナウイルス感染症のパンデミック前に行っていた社会

活動が行えなくなったものの、新しい手段を模索し実践する対象者もいた。

本調査では、家族や知人との交流に携帯電話のメッセージ機能を用いて、

互いの体調を気遣うという形での社会活動も顕著にみられた。平時では少

なかった高齢者の通信技術の利用が、互いの情緒的サポート関係を構築し

ていたと推察する。長谷ら（2021）は、緊急事態宣言期間中において、日

常に生じるストレスを調整できる能力が高い高齢者ほど、メールを介して

他者とのつながりを維持していることを明らかにしている。これらの通信

手段は身体的な負担が少ないために継続性が高く、新型コロナウイルス感

染症のパンデミックにおける他者との交流では有益とされる。今後、高齢

者による通信技術の利用の可能性については、加齢に伴う視聴覚機能や認
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知機能、さらには手の細かな動き（巧緻動作）との関連性を調査する必要

がある。

　また、対象者のなかには配偶者の介護や介護予防に取り組む高齢者、さ

らに生前整理し自身の想いを家族に残す高齢者もおり、自身や家族の健康

問題に不安を持ちながらも、自身の役割やすべきことを再認する機会に

なっていたと推察する。対象者からも、同居の有無に関わらず家族に対し

て直接的な関わりや携帯電話を使用した間接的な関わりを通して心遣いを

する語りがあり、新型コロナウイルス感染症のパンデミックで家族の重要

性を再認していた。

　さらに、知人の誘いや介護スタッフの助言から、ボランティア活動を行

う高齢者もいた。従前のような、密室で多数が集まるボランティア活動は

行いにくくなっていたが、屋外のイベントや少人数で行うイベントのボラ

ンティア活動へ変更していた。また、柔軟に方法を修正し決定することで、

図 2 のような屋外で行われる多世代交流の場で特技を披露することが可能

になっていた。新型コロナウイルス感染症拡大下において、介護予防に取

り組む高齢者施設では、社会参加の促進と感染予防対策の強化の両方が求

められ、これまで以上に利用者の健康状態に配慮した関わりが重要である。

4.2　社会活動を行うための内的要因と外的要因

　対象者は感染予防に努め、自宅での個人活動を中心とした結果、日常の

中にあった他者との交流を含む社会活動の選択を狭めていた。そこで、表

4 を参照しつつ、新型コロナウイルス感染症のパンデミックにおける社会

活動に至る要因を、高齢者自身の内的要因と高齢者を取り巻く外的要因の

二つに分けて考察する。ここで言う内的要因とは興味関心と過去の経験で

あり、外的要因とは人的環境と物的環境である。

　佐藤（2001）が行った 3000 名を対象とした社会活動の関連要因では、

年齢、配偶者の有無、家族形態、健康度自己評価、体力自己評価で有意な

差が認められた。本研究では、対象者の年齢や身体機能だけでなく、対象

者自身の興味関心が社会活動を行ううえで重要であることが明らかになっ

た。興味関心とは、同居している家族や遠方に住む家族、離れている知人
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と交流を持ちたいという価値基準や社会活動を通して行う他者への貢献と

言えよう。

　また、高齢者自身が新型コロナウイルス感染症のパンデミック前よりも

仕事や趣味に従事しているか、もしくは役割や習慣として日常的に行って

いた経験が、新型コロナウイルス感染症のパンデミック後においても社会

活動を遂行するための重要な内的要因になっていた。丸山（2021）は、積

極的に社会活動を行ってきた高齢者ほど日常の活動性が高いゆえに、新型

コロナウイルス感染症という有事における外出自粛や地域活動の休止の影

響により、健康被害を大きく受けていると指摘している。感染症拡大前の

高齢者の役割や習慣に着目し、高齢者自身の社会活動の遂行状況や満足度

を高齢者施設のスタッフがより詳細に把握していくことが望まれる。

　さらに、高齢者の周囲の人的資源にも着目すべきである。堀口（2018）

が高齢者 498 名を対象に行った、社会活動を実施するための動機づけの研

究において、子どもや配偶者のサポートや活動内の仲間関係に正の相関を

示していたと報告されている。本研究においても、遠方に住む家族の存在

や通所型サービスの他の利用者、介護スタッフの助言が、社会活動を始め

るきっかけや継続する要因となっている語りもあった。社会活動を促進す

るために、配偶者や遠方に住む家族、近隣住民、通所型サービスに通う他

の利用者、そして介護スタッフの存在が原動力になっているという点で、

重層的な人的資源に着目することも忘れてはならない。

　外的要因の一つである物的環境として、本研究対象者は日頃から電車や

バス、タクシーといった公共交通機関を利用していた。不特定多数の人々

と接触し感染リスクが高くなる公共交通機関の利用を控えたことにより、

家族や友人との交流が少なくなっていたという語りがあった。農村部であ

れば、日常的な移動は自動車を用いるため活動範囲が広い。そのため、新

型コロナウイルス感染症拡大下において、日常の活動範囲という点では農

村部と比較すると都市部の方が狭くなり、移動手段が社会活動に影響を与

えたと推察される。なお、本調査地の通所型サービスは徒歩で通えるとい

う利便性があり安心して社会活動を続けられた、という語りもあった。当

通所型サービスは利用者の自宅から近く、疎遠になりつつある近隣住民と
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会う場所になっている。家族や近隣住民と交流することが減少していた最

中、安心して他者と集える限られた場所の存在は、介護予防を継続すると

いう視点から重要な役割を担っていたと考える。

　新型コロナウイルス感染症拡大下に社会活動を促進するうえで、高齢者

の興味関心と過去の経験といった内的要因の把握と、人的環境と物的環境

といった外的要因に対する介入が、介護施設においてさらに期待される。

4.3　研究の限界と今後の課題

　本研究では、新型コロナウイルス感染症のパンデミックにおいて、都市

部の通所型サービスを利用する後期高齢者の社会活動の事例を分析した。

本研究の限界として、まず特定の地域の限られた人数を対象とした質的研

究であり、結果の一般化は限定されることが挙げられる。また、高齢者の

社会活動に影響を与えた感染症や大規模災害といった社会状況の変化は他

にも想定され、他の社会的隔離が必要な状況下との比較検討には至ってい

ない。

　今後は、地域の違いや他の社会状況の変化との比較を行いつつ、高齢者

の多様な社会活動に関して調査を広げ、様々な角度から介護予防の可能性

を示していく研究が望まれる。
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1  以前、フレイル（Frailty）は「虚弱」と訳されていたが、2014年に日本老年医学会が「フレイル」

と訳した。その理由として、「虚弱」というネガティブな表現を払拭すること、フレイルの

多面的な側面に着目すること、可逆性を考慮することが挙げられる。フレイルは「健康」と

「要介護」の中間として位置づけられ、介護予防の鍵を握るステージとされている。
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Abstract
Introduction: Social activity is considered to be an important factor in the prevention 
of care for the elderly. The purpose of this study is to clarify the actual situation of social 
activities in COVID-19 through qualitative research focusing on the narratives of the 
elderly.
Subjects and Methods: The subjects were 12 elderly people over 75 years old who use a 
day-care Center in Kyoto City. The subjects were selected from those whose cognitive and 
physical functions were maintained and who were using day-care services for the purpose 
of care prevention. Semi-structured interviews were used to qualitatively and inductively 
analyze the characteristics of social activities in terms of activities that became difficult to 
carry out and activities that were able to be undertaken due to the effects of the COVID-19 
voluntary restraint from going out.
Result: From the narratives on social activities in COVID-19, there were three categories of 
experiences that were difficult: family relations, face-to-face interactions with acquaintances, 
and volunteer activities. On the other hand, there were three categories of experiences that 
were implemented: activities for family members, ongoing interaction with acquaintances, 
and limited volunteer activities, indicating that they continued their efforts with ingenuity 
or started new ones. There were four categories of factors that enabled the implementation 
of social activities were identified: interest, past experience, human environment, and 
physical environment.
Conclusion: Due to the prolonged period of voluntary restraint from going out, various 
changes were observed in the social activities of the elderly.  In order to maintain and 
promote social activities, it is important to focus on understanding the internal factors 
of the elderly, such as their interests and past experiences, and intervening in the external 
factors, such as the human and physical environments surrounding them.

Social Activities of Community-Dwelling 
Older Adult in COVID-19: Interviews with 
Users of Day-care Service in Kyoto City

RESEARCH ARTICLE

Akira TERAMURA, Kosuke HAMADA, 
Tomoya OKAYAMA, Yasuko ISHIMOTO

Keywords : Community-Dwelling Older Adult, COVID-19, Social Activities, Day-
care Center, Social Frailty
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特集　教育と格差

特集にあたって

「教育と格差」への共創的アプローチ

１．はじめに

　大阪大学大学院人間科学研究科附属未来共創センターでは、人間科学部・

研究科の教員と学生が毎年一つのテーマを定めて研究会を実施している 1。

今年度は「「教育と格差」への共創的アプローチ」をテーマとして、計 5 回

の研究会を実施した。本特集は、その研究会の成果の一つとして、4 名の教

員らによって議論・執筆された。

　教育と格差の問題は時代や社会の変化に伴ってその形を変えていく。近年

はグローバリゼーションの展開を背景に、より複雑で深刻なものとなってい

る。そして新型コロナウイルス感染症を原因とする学校の閉鎖や自宅でのオ

ンライン教育の実施をはじめとした教育現場の大きな変化は「教育と格差」

をますます困難な課題にしている。人間科学研究科では、複数の分野で「教育」

をテーマに研究がなされており、そのアプローチは多様である。研究会には

「教育と格差」に関心のある教員や学生が国際協力学、国際法学、教育社会学、

教育制度学、生涯教育学、社会言語学、公衆衛生学などの多分野から約 20 

人が参加し、様々な事例や考え方が示され、議論された。格差には複数の種

織田和明　大阪大学大学院人間科学研究科附属未来共創センター

木村友美　大阪大学大学院人間科学研究科附属未来共創センター
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類があり、その現れ方は多様である。そして格差を生み出す背景となる社会

の状況や教育制度は国・地域によってそれぞれ異なる。本特集では 4 本の論

文で国際法学、国際協力学、教育社会学、教育制度学の分野から「教育と格

差」にアプローチする。それぞれの論文で論じられる現場も国連人権理事会、

ケニア、日本、フランスと大きく広がっている。読者の皆様にはぜひ 4 本全

てを読んでもらいたい。読者のあなたがそれぞれの専門知を組み合わせて立

体的な視野を獲得した時にはじめて、この特集の掲げる「共創的アプローチ」

の企図は成立する。

２．「教育と格差」

　　本ジャーナルの編集委員長である澤村信英は、国際協力・開発の観点か

ら、初等・中等教育の普遍化が進展する過程で生じている多種多様な「格差」

に着目したいと考えていた。まず、格差とは何か、どの格差を問題とするの

か、といった問題提起が第一回の研究会でなされた。教育と格差の研究に長

年にわたって取り組んできた志水宏吉は、教育格差について「集団的なもの

であり、「個人差」ではない」という前提を示した。それは価値的なもので

あり、是正の対象であると志水は考えている。格差には入口の格差（教育機

会の不平等）・出口の格差（結果の不平等）・プロセスの格差（意欲や努力の

格差）があり、その要因としては遺伝形質、家庭環境、学校組織、社会構造

が指摘されている。格差の克服において重要となるのは政策であり、ローカ

ルな政策で様々に対応は可能であると志水は論じた。研究会では志水の提示

した枠組みを踏まえて議論を進めていった。学際的な研究プロジェクトでは

それぞれの分野の手法の違いから議論がかみ合わないこともしばしばである

が、志水の議論は本研究会の一つの参照軸となり、本研究会の掲げる共創的

アプローチを可能にした。本特集においても執筆者は相互に論文を参照しあ

いながら、それぞれの立場から「「教育と格差」への共創的アプローチ」を行っ

た。いずれの論文も「教育と格差」という複雑で深刻な課題の是正に寄与す

る論文である。
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３．本特集の構成

本特集は以下の 4 本の論文から構成されている。

Covid-19の教育に対する権利への影響　徳永恵美香

ケニアの中等教育における低学費私立校の公共性―教育格差に果たす役割
―　小川未空

夜間中学の「あってはならない」から「なくてはならない」へ―法制度化への
経緯と今後の課題―　榎井縁

パンデミックは学校のデジタル教育に何をもたらすか　園山大祐

　徳永論文は国連人権理事会の「教育に対する権利に関する特別報告者」が

2020 年 6 月に国連人権理事会に提出した Covid-19 の教育に対する権利への

影響を調査した報告書「教育に対する権利：教育に対する権利に対するコロ

ナウイルス感染症危機の影響—懸念、課題、機会」を取り上げている。この

「Covid-19 報告書」は Covid-19 が教育に与えた影響に関して、国際人権法の

観点から包括的な検討を行ったものである。徳永論文は特集論文で論じられ

る様々な問題を国際人権法の観点から総括するものであり、「教育と格差」を

俯瞰的に考えることを可能にする。

　小川論文は公立校の中等教育が無償化されたケニアにおいて低学費私立校

が教育格差の是正に果たす役割を分析している。私立校は様々な事情から公

立校の学力ピラミッドから外れた子どもたちの受け皿として機能し、「万人の

ための教育」を実現するための重要な公的役割を担ってきたと小川は論じる。

しかしケニアの無償化政策と Covid-19 の感染拡大によって主として学費の

みで経営されていた多数の低学費私立校は経営破綻に至った。持続可能な開

発目標の時代には少数派のニーズを確保することは重要であり、ケニアにお

ける低学費私立校の今後の展開が注目されると小川は指摘する。

　榎井論文は経済的・社会的な理由で義務教育制度に包摂されなかった子ど

もたちを救済する、暫定的な場として学校教員たちを中心に形成されてきた
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日本の夜間中学が制度化され、政府によって拡充が目指されるまでに至っ

た歴史を分析し、今後の課題を論じる。外国人生徒の激増や不登校の子ど

もの受け入れといった新たな課題が起こる中で、政府は今後全ての都道府

県に少なくとも一つの夜間中学を設置する方針を示している。このような

状況下で、教員や生徒などによって組織されてきた全夜中研を中心に培っ

てきた夜間中学独自の文化が継承されるのかどうか、今後の動向が注目さ

れると榎井は述べる。

　園山論文はパンデミック下におけるフランスの教育政策を遠隔・デジタ

ル教育の普及に注目しながら分析し、その危うさを指摘する。パンデミッ

クによって教師、児童生徒、保護者はデジタル教材の利用と遠隔授業を強

いられたが、そこにはデジタル資本の多寡に起因する学力格差の拡大やデ

ジタル教育のグローバル化による新たなデジタル植民地の危険性といった

問題がある。そして遠隔授業やデジタル教育が、子どもの成長と教師教育

に与える影響については新たな臨床が必要となっている。園山はこれらの

課題を指摘するものの、しかし同時にフランスの教育文化にはこれらを乗

り越える力があることも見逃さない。

　本特集では国連人権理事会に提出された報告書というグローバルな視点

から問題を捉える論考に始まり、続いてケニア、日本、フランスの各地域

における教育と格差の課題が論じられる。各論文の扱うテーマはそれぞれ

独立しているが、しかし相互に重なりあう部分も大きい。そしてなにより、

いずれの論文も教育における格差是正の意志を共有している。私たちは本

特集がこれを読んでいるあなたのこれからの「教育と格差」へのアプロー

チのヒントとなることを期待している。そうすれば私たちの研究会は私た

ちとあなたの「「教育と格差」への共創的アプローチ」へと大きく広がって

いく。

注

1. テーマは広く人間科学の課題とされるものから教員や学生らの関心に合わせて選んでいる。

2019年度は「インクルージョンと共生」、2020年度は「レジリエンス」に関する研究会を実施

し、その成果をそれぞれ本誌第7号と第8号の特集で公表した。
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要旨

キーワード

目次

Covid-19 の教育に対する権利への
影響

　本稿では、国連人権理事会の「教育に対する権利に関する

特別報告者」が 2020 年 6 月に国連人権理事会に提出した

Covid-19の教育に対する権利への影響を調査した報告書「教

育に対する権利：教育に対する権利に対するコロナウイルス

感染症危機の影響—懸念、課題、機会」を取り上げる。本

稿の目的は、そこで示された見解を概観することによって、

Covid-19 の教育における影響をめぐる問題への示唆を示す

ことである。

徳永 恵美香

1. はじめに
2. 教育に対する権利と人権条約上の

国家の義務
3. 教育権特別報告者から示された課

題と勧告
4. おわりに

論文

Covid-19
教育に対する権利
国際人権法
不平等

大阪大学大学院人間科学研究科附属未来共創センター；tokunaga-emika@hus.osaka-u.ac.jp
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1. はじめに

　本稿の目的は、「教育に対する権利に関する特別報告者」（以下「教育権特別

報告者」という）が2020年6月に「国際連合」（以下「国連」という）の人権理事会

に提出したCovid-19の教育に対する権利への影響を調査した報告書「教育に

対する権利：教育に対する権利に対するコロナウイルス感染症危機の影響—

懸念、課題、機会」1（以下「Covid-19報告書」という）を取り上げ、そこで示

された見解を概観することによって、Covid-19の教育における影響をめぐる

問題への示唆を示すことである。

　特別報告者は人権理事会の特別手続の1つであり、個人資格でかつ独立性

を認められた専門家が任命される 2。特別報告者は人権侵害の調査や緊急事態

などに介入する権限を国連人権理事会から委任され、特定のテーマ（教育、女

性に対する暴力、又は移住者など）と特定の国に関して、関係国の訪問調査や

各テーマに関する研究調査を行い、その調査結果や助言、又は勧告をまとめ

た報告書を人権理事会に報告し、その多くは国連総会に報告される 3。特別報

告者によって示される見解や勧告には法的拘束力はない。しかし、特別報告

者が人権理事会の特別手続の一環で、独立性を確保する専門家によって実施

される以上、国連加盟国である国家は特別報告者から助言や勧告を誠実に履

行することが求められる 4。

　現在の教育権特別報告者は、ブルキナファソの元教育・識字大臣のKoumbou 

Boly Barry 氏であり、2016年から教育権特別報告者を務めている 5。今回の

Covid-19報告書の準備に際して、Barry氏は、特別報告者の任務との関連で開

催された、Covid-19の世界的流行に起因する教育における不平等の拡大をテー

マとしたオンライン会議に参加するとともに、別の2つのオンライン会議に

参加し、情報収集に努めた 6。前者のオンライン会議の参加団体は、国際機関

である「国連教育科学文化機構（UNESCO）」、「世界銀行」及び「教育のための

世界的パートナーシップ」、機関間ネットワークである「緊急時における教育

のための機関間ネットワーク（INEE）」、政府間機関である「イスラム世界教

育科学文化機構」、非政府組織（以下「NGO」という）である「経済的、社会的

及び文化的権利のための世界イニシアティブ」及び「教育に対する権利イニシ
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アティブ」である 7。また、上記の2つのオンライン・イベントは、Covid-19と

いう危機的状況における教師の状況及び参加と、市民社会が直面する困難と

危機的状況が及ぼす教育に対する権利への影響というテーマでそれぞれ開催

された 8。前者は、世界の178の国と地域の教職員組合からなる国際組織であ

る「教育インターナショナル（Education International）」9 の協力の下、「教育

訓練のためのフランス語母語話者連合委員会（Comité syndical francophone de 

lʼéducation et de la formation）」が主催した会議であり、後者は「Oxfamインター

ナショナル」などの複数のNGOが参加する運動体である「教育のための世界

的キャンペーン（Global Campaign for Education）」が主催した会議である 10。

　教育権特別報告者がCovid-19報告書作成の情報源のために参加したこれら

のオンライン会議は、それぞれの会議のテーマが限定的であることや、各会

議を主催した組織や団体の目的の影響を受けたものであることを考慮すると、

Covid-19の教育に対する権利への影響を評価するための資料や情報という意

味では十分とは言い難い。しかし、Covid-19報告書は、2020年6月という

Covid-19の世界的流行から半年が経過した時期までに示されたCovid-19の教

育における影響をめぐる問題を示しており、その意味でその内容を検討する

ことには一定の意義があると言える。以下では、最初に、教育に対する権利

と人権条約上の国家の義務の主な内容を示し、次に教育権特別報告者が示し

た課題の内容を概観する。

2. 教育に対する権利と人権条約上の国家の義務 11

2.1　国際法と国際人権法

　国際法は、条約（条約の締約国が対象）と慣習国際法（国際社会のすべての国

が対象）で成立しており、国際人権法は国際法の一分野として「人権保障に関す

る国際的な規範、及びそれを実施するための法制度や手続きの体系を指す」12。

国際人権法には、締約国の管轄下の人々の人権を保障することを締約国に義

務付ける人権条約などの多数国間条約や、国連総会で採択された宣言や決議、

国連内の人権保障制度をなす人権理事会と人権条約機関から出された勧告な

どが含まれる。主要な人権条約には、「経済的、社会的及び文化的権利に関す
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る国際規約」13（以下「社会権規約」という）、「市民的及び政治的権利に関す

る国際規約」14（以下「自由権規約」という）、「児童の権利に関する条約」15（以

下「子どもの権利条約」という）を含む9つの条約がある。

　上記の主要な人権条約上の各権利と各権利に関する締約国の義務の内容を

明らかにするためには、締約国に課される一般的な法的義務を定める一般規

定（社会権規約2条や自由権規約2条など）と、生命に対する権利（自由権規約

6条1項）や健康に対する権利（社会権規約12条）、教育に対する権利（社会権

規約13条）などの実体規定を合わせ読むことが必要となる。その際、人権条

約の実施機関である人権条約機関（自由権規約委員会や社会権規約委員会な

ど）が示す解釈の指針である「一般的意見」や「一般的勧告」、人権条約上の個人

通報制度で示された人権条約機関の「見解」などを、一定の要件の下で解釈の

際に参照することもできる 16。

2.2　教育に対する権利と人権条約上の国家の義務

　教育に対する権利に関しては、社会権規約13条や14条、子どもの権利条

約28条や29条などで規定されている。例えば、社会権規約13条は4つの項

を設けて、教育に対する権利を規定するが、その1項では次のように規定す

る 17。

「1 この規約の締約国は、教育についてのすべての者の権利を認める。締

約国は、教育が人格の完成及び人格の尊厳についての意識の十分な発達

を指向し並びに人権及び基本的自由の尊重を強化すべきことに同意する。

更に、締約国は、教育が、すべての者に対し、自由な社会に効果的に参

加すること、諸国民の間及び人種的、種族的又は宗教的集団の間の理解、

寛容及び友好を促進すること並びに平和の維持のための国際連合の活動

を助長することを可能にすべきことに同意する。」

　他方、社会権規約2条1項は、「この規約の各締約国は、立法措置その他の

すべての適当な方法によりこの規約において認められる権利の完全な実現を

漸進的に達成するため、自国における利用可能な資源を最大限に用いること



未来共創  第 9 号（2022） 131

特集　教育と格差

により、個々に又は国際的な支援及び協力、特に、経済上及び技術上の支援

及び協力を通じて、行動をとることを約束する。」と規定する 18。また、その

2項では、「この規約の締約国は、この規約に規定する権利が人種、皮膚の色、

性、言語、宗教、政治的意見その他の意見、国民的若しくは社会的出身、財産、

出生又は他の地位によるいかなる差別もなしに行使されることを保障するこ

とを約束する。」と規定する 19。これらの条約の規定を、「条約法に関するウィー

ン条約」31条１項 20 に基づいて、「文脈によりかつその趣旨及び目的に照ら

して与えられる用語の通常の意味に従い、誠実に解釈する」と、次のように解

することができる。すなわち、「自国における利用可能な資源を最大限に用い」、

「個々に又は国際的な支援及び協力」を通じて、「立法措置その他のすべての適

当な方法」によって、教育に対する権利の「完全な実現を漸進的に達成するた

め」の実質的な措置をとることと、教育に対する権利が「いかなる差別もなし

に行使される」ことを確保することを社会権規約の締約国に求めていると解す

ることができる。

3． 教育権特別報告者が示した課題

3.1　課題

　教育権特別報告者は、Covid-19 報告書で、Covid-19 の教育に対する

権利への影響に関する個別の課題として、次の５つを挙げる。すなわち、

（1）「構造的差別と増加する不平等（Structural discrimination and rising 

inequalities）」、（2）「改善手段の十分さと不十分さ：高い技術、低い技術

及び非技術的な解決策（Adequacy and inadequacy of remedial tools: high-

tech, low-tech and no-tech solutions）」、（3）「教育のデジタル化：課題と

機会（Digitization of education: challenges and opportunities）」、（4）「教員

と他の教育労働者の権利（Rights of teachers and other education workers）」

及び（5）「公教育の将来（Future of public education systems）」である 21。

これらの中で、教育権特別報告者は、（5）に関して、健康と教育の明確な

関係を考慮しないまま、教育に対する財政投入を犠牲にして、健康に過度

な財政が割り当てられることを危惧する見解を示している 22。
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　また、これらの課題と関連して、教育権特別報告者は、Covid-19 の教

育に対する権利への影響の評価を実施する際に考慮に入れるべきものとし

て、Covid-19 の世界的流行に対応するためにとられた措置に起因する不平

等の拡大、教育制度の背後にある経済的・財政的モデルの持続可能性、公的・

私的分野における教育労働者に対する社会的保護が十分かどうか、国家行

政、教育機関、教師、学習者、親及び地域社会の間の協力の欠如、「デジ

タル学習（digital learning）」や「オンラインでの遠隔学習（online distance 

learning）」の急速な拡大とその影響などを挙げる 23。以下では、教育権特

別報告者が示した上記の課題の中で、特に Covid-19 の教育における影響

をめぐる問題と関連する（1）から（4）の内容を概観することとする。

3.2　「構造的差別と増大する不平等」

　教育権特別報告者は、教育機関の閉鎖と Covid-19 の世界的流行に結果

生じた社会的及び経済的な危機の結果、教育を受ける機会における不平等

の深刻な拡大が見られると指摘する 24。教育権特別報告者は、この点に関

する主要な要因の 1 つとして、Covid-19 の世界的流行の発生前から社会

の中にすでに存在していた構造的な不平等の存在を強調するとともに、こ

の不平等が社会的地位、経済的な地位、遠隔地、性別、ジェンダー、言語、

宗教、皮膚の色、国民的又は民族的起源、障害、又はその他の地位に基づ

いたものであると述べる 25。さらに、これらに加え、インターネット環境

への利用可能性の有無や、本人又は親が医療従事者かどうかも不平等や差

別の事由になりうると指摘する 26。

　また、教育権特別報告者は、このような構造的な不平等によって社会的

に弱い立場に置かれている子どもたちの中で、次のケースに当てはまる場

合は、学校の閉鎖によってさらに深刻な影響を受けると述べる 27。すなわち、

様々な理由によって自宅で効果的な学習を確保することができない親を持つ

場合、学校での使用言語と自宅での使用言語が異なる場合、家庭での学習の

質が低い場合、家庭環境が安全でない場合、家庭内でインターネット環境の

利用が可能ではない場合、家族の一員の介護をしている場合、又は学校の閉

鎖により給食の提供がなくなり飢えを経験する場合などである 28。
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　他方、教育権特別報告者は、Covid-19 の世界的流行が子どもや若者の

中退につながる可能性も指摘する 29。この背景には、Covid-19 の影響で

親が授業料などの学校生活で必要となる経費を支払うことができない場合

や、子どもが家族を経済的に支える必要がある場合、学校が経済的に破綻

し閉校した場合、又は学校が短期間に安全な帰還を確保するために必要な

衛生措置や保護措置を確保することができない場合などの多様な理由が考

えられる 30。さらに、学校閉鎖が学校給食と心理的支援を含む社会的サー

ビスの利用可能性を閉ざすことにつながるだけでなく、家庭内暴力や性的

な暴力、ジェンダーに基づく暴力、児童結婚、児童労働、人身売買及び武

力紛争下での徴兵などのリスクを増大させることも合わせて指摘する 31。

3.3　 「改善手段の十分さと不十分さ：高い技術、低い技術及び非技術的な解
決策」

　教育権特別報告者は、インターネット環境の活用、コンピューター、タ

ブレット、テレビスクリーン及びラジオなどを用いた教育環境の整備に対

して一定の評価を示しつつ 32、緊急事態における教育の継続性の確保のた

めの最良の方法として、高い技術を用いることを志向する傾向に強い警戒

感を示す 33。また、教育権特別報告者は、平時と緊急時における教育の継

続性の確保のために、オンラインでの遠隔地学習に関する手段に過度に依

存することが不平等な状態を悪化させる恐れがあると指摘する 34。教育権

特別報告者がこのような見解を示した背景としては、同氏が、緊急事態に

は、「高い技術、低い技術及び非技術的な解決策」を相互に含みながら対

応を考えることが特に重要であり、印刷物のような単純な技術が学習の継

続性に好影響を与えるとの立場に立っていることが理由の１つであると考

えられる 35。

　デジタル学習やオンラインでの遠隔学習では、インターネットの接続を

支援するための設備の整備が必要となるが、その整備は容易ではない。ま

た、このような形態の学習では、教員、子ども、親がそれらの設備の使用

方法を習得する必要がある 36。教育権特別報告者は、デジタル学習やオン

ラインでの遠隔学習を利用する際には、これらの問題の解決に加え、教員、
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生徒及び生徒間の相互関係の持続性の確保、データのダウンロードやアッ

プロード、ストリーミングなどのための費用及びハードウェア購入が家計

を圧迫する可能性などを考慮に入れる必要があると述べる 37。

3.4　「教育のデジタル化：課題と機会」

　教育権特別報告者は、デジタル学習やオンラインでの遠隔学習は、「教

育に対する権利に悪影響を及ぼし、かつ有益でもない」として、否定的な

立場を明確に示している 38。また、教育権特別報告者は、このような形態

の学習は、Covid-19 の世界的流行のような緊急事態に対応するための一

時的な解決策であると考えられるべきであり、学校現場での教員と生徒と

の間の教育に取って代わるべきではないと強調する 39。これら指摘は、教

育権特別報告者が、デジタル学習やオンラインでの遠隔学習の内容とその

効果及び意味自体に警戒感を感じていることを示すだけでなく、このよ

うな形態の学習が及ぼす子どもや他の学習者の教育や健康への影響、コン

ピューターやテレビなどのスクリーンの過度な使用が及ぼす子どもへの影

響、及びインターネット上におけるいじめやハラスメントなどの問題に強

い懸念を抱いており、これらを含む多くの課題に取り組むべきであるとの

立場を反映していることが背景にあると考えられる 40。

　他方、教育権特別報告者は、データの保護、教員や学習者のプライバシー

の侵害及びそれらに関する国内制度の整備が十分に進んでいない点や、デ

ジタル技術を介して教育現場に私企業の過度な介入を招いている点など

も、教育のデジタル化によって引き起こされた問題点であると指摘してい

る 41。教育権特別報告者は、これらの点に関連して、教育に関するデータ

や管理を一部の国に拠点を持つ数社の企業に委ねる危険性は看過すべきで

はないと指摘した上、商業的な解決策に代わる方法を探る必要性を強調す

る 42。

3.5 「教員と他の教育労働者の権利」

　教育権特別報告者は、教員と教育機関で働く教育労働者が、労働や健康

に関する社会権規約上の権利の侵害に直面していると指摘する 43。これら
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の権利には、公正な賃金、いかなる差別もない同一価値の労働についての

同一報酬、安全かつ健康的な作業条件、昇進に対する機会均等、休息、余

暇及び労働時間の合理的な制限の保障などを内容とする公正かつ良好な労

働条件を享受する権利（社会権規約 7 条）、労働組合の結成や加入などを

含む労働基本権（社会権規約 8 条）、社会保険などを含む社会保障に対す

る権利（社会権規約 9 条）、及び最高水準の身体的及び精神的健康を享受

する権利（社会権規約 12 条）などが含まれる 44。

　これらの中で、教育権特別報告者は、特に安全かつ健康的な作業条件

との関連では、教員や教育労働者は Covid-19 の世界的流行という緊急事

態の中で学校現場などで働き続けているにもかかわらず、衛生状態を考

慮に入れた上で提供されるべき十分な保護が適切に提供されていない点

に懸念を示している 45。また、雇用状況や報酬の支払いなどに関しては、

Covid-19 の影響によって、特に私立学校の教員や不安定な雇用契約の教員、

代理教員、移民の教員、女性の教員などが契約終了、給料削減、給与未払

い及び無給の休業の強制などに直面していると指摘している 46。

4. おわりに

　本稿では、Covid-19 が及ぼした教育に対する権利への影響を検討した

教育権特別報告者の Covid-19 報告書を取り上げ、同報告書が示した課題

の内容を概観した。同報告書は、「構造的差別と増加する不平等」、「改善

手段の十分さと不十分さ：高い技術、低い技術及び非技術的な解決策」、「教

育のデジタル化：課題と機会」、「教員と他の教育労働者の権利」、「公教育

の将来」という 5 つの課題を示したが、それらに共通して言えることは、

Covid-19 の世界的流行によって教育制度の中に深く潜む不平等と脆弱性

があらわになり、教育に対する権利をはじめとする人権の侵害とさらなる

侵害の可能性が示されたということである 47。他方、教育権特別報告者は、

同報告書の中で、Covid-19 に対する各国の対応の中で新たに提起された

デジタル学習やオンラインでの遠隔学習などの科学技術の活用に関して、

教育に対する権利をはじめとする関係者の人権に及ぼす影響を考慮し、一
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貫して否定的な立場を示している。教育権特別報告者のこのような立場は、

「教育のデジタル化」に関する措置が、生命に対する権利や健康に対する

権利の保障を目的として示された人の移動を制限する措置（学校閉鎖など）

を前提としていることに危惧を示しているとも言える。すなわち、生命に

対する権利や健康に対する権利を保障するための措置は、教育に対する権

利などの他の権利との関係と影響を十分に考慮に入れた上でとるべき措置

を検討しかつ実施しなければ、当事者に対して新たな人権侵害を生じさせ

る可能性があるということである。また、同報告書は、Covid-19 という

緊急事態における教育に関する措置を国家が検討し実施する場合には、構

造的な不平等の問題との関連を慎重に検討しつつ、子どもや教員、教育労

働者及び親などの関係者の人権に対する影響を改めて検討することを提起

していると言える。

　ただし、Covid-19 報告書では、Covid-19 の教育における影響をめぐる

課題に関して、国際人権法の観点から包括的な検討が行われたが、個別の

問題と人権条約上の個別の権利及び国家の義務に関する詳細な検討は行わ

れていない。この点は、本稿著者に残された課題とし、今後検討を重ねて

いく予定である。なお、Covid-19 の教育における影響をめぐる個別の問

題に関しては、フランスのデジタル教育に関する園山論文を参照されたい。

また、Covid-19 によって改めてあらわになった教育における構造的不平

等に関しては、ケニアの私立学校に関する小川論文と、日本の夜間中学校

に関する榎井論文を参照されたい。
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concerns, challenges and recommendations suggested in her report from the viewpoint of 
international human rights law.
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ケニアの中等教育における低学費
私立校の公共性
教育格差に果たす役割

　2018 年、ケニアでは公立校において中等教育が無償化さ

れた。筆者は、2018 年と 2019 年に農村地域の 4 つの低学

費私立校を訪問し、無償化政策導入後に、私立校がどのよう

に運営され、生徒がなぜ公立校ではなく私立校へ就学してい

るのかについて調査を行なった。本稿では、その調査結果を

分析した Ogawa（2021）を基に、教育格差に果たしうる私

立校の公共性について検討している。調査の結果は、無償化

により公立校へ生徒が流出し、低学費私立校が経営上の窮地

にあることを示した。生徒数に伴う学費収入の減少は、提供

できる教育の質を大幅に制限していた。しかし、最善の選択

肢とされないながらも、なお私立校へ就学する生徒は少数な

がら存在した。公立校は、最も費用を安価に抑えることがで

き、誰に対しても開かれているはずである。しかし、それを

享受できない特別な事情のある生徒が一定数存在し、そのよ

うな人びとが私立校へ通っていた。私立校は単に教育格差を

拡大させるのではなく、様々な個人に多様な教育機会を提供

することで、公共性を有し、公正を実現する可能性を持って

いたと結論づけたい。　
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はじめに

　私立校の興隆は、教育格差の拡大を助長するだろうか。一般に私立校とい

えば、高額な学費を徴収し、公立校よりも教育の質の高い学校を想像するか

もしれない。日本でも都市部では小学生のうちから進学塾へ通い、私立中学

を受験するケースが増えている。筆者がこれまでに調査を実施してきたケニ

ア共和国（以下、ケニア）は、日本と同様に、あるいは日本以上に受験競争が

熾烈な国である。初等教育の時点で既に受験競争が開始され（澤村 2006）、農

村部でさえ寮制を伴う私立初等学校も珍しくない。「学歴病」を論じたDore

（1976＝1990）が、教育普及の遅れた国ほど学歴競争が激化しやすくなる「後

発効果」を指摘しているとおりである。このようななか、私立校は、より学力

の高い層（あるいは学力向上に対する意識の高い層）を集め、そして、より高

い学費を設定することにより、相対的な脆弱層を排除しうる機関となる。す

なわち、教育格差をつくり、それを助長する要因ともなりうる学校である。

　しかしそのような私立校のイメージとは裏腹に、ケニアを含むアフリカ地

域や南アジア地域を対象とした研究では、私立校の学費が公立校より安価な

ケースがあることも報告されている。それが「低学費私立校（low-fee private 

schools/ low-cost private schools）」と呼ばれる学校群に関する議論の高まりで

ある。先駆的な論文をまとめた編著では、ケニアのほかにガーナやナイジェ

リア、インドやパキスタンでの低学費私立校に関する事例研究が掲載されて

いる（Srivastava (Ed.) 2013）。このような低学費私立校では、無償であるはず

の公立校より就学に必要な諸経費を低く抑えられることもある。

　低学費私立校については、貧困層を受け入れることで教育格差の是正に寄

与しているという側面と、反対に、低学費私立校にアクセスできる貧困層と、

それがかなわない最貧困層との格差を拡大しうる、あるいは、貧困層に対し

質の低い教育を提供しているだけである、など、格差の拡大を助長する側面

があることが指摘されている（Dixon et al. 2013; Härmä, 2011; Heyneman and 

Stern, 2014; Ohba 2013; Oketch et al. 2010; Tooley and Dixon 2005; Tooley et 

al. 2008; Zuilkowski et al. 2018など）。低学費私立校のその役割について十

分な結論は出ないままであるが、アクセス拡大を至上命題とする多くの国で、
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私立校の興隆を容認している現状にあるといえるだろう。

　しかし、そのような低学費私立校において、どのように学校が運営さ

れ、どのような教育が実践されているのかについては、あまり明らかに

なっていない。私立校が求められる動機を明らかにした研究は、主に家庭

調査に基づいており、学校でのフィールドワークに基づく研究はそれほど

多くないためである（Akaguri 2014; Alderman et al. 2001; Chudgar and Quin 

2012; Woodhead et al. 2013）。また、学校での調査を実施しているものもあ

るが、それらの研究は主に初等教育の文脈で議論されることが多く、中等教

育での低学費私立校の研究はあまりみられない（Srivastava and Walford 2007; 

Srivastava 2013）。しかし、近年急速な量的拡大を遂げる中等教育は、今やケ

ニアにおいて修了不可欠な教育段階になりつつある。中等教育においても低

学費私立校の運営実態を捉え、その役割について検討することは重要になっ

てくるだろう。

　そこで筆者は、2018年から2019年にかけて、農村地域の中等教育におけ

る低学費私立校の調査を実施し、どのような運営のもとでいかなる教育が行

われているのか、また、なぜ生徒が公立校ではなく私立校へ就学しているの

かについて調査を行なってきた。本稿では、その分析結果により中等教育に

おける低学費私立校の役割について考察したOgawa（2021）を基に、教育格

差の是正に果たしうる私立校の公共性について検討したい。

1. 研究背景：私立校をめぐる議論

1-1．私立校が求められる背景

　公立校が無償であるにもかかわらず、私立校が求められるのはなぜだろう

か。James（1993）は、私立校に対する教育需要には、差異化を求めるものと、

公立の補完としての役割を求めるものという2点があることを指摘している。

たとえば、英語が教授言語であるとか、受験学力の育成に注力しているとか、

シュタイナー教育を実践しているなどの理由で求められる私立校は、質的な

差異化があり前者の事例といえるだろう。一方で、たとえば、スラム地域や

農村部などの公立校の不足する地域で、公立校へ行くことが出来ないからと
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いう消極的理由で求められる私立校は、後者の事例といえるだろう。本稿では、

前者を質的要因、後者を量的要因として区別する。

　これまで、南アジア地域やアフリカ地域を対象とした研究において、無償

化政策下の初等教育における私立校の役割について多くの議論が蓄積されて

きた。その背景には、James（1993）が指摘した2分類と同様に、公立校より

も質の高い教育を提供する役割（質的要因）と、公立校の不足する地域におけ

る補完的教育機会の役割（量的要因）とが挙げられる。

　たとえばケニアの場合、2003年の初等教育無償化後に私立初等学校が急増

した。児童数の増えた公立校の教育の質の低下を危惧した人びとが、私立校

へと流出したためである（Bold et al. 2014; Nishimura and Yamano 2013）。保

護者らは、教育の質において特に教員一人あたりの児童数を気にかけている

ことが明らかにされた。この割合が増加すれば、私立校への就学、あるいは

他校へ転校する児童が増えたという（Nishimura and Yamano 2013）。このよう

な相対的富裕層の転出は、単なる転出以上の影響を公立校へもたらした。な

ぜなら、公立校無償化以前に、より多くの学費を支払い公立校の教育の質を

下支えしてきた層が私立校へ流出してしまったためである（Bold et al. 2014）。

この動きは、James（1993）の指摘に基づけば質的要因による私立校需要とし

て分類できるだろう。

　その一方、スラムなどの非正規市街地では、James（1993）が指摘した第

二の要因、公立校の補完を求める量的要因による教育需要も析出されている。

Oketch et al.（2010）の研究では、ケニアのスラム地域において、貧困層が私

立校を利用する理由として公立校の不足に言及している。オケチらは、人び

とが必ずしも好んで私立校を選択しているわけではないという。このような

公立校の不足が私立校の選択要因となっているという指摘は、ケニアだけで

なくインドなどの事例研究からもなされている (Härmä, 2011)。

　ただし他方で、スラム内の低学費私立校は、必ずしも教育の質が低いわけ

ではないことも多数の研究が指摘してきた（Tooley and Dixon 2005; Dixon et 

al. 2013）。ケニアでは、Zuilkowski et al.（2018）が、公立校の保護者と低学

費私立校の保護者とを比較し、低学費私立校の保護者らの方が、学校選択に

おいて教育の質を重視していることを明らかにした。たとえば、教科書への
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アクセスや、ひとつの教室における生徒の数、生徒の試験結果などが重視さ

れていたという。公立校の保護者も、教育の質に関心があったものの、それ

よりもコストや地理的な近接性などを、低学費私立校の保護者よりも重視し

ていた。また、低学費私立校の保護者が、「公立校は安全ではない」とし、そ

の理由として「貧しい家庭の子どもが多い」ことに言及していたり、公立校の

児童を「いつも汚い」と表現したりするなど、公立校を下位に位置付けている

様子も読み取れる。

　そのほか、Ohba（2013）は、家計調査より、ナイロビのスラム地域におけ

る事例から、良質な教育を得ることだけでなく、通学時間が短いことや、奨

学金や食事を得られることが私立校の選択要因となっていると指摘している。

大塲（2015）は、スラム内の道路上の衛生問題や、狭い悪路を種々の車両が往

来する危険性などに言及している。特に、低学年の女子児童にとっては、ス

ラムにおける治安の悪さもあり通学時間が短いことは重要な要素といえるだ

ろう。

　このようにみていくと、保護者にとっては、必ずしも公立校か私立校かと

いった学校カテゴリーは重要ではなさそうである。人びとは、家から通える

範囲の複数の学校のうち、その地域の治安状況、教育の質、学費、学校まで

の距離など、様々な事柄を懸案して学校選択をしていると考えることができ

る。　

　

1-2．低学費私立校の「公」的役割

　はじめにで述べたように、本稿ではケニアの中等教育の事例から、私立校

が果たす公的役割について検討をすすめていきたい。まず、ここでいう「公的」、

つまり、「公共性」の定義を確認しておく。齋藤（2000）による一般的な「公共性」

の主要な意味合いは、①国家に関係する公的な（o�cial）ものという意味、②

特定の誰かにではなく、すべての人びとに関係する共通のもの（common）と

いう意味、③誰に対しても開かれている（open）という意味、の3つである。

　公教育の「公」は①との関連が強く（齋藤 2000）、私立校であってもそこで

実現される教育事業が公の性質を持つと解されれば、「公共性」を有するとい

う解釈が存在する（堀内 1985）。ただし堀内（1985）は、学校について形式的
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には「公」に位置付けられるものの、他方では子どもや父母、地域住民といっ

た「私」が集約される場でもあり、公と私の「矛盾的集合体」であると表現する。

そしてその調整を求められるのが学校経営であるという。つまり、学校、と

りわけ私立校については、公と私の錯そうする場として捉えることが妥当で

あり、その機能は学校運営の状態から分析することが可能だといえそうである。

　これまでの先行研究からみてきたように、低学費私立校をめぐる議論が導

く結論は多様である。低学費私立校が公立校よりも安価であることを示す事

例もあれば（Heyneman and Stern, 2014）、低学費私立校が無償化政策導入後

の公立校よりもかなり高額であるという指摘もある（Zuilkowski et al. 2018）。

最貧困層へ良質な教育を提供しているのは、公立校なのか、それとも低学費

私立校なのか、同じ国を対象とした研究でさえ結論は一致していない。

　背景には先にみたように、低学費私立校そのものが多様であるというこ

とが挙げられるが、一方で、Abuya et al.（2013）が質的調査から明らかにし

たのは、公立校も多様だということである。この研究は、ナイロビのスラム

地域における初等学校の退学リスクの要因として、学校で課される諸経費

（School levies：制服、カバン、靴などの余分な経費）について指摘している。

このように、名目上は「無償」であるはずの公立校で、様々な形で実際は「学費」

を徴収しているケースがある。

　反面、「有償」のはずの私立校で、学費未納を容赦される事例もある。たと

えば、澤村（2015）は、ナイロビ・スラム地域の私立校での調査から、不利

な立場にある家庭や孤児に対して、学校の裁量で授業料が未払いでも就学

の継続を許しているケースが一定数あることを報告している。このような場

合、私立校は、公立校で就学を継続できない児童の受け皿としても機能しうる。

また、小原（2014）も、インドにおける無認可の私立校に関する調査を実施し、

それらの学校がインドの公教育制度を支える「影の制度」であると指摘してい

る。小原の調査では、一般に教育の質が低いとみなされる無認可学校について、

むしろ公立校よりも成績が良い場合もあり、これらの学校が、授業料や教育

の内容、立地条件などによって、保護者から積極的に好まれていることを示

している。

　以上の議論をまとめると、低学費私立校をめぐる研究群は、「公共性」に関
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わる③の性質、つまり、本当に学校が「誰に対しても開かれている（open）」の

か、という視点の議論が中心になっているといえるだろう。もちろん、学力

による選抜を実施することや、高額な学費を設定することは、「誰にでも開か

れている」という状態とは反対のことであり、その意味では、学力選抜や学費

設定を行なう私立校は「公共性（③）」をもたないと考えられるだろう。しかし

一方で、これまでの研究が明らかにしたように、公立校の方がむしろ諸経費

として余分なお金を徴収している事例や、私立校で学費滞納が容赦されてい

る事例があり、場合によっては、私立校が公立校よりも「誰にでも開かれてい

る」状態になりうる。さらに本稿で留意したいのは、多くの国の中等教育がそ

うであるように、ケニアの中等教育では上位の公立校への進学にあたって学

力による選抜が実施される点である。同じカリキュラムで同じ中等教育修了

試験を目指して学習するという点では、②の「特定の誰かにではなく、すべ

ての人びとに関係する共通のもの（common）」が、公立校であれ私立校であれ

満たされている。しかし、「誰に対しても開かれている」という点については、

制度設計上、初等教育での議論とは文脈が異なっている。

　　

1-3．ケニアの背景

　アフリカ地域における中等教育への需要は、初等教育の普及と共に急速

に高まっている。ケニアは、アフリカで最も急速に教育機会が普及してい

る国のひとつである。2010年に策定された憲法には、第43条（経済的・社会

的な権利）に「すべての人は教育への権利を有する」ことが明記され、第53条

の子どもに関する条項では、「すべての子どもは無償で義務の基礎教育（free 

and compulsory basic education）への権利を有する」とされる。そして2013年

に策定された基礎教育法の第30条「義務の初等教育と中等教育（Compulsory 

primary and secondary education）」においては、両親に対し子どもの就学を義

務付けている。これに違反すると、有罪判決の末に、約10万円以下の罰金も

しくは1年以下の懲役、またはその両方が課せられる。

　また、基礎教育法第43条（学校の種類）には、基礎教育の機関として公立校

と私立校が挙げられており、第39条（政府の責任）には、「無償で義務の基礎

教育をすべての子どもに提供すること」とある。ただし、第29条の「授業料の
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無償（free tuition）」という項目には、「いかなる公立校（public school）も（中略）

保護者に授業料を請求してはならない」と、授業料の徴収ができない機関を公

立校へ限定して書かれてある。

　以上みたように、憲法および基礎教育法では「無償で義務の基礎教育」が保

障され、基礎教育法では基礎教育の機関に私立校を含んでいる。しかし現状、

ケニアの無償化政策は私立校に適用されておらず、基礎教育法をみても私立

校が授業料を徴収することを咎める条文は見当たらない。私立校が遵守しな

ければならないのは、基礎教育法第52条（私立校の権利と義務）の規定により、

有資格教員を雇用することや国のカリキュラムを適用すること、求められた

場合には国に対し生徒の情報を開示することなどである。公共性の定義から

みれば、①「国家に関係する公的な（o�cial）もの」、また、②「特定の誰かにで

はなく、すべての人びとに関係する共通のもの（common）」とは関連している

といえるだろう。

　現在、ケニアの純就学率は、初等教育（8年間）で92.4％に達し、中等教育（4

年間）でも53.2％にまで上昇している（RoK 2019：2018年時点）。先に述べた

ように、2003年に初等教育無償化政策が実施され、就学率が増加するととも

に私立校も急速に増加した。2019年時点でケニアの私立初等学校は、全初等

学校数の3分の1以上を占めている。

　一方の中等教育では、2008年に無償化政策が導入されたが、選挙でのパ

フォーマンスという性格も強く、保護者の実質的な学費負担は十分には軽減

されなかった。2015年の改正を経て2018年に完全実施に至り、2018年以降

は公立通学制の学費が無償化された。これにより、通学生が公立校へ支払う

べき金額は、給食費のみとなった。これまで中等教育では、初等教育よりも

さらに教育機会の整備が遅れたことにより、とくに公立校の不足する農村地

域において、私立校がアクセスを補完する役割を担ってきた。近年では、農

村部にも公立中等学校が多数設立されているが、なおも私立校の割合は15％

前後を安定して推移している（RoK 2019）。

　しかしながら、ケニアの中等教育では、初等教育と異なり、良質な教育の

ために私立校を選択する層はあまり多くない。実際、都市部に存在する一部

の上位私立校を除けば、一般の私立校よりも公立校の方が教育の質が高いと
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認識されているからである。

　とりわけ2017年以前は、公立校への入学には初等教育修了試験に基づく

選抜があったこと、そして、私立校の学費が公立校の学費よりも一般に低額

であったことから、私立校は、学力不足や経済的課題により公立校への就学

が叶わない生徒を受け入れる代替機関でしかないという位置付けであった

（Ozier 2015）。このような状況のなかで2018年に完全無償化政策が実施され、

かつ、通学制のみを採用する公立校における学力選抜が禁止された。制度上は、

学力が低くてもすべての初等教育修了者が地元の通学制中等学校へ進学でき

ることとなった。すなわち、従来の学力下位層・経済的脆弱層を受け入れる

といった私立校の役割は、そのまま公立校に内包されたといえる。それでは、

このような状況にある2018年以降の中等教育において、なお私立校が存続し

ていることはどのように解釈できるだろうか。

　本稿では、ケニアの完全無償化政策下において、私立校がいかに運営され

ているか、および生徒がなぜ私立校を選択しているかを明らかにすることに

よって、中等教育における低学費私立校の役割を検討する。

2. 調査結果：事例分析からみる私立校の運営状況と生徒の就学動機

2-1．現地調査の概要

　現地調査は、2018 年および 2019 年の 2 回に分け、ケニア西部の X 市

において、合計約 2 か月実施した（2018 年 2 月 7 日～ 3 月 21 日、2019

年 3 月 5 日～ 21 日）。Ｘ市は、筆者が 2014 年より継続して公立中等学校

に関する調査を実施してきた地域でもある（小川 2020）。公立中等学校は

2000 年代以降急速に増加し、人びとの教育需要に応えている。

　X 市には、2018 年時点で 24 校、2019 年時点で 23 校の中等学校があっ

た。両年とも、そのうち 21 校が公立校である。公立校のうち、学力上位

校でもある 2 校は完全寮制であり、別の 2 校が寮制と通学制の併用、残り

の 17 校はすべて通学制のみの採用である。寮制校の場合、学費無償化後

も寮費の徴収があり、安価な選択肢とはならないが、通学制のみを採用す

る 17 校は給食費のみの負担となるため最も安価な選択肢となる。本稿で
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は主にこの 17 校と私立校との状況を比較することで、なぜ公立校ではな

く私立校が選択されるのかを検討する。

　X 市における私立校の数は、2018 年時点で 3 校、2019 年時点で 2 校で

あった。すべての学校で寮制と通学制が併用されていた。2018 年時点で

運営されていた 3 校の私立校のうち、2 校が 2019 年に閉校した。一方で、

2019 年に新たに 1 校が開校したため、2018 年から 2019 年にかけて 4 つ

の私立校が存在したことになる。本稿の分析対象は、2018 年時点で運営

されていた 3 校（A 校、B 校、C 校）、および、2019 年時点で運営されて

いた 2 校（C 校、D 校）である（表 1）。いずれの私立校も通学制公立校

が半径 1km 以内に存在する。C 校は、2018 年および 2019 年の両年で運

営されていたため、2 度の訪問を実施することができたが、A 校、B 校、

D 校については、運営されていた 2018 年か 2019 年のいずれか 1 度の調

査である。

運営時期 生徒数（括弧内は新入生数） 教員数
2018 2019 2018 2019

A 校 2001-2018 41(3) n/a 5 n/a
B 校 2011-2018 43(6) n/a 10 n/a
C 校 2014- 48(6) 55(2) 8 4
D 校 2019- n/a 12(12) n/a 4

出典：著者が教育局および各学校で収集したデータに基づく

　各学校に滞在し、教員や生徒と過ごしながらの参与観察および、学校の

運営状況や学校選択に関する非構造化および半構造化インタビューを実施

した。特に、校長や経営者に対しては、設立の経緯や学校の運営状況、生

徒の経済的背景などについてインタビューを実施し、一般教員には、勤務

条件や労働環境などについて、生徒に対しては、学校選択の動機や転校

経験の有無、公立校と比較した際の当該校の特徴などについて聞き取りを

行った。

　なお本研究の調査は、大阪大学大学院人間科学研究科共生学系研究倫理

表 1. 対象の私立校の基本情報（調査時現在）



未来共創  第 9 号（2022） 153

特集　教育と格差

委員会より承認を受けて実施したものである。また、ケニアの科学技術局

（National Commission for Science, Technology and Innovation）より、調査

許可証を取得し、地方の教育局などでも調査の許可を得た。特に、個人情

報の取り扱いには十分に注意し、個人や学校の特定を避けるため、本論文

で使用する市名や学校名などはすべて仮称である。

2-2．現地調査の結果と分析
2-2-1．各学校の成り立ちと運営状況

　各学校は、それぞれ異なる成り立ち、そして類似の運営状況にあった。

たとえば 2001 年に設立された A 校は、ケニア西部に教育機関を展開する

系列校のひとつであり、オーナーは外国人である。オーナーが懇意にして

いた当時の政治家の生家の傍に設立された。一時期の成績は、X 市で第 6

位（2014 年）と高かったが、徐々に成績が低下していった。最寄りの通

学制の公立校（2014 年設立）が 2017 年に X 市で第 4 位となってからは、

人数の減少に拍車がかかり、2018 年の新入生は 3 人のみであった。2019

年には生徒数の不足により閉校した。

　2011 年に設立された B 校は、牧師を配偶者にもつ女性によって運営さ

れる女子校であった。彼女は、地域の要職も担っており、学校運営は利益

を得るためというよりは、貧しい女子たちに教育を提供する慈善事業とし

て機能していた。場合によって学校独自の奨学金を提供し、寮生活に必要

な物品についてもオーナーが私財を投じて提供していた。学校成績が高い

時期もあったが（X 市で第 4 位：2016 年）、近年では成績が下がるととも

に（写真１）、学費を支払って通うことを希望する生徒が減少した。2019

年には生徒数が 15 人にまで減少し、閉校に至った。

　C 校は、2014 年に設立された。その名前にキリスト教の宗派名を冠し、

同名の初等学校も同じオーナーのもと近隣で運営されている。もともとは

牧師の養成機関として設立され、C 校の休暇期間には、牧師の養成校とし

ても機能していた（写真 2）。B 校と同様に、一部の生徒は学費の支払いを

減額されている。しかし、やはり生徒数は多くなく、2019 年の新入生は 2

人であった。
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　最後に D 校は、私立校が逆境にある 2019 年に開校した。開校を牽引し

た校長は有名な教員のひとりであり、その名のもとに生徒が集まった。他

写真１　修了試験の成績低下を示す掲示物（B 校）
（出典）筆者撮影（2018 年 3 月 12 日）。学校名の分かる箇所を加工。

写真 2　教会を教室として使用している C 校
（出典）筆者撮影（2018 年 3 月 16 日）。
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校に比べれば新入生の数が多く 12 人であったが、全校生徒も 12 人である

ため、運営の見通しは厳しかった。学費の減免は公式にはないが、交渉や

困窮状態によりほとんどの生徒が支払いを行なっていなかった。校長は政

治家になることを目指しており、学校運営は、2017 年選挙で落選したこ

とを契機に開始したものであった。

2-2-2．低学費私立校をとりまく共通の困難　

　2018 年以降、公立校へ導入された無償化政策を受けて、各私立校は、

もともと安価に設定していた学費をさらに下げるなどの努力をした。し

かし、完全無償化政策のもとで生徒ひとりあたり年間 22,244 Ksh（約

22,000 円）の補助金を受け取ることのできる公立校と、そうでない私立校

との間での収入の差は大きい。通学生については、私立校の学費が公立校

のそれを下回ることは難しかった（表 2）。調査で訪問したすべての私立

校は経営上とても不安定な状態にあった。

学費 (KES/ 年 ) * 学校雇用教員の
教員給与 (KES/ 月 )

2018 2019
通学生 寮生 通学生 寮生 2018 2019

A 校 11,000 20,000 10,000-
15,000

B 校 20,000 42,000 6,000-
13,000

C 校 15,000 24,000 15,000 27,000 4,500-
7,000

5,000-
9,000

D 校 18,000 30,000 4,000

公立校 ** 7,000-
10,000 41,000 7,000-

10,000 41,000 10,000-
18,000

（注）* 学費は概数、** 最寄りの公立校のデータ
（出典）著者が各学校で収集したデータに基づく

　たとえば教職員の給与は、近隣の公立校よりも低い。表 2 に示す教員給

与は学校内でも幅があるが、最も高い給与は校長のものを指し、最も低い

表 2　各学校の学費と教員給与



小川｜ケニアの中等教育における低学費私立校の公共性 156

特集　教育と格差

給与は校内の大多数を占める無資格教員のものを指す。このような雇用条

件では、有資格の教員を安定的に雇用することが難しくなっている。最近

の公立校では、政府による規制が厳しくなり無資格教員の雇用はかなり限

られるようになった 1。無資格教員が勤務している場合もあるが、X 市で

筆者が調査した限りでは、その学校の優秀な卒業生が期間限定で働いてい

るケースや、設立されて間もない学校のケースなどであった。しかし、調

査を実施した私立校では、ほとんどすべての教員が無資格であった。彼ら

の多くは、中等教育修了後に高等教育への進学を待っている期間や、X 市

内の大学に通っている学生の空き時間、あるいは、X 市外の大学に通って

いる学生の長期休暇期間に、私立校で働いていた。筆者は、学校で調査を

行なう際、基本情報として教員の数を尋ねることが多いが、私立校ではそ

の答えに窮されることも多かった。教員の入れ替わりが頻繁であり、かつ

唐突に離職するケースもあることから、「現在何人が働いているのか」が

教員ら自身でも正確に把握されていなかった。教員の数が 5 ～ 6 人など少

数の場合であってもである。

　たとえば C 校では、2018 年調査時に 8 人の教員が雇用されていたが、

2019 年調査時にはそのうち 7 人が既に離職していた。残っていた 1 人（校

長）も、2 か月後には公立校での勤務が始まるため離職予定だと話した。

C 校で働く教員の多くは、中等教育を修了したばかりの若者で、生徒との

関係が健全でない男性教員や、母親が家出した娘（女性教員）を探しに来

るケースなど、教員に期待される最低限の役割さえ十分に果たしていない

事例もみられた。とくに英語教員の不足はすべての学校で深刻で、筆者で

さえ正式に申し出を受けたほどである 2。

　教員不足のほかに、食料の不足も深刻であった。糖類やタンパク質など

は、学習の継続に重要な栄養素であるが、経営難に苦しむ学校では十分

に提供できない現状があった。たとえば A 校では、お茶休憩の際に生徒

に提供されていたのはお湯（hot water）だけであった。お茶休憩は朝食

（breakfast）と呼ばれることもあるが、その場合、朝食が湯になるという

ことである。なお、通常の公立校では、砂糖入りの紅茶が提供される（湯

＋茶葉＋砂糖）。A 校、C 校、D 校では、教員に対しては砂糖入りの紅茶
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が提供されていたが、他の公立校では、一般に教員は、砂糖入りのミルク

ティーを提供される（湯＋茶葉＋砂糖＋ミルク＋場合によってはパンなど

の軽食）。B 校では公立校と同様になるよう配慮されていたが、その費用

を賄っているのは学費ではなく、経営者が有する広大な農地であった。

　また、昼休憩時に提供される昼食も、公立校に比べて肉類などのタンパ

ク質源が提供される機会は著しく少なかった。たとえば、D 校の生徒た

ちは、常に調理場を確認しその日の給食メニューを知ろうとしていた。D

校では食材が慢性的に不足しており、その日の仕入れに応じてメニューが

決定される。男子生徒たちは、女子生徒をからかって「彼女たちは調理に

使用した鍋の残りかすを食べようとする（they scratch cooking pan to eat 

remained foods there）」と筆者に話す。女子生徒は怒ってそれを否定し、

複数の学校で調査を行なう筆者に対し、「他の学校で話さないでね」と念

押しする。 

　私立校の経営はかなり厳しく、教員給与や給食といった主だった支出の

削減がみられた。しかし、各学校の校長あるいは経営者は、口をそろえて

彼らの学校が 2018 年より前には経営上成功していたと話す。そして現状

では、利益を出すビジネス経営ではなく、学費の減免や滞納の容赦をせざ

るを得ないチャリティとなっていることを指摘した。

2-2-3．低学費私立校へ就学する動機

　私立校の評判は基本的に高くなく、一見すると教育の質も低いようにみ

える。しかし、それではなぜこのような私立校に、なお通おうとする生徒

がいるのだろうか。A 校の校長は、その答えとして、「残りものがここに

来る」と表現した。もちろん私立校の不安定な状況をみれば、なんらかの

理由により「公立校に行くことができない」層を受け入れていることは想

像できる。一見すると、私立校へわざわざ行こうと思う理由は見つからな

いからである。しかし、生徒へのインタビューや学校での参与観察を続け

ていくと、私立校の多面性もみえてきた。ここではそれを 4 つの観点から

説明したい。

　第一に、公立「寮制」校のオルタナティブである。現在、多くの公立校
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が通学制を採用している。一方、寮制を伴う公立校は、学力上位の生徒だ

けを受け入れるため、入学にあたって学力選抜が実施され、また、無償化

後もなお寮費の負担が求められる。このため、そのような公立寮制校にア

クセスできない生徒で、かつ寮生になることを希望する生徒が、公立通学

制校よりは上位であるだろうと私立校の寮生になるケースがみられた。た

だし、実際、このような私立校と公立通学制校の学力試験の結果や、教員

資格の有無や流動性、学校施設などを比較すると、公立通学制校の方が上

位にみえることも少なくない。しかし「寮生」は、家庭での仕事を免除さ

れ、級友と共に勉学に集中することを保障される特別な立場である。また、

私立寮生の学費は、公立通学生の学費よりも高い。生徒たちは、自身の通

う学校の学費はもちろんのこと、近隣の学校の学費も把握しており、どれ

だけの金銭的負担で教育を「買って」いるかに自覚的である。だからこそ、

公立通学生よりも高い学費を支払う私立寮生は、あえて私立校を選択して

いるのだという認識を有していた。

　第二に、柔軟な学校運営の恩恵を受ける層である。B 校のようなチャリ

ティ色の強い学校はもちろんのこと、私立校では学費の完納が出来なかっ

たり、定められた制服を着用していなかったりしても退学を強いられない

ケースがみられた（写真３）。学費の金額だけを比べれば、一見、公立通

学制が最も安価な選択肢にみえるものの、実際に負担する金額を最小に抑

えながら教育を受けるには私立校が最安の選択肢となっているケースも多

いといえる。ただし、B 校や C 校において学費の減免対象になっている生

徒は、困窮状態であることに加えて、勉学熱心であることと成績良好であ

ることも求められていた。学校の評判を高め、学費の支払可能な生徒を受

け入れるためには、学力成績の高い生徒を受け入れることが学校の経営戦

略としても不可欠なためである。類似のケースは公立校でもみられ、やは

り成績の高い生徒の存在は重要であり、そのような生徒が困窮している場

合には、校長などの裁量によって学費の容赦が実施されることはある。し

かし、私立校では、成績の低い貧困層であっても、場合によっては未払い

のまま就学の継続を許された。たとえば、学校で雇用されているコックや

警備員、勤務している教員の子どもや親族などの場合である。そのような
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教職員の縁故で通う生徒は、数少ない生徒数のかなりの割合を占めた。生

徒数の減少に悩まされる私立校にとっては、学校側の立場が弱く、追い出

すことができないという実情もあるだろう。

　第三に、公立校の地元性に対する忌避や公立校から退学処分を受けた事

例である。たとえば、出産後の復学や、留年を重ねたことにより、年齢が

通常の生徒よりも高い場合には、地元の公立校を避けて寮制の私立校が選

択されていた。また、公立校を素行不良により退学処分にされた生徒の受

け皿ともなっていた。たとえば A 校には、授業が終わると寮に戻り、流行

のファッション（短いスカートや細身のパンツにパーカーを羽織るなど）

をしたり、化粧をしたりする生徒がいた。男女がひとところに集まって喋

る様子は、学校でみられる一般の生徒の姿というよりは、街の路上の一角

に集まる若い男女のそれに類似していた。公立校で実施してきた参与観察

と比べると、私立校の生徒は自由であったともいえる。しかし、体罰など

の公立校では日常的にみられる教員らによる厳しい指導も私立校ではほと

んどみなかった。むしろ私立校の教員は友人のように扱われ、生徒が教員

に指示を出す様子や、嘲笑の対象にする様子さえみられた。

写真 3　着用している制服が異なる生徒（D 校）
（出典）筆者撮影（2019 年 3 月 9 日）。匿名性のため加工済み。
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　最後に、小規模クラスを求める事例である。この点は、公立校に対する

上位互換として認識されていた。教員や生徒などで、自身の私立校を高く

評価していない場合であっても、数少ないメリットとして言及された点で

もある。第三の点とも関係していたが、ゴシップやいじめの対象になりに

くいというメリットもある。また、授業中における生徒の発言頻度の多さ

は一目瞭然であり、多くの授業ですべての生徒に発言や回答の権利が与え

られていた。分からない箇所はないかという質問も、教員による定型文で

はなく、実際に学力に課題を抱える生徒の名前を読んで個別に呼びかけら

れる。ひとクラスあたりの生徒数が 100 人に上ることもある公立校では、

類似の形式の授業を実施することは難しいだろう。学力が極端に低いケー

スでは、公立校の大規模クラスの授業へついていけなかったり、勉強が苦

手なことによって体罰を受けたりということがあるが、このような生徒に

とって私立校はより良い選択肢となっている。

　以上の 4 つの要因により、私立校へ通う生徒層はかなり多様となって

いた。たとえば、公立寮制の代替として就学している生徒の場合は、学力

が高いケースも多い反面、素行不良や留年によって公立校で就学できなく

なった生徒や、少人数制を求める生徒では、かなり学力の低いケースもみ

られた。勉強を熱心にしようとする生徒がいる一方で、とりあえず親に行

けと言われただけだという生徒もいる。また、寮制と通学制を併用するこ

とにより、生徒の出身地域も多様である。家庭の経済力でみても、あえて

私立校を選んでいる層は相対的に経済力が高いが、奨学金のために私立校

へきている生徒の経済力は低い。以上のように、私立校では多様なニーズ

に応じることで、公立校よりもさらに多様な生徒層を受け入れていたとい

える。

3．考察：公教育制度における私立校の役割

3-1．ケニア農村部における低額費私立校の役割

　本研究では、ケニア農村部の私立中等学校が経営上の危機に瀕している

ことを明らかにした。公立校の完全無償化により、私立校から公立校へ生
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徒が流出してしまったためである。生徒数が減少すると、私立校は学力に

基づいて生徒を選抜することが難しくなる。さらに、学費の収入が減少す

るため、教育の質を高めるために投入できる予算が制限されることになる。

その結果、中等教育修了試験での成績が低下し、さらに新入生が減少する

という悪循環に陥っていた。この悪循環、つまり入学者数の減少が最終試

験の成績低下と相関する傾向は、ケニアの私立校だけでなく、公立の中等

学校や特別支援学校でも指摘されていることである（小川 2017; Nderitu 

and Ngunju 2014）。

　しかし、私立校が最善の選択肢とみなされていないにもかかわらず、な

お私立校へ就学する生徒は少数ながら存在した。同じ初等学校出身の生徒

が集まりやすいといった地元性や、生徒数が多く大規模クラスであること、

また、教員による体罰があることなどが、生徒が公立校を避ける一因となっ

ていた。また、私立校が提供する経済的支援や融通性も、公立校ではなく

私立校を選択する理由となっている。

　制度上、公立校では、一部の学力上位層（かつ相対的富裕層）に寮制で

の就学機会を与え、そこに該当しない生徒を通学制で受け入れる仕組みに

なっている（図 1：左図）。一見すると、すべての初等教育修了者を公立

校で受け入れることのできる体制である。しかし、私立校での調査を実施

してみえてきたことは、公立校では受け入れきれない、最貧困層や学力下

層の生徒がいたということである（図 1：右図の黄色箇所）。また、必ず

しも貧しかったり学力が低かったりしなくても、個別の事情で私立校にし

か受け入れてもらえない生徒もいた（図 1：右図の黄色箇所）。このよう

な私立校への需要は、公立校における大規模クラスや、常態化する体罰の

問題など、公立校の抱えてきた課題と裏表となっている（小川 2020）。私

立校は生徒にとって最善の選択肢ではないものの、しかし、無償化してな

お公立校から零れ落ちる層の受け皿として機能していたといえるだろう。

　これらの生徒たちは個別の動機で私立校に入学しており、ゆえに生徒の

経済的背景や学力、出身地なども多様である。このような私立校の受け入

れる生徒の多様性については、Chimombo（2009）によるマラウイの事例

研究からも指摘されている。この意味で、ケニア農村部の私立中等学校は、
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多様な能力やニーズを持つ人びとに公立校では得られない教育機会を提供

していたといえる。

　James（1993）の議論を改めて振り返ると、私立校の需要には、教育の

質の差別化を求める要因と、公立校の不足の補完を求める要因との 2 種類

があった。南アジアやアフリカ地域を対象とした研究でも、この 2 つの需

要は、質の高い教育を受けるためといった質的要因と、公立学の不足／キャ

パシティ不足による量的要因との 2 種類があることは最初に確認したと

おりである（Chimombo 2009; Härmä 2016; Nishimura and Yamano 2013; 

Zuilkowski et al. 2018 ）。

　しかし、本研究の結果に照らすと、これらの 2 つの要因は、ケニアの中

等教育の文脈における、私立校への需要を十分に説明することができない。

本研究では、ほとんどの私立校生徒が、家から最も近い公立校ではなく私

立校を選択している。つまり、必ずしも量的要因とはいえない。しかし、

質的要因なのかというと、私立校の教育の質は、学校施設や教員資格の有

無、学校の成績などから判断する限りは、一般に公立校よりも低いため否

定される。本研究からいえることは、こうした私立校に対する需要は、制

度上は公立校へ進学できるのに実態としては進学することができないとい

う量的要因であり、他方では、公立校では得られない教育を受けるという

図 1　公立校の生徒層（想定：左図）と私立校の生徒層（実際：右図）
（出典）筆者作成
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質的要因という側面とが混在していたということだろう。

3-2．低学費私立校の公共性

　以上を踏まえて、公教育に参入する私立校は「公共性」を有していると

いえるだろうか。本研究からは、公立校の「誰に対しても開かれている」

という表向きの性質を、実態としては享受できない層が一定数存在し、こ

れらの人びとが公立校の代替として私立校へ通っていることが明らかと

なった。この意味では、私立校が公立校では満たせない「公共性」を有し

ていたと結論づけたい。さらにいえば、公立校のみが無償化政策の恩恵を

受け、私立校の経営が破綻している現状では、「公共性」が十分に担保で

きる状態とはいえず、私立校に対する政府の支援が必要である。

　持続可能な開発目標に見られるように、「公正性」を確保するためには、

多様な支援と複数の選択肢を用意することが必要である。私立校のなかに

は公立校よりも高い授業料を設定しているところもあり、是正すべき格差

をさらに拡大させる可能性もある。確かに、より豊かな層が私立校でより

質の高い教育を受けるのであれば、私立校への公的資金の投入を増やすこ

とは公正性の観点から批判されるだろう（Bel�eld and Levin 2002）。しか

し、本研究の結果はそのようなことを示唆するものではない。私立校がな

ければ教育を継続できない生徒が存在し、そのような生徒は、潜在的に公

立校から排除されてきた人びとである。これらの生徒の教育ニーズは私立

校でしか満たされないにもかかわらず、そこでは経営難により適切な教育

資源の提供が制限されていた。無償化政策後、公立校よりも学費の高い低

学費私立校で、適切な教育を受けられないのであれば、そこに通わざるを

得ない生徒と、公立校へ通うことのできる生徒との間の教育格差が拡大し

うる。このような状況に鑑みれば、私立校への追加的な資金提供をするこ

とは、より公正な措置といえるのではないだろうか。

　また、公立校の方が教育の質が高いといっても、「教育の質」は様々に

定義できる概念である。必ずしも教員の資格の有無や生徒の試験成績だけ

で決まるわけではない。中等教育に在籍する生徒は、必ずしも学力競争に

有利な学習環境だけを求めるのではなく、自分の興味に応じて学習課題に
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丁寧に取り組み、ゴシップや悪口を気にせず学生生活を送るなど、多様な

教育ニーズを持っている可能性がある。このような多様な学習環境を保障

するためには、公立校の学力ピラミッドとは別の学習オプションとして、

私立校はひとつの選択肢となりうるだろう。中等教育における質の多様化

を考えるならば、私立校は単に格差を拡大させるのではなく、様々な個人

に多様な教育機会を提供することで、実質的な「公正」を実現する可能性

を持っているのである。

　既に教育機会が一定程度普及している諸国では、このような多様な教育

機会を保障できるオルタナティブスクールの議論が盛んである（Henrich 

2005）。香川・劉（2016）も、教育が一定程度普及し、その就学率が高止

まりするような社会においては、量的な側面のみならず質的な多様性の側

面からも機会の平等が求められるようになるという。そして、その「多様性」

を少なからず担っているのが、公立よりも「多様な」教育が実現しやすい

私立校であるという。

　教育機会が普及途上にあるケニアのような諸国では、その機会の著しい

不足を解消するために、公立校の拡充のみに焦点が当てられやすい。しか

し、これでは一人ひとりの多様な学習ニーズに応えられない可能性があり、

公正性のあるインクルーシブな教育システムを提供することには限界が生

じる。公立校の不足とは、その数の不足だけでなく、多様な学習者のニー

ズに対応する能力が限られていることでもある（Abuya et al. 2013）。少数

者のニーズは多数者のニーズを満たしてから考慮するという順序に従うの

ではなく、教育が普及した国々で指摘されている課題を先取りし、教育の

普及過程に、既にある資源を活用しながら少数者のニーズにも配慮するこ

とが必要なのではないだろうか。

おわりに

　ケニア農村部では、2018 年以降の教育無償化政策のもとで私立校を維

持することが困難になった。公立校のみに適用される完全無償化政策が、

私立校に打撃を与えたことは明らかである。また、昨今の COVID-19 の
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感染拡大は、私立校をより窮地に追いやるものとなった。なぜなら政府の

緊急対策の多くは、私立校を十分に包摂することができなかったためであ

る。たとえば、感染拡大を防止するために半年以上にわたって突如として

実施された学校閉鎖中、政府による私立校への十分な支援はなく、主とし

て学費のみで経営されていた多数の低学費私立校は経営破綻に至った。初

等教育においても中等教育においても、就学率の拡大に多大な寄与をして

きたはずの私立校は、緊急時の教育対応政策から漏れ出てしまった。

　本研究で対象とした私立校も、すべて 2022 年現在閉鎖されている。こ

れらの閉校の要因は完全無償化政策の影響が大きかったが、それを乗り越

えた私立校も、COVID-19 の影響により多くが閉鎖に至ったという。本

誌の園山論文が明らかにするフランスの事例は、有事（コロナ禍）において、

政府や現場がどれだけ迅速に適切な対応をとれるかは、平時（コロナ以前）

において、どれだけ脆弱層のニーズへ焦点を当てた政策が取られてきたか

にも大きく影響を受けることを示している。このことはケニアの平時の私

立校に対する政策的支援の乏しさが、有事の際にもそのまま反映されてい

ることと共通しているだろう。

　ケニアにおいて、私立校に入学する生徒の数は激減していたが、なお私

立校を希望する生徒もいた。公立通学制校は、一見すると最も費用を安価

に抑えることのできる就学先であるが、私立校は、特別な事情のある生徒

のための代替機関として機能していた。このような私立校は、公立校の不

足を補うだけでなく、可視化されづらいニーズへ応えていたといえる。B

校の経営者が説明したように、「公立とは目的が違う。地域社会での役割

を果たしている」という側面は確かにあるように思われた。本誌で榎井論

文が指摘する日本の夜間中学も、昼間の中学校では対応できない教育ニー

ズを浮き彫りとし、その制度的意図を超えて現場の力で多様に展開してい

るようである。そのような学校の役割を認め、そこへ通う生徒たちのニー

ズに寄り添うことは、メインストリームの教育とは異なる教育資源を蓄積

することを促すだろう。そのようにして蓄積された教育資源が、昨今の

COVID-19 のような未曾有の困難に直面した際に、思いもよらない力を

発揮してくれるのかもしれない。筆者は、そのような「余力」や「多様性」
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を制度の片隅にでも残すことが持続可能な社会を実現していくうえで不可

欠なことだと思う。

　本研究の課題のひとつは、サンプル数が圧倒的に少なく、本研究で明ら

かになったニーズが他の地域の事例にも当てはまるかどうかの検証が不十

分なことである。また、私立校に通う少数派のニーズに焦点を当てようと

した点で、比較的マイナーな研究といえるかもしれない。さらに、政府の

財政難から、まずは公立校の普及を優先することが必要で、少数派の私立

校に対するニーズの優先順位は低いという反論もあるかもしれない。しか

し、確かに少数派ではあるが、先に述べたように持続可能な開発目標の時

代には、少数派のニーズの確保こそ重要であるだろう。

　法律上、ケニアに暮らす子どもたちのすべてに無償の基礎教育機会が保

障されている。その基礎教育を提供する機関に、私立校も含まれている。

学校教育は学力テストを競うためだけのものではない。私立校が、公立校

にある課題を克服し、公立校の学力ピラミッドから外れた子どもたちも含

む「万人のための教育」を実現するために、重要な公的役割を担ってきた

ことを忘れてはならないだろう。ケニアの無償化政策が今度どのように機

能し、私立校をいかに教育制度へと位置付けていくのか、今後の展開を引

き続き注視していきたい。

注

1 ここでは政府雇用教員とは別に、不足教員を補うために各学校が雇用している学校雇用

教員のことを指す。なお、政府雇用教員は政府から賃金が支払われてる有資格教員である。

公立校においても、必要な教員数を政府雇用教員だけで賄うことができないため、各学校

の予算で学校雇用教員が働いている。

2 筆者はこれまでにケニアで英語を教えた経験はなく、また、教員資格も有していない。ケ

ニアへの滞在期間は1か月弱と短期であると伝えてもなお、「給料は払う。練習だと思えば

いい」とのことであった。
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Abstract
 In 2018, Kenya introduced the Free Secondary Education Policy for public 
schools. The author visited four low-fee private schools in rural areas in 2018 and 2019 to 
investigate their management practices and students' motivations for choosing these private 
schools. This paper is based on Ogawa (2021), examined the role of low-cost private schools 
in secondary education, and considers the publicness of private schools in addressing 
educational inequalities. The findings of the field work showed that all the schools had 
experienced instability due to low enrolment, particularly after the policy was implemented 
in 2018. The decline in the schools’ income also affected the quality of education. However, 
the results suggest that some students prefer to complete their education at private schools 
as low-expense-boarders, or as beneficiaries of fee discounts. Other students choose private 
schools to avoid overcrowded classrooms, travel far and especially when they are excluded 
from public schools. Public schools are supposed to be the least expensive and the most 
open to all. However, there were certain students with special needs who could not benefit 
from this, and these went to private schools. This study argues that despite limited learning 
resources, private secondary schools in rural Kenya have an important place in the public 
education system outside of the academic pyramid of public schools. This study concludes 
that private schools did not simply increase inequality, but had the potential to have 
publicness and to achieve equity by providing a variety of educational opportunities for 
various individuals.

The publicness of low-fee private schools in 
secondary education in Kenya: their roles in 
education inequality

RESEARCH ARTICLE

Miku OGAWA

Keywords : Low-fee private school, low-cost private school, public education, 
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夜間中学の「あってはならない」から
「なくてはならない」へ
法制度化への経緯と今後の課題

　夜間中学は、日本の近代的学校教育制度である義務教育制

度の成立とともに、経済的・社会的な理由でそこに包摂され

ない子どもたちを救済する、暫定的な場として学校教員た

ちを中心に形成されてきた。国からは早期廃止を求められ、

「あってはならない」学校とされた。1960 年代後半からは、

義務教育を保障されてこなかった様々な人びとの「教育を受

ける権利」を取り戻す学校として再定義され、引き揚げ者や、

在日韓国朝鮮人、障がい者や、移民・難民が入学するように

なった。夜間中学を支えてきたのは全夜中研という教員や生

徒など学校現場と関係する人びとによる組織であり、50 年

に渡りその制度化を要請し続けた。日弁連の働きかけもあり、

2016 年教育機会確保法が成立し、夜間中学の拡充が目指さ

れることになった一方、政府が、対応しきれないと思われる

外国人労働者の問題や不登校・引きこもり問題への対応策を

夜間中学に求める可能性も高くなった。法制度化の中で、学

校教育制度に対峙してきた夜間中学の自律性がどう保たれる

のかが今後注目される。

榎井 縁

１．はじめに
２．夜間中学の歴史と「あってはなら

ない」意味
３．新たな課題としての外国人の受け

入れと不登校問題
４．法制度化「なくてはならない」へ

の経緯
５．夜間中学のこれらから

論文

義務教育制度
夜間中学
教育機会確保法
日本語教育
教育のセーフティー・ネット　

大阪大学人間科学研究科；enoi@hus.osaka-u.ac.jp
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１.はじめに

　2022年2月現在、全国の夜間中学校 1 は12都道府県に36校あり、2000人

ほど 2 の生徒が学んでいる。うち5校は2019年以降の設置であり、この4月に

新たに開校予定の学校は4校、来年以降にも6校の新設が予定されている（図

１）。のちにみるように夜間中学が、戦後からはじまり1960年代以降は20 ～

30校で推移していたことをかんがみると、昨年１月国会答弁で、内閣総理大

臣が、今後5年間で全ての都道府県・指定都市に夜間中学が少なくとも1つ設

置されることを目指すと発言したことが 3、現在の夜間中学急増の背景にある

といえる。

　そこには、2014年に夜間中学等義務教育拡充議員連盟が発足し、国に働き

かけ、2016年に教育機会確保法が制定され、義務教育未修了者に教育機会を

確保する責務が明示されたという法的根拠がつくられた経緯がある。それに

よって政策的に「なくてはならない」学校として全国的な設置が求められたの

である。

　しかしそれまで、夜間中学は、戦後日本の学校システムの中で、常に「あっ

てはならない」ものとして義務教育の周縁に存在しつづけ、義務教育から排

除される人びとを受け入れ続けてきた。またそれゆえ、夜間中学の存在を守

り続けたのは常に現場にいる教員や生徒自身であり続けたという特徴も持つ。

さらに加えるなら公立学校である夜間中学と非公立学校に位置付けられる自

主夜間中学がその現場の両輪となり、研究団体として国や自治体に対峙して

きたことも意義深い。

　本稿では、その歴史的経緯をふまえて、時代による対象者の変化に柔軟に

応じてきた夜間中学を整理するとともに、法制化された今後の課題について

も展望することを試みたい。

２．夜間中学の歴史と「あってはならない」意味

　夜間中学という学校が、学校教育法の第一条で定義されて存在するのか、

といえばそうではない。「法にない学校」として草の根で誕生し、制度上は二



未来共創  第 9 号（2022） 175

特集　教育と格差

図１：全国夜間中学校の設置状況
2021 年 11 月 19 日　第 67 回全国夜間中学校研究大会・大阪大会での文部科学省初等中等教
育局初等教育企画課教育制度改革室室長白石俊氏の報告資料より筆者が編纂

○ ⾚⾊が既に夜間中学がある地域（１２都府県）
（千葉県・神奈川県・兵庫県は、千葉市、相模原市、姫路市で
新規開校検討中!

○ オレンジ⾊が新規に夜間中学の開校予定がある地域（３道県）
○ ⻩⾊が新規開校に向けて検討が進められている地域（４県）
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部授業を行う公立中学校の夜間学級や分校とされ 4、実際にはその枠を超え

た独自の教育文化を育んできた（江口2021）。まずは、その夜間中学の歩みを、

江口（2021）を引用しながら、六つの時期（成立期、縮小期、再編期、拡充多

様化期、グローバル期、制度化期）に分けて簡単に外観し 5、「あってはならな

い」といわれてきた意味について明らかにしたい。

　まず、その前史として、明治以降における急速な近代的学校教育制度の

整備がある。当時すでに小学校6年間の義務教育制度の原型が成立しており、

一九〇〇年代文部省の把握によれば、就学率は90％を超えていた。しかし子

どもは貴重な労働力であり、かつ学費は家庭の負担となるため、貧困家庭で

は子どもを学校に通わせることが難しく、学校に対する忌避意識も実際には

強く存在した。そうした中、スラム地域の「特殊小学校」、昼働く子どものた

めの「夜間小学校」、年下のきょうだいの面倒をみなければならない子どもの

表１：公立夜間中学校の設置校数・在籍生徒の推移と時期区分
江口怜　 大阪大学未来共創センターオープンプロジェクト「マイノリティ教育ラボ・夜間中学
プロジェクト」での発表資料（2020 年 8 月 20 日）より
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ための「子守学校」などが各地につくられていった。しかし、小学校段階での

中途退学者は後を絶たず、小学校を卒業することが普通になったのは1930年

代になってからであった。

○成立期（1947~54）：

　日本敗戦と新憲法・教育基本法整備の中、1947年より男女共学・単線型９

年（六三制）の義務教育制度が整備され、市町村設置の新制中学が誕生した。

しかし、戦後の混乱、貧困、差別を背景に不就学者は数万人、長期欠席者は

数十万人にのぼった。

　1947年10月、大阪市立生野第二中学校に「夕間学級」が開設された。これは、

学校に来ない子どもたちの家庭を回った教師が「夜なら通える」と聞いて、自

主的に始めたとされている。その後、被差別部落や漁村、産炭地、零細工業

地帯など学齢の不就学・長期欠席児童生徒で、中間就労・家事労働に従事する

もののための学級が、教師や自治体の判断で草の根で開設が広がっていった。

夜間中学は50年代で全国90 ～ 160校開設の形跡があった。

　しかし、単線型の義務教育制度の完遂を目指していた文部省、中学校長会、

日本教職員組合などから夜間中学は「あってはならない」学校とされたため、

1954年に夜間中学を開設した中学校の校長や教員らが、全国中学校夜間部教

育研究協議会（現全国夜間中学校研究会＝全夜中研）を結成し、その意義を訴

えていくことになる。第一回大会では、戦後の義務教育制度の理念を評価し、

本来あってはならないことを認めた上で、子どもの収入なくしては一家の生

計維持が不可能などの現状から「なくてはならない」ことが主張された。

○縮小期（1955~66）：

　高度経済成長と産業構造の転換によって、不就学・長欠児が減少したため、

夜間中学も減少した。それと同時に日本社会は、文字の読み書きができ、中

学校まで卒業していなければ生活・生存が困難な「学校化社会」や「文字化社会」

へと急速に変わっていった。学校教育は経済競争や学力競争の装置ともなり、

学校嫌い登校拒否といった問題も生み出していった。

　日本政府は1960年代に「日本では識字問題は解決済み」と表明したが、そ
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の裏で百数十万人が義務教育未修了のまま社会で生きるという現実があった。

都市部の夜間中学にはこうした人びとが学びを求め訪れはじめた。

　この時期に地域間・階層間格差も広がり、「学校化社会」や「文字化社会」か

ら取り残された漁村や産炭地、被差別部落地域などに夜間中学は存続した。

またこの時代、福岡炭鉱地域では部落解放運動の中で識字運動がはじまった。

○再編期（1967~73）：

　1966年11月に行政管理庁が年少労働者問題に関する行政監査を行い、そ

の勧告の中で、文部省に対して児童労働の容認につながる夜間中学の早期廃

止を求めた。東京の荒川九中夜間中学卒業生高野雅夫はその勧告を「死刑宣告」

と受け止め、荒川九中の教師や生徒と映画をつくり、夜間中学廃止反対を求

める全国行脚を開始した。その結果、1969年に大阪の天王寺中学校に夜間学

級が新設され、その後、夜中は廃止から増設へ一挙に変化していった。

　それまで夜間中学はどちらかというと、救済や恩恵の対象に位置付けられ

ていたが、「教育を受ける権利」の保障、さらに生存権の保障と結びつけて認

識されるようになったのは、高野らの運動により、夜間中学が、貧困や差別

の中で奪われた義務教育を受ける権利を取り戻すための学校として再定義さ

れたからである。

　この時期に、部落解放運動、障害者自立生活運動といった市民運動や、在

日朝鮮人教育、同和教育などの学校現場の実践ともクロスオーバーしながら

夜間中学が注目されるようになる。また、中学校を卒業しながらもほとんど

学ぶことができなかった形式卒業者の問題もとりあげられるようになった。

○拡充多様化期（1974~89）

　関東・関西を中心に夜間中学の新設が進み、学校の運営体制・教育条件は、

徐々に整備されていく。1965年の日韓条約や1972年の日中国交回復なども

あり、韓国や中国からの引き揚げ帰国者などの入学が急増、東京の夜間中学

では日本語学級が設置された。また、在日朝鮮人、就学猶予・免除を受けた

障がい者、登校拒否経験者、インドシナからの定住難民なども入学しはじめる。

この時期にはじめて、公立夜間中学校開設を求める動きの中で、奈良県や川
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崎市などを皮切りに自主的な学びの場としての「自主夜間中学」が開設されは

じめた。

　1985年には国際成人教育会議において学習権を基本的人権とするユネスコ

学習権宣言が採択され、ブラジルの教育学者パウロ・フレイレの識字教育思

想やその実践にも一目がおかれるようになり、夜間中学の生徒自らの主体化

や解放といった側面が尊重されるようになった。

○グローバル化期（1990~2013）：

　国際結婚の増加や、1989年の出入国管理ならびに難民認定法の改定等を受

けた南米からの日系人労働者など日本で暮らす外国人が激増し、夜間中学に

もグローバル化の波が押し寄せる。夜間中学の現場では、行政に社会教育と

しての日本語教育の場を増やすことを求めながらも、日本社会で生き抜くた

めの基礎的な日本語学習のあり方を模索していくことになる。

　また、1990年の国際識字年、2003年に始まる国際識字の10年を機に、被

差別部落の識字学級、地域日本語教室、在日朝鮮人の識字教室、韓国の識字

運動との連携が進む。

　国際識字年を通し地域ネットワークが進み大阪（東生野中、太平寺中＝現・

布施中）、奈良（畝傍中）に新たな夜間中学が誕生する。九州・沖縄・北海道・

四国では新たな自主夜間中学が開かれ、公立夜間中学開設を求める動きも広

がる。

　そうした中で、全夜中研は、2003年日弁連に人権救済申し立てを行い、日

弁連は2006年政府に「学齢期に就学することができなかった人々の教育を受

ける権利の保障に関する意見書」を提出する。

○制度化期（2014~ 現在）：

　前夜中研の国会議員への働きかけや法制度化を求める動きの中で、2014年

に夜間中学等義務教育拡充議員連盟が発足、文科省は夜間中学全国調査を実

施し、文部大臣が「全都道府県に最低でも一校の夜間中学が必要」という答弁

を行う。2015年に文科省は「形式卒業者（入学希望既卒者）」の入学を認める通

知を出し、夜間中学での特別な教育課程編成を認める等、いままで放置され
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てきた制度面での整備を進めた。

　2016年に「教育機会確保法」制定され、はじめて義務教育未修了者に教育機

会を確保する地方公共団体の責務が明示される 6。　

　こうした経緯があり、冒頭の2021年3月に内閣総理大臣答弁「今後5年間に

全ての都道府県・指定都市に夜間中学が少なくとも1つ設置されることを目指

す」がなされ、2022年現在では雨後の筍のように夜間中学設置が各地で進め

られている 7。

　夜間中学は、理想の制度と現実の離反や矛盾の中で、子どもの生活の現状

をふまえ、当初からメインストリームと対峙する形で成立したことに特徴が

ある。表１の設置校数と在籍生との推移と時期区分を見ると、夜間中学は成

立期から縮小期にかけては、経済的・社会的理由で学校制度そのものからは

み出てしまった義務教育対象にある子どもたちを主な対象としたものである。

ゆえにそのような子どもの数に合わせて夜間中学も増減していることがわか

る。

　しかし、1970年代からの学校の微増、そして生徒数の激増は、夜間中学の

役割が未就学・長欠児の救済から大きく転換したこと示している。その象徴

とされる人物が高野雅夫である。全夜中研の資料を分析した浅野（2020a）に

よれば、夜間中学はそれまで既存の義務教育が生み出した不就学者の受け皿

としての役割から、憲法を背景とした教育の機会均等の原則を保証するもの

として、既存の義務教育のあり方に対する批判・異議申し立てを孕んだ独自

の抵抗的な義務教育機関へと変化したという。また同時に夜間中学増設を求

める運動の担い手も教員から、当事者やその支援者へとシフトした。つまり、

救済から権利の保障へと変化を遂げ、学齢超過の義務教育未修了者に対する

新たな使命と任務を自覚し始めるターニングポイントをここに見ることがで

きる。

　また、1965年の日韓基本条約締結後、韓国引揚者を受け入れる日本語学習

機関がなく「救急中学校」として1971年に東京都内の3校の夜間中学校に暫定

措置として日本語学級が設置されたこと（関本2018）は、日本国民・日本語話

者という狭義の義務教育の枠を現場側から崩したといえる 8。
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　1970 ～ 90年代までに増加した生徒に関し浅野（2020b）は、ポスト・コロニ

アルの世界史的文脈で①在日韓国朝鮮人、②引揚帰国者、③移民、④難民を

挙げている。次節の表2をみるとわかるように、全夜中研は、夜間中学校生

徒の属性について、日本人と、この4つのカテゴリーに加え、その他の外国

人という把握をしている。

　差別や貧困、過去の戦争や植民地支配という歴史的認識の上に日本国籍者

以外の人びとが認識され、日本政府に義務教育保障を求めることが難しくな

る中、国際的な学習権の保障や識字運動などの潮流も相まって、日本語学習

をする機会が十分でないその他の外国人を受け入れたといえよう。加えて、

就学免除・猶予されていた障がい者、登校拒否経験者など、学ぶ権利を奪わ

れてきた人々への視座の拡がりもみられた。

　夜間中学は、戦後の成立期以来、義務教育制度からこぼれ落ちる生徒たち

を受け止める、本来「あってはならない」所に位置付けられ続けてきた。しかし、

そこに拘り続けるゆえに、本来教育を保障すべき学校が機能していないこと

を、証し、告発する役割も担ってきたといえる。

表 2：公立夜間中学の生徒の属性の推移（1990 〜 2019 年度）
江口怜　大阪大学未来共創センターオープンプロジェクト「マイノリティ教育ラボ・夜間中学
プロジェクト」での発表資料（2020 年 8 月 20 日）より
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３．新たな課題としての外国人の受け入れと不登校問題

　ここでは、夜間中学の中でも近年大半を占めるようになった外国人と、こ

れから課題となっていくであろう不登校・引きこもりの問題について、現行

の夜間中学の取り組みを外観する。そのことによって、後にみられる法制度

化以降の夜間中学のありようについて考えを深めていくことができると思わ

れる。

3-1. 激増する外国人生徒と日本語教育

　文科省の調査によれば 9、2019 年に夜間中学で学んでいる生徒は全国で

1742 人、うち日本国籍を有しない者は８割にあたる 1384 人で、40 歳未

満が６割を占めている。国籍別にみると、中国 532 人（38.4%）、ネパー

ル 272 人（19.7%）、韓国・朝鮮 156 人（11.3%）、ベトナム 154 人（11.1%）、

フィリピン 94 人 (6.8 %)、タイ 29 人（2.1%）、ブラジル 21 人（1.5%）となっ

ている。入学理由としては、654 人（47.3%）が「日本語が話せるように

なるため」、254 人（18.4%）が「（日本語の）読み書きができるようにな

るため」で大半を占めている。

　1990 年代から 2000 年代にかけての外国人生徒の激増 10 の背景には、

少子高齢化が深刻になった日本社会の底辺を支える安価で不安定な労働

力（「外国人材」）の導入がある。国としての統合を目指す日本政府が、彼

らを移民としては認めないため、彼らの日本語等の教育機会の保障はされ

てないこと（榎井 2021）が夜間中学の在席数に反映したものと思われる。

現在その数は在籍総数の 8 割以上を占め、どの夜間中学でも外国人のいわ

ゆる日本語教育が大きな課題となっている。

　外国人が日本語教育を求めて夜間中学の門を叩くことについて、夜間中

学は義務教育課程を保障するための学校であるから、日本語教育のみを求

める場合は入学を断ることが原則だとされてきた 11。しかし、安価で重労

働といった劣悪な労働状況や不安定な雇用、在留資格の問題などを抱えな

がら、その中で少しでも日本語を学びたいという外国人の希望を受け止め
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る場として夜間中学が機能しているのが現状である。

　夜間中学で働く安野（2019）は、JFC（ジャパニーズ・フィリピノ・チ

ルドレン＝日本とフィリピンの親から生まれて子ども）の支援をきっかけ

にその母親たちに日本語を教えることになり、学習の継続のために夜間中

学をすすめた。しかし人手の足りない介護施設で働くフィリピン人女性は、

入学はしたものの、仕事に忙殺されて登校もままならない。安野は生命に

直結する仕事であればこそ、日本語や日本文化の知識を増やしてほしいと

の思いをもちながらも、彼女らの現状を受け止めている。夜間中学にニュー

カマーの生徒が増えてくるとともに「日本語学校」と重ねて話題とされる

ことについては、日本語の読み書きにさほど苦労を感じない人でもこの社

会で生きていくことに困難をかかえることを見れば、日本語学校であると

かないとかいう議論は問題の中心でないだろう断言している（安野 2019: 

325）。

　また、夜間中学に従事する多くの教員は、日本語教育を行うことに対し

て「非専門家」であると認識しており、生徒からのニーズはあっても、日

本語教育のプライオリティが教員の中では必ずしも高くはないといわれて

いる（奥元 2020）。だからこそ、専門家との連携が重要だという議論もあ

れば、高橋（2018）のように日本語を専門とするものが、現場の参与観察

を通して日本語教育や教科教育を超えた「生きる力を育む教育」を見いだ

すケースもある。

　担任の先生は「助詞を直すとか、文法を訂正するとか、そんなんどうで

もいいんですわ。これが彼が伝えたいものすべてやと思うんです。いち

いちなおす必要ない」と話していた。教えるのではなく、対等な関係で相

手の思いを受け止めるこのような関係性を、田中は「教育を支える交感性」

とよんだ。仕事が終わってから走ってやってくる外国人労働者たちの人

生を丸ごと抱えるかのような教育といえよう（中略）。教材の文章 12 を手

がかりに、自己を重ね、思いを共有し、それを社会の中の自らの立ち位

置や未来につなげていく力の育成であった（高橋2019: 303-304）
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　教員たちは、外国人がなぜ夜間中学にたどり着いたのか、なぜ日本語を

覚えたいのか、なぜ休みがちになるのか、といったニーズの奥にある、彼

らの生活環境や辿ってきた道を眼差している。それはそれまで受け入れて

きた数々の夜間中学生たちの歴史の蓄積があるからといえよう。

夜間中学での新渡日外国人生徒の学びを一言でいえば「外国人労働者とし

ての自覚をもって、社会参加をするちからをつける」ものだと考えている。

多様な雇用形態のほとんど底辺に近いところで働かざるをえない新渡日

の外国人生徒たちが、新自由主義や市場原理主義が渦巻く今日の日本社

会で、格差社会の一方の極、それももっとも悲惨な極に落とし込められ

ないために、働く者の自覚をもって、労働者としての権利を主張し行動

できる力を獲得するようにしておかねばと考える。（生きる闘う学ぶ編集

委員会2019）

　また、今後一層増えていくと思われるのが、労働者として来た外国人の

子ども（呼び寄せあるいは日本で出生するものを含む）たちであろう。義

務教育過程を修了していなくても学齢が超過している場合に最も求められ

るのが夜間中学という場である 13。

　竹島（2021）は、中学校 3 年の途中で学校をやめて来日し、地元の昼間

の中学校に 3 月 28 日に入学し、3 月 31 日に卒業したフィリピン人生徒を

夜間中学で受け入れた経験を振り返っている。手探りでの日本語指導をし

ながらも、「新渡日生徒のなかには、経済的にも精神的にも厳しい状態に

ある生徒がいることを再認識させられました。言葉も通じない、知り合い

もあまりいない日本で、自分の未来を描けるのかどうか（中略）。彼ら彼

女らは、夜間中学校を入り口に日本社会とつながっていくことになります。

そういう使命が夜間中学校にはあると思っています（竹島 2021: 22）」と、

新渡日外国人生徒が社会から疎外されていることを注視している。こうし

たケースが恒常化する場合、高校選抜における外国人特別措置や特別枠が

全国的にも整っていない現在 14、夜間中学の教員が若年層外国人の進路保

障も請け負っていくことになるだろう。
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3-2. 不登校の学齢の子どもたち

　2020 年度「児童生徒の問題行動・不登校生徒指導上の諸課題に関する

調査結果」15 によると、長期欠席のうち小中学校における不登校児童生徒

は 196,127 人（小学校 63,350 人、中学校 132,777 人）で、8 年連続で増

加して過去最多となっている。1000 人あたりの不登校児童生徒は 20.5 人

（小学校 10.0 人、中学校 40.9 人）で、調査がはじめられた 2008 年から倍

増している。また 90 日以上の欠席者が全体の 54.9% を占め長期に渡る不

登校児童生徒が多い。

　不登校に関する要因としては、本人に係る状況としての「無気力・不安」

が半分弱を占めている。不登校児童生徒が学校内外の機関等で相談を受け

た割合は 65.7% であり、学校内で専門的な相談・指導を受けた割合が多

いが、学校外の機関で相談・指導を受けた割合も伸びている。

　文科省は、不登校児童生徒に対する支援推進事業として自治体や民間団

体等が行う、学校以外の場における支援体制を整備するとともに、民間団

体等との連携やアウトリーチ型の支援および校内支援体制や不登校特例校
16 の設置を呼びかけている。

　前述の文科省による 2019 年夜間中学の調査においては、夜間中学を設

置する 27 市町村教育委員会のうち、不登校となっている学齢生徒の受け

入れに向けて検討しているところは１市町村で、ニーズを把握しつつ検討

を開始する予定が 5 市町村、残りの 8 割近くの 21 市町村は検討していない、

としている。しかし、従来から夜間中学は、元不登校・引きこもりの経験

者を多く受け入れてきた（関本 2018）。

　また、不登校経験を克服する生徒の新しい学びの場を昼間部にもち、様々

な事情で義務教育を十分に受けることのできなかった方の学びの場を夜間

部にもつ「昼間部と夜間部の良さを生かし、世代と国籍を超えて触れ合い

学び合う学校」をコンセプトにした全国唯一の中学校についても触れてお

く必要があるだろう。

　京都市立洛友中学校は、その前身の郁文中学校二部学級（夜間学級）の

統廃合の際、夜間中学校に加えて昼間部に不登校特例校を設置し 17、2007
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年に開講した。実際に中間部と夜間部の生徒の日々の交流の時間や、実技

教科の合同授業が取り組まれている。また、校外学習、球技大会、自然体

験学習、文化祭、修学旅行、民族の文化に触れる集いなどの学校行事を合

同で実施している。学校が狙いを押し付けるのではなく、自然な形で互い

を理解し、交流が深まるように心がけており、昼間部の生徒は、数々の苦

労を経験してきた夜間部の生徒から、同世代の子どもたちだけの社会では

得ることのできない貴重なものを得ているという 18。

　学齢期の子どもの受け入れについては否定的な立場をとってきた夜間中

学ではあるが 19、洛友中学校のこうした取り組みは「夜中という空間だか

ら、のびのびできたり、リフレッシュできたり、安堵できることがあるん

じゃないか。日本の子でも、昼の学校からはじき出されそうになっている

子の支えになったらいいんじゃないか。それを一つのステップにして、交

流でも体験でも、夜中ならすることができるのじゃないかと思うことがあ

る」（韓 2018）という見方にもつながっている。

４. 法制度化「なくてはならない」への経緯

　「はじめに」でも触れたが、2014 年以降夜間中学は増設・拡大傾向を示

しているが、その後ろ盾となっているのが、歴史的に夜間中学を認可して

こなかった文科省である。福島（2020）は、これを夜間中学の公教育への

認可と 20 捉え、この過程の分析を通じて公教育制度変容の動態の可視化を

試みている。

　前述のとおり、全夜中研は文部省が夜間中学校は義務教育違反であり労

働基準法違反であると反対される中で、足立第四中学初代校長が夜間中学

の法的脆弱性を解決するために発足させた。全夜中研は当初より、夜間中

学の法的位置付け、義務教育未修了者の把握、夜間中学増設、自主夜間中

学への経済的支援等を、公立、自主の夜間中学関係者が年に一度の大会に

集い、国や自治体に要望してきたという特徴をもつ。

　全夜中研という組織と構成員による半世紀にわたる教育条件整備要求と

それに対する行政の対応という歴史があったからこそ 21、日弁連への人権
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救済申し立てや日弁連の国への意見書提出でも進展しない現状をふまえ

て、全夜中研は、2009 年から議員立法成立を目指して超党派の国会議員

へ働きかける。

　2014 年 4 月に超党派「夜間中学等義務教育拡充連盟」が結成され、議

員立法に向けての動きが活発になると同時に文科省の夜間中学政策が転換

しはじめた。2015 年には超党派フリースクール等議員連盟・夜間中学義

務教育拡充連盟合同総会で「義務教育の段階に相当する普通教育の多様な

機会の確保に関する法律案」が提案され、2016 年 12 月 14 日に「義務教

育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律」

が成立する。もちろん政治主導を可能にした背景にある、次に挙げるよう

な社会情勢の変化は看過できない。

　一つは外国人労働者への対応である。2018 年 12 月に政府は「外国人材

の受け入れ・共生のための総合的対応策」を定め、2019 年 4 月から入管

法を改定することを決定した。いわゆる単純労働に近い人びとが制度上も

導入されることとなるが、その日本語支援の対応にあたっては、日本語教

育を含む夜間中学の教育活動充実等の教育機会の確保に関する施策を推進

するとしている。また、このことは、2019 年 6 月 28 日に公布・施行され

る「日本語教育の推進に関する法律」ともつながっている 22。

　また、もう一つは増加する不登校の児童生徒についてである。教育確保

均等法には、超党派フリースクール等議員連盟からの要求もあり、様々な

立場からの論争が起こったが、全夜中研はフリースクール関連に関しての

見解は示さなかった。義務教育機会均等法が成立する直前の 2016 年 9 月

文科省「不登校児童生徒への支援のあり方について（通知）」では、（4）

不登校児童生徒に対する多様な教育機会の確保として「不登校児童生徒の

一人一人の状況に応じて、教育支援センター、不登校特例校、フリースクー

ルなどの民間施設、ＩＣＴを活用した学習支援など、多様な教育機会を確

保する必要があること。また、夜間中学において、本人の希望を尊重した

上での受入れも可能であること」と明記されている 23。

　浅野（2020b）は、政府が夜間中学を「不登校者・形式卒業者の受け皿」

と位置付ける以上、受け皿は「落ちこぼし」の増産となり「免罪符」とな
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ること、また外国人若年不就学者の受け皿となればキャリアが付随し能力

主義・学歴社会への包摂を余儀なくされること、そして公立義務教育の新

自由主義的な多元化・複線化が推進されより一層の選別装置として働く可

能性があることに警鐘を鳴らしている（浅野 2020b: 92）。2020 年に閣議

決定された「経済財政運営と改革の基本方針（骨太方針）2020」に多様な

生徒を受け入れる夜間中学の設置を促進する、と明記されたことについて

も気に留めておかなければならないだろう。

　

５. 夜間中学校のこれから

　以上みてきたように、夜間中学校は半世紀以上に渡って「あってはなら

ない」という義務教育の周縁に存在し続け、義務教育から排除される人び

とを受け入れ続けてきた。そして「なくてはならない」ことを訴え続けて

きた。その歴史の特徴は１節で見てきたとおりであり、生徒の受け入れは、

救済的・恩恵的・暫定的なものから、「教育を受ける権利」の保障、さら

に生存権の保障と結びつけて認識されるようになり、貧困や差別の中で奪

われた義務教育を受ける権利を取り戻すための学校として再定義された。

　そうした現場に支えられながら全夜中研が夜間中学の屋台骨になって

きたことは数多くの夜間中学に関する先行研究（江口 2016; 2020; 浅野

2020a; 2020b; 関本 2017; 福島 2020）によっても明らかにされてきた。全

夜中研というアクターがあったからこそ、2014 年からの政治の介入が可

能となり法制度化を「勝ち取った」といえるだろう。しかし、法制化や予

算化には様々な枷が加えられ、浅野（2020b）が憂慮する新自由主義的な

ものに絡めとられる可能性も考えられる。5 年以内に全国に夜間中学がで

きることは喜ばしいことであるとともに、これまで実際は義務教育制度

の枠を超えて培ってきた独自の文化を継承していくことができるのだろう

か。

　2021 年 3 月中教審答申「「令和の日本型学校教育」の構築を目指して～

全ての子供たちの可能性を引き出す、個別最適な学びと、協働的な学びの

実現～」においては、9 年間を見通した新時代の義務教育のあり方について、



未来共創  第 9 号（2022） 189

特集　教育と格差

義務教育を全ての児童生徒等に実質的に保障するための方策として、義務

教育未修了の学齢を超過した者等への対応に夜間中学があげられている。

教育のセーフティーネットとして質・量ともに充実していく必要があるこ

と、全ての都道府県に少なくとも一つの夜間中学が設置されること、多様

な生徒に対応するため日本語指導補助者や母語支援員、スクールカウンセ

ラーを配置「チームとしての学校」を推進することがうたわれている。

夜間中学は、それが必要な人にとって「駆け込み寺」だと思う。「駆け込み

寺」にやってくる人を、入り口で追い払うことはできない。といって、す

べてを受け入れることなど不可能であるし、そんな条件など、現場の夜

間中学にはない。また、夜間中学のあるべき姿でもないだろう。

　だけど、「庇・ひさし」を伸ばして、話を聞いて、一緒に考えること、

しばらくの「雨宿り」や「日除け」の場にしてもいいのではないか、と思う。

しかるべき、本来その任務にあたる行政機関などにつなぐこともできる

と思う。その支援されることの少ない人たちの生活の一部でも変えてい

けたらと思う（安野2021: 324-325）。

　夜間中学は、自分たちが現教育体制側にいるからこそ、その対象を決め

ることは不可能だと自覚し「生徒のつきつける問題にたじろぎ、おたおた

し、よたよたついて」きた 24。そして時に、生徒（現場）とともに行政に

も対抗してきた 25。つまり「なくてはならない」という制度化とともに、

制度化されることによりそこからまたこぼれ落ちるものを受け止められる

場であり続けるのが夜間中学なのではないか。

　従来の「駆け込み寺」が、成文化された狭義の「教育の場におけるセー

フティーネット」にならないように、学校教育制度に常に批判的であった

夜間中学の自律性が、今後どう保たれるか、その動向が注目される。

本論考を書くにあたり、大阪大学未来共創センターオープンプロジェクト「マイ

ノリティ教育ラボ・夜間中学プロジェクト」のメンバーでもある江口怜氏に、特

に 2020 年 8 月 20 日の研修会を含め、大変お世話になった。改めて、御礼申し
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上げたい。

注

1 江口（2020）は、「戦後の新学制下において不就学・長期欠席児童生徒および義務教育未修

了者に義務教育を保障することを主たる目的として開設された、公立中学校の教師が関与

しながら夜間に授業を行う学級や分教場等」を総称して「夜間中学」と呼称する、としてい

る。また、全国夜中研では公立の夜間学級や夜間の分校を「夜間中学校」、自主夜間中学と

公立の夜間中学校を加えた呼称を「夜間中学」としている。「夜間中学」は通称であるが、文

部科学省を含む政府の文書には「夜間中学」の名称が用いられることが通例となっている。

本論考では基本的には「夜間中学」を使用する。

2 夜間中学の生徒数については、入手可能だった令和元年度夜間中学等に関する実態調査（文

部科学省）の数1729人をもとに、その後増加が見込まれると推測されるため、2000人程度

とした。

3 令和3年1月25日　衆議院予算委員会　菅内閣総理大臣答弁：内閣総理大臣（菅義偉君）「夜

間中学は、高齢の方々や不登校経験者など、十分な教育を受けられなかった方々に対して、

また、日本で生活する外国人の方々を受け入れる重要な役割を果たしていると認識してお

ります。（中略）引き続き、夜間中学の教育活動を支援するとともに、今後5年間で全ての

都道府県・指定都市に夜間中学が少なくとも1つ設置される、このことを目指し、全知事

会や指定都市市長会の協力を得て、取り組んでいきたい、このように思います。」

4 根拠となるのは、学校教育法施行令第25条、市町村立小中学校等の設置廃止等についての

届出にある「市町村の教育委員会又は市町村が単独で若しくは他の市町村と共同して設立

する公立大学法人の理事長は、当該市町村又は公立大学法人の設置する小学校、中学校又

は義務教育学校（第五号の場合にあつては、特別支援学校の小学部及び中学部を含む。）に

ついて次に掲げる事由があるときは、その旨を都道府県の教育委員会に届け出なければな

らない。」の5項「二部授業を行おうとするとき」とされている（大和田2017）。

5 全夜中研の資料を素材に夜間中学とその生徒の変遷過程を外観し、社会変動論の視座から

考察した浅野（2020a; 2020b)は、戦後混乱期（1947 ～ 54）、高度経済成長期（1956 ～ 69）、

国内的「調整」と国際化（1970 ～ 98）、グローバル化とディアスポラ (1999 ～ 2018)の4の

画期に分けている。

6 義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関する法律（議員立法

平成28年12月14日公布）第14条　地方公共団体は、学齢期を経過した者（その者の満六

歳に達した翌日以降における最初の学年の初めから満十五歳に達した日の属する学年の終

わりまでの期間を経過した者をいう。次条第二項第三号において同じ。）であって学校にお

ける就学の機会が提供されなかったもののうちにその機会の提供を希望する者が多く存在

することを踏まえ、夜間その他特別な時間において授業を行う学校における就学の機会の

提供その他の必要な措置を講ずるものとする。第15条　都道府県及び当該都道府県の区域

内の市町村は、前条に規定する就学のきかいの提供その他の必要な措置に係る事務につい
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ての当該道府県及び当該市町村の役割分担に関する事項の協議並びに当該事務の実施に係

る連絡調整を行うための協議会（以下この条において「協議会」という。）を組織することが

できる。

7 文部科学省によると、準備2年、開設後3年の計５ヶ年の補助事業を、期間を区切って行

うことで夜間中学未設置の43地域の設置を2022（令和４）年度までに促すという。同年度

の予算要望額は75百万円となっている（2021（令和３）年11月20日第67回全国夜間中学

校研究大会　文部科学省初等中等教育局初等中等教育企画課教育制度改革室長白井俊「夜

間中学校の必要性と文部科学省における取り組みについて」より）。

8 関本（2017）によれば、髙野雅夫や夜間中学関係者が都議会に「夜間中学における引揚者の

日本語学級開設及専任教師配当に関する請願―引揚者センター建設に向けての暫定的措置

に対して」を提出し採択された結果だという。満洲からの引揚の中で孤児となり無国籍の

まま生き、荒川区立第九中学校夜間学級にたどり着いた髙野雅夫の動きがあったからこそ、

狭義の国民教育の枠を破ることができたのだと推測される。

9 https://www.mext.go.jp/content/20200619-mxt_syoto02-100003094_111.pdf　2022年2月

28日最終閲覧

10 表2において、その他の外国人数が減っているのは1995年の阪神淡路大震災と2011年の

東日本大震災の影響を受けているものと推測される。

11 筆者が教育委員会で何度か尋ねた時の返答である。教育機会確保法が施行されるまでは「夜

間中学は日本語学校ではありません」「日本語だけを勉強される方は入学できません」と断

ってきた（生きる闘う学ぶ編集委員会2019）。

12 この教材とは外国にルーツを持つ子どもたちが書いた作文やスピーチを集めた文集から抜

粋された文章である。同論考ではインドネシアルーツの小学校2年生の作文「ぼくの　お母

さんは　日本の　大学に　来ていました。ぼくたちは　インドネシアに　いました。　ぼ

くはお母さんが　いないので、とてもさびしかったです。」とそれをベースに生徒が授業中

に書いた文章「そして　９がつの　さいご　それは　たのしみにだよ　なぜ　ゆと　きゅ

ろ　もらえる　にち　です」（ネパール男性10代）が取り上げられていた。

13 小島（2020）は、主に日系南米人で義務教育過程において不就学となり学齢超過となった者

たちの受け皿として夜間中学校を求めているが、現在東京や大阪等で劇的に増えているネ

パール人は、学校制度の違いから9年の義務教育を受けておらず、学齢超過で呼び寄せら

れるケースが多い。また彼らの「家族滞在」ビザは日本の公立学校に就学したかでその後安

定したビサへの変更が可能となったため、輪をかけて義務教育制度の保障が必要となって

いるという背景がある。

14 2022年3月外国人生徒・中国帰国生徒等の高校入試を応援する有志の会の調査によると、

都道府県公立高校の入試において、ルビ打ちなどの配慮を行う「特別措置」をとる都道府

県は全体の7割、募集定員を別におく「特別枠」がある都道府県は全体の4割強でそのうち

定員の確保があるのは9地域であることがわかっている。また対応する高校の数等も地域

によりまちまちであり、外国人の高校進学に関する対応はいわゆる現場任せとなっている。
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調査の結果についてはhttps://www.kikokusha-center.or.jp/shien_joho/shingaku/kokonyushi/
kokonyushi_top.htm　2022年2月28日最終閲覧

15 https://www.mext.go.jp/content/20201015-mext_jidou02-100002753_01.pdf　2022年2月

28日最終閲覧

16 不登校児童生徒の実態に配慮した特別の教育課程を編成して教育を実施する必要があると

認められる場合、文部科学大臣が、学校教育法施行規則第56条に基づき（第79条（中学校）、

第79条の6（義務教育学校）、第86条（高等学校）、第108条（中等教育学校）において準用）、

学校を指定し、特定の学校において教育課程の基準によらずに特別の教育課程を編成して

教育を実施することができる。構造改革特別区域法（平成14年法律第189号）第2条第3項

に規定する規制の特例措置である「不登校児童生徒等を対象とした学校設置に係る教育課

程弾力化事業」の閣議決定（平成16年12月10日）に基づき、同法の手続によらずに実施で

きるよう、学校教育法施行規則の一部を改正し、その旨を平成17年7月6日付け初等中等

教育局長通知において周知している。不登校特例校の設置状況は、2021年4月1日現在17
校（うち公立学校8校、私立学校9校）。

17 洛友中学校は不登校特例校の中でも比較的早い設置であった（6番目で東京シューレ葛飾中

学校と同時期）。業務の概要としては「学齢超過の義務教育未修了者を対象とする二部学級

を設置する中学校。二部学級の生徒とのふれあい等を通して、学習意欲向上と集団への適

応を目指す」とされており、17校の中でも特色が際立っている。https://www.mext.go.jp/a_
menu/shotou/seitoshidou/1387004.htm　2月28日最終閲覧

18 「「学舎」―夜間中学と特例校の窓辺からー京都市立洛友中学校⑧」『教育新聞』2018年3月

12日

19 全夜中研内部で学齢時や若年者の受け入れ論争があった。東京の夜中は学齢の不就学・長

欠児を受け入れてきた歴史があるため、学齢児でも柔軟に受け入れるべきという意見が主

流だったが、60年代末から増設が進んだ大阪を中心とした関西圏では、同和教育の基盤の

もと、学齢児の教育保障は昼間の義務教育で行わなければ、学校の責任放棄を助長すると

の意見が強く主張された。そのため、昼間の学校への働きかけをしながら、どうしても厳

しい状況の子どもは受け入れる姿勢が重要というような議論がされていた（江口2016: 43）。

20 文科省は公教育として認可していると公言はしていないし、学校教育法も改正されていな

い。しかし、以下のような夜間中学に関する介入からはそう解釈できるのではないかと著

者は考える。（全国夜間中学研究会2021  「2022年度全国夜間中学研究会要望書」文部科学

大臣、公正労働大臣、各教育委員会教育長宛より）

2015年7月30日　文部科学省「義務教育修了者が中学校夜間学級への再入学を希望した場

合の対応に関する考え方について（通知）」

2016年12月7日「義務教育の段階における普通教育に相当する教育の機会の確保等に関
する法律」成立（2016年12月14日公布、夜中に関しては公布の日から施行。2017年2月

14日全面施行）

2017年1月27日　文部科学省「夜間中学の設置・充実に向けて【手引】」、2017年4月「同（改

訂版）」、2018年7月「同（第2次改訂版）」の通知
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2017年3月31日　文部科学省「義務教育段階における普通教育に相当する教育の機会の保

障に関する基本指針」策定

2017年3月31日　文部科学省「学校教育法施行規則の一部を改正する省令等の施行につい

て（通知）」

：今回の改正等は、義務教育未修了の学齢を超過した者等の就学機会を確保するため、中

学校夜間学級（以下「夜間中学」という）が重要な役割を果たしているところ、今後、夜間中

学校の設置を促進するためにも、夜間中学等の設置を促進するためにも、夜間中学等にお

いて学齢を超過した者に対して指導を行う際にその事情に応じた特別の教育課程を編成で

きるよう制度を整備するものである。

2017年4月1日　文部科学省「義務教育諸学校等の体制の充実及び運営の改善を図るため

の公立義務教育諸学校の学級編成及び教職員定数の標準に関する法律の一部を改正する法

律」の施行。

：都道府県が設置する義務教育所学校のうち①不登校児童生徒を対象とするもの、②夜間

をの他の特別な時間に授業を行うものの教職員給与に要する経費を国庫負担の対象に追加

2017年4月　文部科学省　「夜間中学」に関するリーフレットやポスターを作成。公立夜間

中学校、自主夜間中学をはじめ、都道府県および市区町村などに配布

2017年8月7日東京、8月25日大阪で、全国の都道府県・指定都市教育委員会と夜間中学

設置市区教育委員会を対象に説明会を実施

2019年6月28日「日本語教育の推進に関する法律」公布・施行
2019年6月～文部科学省主催　「外国人児童生徒の教育充実に関する有識者会議」実施（９

回）

2020年7月1日　文部科学省「外国人の子供の就学促進及び就学状況の把握等に関する指針」

2021年2月16日　文部科学省「夜間中学設置・充実に向けた取り組みの一層の推進につい

て（依頼）」

：2021年1月25日衆議院予算委員会における内閣答弁を受けて文部科学省が策定

21 たとえば2003年までの全夜中研の動きとして、以下のようなことがあげられる（江口

2016: 46）

1954年「夜間中学校法制化」について議論、翌年、文部省等に「中学校夜間学級の法的措置

に関する珍実書」を提出

1968年文部事務官の答弁「学齢児は昼間の中学校へ、学齢超過児は成人講座へ」に対し、そ

の後「社会教育路線」として激しく抵抗

1976年行政への要望書「各都道府県に少なくとも一校以上の夜間中学校設置を制度化され

たい」

1985年「要望書」を夜間中学未設置都道府県にも送付が決定

1986年「要望書」を日弁連にも送付決定

1987年「要望書」に「中学校形式卒業者も義務教育未修了者と同じ扱いとして入学を保障す

ること」明記

1990年生涯学習振興法の施行の動向に対し「要望書」に「夜間中学はあくまでも義務教育の

中学校」であることが強調

1992年「要望書」付帯決議に「義務教育未修了者の学習権に関する項目について、日弁連に
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協力を要請する」と明記

1993年全夜中研に日弁連人権擁護委員会から初参加

2000年日弁連に人権救済申立書を提出することを決定

2003年日弁連に人権救済申立書を提出

22 2020年6月30日に閣議決定された「日本語教育の推進に関する施策を総合的かつ効果的に

推進するための基本的な方針」の具体的政策例には次のようなことが書かれている。「夜間

中学は、生徒の約８割を外国籍の者が占めており、本国や我が国おいて義務教育を十分に

受けられなかった者にとって、社会的・経済的自立に必要な知識・技能等を習得し得る教

育機関である。このため教育機会確保法や第3期教育振興基本計画等に基づき、すべての

都道府県や指定都市に少なくとも一つの夜間中学が設置されるよう新設準備に伴うニーズ

の把握や設置に向けた取り組みの支援、地方公共団体向けの研修会の開催や広報活動の充

実を通じてその促進を図る。」https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunka_gyosei/shokan_horei/
other/suishin_houritsu/pdf/92327601_02.pdf2020年2月28日最終閲覧

23 https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/1375981.htm　2020年2月28日最終閲

覧

24 江口怜　大阪大学未来共創センターオープンプロジェクト「マイノリティ教育ラボ・夜間

中学プロジェクト」での発表資料（2020年8月20日）より：「夜間中学校は、義務教育から切
り捨てられ、はじき出されたもののための学校である。その原因に切り捨てはじき出した

当事者である教育体制は、なかなか気づきにくい。したがって、夜間中学校もその一員で
ある現教育体制側から、「夜間中学校の扱う範囲はこれこれ」と決めることは、不可能なの
だ。何年たっても、夜間中学校は、生徒のつきつける問題にたじろぎ、おたおたし、よた

よたついてゆく。それが夜間中学校なのだ。夜間中学校とは救急中学校。道に倒れている

者があれば、だれであろうと、何が原因であろうと、とにかく入学させ、その回復をはかる。

これが唯一の旗じるしなのだ（1973年、都築達郎氏、大田区立糀谷中学校夜間学級）」

25 徐（2005）の論考に詳しい。また、現在大阪市において、文の里夜間中学校と天王寺夜間

中学校の統合移転計画が教員不足や効率化といった観点で出されているが、生徒会・同

窓会等を中心に「学ぶ生徒や学びたい生徒がいる」学校を廃校にしないでほしいという陳

述を行い、近畿夜間中学校生徒連合会が4万4千筆の署名を市教育委員会に提出している

（2022年2月25日 朝 日 新 聞 朝 刊https://www.asahi.com/articles/ASQ2S6J4CQ2SPTIL011.
html?iref=pc_ss_date_article　2022年2月28日最終閲覧）
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Abstract
 With the establishment of the compulsory education system, Japan's modern 
school education system, night junior high schools were formed mainly by school teachers 
as a temporary place to help children who were not included in the system for economic and 
social reasons. In the late 1960s, the school was redefined as a school that restored the "right 
to education" to various people who had not been guaranteed compulsory education, and 
began to enroll repatriates, Koreans living in Japan, people with disabilities, and immigrants 
and refugees. The night junior high school was supported by the All Night Junior High 
School Association, an organization of teachers, students, and others involved in the school 
field, who have been calling for the institutionalization of the system for 50 years. With 
the encouragement of the Japan Federation of Bar Associations, the Law for Securing 
Educational Opportunities was passed in 2016, which aims to expand night junior high 
schools, while the government is likely to require night junior high schools to address the 
issues of foreign workers, truancy, and withdrawal from school, which the government 
seems unable to address. It remains to be seen how the autonomy of night junior high 
schools, which have been confronting the school education system, will be preserved in the 
legalization process.

From "There Should Not Be" to "There Must 
Be" Night Junior High Schools: The History 
of the Legal System and Future Challenges

RESEARCH ARTICLE

Yukari ENOI

Keywords : Compulsory Education System, Night Junior High Schools, 
Educational Opportunity Act, Japanese Language Education, 
Educational Safety Net
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パンデミックは学校のデジタル教育
に何をもたらすか 1

　2020 年 3 月のパンデミック宣言から世界各国では、なか

でもフランスはどのような教育政策をとってきたのか。何に

注意を払い、そこから何を教訓にできるだろうか。本稿では、

教育格差の拡大を避けるために活用されるべき、遠隔・デジ

タル教育の普及に注目してみたい。言うまでもなく、教育の

デジタル化は必須の学習活動とされ、小学校から導入されて

いる。ICT 教育に限定されず、多くの教科においてデジタル

教材の活用がみられる。フランスでは、こうしたデジタル教

育を地域間格差、学校間格差、あるいは不登校やマイノリティ

の学習の助けとなる道具として積極的に導入するよう考案さ

れている。コロナ禍において、一斉休校や、分散登校によっ

て、否応なしに教師も、児童生徒も保護者もデジタル教材の

利用と遠隔授業を強いられたと言ってよい。その結果、新た

にデジタル資本を持つ家庭か否かや、児童生徒および教師の

力量とも関係し、資本の多寡によるデジタル資本格差に注意

が必要である。またデジタル資本のグローバル化において新

たなデジタル植民地の危険性も生まれた。コロナ禍の学校教

育は、遠隔・デジタル教育の世界的な普及拡大を加速させた

が、その影響について無自覚であってならない。

園山 大祐

1. はじめに
2. パンデミック宣言から 1 年間の取

り組みに関する国際比較
3. パンデミック後の政策動向にみる

フランス的特徴
4. 新たな教育格差としてのデジタル

資本格差とデジタル植民地の回避
に向けて

5. コロナ禍に学校教育が浮き彫りに
した課題

論文

パンデミック
COVID-19
デジタル資本
デジタル植民地
遠隔・デジタル教育

大阪大学大学院人間科学研究科教育環境学講座；sonoyama@hus.osaka-u.ac.jp
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1.はじめに

　2022年1月10日前後の1日当たりのコロナ陽性者数の最大値はアメリカで

146万5千人、スペインで37万2千人、フランスで35万9千人、イタリアで

22万人、イギリスで21万8千人、ブラジルで19万人、インドで17万9千人、

ド イ ツ で12万 人 を 超 え た (Johns Hopkins University CSSE Covid-19 Data)。

世界のCOVID-19の陽性者数は累計3億人を超え、死者も550万人を超えた。

こうした事態を2年前に誰が想像できただろうか。2020年3月11日のパンデ

ミック宣言時にも、1年以上続くと想定できた人は一部の科学者で、一般市

民は、もう少し早く収束すると期待を込めて考えていただろう。筆者自身も

ワクチン接種によって、そう遠くないうちにウィズコロナの時代が到来する

と考えていた一人である。むろん、百年前のスペイン風邪のように3年以上

かかる可能性も覚悟はしていたが、ワクチンや経口薬の開発、医薬学に期待

をしていた一人である。

　しかし、まもなく2年が経過しようとしている。収束を遅らせている原因

の1つは、ワクチン接種の南北格差にある。日本のように2回接種が完了して

いる人が国民の8割近くを占める国は数か国しかなく、少なくない国では未

だにほとんど接種できていない。世界保健機関（WHO）のテドロス事務局長

は「来年こそパンデミックを終わらせ、新たな連帯の時代の始まりにしなけれ

ばならない」2 と述べ、ワクチンの公平な分配に向けて、各国に協力を呼びか

けるが、この2年をみると世界経済同様に医療格差が深刻であることを裏付

けている。先の陽性者数は、発展途上国では、正確な数を把握することがで

きないため、ほとんど意味をなさない数値である。PCR検査数が先進国にお

いても開きがあるため、正確な陽性者数の把握は困難である。

　この2年間に世界では、なかでもフランスの国民教育省はどのような政策

をとってきたのか。我々は何に注意を払い、そこから何を教訓にできるだろ

うか。フランスが注目に値する理由は、経済協力開発機構（OECD）加盟国で

人口1千5百万人以上の国では、学校閉鎖期間が最も短い国の一つであるか

らである。そこで本稿では、教育格差の拡大を避けるために活用されるべき、

遠隔・デジタル教育の普及をめぐる諸課題に注目してみたい。言うまでもなく、
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教育におけるデジタル化は21世紀において必須の学習活動とされ、小学校か

ら導入されている。ICT教育に限定されず、多くの教科においてデジタル教

材の活用がみられる。フランスでは、こうしたデジタル教育はそもそも地域

間格差、学校間格差、あるいは不登校やマイノリティの学習の助けとなる道

具として積極的に導入することが考えられていた。それがこのコロナ禍にお

ける、一斉休校や分散登校によって、否応なしに教師も、生徒も保護者も IT

を使用することを強いられたと言ってよい。その結果、果たしてコロナ禍以

前から存在した格差はどうなったのか。現時点では十分な研究成果が報告さ

れていないが、いくつかの報告書や研究者より遠隔・デジタル教育の普及を

めぐる諸課題に注意が払われているので、まず以下、先行研究を整理してみ

たい 3。

2.パンデミック宣言から1年間の取り組みに関する国際比較

2-1.OECD のレポートから

　OECDは、パンデミック宣言から1年後に遠隔・デジタル教育の取り組み

について調査結果を報告している（OECD 2021a）。その報告書では、次の表

1にみられるように、遠隔教育としてオンラインプラットフォーム、学習教材、

テレビ、携帯、ラジオ、それ以外の学習方法の6つについて小学校（P）、中学

校（LS）、高校（US）の教育段階ごとの取り組みの有無について質問している。

　6つの遠隔教育方法すべてに対応している国はないが、5つ揃えている国（フ

ランス、日本、ニュージーランド（NL、携帯については中高校段階のみ）、ト

ルコ）がある一方、ノルウェーやスウェーデン（SWE）ではほぼ取り組みがな

いとなっている。スウェーデンは、基本的に対面の授業を続ける政策による

もので、国策として集団免疫法を選択し、ワクチン接種に力を注いできたこ

とによる。遠隔教育の方法で最も取り組みが多いのはプラットフォームと学

習教材およびテレビの活用である。
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　表2では、遠隔教育の受講できない生徒への対応について、どのような取

り組みがあるかをまとめている。すべてのリスクに対応している国はないが、

表1同様にフランス、日本、ニュージーランド、トルコが大方の支援を進め

ている。こうしたリスク対応に応えられていないのは、ドイツ、オランダと

なる。全体でみるとマイノリティ言語への取り組みが脆弱なことがわかる。

どの国も移民、強制退去、難民キャンプの学習者への対応と併せて課題がある。

　表3では、教師のワクチン接種を優先した国（19か国）と優先しなかった国

表 1．遠隔・デジタル教育の取り組み状況

表 2．遠隔・デジタル教育を受講できないリスクのある生徒への対応

注）NL（＝ニュージーランド）、SWE（＝スウェーデン）、✓（＝取り組み有り）、
空白は取り組み無しを意味する。以下同じ。

注）GSMC（＝ Global System for Mobile Communications operators）。網掛けの国は無回答。
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（12か国）を示している。調査結果は2021年2月1日時点であり、このあと優

先順位の中に含めた国がある。日本においてはオミクロン株の大流行に至っ

ても、地方自治体の判断に任されていて、国家レベルでは依然として教職を

エッセンシャルワーカーとは認識していない。

教師のワクチン接種を優先した国 一般市民と同様か、特に教師への対策が実施されなかった国

国数 国名 国数 国名

19 エストニア、ドイツ、
スペイン、トルコほか 12 イギリス、フランス、日本、オランダ、ノルウェー、

スウェーデンほか

変更点 国数 国名

感染予防策強化
（机と机の距離など） 21 エストニア、フィンランド、フランス、ドイツ、スペイン、

トルコほか

試験内容の変更
（試験科目数、内容縮小など） 10 スペイン、トルコほか

試験方法の変更（コンピューター
ベース、オンラインなど） 5

延期 17 ドイツ、スペイン、エストニア、フィンランド、ニュージー
ランド、トルコほか

中止と代替する成績評価の導入 9 エストニア、フランス、オランダ、ノルウェーほか

平常点など代替成績の活用 8 フランス、ニュージーランドほか

　表4は、後期中等教育修了試験の実施方法に関する回答をまとめている。

従来の試験実施方法から感染予防策を強化して実施した国と、試験を延期な

いし中止して代替成績の導入・活用をした国がある。コンピューターベース

やオンラインに切り替えた国は少ない。

　表5aは、第1回目の学校閉鎖後の学力格差是正策の有無について示してい

る。リメディアル教育、不利な生徒に焦点化した対策、遠隔学習が受けられ

ない生徒への対応、留年退学リスク回避、高校最終学年や移行学年への支援

は多くの国で取り組まれている。マイノリティへの支援に取り組む国は僅か

表 3．教師のワクチン接種を優先した国としなかった国

表 4．後期中等教育修了試験の実施方法（複数回答）



園山｜パンデミックは学校のデジタル教育に何をもたらすか 204

特集　教育と格差

で、イギリス、ニュージーランド、スペイン、トルコとオランダでみられた。

表5bは全国あるいは地方共通学力調査実施の有無について教育段階別に示し

ている。イギリス、日本、スペインでは実施が見送られている。

　表6aと6bは、教育予算の状況を示している。多くの国で増加を示していて、

増加分の配分先は学級規模の縮小や、社会経済指標に応じた格差縮小に充て

られている。

2019-2020 年度予算 2020-2021 年度予算

増加 イギリス、エストニア、フィン
ランド、フランス、ドイツ、日
本、オランダ、ノルウェー、ス
ペイン、スウェーデン、トルコ
ほか

65% イギリス、エストニア、フィン
ランド、フランス、ドイツ、日本、
オランダ、ノルウェー、スペイ
ン、スウェーデン、トルコ
ほか

71%

不変 24% 12%

わからない ニュージーランドほか 12% ニュージーランドほか 18%

計 34 カ国 34 カ国

表 6a．2019 年度と 2020 年度教育予算にみる増減

表 5a．第 1 回目の学校閉鎖後の学力格差是正策、
5b．全国（地方）共通学力調査実施状況
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国数 国名

地理的指標 4 日本、スペイン

学級規模 15 イギリス、日本、オランダ、ニュージーランド、スペイン、スウェーデン、
トルコほか

社会経済的指標 13 イギリス、ドイツ、日本、ニュージーランドほか

SEN 生徒数 10 イギリス、日本、ニュージーランド、スペインほか

その他 14 イギリス、エストニア、フィンランド、フランス、日本

なし 3

　また、筆者らは、パンデミック宣言後の1年半のアジアと欧米諸国の教育

行政の動向を日本と諸外国との異同点を検証する国際比較研究を実施した（園

山・辻野編2022）。以下、教育行政の自律性、当事者の参加の保障、休校決定

の責任所在、専門機関のプレゼンス、社会的弱者への優先対応、教師のエッ

センシャルワーカーとしての認知、休日の維持といった7項目いずれも日本

以外はほぼ行政の対応事項とされていることが判明した（表7）。本国際比較

研究のまとめで辻野けんまは、「グローバルなリスクとしてのコロナ禍が浮き

彫りにした日本の教育行政のいびつな姿は、平時においては多くの人々に自

明の前提として受入られてきたものでもある。他方で、日本では諸外国に比

して陽性者数や重症化率などが抑制されてきたのも事実である。諸外国のよ

うな罰則付きの強制措置はとられず、マスク着用や手洗い、うがい等はそも

そもコロナ禍以前から定着している社会でもある。それでもなお、不要不急

の外出を控え長期にわたる自主的な行動規制は、多くの人々にストレスをも

たらした。このストレスは、とりわけ学校の閉鎖と再開に翻弄された教職員

や家族、そして何よりも子どもたちを直撃した。突然の休校に困惑し学校の

教職員が不満の矢面に立たされる状況も見られたが、そのとき学校自体もま

た混乱の最中にあった。法的根拠や疫学的根拠を欠いた首相の休校要請、（中

略）中央のガバナンス構造や意思決定のいびつさには枚挙に暇がない。」と述べ

ている（園山・辻野編2022: 308-309）。欧米の指令系統は、有事という理由で、

表 6b．予算増加分の配分先

注）SEN（＝ Special Educational Needs）
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厳格な都市封鎖・外出禁止令を含めた内容であり、日本には馴染まないであ

ろうが、疫学の専門家の科学的根拠が十分に示されずに、政治判断に左右さ

れた教育現場と市民は苦労とストレスの堪る2年となった。責任の所在が不

明だったり、決定に参加できない仕組みに対して保護者や教育現場の当事者

が苦労したことは明らかである。世界中で同時に起きた危機に対して、日本

的な同調圧力、忖度文化がどこまで対応できるのか、感染状況が長期化する

なか、課題は多い（ibid.: 第2部参照）。

日本
シンガ
ポール

スペイン ドイツ
スウェー

デン
フランス イギリス アメリカ ブラジル

①義務教育制度
の分類

就学義務 就学義務 就学義務 就学義務 就学義務 教育義務 教育義務 教育義務 就学義務

②教育行政の
自律性

×※ △ 〇 〇 〇 〇 △ △ 〇

③当事者の
参加の保障

× △ 〇 〇 〇 〇 〇 ○
△ 

州市によって
違う

④休校決定の
責任所在

×※ 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ○ 〇

⑤専門機関の
プレゼンス

× 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ○ 〇

⑥社会的弱者へ
の優先対応

× 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ○ 〇

⑦教員＝エッセン
シャルワーカー

× 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ○ 〇

⑧休日の維持 × 〇 〇 〇 〇 〇 〇 ○ 〇

2-2. ユネスコの報告書にみるジェンダー格差

　ユネスコ報告書（2021）は、学校閉鎖による格差について言及している。ユ

ネスコは早くから長期化する学校閉鎖に警鐘を鳴らし、世界各国に疫学的な

対応マニュアルの周知およびPCR検査キットやワクチンの支援、そして遠隔・

デジタル教育の支援を訴えた。

　なかでも本報告書では、ジェンダー差に注目し、次のような指摘がある。

表 7．COVID-19 で顕在化した教育行政の特質

〇…あてはまる、×…あてはまらない 
※建前と実態の齟齬が大きい。（筆者作成）
出典：園山・辻野編（2022: 316-317）
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発展途上国では、就学率におけるジェンダー差がある地域も少なくない。ま

た家事労働などに女子が従事する時間が男子よりも長いこと（ジェンダー規

範）からも窺えるように、長期に及ぶ学校閉鎖の影響が、より女子生徒に及ぼ

す影響が大きくなる可能性は否定できない。くわえて遠隔教育におけるジェ

ンダー差も、こうした家事労働時間数と関係する。さらに、女性教師と男性

教師におけるデジタル教育への親和性あるいは技能や関心などに差があると

する。特に初等教育段階に女性教師が多いことからも危惧される点である。

学校の再開された国や地域における復学状況にもジェンダー差が認められる

が、こうした違いは、上述したジェンダー規範以外にも、女子生徒の妊娠や

強制結婚などの慣行にも起因するため、学校における健康・福祉（特に性教育、

食育、家庭内性暴力など）の重要性が改めて確認される実態が報告されている

（本誌の小川未空論文でも指摘されるところである）。

　以上みてきた2つの国際機関では、早い段階から学校閉鎖には慎重な態度

を示し、可能な限り開校するための環境を整備するよう情報発信に努めてい

る （国連の動向について本誌の徳永恵美香論文を参照のこと）。その点で、以

下にみるフランスの役割は小さくなかったと見てよいだろう。両機関がパリ

に本部があることも1つだが、フランスのブランケール国民教育大臣はパン

デミック宣言直後にユネスコ本部でオンラインの国際会議に参加し、学校を

開け続けるための環境を整えることは、学校の使命であると述べている。学

習の損失や遅れを最小限にすること以上に、学校の持つ福祉や健康、あるい

は子どもの精神的な支えとして、家庭以外の居場所としての学校の持つ機能

の重要性を強調している。さらに、大臣は、初めから社会的弱者および障が

い児童生徒に対して開校を継続すること、また介護や医療従事者の子どもの

受け入れに対応することを念頭において、各地域に一定程度開校は必須と考

えていたと述べている（Blanquer: 25-6, 31-2）。疫学的にも、子どもの陽性

率の低さと軽症である点など、いち早く情報を収集していることも、こうし

た決断の背景にあることにも注意を払わなければならない。学校の継続とい

う固い信念は、先進国か発展途上国かという経済水準とは無関係に、一人ひ

とりの子どもへの責任を自覚しながら教育行政を担う大臣の職責の重みを改
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めて認識させられる。この教育行政のトップに位置付く大臣の早い情報収集

能力と決断は、大統領府にも伝えられ、フランスでは学校の開校と閉校中の

地域の余暇活動の継続という点をバランスよく国民教育大臣がリードしたこ

とは特筆に値する。実際の現場において、十分な対応や、人員配置、予算措

置等が機能したのかは別の問題としてあるものの（AFAE 2021; Bentiri 2021; 

Bouvier 2021; Bonnéry et Douat 2020）5、有事の際の国家としての教育行政

の機能の特質は、日本との比較としても興味深い例として解釈される。

3. パンデミック後の政策動向にみるフランス的特徴

3-1．休校から、ハイブリッド、そして対面重視へ

　フランスでは、2020年3月16日より、一斉休校に追い込まれたため、遠

隔授業の対応及びコロナ禍に応じた態勢と人員が用意された。国民教育大臣

の自著（Blanquer: 21-27）によれば、3月12日の午前にポワチエにある国立遠

隔教育センター（CNED）を訪ね、2019年6月の猛暑による閉校や、2018年

9月のグアドループにおける台風の被害時に経験したように、学校閉鎖に備

えた準備をするよう伝えている。フランスで最初に陽性者が発見され3つの

学校が閉鎖された2月8日から着々と準備を始めていたという。そればかり

か、1月から中国のフランス大使館やフランス人学校を通じて、感染状況に

ついて情報収集を行い、海外の学校の閉鎖を含めた対応に備えていたという。

もとより大臣はCNEDに対し、2020年初期から、「自宅学級（Ma classe à la 

maison）」のプラットフォームが一度に700万人の生徒のアクセスに耐えられ

るか確認をしている。こうしてブランケール大臣は、先のユネスコの国際会

議において、フランス語圏に対してこのCNEDの教材の提供を約束すること

が可能となったのである（Blanquer: 35-6）。ちなみに、このCNEDは、1939

年に第1次世界大戦による教訓から設置され、学校閉鎖中の代替機関として

用意されている。3月16日からの休校期間（10週間）は、CNEDによる遠隔・

デジタル教育が活用できたため、フランスでは日本のように現場の教師が休

校に入るまでの数日の間で教材を用意し、児童生徒に手渡すということや、

休校期間中にデジタル教材を作成することは必ずしも求められなかった。
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　そして2020年5月11日より段階的な登校が実施され、6月22日からの2週

間は全学年への登校へと拡大された。夏休みは例年通り実施された。また政

治から独立した専門機関である国立感染症研究所（パスツール研究所）が、感

染症対策に一貫して大きな役割を果たしてきた。2007年に設置された首相府

直属の疫学の専門家による高等保健委員会の議定書（6月22日付）6 及び意見

書（7月7日付）により、教育機関に子どもを受け入れるための規則が定められ

た。これらは、7月10日には政令として施行され、知事の権限において教育

機関の閉鎖等（3つの段階に分けられている：緊急時における閉鎖段階、陽性

者増加段階、管理可能な段階）について判断できることになっている。その後、

2020年9月から国民教育省の指針の下、学校は再開された。翌10月より2度

目の外出制限措置のなかでも、高等教育以外の学校は基本継続された。それ

でも、変異種への対応として2021年4月6日から10日の1週間を遠隔授業に

切り替えた。また春休みは全国同一時期の2週間とされた。春休み明けの4月

26日からは遠隔授業とされ、5月3日より保育学校と小学校は2部制による対

面授業、中等教育については対面と遠隔のハイブリッド授業とした。

　さらに2021年9月の新年度からは、デルタ株への対応が本格化し、4つの

段階（緑、黄、橙、赤）を設けている。自治体の保健所からの判断を基に学校

の閉鎖を含めた連携をとることになっている。たとえば、初等教育では最も

リスクが低い第1段階（緑）から最も高い第4段階（赤）においても対面授業を

基本としている。マスクの着用は第2段階から、生徒の接触は第1段階では同

一学級内まで、第2段階では同一学年内、第3段階からは給食は同一学級生

徒同士に限定される。教室内の消毒も、第1段階では1日1回で、第2段階以

降、複数回とされている。体育の授業では第2段階から接触競技を禁じている。

第4段階になると屋外のみとなり、また2メートルの身体的距離をとった体育

授業となる。

　これら対面授業は、中学校3年と4年の高学年では第4段階から、高校では

第3段階から50％のハイブリッド授業としている。

　学級閉鎖は、初等教育では学級内に1人陽性者が発見された翌日からオン

ライン授業に切り替えることになっている。その場合でも中学校以上では、

ワクチン未接種者においては7日間のオンライン授業を課されるが、ワクチ
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ン接種者には登校を認めている。12歳から18歳のワクチン接種は2021年6

月15日から行われていて、同年9月15日の学年始で58%が既に2回の接種を

終えている 7。また教師も8割以上が2回接種を完了している。その後、オミ

クロン株による感染拡大がみられたが、2回のワクチン接種が完了した生徒

が増えたことで極力学校を開校し続ける形で、学業の継続と福祉としての機

能を維持することが使命とされた。ここでもフランスの国民教育大臣の学校

の使命を維持するのに開校を優先事項にした点は、休校が長期化した隣国の

ドイツなどとは異なった対応といえる。

3-2．なぜ学び続けることができたのか？

　2020年3月16日から5月10日の初期段階において学校閉鎖が実施された

にもかかわらず、概ねデジタル教材と遠隔授業をはじめとした対応が児童生

徒と保護者に一定の成功と満足をもたらしたとされている。フランスは教育

法典第3章第1節L131-2条によって教育義務はあるが就学義務が課されてい

ないために、元々存在していた不登校者および学校嫌い、あるいは、院内学

級やホームスクール 8 の約10万人と言われていた児童生徒のために用意され

たCNEDのプログラムが即活用できた点が功を奏したと言えよう。特に「自

宅学級」というプラットフォームの充実と強化が図られたことの意味は大き

い。それによって学校閉鎖中は、既存のヴァーチャルなデジタル教材による

授業は、初中等の3分の2に相当する50万人の教師に活用されることにな

る。同時に、3月18日の時点で、国民教育大臣は、CNEDのビデオ教材の配

信を国営テレビ局（France4）に依頼し、21日は子ども向けの番組「Lumni家（la 

maison Lumni）」の普及拡大を実施し、計700以上の授業番組を国民教育省の

正規教師によって制作配信した（Blanquer: 42-6）。この番組の視聴者は約百万

人を数える。さらにデジタル教材にアクセスできない家庭には、国民教育省

自らが郵便局と提携し、4万1千人の児童生徒に郵送による33万件以上の課

題を送付している。くわえて「国民皆学習者（Nation apprenante）」というキャ

ンペーンを展開し、国営ラジオ、国営テレビ、新聞・雑誌等に国民教育省か

らの協力を求めた。ほかにも、何らかの理由で学校に受け入れることができ

ない小中学生を「スポーツ、健康、文化、公民（2S2C）」教育活動の場として地
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方自治体に学校の代わりに受け入れるよう働きかけた。この2S2Cには、3千

の自治体が国民教育省と契約を締結し、約17万人が登録されている。外出制

限があるなか、学校外の運動の重要性は、当初から大臣が指摘していた。こ

れは長時間のデジタル（教育）による子どもの発達への弊害について、平時か

らのフランスの ICT教育へのアレルギー反応における科学的な根拠（脳科学

や精神医、社会学）に基づいている 9。つまり、学校閉鎖中は、オンラインに

よるデジタル教育にくわえて、ゲーム、映画鑑賞、電子書籍などテレビやタ

ブレットの前に座っている時間が長くなることを懸念したためである。

　さらにこうした背景もあり学校が休みの水曜日には、脆弱都市のなかでも

特に「80の教育団地（80 Cités éducatives）」を指定し、3歳から25歳の54万人

が課外教育活動に参加している 10。学校－地域（行政・協会等）－家庭の三者連

携を通じた幼児から若者の安定した健康的な生活の維持と学業から職業参入

に向けた支援を行っている。これら支援活動は勉学から、健康面、運動、音楽、

文化、市民教育など多岐にわたる。こうした余暇活動は自治体雇用のアニマ

トゥール（日本の社会教育職員に相当）が担っている。

　またコロナ禍への対応において、大きな力になったのは、学校における障

がい児童生徒のための補助員がこの4年間で新規に12万人採用され、37万人

の児童生徒に対応してきた点（Blanquer: 109）や、小学校の低学年の1、2年

生（40万人の児童）は学級規模を2020年度に半減（15人）させていた点である

（ibid: 101）。後者は、言うまでもなく教室における3密を回避して、学習環

境を守ることに直結している。

　それでも、この初期段階の一斉休校中に全国平均およそ4 ～ 5%の子ども

がこれらの恩恵を受けることができなかった（この数値は、地域や年齢によっ

て差がみられる）。

　

3-3．コロナ禍前からの社会経済的に脆弱な児童生徒への支援

　最後に、コロナ禍以前から続く社会経済的に脆弱な児童生徒への支援に注

目したい。

　まず、休暇中の学校開放事業であるが、2019年度の春休みおよび夏休みだ

けで、小学生18万7千人、中学生2万9千人が利用した。特に夏休みは、3千
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8百校が協力している。これらは1日3時間の授業×5日間の無償事業で、小

学校4、5年生と中学1年生を優先的な支援対象とし、2020年春休みは25万人に、

夏休みは50万人に提供された。夏には、職業高校生も1万5千人が参加し訓

練を受けている。

　上述の春期および夏期の休暇中以外では、平時から8月末の新学年前と11

月初めの秋休みにも少人数制の補習学習週間として1日3時間の計5日間の学

習が用意されている。教師は臨時雇用のため手当てがつく。くわえて長期休

暇中の林間学校として、5千の事業が展開され、参加費の8割は国家が負担し、

経済的に脆弱な家庭を優先している。

　次に、こうした経済的に脆弱な家庭の児童生徒への支援として、コロナ禍

の2020年度において最重要課題とされているのは、児童生徒の学力に関わる

現状の把握である。通常の小学校1、2年生と中学校1年生の学力調査以外に

も学齢期のそれ以外の全学年の学習状況調査（フランス語と算数・数学）が9月

14日から25日に実施されている。こうした診断を基に、10月9日までに結果

をフィードバックし、個別学習計画を用意したり、補習授業を受けさせたり、

生徒が一人で学べるデジタル教材「宿題完了（Devoir faits）」の活用を促進する

ことで、学習の損失と遅れを補い、学力格差縮小と早期退学を防止するよう

対策を講じている。なお、2020年度は高校1年生にも同様の調査が実施され、

各教師は対策を講じている。また国民教育大臣の下、迅速なデジタル介入対

策チームも設置された。これらは、今後の一時学級閉鎖および数週間に及ぶ

学校閉鎖における対策支援として、地方教育委員会をバックアップするもの

と位置付けられる。

　より具体的には、先述の学習状況調査におけるフランス語と算数・数学に

おける追跡カルテは、少なくとも7週間（11月の休暇まで）継続され、学年終

了までの学習計画案を作成する。各学習期（小1から中学終了までの9年間3

年ごとに分けている）に応じた個別対応、学級内、学級外、習熟度別対応など

工夫するよう指示がされている。積極的な課外における学習活動への参加を

保護者に促すことや、課程内の授業時間中における取り出し授業（週5時間内）

も適宜用意する。中学生向けの「宿題完了」プログラムには、校内における放

課後の補習時間の利用（約3割70万人が受講、うち4割が中学1年、平均週2
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時間利用、約6割は教師による補習）、デジタル教材「Jules」を用いた宿題支援

の活用も推進されている。さらに、これまで以上に、休暇中の学校の開放が

実施されている。公立以外の契約私立校にも提供されていて、特に学習困難

な児童生徒、経済的困窮家庭、過疎地域において拡大するとされている。

　なお2019年から取り組まれている、無償朝食および1昼食1ユーロ運動も

脆弱都市（QPV）や優先教育地域の学校を中心に拡大する予定である。2020年

には15万3千食が用意された（Blanquer: 109）。

　他方、過疎地域への対策もとられている。2020年度の集計によれば、人口

5千人以下の自治体における市長の許可を得ていない小学校の閉鎖はゼロで

あった。フランスの小学校の約2割は1学級ないし2学級である（うち85%は、

1千5百人以下の高齢化した人口規模の小さい市町村）。そしてこうした学校

は校長兼教師が1名体制となるため、コロナ禍での、学級閉鎖や緊急時の対

応がより難しかったはずである。こうした背景からも窺えるように、上記の

CNEDによるデジタル教材に対応できる人員を配置して研修を行うと同時に、

過疎地域の学校のデジタル環境を整備することは格差是正策にとって最優先

されるべき課題の一つと言える。過疎地域における課題は、環境の整備より

もデジタル教材活用のための研修や、人員の配置にあるとされている 11。

4.  新たな教育格差としてのデジタル資本格差とデジタル植民地の回

避に向けて

　コロナ禍の2020年3月からの教訓から生まれた同年9月からの新年度に求

められる中核的な政策とは、学校教育におけるデジタル化の促進に他ならな

い。2018年のTALIS調査（国際教員指導環境調査）が明らかにしたように、フ

ランスはデジタル化において後発国である。たとえば授業の準備状況につい

ての教員の受け止め方として授業で行う（指導のための ICT使用）準備が「非

常に良くできた」と「できた」と回答した割合が中学校教員で28.7%、小学校教

員で16.1％である。中学校教員のTALIS参加48か国平均は49.1%である。教

員の職能開発のニーズに関する回答においても、指導用の ICT技能について

「ある程度」と「高い」必要性があると回答したフランスの中学校教員は22.9%、

小学校教員は34.6%であった。中学校教員のTALIS参加48か国平均は20%
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である 12。この数値の背景としては、パソコンやタブレットの保有率の低さ、

インターネット環境の整備の不十分さ、教師の知識の不十分さなどもある。

とはいえ、おそらく指導に ICTの技能や使用の必要性を強く感じる教員が未

だに低いことがある。もう一つに、フランスの教授方法において ICTの技能

が教育格差を是正する道具となることについて十分に共有されていない面も

ある。同時に、少し古いがクレポーら（Craipeau et Metzger 2009）の調査結果

にもあるように、教育のデジタル化はハード面の整備だけでは不十分である。

そのためには、教師の意識の変革が必要となる。そこで、生徒だけではなく

教師におけるデジタル格差も縮小するために、かつデジタル教育の普及拡大

に向けた取り組みを推進するために、実験特区をフランス北部のエーヌ県と

パリ市の隣のヴァルドワーズ県に指定した 13。そこでの重要課題として、す

べての教師によるハイブリッド教育の実現、実験的なサイトにおける全教科

のデジタル教材の実施、家庭においてPC環境のない1万5千人の小学生に対

するタブレットの貸出、デジタル環境が未整備の3千学級の環境整備、小中

学校に千人の新規教師の配置、小中学校の1万5千学級へのハイブリッド教材

の提供、最後にこれらの教育と学習効果を2022年5月までに評価することが

あげられている。

　2020年5月の学校閉鎖中の中高生の学習状況調査によると、4割の生徒で

は自宅での勉強が1日3時間未満だったされる。フランスの学校教育の特徴

である自主的な学習能力や探求心を養う実践は広く知られるところであるが、

学校閉鎖によって、多くの中高生に自宅で平日に学習する習慣を確立させる

ことが急務となっている。これは、日頃から休暇中に宿題などが課されない

ため、学校が休みの時に自ら時間割通りに学習する習慣がないためでもある。

逆に少数の自立した勉強が可能な生徒の特徴は、高成績、女子、高所得層の

家庭とされている。また保護者の支援をより多く受けた生徒にも、同様の特

徴が認められる。つまり、この間の学習の質量に格差が開いた可能性が指摘

できる。デジタル教材やビデオ教材などが普及していたフランスでは、こう

した利用率と利用者の特徴から、自立して勉強ができる、あるいは家庭の支

援が得られる児童生徒と、そうでない児童生徒に格差が開いた可能性がある。

したがって今後の課題は、遠隔・デジタル教育の普及と拡大と並行して、自
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立的な学習が難しい児童生徒や家庭に向けた、対面授業の充実である。本調

査結果を踏まえれば、学習意欲や共同作業などを補うためにも一定の学級生

活は必須と言えるのではないだろうか。遠隔授業におけるコミュニケーショ

ンの工夫や、教育のデジタル化の工夫によって、児童生徒の共通理解や意見

交換が深まることはあるだろう。そうした新たな方向性に対応する教師の研

修の必要性を示した学習状況調査の結果でもある。

　ここでは以下、3点について問題提起したい。1つ目は、デジタル資本に

起因する学力格差についてである。これまで教育社会学において学力格差の

背景として文化資本、経済資本、そして社会関係資本について言及する研究

が一般的であったが、このコロナ禍において学校（学級）閉鎖等における学び

の損失や遅れに対してデジタル教材の提供や、遠隔教育による学校外学習が

普及拡大した。こうした取り組みによって、新たにデジタル資本が教育格差

の背景となったといえるだろう。家庭や児童生徒、そして教師の持つデジタ

ル資本の多寡による学力格差への影響についても教育上の考慮が必要となる。

新たなデジタル資本格差（デジタルディバイド）が拡大しないために何が必要

なのか。どのような授業方法であれば資本の量によって学習プロセスや学習

成果の質が左右されないのか、むしろ格差を縮小できるか検討する必要があ

る。デジタル教材の活用と遠隔教育の普及は、地域間格差や、家庭・学校間

格差などを縮小する可能性もあるため、導入のあり方を検討することと、教

師の技能育成に向けた研修（初期と現職）が鍵となる。

　2つ目は、デジタル教育のグローバル化がはらむ植民地主義的性格につい

てである。フランスの国民教育大臣がパンデミック宣言後にユネスコやフラ

ンス語圏のネットワークのなかでCNEDの教材の無償提供を約束したことは、

緊急時における支援として評価できる一方で、新たな教育による植民地政策

とも考えられ、慎重にならなければいけない。すでに教科書のデジタル化に

よって、教育産業のグローバル化がみられるように、デジタル教材の一層の

競争市場化において、従属関係が強化される危険性がある。これは、いかな

る教育も、国民形成装置としての内容と方法が、隠れたカリキュラムあるい

は明示的に記述されていることから完全に免れることは難しい（あるいはイン

ターナショナル・バカロレアでさえも英語圏（英米）の教育内容と方法から完
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全に自由とは言えない）だけに重要な視点である。ポストナショナルな公教育

のカリキュラム作成こそがデジタル教材や遠隔教育においては、より慎重に

吟味される必要があり、第三者による評価は、今後の遠隔及びデジタル教育

の喫緊の課題と考える。また教育のデジタル化のためには、プログラミング

言語を使うため、1つの言語コードであることを忘れてはならない。したがっ

て思考回路の多様性に反する教材作成となりかねない。教育産業にみる市場

主義に陥らない、各地域の多様な言語に基底する論理回路や思考様式を尊重

する仕組みが必要と考える。英語帝国主義と同じ過ちを繰り返さないために

も超国家機関を通じた検討が必要である。

　3つ目として、遠隔やデジタル教育が、子どもの成長にどのような影響を、

どれくらい与えるのか、新たな臨床が必要であろう。年齢に応じた一回（一日）

の時間数の制限や質的な考慮等も、今後の課題である。さらには学習効果と

は別に人間形成・発達心理における脳科学やAI（人工知能）の研究と学際的に、

発達に応じた教育のデジタル化の可能性を検討することが必要である。同時

に教師教育の観点でも、教育のデジタル化について検証が必要となる。教育

方法として、アナログとデジタルのバランスについて初期養成の段階から教

師が自覚的になれるような養成プログラムが必要となる。たとえば、教科教

育法の必修単位に、デジタル教材の制作を通じた学習効果について実習先で

学生自ら体験し、実践経験を積むことが考えられる。デジタル教材を民間企

業任せにしないためにも、教師自ら教材制作の経験を積み、民間のデジタル

教材を評価する力を育成することは必要である。民間による教育産業の植民

地を回避する上でも、これからの教師に必要な能力である。

5. コロナ禍に学校教育が浮き彫りにした課題

　2020年秋に、国民教育省は、デジタル教材とその活用に関して全国大会を

実施し、この間の状況を把握し、今後の改善点を40項目にまとめた 14。地方

教育委員会毎にも、それぞれの課題がまとめられている。たとえば、休校中

の授業の代替として遠隔教材へ児童生徒がアクセスする際に、家庭間の環境

の格差への対応に学校が苦慮した点、また教師自身のデジタル教材の利用経
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験の格差もあり、今後の研修の必要性があること、並びに、サイバーセキュ

リティの課題も残されている。くわえて子どもへの健康被害や、保護者の支

援の必要性など課題も多い。この全国大会には、国民議会（下院）、教育課程

高等審議会、過疎地域協議会（APVF）、教職員組合、全国保護者団体（PEEP）

などからも提案書や調査報告書が提出されていることからも、幅広い意見が

聴取される仕組みが整えられていると言える。

　ふりかえれば、当初より国民教育大臣の声明や記者会見において、常に社

会的弱者への注意喚起がされ、障がい者、外国人、基礎疾患のある生徒と教

職員への細心の配慮を保障するとされてきたことが、その後の政策を方向付

けてきた。また休校中においては、課題はあるが生活困窮家庭への給食や朝

食の整備、自宅にデジタル環境がない場合の対応（紙媒体の郵送や携帯による

通信等）、放課後や休暇中の学童の継続・推進、エッセンシャルワーカーとし

ての教職員のPCR検査やワクチン接種を優先するという措置が取られてきた。

遠隔デジタル教材は以前から充実しており、教師や保護者の活用に課題はあ

るものの、多くは国立機関による教材作成であり学校の ICT化における産業

化に歯止めをかける可能性は一定程度守られていると評価できる。

　フランスの特長でもある国営企業（郵便局、テレビ、ラジオ等）と、国家公

務員であるCNEDの教師による遠隔教材の作成、地方公務員による地域の余

暇活動の維持・普及などが、コロナ禍の有事に活かされた点も忘れてはなら

ない。何よりも、エッセンシャルワーカーとしての教師の社会的地位と専門

性を再評価した国民は多い。教師の社会的地位が低下しつつあると言われる

なか、国民的討論を通じて教師の専門性と社会的地位を高めようと試みる国

民教育省の2022年5月の大統領選挙後の新政権の動向に期待したいところで

ある（CSEN 2020）。

注

1 本稿は、園山大祐（2022）「パンデミック宣言が学校教育にもたらしたこと－通学継続と格

差是正策－」『コロナ禍に世界の学校はどう向き合ったのか』東洋館出版社、224-237頁に加

筆修正している。

2 https://www.who.int/publications/m/item/covid-19-virtual-press-conference-transcript---22-
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3 研究機関による報告書（IGÉSR2020; CESE2021; INRIA2021; Mons et al. 2020）などを参照

し、主に社会学者による研究書（Bonnéry et Douat 2020; Desmurget 2019; Granjon 2021; 
Lebrun 2020）を参照した。

4 OECDは、2021年に開校に向けた効果的で公正な教育に向けた10の原則を提言してい

る（OECD 2021b）。また2020年6月30日付で、国連人権理事会の総会報告書は、コロナ

禍において長期の閉校が学習権の剝奪とならないよう注意勧告を出している (Conseil des 
droits de lʼhomme 2020)。

5 大臣も著書の中でも、子どもの精神的な不安や、家庭内暴力の件数が増えていること、あ

るいは栄養失調など、子どもを取り巻く環境が悪化していることは認識している（Blanquer: 
56）。他方で、2019年に比べて2020年では中途退学者の数は減っているとする (ibid.: 63)
が、その根拠は示されていない。日本同様にコロナの影響がまだ十分に数値に現れていな

いと思われる。不登校、退学、いじめ件数などは、今後徐々に影響がみられると推測する。

学力格差においても同様のことが考えられる。またコロナ禍に景気回復がみられる国があ

るが、いわゆるK字型回復と呼ばれ、一部の富裕層の急回復する層と、回復が緩慢ないし

落ち込む層の二極化が起きるとされているが、このことは、社会階層間格差が拡大するこ

とを意味し、当然コロナ禍の学校閉鎖や授業時数の損失を補填できない家庭の児童生徒の

学業の損失を取り戻すことは公助による対策が急務となる。この点は、本稿の第3-3節で

みられるようにフランスの平時からの危機意識による政策が、どこまでより深刻な社会状

況にある家庭や子どもに行き届いているかにかかっていると言える（Delahaye 2022; Ben 
Ayed 2021; 尾上2022）。

6 この議定書（Protocole）は、その後1年半の間に7回改訂がされているため、大臣への政策

批判の元となっている。陽性率の流行とほぼ同じタイミングで改訂が行われているが、南

半球のオーストラリアやニュージーランドの流行から遅れて波が押し寄せてくる関係で、

事前に予測できたはずであるというのが主な批判の理由となっている。議定書の改定に現

場の対応は追いつかず、振り回された1年半であり、欧米の流行から遅れて変異株の流行

が訪れる日本も海外を参考にできない点では同じである。

7 22年2月9日現在では、全国民の79%が2回接種、55%が3回接種している。12-17歳

の81.12%が2回接種を完了している。3回目接種率は10.68%である。https://solidarites-
sante.gouv.fr/grands-dossiers/vaccin-covid-19/article/le-tableau-de-bord-de-la-vaccination 
(2022/2/22アクセス )

8 2020年10月2日、大統領より『共和国諸原理尊重の強化と分離主義との闘いに関する法』

が提案され、教育委員会の審査基準が問題とされた。最終的に「共和国諸原理の尊重に関

する法」（2021年8月24日付、2021－1109号）の第5章49条にて、ホームスクールの申請

制から許可制による厳格な審査の導入が来年度から実施されることになった。これまで約

6万人がホームスクールを選択している。

9 たとえば、Desmurget（2019）、Fenoglio（2021）、Granjon（2022）、Lebrun（2020）、Mons 
et al.（2020）に詳しい。日本でも、バトラー（2021）、佐藤（2021）などが参考になる。
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10 現在120団地に拡大している（IGÉSR 2021b)。

11 MEN 2020e; 2020f; Fenoglio 2021

12 国立教育政策研究所編（2019: 176-177, 228-229）

13 国民教育省は、2022年5月を目標に2県の実施結果を基にデジタル教育の全国普及に向け

た取り組みを計画するとしている（MEN 2020e）。

14 国民教育省デジタル教育全国大会報告書（20年11月4-5日）(MEN 2020e)。
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Abstract
 What kind of education policy has France and in the world taken since the 
Pandemic Declaration in March 2020? What can we pay attention to and what can we 
learn from it? In particular, in this paper, I would like to focus on the spread of distance 
and digital education, which should be utilized to avoid widening educational disparities. 
Needless to say, digital education is an essential learning content and has been introduced 
since elementary school. Not limited to ICT education, digital teaching materials can 
be used in many subjects. In France, it is considered that such digital education will be 
actively introduced as a tool to correct of regional disparities, school disparities, and to help 
school refusal and different minorities to learn easily. It can be said that teachers, pupils, 
and parents were forced to use digital teaching materials and distance learning due to the 
school closures and diversified school attendance during the COVID-19. As a result, it is 
necessary to pay attention to the digital capital disparity due to the amount of capital, which 
is related to the new competence of families with digital capital, children and teachers, and 
the new digital colony in the globalization of digital capital. Danger was also born. During 
the COVID-19's school education has accelerated the worldwide spread of distance and 
digital education, but it must not be unaware of its implications.

What Does a Pandemic Bring to Digital 
Education in Schools?

RESEARCH ARTICLE

Daisuke SONOYAMA

Keywords : Pandemic, COVID-19, Digital Capital, Digital Colony, Distance and 
Digital Education
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ブラジルの大学入試における
クォータ制度の検討
学生の変容に着目して

　本研究の目的は、ブラジルの大学入試に関するクォータ制

度がもたらした学生の変容について現地学生のインタビュー

を通して明らかにすることである。ブラジルにおいて、高等

教育へのアクセスは人種や社会階層によって偏りがみられ

る。そのような格差を是正すべく、民主化運動を背景に、ブ

ラジルでは大学入試におけるクォータ制度が導入された。先

行研究では、制度導入後、制度利用者と非制度利用者の間で

分断が存在するということが確認された。そこで、本研究は、

二者間の実状を踏まえた上で、交流を契機とする学生の変容

についてインタビュー調査によって明らかにした。

　クォータ制度は教育機会の均等や格差是正を目的に導入さ

れたが、導入後には非制度利用者側が入試制度に不公平と感

じていることや制度利用者と非制度利用者の交流の機会がな

いことなど、ブラジル社会の格差問題が背景にあると考えら

れる課題が大学内において依然として存在していることが確

認された。それは非制度利用者と制度利用者の間で分断の要

因になっていた。また、格差是正を目的に設けられたクォー

タ制度導入後、一部の非制度利用者は制度や制度利用者に対

して不公平と考えていたが、交流を通して分断から共生へと

意見を変えた非制度利用者の存在が明らかになった。また、

交流を通して社会に存在する構造的な差別に目を向けること

で、大学内の分断が解消される可能性を見出した。
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1. 問題の設定

1.1. 問題の背景 

　本研究の目的は、ブラジルの大学入試に関するクォータ制度がもたらした

学生の意識の変容過程について、現地学生へのインタビューを通じて明ら

かにすることである。ここでいうクォータ制度とは、差別撤廃を目的として、

大学、議会、官公庁や企業などにおいて、被差別集団の人々に対して予め一

定数の割当を設ける措置をさす。

　ブラジルにおいては、過去に奴隷制度が存在しており、当時の人々は白人

か非白人の二つに分けられ、それは抑圧者と被抑圧者の関係性と同等であっ

た。両者の不当な関係は、現在の格差に大きく影響している。ブラジルでは

経済的な格差が教育格差に強く結びついており、そのような社会構造は教育

のアクセスや経済的な再分配に関する不平等を維持し続けている（Marteleto 

2012）。

　各年齢期別の総就学率について、ブラジル地理統計院（O Instituto Brasileiro 

de Geogra�abe Estatistica 以下、IBGE）（2018）のデータによると、小学校、中

学校、高校への進学は性別を問わず8割から9割の人々が達成していることが

わかる。一方で18歳から24歳の就学率は約3割である。その約3割の人種別

就学率を見ると、黒人・褐色と比較し白人は約2倍の数が就学している（IBGE 

2019）。このように、ブラジルにおいて白人と黒人・褐色の二者間の進学率は、

年齢の上昇に合わせて差が大きくなっていることがわかる。

　ブラジルの高等教育に関しては、私立大学よりも公立大学の方が高水準な

教育を受けることができると一般的に考えられている。そのため、教育水準

の高い公立大学の入学者の多くは私立学校を出た富裕層で占められ、低所得

者層は高い学費を負担し私立大学に集まる傾向がある（江原・山口 2012）。つ

まり、ブラジルにおいては所得によって公立・私立学校のどちらに通うこと

になるのかが明確に分かれており、公立大学は私立学校出身の生徒で占めら

れている。

　ブラジル教育省の管轄であるアニシオティシェイラ教育研究調査機関（O 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 以下、INEP）
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は、毎年、基礎教育評価システム（Sistema de avaliação da Educação Básica 以

下、SAEB）と呼ばれる、「ポルトガル語」「数学」「化学」「自然科学」の4科目の

学力テストを行っている。対象は全公立学校と調査を希望した私立学校であ

る。その学校種別の得点率をSAEB（2019）のデータをもとに図1に示した 1。

　図1では、私立学校の生徒の得点率が公立学校の生徒の得点率をすべて上

回っていることがわかる。特筆すべきは、私立学校の生徒と公立学校の生徒

間において、ポルトガル語と数学のどちらにおいても、小学5年生よりも高

校3年生の得点率の差が開いていることである。すなわち、私立学校と公立

学校の生徒間の学力差が大学の入試を迎える時期にさらに拡大しているので

ある。また、1995年から2005年にかけて数学とポルトガル語の成績につい

て、公立高校が私立高校を上回っていることは一度もない（Demo 2007）。学

力に基づいて行われる高等教育の選抜では、私立学校に通うことのできる白

人をはじめとする富裕層の学生によって、進学者が占められてしまう。この

ような問題を背景に、ブラジルでは2000年代から大学入試におけるアファー

マティブ・アクション（積極的差別是正措置）の一環としてクォータ制度が導

図 1　私立学校・公立学校の生徒の得点率（%）　
SAEB（2019）のデータをもとに筆者が作成

小学 5 年生
ポルトガル語

小学 5 年生
数学

中学 3 年生
ポルトガル語

高校 3 年生
ポルトガル語

中学 3 年生
数学

高校 3 年生
数学
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入されたのである。

1.2. ブラジルの大学入試におけるクォータ制度

　ブラジル政府は軍事政権を乗り越え、1980年代以降、当時のフェルナンド・

エンリケ・カルドーゾ大統領の所属していたブラジル社会民主党（PSDB）が

「社会正義」を掲げ、すべての人が平等に教育を受けることのできる社会をつ

くるべく、クォータ制度（Sistema de Cotas）の実現を目指した。その後、2001

年の大統領選挙にて当選したブラジル労働者党（PT）のルーラ・ダ・シルヴァ

大統領が、その思想を踏襲し「人種クォータ制度（Cotas Raciais）」を試験的に

一部公立大学に導入した。すべての公立大学に導入の義務はなかったが、そ

の制度は首都ブラジリアや全国の国公立大学に徐々に広まっていった。

　例えば、ブラジリア大学（Universidade de Brasília）において、開始当初の人

種クォータ制度では、人種的に被差別集団である黒人、褐色・混血、先住民

にルーツをもつ学生を対象に20%の優先枠が設けられていた。しかしその制

度は、地域によって人種の比率が異なることや、経済的な格差に起因する教

育機会の不平等を是正するために、人種よりも社会経済的な観点を重視した

ものへと移行した。2012年の教育基本法改正に伴い、翌年からクォータ法

（Lei de Cotas）が施行され、公立学校出身の学生・貧困家庭の学生を対象に特

別合格枠を割り当てる「社会福祉クォータ制度（Cotas Sociais）」が全国の連邦

大学に義務付けられた。2012年までは人種を主に考慮していたクォータ制度

であったが、それ以降は、人種のみならず、社会経済的に不利な立場に置か

れている人に主眼を置いた制度へと移り変わった。しかし実情として、社会

福祉クォータ制度によって保障される学生の多くは非白人たちなのである。

　法律で定められたクォータ制度はブラジルの連邦大学の入試において、公

立高校出身者に一定の優先枠を設ける制度である。この対象者たちは入学試

験の合格点が予め低く設定されることで、一般受験をする者より入学しやす

くなっている。本制度はブラジルにおけるすべての連邦大学に導入されてい

るが、大学によって合格枠の割合は学部ごとの定員数や志願者数などにより

異なっている（図2）。
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　クォータ制度に関する先行研究では、制度利用者（以下、コチスタ）と非制

度利用者（以下、非コチスタ）の関係に焦点を当てた研究としては、Limaほ

か（2014）が挙げられる。Limaほか（2014）は、セルジペ大学（Universidade de 

Sergipe）において、クォータ制度の導入前後で非コチスタが抱く制度に対する

否定的な意見は変容することがなく、むしろ制度に対して否定的な非コチス

タが一部で増えていることなどを明らかにした。制度への支持が広がらない

理由は、大学内でコチスタと非コチスタが交わっていないからであり、その

状況を引き起こしているのは、コチスタと非コチスタが互いに抱く偏見であ

るという。Limaほか（2014）によると、非コチスタはコチスタを、学力が低い

にもかかわらず制度を利用して不当に入学しているものと認識しており、コ

チスタは、非コチスタがそのような差別意識を抱いている存在であると認識

している。つまり、Limaほか（2014）は双方の心理状況を偏見という言葉で表

現し、交わらない原因に位置付けているのである。

　しかしながら、Limaほか（2014）の考察には限界がある。佐藤（2005）が指

摘するように差別の原因を偏見に還元する議論では、二者間の権力関係が覆

い隠されてしまう。すなわちコチスタと非コチスタが交わらない原因を両者

図 2「定員が 100 人と仮定した場合の特別枠の推定」ブラジル
政府教育省（2012）を参考に筆者作成
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がともに抱く偏見にあるという理解では、コチスタが大学内で不当な地位に

置かれ続ける支配関係を構造的に捉えることができない。そこで本研究では、

2013年のクォータ制度導入以降、コチスタと非コチスタが敬遠し合うような

状況について、その原因を偏見に還元するのではなく、ブラジル社会に存在

する差別構造にあるという視点から捉えるために、「分断」と表現して分析を

行う。

2. 研究・調査方法

2.1. 研究方法

　本研究では、ブラジリア大学で2020年に行ったインタビューデータを用い

る。クォータ制度に関しては、ブラジルにおいて論争の的になっており、大

学内においても意見の対立や制度のあり方をめぐって議論がされている状況

である（Schwartzman & Silva 2012）。　

　本研究の調査地域であるブラジリアは人種による居住地域の分離が確認さ

れている。富裕層が多く住む地域では白人を自認する人が80%以上を占めて

おり、貧困地域では黒人や混血が多くなる。また貧困ライン以下の暮らしを

している人々の7割が黒人・混血である（奥田 2021: 135）。地域的な居住分離

は社会経済的だけでなく教育のアクセスなどの格差や不平等と結びついてお

り（テルズ 2011）、加えて、ブラジリア地域で唯一法律で定められたクォー

タ制度を設けているのは連邦大学であるブラジリア大学だけであることから、

本研究の目的を明らかにするためにブラジリア大学を調査対象として選定し

た。

2.3. インタビュー調査の概要

　本研究ではブラジリア大学のコチスタと非コチスタを対象とした半構造化

インタビュー（滞在期間 : 2020年3月5日～ 3月16日）を実施した。筆者は

2017年2月から同年7月にかけてブラジリア大学に交換留学をした経験があ

り、インタビュー調査を行うにあたっては、インタビュー時のポルトガル語

の通訳、現地の案内、クォータ制度をはじめとするブラジル社会の現状に関
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する情報提供などはインタビュイーである知人（ブラジリア大学の学生）に協

力を得た。インタビューは概ね一人当たり一時間行った。調査では、クォー

タ制度についての賛否やクォータ制度導入後の大学の状況、特に学校生活を

送る学生の様子などについて尋ねた。

　大学内外で活発に議論されているクォータ制度について、個人的な経験や

それに基づく制度に対する意見などを尋ねる必要があるため、率直に話をす

ることが可能な知人に調査協力を直接依頼し、また知人を通してスノーボー

ルサンプリングにより知人以外の対象者を募った。調査対象はブラジリア大

学に通う正規学生10名である。対象者の属性を表1に示した。

表 1 インタビュー協力者リスト

人種 年齢 性別 学部 在籍学期 インタビュー日時

A（非コチスタ） 日系 24 男性 工学部 第 9 学期 2020/03/07

B（非コチスタ） 白人 23 男性 文学部 第 5 学期 2020/03/08

C（非コチスタ） 日系 23 女性 文学部 第 11 学期 2020/03/10

D（非コチスタ） 白人 21 女性 文学部 第 8 学期 2020/03/10

E（コチスタ） 混血 22 男性 文学部 第 6 学期 2020/03/10

F（コチスタ） 混血 21 男性 経営学部 第 7 学期 2020/03/10

G（コチスタ） 黒人 21 女性 文学部 第 9 学期 2020/03/11

H（非コチスタ） 日系 25 男性 生物学部 第 6 学期 2020/03/12

I（非コチスタ） 日系 26 女性 工学部 第 9 学期 2020/03/12

J（非コチスタ） 黒人 27 女性 建築学部 第 10 学期 2020/03/13

2.4. 分析枠組み

　本研究では、分析枠組みとして佐藤（2005）の「関係モデル」とオールポート

（1954= 1961）の「接触仮説（contact theory）」を援用する。佐藤（2005）は差別

に関して、マジョリティ／マイノリティ集団といった二つの集団の対立や権

力関係として捉える考え方を「関係モデル」と呼んでいる 2。「関係モデル」の関

係とはもともと異なる社会的カテゴリー間の関係ではなく、障害者や人種な

どあらゆる人々が同じ社会に存在している中で「よそ者」が生み出される関係
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を作り出すことである。言い換えると、差別とは、「本来『内部』である人々を

『外部』へと追いやる行為」（佐藤2005: 29）なのである。「関係モデル」では対立

する集団や個人が対等ではなく非対称性を有していることを前提としている。

つまり、二者の権力関係に非対称性がありながら「内部」から「外部」へと追い

やる・追いやられる構造、「排除」が差別である。

　本研究は大学内の差別を構造的に捉えるために、「関係モデル」を援用し、

そのような差別構造に抵抗する主体を形成する契機については、オールポー

ト（1954= 1961）の「接触仮説」を用いて分析する。「接触仮説」とは、異なる集

団と接触することで否定的なステレオタイプが改善され偏見が低減すること

である。オールポート（1954= 1961）は「接触仮説」について、単なる接触だけ

で外部集団との関係が良好になるのではなく、条件を満たした場合のみ効果

が得られると述べている。それらの条件については、その後の研究の蓄積の

中で、追加や訂正が行われてきており、論者によって示す条件は異なっている。

本研究ではブラウン（1995= 1999）が提示する接触の条件に依拠する。ブラウ

ン（1995= 1999: 244-254）によると、その条件とは、「社会的および制度的支

持」、「知悉可能性」、「対等な地位」、「協同」であるという。

　まず、「社会的および制度的支持」とは、本研究でいうクォータ制度のよう

な接触の促進を生み出す諸制度に対して、社会的もしくは制度的に支持する

枠組みが不可欠ということである。第二に「知悉可能性」とは、接触が該当す

る集団間に関係を構築するために十分な頻度や期間、密度の濃さを有してい

ることである。ここでは、単に長い期間異なる集団同士が近くに存在してい

ればよいというわけでなく、異なる集団に関する知識を有しているかどうか

が態度変容の原因と考えられる。第三に「対等な地位」とは、接触ができる限

り対等な地位の上、当事者間で行われる必要があるということである。例え

ば、「教室での同級生」などが挙げられる（ブラウン 1995= 1999: 249）。最後に、

「協同」が必要な条件である理由としては、異なる集団がそれぞれ共通の目標

を達成するために依存しあっている限りは、互いに友好的な関係に発展する

からである。ブラウン（1995= 1999）によると、ここで留意すべき点としては

「共同で課題を遂行することで達成できる具体的で小規模な」（ブラウン 1995= 

1999: 251）目標であるという。
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　本研究ではコチスタと非コチスタの間にある分断に関しては「関係モデル」、

学生の意識変容の過程については「接触仮説」を用いて分析する。ただし、後

者についてはオールポートやブラウンらが述べる接触の条件を鑑みて、単に

物理的な接触以上の意味をもつもの、すなわち分断を超えた関係性をつくる

経験として「交流」という言葉を用いる。

3. 分析結果・考察

3.1. グループ形成― 教室空間における差別の顕在化

　本節ではLimaほか（2014）が述べるように、クォータ制度によって学生間

で分断が生じているのか、コチスタと非コチスタによるグループ形成につい

て論じる。

筆者：大学内で困難はありましたか？

F：私のクラスでは私立学校出身の学生の成績や行動を見て、公立学校

出身の学生同士で、グループを作ったこと。初めの数日で公立学校出身

の学生がお互いの存在を認識し、自分たちのグループを作ってしまった。

非コチスタのグループとコチスタのグループ、この二つのグループが存

在していた。例えば経済的な質問〔教員による〕をされたとき、非コチス

タの学生は何も恥ずかしくなさそうに恐れず回答していた。一方、コチ

スタは、非コチスタのグループと比べ経済的な余裕もなく、答えるのに

恥ずかしい気持ちを抱えていた。 （F/コチスタ /男性 ［ ］内は筆者補入）

　あえて焦点を絞らず、Fにとっての大学における困難を尋ねた結果、グルー

プ間の分断に関して語られた点に注目したい。つまり、Fにとって非コチス

タとコチスタの分断が常に念頭にあったのだろう。コチスタであるFは、入

学当初に非コチスタと壁を作ったことをきっかけにコチスタたちでグループ

形成したことを困難と捉えていた。続いてコチスタと非コチスタの分断に関

する Jの語りを参照する。
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J：私の学部は非常にエリートが多くて、裕福な人、やや年配の人、かな

り大きな資本を持つ人たちがいた。建築学は一般的に富裕層がいる学部。

クォータ制度によってブラジリア大学にあらゆる社会階層の人々を含め

たこれまでこの大学にいなかった黒人・褐色人・先住民・キロンボ・低所

得者層の人々を入学させることが決定された。だけど、これらの人々は

まだ完全に一体化していない。少なくとも私の学部では関わることが頻

繁に起きない。

筆者：それについてどう思う？

J：ひどいことだと思う。異なる状況にいる他人と経験することが重要だ

と思うから。だけど、そう思わない人もいる、それは学部でも最も裕福

な人たち。富裕層と貧困層のグループ形成はよくあることで、たくさん

の場所で生まれている。（J/非コチスタ /女性）

　Jの語りから、建築学部に在籍する非コチスタはあくまで自集団を変容する

ことなく、コチスタを否定的に捉えていた。それは佐藤（2005）の「関係モデル」

にあてはめて考えると、非コチスタはかれらにとって自集団とは異なる存在

としてコチスタを認識し位置付けることで、「よそ者」扱いをしていたといえ

るのではないだろうか。それにより、同じ学部に在籍していながらもコチス

タと非コチスタの間で排他的関係が解消されないまま、差別が存在している

と捉えることができる。

　Fと Jの語りから、グループ間の分断はブラジルにおける根深い社会的・経

済的な格差や不平等が教室空間で顕在化したものではないだろうか。大学外

においてもブラジルでは教育や社会経済的な不平等が存在しており、その結

果、教員による収入に関する問いかけに恥ずかしさを持たずに「答えることの

できる者」と恥ずかしさが拭えず「答えるのに躊躇してしまう者」が明確に分か

れたといえよう。つまり経済的な格差が、非コチスタとコチスタの教室内に

おける分断に大きく関わっているのである。

　以上を踏まえると、大学内の分断はLimaほか（2014）が指摘した偏見によ

るものではなく、ブラジル社会に存在する人種や社会階層による不平等が、

顕在化したものと捉えることができるだろう。
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3.2. 交流を通じたクォータ制度に対する意識の変容

　次に、コチスタとの交流を通じてクォータ制度やコチスタに対する意見が

変わった非コチスタについて考察を行う。まずは、制度に否定的な考えをも

つAの語りを見てみよう。

A：お金払って頑張る人もいるじゃない？　僕が思うに、友達で落ちた人

は、本当に勉強を頑張っていて、それでも落ちたからそういう［お金を

費やして勉強に励んでいた友人のような］人が入ればいいんじゃないって

思っちゃった。

筆者：なるほど……。3年前にコチスタが首席で医学部を卒業したって聞

いたんだけど、どう思う？

A：それは特別で、ほとんどの人たちは全然だよ、それは珍しいからニュー

スになる。だから特別で注目が浴びたんだ。だってコチスタがみんない

い成績で卒業してたら、その人が話題にならないでしょ。だから普段は

成績が良くないってことだよ。（A/非コチスタ /男性［　］内は著者補入）

　Aは「コチスタの友人はいる」と述べており接触の経験は確認されるが、

クォータ制度やコチスタに否定的な立場をとり続けている。それはAが、「成

績が良くない」コチスタが入学できるクォータ制度を、「不公平」なものとして

捉えているからである 3。一方では、コチスタとの交流を通じて、クォータ制

度について否定的な考えから肯定的な考えに変容した人もいる。Hのケース

を見てみよう。

私もクォータ制度が法律で決められたときは、50%は多くない？多すぎ

ない？って思っていたんだけど、コチスタとして無償の塾に通っている

子たちをみて、本当に頑張っているんだなって。かれらの生活や苦労を

知って、賛成と思えたし50%は必要だなって思ったね。（H/非コチスタ /

男性）
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　AとHは互いに、コチスタと接触や交流する機会を経ている。しかしAは

偏見が拭えず、これまで大学に存在していなかったコチスタという新たな社

会集団が大学に参入することに否定的な立場をとっていた。一方で、Hは分

断や差別を超えてコチスタと共生しようとしている。このような違いが現れ

る要因を交流が効果を発揮するための条件から分析する。AとHの間で、「知

悉可能性」と「協同」の条件について達成しているか検討する。まず「知悉可能

性」について、Hはボランティア経験を通して、コチスタに関する社会的・経

済的な問題に目を向けるようになったためコチスタの生活やかれら特有の困

難の知識を有することができたのである。Aの場合は反対に、コチスタの成

績を非コチスタの成績と比べ劣っているものとして考えており、「知悉可能性」

は達成されていないように思える。

　続いて「協同」に関して、Aからは「協同」経験は語られなかった。一方で、

Hの「協同」とは、ボランティアとして教える立場でコチスタを目指す生徒た

ちに勉強を教えることで相互作用をもたらし、協働的な性質をもつ交流であ

ることがわかる。

　以上をまとめると、Aの場合は交流に必要な条件をすべて満たしていない

ため、コチスタに対して偏見が低減されることはなかった。一方のHは、条

件を満たした交流を通じて、ブラジル社会に存在する不平等に目を向け、心

境に変化が起こったのである。

3.3. 差別を個人ではなく構造の問題として捉えるまなざし

　Hは、コチスタとの交流を通して、社会に潜む構造的な問題に目を向けて

そこからクォータ制度やコチスタに肯定的な意見を持つようになったという。

私は黒人が大学に入ることには意義があると思っていて。私は今まで黒

人の医者にかかったことがなくて、そして黒人の弁護士もいなくて黒人

の議員もいない。白人だらけだったりする。私の私立学校の卒業アルバ

ムを見ても、白人しかいない。（H/非コチスタ /男性）
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　このように、Hは大学教師や医者、弁護士、議員の中に黒人がいないとい

う状況を改善するためにも、高等教育機関に黒人の学生がクォータ制度を利

用して入学することに意義があると主張していた。人種的不平等が残存して

いる現在のブラジル社会の構造について、Hはコチスタとの交流を通して批

判的に捉えるようになったのである。

　最後に、コチスタとの交流を必要と考える Jは、低所得者層に多く該当す

る非白人が抱える「歴史的な負債」を断ち切るためにもクォータ制度が必要で

あると述べていた。

ここブラジルでは奴隷にされた人々の子孫が存在していて、かれらには

深刻な貧困状態が続いてきたという歴史的な負債がある。財産は代々受

け継がれるものであり、階級や知識、特権を維持するために教育を受け

るという社会構造が存在しているから、［黒人が］ある日突然お金持ちに

なることはない。（J/非コチスタ /女性 ［ ］内は筆者補入）

　Jの語りからは、ブラジル社会では人種差別によって生まれた様々な格差は

世代間で継承され、負の連鎖を止めることがいかに困難であるかを示唆する。

前述のとおり、Jが在籍している学部は建築学部であり、学部内のコチスタと

非コチスタにおける分断を Jは問題視している。

　Hと Jの語りは、交流を契機に構造的な問題に目を向けることで分断が解

消されていくことを示唆している。

4. まとめと結論

　本研究の目的は、大学内でクォータ制度によって生じた分断の存在と、交

流による学生の変容についてインタビューを通して明らかにすることであっ

た。Fの場合、分断は偏見から生まれたものではなく、収入という明確な差

異が表れやすい質問に対し、社会経済的に不利な立場に置かれやすいコチス

タにとっては答え辛い状況を機に発生したのである。また、Jが在籍している

建築学部では、交流が見られず、排他的な関係性が根強く浸透しているので
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ある。

　Limaほか（2014）の研究では分断の原因が偏見にあると捉えられていた。そ

れに対し、本研究では分断を「関係モデル」という視点から捉えたことにより、

分断は偏見により起こっているのではなく、ブラジル社会に存在する様々な

不平等や差別によって生じていることが示唆された。

　また、クォータ制度に対する意見の変容過程について、AとHを比較する

ことで検討した。Aの場合、コチスタとの接触があったにもかかわらず、クォー

タ制度に対する意見は変容しておらず、むしろ逆差別として捉えていた。一

方で、Hの語りからは、ブラウン（1995= 1999）が提示する「接触仮説」の条件

を満たしたコチスタとの交流を通じて、分断を乗り越えてきたことが読み取

れた。それは、ブラジル社会に潜む差別構造を問題と捉え、コチスタをエン

パワーする立場へと移行することに繫がっていた。

注

1 小学5年生が受けるテストの満点はそれぞれ、ポルトガル語350点、数学350点、中学3年

生が受けるテストの満点はポルトガル語400点、数学425点である。高校3年生が受ける

テストの満点はポルトガル語425点、数学475点である。なお、得点率の計算方法は、素

点÷満点＝得点率としている。小数点第２位以下は省略している。

2 佐藤（2005）は差別を「差異モデル」と「関係モデル」という二つの見方で提示している。前者

は差別する側と差別される側の非対称性に着目していないことが佐藤（2005）自身も問題と

している。本稿では差別の非対称性に焦点を当てているため、「関係モデル」を分析枠組み

とした。

3 実力主義と競争の肯定からクォータ制度を否定する論理はこれまでの研究でも明らかにさ

れてきた（Silva & Silva 2012）。しかし、ブラジリア大学を調査対象とした研究では、コチ

スタと非コチスタの間で学力に有意差は見られず（Augusto & Ribeiro 2015）、他大学でも

コチスタの成績は下位に位置していない（Velloso 2009）。
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Abstract
 The objective of this study is to clarify the transformation of students brought 
about by the quota system for university entrance examination in Brazil through interviews 
with local students. In Brazil, access to higher education is unequally distributed by race 
and social class. To correct such disparities and inequalities, a quota system for university 
entrance exam was introduced in Brazil in the context of the democratization movement. 
Prior research has confirmed that after the introduction of the system, the two parties do 
not intersect due to the influence of prejudice between users of the system and non-users 
of the system. Therefore, based on the actual situation between the two sides, this study 
clarified the transformation of the students triggered by the contact through an interview 
survey. 
 The quota system was introduced for the purpose of equalizing educational 
opportunities and correcting disparities. However, after its introduction, I confirmed that 
there were still issues within the university that were considered to be caused by disparities 
in Brazilian society, such as the fact that the non-system users felt that the entrance 
examination system was unfair and that there were no opportunities for exchange. It had 
become a factor of division between non-system users and institutional users. In addition, 
after the introduction of the quota system, which was established to correct the disparity, 
some non-system users thought that the system and system users were unfair, but it 
became clear that there were non-system users who changed their opinions from division 
to symbiosis through interaction. In addition, by focusing on the structural discrimination 
that exists in society through contact, I found the possibility that the division within the 
university could be resolved. In this study, we discussed these structures of discrimination 
and exchanges within the university.

A study of university entrance exam of the 
quota system in Brazil ; Focusing on the 
transformation of students through contact

RESEARCH NOTE

Kei YAMAWAKI

Keywords : Affirmative Action, Brazil, educational opportunities, race, social 
class
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『サバルタンは語ることができるか』
を共に読み共に書く
共生学の3つのアスペクトを中心に

　本稿は共生・共創を考えるうえで重要なテクストである

『サバルタンは語ることができるか』（スピヴァク 1998 ＝

Spivak 1988）（以下『サバルタン』）の共読を通して、スピヴァ

クによる表象（代表／表現）の問題意識を共生学の 3 つの

アスペクト（フィロソフィー、アート、サイエンス）から多

角的に捉えなおすことを目的とする。第 1 章では、『サバル

タン』の共読の舞台となった読書会がはじまった経緯を述べ、

正しく内容を読み取ることを志向しながらも「読みの差異」

が生まれたことに着目する。第 2 章では、共生のフィロソ

フィーの視点から『サバルタン』におけるスピヴァクの立ち

位置を確認する。その際にスピヴァクによる自己言及に着目

し、サバルタン連続体の見方を導入することの重要性を述べ

る。第3章では、共生のアートの視点からテクスト経験をオー

トエスノグラフィとして表現することを通して、自らのサバ

ルタン性を語り直す。第 4 章では、共生のサイエンスの視

点から調査研究を行う際のサバルタン性との関わりを反省的

に描き出す。最後にこれらの「読みの差異」を、ポジショナ

リティの差異として環状島モデルに布置し整理することで、

「サバルタン」と、語る主体としての私との関係性を考察する。

宮前 良平 *　藤阪 希海　上總 藍　桂 悠介

はじめに
1 「読みの差異」を通した『サバルタ

ン』の検討
1.1	 読書会の経緯
1.2	 本論文の目的

2 共生のフィロソフィー：あなたはそ
れを語ることができるか
2.1	 批判者のポジションという問題
2.2	 スピヴァクの自己言及

3 共生のアート：知識たる資格のため
に圧殺された〈私〉の捉えなおし
3.1	 	私にとっての『サバルタン』の位

置付け
3.2	 	〈私〉をめぐる私のオートエスノ

グラフィ
3.3	 	知識たる資格のために生み出さ

れるサバルタン的存在
4 共生のサイエンス： 研究における

再帰性／反省性
4.1	 	サバルタン概念を通した過去の

darstellung- 表現
4.2	 	戦略としての vertretung- 代表

／代弁と自らの加害性への無自
覚さ

4.3	 研究における政治性への自覚
5 サバルタンについて語る私につい

て語ること：環状島を用いた位置
付け

おわりに：共読と共著の往還

研究ノート

サバルタン
共読
読みの差異

ポジショナリティ
環状島モデル

* 大阪大学大学院人間科学研究科共生学系（現：福山市立大学都市経営学部）；r-miyamae@fcu.ac.jp
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はじめに

　本論文は本稿と一部著者が重なる前稿（桂・檜垣 2022）における問題意識を

引き継ぎながら、人間科学部／人間科学研究科の学部生、院生、教員が参加

したガヤトリ・C・スピヴァクの『サバルタンは語ることができるか』（スピヴァ

ク 1998＝Spivak 1988）（以下『サバルタン』）の読書会を事例に、同書を読む

という経験やそこから生じる内省をどのように表象（代表／表現）しうるのか

を論じる。前稿の問題意識とは、スピヴァク自身を含めた研究者自身の立場

性と議論の関係について俎上に載せるべきであるということと、サバルタン

と呼ばれる人びとの代理／代弁（vertretung）の不可能性に比べて、研究者がサ

バルタンを言説の上で生み出す構造を含めて表現／再現前（darstellung）して

いくことの必要性が十分に理解されていないのではないか、という二点であ

る。これらを出発点に、とりわけ共生学のフィロソフィー、アート、サイエ

ンスという視点から論じることで、今日共生を主題に研究を遂行する際の研

究実践をめぐる課題を提示する。

　第1章では、まず読書会に至るまでの経緯を述べる。前稿で述べられてい

るように、共生を主題にするうえで、ポストコロニアル理論を参照すること

には非常に重要な意味があるが、本稿を書く発端となった読書会に関して

は、そうした大きな背景というよりも、学生寮の「表象」という、より具体的

な出来事が起点となっている。そのうえで、同書を共に読んだ際の「読みの差

異」に着目することで、一人ひとりの読み方をリフレクシブに記述するという、

本稿の目的を述べる。

　第2章では、共生のフィロソフィーとして、『サバルタン』においてスピヴァ

クがどのようなポジショニングを取っているかを分析する。『サバルタン』は、

西洋知識人の不可視化された主体性あるいはポジションを痛烈に批判したわ

けだが、その批判はまったく同じ形で知識人たるスピヴァクにも向けられる。

このような疑義に対し、『サバルタン』本文中でスピヴァクはとある自己言及

を行っている。その構造に着目することで、本書におけるスピヴァクの立ち

位置を確認する。

　第3章では、共生のアートとして、『サバルタン』を読むなかで何が想起さ
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れたのかをオートエスノグラフィ（Ellis et al. 2010; 桂・千葉 2021）にして表

現する。自らの経験を頼りに、語りえない経験を見つめなおし、自らのサバ

ルタン性を語り直すことで主体の変遷を整理する。

　第4章は共生のサイエンスとして、『サバルタン』の視点を踏まえた調査研

究は、どのようなものであり得るのかについて論じる。具体的には、調査す

ること、解釈することが持つ暴力性を内省的に描き出していく。また、大学

生という学問的な言説を生産することができる自分自身の属性を捉えなおす

ことについて実際の研究過程をもとに考察する。

　最後に、本稿での多様な「読みの差異」を、スピヴァクにもしばしば言及し

てきた宮地尚子による環状島モデルを参照し整理することで、各々のポジショ

ナリティと読みの関係性について考察する。これらを通して、共に読まれる

テクストとして、同書やサバルタン概念の再考の今日的な意義を示唆する。

　なお、執筆の分担としては、第1章を藤阪と上總、第2章と第5章を宮前が

執筆し、第3章は藤阪、第4章は上總が担当している。桂は論文の企画や構想、

各章導入部やはじめにやおわりに等の部分的な執筆、および草稿に対する批

判的な修正を担った。

1. 「読みの差異」を通した『サバルタン』の検討

1.1 読書会の経緯

　昨年（2020年）、大阪大学大学院人間科学研究科の教員や学生が関わるとあ

るプロジェクトの広報をめぐって議論が交わされた。問題となったのは、大

阪大学生寮、教職員宿舎に加えて、商業区画のテナント、サービス付き高齢

者住宅などが整備される「大阪大学グローバルビレッジ津雲台」の入居者募集

に際して用いられた写真だ。「大阪大学グローバルビレッジ津雲台」では「留学

生を含むあらゆる学生、教職員が同じ場所で生活し、活発なコミュニケーショ

ンを可能とする国際的生活環境」1 の実現や、各種教育プログラムなど様々な

「先端的」な試みを謳っている。しかし、同プロジェクトのウェブサイトには、

ジェンダーや「人種・民族」に偏りのあると思われる写真が大きく掲載されて

いた（写真1）。この写真を含むページは2020年6月ごろに公開され、2020年
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7月に人間科学研究科・人間科学部内で告知、広報がなされた。その際、この

写真を「グローバルビレッジ」という「共創」や「共生」ともかかわるプロジェク

トを象徴するものとして使うことに疑問を感じた大学院生の桂が、メーリン

グリストで問題を指摘したところ、他の院生、学部生らからも同様の声があ

がるなど、波紋が広がっていった。現在、同写真は学寮の建物を写したもの

と差し替えられている 2。

　これを表象やコロニアリズムについて考える機として捉え、『サバルタン』

の読書会がはじまった。人間科学研究科の教員である宮前が提案し、当時学

部3年生だった藤阪が主催する形で2020年9月に開始した本読書会は、当初

数回の開催で終了する予定であった。しかし、全体を通して一文ずつ丁寧に

本文の検討を進めたことに加えて、スピヴァクの主張の理解に想定以上の時

間を要し、2021年10月現在までで読書会の開催は10回を超えた。本読書会

では、レジュメの担当者が本文を音読したうえで解釈や疑問点を示し、それ

に応じて他の参加者が新たな見解や疑問を投げかけるというスタイルをとっ

た。本書を読むにあたり要求される知識量が膨大であるにもかかわらず、参

加した学生の中にはフーコーやデリダを専門とする者がおらず、前提となる

知識を各自で学習するとともに、哲学を専門とする教員による解説が行われ

た。また、宮原（2010）も指摘するように、本書には誤訳と思われる部分も

写真 1 大阪大学グローバルビレッジ津雲台 HP に
掲載された写真（現在は差し替え済）
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あったことから、原文と照らし合わせながら読解する必要に迫られた。さらに、

本稿でその一端が示されているように、参加者によって異なる立場から多様

な読みの可能性が示唆されることは珍しくなく、時間をかけて議論を重ねた。

時に、『サバルタン』に関連する経験を語ったり議論を深めたりする時間も持

ちながら、各々の視点で表象の問題に向き合ってきた。

1.2 本論文の目的

　本論文では、複数の立場、視点から『サバルタン』を共に読み、共に書くこ

とで、各々の「読みの差異」を浮き彫りにしつつ、同書の内容を共生学の視点

から多角的に考察することを目的とする。

　スピヴァクの著作は、難解な文章であることが知られており、その読みづ

らさはつねに批判の的となってきた（宮原 2010）。彼女自身その批判は認めて

おり、特にその難解さが際立つ『サバルタン』については、「あまりにも複雑」

であるとし、それは彼女が「経験した苦難のいくぶんでも反映している」のだ

ろうと述べている（スピヴァク 1999: 80）。しかしながら、「易しい文章はだま

す」（Danius,Jonsson ＆Spivak 1993: 33) ことが明白である中で、その難解な文

体は、従来とは異なる仕方で「様々に異なる歴史や場所や方法論を注意深く結

びつけようとする」、スピヴァクによる「計算された意識的な修辞的戦略」（モー

トン 2005: 19）なのである 3。

　この難解なスピヴァクの著作は、学部生、院生、教員の協働の中でどのよ

うに読まれうるのだろうか。ここで参考になるのが、人類学者の太田好信に

よる指摘である。太田は『サバルタン』の訳者である上村らとの対談「スピヴァ

クあるいは発話の場のポリティクス」において、スピヴァクは発話が構造化さ

れていると主張したのに応じ、読みもまた構造化されているのではないかと

指摘した。「スピヴァクのテキストはまさに違った－テキストが開かれたとい

う意味ではなく－読みが可能であ」（上村・太田・本橋 1999: 63）り、「読みの

差異」に注目する必要がある。それは単に様々に解釈ができる、ということで

はなく、読み手の経験や知識との結びつきの中で読まれる、ということである。

この「読みの差異」を明らかにするため、本稿では、共生学の3つのアスペク

ト（志水 2020）を議論の枠組みとする。理念や議論の前提を問い直していく
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「フィロソフィー」と、現状を調査し分析する「サイエンス」、共生の実現に向

けて従来の研究では排除されていた感情や主観も重視する「アート」の3つの

視点から、それぞれの読みを多角的に記述していく。

　その際重要となるキーワードが「サバルタン」である。あらかじめスピヴァ

クのサバルタン概念について簡単にふれておこう。

　スピヴァクは、サバルタンは「それ自体がエリートからの差異として定義さ

れる」（1998: 43）ような異種混交的な存在であると指摘した。彼女は「真の」サ

バルタン集団を、「読み書きのできない農民たち、部族民、そして都市のサブ

プロレタリアートのなかの最下層に属する男と女たち」（p.36）とカテゴリカル

に説明することもあるが、「真の」サバルタンとはみなされなかったとしても、

その声や抵抗が聞き取られない限り、語ることができないという意味でサバ

ルタン同様の言説的状況下に置かれうる。事実、『サバルタン』においてスピ

ヴァクが取り上げたのは、中流階級に生まれ、反植民地主義闘争に参加した

第三世界の女性、ブヴァネーシュワリー・バッドリーであった。彼女はカテ

ゴリカルな意味においては「真の」サバルタンではない。しかしながら、彼女

の自殺＝死を賭した抵抗でさえ、知識人、そして後々の家族の女性からも理

解されなかったことをふまえ、スピヴァクは「サバルタンは語ることができな

い」、つまり、発話行為ができない、その声が聞きとられない、と結論づけた

のである（スピヴァク 1999）。このようにスピヴァクにとってのサバルタンは、

実在する人々の存在を念頭に置きながらも、言説的な位置づけとの関連にお

いて示される相関的あるいは「示差的」（牧2021: 104）な概念である。

2. 共生のフィロソフィー：あなたはそれを語ることができるか

　本章では、共生のフィロソフィーの観点から『サバルタン』におけるスピヴァ

クの主張を再検討する。スピヴァクによるフーコーやドゥルーズを含む西洋

知識人およびサバルタンスタディーズへの批判や彼女自身の自己言及に焦点

を当て、「読みの差異」を議論するための前提を整備していく。
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2.1 批判者のポジションという問題

　『サバルタン』におけるスピヴァクの批判を桂・檜垣（2022）を参考に改めて

整理しよう。

　スピヴァクは表象（representation）の2つの意味である代表vertretungと表現

darstellungが混同されていると指摘する。彼女の批判の論旨をあえて単純化

して整理すれば、西洋知識人たちに対しては「あなたたちは被抑圧者は自ら語

ることができると言っているが、結局のところあなたたち自身が語っている

にすぎない」という批判を展開し、返す刀でサバルタンスタディーズに対して

は「あなたたちがサバルタンについて語ることがサバルタンの声を抑圧してい

るのではないか」と批判する。このような批判点を詳細に検討していくといく

つかの問題点が浮かび上がるが、本稿ではその中でも共生学と関連するもの

を2点指摘したい。

　①『サバルタン』における批判は、エリート層に向けた批判にとどまってお

り、ほんとうのところ他者（スピヴァクが事例にあげるような「サティ」の女性

など）には届いていないのではないか。たとえば、『サバルタン』自体がフラン

ス現代思想の受容や利用をめぐるサバルタンスタディーズの「陣地戦」あるい

は「内戦」の様相を呈しているという檜垣（桂・檜垣 2022）の指摘もそれにあた

る。牧 (2021)は以下のように指摘する。

結局のところ、サバルタンを究極的な弱者とすることも、主体的な抵抗

者とすることも、どちらもサバルタンを研究する研究者の「関心事」に

基づく恣意的な規定行為となってしまう。そのため、こうした研究にお

いてサバルタンとして規定された人々は、サバルタンとして規定された

その時点で言説上の主体性を剝奪されているのだということができる。

（p.94）

　②上記の批判点の発展系であるが、それを語るあなたたちは誰なのかとい

う西欧知識人のポジショナリティを切り崩すような問いかけは、そのように

批判するスピヴァク自身にも向けられるべきだろう。スピヴァクの批判は、

スピヴァクがこのように学術的な言葉を用いて批判できる人物であるという
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時点で、自家撞着に陥っていないか。

確かにスピヴァクは、自らがインドについて語ることへの「特権」の「放棄」

を言明してはいる (31-32/ 281)。インドについて語ることをことさらに重

視するわけではないというその主張はわかる。しかし、ランジット・グハ

のエリート主義的姿勢を批判しながらも、同時に英語でアメリカにおい

て論文を発表・出版するスピヴァクは（フーコーやドゥルーズが無意識で

あれ意識的であれ第三世界を看過するように）、アメリカの学会でグロー

バル言語そのものである英語で発言するという、自らのあり方がもつ（無

意識的かつ意識的）優位的立場性はやはり保持しつづけているのではな

いか。事柄がここでは鏡のように反転してはいないだろうか。（桂・檜垣 

2022: 35）

　①は、「当事者不在」という問題、そして、②は「当事者不在という言説への

批判にすら当事者がいない」という問題である。

　①の問題系は容易に理解できるだろう。問題として根深いのは、②の問

題系のほうであると考えられる。②の問題は、たとえば語りの搾取の問題

として現れる。ここで想起されるのが、第159回芥川賞最終候補作に選ばれ、

2019年に公刊された小説『美しい顔』をめぐる問題である。詳細な説明は宮前

（2019）に譲るが、本小説は著者である北条裕子氏が一度も東北の被災地に訪

れることなく、いくつかの手記集やノンフィクションから題材を拾い集めて

小説を構成した点に批判の矛先が向けられた。特に東日本大震災の被災地で

長期的にフィールドワークを続ける社会学者金菱清氏は「彼ら［被災者※筆者

注］の言葉を奪った」と痛烈に批判する 4。しかし、この金菱氏の主張に同意す

るにしても、『サバルタン』を読んだ後では「それを言うあなたは誰なのか」と

問わなければならないだろう。つまり、被災者の言葉を奪ったという言説は

被災者の言葉を奪っていないのだろうか。

　このような当事者不在の言説構造を形式化すれば、以下のようになるだろう。

「Xは『…』と語っている」と語っているのは誰か。少なくともXではない。5
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　この形式を取ると、自己語りを除くあらゆる言説が批判の対象となる。X

に被災者を入れれば、「被災者は『…』と語っている」と語っているのは誰か。

少なくとも被災者ではないとなり、上述の「被災者の言葉を奪った」と同型で

ある。もちろん、Xにサバルタンを代入すれば「サバルタンは『…』と語ってい

る」と語っているのは誰か。少なくともサバルタンではないとなり、『サバル

タン』の主張とも重なる。このような当事者不在に関する批判は、批判をなし

た者自身にも再帰的に適用されねばならない。

2.2　スピヴァクの自己言及

　スピヴァクはこの問題に対してどのように応答しているだろうか。じつは、

後に自身の論の軌道修正を余儀なくされた（喜多 2009）ことからもわかるよう

に、本書の内部で十分に対応されているわけではない。それでも、本文中に

この論点に対する応答を意図したと思われる文章が忍ばされている。それは

本書31頁から32頁にかけてなされている。

わたしはインドに生まれ、インドで初等教育から高等教育、そして二年

間の大学院課程をふくむ大学教育を受けた。このため、わたしがインド

を例に引くと、それはわたし自身の失われたルーツのノスタルジックな

探索であると見られかねない。[...]わたしとしては、わたしの主要な企図

はそのようなノスタルジアのなかでも実証主義的 -観念論的な種類のもの

を指摘することにあるのだと主張したい。わたしがインドの素材にたよ

るのは、高度な学問的訓練が欠如しているなかにあって、たまたまイン

ドに生まれ、そこで教育を受けたということが、わたしに歴史の画布に

たいするセンスと、日曜大工（bricoleur）にとっては [...]有用な道具である

関連する言語のいくつかへの手がかり、そしてもろもろの学問的形成体

についての批判を供給してくれてきたからである。しかしながら、イン

ドの事例は、すべての地域や国民や文化等々の、自己としてのヨーロッ

パの他者として引き合いに出してもよいような代表例として受けとられ

るわけにはいかないのである。（pp.31-32）
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　ここでなぜスピヴァクは読み手に対してこのような注意喚起をおこなって

いるのだろうか。いくつかのまとまりに分けて考えてみたい。

i.  「わたしは～受けた」。当事者性の備給。スピヴァクはまず、自身が

インド出身であることを主張する。それは自らを本書で批判の的に

したフーコーやドゥルーズのような西洋の知識人との差異を示すも

のでもある。

ii.  「このため～見られかねない」。当事者性の備給の否定。スピヴァク

は即座に iを否定する。それは、当事者であるから語る資格・能力を

持つという権威主義的当事者主義への牽制となっている。

iii.  「わたしとしては～からである」。能力の強調。スピヴァクはインド

を題材に選んだ理由を、インドについて研究する能力があるからだ

と強調する。それはインドに出自を持ち、インドで教育を受けたこ

とでそういった能力が育まれたことを強調するもので、結果的に一

種の当事者性の強調になっている点も見逃せない。

iv.  「しかしながら～である」。表象への警鐘。とはいえ、最後にスピヴァ

クはインドの事例がすべてを代表するわけでないことを述べている。

あくまで一事例として述べるに過ぎないと念押す。

　つまりスピヴァクは、自らの出自を明らかにしたうえで、そのことがサバ

ルタンという題材を分析する能力に結びついていることをアピールする。出

自を当事者主義ではなく能力主義に結びつけようとしているとも理解できる。

そして、最終的には、インドの事例を代表例としての表象だと受けとっては

ならないと警鐘を鳴らす。

　この箇所を取り上げて、スピヴァクはやはりサバルタンではないのだから

本書での主張もまたサバルタンの声を抑圧していると結論づけることはあま

りに早計である。ここで注目すべきは、なぜスピヴァクが自らの出自も含め

た立ち位置をここで明確にしているのかという点である。

　スピヴァクの自己言及から読み取るべきなのは、サバルタンか／否かや、
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サバルタンについて語る能力があるか／否かという二律背反的な対立軸を設

定することではなく、どの程度サバルタン（あるいはサバルタン的自己）に

ついて語ることができるかというふうにサバルタン概念を連続体的に見る見

方を導入することの重要性である。その際に必要なのは、真のサバルタンを

中心に置き、そこからの距離として、語る主体を布置していく俯瞰図である。

もちろんここには、フーコーやドゥルーズのような西洋の知識人も配置され

るし、サバルタンについて何も知らない人も（非常に遠い位置ではあれ）配置

される。

　全体地図に様々な人を布置し、自らを位置づけることは、「サバルタン」と

いう属性あるいはそれを語る能力を持っているかどうかではなく、「サバルタ

ン」と、語る主体である私との関係を焦点化することにつながる。上述した当

事者不在の言説構造を変形させよう。つまり、「Xは『…』と語っている」と語っ

ているのは誰か。少なくともXではない、ではなく、「Xは『…』と語ってい

る」と語っている私は何者か。そして、Xと私の関係はどのようなものかとい

う語りなおしによって、語られないものとしてのXを示唆することが可能と

なるのではないだろうか。『サバルタン』におけるスピヴァクの指摘とも重な

るが、「サバルタン」の声を抑圧してしまいうる私を徹底的に自覚することで、

抑圧されている者としての「サバルタン」が語りのうちに不在であるという形

で現前しうるのである。いわば、分断ではなく連続として見る見方を徹底す

ることが、そこにいるはずのサバルタンがそこにいないというふうにしてサ

バルタンを浮かび上がらせることができる。

　このような連続体を想定するにあたって、まずは、私たち一人ひとりの経

験に根ざした語りを語ることから始めなければならないだろう。第3章と第4

章では、共生のアート、サイエンスの視点から、「私」について語ることで不

在のサバルタンを現前させることを企図する。

3. 共生のアート：知識たる資格のために圧殺された〈私〉の捉えなおし

　本章では共生のアートという視点から『サバルタン』を読むなかで、読み手

においてどのような経験や感情が呼び起されるのかを見ていく。前章で確認
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したように、学術的な論文を執筆する私たちは「真の」サバルタン 6 とは言え

ない。しかし、それぞれが抱えながらこれまで「語りえなかった」経験を記述

することで、不在のサバルタンとの連続性を示しうる。こうした目的のため

の一つの実践として、以下、個人の感情や内面の開示をともなう「喚起的」な

記述（桂・千葉 2021）を行う。まず私（藤阪）がこれまでの研究で語ろうとして

こなかった経験について記述し、そのうえで、『サバルタン』を読む中での気

づきを通して、私個人の経験におけるサバルタン概念の働きを論じる。

3.1 私にとっての『サバルタン』の位置付け

　スピヴァクの行った知識人批判は、これまで知識としての資格を剝奪され

てきた知識が、それとして認められる助けになると考えられる（スピヴァク 

1998: 31）。『サバルタン』を読み、本稿を書く過程で生じたのは、私自身の過

去の経験と知識の関係の捉えなおしであった。本章で論じたいのは、そうし

た捉え直しの過程を通した「知識としての資格」についてである。

　『サバルタン』を読み始めた当初は、表されているもの（シニフィエ）自体に

問題が存在すると捉えていたが、読み進めるうちに、表象する者とされる者

を取り巻く力関係などをめぐって表象する側の責任が大きく、特に学問をす

る人間には逃れられない議論であることを理解した。自分自身の経験を可視

化し分析の対象とする、オートエスノグラフィを調査手法とする私には、他

者をいかに表象するかという課題に加え、自分自身をいかに表象するのか、

またその影響をどう考えるのかという問題も迫ってきた。

　読み進めるなかでスピヴァクの理論は、私の経験を記述する手がかりとし

て、また、これまでの私自身の記述や表現に対する批判として理解されて

いった。私が研究を通じて記述したい経験とは、小学生時代に教師から指導

の一環として受けた心理的・情緒的苦痛という、個人の主観とみなされ、知

識として承認を得ることが難しい類のものである。こうした苦痛は、スティ

グマなどにより当事者の口から明かされにくいうえ、児童の心理的な問題は

教師の指導方法ではなく児童の怠慢・能力不足等に帰される傾向にある（大貫 

2013）。そうした状況下では、私の経験を語り、知識としての正当性を主張

することは困難を極める。それゆえ私は、研究の遂行課程において、自分自
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身の苦痛を語ることよりも、研究課題との関係で都合の良い部分を語ること

に重きを置いてきた。『サバルタン』を読むなかで、そうした研究の姿勢自体が、

語りをめぐる問題の所在を覆い隠しかねないと感じるようになった。

　そこで次節では、これまで公に語ってこなかった、抑圧的な指導に由来す

る私自身の経験を、喚起的なオートエスノグラフィとして記述することを試

みる。これにより、自覚せず「知識としての資格」を求めることへの批判につ

ながるものとして、その資格が要求される限り顕在化しない知識の存在を示

唆する。

3.2 〈私〉をめぐる私のオートエスノグラフィ

　私は「半身」を殺した。抑圧的な指導が常態化した教室内で生き延びるため

に、当時の私は自分の本音を内側に隠し、幾重にも用意した建前というバリ

ゲードが破壊されないように力を注いだ。しかしながら、いつの間にか建前

だけが残り、私は自分の気持ちがわからなくなった。意識的に建前から区別

された「本音」は、私の心の在り処である「本心」がどこかに消え去ったのと同

時に消滅した。やわらかくて、人に優しくしたいと考え、他者や未知との関

わりを楽しめるあたたかい〈私〉、すなわち「半身」がいなくなってしまった。

いつか〈私〉は帰ってくると考え、喪失感と無力感に駆り立てられるようにし

て〈私〉を探して待ち続けた。問題である指導から解放されて2年ほど経過し

た時、〈私〉は「殺された」のだと感じ、その残りかすで〈現在の私〉が出来てい

るのだと悟った。高校入学後、ついに〈私〉の帰りを待つのをやめ、〈現在の

私〉は生き延びるために〈私〉を「見殺しにした」。今振り返ると、〈私〉の帰りを

待つのをやめた時、〈現在の私〉は〈私〉にとどめを刺して「殺した」のだと思う。

どこから来たのかもわからない〈現在の私〉は、〈私〉が置いていったすべてを

活用しながら我が物顔で生きている。

　私に関わる、これら複数の主体を整理すると表1のようになる。
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一人称 示す対象 存在時期

〈私〉 小学 6 年生の頃から時間をかけて「殺された」存在。
私の「半身」7。 出生～小 6

〈現在の私〉

〈私〉の代わりに「藤阪希海」の主体となった存在。
どこから来たのか不明。今のところ、私の建前と、
教室で求められていた「藤阪希海」像が綯交ぜに
なって生まれたと考えている。

小 6 ～ 2021 年 9 月現在

私

「藤阪希海」として存在するものの総体。他者か
ら想定される、一貫した存在としての「藤阪希海」8。

〈私〉や〈私〉が築き上げたもの、〈現在の私〉や〈現
在の私〉が築き上げたもの、精神的なもの、身体
的なもの等を含むすべて。

出生～ 2021 年 9 月現在

　〈私〉、〈現在の私〉、私の関係性は概念として理解されているが、比喩的に

図示すると図１のようになる。私は「藤阪希海」という、外側から見た人間で

あり、図１においては「藤阪希海」部屋として表される。〈私〉は出生当初から

私として生きてきており、「藤阪希海」部屋の正当な借人として示される。自

分の名義でそこに住む許可を得て、賃貸料も払っているような状態だ。それ

に対して、〈現在の私〉はどこから来たのか不明なまま、勝手に私の主体とし

て生きている。図１では、大家さんの許可を得ず〈私〉名義の部屋に居候して

いる、身元不明の同居人として描かれる。〈私〉が消え去った後も、〈私〉の用

意した家具を使いながら〈私〉名義の「藤阪希海」部屋に住み続けている。

　今の私は、浴槽でうずくまっていた当時の〈私〉のため、そして〈現在の私〉

の断罪のために研究をしている。家の中で他に泣く場所がなかった〈私〉は、

浴槽の中に丸まって「死」の温度に触れた。彼女が無根拠に信じていた、「どこ

かに今の私のことを説明できる大人がいるに違いない」という祈りにも近い何

かを、〈現在の私〉が現実のものにせねばならないと思う。そして、教室で起

きた出来事を明るみに出すことで、〈私〉と〈現在の私〉が混在しながら私が生

きてきた証明、すなわち彼女がいた証明を果たし、〈現在の私〉の抱える罪を

認めてほしい。彼女に報いるとともに、贖罪を始めさせてほしい。

　一方で、できるだけ問題を私から切り離し、私については口を閉ざしたい

気持ちも持ち続ける。私のことを語る時、〈私〉と〈現在の私〉は分け難い。今

表 1：私に関わる主体
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この文章を書いているのは〈現在の私〉であるが、〈私〉のした経験は〈現在の

私〉のものではなく、〈現在の私〉が感じる苦しさが誰のものか、〈現在の私〉に

は判別できない。〈私〉は断絶された存在であるにもかかわらず、〈私〉が〈現在

の私〉に文章を書かせているのではないかとすら思える。論理的に説明がで

きず一貫した存在でない私は、正直に語れば語るほど信用を失うに違いない

と恐れを抱く。ただでさえ、私の経験を言葉にすると笑い飛ばされたり、「学

校ってそんなもん」だから「勘違い」ではないかといなされたりするなど、語り

が承認されなかった経験は少なくない。児童生徒に対してはどのような働き

かけでも教育的指導として望ましい行為と認識されがちな社会において（内田 

2019）、私の被害は主張するよりも前に否定されている。私は暗に被害を受

けた自分とそうでない自分を切り分けたうえで、自身を信頼に足る存在だと

見せかけ、他者から信頼を得ようとしている。

3.3 知識たる資格のために生み出されるサバルタン的存在

　本節ではサバルタンが生み出されるメカニズムと、前節で論じた、抑圧を

認識する主体としての自己の不確かさとを結び付け、サバルタンの周辺を描

き出す行為に関する内省的な批判を行う。研究成果として表されるものは、

調査で明らかになった知識であるというだけでなく、「知識としての資格」に

図 1 〈私〉名義の「藤阪希海」部屋
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値すると見込まれる知識であり、その見込みが得られなかった知識が背後に

あることを示唆する。スピヴァクは『サバルタン』で、女性の表象に際して女

性自身によってたくらまれうる沈黙によって差異が包摂されると主張し、サ

バルタンの差異が表象されないメカニズムを明らかにした。すなわち、ある

主体が抑圧的な文脈の中で語ろうとした時、自らよりもさらにサバルタン的

な存在を生み出すことで、相対的に承認を得ようとする場合があるというこ

とである。

　このとき、二重にかき消されたサバルタンへのアプローチが求められる。

特に学問においては、「帝国主義的な主体構成の作業に合体していく」ことに

批判的立場を取り、知識人が学び知った特権を忘れ去ってみることをスピヴァ

クは『サバルタン』の中で提案する（pp.72-75）。表されないものの内に語ろう

としても語れないものがあり、語れなくさせているメカニズムを意識するこ

とで、表されるものとして認識できるものの幅が広がることが示唆される。

　共著として本稿を書くことは私にとって、表されなかったものを表す機会

となった。本章は当初、私の内で起きた主体の変遷にほとんど触れない記述

を行っていた。執筆の過程で、私の経験をより詳しく明かすことを他の著者

から提案された。本章を書き直す中で、私の経験が「知識としての資格」を得る、

あるいは、そのための条件を問い直す可能性を感じると同時に、これまで研

究者として「自己の影としての他者のたえまない構成に関与してい」た可能性

を自覚した（スピヴァク 1998: 29）。私自身が必ずしも一貫性を持たないとい

う事実を記述しないということは、一貫性を持ち得ない主体による知識を知

識として認めない規範に加担するということであり、サバルタンを抑圧する

行為以外の何物でもない。ただし、一貫性を持たない私の語りや記述が受け

入れられる場がなければ、私は理論的に首尾一貫した説明可能な存在のふり

をする他なかった。その意味においては、本章で行ってきたのは私一人の記

述ではなく、サバルタン概念を共有したうえでの共著という実践全体による

ものであった。私の知識がある種の資格を持ちうるものだとして支えられる

ことで、語れなさや沈黙をめぐる問題を自覚し、その克服を試みるができた。

　これまで私は、〈私〉と〈現在の私〉の違いを明らかにしないでおこうと思っ

てきたが、共読・共著をした仲間の姿勢に支えられ、語りの幅が広がった。
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本稿で初めて表現できた経験があるだけでなく、これまでの語りによって抑

圧される存在の可能性を意識し、知識を評価しサバルタンを生み出すメカニ

ズムそのものへの批判に至った。スピヴァクは、サバルタンを生み出すメカ

ニズムを踏まえて表されるものと表されないものを捉え直させ、表現される

事柄を豊かにしたと言えるのではないか。 

　このように『サバルタン』読書会への参加は、私自身が十分に意識せず行っ

てきた、自他の声の圧殺に向き合うプロセスであった。

4. 共生のサイエンス： 研究における再帰性／反省性

　ここからは、共生のサイエンスという視点から『サバルタン』について

検討する。本章では、『サバルタン』の読みの一つの結果として、「これは

自伝ではない」という一文が冒頭に掲げられるピエール・ブルデューの『自

己分析』（ブルデュー 2011）同様、科学的な知の在り方を問う方法として、

自己の経験の記述を試みる。まず、4.1 において、スピヴァクのサバルタ

ン概念を子どもに応用し、私（上總）自身の経験と結び付けることによっ

て、過去を darstellung- 表現する。4.2 では、戦略としての vertretung- 代

表／代弁の使用と自らの加害性への無自覚さについて述べる。その上で 4.3

において、それら 2 つの経験を結び付けながら、なぜ自らの加害性に無自

覚であったのか、その理由について考察するとともに、被害者の抵抗の新

たな可能性を探りたい。

4.1 サバルタン概念を通した過去の darstellung- 表現

　私は小学校の約 1 年間、いじめの被害にあった 9。ただし、私がそのい

じめという行為によって受けた精神的ダメージは、その言葉が多くの人に

イメージさせるであろうものよりは、軽いものだった。むしろ私にとって

は、そのことを家族に知られることへの恐怖の方がよほど大きかった。本

節では「なぜ私は家族に知られることをこれほど恐れたのか」ということ

に注目することで、語ることができなかった過去の私を darstellung- 表現

する。
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　多くの場合、ある語りが阻害される理由は、単一のものではない。私が

そのいじめという出来事を家族に知られることを恐れたのも、親を含め周

りの大人に「良い子」として認められていたイメージを崩したくなかった、

あるいは崩すべきではないと考えていた、というのが理由の 1 つにはある

だろう。しかしながら、最も大きな理由として、そこには 2 つの意味での

恐怖があったのではないかと考えている。まず、私の「無言の抵抗」が否

定されることへの恐怖である。教師などの介入や、その結果の加害者から

の謝罪を求めなかったのは、「沈黙は、綿密に遂行される計画ともなりうる」

（Rich 1978: 23）ことを理解していた私にとっては、「無言の抵抗」が最も

現実的で効果的な対応だったからである。だが、ひとたび親に話せば、そ

の判断は否定され、解決すべき問題として親が介入することで「無言の抵

抗」という戦略は失敗してしまう。もう一つは、私の言動が書き換えられ

ることへの恐怖である。私がその困難な状況にいると親などに知られると、

私にとっては全く関係のない過去の言動さえも、周りの大人たちによって

意味付けられてしまうかもしれない。そして、私にとっての「真実」は書

き換えられてしまう、そのことへの隠微な恐怖があった。

　ここにサバルタンの「語れなさ」をみることができる。私は当時、「真

の」サバルタンではなかった。経済的・人種的マイノリティではなく、学

校内外において自分の努力と能力が認められる環境にいた。また、前述し

たようにいじめという出来事自体の精神的影響が大きかったわけでもな

い。よって、私がサバルタンであったと主張できるのは、ごく限定された

意味においてでしかない。しかしながら、自分の意思が否定され、あるい

は書き換えられてしまうことへの恐怖がありながら、そのことが間違って

いるとは思えなかったし、大人が正しいという考え方を捨てることはでき

なかった。その意味において、子どもとしての私はやはり、サバルタン性

を持っていたのである。

　私のような「語る」ことができない経験は、程度の差こそあれ、多くの

子どもが経験しているのではないだろうか。子どもは、言語形成の段階に

おいて、自分の言葉で「語る」ことが難しい。言葉は周りから定義付けて

与えられ、またその語りは誤ったものとして書き換えられてしまうからで
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ある。大澤（1996）が主張するように、「語る」ということは、「単に言語

能力をもっているか、ということではない。自分が何者であるか、自分が

何をしているか、自分が何を欲望しているのか、自分の利害に合致してい

ることは何か」（p.298）を知っているということなのである。その意味に

おいて、子どももまた、異種混交的なサバルタンであると言えるだろう 10。

　近年、不登校などそれ自体が問題として既に認知されているものについ

ては、過去の研究の在り方を疑問視し、子どもを主体化してその声を聞き

取ろうとする研究は増えてきている（e.g., 井倉 2016; 柴・宮良 2017）。し

かし、だからといって、フーコーやドゥルーズが「被抑圧者たちは、もし

機会をあたえられたならば、[…] かれらの置かれている状態を語り知るこ

とができる」（スピヴァク 1998: 36-37）と主張したように、「子どもは、

もはやサバルタンではない。語ることができるのだ」と主張することはで

きない。大人たちは根本的に、子どもという「純粋なサバルタンをロマン

ティックに考えてそれに愛着を抱いている」（スピヴァク 1999: 81）から

である。実際、子どもを大人に属する者として捉え、その言動を自らの思

考の枠においてのみ判断することの問題性に気づかず、その正当性を主張

する大人も未だに多い。そうした傾向は、3.2 における藤阪の経験からも

示唆されている。そのような大人たちが、自らの権力性を自覚し、意識的

にせよ無意識的にせよ、子どもの声や抵抗を抑圧し、ないものとしてしまっ

ている現状を認識しない限り、子どもはサバルタン地位から抜け出すこと

ができない。

　ただし、「子どもは全てサバルタンである」と主張することは、子ども

を一枚岩的に見なすことになる。そうした主張には、「『サバルタン』とい

う言葉が、自分の持っていないものをほしがっている、どのグループにも

当てはまる決まり文句のようになってしまっている」（スピヴァク 1999: 

82）という指摘通り、より周縁化された子どもたちの存在を不可視化して

しまう危険性もある。しかしながら、第 2 章において宮前が指摘したよう

に、重要なのは「どの程度サバルタン（あるいはサバルタン的自己）につ

いて語ることができるかというふうにサバルタン概念を連続体的に見る見

方を導入すること」である。その連続体の中で私の経験を提示することに
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よって、「真の」サバルタンではないからこそこれまで見えてこなかった、

子どもの語れなさの問題を可視化し、この経験を darstellung- 表現できる

のだとも言えるだろう。

4.2 戦略としての vertretung- 代表／代弁と自らの加害性への無自覚さ

　サバルタン連続体としての見方は、前節のような darstellung- 表現の可

能性を開くとともに、自らが強者（周縁の中でも中心側）の立場にいる時

には、戦略として用いることもできる。本節では、研究の過程におけるそ

うした戦略とその際に持ち得る加害性について論じる。

　スピヴァクは、人々は「本質主義者であらざるを得ないからこそ、本質

主義の単純化できない契機を、戦略の一部として意図的に用いることがで

き、それは無自覚に『悪い』戦略となり得る一方で、自覚的に『良い』戦

略の一部として用いることができる」（Harasym 1988: 66）と主張する。

これはいわゆる「戦略的本質主義」として知られるが、この戦略の持つ可

能性と危険性が最も明確になるのが、女性に関する問いである（スピヴァ

ク 1998: 72)。

　私自身、女性であるというマイノリティ性を持ちながら、人種、学歴、

経済的にはマジョリティである以上、この問いを考えざるを得なかった。

そして、自分の研究において、女性という属性をあえて本質主義的に「良い」

戦略として用いることで、痴漢という性犯罪を軽視し、矮小化する風潮を

作り出す社会の問題性を指摘しようとした。その一例として、インタビュー

協力者 B が語った、後輩が被害を周りに打ち明ける場面を取り上げた。以

下がその際の一連のインタビューの内容である 11。

（B）その子（Bの後輩）は、部活の前に着替える時に、笑いながら「朝さわ

られてん」みたいな、、笑いながらやったから、あまり深刻に受けてないっ

て、

（筆者）笑いながらっていうの、どう思った？

（B）軽いなと思ったけど、それは本心か分からんやん。気持ちを紛らす

のにそうしたかもしれへんし。気持ち悪いのは悪いって言ってたから
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（筆者）その時周りの人はどんな反応？

（B）え、うっそ、みたいな感じ。テンションは結構、そんなことあった

ん～！って感じ。皆周り笑ってるけど、内心そんな笑ってない子もいる

んじゃないかって

（筆者）なるほどね

（B）でもなんか、それは後輩がいる時で、先輩、Bらの同期がいる時は、

なんか、みんなで「え、、」みたいな。その子も笑ってたけど、、

（筆者）結構「そこは笑う場所なん？」って感じで？

（B）え、その時は、笑ってたけど、うーんみたいな。

　被害者である後輩自身が笑いながら被害を打ち明け、それを聞いた周り

も笑っていたが、B 自身はその状況に違和感を抱いており、他にもそう感

じた人がいたのではないかと述べている。私はこの場面について、「被害

者が被害を打ち明けることで求める援助や反応は様々であり、このような

打ち明け方やそれに対する周りの反応を一概に問題視することはできな

い」と前置きした上で、「性犯罪である痴漢被害を笑って打ち明けるなど、

実際に受けたであろう影響よりも軽く語られるのは、『痴漢に遭うことは

仕方がない』、『大したことではない』というような、痴漢を軽視する社会

の痴漢神話を被害者自身が内面化しているからであろう」と指摘した。

　あくまでも、ここで私が主張したかったのは、被害者自身が被害を笑っ

て打ち明けたという行動の問題性ではなく、そのような行動を取らせる社

会の問題性である。だが、もしかすると、その「笑う」という行動の裏に

は、彼女なりの何らかの意図があったのかもしれない。その可能性を鑑み

ず、被害者である彼女を客体化し、そのような風潮の犠牲者として示すこ

とで、間接的であったとしても「善き社会の設立のためのシニフィアン」（ス

ピヴァク 1998: 83）として彼女を用いてしまったのである。

 　スピヴァクは、サティとなった女性たちの声が、「家父長制と帝国主義、

主体の構築と客体の形成のはざまにあって、……ある一つの暴力的な往還

のなかへと消え去っていく」（p.109）と指摘する。一方ではイギリス人が「茶

色い女性たちを茶色い男性たちから救い出」そうとし、他方ではインドの
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土着主義者が「女性たちは実際に死ぬことを望んでいた」と主張する中で、

「だれも女性たちの声―意識を証言したものに出会うことはない」（pp.81-

82）。それと同様に、彼女の笑うという行動は、加害者側とされる男性から

は、被害は大したことないということの証明として使われ、一方で被害者

側に立つであろう女性からは、社会の問題性を指摘するものとして用いら

れる 12。その中で、彼女の主体性や抵抗の可能性が見出されることはない。

女性という面からすると、「土着のエリート」である私自身も、その抑圧

の加担者になってしまったと言えるのではないだろうか。つまり、同じ女

性であるということが、意図的な「良い」戦略であったはずが、無意識的

な「悪い」戦略に横滑りしてしまったのである。

4.3 研究における政治性への自覚

　以上、抑圧される被害者としての経験と、調査における加害者として

の経験を述べた。私は、過去の自分の経験を通して、「語る」ことがで

きない恐怖を知っていたはずであった。さらに、私は読書会以前から、

vertretung- 代表／代弁が持つ危険性や暴力性には自覚的であった。それに

もかかわらず、なぜ研究の過程において、自らの加害性に気づくことがで

きなかったのか。弁明ともなってしまうが、その理由を 2 つ、ここで述べ

ておきたい。

　まず、そもそも、私は今回共読・共著をするまで、これら二つの経験の

中に「サバルタンの語れなさ」という共通項を見出すことができていなかっ

たからだと考えられる。私は、読書会を通して丁寧にスピヴァクを読む中

で初めて、自分の研究にサバルタンを抑圧する加害性を見出すことができ

たのであり、さらに本稿で過去の経験を darstellung- 表現することで初め

て、自分が抱いていた恐怖の正体を知り、サバルタンの抑圧という構造が

そこに存在したこと、私は被害者であることに気付くことができた。だが、

それ以前は、これらの 2 つの経験は別個のものでしかなく、「自分の生の

条件以上のもの」（スピヴァク 2009: 104）、つまり今の自分の問題意識を

形成するものにはなっていなかったのである。　

　2 つめは、研究という実践自体が、vertretung- 代表／代弁を通してサバ
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ルタンへの「応答責任」を負うものだからだと考えられる。つまり、研究

における vertretung- 代表／代弁に見出し得る意義の 1 つは、語れない人

たちの直面する問題を明らかにすることで、傍観者の立場にいる人たちに、

社会の問題の深刻さを指摘し、変革のきっかけにできることである。その

ため誤解を恐れずに言えば、サバルタンの多様性や、その抵抗の可能性に

目を向けずに、彼／彼女らを被害者としてのみ示す方が、問題の深刻さは

伝わりやすいのである。その意味で研究者は、対象者を抑圧する加害者と

なり得る立場にいる。しかしながら、その問題が社会に認識されることに

よって、長期的には自らを助けるものだという考えがあるからこそ、対象

者は研究に協力することに意義を見出し、その過程で心理的負担や、自身

の語りが解釈されることへの不安を持ったとしても研究者に歩み寄るのだ

ろう。もちろん、対象者と研究者の間に何らかの「連続体」を形成し得る

ものがある場合は、そうした加害や抑圧の可能性は低くなる。私が行った

研究は、女性というジェンダーを意図的に「戦略」として用いるものであっ

た。そのため、私は研究を行うことにより「応答責任」を果たすという大

義名分をつねに意識せざるを得ず、その結果、被害者を客体化することも、

仕方がないという「甘え」が、自分の中にできてしまったのだと思われる。

　ここで必要だったのは、スピヴァクの言う「想像力」であろう。彼女に

とって「想像力」とは、「片方の手でもう一方の手を引っ張ることによっ

て生み出す抵抗のようなもの」（スピヴァク 2009: 102-103）であり、自ら

の考えや価値観とは異なることを、意図的に読み取ろうとする努力があっ

てこそ生み出されるものである。よって、ここでは、この被害者が自身の

被害を笑って打ち明けたということに関して、主体的な抵抗のしるしを介

入主義的に見出してみたい。

　今の社会においては、多くの若者が痴漢は性犯罪であり、深刻な問題と

認識していると考えられる。これをふまえると、Ｂの後輩が、痴漢被害を

友人に打ち明けて笑ったのは、「痴漢は深刻な被害だ」という共通認識が

あるという前提のうえで、あえて「大したことない」というメッセージを、

「笑う」という行動を通して周りに伝えることで、加害者や社会への間接

的で些細な抵抗を行うためであった、という風に読み取ることができるだ
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ろう。だが、これに対して、友人たちはその表面下の抵抗を読み取ること

ができずに「大したことない」という表のメッセージだけを受け取った。

そのため、疑問を抱きながらも、被害者に笑って答えるという行動を取っ

たのであり、結果的に、彼女の抵抗は成功しなかった。

　もちろん、これはあくまでも解釈の可能性であって、そのような意図を

被害者が実際に持っていたかを知ることはできない。しかしながら、誰か

を vertretung- 代表／代弁して語ろうとするとき、重要なのはそこに存在

し得る抵抗の可能性、そして、サバルタンの考えを間違っているとして語

りを聞き取ろうとしない自らの加害性につねに目を向けておくことではな

いだろうか。スピヴァクが主張するように、「長い目で見て最終的に効果

的であるためには、（サバルタン的女性の）沈黙化についてはわたしたち

自身も共犯関係にあるということを承認することが重要であ」（スピヴァ

ク 2003: 449）り、自分は加担者にはなり得ないという認識を持つかぎり、

いかなる研究や実践も成功することはないのである。

5.  サバルタンについて語る私について語ること：環状島を用いた位

置付け

　本章では、第 3 章での藤阪の語りと第 4 章での上總の語りを、「サバル

タン」との関係において理解していく。本書『サバルタン』の読書会を通

じて得られた読みの差異は、それぞれの経験してきたことの違いに端を発

する。それは、「サバルタン」について語るときのポジショニングの差異

として現れる。

　本稿で記述してきたポジショニングの差異を、環状島モデル（宮地 2018）に

配置しながらサバルタンと発話者の関係のダイナミズムについて理解を深め

ていこう（図2）13。環状島モデルとは、医療人類学者の宮地尚子が考案した

トラウマの当事者や支援者の発話力を示すモデルである。本モデルのポイン

トはトラウマをめぐる語りには中空構造、つまり、そのトラウマの中心部に

近ければ近いほど語りにならないという領域があるということである。中心
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部である〈内海〉には死者や、言葉にならない奇声を発する者、沈黙を貫く者

たちがいる。

　環状島には、語りが生まれない〈内海〉を中心に外側に行くにつれ〈内斜面〉

〈尾根〉〈外斜面〉〈外海〉がある。〈尾根〉を境にして、内側に当事者、外側に非

当事者がいるというイメージである。〈内斜面〉には、〈内海〉とは異なり、当

事者の中でも言葉を発することができる状態にある生還者たちが位置する。

語る力は〈内斜面〉を登るにつれて力を増し、〈尾根〉に至るとピークに達する。

〈外斜面〉には、支援者たちが位置する。支援者たちはあくまでも当事者には

なれない。しかしながら、支援へのコミットメントが強まると〈外斜面〉を登

りきり、〈尾根〉に到達し、当事者たちを引き上げる手を差し伸べることがで

きる。環状島の周りには〈外海〉がある。〈外海〉もまた〈内海〉と同じく、語り

の生まれない領域であるが、その性質は異なっている。そこには傍観者たち

や見て見ぬ振りをする者、環状島の存在に気づいていない者がいる。これら

環状島の各領域に本稿での二人（藤阪・上總）の語りを位置づけながら、サバ

ルタンとの関係性のダイナミズムを検討する 14。

図 2 環状島モデル（宮地 2018）
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　まず、〈内海〉には語らない者として「サバルタン」が位置するだろう。第2

章で指摘した通り、「サバルタン」についての語りはつねに発話力を持つ者に

よる語り（＝騙り）となって現れる。スピヴァクによる西洋知識人たちおよび

サバルタンスタディーズへの批判はこの点に端を発する。しかしながら、そ

のような批判さえも〈内海〉からではなく陸地のどこかから語られているとい

う点には気をつけなければならない。

　第3章での藤阪の語りは、〈内斜面〉からの表象（darstellung-表現）として捉

えられる。学校での抑圧的な指導のために、〈私〉と〈現在の私〉が切り離され

たとする藤阪の自己理解は、〈内海〉から這いずりだして〈内斜面〉にたどり着

いた姿としてイメージされる。藤阪は部屋のメタファーを用いて、〈私〉と〈現

在の私〉の断絶を説明していたが、環状島に引きつけてみると、脱皮した抜け

殻としての〈私〉を〈内海〉に沈めて、〈内斜面〉にしがみついているような印象

も受ける。

　第4章での上總の語りは、〈外斜面〉からの語りとして捉えられる 15。上總は、

子ども、そして女性としての自らのサバルタン性に着目しつつも、自らは「真

の」サバルタンではないと述べる。それは特に研究者としての立ち位置を自覚

した後に顕著である。そこで述べられたのは、Bとのインタビューの中で語

られた、痴漢の被害経験を笑って告白したBの後輩の語りをいわば上總自身

の研究関心に従って解釈しなおし、表象（vertretung-代表／代弁）してしまっ

たということへの自戒である。〈外斜面〉を登り、〈尾根〉から〈内斜面〉や〈内海〉

を見下ろすときに、支援者が雄弁に語ってしまうことは、当事者の口を噤ま

せることにつながりかねないことが示唆される。

　藤阪、上總の二人に共通するのが〈内海〉への視点である。両者ともに、第

2章で論じた「サバルタンは『…』と語っている」と語っている私は何者か。そ
 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

して、サバルタンと私の関係はどのようなものか
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

というサバルタン連続体に

沿った捉え方がなされている。藤阪の場合は、〈私〉を抑圧することで、一貫

した主体としての私を認識していたが、今の私が内海に沈む〈私〉との関係性

によって存在していることを捉えなおしている。上總の場合は、語る力を持

つエリート的な自己を自覚しつつ、「真の」サバルタンと自らの距離を慎重に

見極めている。
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　このようなあり方は、環状島のモデルに当てはめてみると、環状島の〈水位〉

を下げる効果をもたらしていると考えられるだろう。〈水位〉が上がれば、今

まではなんとか語れていた人が語れなくなるし、その逆に〈水位〉が下がれば、

語りを承認する社会の雰囲気が醸成され、語りはじめる人が増える。『サバル

タン』でスピヴァクが指摘した表象（表現／代表）の問題はまさに、環状島の〈水

位〉を上げてしまうことへの警句であった。つまり、「サバルタン」の語りを代

弁したり、一般化したりするのではなく、それを語る私が〈内斜面〉にいるの

か〈外斜面〉にいるのか、〈内斜面〉や〈外斜面〉のどのあたりに位置しているの

かに十分自覚したうえで、語り始める必要がある。サバルタンについて語る

前に、サバルタンについて語る私について十分に語ることが、表象（表現／代

表）の暴力を軽減することにつながるだろう。

おわりに：共読と共著の往還

　以上、本稿では、『サバルタン』の読書会を契機として立ち現れた、様々な「読

みの差異」のうち2つを記述してきた。もちろん、読書会参加者の分だけ存在

する読みの差異のうちの一部しか記述していないという点は本稿の目的を必

ずしも十分に達成できたとは言えないかもしれないが、これらの記述を重ね

ていくことにより、サバルタンへの連続性の一端が示されたと言えるだろう。

このことは宮地の環状島モデルを用いることで、より一層明確になった。

　ただし、こうした差異の在り方はあらかじめ自明であったわけではない。

読書会や本稿を通して見えてきた「読みの差異」の多くは、おそらく一人で読

み進め、執筆するだけでは気づかなかっただろう。この意味において、「読み

の差異」もまた、他者との協働の中で浮かび上がる示差的なものだと言える。

　『サバルタン』の文体はその分かりにくさがゆえに、協働を必要とし、それ

ぞれの視点や意見を交換し合う契機となった。その過程をふり返ると、共に

読む、という過程においては、同じテクストを同時に読み進めるという同一

性の中で「スピヴァクは何を言おうとしているのか」が探求されていた。言い

換えるとそれは「スピヴァクはこう言っている」というvertretung-代表／代弁

の過程であった。一方、執筆という過程においては、それまでの研究と関連
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づけたり、これまで語りえなかった経験が記述されたり、各々の研究を再帰

的にふり返ったりといったことが自覚的になされた。異なる角度から著者そ

れぞれの経験がdarstellung-表現されることとなった。

　つまり、読書会を通してテクストを読むという同一性や共通性の探求が

あったからこそ、共著の過程において「読みの差異」が明確となっていった

のだと考えられる。こうした研究における、ある種の同一性が求められる

vertretung-代表／代弁と、実践における多様なdarstellung-表現の往還によっ

てこそ、サバルタンとの連続性を紡いでいくようなスピヴァクへの一つの応

答がなされうる。

　今後の課題としては、「共生」や「共創」という、ともすれば目に見えた成果

が求められがちな領域において、いかに「わかりにくい」問題に対する、協働

の機会を設けていけるか、ということが挙げられる。本稿のもととなる読書

会が始まるきっかけとなったのも、学寮に関する一枚の写真であったが、そ

こに現れる問題への指摘が他の者への共感を呼び、共読や共著という実践

へと展開していった。こうした展開も、表象をめぐる一見「わかりにくい」

問題が存在するからこそ生じたものだといえる。『サバルタン』を通してみる

と、当該の写真は、大学という権威を持つ機関による、偏りのある「グローバ

ル」社会の表象（vertretung-代表／代弁）であり、またそれが無批判に掲載され、

拡散されていくという構造が表象（darstellung-表現）されているという問題で

あった。こうした問題の背後には、今日表層的に語られる共生、共創やグロー

バル社会、ダイバーシティ等の影で抑圧される人々の、未だ聞かれていない

無数の声が存在するはずである。差異を示す「表現」と同一性を求める「代表性」

に自覚的になりつつ、その両者を往還することによって、「サバルタン」の語

りの静かな豊かさを涵養することが可能となるだろう。

　本稿が、そうした新たな協働に向けた一つの起点や参照点となれば幸いで

ある。

注

1 大阪大学グローバルビレッジ「総長からのご挨拶」https://globalvillage.icho.osaka-u.ac.jp/
tsukumodai/index.html （2021/10/20アクセス）
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2 大 阪 大 学 グ ロ ー バ ル ビ レ ッ ジ「 学 寮 に つ い て 」https://globalvillage.icho.osaka-u.ac.jp/
tsukumodai/dorm.html#link_rt （2021/10/20アクセス）

3 こうした意図的な実践としての記述はしかし、誤解を招くものでもあった。『サバルタン』

も、「いわゆるポストコロニアル批判以降、人文系学問全般に投げかける『他者表象』をめ

ぐる問題を、もっとも深刻に、かつ適切に表現している論文の一つ」として（太田 1998: 
201）、またサバルタンスタディーズやサバルタン概念を世界に広めた著作として評価を得

る一方（粟屋 1999）、サバルタンは実際に語っているということを、スピヴァク自身が理

解していないのだ、という批判もあった（スピヴァク 1999: 80）。

4 https://news.yahoo.co.jp/byline/ishidosatoru/20180707-00088468（2021/10/29アクセス）

5 そして、この言説構造は以下のように無限後退する契機を有している。

 「…「「Xは『…』と語っている」と語っている」…」と語っている」と語っているのは誰か。

 このとき、語っているのは誰かという長大に続く伝言ゲームに目が取られ、そもそも何

について語っていたのかが次第に忘却される。「少なくともXではない」というXについて

否定する文は、そこに否定文があったという一点においてXの存在を留めていた。しかし、

疑問文の後退がある閾値を超えると、「少なくともXではない」という文章そのものが枠外

に置かれるようになる。こうして、当事者の不在は、最初から当事者などいなかったかの

ように思われてしまう。当事者の座はこのようにして抹消された形で規範化されうると考

えられる。

6 真のサバルタンと本稿で記述するとき、サバルタン的な性質を本質的に持つ人びとを想定

するのではなく、サバルタンの中でもより語りえなさを強いられている人びとを想定して

いる。そもそも、サバルタンとは語りを発さない者を指す概念であり、1.2でも注意深く

述べたように、サバルタンとは関係性の中で生じる示差的（di�erential）な概念である。さて、

1.2でも述べたように、スピヴァクは『サバルタン』において「読み書きのできない農民たち、

部族民、そして都市のサブプロレタリアートのなかの最下層に属する男と女たち」（p.36）

と真のサバルタンを定義するが、この箇所もまた本質主義的な解釈ではなく、相関主義的

に解釈するべきだろう。つまり、彼ら彼女らは、自ら声を発することができないのみならず、

かろうじて発した声すら他者に奪われてしまう点において、サバルタンの中でもさらに語

りの不可能性に直面しているのである。

7 「私の『半身』」と言うとき、「藤阪希海」の「半身」、すなわち「藤阪希海」から切り離された存

在だけを指す。ゆえに、私の「半身」は1つしか存在しない。あえてもう片方の「半身」を挙

げるとすると、〈私〉が築いて残していったものと〈現在の私〉を足した部分。図１において

は、〈私〉名義の「藤阪希海」部屋という空間、そこに置かれている家具、居候継続中の〈現

在の私〉のこと。

8 普段書いたり話したりした時に説明なく「私」と述べると、一貫した存在として認識される

ので、ここでも「私」にカッコや特別な説明はつけない。
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9 ここにおける「いじめ」の定義は、「弱い立場の人に対して、意図的に攻撃的な行動を繰り

返すこと」（Wolke and Lereya 2015: 879）であり、そこに含まれる行為としては、社会的排

除や噂話の拡散などがある。

10 子どもをサバルタンとする解釈は、例えば小玉（1996）なども行っている。小玉（1996）は、

近代においては、子どもについて不登校や不良少年など様々な問題が指摘され、それとと

もに親の責任が問われるようになったが、そのような中で「子どもを守るべき親」と「沈黙

する子ども」の関係性が強化され、結果として子どもをサバルタン地位に留めさせるもの

になっているのではないかと指摘している。

11 この語りは、上總が著者を務める卒業論文「若者は痴漢に関してどのような意識を持って

いるか―痴漢神話の実態調査を中心として―」の調査の一環として、2021年1月に行った

インタビューからの引用である。研究倫理については、本調査を行うにあたって、指導教

員からしかるべき指導を受けている。また、本稿の掲載にあたってはBの許可を得ている。

12 痴漢の被害者は、決して女性だけではなく、また加害者も男性に限定されるものではない。

しかしながら、やはり痴漢の多くが、男性 -加害者、女性 -被害者の構図でなされているこ

とから、このような表現を用いている。

13 本章での環状島モデルの説明については、宮地（2018）および宮地（2021）に多くを負った。

14 本章での記述は宮前が担当したわけだが、このような記述の仕方もまた、藤阪や上總の語

りを代表せしめてしまっている点は留意すべきだろう。もちろん、読書会や本稿の執筆の

打ち合わせを通してお互いの考え方を十分に共有した上で執筆しているのだが、とはいえ

スピヴァクに言わせれば、これもまたvertretung-代表／代弁の問題を内包していることに

なるだろう。この点に関しては、本脚注にて宮前が執筆者である旨を示すことでわずかで

も対応できればと思う。

15 上總の語りにあるように、彼女の子どもの時のいじめ経験は〈内斜面〉的であることも忘れ

てはならない。しかし、本章では特に共生のサイエンスとの関わりにおいて、研究者なら

びに支援者としてサバルタンに接近する際の〈外斜面〉に着目した。
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Abstract
 This paper aims to reconsider Spivak's concept of representation (vertretung/ 
darstellung) from the perspective of the three aspects of kyosei studies (philosophy, art, 
and science) through a co-reading of her critical book "Can the Subaltern Speak?" (Spivak 
1988). Chapter 1 describes how the reading group of "Subaltern" began and focused on 
how "differences in reading" appeared while aiming to read the contents correctly. In the 
second chapter, we confirm Spivak's position in "Subaltern" from  the perspective of Kyosei 
philosophy. In doing so, we focus on Spivak's self-reference and explain the importance of 
introducing the view of the Subaltern continuum. In Chapter 3, I (Fujisaka) narrate my 
own Subaltern story through an autoethnography of my personal experiences from the art 
of Kyosei. In Chapter 4, I (Kazusa) reflectively depict the relationship with Subalternity 
when researching from the perspective of Kyosei science. Finally, by arranging these 
"differences in readings" as differences in positionality in a circular island model, we examine 
the relationship between "Subaltern" and myself as a subject of narration.

Co-reading and Co-writing "Can the 
Subaltern Speak?": Focusing on the three 
aspects of Kyosei studies

RESEARCH NOTE

Ryohei MIYAMAE
Nozomi FUJISAKA
Ai KAZUSA
Yusuke KATSURA

Keywords : Subaltern, co-reading, differences in reading, positionality, circular 
island model



１．はじめに

　コミュニティ・ラーニングは、2013年度からリーディング大学院未来共生イ

ノベーター博士課程プログラムの必修授業としてはじまった。昨年度から大阪

大学大学院人間科学研究科学修証明プログラムとして、また選択科目として実

施しており、今年で9回目となり、14名の学生が受講した。

　一昨年前から続く新型コロナウィルス感染症により、今年もフィールドワー

クの実施が阻まれた。このため、昨年と同様にオンラインでの講義とインタ

ビューによる「オンラインフィールドワーク」という形式をとることになった。

野田村のみなさんの多大なご協力により、2つの講義と10名の村民のインタ

ビューが実現した。

　全体の共通テーマは「野田村の記録と記憶を伝承する」とし、震災・津波から

10年を経て、新たなステージを迎えた野田村において、野田村の記録や記憶の

何を、誰に、どのように伝えていくのか、野田村の人たちと考えることを目標

とした。

　本授業の本来の特徴は、学生たちが自由に野田村を動き回ることを推奨して

いる点にあった。村民と直にコミュニケーションをとることを重要視し、話を

聴かせてもらうためのアポイントをとることから始めて、興味を持った事柄に

ついて深める又は広げるためには次に誰に話を聴くべきか、どこへ足を運ぶべ
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きか、どのような情報を収集すべきかなど、フィールドワークを自ら組み立て

ることを課してきた。しかし、野田村を一度も訪れたことなく、オンラインの

みでインタビューを行わざるをえない今年度は、それが不可能である。代わり

に過去の受講生が執筆した報告書と関連書籍 (『東日本大震災と災害ボランティ

ア』大阪大学出版会 2021)が、受講生の野田村を知る資料となった。そこから野

田村に想いを馳せて、テーマ設定やインタビューイーの選定などを行った。そ

の結果、「子ども・教育」、「外部との交流」、「暮らし・自然」、「世代・高齢者」の

4つのテーマが設定された。

　子ども・教育班では、１村１小学校、１中学校である野田村において、ソー

ラン節や和太鼓を通じて復興への思いを繋ぐ生徒たちを知り、学校を支える地

域の活動を知って感動し、復興とは人々の関係性の再建と創造であるという結

表　全体スケジュール

時間 内容

8/20

10:00 ～ オリエンテーション

10:30 ～ 野田村の震災と復興
　野田村役場未来づくり推進課　小野寺修一氏

12:00 ～ 昼食休憩

13:00 ～ 野田村・北リアスの魅力
　久慈広域観光協議会事務局長　貫牛利一氏

14:30 ～
16:00 平谷東英さん（２班）

16:00 ～
17:30 小野寺勝さん（１班）

8/21

10:00 ～ 小谷地栄喜さん（４班）

12:00 ～ 昼食休憩

13:00 ～ 米田やすさん（３班）

14:30 ～ 小谷地勝さん（４班）

16:00 ～　 越戸和美さん（１班）

17:30 ～ １日の振り返り

8/22

10:00 ～ 内野澤進さん、てるさん夫妻（３班）

12:00 ～ 昼食休憩

13:00 ～ 大平妙子さん（４班）

14:30 ～ 小野寺信子さん（２班）

16:00 ～ ３日間の振り返り
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論に至った。外部との交流班は、震災を機に外部と交流してきた村民との対話

を通じて、コロナ禍における新しい交流の姿を考察した。また、暮らし・自然

班は、東北の豊かではあるが厳しい自然と、そこで培った生きる知恵を「伝わっ

ていく（きた）もの」ととらえ、その大切さを考察している。そして、世代・高齢

者班は、ますます高齢化が進む中で若者に伝えたいことを様々な立場から聴か

講義の様子

インタビューの様子
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せていただく中で、伝承の「場」の必要性に言及した。

　次章では、各班の取り組みを受講生による報告書からの抜粋で紹介する。

２．学生の取り組み

　本章では、学生たちが執筆している「コミュニティ・ラーニング2021　東日

本大震災被災地復興フィールドワーク報告書」をもとに各班の活動を紹介する。

基本的には、各班が執筆した部分から著者らが抜粋した文章を転載している。

2-1.子ども・教育班「復興教育と地域に根差した学校」
　水野聖良（みずの　せいら）　未来共生学講座

畠山尚之（はたやま　なおゆき）　グローバル共生学講座

堀﨑光人（ほりさき　みつと）　臨床教育学講座

　私たち1班は、「子ども・教育」をテーマに小野寺勝さん、越戸和美さんのお

二人に、インタビューをさせていだいた。

(1) 復興教育

　野田村の復興教育について、私たち1班一同が大きな感銘を受けたのは、次

の2つの取り組みであった。

　1つは、小学校、中学校それぞれ独自のソーラン節を、上級生が下級生に、

思いを伝えながら伝授していく取り組み。2つ目は、中学3年が、かつて宮城

の方から教わった和太鼓を受け継ぎ、他校との交流、各種イベントで、その和

太鼓の披露とあわせて津波による被災とそれからの復興を発表するという取り

組みである。

　

「中学校で太鼓をやっているんです。これは宮城県の方から指導をいただいて、

今、続いているのです。この続けるというのは、先輩から後輩へと思いを繫

ぐということで」、「太鼓にプラスして津波にあったこと、そしてそこからど

ういうふうにして復興していったかということを、発表していますね。」「見て

いて本当に感動的なものですね。」「これが、子どもたちの自信にも繫がってい

るようです。昔は、小さな野田村の中だけの学びで、他へ出て行ってアピー

つながる・つづくコミュニティ・ラーニング
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ルするようなことはできないので、やはり、それは、弱いなと感じていたん

ですが、このような取り組みがあることで、自信をもった子どもたちが、で

きてるなと外から見て感じます。」（小野寺勝さん）

「ソーラン節はやってました！伝統みたいな感じで、めちゃめちゃ張り切っ

て。やっぱりカッコいいです。」「小中、お祭り、何にでもやるという感じ」「あ

ちこちで披露してました。」「1クラスの人数が、30人くらいなので、みんなな

にがしかの太鼓を叩いて、」「芸術文化祭とかっていうところに行くとみんなで

太鼓持って行って、披露するっていう機会はありました。」「なんか3年生だけ

の特権みたいな感じで、3年生になるとあれをやるみたいなふうにやってまし

たね。」「特に被災したところでしたので、太鼓で元気をっていうような感じで、

あちこち行っていた。」「運動会とかお祭りとかでいつもやっていたんですけど、

それも日常っていうかいつも何回も見ていました。」（越戸和美さん）

　お二人のお話から、ソーラン節や和太鼓を「先輩から後輩へと思いを繋ぐ（小

野寺さん）」「伝統みたいな感じで、めちゃめちゃ張り切って（越戸さん）」やって

いる子どもたちの姿が、ありありと伝わってくる。形式や様式のみを伝えてい

くことが、「伝承」であり、伝えていくことの中心にある精神を受け継いでいく

ことが「伝統」であるとすると、野田村の学校のソーラン節と和太鼓は、まさに

「伝統」となっており、その受け継がれるものの中心にある精神は、野田村の人々

が被災から復興へと立ち向かった心意気と誇りであるといえる。

(2) 地域に根差した学校

　野田村の教育の素晴らしさは、村全体で学校を支えるところにもあることが

わかった。

（地域の人が学校の中に入っている取り組みがあれば教えてほしいとの問いに

対して）「例えば運動会前にグランドに草とか雑草が生えてて、おじいちゃん

おばあちゃんを呼んで草取りをしてもらうとか」、「学校にとにかく来てもら

うような形を取ったりしてますね。」「学校としても受け入れるという気持ちで

いますので、校長先生をはじめ先生方がほんとに受け入れてくれるので良い

関係かなと思います。」（小野寺さん）
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（給食なんかで、地元の農産物や海産物、ホタテとかワカメとか、地元で作っ

たほうれん草だとかを給食に取り入れて、生産者の方たちにも学校に来ても

らって一緒に食べるというような取り組みをしているのを、どのように思わ

れるかとの問いに対して）「新しい小学校が建設の予定があるので」、「どういっ

た小学校を目指しましょうといった話し合いがあったんです。」「村の人たちが、

小学校に自由に出入りして」「小学生たちと一緒に何か学ぶとか」、「復興」「津

波のことも含めて学んだり、地元のものを出すような給食を一緒に食べたり」

「できる学校がいいかなということで、とっても盛んに議論していたところで、

先日もそれがあった。」「もうものすごくいろんな意見が出て」、「これからプラ

ンニングするんだと思うんですが、とても楽しみなところですね。」「地産地消」

の「給食が出てみんなで食べ」たりとか、「そういうのもいいよねというような

意見が出たりしてます。」（越戸さん）

（運動会に地域のおじいちゃんおばあちゃんが草抜きに来てくれるという話を

きいたのですがとの問いに対して）「地域の方々も一緒に」「草むしりとかおじ

いちゃんおばあちゃんも来てみんなでやります。うちも旦那さんとかも草刈

り機を持って」「人数が少ないので、とにかくいける人」「みんなで行くみたい

な感じでやっています。」（越戸さん）

（野田村の学校が小規模であることについて）「ほんとに地域というか田舎な

ので、一クラスしかないですし、保育園の時からずっと同じ友達が中学校卒

業するまで全員同じ」「メンバー」なので、「私は町の中の学校だったのですご

いなと思います。」「仲の良さというか結びつきの強さがすごいなと私も感じま

す。」（越戸さん）

　まさに、地域に根ざし、地域の人々に支えられた学校づくりの典型的な姿

が、ここ野田村の中にあるといえる。こうした地域に根ざした学校ができるの

は、野田村が、１村１小学校、１中学校、各学年１学級（約30名）の小規模校

を維持してきたことによるものであるといえる。

(3) 復興の関係性の再建と創造

　野田村の復興教育と地域に根ざした学校づくりを、内山（2013）が示した「復
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興と関係性」（内山 2013:18）の観点から見てみる。内山氏は、この「復興と関係

性」について、次のように述べている。

津波と原発事故は、現象としては、被災者たちの生存基盤を破壊した。だ

が、本当に破壊されたものは、生とともにあったさまざまな関係である。家

族とともにあった関係、近所の人々とともにあった関係、親戚や友人、知人

とともにあった関係、町や村、集落とともにあった関係、墓や寺、先祖、神

社や祭り、地域の文化や歴史、子どもや孫たちとともにあった未来との関

係、自然との関係・・・・。そういうさまざまな関係とともに人は生を獲得し

てきたのであり、関係がその人の生をつくりだしていたといってよい。（内山

2013:18)

　従って、復興とは、この破壊された関係の再建と創造であると内山はいうの

である（内山2013)。この「復興と関係性」との観点から、野田村の復興教育と地

域に根ざした学校づくりを見ると、その取り組み内容のすべてが、震災前に子

どもたちの生とともにあった様々な関係の再建と創造であるといえる。子ども

と家族との関係、子ども同士の関係、教師との関係、地域の人々との関係、地

域の自然と文化との関係、他地域で被災した子どもとの関係など、子どもをと

りまく様々な関係の再建と創造であった。

　野田村の復興教育と地域に根ざした学校づくりが、私たちに大きな感銘をあ

たえるのは、なぜなのだろうか。それは、野田村の教育が、この震災によって

破壊された関係性の再建と創造という復興の本質に合致したものとなっている

からである。さらには、この破壊された関係性の再建と創造という課題は、被

災地においてだけではなく、生を支える様々な関係性を喪失しているすべての

人々にとっても、すなわち、私たちにとっても重要な課題となっているからで

ある。
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2-2.外部との交流班「野田村の外部との交流」
　川﨑　悠丘　(かわさき　ゆうき )　 人間行動学講座

陶　玥菡 （とう　げつかん）　未来共生学講座

馬　可悦 （ま　かえつ）　未来共生学講座

　外部との交流に関心を持つ野田村の2人の村民 (平谷東英さん、小野寺信子 )

にオンラインインタビューを行った。

(1) 野田村の外部との交流の変化

　野田村は海と山に囲まれ、地理的に外部からアクセスしにくい閉鎖性のある

土地だった。また、インタビューから、震災前の野田村は、出稼ぎで村の外に

出る人が多かったことが分かった。豊かな自然を持ちながらも観光客は極めて

少なく、震災前の野田村が外部との交流が盛んであったとは言い難い。

　震災直後、多くのボランティア団体が野田村に駆けつけ、迅速な支援活動を

行った。そして野田村の復興事業も早期に取り組まれた。これは復興活動の中

で野田村へ駆けつけてきた人たちの力によるところが大きい。外部の人が来た

ことで、野田村の人々の生活も変わった。小野寺さんは

 

「震災前は野田村という枠の中で、閉じこもって生活してしまうようなところ

がありました。震災後は、被災者とどう関わるべきなのか悩んでしまうこと

がありましたが、ボランティアの方々のおかげで気持ちが通じあってきてい

るのだと感じています。」

（『東日本大震災と災害ボランティア』小野寺信子さんインタビューより）

 

と語ってくださった。このように、震災前の野田村は比較的小規模で閉鎖的な

村だった。野田村観光協会の会長である平谷さんからも、野田村の村民はまだ

よそ者との付き合い方が苦手だという話を聞いた。何か話しかけられると警戒

してしまう、緊張する。そんなシャイな人が多い野田村だが、震災からの復興

活動にかかわった外部のボランティアにはポジティブな印象を持っている。

 

「印象に残っているのは祭りなどのイベントです。ボランティアの学生さんが

手伝ってくれて助かりました。震災で大変でしたが、なんとかみんなで頑張っ
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て協力して活動できたと思っています。」

「当時を振り返れば、復興にからむ委員会がすごく増えた時期だったことが印

象に残っています。その中でもワークショップなどで、先生方や学生さんた

ちと交流ができて、震災のおかげというと語弊がありますが、いろいろ楽し

く学べたなあという記憶が残っています。」

（『東日本大震災と災害ボランティア』商工会青年部インタビューより）

 

　震災直後から震災の復興活動に至るまで、野田村の人々は少しずつ外部との

新たなつながりを築いてきた。復興活動を通じて、外部の人と当事者が一緒に

生活し、野田村の将来を考えていくことで、徐々に絆や相互依存的な信頼関

係が生まれている。このような相互依存関係があるからこそ、地理的に離れて

いても、両者の間には安定した継続的な交流が生まれるのだ。しかし、震災か

ら10年を迎えた今年は、昨年のコロナ禍の流行から、野田村を訪れる人が激

減し、村出身の人でもなかなか帰省できない状況になってしまった。そんな中、

インタビューでは受動的に外部者の訪問を受け入れているのではなく、野田村

の人々も外部とのつながりを求めていることがわかった。この傾向が見えるよ

うになってきた背景には野田村の人口減少がある。少子高齢化が加速する中で、

人口問題は野田村にとっては致命的な問題である。子どもがいないと学校は存

続できなくなり、伝統行事の展開も困難になる。そこで、小野寺さんに野田村

への移住人口について聞いてみると、

 

「それ（移住など）はもう本当に願ってますね。やっぱりほら今コロナですごく

仕事がなくて大変大変って。片や働いてくれる人がいなくて大変大変。そこ

がなんかうまくいかないもんかなと思ってねえ。ほんとに。食べるものもな

くなって、お金もない食べるものもない苦しんでるっていうのを聞くと心が

痛くて。田舎にいるとそんなことは。ほんとにねえ。田舎にいるとそんな問

題は解消されるんじゃないかと。うまくいかないですね。」

 

とおっしゃった。これは野田村だけの課題ではない。コロナ禍の下、都市部の

人々は失業や感染のリスクに苦しんでいる。一方、野田村のように人口が減少

したところでは、人手不足で存続が難しい状況に直面している。
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(2) 外部との交流のツールとしての民泊やお祭り

　震災後、学生ボランティアを中心とした交流人口が増加し、それに伴って宿

泊施設のニーズも高まっていた。従来のホステルやホテルに加えて、より特色

があるのは、学生が地元の村民と直接交流できる民泊である。民泊は、外部の

人が自然に現地の人の生活に入ることができる特別な媒体であり、現地の人に

外部から来た人を知る窓口を提供している。 このような媒介によって、現地の

人と外部の人との距離を一気に縮め、信頼感を生むことができる。

　平谷さんへのインタビューによれば、一部の村民たちが外部の人間を受け入

れるには、確かに段階的なプロセスがあることが分かった。

 

「一昨年くらいまでは、野田村のお祭りの時期に大阪大学のみなさんの先輩が

来て地域を歩くということをやっていて、私が住んでいる〇〇という地域に

も2人か3人が必ず来てくれて、最初は地域のおばあちゃんにそれを言うと

「え！？うちには来ないで！」と言われたけれど、一度会って話をすると、次

の年からは「今年は来ないの？」と聞かれた。」

 

　このように、最初は外からの人に抵抗感を持っていた村民たちに、「最初の

一歩を踏み出す」ためにはどうすればいいのか？　民泊は、まさにこうしたつ

ながりを触発する場だと考える。外部の人が民泊という空間の中で、地元の人

の方言を聞いたり、地元の食材で作った郷土料理を食べたりすることで、より

五感で立体的に野田村を体験できるのではないだろうか。今回の取材では、民

泊をきっかけにホストとの関係が長く続いている例があることも知った。

 

「最初民泊を受け入れるときに、お酒を飲める女の子を入れてもらえるように

頼んでいた。うちは奥さんもお酒を飲みますから、女の子を入れてもらうと、

最初は固いけれど次の日から親子のようになるんですね。で、楽しかったと

いうことで、また続けて来てくれたり、Facebookや手紙で付き合ってくれる

子がいるので、奥さんに「やってよかった」と思わせたのが正解だったし、自

分としても、最初は女の子に何を話していいかわからず、息子を呼び戻して、

大人数で飲んで仲良くなって、それで3年か4年受け入れをしました。」

 

　このように、こうしたより「親密」なコミュニケーションの仕方が、外部者と
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地元の人との絆をより深く、長く持続させることができることがわかる。民泊

をはじめとした農業体験や祭りなど、重要なコミュニケーションツールとして

の役割を担っている。

(3) 交流を通じて掘り起こされる、村への誇りとアイデンティティ

　過去の資料閲覧やインタビューから、野田村の人たちが自分たちの村に誇り

を持っていることがよくわかる。野田村の人々は、伝統行事やお祭りなどを通

じて外部の人と交流するが、それは村民たちのアイデンティティや故郷に対

する誇りを深めることにもつながっているのではないかと考えられる。つまり、

交流の中で掘り起こされるアイデンティティは、野田村の伝承には欠かせない

ものなのではないだろうか。そんな誇りとアイデンティティをいかに次の世代

に伝えていくのか、ヒントになるのが小野寺さんの農業体験の話だった。

　野田村大学のホームページを閲覧してみると、学長と理事長の対談から興味

深い話を見つけた。それは料理を作る話から出てきた「教えると伝える」のお話

だった。

 

「ずっと地元の人たちは、地元の料理つっても…こだわって作ってるわけでも

なくただ作ってるだけだから、教えるのじゃないんだよ！（そうではなく）教

えるでなくて、私の場合は「伝える」だよね。「伝える」だけど、ひとそれぞれ

やり方が違うから、“こうしたほうがいいな”と思って、自分がそこに付け加

えたものが「教える」部分になるのかなと思って……教えるっつのは、なんか、

おこがましいなと思って。自分が、すごく勉強して覚えたっつのでないから

…昔の人が伝えて、伝わって……若い人だと、「伝える」が「教える」になっちゃ

うよね。“こんなこと聞いた” って人に自慢したくなっちゃうというか……そ

うじゃないって言うところが、学長ぐらいの年代のひとたちの…吸収も、あ

る程度の経験を積んで初めて活きてくることだと思うよ。若い人は、ちゃん

と理論で聞きたいのね、「これはこういう理由だからこうするんだ」とか…年

寄りゃそうでないの。「こりゃあこうだせえでこうだ！（これはこういうモノ

だからこうだ）」っつう感じ！」

 

　これは小野寺さんが学生に料理を教えていた時に思ったことである。「教え

る」と「伝える」の違いを指摘することで、地元の人たちのアイデンティティが
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見えてくる。言葉という媒体では伝わりにくいものがある。経験を積むことこ

そが「伝える」に到達する媒体である。それは伝えられる側にも「ゆっくり」、傲

慢さや焦りを捨てて、落ち着いて感じることが求められる。

2-3. 暮らし・自然班「『伝えていくもの』と『伝わっていく（きた）もの』」
　岩本　真由子（いわもと　まゆこ）　グローバル共生学講座

　栫　健太（かこい　けんた）　未来共生学講座

倉田　和佳（くらた　わか）　未来共生学講座

李　傑豪（り　けつごう）　社会環境学講座

　私たちはインタビューで野田村の暮らしと自然についてお話を伺ってきた。

今回のオンラインフィールドワークのテーマである「野田村の記憶と記録を伝

える」について、“暮らし”と“自然”を伝える／伝承するとはどのようなことで

あるのかについて考察をしていきたい。

　まずはじめに自然の伝承について考えていきたい。今回のインタビューでは、

米田やすさん・内野澤進さん、てるさん夫妻の暮らしについての話題が多かっ

たため、自然を伝承するということについては十分に考察しきれないかもしれ

ない。しかしながら、野田村という自然の中で生活している三人のお話から重

要な語りを得たので、それを頼りに考察を進めていきたいと思う。自然の伝承

を考えるにあたり最も印象的だった語りは、私たちがポロっと発した「異常気

象」という言葉に対して、少し語気を荒げて語った進さんの次の言葉である。

「異常気象じゃない。人間社会で壊したのだから、自分たちが便利な生活を求

めて壊したのだから、人間の方が異常なのです。自然でなく。」

　その言葉の力強さから進さんが自然と共に生活する中で、身をもって感じて

いることがそのまま表現された言葉であった。自然と共に生活している進さん

にとって現代人の生活は自分たちの便利さを優先するあまり自然を過度な形で

搾取していると見えているだろう。異常気象という言葉からは異常なのは自然

であるように思われてしまうが、自然はいつも変わらず存在して、その自然に

手を加え壊してしまう人間の側に「異常さ」があると進さんは伝えたかったので

ある。また、自然を利用しようとする人間の傲慢さは結果的に異常気象として
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人間にとって悪い形で帰ってくるということも示している。このことから自然

の伝承について考えると、人間の思ったような形で自然を次の世代に伝えるこ

とができると考えるのは人間の「異常さ」と言えるのではないだろうか。人間の

「異常さ」によって自然に過度に手を加えて、人間にとって都合の良い自然にし

て次の世代へと伝えるということはあってはならない。つまり人間の手によっ

て思いのままに自然を伝承するということは不可能なことである。この自然の

伝承の不可能性を踏まえたうえで、あえて自然の伝承とはどのようなことであ

るかを考えると、自然の伝承とは「伝える」という能動的な態度ではなく、自然

を「享受する」という受動的な態度として捉えることができるのではないだろう

か。野田村での生活は、自分たちの生活に足る分だけ海の幸、山の幸を享受す

るという自然のサイクルの中にある生活である。その生活は、人間の利益だけ

を考え自然を利用するのではなく、自然が変わらない範疇でありのままに存在

する自然を享受し続けるという受動的な態度である。つまり、現在のありのま

まに存在する自然をそれが変わらない形で享受し、そのまま次の世代に受け渡

すことが自然の伝承と言えるのではないか。

　次に暮らしの伝承について考えていきたい。暮らしとは人間の生と深く関

わっており、人の生き方に大きな影響を与えるものである。そのため、暮らし

の伝承ということを考える際には慎重になる必要がある。今回のインタビュー

を通して暮らしの伝承には二つの伝わり方があると考えた。「伝えていくもの」

と「伝わっていく（きた）もの」である。通常、伝承を考える際にはどのようにし

て伝えていくかということを考えるため、伝承の対象が「伝えていくもの」にな

る。しかしながら、先ほども述べたように暮らしは人間の生に深くかかわって

いるため、暮らしの伝承においては後者の「伝わっていく（きた）もの」の方が重

要であり、より注意深く見ていかなけなければならない。それでは、両者につ

いて詳述していきたい。

　「伝えていくもの」とは、伝えたいという思いのあるものである。今回のイン

タビューの中では、進さんの言っていた震災の体験や、やすさんの豆腐作りが

それにあたる。震災のことに関しては、他人の経験として聞くのではなく若い

世代の人が自分事として受け止め、災害が起こったときの教訓になるようにし

なければならないと進さんは述べている。また、やすさんの豆腐作りに関して

は、“野田村の豆腐”として野田村の特産品にしたいと語っている。両者に共通

して言えることは、それを残していきたい理由が自分のためではなく、次の若
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い世代のため、野田村のためにあるということだ。そこには誰かの暮らしを豊

かにしたいという思いが隠されている。こういった事柄に関しては積極的に伝

えるという実践を行っていくこと、つまり「伝えていくもの」にする必要がある。

私たちのような野田村の人間でない者であっても積極的に関わり、当事者とと

もに伝えていく実践を行うことができると考える。その際に大切なこととなる

のは、残したい／伝えたいという思いがあること（「伝えていくもの」であるこ

と）をしっかりと認識したうえで、その思いに寄り添い実践を行うことである。

そうすることで野田村の暮らしの記憶と記録は確実に伝わっていくのではない

だろうか。

　続いて「伝わっていく（きた）もの」についての考察を行う。「伝わっていく（き

た）もの」とは、伝えようという明確な意思は存在しないが、その土地において

脈々と伝えられてきたものである。本来、暮らしとはそのようなものであるの

ではないか。内野澤さんが住む日形井集落における南部曲がり家での暮らしも、

その土地に最も適した暮らしであり豊かな生活であるとされていたために伝

わってきたのである。元来、暮らしはおのずから伝わっていくものであると考

えると、暮らしを無理やり伝えようとしていくこと、さらにはそこに外部者が

関わり伝統的だからという理由だけで残していこうとすることは誤りのように

思える。実際に、進さんも昔ながらの生活を伝えていいか分からないと語って

いるように、暮らしの押し付けになってはいけないということを誰よりも当事

者が理解しているのだ。一方で、進さんもてるさんも日形井集落での豊かな暮

らしが伝わってほしいとも思っている。その暮らしが今伝わっていない最大の

理由としては、産業主義社会の中で効率的で便利であることが唯一の豊かさの

基準とされているために、若い世代が野田村での暮らしに豊かさを見いだせて

いない点にあるのではないだろうか。この現状を変えることは、次の世代の一

人一人の価値観を変えることと同義であるため、かなり難しいことのように思

える。しかしながら、豊かさは多様であることを伝えることはできるし、暮ら

しの選択肢を与えることもできる。最終的にその土地でどのように生きるのか、

どのような暮らしを選択するのかは個人にゆだねられるが、現代の画一的な価

値観に縛られない豊かさがそこにはあるだろう。「伝わっていく（きた）もの」と

しての暮らしの伝承とは、その土地において最適であり、豊かだと思われる生

活がおのずと伝わっていくことである。伝統的な暮らしを無理やり次の世代へ

と伝えていくのではなく、次の世代へその暮らしの豊かさを伝えていくことが
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重要である。なぜなら、その土地での暮らしの豊かさに気付いた者によってお

のずと暮らしの伝承が行われていくからだ。

　

2-4.世代・高齢者班「伝承の『場』を設けることが必要ではないか」

鬼村　拓弥（おにむら　たくや）　行動生態学講座

宋　玥（そう　げつ）　社会環境学講座

  張　鈺琦（ちょう　ぎょくき）　未来共生学講座

　野田村の方々にお話を伺い、「野田村の記憶と記録を伝える」というテーマの

もとでフィールドワークを行った。特に「世代」や「高齢者」というキーワードに

着目し、インタビューを進めた。そして、3人の方々 (小谷地栄喜さん、小谷地

勝さん、大平妙子さん )のお話を伺ううちに、伝承の「場」を設けることが必要

ではないかと考えた。

(1) 後継者不足

　現在の消防団は高齢化が進み、二十代はゼロではないが、非常に少ないこと

は事実である。今、消防団員の多くは地元の自営業の方、また役場に勤めてい

る三十代から五十代の方である。これにより、消防団で「世代間のギャップ」が

生じている。そして震災を経験していない人が多いので、防災に対する意識が

違うことがあるそうだ。例えば、津波が来たとき、本当に津波が来るのだと感

じない人が多くいると思われる。また、火事に関して言えば、火災活動に参加

したことがない人もいて、火に対する恐怖が分からない人もいる。

　その上、小谷地さんは後継者不足という問題は、今後の消防団の発展から考

えれば大きな問題であると感じていた。年を取って体の動きが悪くなり体力も

落ちてしまったので、近隣の住民の方の協力も必要になってくるではないのか

と小谷地さんは話してくださった。

　若い世代に何か伝えたいこと聞かれた時、小谷地さんは

 

「自分が若い頃は自分たちの町は自分たちで守るって意識あったんだけど、今

の子達、若い世代は違うような気がすんですね。消防に入ったから活動しな

きゃならないとかじゃなくて、やっぱり自分らの町は自分らで守るっていう
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意識があればいいなって思いますね。」

 

と答えてくださった。私たちは野田村の若者の少なさを痛感した。

　確かに、若い世代は社会の文化・経済発展の原動力であり、自分の力で将来

を切り拓いていける時期である。その若者が地方から大都市に流出し、若者不

足の危機に晒されている自治体が増えている。地域創生の視点から、若者に野

田村にとどまってもらうという考え方よりも、若者を経験やスキルアップのた

めの修学また研修期間と考えて他地域へと送り出し、その後、地元へのスキル

や愛着も高まって野田村に戻ってきたら、彼らをバックアップして、ともに野

田村の長所を活かして地元で仕事を生み続ける地域環境を築いていくことのほ

うが長期的視野で考えた際に良いのではないのかと感じた。

(2) 若い人に伝えたいこと

　小谷地勝さんが野田村のこれからと若者に伝えたいことを伺った。また、こ

れまで何度か出てきた野田村の高齢化の課題についての若い人たちの理解を

伺った。

 

「まあ、知ってんだろうけど、そこまであの若い人達は今えっと親身には考え

てないと思いますよ。うん当然やはりね。ある程度年取ってきてからじゃない

ととか自分の親が、誰でも年取ってこないとそういうのはやはり人任せてい

うとこがあるっていうのはもう、あのー昔と違ってですね。今は本当にそう

いうことになります。ましてや見れないです。今はうん、もうそういう時代

になっちゃってたんじゃないかな。」

（2021/8/21　小谷地勝さんインタビューより）

  

この言葉を聞いて、若い人たちが野田村の現状を把握しづらい環境があるので

はないかと考えた。世代間での交流が減ることで、高齢者の生活や困難に気付

く機会が少ないのではないだろうか。そのため、家族が高齢化したとき、はじ

めて当事者としての意識が芽生えるのでは遅く、若い人たちへ野田村の現状を

伝えることが課題ではないかと感じた。

　そして、野田村の若者に伝えたいことを伺った。
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「えっとね、あの野田村の若者にっていうことになると、ちょっと難しいので、

そうじゃなくて、やはりもう少し若い人が残れるような村を作っていかない

とですね、ますますちょっとなんていうんだ、高齢化が進み過ぎてしまうっ

ていうのが現状なので、うん、若者にどうたらってことじゃなくて残れる状

態を作ってくれないと、人が増えていかないというか、まあ増えるとも言わ

ないんだけど、残れる人がやっぱりもうちょっと増えてくれれば、あの野田

村としては助かんじゃないかな？という思いですね。」

（2021/8/21　小谷地勝さんインタビューより）

 

と小谷地さんは仰った。この言葉を聞いて世代間で「何を伝えていくのか」とい

うよりも、「何かを伝えることができる環境づくり」が必要なのではないかと考

えた。環境ができれば、自然と世代間での交流が増え、野田村の記録や記憶が

伝わっていくのではないだろうか。

(3)「野田をいっぱい好きになってほしい。」「おばちゃんたちも頑張ります」

　大平さんに高齢者世代と大平さんよりも若者の世代にそれぞれ伝えたいこと

を伺った。上の世代に関して、大平さんはこのように答えてくださった。

 

「えっとですね、私達の世代はその上の世代に育ててもらってきた世代でもあ

りますが、まだちょっとすみません。元気な人はまだまだよろしくお願いし

ます。いいえ、まだまだ一緒に動きましょうって言いたいところがあるんで

すね。」 

（2021/8/22 大平妙子さんインタビューより）

　高齢者の方には、高齢者だからと言って、活動をやめるのではなく、年齢を

気にせずに下の世代と連携しながら活躍して欲しいという思いは伝わった。

 下の世代に対して、大平さんは子どもにこのように伝えたいと仰った。

「若い人たちには、そうかな？いっぱい野田村を好きになってねとは、あの特

に小さい子ども達には思ってます。いっぱい野田をこういうのがいいよ、あ

あいうのがいいよって野田をいっぱい好きになってほしいなと。」



つながる・つづくコミュニティ・ラーニング 294

　また、20代前後の若者に対して、大平さんはこのように仰った。

 

「もうちょっと上の若い方、二十代ぐらいの方だと、仕事作ってあげられなく

てごめんねじゃないですけど、自分は仕事をうまく見つけて戻ってこれまし

たけど、なかなか帰ってきて野田にずっと住み続けたくても仕事をこっちで

うまく見つけれなくてっていうパターンはよく聞くので、いいお仕事があっ

て、ずっとあの自分の住みたいところに住んでいられたらいいよね、という

のは思うので、まあ、あのちょっと時間かかるかもしんないけど、おばちゃ

んたちも頑張りますとだけは伝えたいです。」

（2021/8/22 大平妙子さんインタビューより）

(4) 伝える「場」が必要

　自分より若い世代を思いやる様子が3人から共通して感じ取ることが出来た。

しかし、それを上手く伝える環境がなく、心配されている印象も受けた。記録

や震災の伝承施設など、ハード面での伝承はこれまでの10年で行われてきた

のではないだろうか。一方で、震災当時の危機感のある生の声や生まれ育った

野田村への思い、野田村の観光資源や魅力、そして抱える問題について野田村

の外から来られた方や若い世代は知る機会が少ないのではないだろうか。また、

同世代同士のつながりの場も必要であると感じた。若い世代同士、高齢者同士

が関わることで孤立を防ぎ、野田村を盛り上げることができると考えた。

３．おわりに

　各班の報告書を読んでいただくと、オンラインであっても受講生が野田村を

知り、野田村のみなさんと対話を重ね、野田村の何をどのように誰に伝えてい

くのか“一緒に”考えることができたように感じるだろう。

　それは、毎年、本授業を受け入れてくれている野田村のみなさんが、オンラ

インであっても学生たちを慮って、熱心に的確にお話をしてくださったからで

ある。また、野田村には、被災、復旧、復興という時間のつながり、村民と村

民のつながり、村の行事や地域活動のつながり、そして外部者である大阪大学

と野田村とが積み重ねてきたつながりがある。学生たちはオンラインで聞い

た話を本授業の8年間の過去の記録とつなげ、様々なつながりを感じ、理解し、
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語りの広がりと深みを知り、学ぶことができたからである。

　来年こそは、本来のフィールドワークを実施し、野田村との新たなつながり

を広げ、重ねていけることを願うばかりである。

　本稿の詳細は「コミュニティ・ラーニング2021　東日本大震災被災地復興

フィールドワーク報告書」として発行している。人間科学研究科附属未来共創

センターで配布しているので、読んでいただけると幸いである。

　最後になりましたが、コミュニティ・ラーニングの実施にあたってご協力い

ただきましたチーム北リアス現地事務所長貫牛利一氏をはじめ野田村のみなさ

まに、心より感謝申し上げます。



１．はじめに

　近年、地域包括ケアシステム 1 の推進とともに、地域ぐるみで高齢者を支え

る取り組みが活発になっている。老人ホームなどの高齢者向け施設もまた、従

来の閉じた空間でなく、地域に開かれた交流の場としての役割を担うように

なってきた。高齢者施設と障害者施設や飲食店など、複数の事業を融合させた

取り組みが注目を浴びている。また、デイケアや高齢者サロンなどの介護予防

の場を活用したカフェや食堂が、全国的に広がりをみせている。

　たとえば、大阪でも、2020年10月、大阪大学の学生寮やサービス付き高齢

者住宅を含むグローバルビレッジ津雲台がオープンし、多世代が共住する共創

の場として期待されている（栗本 2021）2。グローバルビレッジ内の高齢者施設

には、入居者以外の誰もが利用できる食堂が設置され、高齢者が社会的な接点

を持ち続けることを目指している。

　筆者らは、食を中心として地域社会とつながる高齢者施設の取り組みについ

て知るため、青森県青森市の「浅めし食堂」、および、鹿児島県奄美市「まーぐ

ん広場・赤木名」を訪問し施設管理者へのインタビューを実施した。本稿では、
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その事例について紹介し、高齢者施設を地域に開く取り組みと、食を通じた多

世代交流の可能性と課題について考察する。

２. 背景

2-1．地域における共食とコミュニティ・レストラン
　一人で食事をとる「孤食」が、社会的にも問題視されている。孤食の高齢者は、

弧食でない高齢者に比べて食品摂取の多様性に乏しく、低栄養（やせ）の頻度が

高く、心理的健康度（QOL）が低く、うつ傾向の頻度が高いことが疫学調査か

ら分かっている（Kimura Y, et al. 2012）。日本における高齢者の独居人口の増加

から、孤食の傾向は加速するとみられ、その背景として子世代の就業形態や都

市移住、女性の寿命の延伸（配偶者との死別）などがあげられる。そのため、家

族以外との「共食」が孤食解消の鍵であり、地域における共食の場として、介護

予防や地域おこしの現場を調査し、その事例を報告した（木村ら2020）。老人ホー

ムや、通所介護サービス（デイケア）を提供する施設においては、施設内で利用

者らが共に食事をとっている。しかし、施設内の食堂が、地域住民に開かれて

いる例はまだ多くない。

　食の提供を通じた地域住民の居場所づくりや交流を目指す「地域食堂」が、市

民やNPO等の小規模団体により運営されている（世古 2007； 片山ら 2012な

ど）。地域食堂は、「コミュニティ・レストラン／コミュニティ・カフェ」と呼ば

れるケースもある。先行研究として地域食堂の運営母体について報告した杉岡

ら（2015）によると、全国の「コミュニティ・カフェ」とみなせる食堂（「コミュニ

ティ・カフェ」、「コミュニティ・レストラン」、「地域食堂」、等）を対象とした

調査で郵送調査に回答のあった44件のうち54.5%がNPO 法人を設置主体とす

るものであった。また、コミュニティ・カフェとの協力関係にある団体として，

社会福祉協議会、福祉施設、自治体やサークル等が挙げられており、福祉分野

との連携が試みられてきたと分析されている。「コミュニティ・レストラン」プ

ロジェクトを2002年から開始し、その概念やネットワークを広げた第一人者

である世古一穂氏は、地域食堂について「障害のあるなしにかかわらず地域で

自立して暮らすための場」と表現しており、食堂のもつ福祉としての役割や地

域におけるつながりの場という性質が強調されている（世古 2019）。
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2-2．高齢者施設を地域に開く取り組み　
　高齢者施設は、衛生管理の観点や認知症の方への対応および安全の確保とい

う側面から、かつては閉鎖的な印象をもたれやすい側面もあった。近年では、

施設を外へ、地域へと開く試みが国内外で注目されている。たとえば、石川県

に拠点をおく佛子園は、様々な人が混ざり共に暮らす「場」を作る取り組みをし

ている 3。佛子園の多彩なプロジェクトの一つであるBʼs・行善寺は、戦争孤児

を預かる寺としてその歴史が始まり、今では障害者・子供・お年寄り・近所の人々

が皆自由に集まれる「場」となっている。そこには、障害者が働くカフェ広場や

レストラン、保育園、温泉、ジム、そして地域医療が設備されている。Bʼs・行

善寺をさらに大規模にしたものがShare金沢であり、複数の施設や機能をもつ

小規模な街のようになっている。この敷地のなかに、高齢者施設、障害者施設、

アルパカ牧場や畑など、様々な人が自由に暮らせる空間が整備されている。佛

子園の活動で目立つのが、壁やドアなどで区切りなく、自由かつスムーズに人

が行き来できるオープンな空間作りである。このような空間作りは、神奈川県

において介護事業者「あおいけあ」が中心となって企画されている「ノビシロハ

ウス」でもみられ 4、コインランドリーや地域医療、アパートを設備し、若者と

高齢者が共に暮らす空間が意識されている。

　また、国外の事例としては、シンガポールの“Kampung Admiralty”が注目さ

れている。高齢者用マンションを中心としたビルに、公園、地域医療さらに児

童施設など、「縦型ビレッジ」を構想した新しい設備になっている。さらに、イ

ギリスでも“Good Food: Get Togethers”と呼ばれる食育を通して、子供と高齢者

が交流する取り組みも報告されている5。これらの多くで、「自由」というキーワー

ドが中心としておかれ、世代を超え様々な人が自由に動ける活動を重視する思

想が近年強調されるようになった。また、自由という側面を物理的に考えると、

佛子園やノビシロハウスのように、開放的で行き来しやすい空間を高齢者施設

に持ち込むことで、世代を超えた様々な活動を促すことに成功している。

2-3．訪問調査の背景
　筆者らは、高齢者施設における食堂を地域社会および外部（市民や観光客な

ど）に開く活動を行っている国内の2つの施設に訪問した。一つ目の施設は、青

森県青森市浅虫地区のサービス付き高齢者向け住宅「メディケアハウス・ストン

キ」にある「浅めし食堂」であり、2020年11月23日に筆者の木村、佐々木、藤
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澤が訪問した。もう一つの施設は、鹿児島県奄美市笠利町にある複合施設「まー

ぐん広場・赤木名」である。この施設は、伝統的な建築や集落の文化を次世代に

継承するというコンセプトをもつ宿泊施設「伝泊」の伝泊奄美ホテルが併設され

ており、2021年11月29日～ 12月1日に木村、佐々木、石本が滞在して調査お

よび施設長へのインタビューを行った。これらの2事例を報告し、地域に開か

れた食堂の特徴をまとめその意義について考察する。

３．高齢者施設における開かれた食堂の事例

3-1．事例１：青森県青森市浅虫地区「浅めし食堂」
（1） 浅虫地区の概況 

　浅めし食堂は、浅虫温泉駅から徒歩圏内の浅虫地区にある食堂である。サー

ビス付き高齢者向け住宅メディケアハウス・ストンキの1階にあり、施設内の

食堂という機能を持ちながら地域住民など外部からの客も訪れる地域食堂とし

て位置づけられている。浅虫地区は歴史ある温泉街であり、近くに水族館もあ

るため、青森市内の重要な観光スポットとして位置づけられてきた。地区の中

心となる温泉街は、陸奥湾を望む国道沿いにホテルや旅館が建ち並んでいる。

一方で、観光産業に停滞がみられるなか、若者の移住等から少子高齢化が進む

地区でもある。

　浅虫地区全体では人口約1,200人（2019年青森市住民基本台帳）であり、高齢

化率は約50%におよび、青森市のなかでも特に人口減少率および高齢化率の高

い地域となっている。観光業を主とする地域ではあるが、一方で、外から来る

観光客へ向けての取り組みだけでなく、地域に暮らす高齢者のための支援の取

り組みが求められるようになった。このような流れのなか、地域課題解決に向

けた町づくりを目指す「活き・粋サークル浅虫」という住民主体の活動が始まっ

た。その中心となったのが、地元石木医院の医院長であった石木基夫氏と、三

上公子氏である（三上 2008）。

（2）浅虫食堂の概要

　「浅めし食堂」は地域の食文化を伝えるとともに、地域の高齢者の健康づくり

と憩いのサロンづくりを目的に、平成15年10月に開業された。現在の食堂は、

平成25年にサービス付き高齢者住宅メディケアハウス・ストンキの1階へ移転

食で地域と結ぶ高齢者施設
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しリニューアルされたものであり、NPO法人活き・粋あさむしが運営母体と

なっている。この施設は、石木医院の隣にあるため、病院に通うお年寄りの食

堂利用も想定されている。食堂の広報には、「高齢者が、一日に一食でも、栄

養バランスの良い温かい食事をひとりではなくみんなで食べれたらいいなぁと

いう思いからできた食堂です」と記されている。浅めし食堂では、地元の主婦

や病院・施設の栄養士が考案した定食とデザートが提供されている。

　近隣の高齢者だけでなく、青森市内から足を運ぶ客や、観光客が訪れるケー

スも多い。この取り組みが評価され、2008年には地域づくり総務大臣賞等を受

賞しており、テレビなどのメディアで取り上げられ注目を集めている。

（3）食堂の様子と運営状況

　筆者らの訪問時には、新型コロナウイルス感染症の影響により、施設を利用

する高齢者と外部から食堂を利用しに訪れた客のスペースは分けられていた。

店長の三国亜希子さんに、活動状況やコロナ禍での運営の様子について話を

伺った。

　浅めし食堂でのこだわりは、食材と料理法である。地域で採れる野菜等の食

材を使うことや、地域固有の料理を採用することに心がけ、郷土料理を残して

いきたいという想いが根底にあった。地域固有の食事が食べられるという点で、

地区外から訪れる観光客に好まれる内容にもなる。一方で、この施設に居住し

ている高齢者向けの食事の準備も、この食堂では同時にこなさなければならな

い。そのためには、大量に、均一に調理しなければならないという困難が生ま

れる。そこで店長の三国さんは、真空調理という新しい調理法を取り入れるこ

とで加熱調理を効率化し、調理スタッフによって差が出ないための工夫を行っ

ているという。

　筆者らの訪問時、浅めし食堂での昼食は実際にとてもおいしくボリューム満

点なうえ、栄養バランスへの配慮もうかがえるものだった。食堂のインテリア

は工夫がみられ、イメージされる介護施設内の食堂とは一線を画すものだ。三

国さんは、「30代女性が素敵と思う食器やインテリアを意識した」という。そこ

には、施設入居者の家族が施設に面会に来た際に、一緒におしゃれなカフェで

食事をとることができるようにという想いがあった。そして、入居者の方にとっ

ては施設外に外食に行っている気分になれる場所として食堂を意識されていた。

実際に、入居者のなかには、革靴に履き替えて食堂にいくという人もいるよう
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だ。高齢者、高齢者を支える世代、若い世代の三世代が交流できる食堂として

貴重な役割を担っているといえる。

（4）コラボレーションによる地域の課題解決

　上記のように、高齢者を中心とした三世代の交流を目指すだけでなく、この

食堂は観光客をもターゲットにしている点が特徴的である。先述したように、

浅虫地区の人口減少と高齢化は、観光業の陰りとともに深刻化している。この

地域課題に対して、食堂の運営母体であるNPO「活き・粋あさむし」は、観光

客への働きかけという点でも貢献している。食堂では、地域の農産物を用いた

加工食品等の販売を行っている。この農産物は、近隣の大学生らとともに農作

放棄地を活用し、栽培されたものを中心としてレシピ開発や特産品の販売等を

通じて地域活性を目指している。

　もう一つの地域課題として、少子高齢化の深刻化による独居高齢者への対応

があげられる。この課題には、「健康弁当」の配達という点からアプローチして

いる。対応近隣の病院や施設への配達、独居高齢者宅への配食などを行ってお

り、そのニーズはコロナ禍で特に大きくなっているという。健康弁当の加工・

準備にあたっても、食堂での調理の工夫や運営の経験が生かされている。

　このように、浅めし食堂を中心として、食を通じた多世代交流だけでなく、

大学、行政、地元企業等との協働により、より大きな地域課題の解決が目指さ

れていた。

図 1．食堂内の様子。手前には、特製の加工食品の販売スペースが設けられている（写
真左）。訪問当日のランチは、副菜も多く彩り豊かなメニューだった（写真右）。
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3-2　事例2：鹿児島県奄美市笠利町「まーぐん広場・赤木名」
（1）赤木名集落の概要

　赤木名集落は、江戸時代には奄美の中心地であったため、赤木名城跡などの

歴史的な景観が多く残されている。奄美空港から車で約4.5ロの距離というア

クセスの良さから、奄美大島観光の玄関口ともいえる場所である。「赤木名」と

いう呼び名はその住所ではなく、正式には「奄美市笠利町」のなかの3つの集落

の集合体である。笠利町は2006年の市町村合併により奄美市となった。

　奄美市の高齢化率は約33%（2019年度奄美市人口統計）であるが、赤木名集

落のある笠利町は奄美市のなかでもさらに高齢化および人口流出が進んでいる

地域で、現在は人口約551人が暮らしている。笠利町は高齢化による農業就労

人口の高齢化もみられる一方で、 奄美大島におけるサトウキビ生産の中心的役

割を果たしている地域でもある（須山 2009）。集落周辺には、大規模なサトウ

キビ畑が広がっている。

（2）まーぐん広場・赤木名の概要

　「まーぐん広場・赤木名」は、観光客向けの宿泊施設「伝泊」と、食堂のある「まー

ぐん広場」および高齢者介護関連事業である訪問介護（Home-care いのべ）、地

域密着型通所介護（デイサービス・いのべ赤木名）、住宅型有料老人ホーム（赤

木名の家）が複合された施設として、2018年にオープンした。これに先立って

2016年に、集落の伝統的・伝説的な空き家を活用した「伝泊」が笠利町の2棟か

らスタートしている。

　笠利町出身の建築家、山下保博氏（アトリエ・天工人、代表）を中心とした「伝

泊＋まーぐん広場・赤木名」プロジェクトは2018年７月から開始された。「まー

ぐん広場・赤木名」の施設の元の建物は、長く集落住民に愛されていたスーパー

マーケット「スーパーさと」であり、2015年のスーパー廃業後に改装・設計さ

れた。このスーパーは赤木名集落の人々の中心的役割を担ってきた歴史をもち、

その改装後も地域住民からは交流の場としての存続という強い要望があった。

そのため、高齢者施設だけでなく昼食や喫茶を提供する「まーぐん食堂」や、食

材販売を含む集いの場所としての展開は、地域住民の声も取り入れながら進め

られた。特徴的な点は、同施設のなかに観光客が宿泊できる「伝泊奄美ホテル」

の客室が設けられていることだ。この全体の空間を「広場」と呼ぶことにも特徴

があり、この広場は食堂や食材販売所、そして介護施設と一続きになった木製
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のステージ（歌や踊りが披露されることがある）が、仕切りのない一つの空間と

して集まっている。このオープンな設計によって、介護施設を利用する高齢者・

観光客・集落住民が気軽に交流できる場となることが意識されている。「まーぐ

ん」とは、「みんないっしょに」という意味を持ち、多種多様な人々が集う場づ

くりが目指されている。

（3）設立の背景と活動状況

　筆者らの訪問時は新型コロナウイルス感染症の影響により、まーぐん広場に

おける食堂は休業していた。デイケアや宿泊施設は運営されており、デイケア

施設や宿泊施設内部を見学させてもらうことができた。

　これまでの活動内容や今後の展望について、施設長の中山政洋さんに話を聞

いた。中山さんはご自身もこの笠利町で生まれ、この集落の「しま」文化のな

かで暮らしてきた。奄美の人々は集落のことを「しま」と呼ぶ文化があり、それ

ぞれが「しまの人」という集落の共同体の認識が今でも根深く残っているという。

この思考こそが、集落の中心に位置する施設を起点とした町づくりの求心力と

なっていると中山さんは説明した。特に、生活に組み込まれている集落の文化

（伝統的家屋の構造、食を貯蔵する高倉などの景観、食文化、大島紬の織機など）

を守り、次世代に伝えていくという強い思いが、地域の人々の間で共有されや

図 2．デイサービスを利用する高齢者が
過ごす空間は畳敷になっており、写真右
側にみえる通路からそのまま食堂のある
広場へとつながっている（写真左）。施設
内には機織り機があり、利用者が作った
飾りがいたるところにみられ、自由な活
動の様子がうかがえる（写真右）。
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すく賛同を得やすいという背景があった。そのような独自の文化的価値を強調

することは、島外から訪れる観光客への大きなアピールとなっている。

　まーぐん広場は、施設を利用する高齢者と観光客が、島ユムタ (方言 )での話

も交えながら気軽に交流することのできる場となっている。さらに、中山さん

は、まーぐん広場はただの「場」ではなく、訪れる個人のストーリーが創り出さ

れる空間であると語った。「あのおばあちゃんにまた会いたい、ということで、

また来たい、と思える場所にする」という中山さんの言葉からは、この場にい

る高齢者ひとりひとりの個人とのふれあい、関わり合いこそが観光客らに提供

できる価値であるという考えがよくあらわれていた。

　しまの文化と伝統をよく知るお年寄りこそが提供できるものとして、機織

りや伝統料理を教えてもらえるという体験プログラムも用意されている。また、

宴席での遊び「ナンコ」や、島唄（生活に根ざした労働唄や即興の唄遊び）や三味

線を楽しむことのできるプログラムもある。集落のお年寄りのほとんどが、女

性であれば機織りはできるし、三味線や島唄も日常のなかにあるものだが、観

光客にとっては異文化を感じられる経験になるという、画期的な組み合わせと

いえる。高齢者にとっては、外からやってくる若い世代の人々との交流によっ

て身体活動の増加やQOLの向上が期待できる。

（4）伝統を残す取り組みと地域の課題解決

　伝統を残す取り組みとして、まーぐん広場を拠点として、集落のなかに古民

家を改装した一棟借りの宿泊施設が運営されている。これらは「伝泊」ブランド

として、奄美大島だけでなく加計呂麻島、徳之島の計15軒に拡大している。老

人ホームなどの高齢者施設を運営するということは、もともと高齢者が暮らし

ていた家を空き家にするという事実も伴うものだ。少子高齢化や若者の転出が

進むなかで、空き家の増加は深刻な地域課題である。伝泊の取り組みは、高齢

者が住まなくなった昔ながらの古民家を改造し、その伝統を次世代に伝えると

いう、地域課題に取り組む姿勢をもつものでもある。

　伝統的な様式（ヒモキン構造と呼ばれている）は、束石の上に柱を乗せただけ

の構造で、台風の強風に耐え、さらに湿気を逃すため高床になっている。石垣は、

形の不揃いなサンゴ石が使われており、そのためにできる隙間から風を逃す仕

組みになっている。これらの建築様式は、現在の条例では新たに再現すること

はできない。サンゴ石の採取は禁止され、また、ヒキモン構造の家は建築基準
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法によって新たに建てることができなくなっている。このような伝統的建築物

の保存の活動は、先人の知恵や伝統を継承する重要な取り組みである。さらに

観光客は、この貴重な伝統的民家に暮らすように滞在することで、集落の暮ら

しを体感することができる。

　また、集落の人々が暮らしのなかで感じている地域の課題を明らかにするた

めに、まーぐん広場を拠点として「地域の声を拾う会」が定期的に行われている。

高齢者からは、車を運転できなくなったときに移動や買い物に困るという声や、

緊急時の見守りに関する心配が聞かれたという。まーぐん広場での定期的な食

材販売や、共同キッチンの活用等による取り組みが期待されている。また、雨

天が多く湿度の高い奄美大島ならではの声として、洗濯物が乾かないという困

りごともあった。そこで、伝泊ではコインランドリーを備えた簡易宿泊施設を

も開設している。地域住民や、長期滞在する宿泊者が、共通のコインランドリー

を使うことで、洗濯の待ち時間などで会話や交流がうまれる場となっている。

　筆者らの訪問時には、新型コロナウイルス感染症の影響により、まーぐん広

場の食堂での交流の状況を観察することができなかったが、広場を拠点として、

様々なつながりの取り組みがなされていることが分かった。中山さんは、コロ

ナ禍で本来期待されていた活動や今後の新たな企画がほとんど実行できていな

いというが、多様な声を取りいれながら今まさに創られていく過程を伺うこと

ができた。

4. 考察

　本稿で紹介した2事例は、ともに深刻な少子高齢化とそれに伴う課題（高齢

者の独居、農作放棄地、空き家の増加、など）をかかえる地域における、開か

れた施設・食堂を通じた先進的な取り組みである。先述した浅虫食堂の「ひとり

ではなくみんなで食べれたらいいなぁ」という思いや、まーぐん広場の「まーぐ

ん（みんな一緒に）」という意味からも見てとれるように、食堂や広場という同

じ空間で食べることを通じて人々がつながるという想いが込められている。特

に高齢者施設においては、地域社会とのつながりや多世代交流が課題となるが、

食べるという誰もが関わりやすい行為を共有できる場として食堂の持つ意義は

大きい。さらに、地域に開かれた食堂の効果は、多世代が共に食べる場を提供

するというだけでなく、筆者らが想像していた以上に多岐にわたる様々な活動



未来共創  第 9 号（2022） 307

の拠点となっていた。高齢者の介護や支援に関する課題を、他の分野の地域課

題とあわせてとらえることによって解決を目指すという点で、複数の相乗効果

が期待されるものとなっている。

　まず、地域固有の特徴や魅力を最大限に生かすことによって、高齢者支援を

中心として地域の活性にまでその効果が広がっていた。青森の浅めし食堂では、

高齢者が元気になる食事を提供するという従来の目的を軸に、地元の食材を生

かし健康に配慮された料理の提供が、温泉地を訪れる人々をも惹きつける魅力

となっていた。奄美大島のまーぐん広場では、高齢者個人が集落文化の伝承者

として、食堂の空間に訪れる観光客をむかえ、交流を通じて高齢者自身にも

役割を与えることに貢献していた。また、2事例ともに、活動を担う中心人物

が地元の出身者であることから、地域の人々とのネットワークを活用しながら、

地域のニーズに根ざして事業を拡大していたことも特徴的だった。

　これらの事例は、観光地という特性を生かした取り組みであるため、国内の

他の農村過疎地域においても同様の取り組みが行えるかどうかという点では検

討の余地がある。しかし、将来的な展開として、観光客としてこれらの地域を

訪問した人々・若者が、地元に帰ったときに、自分事として地域の課題を考え

ることにもつながるという点では、次世代の地域課題解決へのモデルを提示す

る可能性を秘めているのではないだろうか。

　一方で、本調査ではコロナ禍において多世代が「共に食べる」という開かれた

食堂の課題や困難も浮き彫りにした。特に新型コロナウイルス感染症は、施設

利用者である高齢者と、外から来る観光客の交流がもつ一種の脆弱性を、改め

て突きつけられるような経験であった。共に食べることがもつリスクという側

面についても、考えさせられる。

　食で施設と地域を結ぶこれらの活動が、高齢者の孤立を防ぐ介護予防として

だけでなく、農村地域の活性や、多世代交流や伝承のあり方を再考することに

つながる点でその意義は大きい。少子高齢化に伴う課題を抱えた集落から、発

想の転換を促す共創的イノベーションが展開されている事例として、引き続き

その動向が注目される。
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注

1. 地域包括ケアシステムは、高齢者が要介護状態となっても住み慣れた地域で暮らし続け

ることができるよう、住まい・医療・介護・予防・生活支援が一体的に提供される包括的

なケアシステムを指すものである。その方針は「地域の自主性や主体性に基づき、地域の

特性に応じて作り上げていくことが必要」（厚生労働省）とされており、全国的な介護医療

費の逼迫を背景に、介護を地域課題として地域での対応にゆだねる姿勢がうかがえるも

のでもある。

2. 大阪府吹田市津雲台に位置するグローバルビレッジは、大阪大学と株式会社パナソニッ

クホームズを中心とした複数の企業によって建設された。大阪大学施設と民間付帯施設

から成る。大阪大学大学院人間科学研究科付属未来共創センターでは、「グローバルビレ

ッジ・コミュニティ・プロジェクト」が稲場圭信教授を代表として推進されており、サー

ビス付き高齢者住宅「グランヒル・ユニバ中銀」（中銀インテグレーション株式会社）や食

堂「ハレとケ」（共和メディカル株式会社）において、高齢者や居住者らの交流イベント等

の取り組みが企画されている。

3. 佛子園は1960年に宗教法人行善寺によって設立され、現在では12件の関連施設が運営

されている。http://www.bussien.com/　（最終アクセス日：2022年2月25日）

4. 「あおいけあ」は、2001年に加藤忠相氏によって設立され、その小規模多機能型介護の取

り組みは映画化されるなど、注目を集めている。https://aoicare.co.jp/（最終アクセス日：

2022年2月25日）

5. Food For Life: Get Togethers は、イギリス政府外交共機関に援助され、2019年からSoil 
Associationを母体として近隣コミュニティ内での農業活動を実行し食育を世代間で行う

団体である。https://www.�gettogethers.org/（最終アクセス日：2022年2月25日）
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　若者問題と聞くと、ニートやフリーター
の増加を思い浮かべる人が多いのでは
ないだろうか。そして、それは、若者の
意欲の減少や無力感によるものだと言わ
れ、義務教育段階においてキャリア教育
が推進されるようになって久しい。しか
しながら、根本的な原因はもっと違うと
ころにあるのではないか。本書を記した
15名の著者たちは、社会のメカニズムと
の関連から若者問題を俯瞰した。そして、
将来社会の担い手となっていく若者世代
を支え、社会を維持するために必要な支
援を、2020年から蔓延した新型コロナ
ウイルスによる若者たちの影響にも触れ
ながら論じ挙げた（主に、「おわりに」にて）。
　本書は、「アンダークラス」（不安定な
雇用、際立つ低賃金、結婚・家族形成
の困難という特徴を持つ一群であり、従
来の労働者階級とも異質なひとつ下層階
級を構成する社会階層）に陥りつつある
若者たちにフォーカスを当てた。そして、
彼らの実態を明らかにするとともに、そ
の背景にある日本特有の社会システムを
暴きだすことで、現代社会において必要
な若者支援を提示することを目的とした。
　本書の最大の特徴は、若者問題に関し
て、ミクロな観点（若者の現状・地域で
の取り組み）からマクロな観点（法・国家・

行政の対応）まで幅広く論じられている
ことである。本書は 11章で構成されて
いるが、大きく3つのテーマに分けられ
ると評者は考える。
　第1部（第1章・第 2章・第 3章）では、「若
者問題とは何か」という問いのもと、若
者がアンダークラスに陥っている現状や
原因、その見えづらさの理由が分析され、
若者の生活保障を確立するための課題が
提示されていた。第 1章では、諸外国と
比較しながら貧困の見えづらさの原因を
分析することで、日本特有の親子関係を
課題として指摘している。日本の社会制
度には若者の生活保障の責任は親が持
つという前提があるために親に頼ること
ができない若者への国家のサポート体制
が整っていない。そして制度の網からこ
ぼれ落ちた若者がアンダークラスに陥っ
ていることが明らかにされた。第 2章で
は高校に焦点を当て、定時制高校や通信
制高校、普通科高校の底辺校に「障がい
特性」や「貧困」「低学力」の生徒たち
が集中するようになり、公教育が上手く
機能していない現状を指摘する。そして
高校教育が格差の再生産機能を担ってい
る状況に著者は警鐘を鳴らす。問題解決
には行政や学校だけでなく地域社会全体
で支援する「コミュニティ・オーガナイジ

書評

水野 聖良

宮本みち子・佐藤洋作・宮本太郎　編書
『アンダークラス化する若者たち―生活保障をどう立て直すか―』

明石書店、2021年、320頁、定価2530円

大阪大学大学院人間科学研究科未来共生学講座；smizuno.of@gmail.com
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ング」のアプローチが必要であると著者
は論じる。その上で第 3章では、イギリ
ス・オーストラリア・デンマークの若者支
援システムの先行事例を取り上げること
で、日本の社会制度はとりわけリスクを
抱えている若者の社会への移行システム
が弱いことを示し、キャリア形成のため
には伴走型の支援が求められる事を明ら
かにした。そして、社会の中の一人とし
て自己を認識し、不利な状況を乗り越え、
社会・経済的自立を目指す力を育てる「権
利としてのキャリア教育」の積極的な提
供の推進が主張された。
　続く第 2部（第 4章・第 5章・第 6章・
第 7章）では、具体的な実践例を交え
ながら、地域社会におけるアンダークラ
ス化する若者の支援について論じられた。
第 2部は具体的な事例も多いため、そ
れぞれ興味のある章から手軽に読むこと
ができる。第 4章では就労支援の現状
と課題が整理され、キャリアを見通すサ
ポートを行う「求職準備者支援」を行う
必要性が論じられた。そして、第 6章で
は「社会的連帯経済」という概念を使い
ながら、アンダークラス化する若者が安
心して社会に出るには、地域社会の中で、
新しい経済システムを創り出し出口を用
意する必要があると述べられていた。こ
れらを補完する形で、相互扶助の地域づ

くりの中で、支援－被支援関係を乗り越
え、交換ではなく互酬の社会作りを目指
した地域の編み直しを行いながら、地域
全体で就労支援を実施している「静岡方
式」（第 5章）、住まいを含めた居場所と
緩やかな就業経験を提供するソーシャル・
ファームを運営し、若者の自分に合った
仕事探しを支援する「K2インターナショ
ナルグループ」（第 7章）の取り組みが職
員や若者の声とともに先行事例として紹
介された。
　そして、第 3部（第 8章・第 9章・第
10章・第 11章）では、若者支援に関す
る社会保障・政策や法制度の課題点を
示した。その上で旧来の社会的投資施策
を補完する方向として、「地域密着型の社
会的投資」という理念を打ち出した。初
めに第 8章で、日本の社会保障が家族
扶養や正規雇用に基づいた保護システム
に依拠しており、セーフティーネットとし
ては不十分であること、若者個人が現金
給付の対象となるような包括的な社会保
障制度の必要性が述べられていた。また、
第 9章で若者政策において、現在におい
ても労働する＝自立するという見方が強
く、「働ける若者」と「働けない若者」を
分けて扱う傾向が強いこと、第 10章で
は若者支援の法制度が自治体法政策と
の間でミスマッチを生じさせていること
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を課題として掲げ、若者への投資を「社
会的な見返り」につなげていくこと、多
機関連携や横のつながりの必要性が論
じられた。以上のことから、第 11章で、
かつては上手く機能していた「古い」縦割
りの雇用と社会保障の仕組みが、多くの
若者たちを排除している現状を示し、こ
の状況を変えるためには、地域密着型の
社会的投資を若者支援に組み入れ、若
者にベーシックアセットを提供することの
重要性を述べ、本書は締めくくられた。
　本書は若者問題の現状・それを取り巻
く社会の課題・未来への展望というストー
リーに沿わせながら、若者問題に真っ向
から向き合った点において大変貴重な 1
冊であるが、一方で、もう少し掘り下げ
た議論を期待したかった点を最後に指摘
しておきたい。
　1点目は、アンダークラスに陥る可能
性のある若者の現状把握の際に、定時
制高校の生徒のみにヒヤリングをしてい
る点である。高校生のリアルな声が反映
されていることは非常に評価できる点で
あるが、困難を抱える生徒が多く在籍す
る普通科高校においての調査では教員に
のみヒヤリングを行っており、定時制高
校の例と並べて論じることができるのか
疑問に残った。また近年では、公立学
校の間でも格差が生まれていることから、

底辺校に限らず、見えにくい形でアンダー
クラスに陥っている高校生は多い（志水 
2021）。
　2点目は、「静岡方式」（第 5章）、「K2
インターナショナル」（第 7章）など、地
域に根差した実践的な取り組みの紹介内
容についてである。非常に示唆に富むも
のであったが、財源に関する事柄や取り
組みの中で生じた課題点に関する記述が
なく、他の地域でも同様の実践を行うこ
とができるのか、どのような事柄やサポー
トが運営する上でより必要とされている
のか、より詳細な説明が必要であると考
える。
　本書を読むことで若者問題を多様な視
点から捉え、我々が各々の立場からすべ
きサポートについての示唆が凝集された
1冊であると言える。コロナ禍で若者の
貧困問題が浮き彫りになっているが、今
日まで時間をかけて社会から排除され、
アンダークラスに陥っている若者に目を
向けることは、未来の社会を支える上で
急務である。若者問題に疑問を感じてい
る、又は学び始めた研究者、関わってい
る実践者、その他関心のある全ての人に
本書を推薦したい。
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　あなたはこれまでに誰かに対して差別
をしたことがあるのだろうか。もちろん
大半の者はないと答えるだろう。でもそ
れは本当だろうか。何かしらのマジョリ
ティ性を有している者であれば誰でも気
付かぬ内に他者を差別している可能性が
ある。もちろん差別はあってはならない
ものであり、反省すべきことであるが、も
う一つ重要なことは自身の差別的な行動
を認めることができるのかどうかである。
あなたは自分の差別に向き合うことがで
きるのだろうか。本書はアメリカ社会に
おける白人を研究対象として差別に向き
合うことの難しさを如実に描き出してい
る一冊である。
　2020年 5月に米国ミネソタ州ミネアポ
リスで黒人男性のジョージ・フロイド氏
が白人警官によって 8分 46秒もの間頸
部を膝で強く押さえつけられ、「呼吸が
できない、助けてくれ」と懇願したにも
関わらず命を落とす事件が起きた。この
いまいましい事件をきっかけに「ブラック・
ライブズ・マター運動」（通称：BLM）に
再び火が付き全米的なデモ・暴動へと発
展をしていった。これまでも白人警官に
よる黒人に対する暴力や差別は長らく批
判されてきたが、構造化された差別は依
然として米国社会に根強く蔓延していた。

BLM運動には黒人のみならずアジア系や
ヒスパニック、または白人の若者たちも
加わり反人種差別が訴えられることにな
るが、同時にカウンターデモとして、黒
人のみならず全ての命が大切であると訴
える「オール・ライブズ・マター運動」や
青い制服を着ている警察官の人権も守ら
れるべきであると訴える「ブルー・ライブ
ズ・マター運動」も展開されることになる。
BLM運動は白人や警察官の命を軽視す
るものではなく、構造化された差別が蔓
延する米国社会において黒人の命や人権
が軽視される現状に対しての抗議であっ
たが、必ずしも全ての白人たちがそれを
受け入れることはできなかった。本書で
登場する「ホワイト・フラジリティ」とい
う著者による造語は、そのような差別に
向き合うことができない白人たちの脆弱
性を表すために生まれた言葉である。
　本書は白人の脆弱性である「ホワイト・
フラジリティ」を理解することを目的とす
る。前半では歴史的に黒人差別・人種
差別が構造化されていった過程を振り返
りながら白人の特権について論じ、後半
では著者が企業に対して実施しているダ
イバーシティ研修での白人エリート男性
たちとのやりとりを実例として示しながら、
白人たちが自身の特権性を直視できてい
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ない現状を描き出している。
　差別する主体としての白人に対して痛
烈に訴えかける本書の反響は大きく、原
著である "White Fragility: Why Itʼs So 
Hard for White People to Talk About 
Racism"は米国版 Amazon.comにおい
て 3万件を超えるレビューを受けている。
レビューの中身は熱狂的に賞賛するもの
から、全面的に批判するものまでと多様
であり、米国社会において本書がどれほ
どのインパクトを与えたのかを見てとるこ
とができる。一方で米国における白人に
対して投げかけられた本書の強烈なメッ
セージを日本の読者は日本社会の文脈
に置き換えて読むことが求められる。本
書は米国社会に対して強力なメッセージ
を発するものであるが、そのメッセージ
は必ずしも白人のみをターゲットにした
ものではない。社会における特権的なマ
ジョリティの全員が本書の批判の対象と
して据えられうる。そのため、本書のメッ
セージを米国社会におけるムーブメント
の一部として読むのではなく、日本社会
における「日本人」の特権性に置き換え
て読むことができるのかどうかが一つの
重要なポイントとなる。著者の白人の差
別への向き合い難さが「ホワイト・フラ
ジリティ」であるならば、日本人の差別
との向き合い難さは「ジャパニーズ・フラ

ジリティ」と呼ぶことができるだろう。
　日本社会は米国以上に構造化された
差別が見えづらく、日本人は日本社会に
蔓延する差別には無自覚である。現在鮮
明に浮き上がっているものとして外国人
に関する問題を挙げることができる。在
日韓国・朝鮮人に対するヘイトスピーチ
や高校無償化から朝鮮学校のみを除外す
る政治的差別は明確に認識することが可
能である。また外国人技能実習生を低
賃金で劣悪な環境で働かせている現状
を国際社会からは「現代の奴隷制度」と
して批判をされている。そして、外国人
問題のみならず、日本人に組み込まれる
ことで差別がより不鮮明になったのは沖
縄やアイヌの人々である。沖縄やアイヌの
人々は文化と言葉と土地を奪われること
になったものの、それについて多くの日
本人は自分たちが差別をする主体である
という自覚はないのだろう。特に沖縄に
関しては民族的な文化の剥奪のみならず、
米軍基地問題の大半を押しつけている現
実に対して、差別構造が成立していると
認識している人は多くない。そして、日
本社会において部落差別問題も依然と解
決されていない大きな問題の一つでもあ
る。人種的にも同じであるにも関わらず、
就職差別や結婚差別は未だに日本社会
で起きているのである。このように日本
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においても様々な差別問題があるにも関
わらず、多くの人々は日本社会の差別構
造に対して無頓着であり、無自覚である。
　本書は米国社会における構造化され
た人種差別問題に対して白人が差別構造
に向き合うことができないし、そもそも
向き合う強さを持っていないという白人
の現状を痛烈に批判した一冊である。し
かし本書を手に取って読むことになる日
本人読者も自分が試されているのだと自
覚しなければならない。本書は単なる対
岸の火事ではない。日本社会にも同様に、
もしくはより不明瞭な形で差別構造が構
築されている。読者にはその構造化され
た日本の差別を意識しながら本書を読む
ことが求められる。本書は「人種問題」「差
別問題」「マイクロアグレッション」「マジョ
リティの特権」に関心のある方におすす
めの一冊である。
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　だから教師は、そして教師研究はおも
しろいと思わされた一冊だった。本書に
おいて教師は〈教師〉とも表記され、そ
こには教師を「個人として様々な経験を
重ねた一人の人間」（p.ⅴ）として見ると
いう筆者の姿勢が示されている。本書は、
大阪大学人間科学研究科に提出された
筆者の博士論文をもとにした一冊である。
評者はジェンダーと教育の専門ではない
が、同じく教師研究を志している後輩と
して本書を取り上げたい。
　各章について簡単に概要を述べていこ
う。まず、1章では、ジェンダーをめぐ
る教育課題について種々の統計データを
用いながら解説がなされる。その後、教
師は再生産の担い手か、それとも変革の
担い手かという刺激的な問いが先行研究
とともに提起される。困難に直面しなが
らも後者を目指す際に、特に有効なアプ
ローチとしてクリティカル・ペダゴジーと
フェミニスト・ペダゴジーが紹介され、さ
らに現実的な方法としてジェンダー・セン
シティブな視点が挙げられる。本章の最
後に述べられる、ジェンダー教育実践の
布置を表した類型化の図（p.27）は、最
終章と共に本書を見通す上で欠かせない。
　続く 2章「教師教育は「変革の担い
手」育成に寄与しているか」は、教職課

程を履修する学生への質問紙調査を通し
て、教職課程でジェンダーに関する内容
を学習する機会がどの程度あり、知識や
視点をどの程度獲得しているのかという
実態を把握する試みである。カリキュラ
ムに無いがゆえに把握が難しい部分に関
して、貴重なデータがわかりやすくまとめ
られており、今後のジェンダー教育実践
への視座に必須のパートである。
　3章から 6章は、具体的な事例を通し
た研究成果で、臨場感のあるデータ、的
確な考察はいずれも読みごたえ十分であ
る。ユニークなタイトルの「女子のトラブ
ルを「ドロドロしたもの」と見なしてしま
う文脈」（3章）は、子どもの実態と指
導ベースの話で、特に現場の教師たちに
とって魅力的な章のひとつなのではない
かと思う。今回の事例では、教師たちは
意図せずジェンダー秩序の再生産の担い
手になってしまう様子も描かれるが、筆
者は教師たちを批判するのではなく、置
かれている文脈への注視を促す。「〈教師〉
であることとジェンダー教育実践」（4章）
と「〈教師〉集団だからできること／難し
いこと」（5章）は、本書の核となる部分
で、「一人の人間であり、その人の人生が
ある」（p.ⅳ）〈教師〉がいかに現場で教
育実践を行うか、そしてなぜそれが難し
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いのかがインタビューデータに基づいて
鮮明に描き出されている。他の教育実践
（多文化教育や同和・人権教育など）に
敷衍することには禁欲的でなければなら
ないが、一方で共通する部分や参考にす
べき点は多く、最も広く読まれるべき論
考である。
　6章では、研究者である筆者がフィー
ルドワークを通して出会った〈教師〉た
ちと、ジェンダー教育実践を作りあげた
軌跡が詳述される。評者もフィールドワー
クを始めて長くなるがこのような協働的
取り組みには至っておらず、力量不足を
痛感する。ただ、研究者と実践者の出
会いが新たな実践の創出に結びつくかは、
様々な偶然に左右される。これは筆者
に倣えば、研究者も〈研究者〉であるこ
とを示しており、その面白さが詰まった
章である。最終の 7章「〈教師〉の人生
と向き合う」では、本書のまとめととも
に、〈教師の人生〉に向き合うことこそが、
現在蓄積されているジェンダー教育実践
をさらに広め、ジェンダー秩序の変革に
つながるだろうという希望が述べられる。
また、付言すべきはコラムの存在である。
博論本でコラムが入っているのをあまり
見たことがなかったのだが、現場の教師
や幅広い読者層への細やかな心遣いを感
じる部分である。

　本書は、一見良いと思われるような取
り組み（ジェンダー教育実践）がなぜ広
がらなかったり実施が難しかったりする
のかという課題に対して、教師が〈教師〉
であることを認識するという、当然のこ
とながら研究上で看過されがちな観点を
中心に据えて、〈教師〉たちの機微を描
き出して、説明に取り組んだ労作である。
教育社会学の教師研究で明らかにされ
てきた教師＝再生産の担い手という点を、
糾弾するわけではなく、かといって反例
を挙げて擁護をしようとするのではなく、
理念と実情の双方に目を配って記述し、
理解を促すという回路が拓かれたように
思われる。〈教師〉が「一人の人間であり、
その人の人生がある」という観点は、ラ
イフヒストリー研究に限らず、AIが興隆
する時代において「人が人に教える」と
いう教育的営みの意味を考える教育学全
般にとって重要なものとなるだろう。
　無いものねだりを承知の上で述べると、
ジェンダー教育実践を行ううえでの困難
のひとつである、〈教師〉に対する学校
外の社会からの影響についてのさらなる
示唆を求めたい。例えば、過去の男女平
等教育研究指定校での取り組み事例（多
賀 2016）では、実践がうまくいかなかっ
た部分のジレンマのひとつとして子ども
たちの「家族」が挙げられている。保護
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者が従来のジェンダー規範を内面化して
いたり、実際の家庭内役割が理念と食い
違ったりすることで、子どもが混乱してし
まったという。ジェンダー教育実践に携
わるなかで「変わらない外部社会」を少
しでも変えていくために、〈教師〉は自身
の価値観を見つめ直しつつ、子どもたち
に対して教育を行っていく。しかし、〈教
師〉同様、子どもたちは家庭や地域社
会という学校外の社会を生きる存在でも
あり、学校公教育内での完結は見られな
い。また、6章の授業づくりの話し合い
において、教師の価値観や生活スタイル
が引きずり出される場面が描かれていた
が、教師が〈教師〉であることによる困
難は、授業以外の場でも経験する可能
性がある。例えば、教師の仕事として割
合は少ないとはいえ「変わりづらい外部
社会」、具体的には学校よりは保守的と
想定される家庭や地域と関わることもあ
る。そのとき〈教師〉は、何を思うのだ
ろうか。あるいは「大人」の話なので何
も思わないのだろうか。評者が学校で観
察していると、教師は特に子どもへの接
し方・声かけにおいてジェンダーにセンシ
ティブな姿勢を取ろうとしているが、や
はり家庭に連絡するとなるとまず母親で、
母親が機能しない場合に父親にアプロー
チしてみる、という対応が一般的である。

ただし、この場合も家庭の側が連絡先と
して母親を希望する、そして大勢がその
ような選択をする社会構造が背後に控え
るなど、教師が働きかけづらい部分であ
ることは容易に想像ができる。ジェンダー
と無関係ではいられない社会の一部であ
る学校・教師の、変革への模索と挑戦は
続いていく。

参照文献
多賀太

2016 『男子問題の時代？』学文社。
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　本書は、教育社会学を専門とする山口
季音の博士論文が元となり執筆された待
望の 1冊である。著者は、3年間ボラン
ティアとして児童養護施設に携わってい
た。本書は、その時のフィールドワーク
に基づいて書かれており、提示される数
多くのデータは、子ども同士または職員
との相互行為のやりとりや会話が中心で
ある。それらを元に、児童養護施設内
における子どもや職員のミクロな相互作
用を分析することで、生活環境形成のダ
イナミクスの一端を明らかにしている。
　著者は児童養護施設の環境をめぐる
従来の議論において、子どもや職員が受
動的な存在として扱われていたのではな
いかという問題関心から、子どもや職員
の主体的な側面に焦点を当てている。以
下で、本書の内容を要約する。
　1章「家庭で暮らせない子どもの育ち
と貧困」では、従来の子どもの貧困研
究において家庭で暮らせないことそれ自
体が例外的な状態または問題と認識され
ていたがゆえに、子どもの個別具体的な
問題には関心が及びにくかったことを指
摘し、児童養護施設を扱う意義が説明
される。
　2章「児童養護施設の子どもの生活
環境はどのようにとらえられてきたのか」

では、施設に入所する子どもの背景とし
ての虐待と貧困、運営や職員の配置基準
や職員の仕事、自立支援という側面から
児童養護施設の目的が記述される。そ
の上で、児童養護施設における集団生活
の課題として、子ども集団の同調性と逸
脱、学習意欲を育みにくい環境、支援体
制の不足について、先行研究から整理さ
れている。
　3章「児童養護施設におけるフィール
ドワーク」では、調査方法や対象地、デー
タの性質が説明される。具体的には、事
例に出てくる子どもの概要や施設内の
ルール、職員の労働環境、著者と子ども
との関係をはじめとした情報が提示され
ている。
　4章「児童養護施設における暴力と仲
間文化」では、学習室における複数の事
例から他者に対する優越を志向する仲間
文化の存在が明らかにされている。そこ
から、児童養護施設における暴力を捉え
る際に、発達的・心理的な課題だけで
はなく、子ども集団の仲間文化への理解
が必要であることが示唆される。
　5章「児童養護施設における学習支援
の様相」では、子ども達の学習状況に
着眼し、学習環境が阻害される要因を
検討される。その中で、自らの学習を進

書評

三品 拓人

山口季音
『児童養護施設の生活環境のダイナミクス―家族で暮らせない子どもの育ちと職員の実践―』
学文社、2021年、236頁、定価2750円

日本学術振興会特別研究員（関西大学）；vertrauen53@gmail.com



未来共創  第 9 号（2022） 323

めるよりも他者の落ち度を指摘すること
に夢中になるような様子が描かれる。そ
こからは、子どもが仲間集団へ適応する
ことによって、自らや他の子どもを学習
から遠ざけるような事態が浮かび上がる。
上述のような学習の場では子どもの反発
がありながらも職員はルールの厳格な適
用と変則的な適用を混在させた実践を
行うことで、「宿題をする」という水準で
の学習環境を維持している。
　6章「児童養護施設職員の『即興の支
援』」では、子どもによってはコミュニケー
ション上の課題を抱えていたり、職員に
とっては「子どもに関する情報の正しさ
それ自体を判断する情報」が乏しかった
りする中で、その場面の文脈に依存的な
職務をしている様が明らかにされている。
その職務は、場の状況を悪化させず、現
状を維持するために即興で行われる職員
の実践であると著者は指摘している。
　７章「児童養護施設の生活環境からみ
えるもの」では、各章の知見から本書の
結論が導き出される。まず、施設環境形
成のダイナミクスである。施設の中では
子ども達が能動的に仲間文化を形成して
おり、自分たちの生活を維持しようとす
る主体的な子どもの実践と、文脈に応じ
てより効果的に支援しようとする職員の
実践の相互作用によって、施設の環境が

形作られていると著者は結論づける。次
に、子どもの能動性や結果に至る過程を
踏まえれば、施設での教育や支援の有
効性を評価する際に学力や進学率といっ
た結果のみで判断しないことが重要であ
ることを論じている。そのうえで、本書
の知見を貧困の世代間再生産の問題と
結びつけての考察が展開される。施設
の中では、物的な意味で勉学をする環
境がある程度整っていることはもとより、
子ども達は自身の保護者・家庭とは異な
る様々な文化や価値観とふれあうことが
できる。貧困には、経済的な問題のみな
らず、参加が制限されつながりが形成で
きない「関係の貧困」という側面がある
とされるが、児童養護施設にはそれらを
解決する契機が備わっていることを著者
は提起する。
　以下では本書の意義と本書から導かれ
る、さらなる課題について記述する。
　1点目は、本書が職員の働きかけや施
設環境、その枠組みのみではなく、個々
に行われる相互行為から生活の詳細と形
成のダイナミクスを描き出した意義であ
る。あらためて、児童養護施設の日常生
活が子どもと職員の無数の相互行為の集
積によって成り立っていることを読者に
気づかせてくれる。事例は、子どもの会
話ひとつひとつを再現するような形で記
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述されている。
　2点目として、本書には子どもが社会
化される過程における他者との相互作用
という社会学的な視角から施設で生じ
る「問題」を解釈した意義がある。一見、
子どもの「問題行動」に見えても、仲間
集団ヘの適応という要因が働いているこ
とが明らかにされる。そこから、子ども
自身「悪い」と分かっているが結果的に
暴力をふるわざるを得ない、気づかない
うちに自らや他者を学習から遠ざけるよ
うになってしまう、といった「意図せざ
る結果」が生じていることを示している。
これらは、これまでの児童養護施設研究
では見られなかった視点であり、相互行
為による社会化という視点からアプロー
チした本書独自の意義でもある。
　次に評者が考える課題を 2点述べる。
1点目に、本書の中では必ずしも明示さ
れてはいないが、1章で整理されている
社会化論や分析パートにあたる 4、5、6
章を見ても、著者がジェンダー論の知見
から示唆を得、意識していることは明ら
かである。従来の児童養護施設等の研
究においてはジェンダーの視点が非常に
弱かったため、これらの観点から論を深
めることでより本書の目的が達成された
のではないだろうか。
　2点目に、本書では、最終的に学習環

境だけでなく「関係の貧困」にも着眼し
ているが、であればこそ小学生の学習環
境のみならず、貧困の再生産に歯止めを
かける可能性がある他の部分にも着眼し
た方が、本書の目的にかなったのではな
いだろうか。例えば、子どもの衣服、常
識の伝達、またはスポーツや習い事、様々
な体験といった文化的な側面がその具体
例として考えられる。
　ただし、この 2つの課題は本書の内
在的な課題のみならず、本書から導かれ
る今後の児童養護施設研究の課題とも言
える。
　評者はより多くの人に、一度児童養護
施設の生活を見てほしいという思いに駆
られることがある。しかし、施設の特性
上、誰もが見ることができるわけではな
い。だからこそ、本書のような児童養護
施設内部における具体的な生活の理解
―それが、ひとつの施設の中の特定の
場面であったとしても―が重要である。
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　自決権とは通常、人民が国家から分
離独立する権利として広く知られており、
これを国際法上、外的自決と呼ぶ。一方、
人民の政治体制選択権は内的自決と呼
ばれる。この内的自決はもともと、人民
全体の意思と利益を反映する形で政治・
経済・社会・文化の発展を導く、自決権
の一側面として登場したものの、その内
容は不透明とされてきた。
　本書は今まで曖昧模糊とされてきた内
的自決を、表題の通り理論と実践から、
国際法上の権利として体系化することを
試みた挑戦的な一冊となっている。著者
は現在スリランカのペラデニア大学法学
部講師として教鞭をとっている。本書は
2014年に著者が香港大学に提出した博
士論文を改訂し、単著にまとめたもので
ある。著者の経歴は興味深い。著者は
研究者としてのみならず、政府・非政府
セクターでの実践経験があり、スリラン
カ内戦の和平プロセスコーディネーター
も務めるという実践に富んだ経歴をもつ。
こうした知見は本書にも色濃く表れてい
る。
　まず、本書の構成を確認したい。第 1
章では、本書を通してのリサーチ・クエ
スチョンを提示している。内的自決は紛
争において重要な役割を果たすアイデア

のはずなのに、人々に何の成果ももたら
していないように見えるのはなぜなのか、
についてである。その問いに答えるため
にも、筆者は本編を通して、内的自決を
多面的に検討している。
　そのため、第 2章からは内的自決の
歴史を概観する流れで始まる。第 3章で、
内的自決が国際法上の権利であることを
確認したうえで、第 4章は従来の自決権
をめぐる議論に一石を投じた内容になっ
ている。この章で著者は、内的自決が人
民のみならず、マイノリティ集団にも適用
され、マイノリティは内的自決権を有す
ることを論証した。
　第 5章は、内的自決について非西欧諸
国家が述べた意見を整理し分析している。
著者は第三世界からのアプローチについ
て、特にコソボ独立宣言事件に際しての
国際司法裁判所勧告的意見に際し、各
国が本意見に対して発したコメントにつ
いて注目しながら論じている。先行研究
とは異なり、筆者は欧州以外の地域の実
行を多用した論証を行っている。
　第 6章、7章は、今までの理論を基
に、スリランカと香港をケーススタディと
して、内的自決に関しての実証を行って
いる。特に、第 6章と第 8章の一部は、
筆者が携わってきた、スリランカ内戦の
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背景と歴史から始まり、内戦中・内戦後
の文書の中で扱われた内的自決の文言
の検討、そして 2014年のスリランカ最
高裁判所の判断を取り上げ、最高裁判断
の根拠として内的自決が登場しているこ
とを紹介している。スリランカ内戦とは、
多数派のシンハラ系住民対少数派の、タ
ミル系住民の間に起きた民族紛争を指す。
スリランカはもともと多民族・多宗教・多
言語社会であったが、政治的にシンハラ
系住民による支配が行われてきた。その
ため 1970年代半ばから、北部東部の州
でタミル系住民が国家からの分離独立を
希求し、武力闘争を始めた。著者はこの
民族紛争の和平プロセスに携わったゆえ
に、タミル系政党による一連の発言や宣
言、自治提案書など、多岐にわたる資料
を詳細に分析することができた。
　最後に、第 9章では提言として、今
後の内的自決の促進に必要な事項とし
て、人権条約機関や国連人権理事会の
特別手続きの１つである特別報告者制度、
地域機関の役割への期待を寄せている。
結論として、内的自決の概念は、既存国
家内部において抑圧から逃れ自由を追い
求める人民にとって、永続的に関わるも
のであると締めくくっている。
　本書について、主に二点の分析を加
えたい。一点目は、内的自決がマイノリ

ティに適用されるという点の筆者の論
証についてである。内的自決がマイノリ
ティに適用されるとの主張は、先行研
究として Ulrike Barten 著『Minorities, 
Minority Rights and Internal Self-
Determination』が挙げられる。Barten
氏は、マイノリティが有するアイデンティ
ティの権利、経済的及び社会的権利など
の権利が内的自決に含まれる権利と類似
した内容であることを指摘したが、マイ
ノリティの権利と内的自決の権利の内容
の相似性を示すに留まっていた。本章で
は、さらに「国際法上、マイノリティは
人民となりうるのか」と問いを立てた上
で、国連の条約実施機関や地域機構の
実行を取り上げ、マイノリティと内的自決
の主体である人民の重複性を指摘し、マ
イノリティ集団が人民になりうることは
不可能なことではないと結論付けた。こ
の根拠として、2007年の先住民族の権
利に関する国際連合宣言によって示され
た、内的自決をもつ主体として認められ
た先住民族を例に挙げている。「先住性
（indigenous）」という定義を鑑みるに、
必ずしもマイノリティと先住民族は容易に
区別することができない。むしろ先住民
族への内的自決権付与は、マイノリティ
への内的自決権付与の先例と位置付けら
れるのではないかとの論を展開している。
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但し、先住民族に関する論理は、先住
民族とマイノリティを主体として明確に分
ける動向があることを鑑みるに、検討の
余地があるだろう。
　二点目は、2014年のスリランカ最高
裁判決の意義づけについてである。ま
ず、本判決について簡単にまとめる。原
告である Chandrasoma 氏はタミル系
の最大政党である Ilankai Thamil Arasu 
Kachichi (ITAK)政党の活動目的は国
家からの分離独立にあり、スリランカ
憲法 157条 A(5)項に違反すると主張し、
ITAKが有する国会の議席を無効化する
よう最高裁に求めた。同条同項は国家か
ら分離を図る集団に対して、国会の議席
を無効にする規定である。原告は、ITAK
が作成した憲法で用いられていた「連邦
の（federal）」という文言が、2008 年
の修正版では「国家間同盟の、多国間の
（confederal）」」という文言への変更が
あったことなど、いくつかの事実をあげ
て ITAKがスリランカ国家から分離しよう
としていると主張した。スリランカ最高
裁は、自決権に関する重要な検討を行っ
たことで有名なケベック最高裁諮問意見
を引用し、タミル系住民は「人民」を構
成すると認めたが、この「人民」が有す
る権利は内的自決権であるとし、ITAK
に分離の意図はないと結論付け、原告の

主張を退けた。本判決は一点目の、内的
自決がマイノリティに適用されるのかと
いう点に重要な示唆をもたらす。もとも
とタミル人はスリランカにおいて民族的
マイノリティであったはずである。しかし、
スリランカ最高裁はタミル人を「人民」と
して認め、内的自決権のみを有すると判
示した。つまり、先述したマイノリティと
人民の境界の曖昧さを指摘できる事例と
もとれよう。本著に欠けている部分とし
ては、人民やマイノリティの定義を十分
に検討しておらず、両者の定義が歴史的
な変遷をたどる中で揺れ動いている、と
の視点が考えられよう。
　最後に、本書を読んだ上で、自決権を
専門とする観点から改めて感じたことが
ある。そもそも自決権制度の根本的な目
的は、宗主国によって抑圧された植民地
人民の解放であった。非植民地化が終
焉を迎えつつある現在において、自決権
の元来の目的は、植民地状態と似通った
状況に置かれた人々に対し、既存国家内
部での抑圧からの解放に徐々にシフトし
ていったのだと推察される。つまり、抑
圧からの解放が自決権のメルクマールで
あり、欠かすことのできない視点である
ことに読者は本書を通じて再認識するだ
ろう。
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共創的な研究データの収集
新型コロナウイルス感染症拡大がもたらした調査手法

澤村 信英
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　新型コロナウイルス感染症（COVID-19）のグローバルな拡大は、

海外でフィールドデータを収集、研究を行ってきた者にとって、か

なり深刻な問題である。当初、数か月から半年もすれば、渡航が可

能になると思っていたが、決してそうではなかった。2020年は海外

調査が可能になることを期待していたが、2021年はそういうわけに

もいかない。他の研究者の経験も参考にしながら、オンラインでの

調査により、データ収集する方法を考え始めた。

　当初、研究者が行うようなことを現地の協力者に依頼しようとし

たが、これはうまくいかなかった。当然ながら、研究者が行う職人

芸的な作業を代替して行えるわけはない。私の研究協力者は、ケニ

アのスラムに暮らす無認可私立学校の校長であり、自身で調査研究

をした経験はない。

　次に考えたのが、毎日、就寝前に電子メールで日報（daily reports）

を送ってもらうことである。起床から就寝まで、当人の行動だけで

はなく、その時々の学校での子どもの様子や自身の考え方、感情な

ども含めて、詳しく具体的に記述するように依頼した。この背景には、

私の研究関心が学校での活動だけではなく、教師の日常にあること

がある。これは想定以上に順調にいっており、2021年8月から開始し、

2022年3月現在まで、一日もたがわず、メールでやり取りをしてい

る。この過程において、表題にあるとおり、まさに研究データを「共

エッセイ
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創」するという、これまでフィールド調査を行った際には、ほとんど

意識することのなかった感覚をもった。これが『未来共創』誌にエッ

セイを寄稿したいと思った最大の理由である。

　以下、まず、ケニアにおけるCOVID-19の初期的な感染状況と学

校閉鎖について紹介する。次に「日報調査法」とでも言うべき手法と

そこから得られた成果について、私自身の感想を含めて述べたい。

　COVID-19は2019年12月に中国・武漢市で初めて検出された。そ

の後もウイルスは変異を繰り返し、2022年3月現在もその世界的な

感染拡大（パンデミック）は収束していない。個人的な経験を振り返

れば、2020年2月中旬にはインドネシアで、3月上旬にはケニアでそ

れぞれ1週間から10日間程度のフィールド調査を行っていた。空港

での体温測定などはあったが、入国するにあたって大きな問題はな

かった。多少の緊張感はあったものの、未だのどかな時期であった。

　ナイロビに滞在する3月1日から、国際放送では感染拡大（アウト

ブレイク）が日々報道されていたが、ケニアでは感染者が確認されて

いなかったこともあり、路上で見知らぬ男に「コロナヴァイラス・チャ

イナ」と悪口を言われたぐらいである。対岸の火事という雰囲気であ

り、とくに不都合なことはなかった。調査を予定どおり終え、ナイ

ロビを3月10日に出発し、ドーハ（カタール）経由で11日に無事帰国

した。

　ところが、3月13日にケニアで1人目の感染者が確認され、一挙

に風向きが変わった。その後の政府の対応は早く、15日には全国す

べての学校の閉鎖を決定し、27日からは夜間外出禁止令の発令、ほ

ぼ同時に都市封鎖も行われた。学校の閉鎖は、当初、30日間の予定

であったが、再開の時期は度々延期され、全学年で授業が行われる

ようになったのは、2021年1月からである。

　公立学校はよいのであるが、問題は、都市部で暮らす貧困層の子

どもが通う低学費の私立学校である。このような私立学校の多くは、

生徒の保護者が払う授業料がほぼ唯一の収入であり、学校が閉鎖さ

れれば、その収入は途絶えてしまう。公立学校の教師は、閉鎖中も
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給与が保障されているが、給与の途絶えてしまった私立学校の教師

の大半は、生活のためにすでに離職している。また、私立学校は校

舎を賃借していることが多いが、閉鎖中の家賃を払えるわけはない。

そうなると、もはや学校を再開することもできない。

　私は、2014年にケニアの首都ナイロビにあるキベラ・スラムの学

校で調査を始めた。市内には10のスラムがあり、なかでもキベラは

アフリカにおいて最大規模である。スラムは「貧民街」と訳されるこ

ともあるが、ナイロビの住民（約400万人）の6割がスラムで暮らし

ているといわれており、特別に貧困な人々だけが住んでいるわけで

はない。これまでの調査により、同スラム内には、少なくとも92の

初等学校が運営されていることがわかった。

　COVID-19感染拡大前には、少なくとも毎年1回、現地を1～ 2週

間訪れ、教師や生徒に話を聞きながら、フィールドデータを収集し

ていた。しかし、先にも述べたように、2020年3月上旬の調査を最

後として、ケニアを訪問することはできなくなった。そこで、フィー

ルドデータが枯渇する中、苦肉の策として考えたのが「日報調査法」

である。その際、調査法として価値があるものにするため、フィー

ルド調査が自由にできるようになった後も、有効な調査法として使

えるものになることを意識した。

　私自身もこの調査法に当初それほど期待していたわけではない。

しかし、現地の研究協力者にも恵まれ、日々、それまでの調査で聞

くこともなかったような生々しい内容の日報が送られてきた。例え

ば、ある生徒が空腹のあまりゴミ捨て場で食べ物を探していたとい

うようなことである。これまで現地に赴き、丁寧に聞き取りを行っ

てきたつもりであったが、1年うちのわずかな日数、さらに1日のう

ちの数時間だけでは、多くの重要な現実を見過ごしていることに気

づいた。毎日受け取る日報には、それまで知らなかったことが丁寧

に書かれており、多くのことを日本に居ながらにして学ぶことがで

きた。

　一方で、日報を介して、やり取りをする中で、研究協力者側も
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研究者の関心を理解するようになり、協力者は私が質問するまでも

なく、研究上重要な出来事を日報の中に記入するようになってき

た。例えば、全校集会を行ったとだけ書かれていたものが、何を話

したのか、生徒の表情はどうだったかなど、詳述されるようになった。

その内容は、研究者とのやり取りの中で、質的に豊かになっていく

ことを感じた。研究協力者も研究者の要望に応えるため、生徒や保

護者に直接聞き取りを行うようにもなり、これが相手にとっても新

たな知識と経験として、学校の運営に役立つとのことであった。ま

さに研究データの「共創」を実感させてくれた。このことは、厳しい

状況の中で学校を運営し孤軍奮闘する教師を力づけることにもなっ

ているようであり、現地で迷惑ばかりかけてきた私にとっては、う

れしいことでもあった。

　「共創」という用語は、今では一般に使われるようになったが、海

外渡航が制限される中、私自身、研究データを共創的に収集する感

覚を持つことに、大きな驚きがあった。それと共に、従来の現地で

のデータ収集の仕方に反省する点もある。近い将来、海外調査を実

施できることになるであろうが、その際にも、当事者の生活感覚に

重きを置き、少しでも共創的なデータ収集を心がけたい。それが研

究の質を高めることにもなる。
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　原稿募集期間が始まって以降、私たちは執筆者や査読者の間で何かしら

連絡を待ち続けてきました。待つ人は常に期待と不安の間で揺れ動きます。

しかし私たちは幸いです。私たちの不安のほとんどは杞憂であり、現実は

私たちの期待をはるかに超えてきます。精魂込めて執筆された原稿や考え

抜かれた査読コメントが私たちのメールボックスを通過していき、最後に

は見違えるようによくなった完成稿に結実します。その過程に立ち会える

喜びは大きいものです。もちろん様々な事情から不本意な結果となってし

まうこともありました。しかし先生方からの査読コメントはきっと投稿者

の今後の飛躍を助けてくれるはずです。すべての投稿者・寄稿者と査読者に感謝と今後の活

躍への期待を申し上げます。

　『未来共創』第9号には論文4本、特集論文4本、研究ノート2本、報告2本、書評5本、エッ

セイ1本、そして研究科長として人間科学研究科を牽引されてきた臼井伸之介先生による「人

間科学部の創立50周年にあたって」というご挨拶が掲載されています。本号も「共生」や「共

創」に関連する様々な分野の方々の原稿を掲載することができました。特集「「教育と格差」

への共創的アプローチ」には国際法学、国際協力学、教育社会学、教育制度学の分野から4
本の論文をご寄稿いただきました。この特集はセンターで開催した研究会の報告となって

います。様々な分野の「教育と格差」に関心のある教員、学生が参加し、毎回熱のこもった

議論となりました。執筆いただいた先生方、そして研究会に参加していただいた皆様に感

謝申し上げます。

　今年度も新型コロナウイルス感染症のパンデミックは収束することなく続き、私たちの

生活や研究は大きく制限される事になりました。本号に収録した原稿でも、新型コロナウ

イルス感染症のパンデミックの影響について論じていることが多いです。そしてウクライ

ナで危機的な戦争が進行している現在、今後私たちを待ち受けるものはパンデミック以前

の生活とはかけ離れたものになっていくかもしれません。本ジャーナルに記された共創知

が困難を乗り越えて未来を開くヒントになれば幸いです。

　本誌がこのように美しく読みやすいのは校正、DTP作業をお願いしているレカポラ編集

舎の小野寺佑紀さんのおかげです。今回もありがとうございました。そして読者のあなた

にも、読んでいただきありがとうございました。ご縁があれば、今度は執筆者として共に

未来を創っていきませんか。

大阪大学大学院人間科学研究科附属未来共創センター・特任研究員

織田和明

発行　2022年3月31日
大阪大学人間科学研究科附属未来共創センター　
　〒565-0871  大阪府吹田市山田丘1-2

編集協力
レカポラ編集舎　小野寺佑紀
デザイン　有限会社ブックポケット

編
集
後
記


	未来共創9_表紙20220707.pdf
	9_1
	未来共創9_2022_0624



