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日本人とキリスト教 
－日本人の宗教意識とキリスト教－ 

The Japanese and Christianity: 

Japanese Religious Consciousness and Christianity 
 

深津 容伸 

Yoshinobu Fukatsu 
 
要 旨 

これまで日本人とキリスト教の主題について、キリスト教に焦点を当て、キリスト教が日本人にどう関わってき

たか、今後どう関わるべきかを論じてきた。本論文においては日本人に焦点を当て、日本人の宗教観、宗教意識を

探り、それらに対し、キリスト教はどのように関わりえるかを考察したい。日本人は古来から大陸からの影響を多

大に受けてきたが、政治的に支配を受けることはなかった。そのためかどうかは定かではないが、原始宗教である

アニミズム・シャーマニズムの宗教意識を、今日に至るまで持ち続けている（外来の宗教である仏教もこれらと同

化することにより土着することができた）。その結果、日本人は宗教意識の中には、呪いや汚れに対する恐れが潜

在的に存在する。こうした日本人の宗教意識に対し、キリスト教はどのように関わってきたか、また関わりえるか

を論じたい。 

 

キーワード；日本人の宗教意識、呪い、汚れ、キリスト教における救済 

 
１ 日本人の宗教観 

筆者はこれまで、「日本人とキリスト教」をテーマとして以下の論述をしてきた。「日本人とキリ

スト教」１では、明治期以来のプロテスタント宣教師による日本伝道がいかなるものであったかを

論じた。一言で言えば、宣教師たちは日本人の宗教観や文化、特に土着の宗教である仏教、神道、

及びそれらを土台とする習俗と衝突し、キリスト教と日本人の間に断層帯を作ってしまったという

ことである。そしてその断層帯は、今日に至るまで修復をされないままであり、日本人にキリスト

教に対する反感や、縁遠さを与えてしまっている。そしてこれについては、キリスト教の側が日本

人の宗教観や文化に近づいていく必要性を論じた。また「青年とキリスト教」２においては、宗教

離れの中にある現代の青年に対し、キリスト教が青年に近づいていく努力をしなければならないこ

とを論じた。さらに「日本人とキリスト教―山梨の場合―」３では、宣教師イビーによる山梨伝道

を一つの例として、日本伝道の成果と問題点を指摘した。すなわち、成果としては、彼の伝道が山

梨における多くの教会の設立の基となっていること、またその教会の青年信徒の働きが、山梨英和

女学校というミッションスクールの設立につながったことをあげることができる。一方問題点は、

土着の諸宗教への対立的な宣教が、地元民の反感を買ったのではないかというものである。そして

「日本人とキリスト教―山梨英和学院の場合―」４では、ミッションスクールにおける宣教師の働

き、キリスト教主義学校としての発展や成果と課題を論じた。かつて山梨は辺境の地であり、カナ
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ダ・メソジスト教会の女性宣教師たちは、ミッションスクールの設立と運営に多大な苦労を払って

きた。そして、彼女たちのピューリタニズム（清教徒主義）を基本とする厳しいしつけと教育は、

山梨県民に幅広く受け入れられ、山梨英和は、軍国主義と戦争という苦難を乗り越えながら発展を

する。一方学校を場とする伝道活動は、難しくはあるが、キリスト教理解者を多数世に送り出して

いくこと、そしてそのことが将来、キリスト教信仰に結びつく希望があることを論じた。そして「日

本人とキリスト教―キリシタン伝道の場合―」５では、視点を戦国時代のキリシタン伝道に移し、

今日においても見習うべき優れた方策、また問題について論じた。筆者は一貫して日本人がキリス

ト教に近づいてくるのを待つのではなく、キリスト教の側が日本人に近づいていく努力をすべきで

あると語ってきたが、キリシタン伝道は、現地への順応、適応主義を取り、日本人に合わせた、日

本人のためのキリスト教を作り上げていく努力をした。彼らの伝道は、権力者との摩擦を引き起こ

し、迫害と弾圧を招くという陰の側面を持っていたが、一般民衆には幅広く受け入れられた。 

以上のように、これまでは日本人に対するキリスト教のあり方を、キリスト教の側に立って論じ

てきたが、本論文においては、日本人に焦点を当て、日本の側に立って論じるとともに、キリスト

教はどのように関わりえるかを考えていきたい。それは日本人とキリスト教を考えるにあたっては、

日本人とはいかなる宗教意識を持った民族であるかという考察は避けて通れないからである。かつ

て、1960年代、70年代は、日本人論に関する議論が盛んに行なわれ、一種のブームのような様相を

呈していた。この中で1970年発行のイザヤ・ベンダサン著『日本人とユダヤ人』６（この著者は実

は偽名で、発行元である山本書店社長、山本七平であるとされているが、また本書には数多くの誤

りもあると指摘されているが７)は、日本人論ブームのさらなる火付け役となったこと、日本人にと

っては縁遠く思われていた聖書の世界に関心を引きつけた功績は大きいと言える。ただし、これま

で出されてきた日本人論は他民族との比較により相違点を際立たせることに重きが置かれてきた。

それぞれの民族の特異性が民族性であるとされた。時には強引に違いを際立たせようとした結果、

前掲書では誤りが指摘されるものとなったと言えないであろうか。もちろん相違点は民族の一面で

あるが、それはあくまでも一面であって、すべてではない。民族は他民族と、人間としての同一性、

類似性も持つのであり、それが大きな部分を含んでいると言える。そしてここでは「日本人とキリ

スト教」が主題となるので、主として宗教性が課題となる。湯浅泰雄著『日本人の宗教意識』８は

この点参考となるので、以下において参照したい。著者は、日本人論ばかりでなく、諸宗教,キリス

ト教についての造詣も深い。しかし、論述方法は先に述べたような比較対照により特徴を極立たせ

るというあり方なので、キリスト教側から見て首をかしげるような部分もある９。 

筆者は、宗教の内容には、人間の側の宗教感情が大きく関わっていると見る。たとえば、「恐れ」

という感情は、宗教感情として代表的なものでは「恐れ敬い」であると思われるが、宗教によって

その対象は異なっていても、感情としては共通のものと思われる。悪を行なうことに対して「天罰」、

「仏罰」、「神罰」などがあり、厳密にはその現われ方に違いはあるかもしれないが、それを恐れ

る感情は人間共通ではないかと思われる。それ故、これからの論点は、類似点、共通点を探り、キ

リスト教が日本人の宗教意識や宗教感情にいかなる意味を持つかを考えたい。 

本書で指摘されている重要点は日本人の原始信仰が宗教意識の根幹にあるとする点である。これ

は「太古の日本人の生活に生きていた古い世界観」でもあり、仏教が日本人の宗教となった要因は

仏教がこれらと結びつき、取り込まれた故であるとする１０。この原始信仰とは、西欧の宗教学でい

うところのアニミズム・シャーマニズムと言いかえても良いであろう。外来の宗教である仏教はア

ニミズム化、シャーマニズム化をして初めて日本の宗教となったのである。仏教は元来、人間のあ

り方、生き方を説く哲学であったが、ヒンズー教と結びつき、チベットに渡り、密教化するなどし

て宗教となった。そして日本において完全に原始宗教化したといえる。神道も仏教もそれぞれなり
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に宗教のあり方、儀式内容とその教義は持っていても、庶民にとっては、宗教は同じ意味を持って

いる。日本人にとり、諸宗教は原始宗教から派生したそれぞれなりの現れ方に過ぎず、根本におい

ては皆同じなのである。そしてこの宗教意識と結びつくことなくして、宗教の土着化はあり得ない。

日本にキリスト教が広まらないのは、キリスト教がこの土着化を信仰の堕落として嫌ったからであ

る。西欧の宣教師たちにとり、アニミズム・シャーマニズムは、植民地世界の幼稚な原始宗教に過

ぎなかった。彼らは日本人キリスト者たちに、原始宗教と戦い、原始宗教から脱することを勧めた

のである。これは日本人にとり、キリスト教を縁遠く感じさせるものとなった。日本人は真面目で

勤勉な民族であるから、日本人キリスト者も、宣教師の教えに忠実に従い続ける事となる。 

論述を本書に戻すが、日本人が信じる霊には自然霊と人間霊があるとする１１。自然界のあらゆる

ものには霊が宿っているとするのがアニミズムであるが、これは日本人の宗教観、宗教意識でもあ

る。自然霊は事物に宿る神として、人間の罪に呪いと祟りを下し、人間霊は怨霊となって同じく呪

いと祟りを下す。本書では、例として菅原道真が取り上げられる。彼は同僚たちのねたみを買い、

太宰府に左遷されて、そこで亡くなった。その後の都で生じた天災を、道真に対し罪の意識を持っ

た人々は、怨霊によるものと受け止め、道真を天神として祀る神社(天満宮)を造り、彼の霊を慰め

ようとした。この天神とは雷神のことであリ、日本各地にある雷神信仰の神社と結びつき、菅原道

真を祀る神社と化していくことになる。さらに彼が学間にも長けていたので、学問の神として崇め

られ、今日に至っている。 

ここで問題は、怨霊の呪いは罪を犯した当人だけではなく、関係のない多くの人々を災いに巻き

込む点にある。人間はいかに倫理的、道徳的に生活に注意を払っても、いつ災いに巻き込まれるか

分からない運命にある。自分ではどうしようもない不運が、たとえば先祖の罪によってふりかかっ

てくるかもしれないはかなさを持つのが人間存在である。こうした呪いを振り払ってくれるのが、

宗教者、霊能者、祈祷師による儀式や祈祷ということになる。ここに日本人のシャーマニズム信仰(霊

能者信仰)がある。そして外来の宗教である仏教の僧侶もこの役目を持つようになる。後に仏教は鎌

倉時代に高度な発展を遂げ思想的、哲学的により深いものとなるのであるが、庶民の宗教意識はそ

のまま変わらなかったといえる。 

問題は、シャーマニズムにおいては、当然霊能者の霊能力が注目されるという点である。その背

景にある宗教の中身がどうであるか、歴史がどうであるかとかは基本的に問われない。むしろ呪い、

祟りを取り除く霊能者の霊能力、治癒力、透視能力、予知能力が問題となる。その霊能力、パワー

の強さに日本人は魅かれる。そして歴史化、伝統化、儀式化した宗教には救済能力を認めない。せ

いぜい気休め程度のものでしかない。ここにカルト宗教がつけ入るすきがある。カルト宗教は、霊

力の強さを誇張して見せさえすれば、日本人を引きつけることができることを知っている。カルト

宗教はそれ故、日本人の宗教意識を利用した詐欺行為に等しい。霊感商法も同じであり、その目的

とすることは救済ではなく、金銭である。 

 

２ 日本人の宗教意識とキリスト教 

 

日本人が性善説をとっているのに対し、聖書では性悪説がとられているということは、しば

しば語られているところである。特に新約聖書では、パウロが旧約聖書の原初物語であるアダ

ムによる禁断の木の実を食しての堕罪をもとに、原罪論を展開したことにより、決定的なもの

となった（ローマの信徒への手紙5章12－21節）。すなわち、人類の初めであるアダムが罪を犯

したため、その後の人類全体が生まれながらにして罪を負うこととなったというのである。し

かし、この有名な創世記の物語は、人間が禁止をあえて破る性格を持っていることを表現した
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ものであるが、同様の物語は日本にも数多く存在している。例えば、浦島太郎は開けるなと言

われて手渡された玉手箱を開けてしまうし、「鶴の恩返し」では、見るなと言われていた機織

り最中の姿を見てしまう。「雪女」では、言ったら殺すと言われていたその出来事を話してし

まう。このような物語と比較すれば、アダムの物語は特別なものではなく、こうした古典の一

つということができる。食べてはいけない木の実をエデンの園に生えさせることと、開けては

いけない玉手箱をみやげにすることとは、わざわざする必要がないばかりか、罠となるような

ことをあえてするという点で共通する。食べると死ぬと言われていた木の実を食べても死なな

かったことと、雪女での、人に話すと殺すと言われていたにもかかわらず、殺されなかったこ

とも共通する。上記の物語同様に、創世記は、人間というものが禁止されていることをあえて

してしまう性格を持っていることは語っているが、このアダムの行為によって、全人類が罪を

負うものとなってしまったというようなことまでは語ってはいない。また、神はそのような人

間を決して見放さず（たとえば、後に神は二人に皮の衣を与えている〔創世記3章21節〕）、常

にともにあって見守り、配慮を与え続けることも語っている。しかしパウロにおいては、すべ

ての人間にとっての救いも祝福も、イエス・キリストの十字架における贖罪の業を通してのみ

可能となったのであり、その観点を強調する立場からすれば、アダムは原罪をもたらした救い

ようのない災いの張本人と言う必要がある。バビロニアの捕囚期に活躍したと見られる申命記

学派は、イスラエル国家滅亡の原因を、神への背信という罪に帰してイスラエルの歴史を振り

返った。その結果、歴史は罪に満ちたものとして記述されるに至ったのであるが、パウロがア

ダムを見る見方にも通じるものがある。パウロにして見れば、キリストの贖罪は全人類にとっ

て必要なのであり、そのためには全ての人は例外なく罪を負っていると証明する必要がある（ロ

ーマの信徒への手紙3章9－26節）。彼はユダヤ人以外の人々、すなわち律法を持たない異邦人

たちは自らの良心に背く行為をすることによって罪を犯し、ユダヤ人たちは、神から与えられ

た律法に背く行為によって罪を犯していると語る（同2章9－16節）のであるが、だめ出しのよ

うに、アダムの罪により、その子孫である全人類も罪を負っていると語る。以上のように、聖

書では厳しく人間の罪を問題にするのであるが、これは日本の精神風土とは異なるといえる。

日本人（特に現代の非宗教化した日本人）にとって、罪とは基本的に司法的なものであり、法

を犯して初めて罪人となるということである。刑法を犯していないのに,初めから罪人とされて

いるというのはとうてい納得しえない（先祖の罪の結果自分までが呪いを受けるとしても、だ

からといって自分自身が罪人である訳ではない）。日本人にとっては、人は生まれながらにし

て無垢の存在である。その後生きていく中で、世の中の様々な汚れに染まることにはなるが、

それは罪人になるというほどのものではない。それ故キリスト教が、人は皆罪人と断じること

には抵抗がある。さらには、明治以降、日本に来た海外の宣教師たちは、この罪意識を自覚さ

せる必要から、その罪の主な理由を異教礼拝、偶像礼拝に帰したのであるが、日本人にはます

ます納得がいかないばかりか、反発すら覚えたのである。なぜなら、これらは日本社会にとっ

て、社会生活上不可欠な宗教行為だったからである。日本社会は儀礼上、日本人としてこれら

の行為を要求するのである。日本社会でこれらを禁止行為として貫くためには、迫害や社会か

らの排除を覚悟しなければならない。それ故、たとえキリスト教信仰を貫くことはできても、

広めることなど到底望めないことになる。しかし聖書内容は、それほどまでに日本人とは遠い

存在なのだろうか。冒頭にも記したように、聖書の背景には、世界共通のものがあることをこ

こで認識する必要がある。聖書は世界の歴史や習俗、宗教土壌、社会通念と無関係に育まれて

きたものではない。むしろ、密接な関連をもって成立してきた。それは古代中近東ばかりか、

そこからはるかに隔った東洋の果てである日本とも共通のものが数多くある。アニミズム・シ
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ャーマニズムもそうであるが、呪いや汚れという習俗概念も共通であるといえる。そこで、聖

書そしてキリスト教はこれらをどうとらえているかを考えることは重要なものとなる。それは、

日本人にとっては、罪人の概念は司法的なものとして縁遠くとらえられているが、呪いや汚れ

に対しては身近な恐れを感じとっているからである。 

たとえば、日本人は古来から「呪い」については恐れを持っている。前述のように平安時代

の菅原道真は,同僚の妬みを買い、九州の太宰府に左遷され、不遇な生涯を閉じている。その後

生じた都の災害を、人々は道真の呪いによるものと判断し、神社（天満宮）を建立した。日本

人は呪いには目に見えない負のエネルギーが存在すると信じている。それは人に災いを与え、

人の運命を変えるほどに大きなものなのである。現在問題となっている一部の霊感商法やカル

ト宗教は、日本人のこの潜在意識を利用する。日本人は災いに会い、それが続く時,これは何か

の呪いではないかと考えるのである。これらの団体では、その恐れている呪いを取り除く名目

で、実は金銭目的で祈祷や儀式が行われたり、宗教的物品が売られたりする。もちろんそれら

は目的が金銭であるので、何らの効果もない。そこでさらに効果のある宗教行為という名目で

多額の金銭が要求されることになる。 

呪いへの恐れという点では、聖書でもまったく同様であるということができる。聖書では、

「祝福」の反対のものとして「呪い」が述べられる。たとえば、創世記で母親リベカによって

父親イサクをだますことを勧められたヤコブは、「わたしは祝福どころか、反対に〔呪い〕（新

共同訳では〔罰〕と訳されているが、ヘブライ語原文は〔呪い〕）を受けてしまいます」と語

る（創世記27章12節)。また、律法への違反は呪いをもたらし（申命記27章5-26節）、共同体か

らの追放や死罪が科せられる。バビロニアの捕囚はその延長上にあり、呪いの結果である（申

命記28章15節以下）。人が呪いから解放されることは聖書においても重要な関心事であり、そ

のためには人は災いの中にあって罪を悔い改めねばならなかった。 

新約聖書においては、パウロが呪いを取り上げている。ガラテヤの信徒への手紙3章13節にお

いて、パウロは「キリストはわたしたちのために呪いとなって、わたしたちを律法の呪いから

贖い出してくださいました。『木にかけられた者は皆呪われている』と書いてあるからです」

と述べている。この発言の背後には、十字架による贖罪信仰があり、律法違反による呪いから

キリストが解放したことを意味するのであるが、「呪い」を持ち出すことは、キリストの十字

架に対し新しい意味を付与することになると思われる(ちなみに、「ものみの塔」の団体は、パ

ウロが引用している旧約聖書（申命記21章23節）の架刑の木は一本の木であったので、イエス・

キリストの処刑の木も一本の木であったとし、キリスト教会が十字架をシンボルとしているの

は誤りであると主張する。しかしながら、キリストはローマ帝国によって処刑されたのであり、

その処刑の形は十字架であったので、「ものみの塔」の主張は誤りである)。キリストの福音は、

すべての人が幸せな人生を送ることを目ざしていた。彼はそれを妨害するものと戦ったのであ

る。もし日本人を不幸にしている原因の一つに「呪い」への恐怖があるのだとすれば、キリス

トはその恐怖からの解放も目ざしたはずであり、パウロの主張を日本人向けに展開することは

妥当であると思われる。さらに、日本人を縛りつけ、苦しめてきたものの一つに習俗的、宗教

的汚れがある。汚れへの非難は共同体の習わし、すなわち習慣、習俗、宗教的禁忌を犯したも

の、業病と呼ばれる難病に犯されたものに向けられた。先の主張と結びつければ、宗教的禁忌

を犯したものは、呪いにとりつかれるとし、難病に犯されたものは呪いの結果であるとされた。

これらの人々は汚れたものとして忌み嫌われ、共同体内での交流を絶たれたりした。こうした

傾向は、旧約聖書でも同じであり、世界共通といっても良いであろう。医学、科学が発達した

現代でも潜在意識の中に根強く残っている。旧約時代では、ハンセン病のような重い皮膚病（現
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代では根治する病であるが）は宗教的汚れであった。患者は自ら「わたしは汚れた者です。汚

れた者です」と叫び、人が近づかないように努めなければならなかった（レビ記13章45節）。

体から流出する体液も汚れであり、流出の汚れを清める期間は人との接触を避けなければなら

なかった（たとえば、レビ記１２章など）。食べ物にも汚れは存在し、汚れた魚、汚れた動物

に分類されているものは食することができなかった（レビ記11章）。現代ではこれらに合理的

な理由を付けようとするが（たとえば、豚は人間と同様の食べ物を食するので競合してしまう

故に、飼って増やすことを禁じられた等）、基本的には共同体や宗教が排他性を持つことによ

って、結束性を強めようとするものであり、現代のいじめに等しい。福音書には、この汚れに

対するイエスの戦いが記されている。イエスは自らに近づいてきた重い皮膚病（ハンセン病）

の者に大胆にも手を触れ、「清くなれ」と語っている(マルコによる福音書1章40－45節）。律

法を守れず、罪人とされる人々と交わり、彼らのためにこそ、自分が存在すると語る（マルコ

による福音書2章15－17節）。そして彼らこそ神の国に近いと語る。後にキリスト教会は、律法

を守らない故に汚れているとされていた異邦人世界へと乗り出していく。先にも述べたが「汚

れ」は共同体や宗教の結束を計るために設定されているものであり、差別的性格を基本的に持

っている。そうした束縛からの解放こそが福音であり、それは日本人に対してもそのまま当て

はまるものである。 

 

３ 日本におけるキリスト教 

 

現在、日本においてはキリスト者人口が1パーセントを切っている状態にある。しかし、宣教開始

から200年に満たない中であり、これから展開していく面もあるといえる。この間、キリスト教は確

実に日本に土着化してきている。習慣や儀式としては、クリスマス、バレンタイン、母の日があり、

キリスト教式結婚式がある。また教育としてはミッションスクールの定着があり、病院もあげるこ

とができる。また、神の存在を問う時に思い描く神、葬儀に際して使われる「天国」も背景はキリ

スト教であることが多い。そしてこれからも時代を経るに従い、キリスト教の土着化は進んでいく

ものと思われる。しかし、問題はキリスト教会が日本社会から浮き上がっていることにある。教会

が日本社会にしっかり根を下ろしているとは言い難い状況にある。ではキリスト教会が日本社会に

溶け込むことを拒んできたかといえば、そうとも言えない。幼稚園による幼児教育は多くの教会で

古くから行なわれてきた。教会では正月に元旦礼拝が行なわれ、七五三には幼児祝福式をし、クリ

スマスには未信者も教会に列席する。しかしにもかかわらず、日本人にとって教会の敷居は決して

低くない。よく言われる言葉に「キリスト教は御利益宗教ではない」というものがある。御利益宗

教という表現は、日本人が宗教を馬鹿にして使う言葉である。それにキリスト教が乗った表現であ

るが、いざとなれば、その御利益宗教に真っ先に頼るのが日本人であることを覚えなければならな

い。御利益宗教を侮ってはならない。アニミズム・シャーマニズムの根本は御利益宗教そのものな

のである。キリスト教は御利益を求める宗教ではない、それでは真に「御利益」は求めないか。キ

リスト教でも病いに対しては回復を祈るし、苦難に際しては脱出を祈る。それは「御利益」を求め

ることではないのだろうか。「キリスト教は御利益宗教ではない」という表現の中に、キリスト教

は高度で高尚で高級な宗教、さらには真の宗教という驕りはないだろうか。キリスト教が高尚な宗

教であるとする印象が、かえって日本人を遠ざけ、敷居を高くしているということが言えないだろ

うか。「家内安全、商売繁盛」は日本人が宗教に求める最も身近な課題である。それを御利益宗教

であるとして否定して良いのだろうか。それは日本人ばかりでなく、全ての人が求める平安への祈

りである。日本人であろうとなかろうと、キリスト教徒であろうとなかろうと、病いや事故、災害
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から守られ、仕事が順調であることを願い祈るのはあたりまえのことである。その上に立って、し

かしそれを越えた価値観をも呈示するのは、仏教もキリスト教も同じである。宗教、信仰、信心は

その宗教を信じるものにとってのみ絶対なのであり、客観的にはどの宗教も同列にあることを認め

なければならない。 

 

 
 

 
                                                  
１ 『山梨英和大学紀要』第 5 号、山梨英和大学、2006 年 
２ 『山梨英和大学紀要』第 6 号、山梨英和大学、2007 年 
３ 『山梨英和大学紀要』第 8 号、山梨英和大学、2009 年 
４ 『山梨英和大学紀要』第 9 号、山梨英和大学、2010 年 
５ 『山梨英和大学紀要』第 10 号、山梨英和大学、2011 年 
６ イザヤ・ベンダサン著『日本人とユダヤ人』山本書店、1970 年 
７ 浅見定雄著『にせユダヤ人と日本人』朝日文庫、朝日新聞社、1986 年 
８ 湯浅泰雄著『日本人の宗教意識』名著刊行会、1981 年 
９ たとえば、著者は 109 頁において「親鸞の絶対他力の思想は、・・・・人間はどんな悪事をはたらこうが救われ

るという無責任な考え方に曲解されました。倫理的規範の根拠が究極的存在としての神に求められるキリスト

教的伝統の下では、このような誤解は理論的に起こりえない」と述べる。しかし、ローマの信徒への手紙 3 章 7、
8 節でパウロは「 またもし、わたしの偽りによって神の真実がいっそう明らかにされて、神の栄光となるので

あれば、なぜ、わたしはなおも罪人として裁かれねばならないのでしょう。 それに、もしそうであれば、『善

が生じるために悪をしよう』とも言えるのではないでしょうか。わたしたちがこう主張していると中傷する人々

がいます」と述べており、同様の誤解が生じていたことを示している。 
１０ 同書 94 頁 
１１ 同書 118 頁以下 
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保育者と発達障害のある子どもとの関わり: 
専門性発達の観点から 

 
How nursery teachers experience the relationships with children who 

have developmental disabilities?: 
From a perspective of professional development 

 

森 稚葉 
Chiyo Mori 

 

要 旨 
 本論文では、保育経験 10 年以上のベテラン保育者が、発達障害をもつあるいは発達障害が疑われ

る子ども（以下、発達障害のある子ども）との出会いと関わりをいかに体験し、どのように自分自身

の専門性の変化を実感しているのか、6 名に対する面接調査を通して明らかにした。その結果、発達

障害のある子どもと出会った時点で、保育者は多様な感情体験をしており、その後の子どもとの関わ

りに影響を与える可能性があること、保護者や心理専門職との協力体制ができあがることは保育者の

試行錯誤の選択肢を広げ、保育の手ごたえを感じることに寄与すること、保育に手ごたえを感じるこ

とが実践の省察と保育者の成長にとって重要であることが示唆された。結果にもとづき、保育者の専

門性発達を促進する上で心理臨床職が果たしうる役割について考察した。 

 

キーワード  保育者・専門性発達・心理臨床職の役割 

 

Ⅰ 問題と目的 

１ 保育者の専門性向上に対する要請 

 2009 年（平成 21 年）度から、改訂保育所保育指針に基づいた実践が始まり、保育所には地域の子

育て支援拠点としての役割を果たすこと、保育者にはその専門性を発揮して多様な保育ニーズに応え

つつ保護者への支援を行うことが求められるようになった。また保育者は、保育の質を向上させるた

めに専門性を高める研修を受けるよう明記された。このような状況で、秋田（2013）は、保育者の専

門性をあらためて考える必要性を指摘し、専門職の向上は保育者が多様な状況の中で即興的に判断し

た関わりを振り返り、同僚とともに学ぶことで、子ども理解と関わりのレパートリーを増やしていく

思考様式にあると述べている。大場（2010）は、多様な親子への専門的対応が求められるようになっ

た保育現場では、心理臨床の専門職の支え、連携・協働の必要性がさらに高まっており、心理臨床職
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が協働することは保育者の専門性発達に寄与すると指摘している。同僚あるいは異なる専門職との間

で、実践を振り返ることが専門性の発達と関わると言えよう。 

 保育者の専門性の発達について、高濱（2000）は熟達化の観点から検討し、新任や中堅に比べて 11

年以上の経験者は、豊富な構造化された知識を持つようになり、対応が難しい事例において文脈と結

びついた手がかりやコツを用いた多様な推論を行い、問題解決をしていることを示した。さらにこの

プロセスにおいては対応の難しい子どもとの出会いが重要な意味を持つと指摘している（高濱，1997）。

野口（2013）は、新任保育者が中堅に至る過程にインタビューを行い、保育者は役割の変化に伴って

保育を振り返り再構築するプロセスを体験していることを示し、保育者の専門性発達を長期的スパン

で考えることが必要であると指摘する。この自らの保育を再構築するプロセスには痛みを伴うことが

示唆されており、この局面において保育者への支えが必要であることが推測される。 

２．発達障害をもつ子どもの保育：保育者の専門性と多職種との協働 

 2005 年（平成 17 年）、発達障害者支援法が施行され、各地方自治体が発達障害の早期発見と早期

支援、生涯にわたる支援システムの構築を目指すことが示された。各自治体における早期発見・支援

体制が整うにつれて、保育所もそのシステムの一翼として、発達障害のある子どもを早期発見し、早

期に個別支援を行うことが求められるようになった（山梨県教育委員会，2009）。 

保育現場においては、20 年ほど前から、一見したところ知的能力や運動能力には問題がないけれど

もコミュニケーションや日常生活の中で“気になる”ところがある子どもたちの存在は指摘されてい

た（藤崎・西本・浜谷・常田，1992 等）。保育者にとっては、以前から関わっていた“気になる”子

どもたちを、家庭の育児力の問題としてではなく、“発達障害の早期発見・早期支援”という枠組みで

捉え直すことが求められるようになったと言えよう。 

保育者たちはそれぞれの専門性や経験から“気になる”子どもや障害のある子どもを理解しようと

努めて保育を行っている現状にあり、困難な事例に対する専門家からの支援を求めている（浜谷，

2006）。このような保育現場のニーズに応じて心理臨床職にある人々(1)が、事例検討、コンサルテー

ション、巡回相談、研修会などを通してで、子どもの“気になる”行動を理解する心理的な枠組みや

視点を提示し、保育者と共に子どもの行動や保育実践の意味を振り返り、考え、子どもの特性に応じ

た保育実践を支える役割を担った報告は数多く存在する。三山（2011）は、巡回相談の有効性につい

て、相談プロセスで保育者が省察的実践（Schön,1983）を行えた場合に、保育者の概念に変容が起こ

り、専門性を高めることを指摘した。しかし、保育者が相談員に否定的な感覚を抱いた場合は、巡回

相談自体が成立せず、アセスメントや助言が正確であってもその意見を受け止めることができず、省

察が起こりにくいことを示唆している。これは、保育者が相談員の姿勢に対して、きちんと見てもら

えていない感覚や、実践を批判されたと感じた時に生じる。先の野口（2013）が指摘したように、実

践の再構築を迫られる局面は、保育者にとって痛みを伴うものである。中でも発達障害のある子ども
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に対する保育は困難を伴い、保育者にとっての危機的体験となりうる。この危機を保育者がいかに体

験し、専門性を発達させているのかを明らかにすることは、保育臨床に携わる心理臨床職が有効な相

談支援機能を発揮するために、保育者の置かれた状況を理解する視座を提供する実践上の意義がある

と考えられる。 

３．目的 

 本研究では、発達障害のある子どもとの出会いと関わりが保育者の専門性発達にどのように寄与す

るのか、ベテラン保育者に対する面接調査によって明らかにする。保育者にとって危機または転機と

体験された出会いであるほど、その専門性は揺り動かされ、再構築あるいは発達を促進させるものと

考えられる。その衝撃と痛みは、新任や中堅と比較してベテラン保育者において強く、保育相談にお

いて否定的感情が強まることが予想される。 

このような体験を聴きとるために「これまでのキャリアにおいて、最も印象に残っている発達障害

あるいは発達障害が疑われる子ども」を想起するように求める。どのような事例が保育者にとって転

機として体験されやすいのか、どのような体験を経て、保育者はどのような専門性の発達を実感した

のか描き出し、保育者の専門性発達に対して心理職が果たしうる役割について考察する。 

 

Ⅱ 方法 

１．手続き 

 A 市公立保育所に勤務し、発達障害または発達障害が疑われる子ども（以下、発達障害のある子ど

もと略記）の保育を経験した保育者を対象に協力者を募った(2)。2011 年 8 月から 10 月、事前に調査

票への記入を求めたうえで、その内容に基づいて、保育所において 1 人 40 分程度、実施した。イン

タビューは、協力者の同意を得られた場合は録音し、終了後に逐語データに起こした。同意を得られ

なかった場合は、メモを元に記録を作成した。 

２．調査協力者と調査フィールドの特徴 

 調査協力者 10 名のうち、保育所における保育経験が 10 年以上あり、年小クラス（3 歳児クラス）

以上の子どもを回想した 6 名(3)を分析に用いた。インタビュー時の年齢平均は 45.0 才（レンジ 35－

54 才）、保育経験年数平均は 23.7 年（レンジ 15－34 年）であった。回想した子どもを担当した時の

年齢平均は 40.8 才（レンジ 30－47 才）、保育経験年数平均は 19.5 年（レンジ 10－27 年）、子どもを

担当した期間平均は 1.4 年（レンジ 1－2 年）であった。全員女性である。 

 A 市は、数年前に複数の市町村が合併した新しい市であり、人口はおよそ 38,000 人である。公立

保育所を 10 カ所、公立幼稚園を 1 園、運営している。同一市内にありながら、保育所の規模は、全

園児数 10 名程度から 100 名以上と差が大きい。特に、山間部において少子高齢化と地域の過疎化が

進んでおり、保育所は小規模化し、統廃合の動きがある。発達障害を持つ子どもへの保育に対する支
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援としては、数年前より保育所からの要請に応じて、心理相談員が巡回相談に応じ、早期支援につな

げる体制が構築された。また、主任クラスの保育者と臨床心理士が参加する保育研究会で事例検討を

継続的に行っていた。 

３．調査内容 

 質問票：「これまでのキャリアにおいて、最も印象に残っている発達障害あるいは発達障害が疑われ

る子ども」1 名を回想するよう依頼し、現在の年齢と保育経験年数、回想した子どもの概要（年齢、

行動の特徴について自由記述）、担当期間、担当時の保育者の年齢と経験年数の記載を求めた。   

インタビュー内容：次の質問を順に提示し、自由な語りを促した。①最も印象に残っている子ども

の特性、②その子どもを担当する時の思い・考え、③その子どもが最も印象に残っている理由やエピ

ソード、④その子どもと関わって感じた自分自身の変化。 

４．分析方法 

 インタビューデータから、１）印象に残った子どもの特徴、２）子どもとの関わりにおける保育者

の体験、３）保育者が実感した自分自身の変化、に関する語りを抽出し、KJ 法を用いて分析した。 

 

Ⅲ 結果と考察 

１．印象に残った子どもの特徴 

 保育者はそれぞれのキャリアを通して、発達障害のある子どもの保育を複数担当していた。その中

で選ばれた印象に残る子どもの行動特徴は、①パニック症状と多動・衝動・注意の問題（4：事例 A

～D）、②パニック症状と対人関係の困難（1：事例 E）、③常同行動・こだわりと集団行動の困難（1

名：事例 F）であった。 

 語りに示された子どもの特徴は【違和感】、【わからなさ】、【アンバランス】である。中堅からベテ

ランの保育者は、これまでの経験と照合しながら子どもを理解しようと試みる。印象に残った子ども

たちの【アンバランス】は、保育者が過去に出会ったことのない性質あるいは程度であり、強い【違

和感】を抱き、様々な推測をして関わるが子どもに変化が見られないと【わからなさ】を感じるよう

になる。この【アンバランス】とは、子どもの知的能力・運動能力や保育での経験年数とそぐわない

〈パニック・かんしゃく〉〈コミュニケーション困難〉〈集団行動からの逸脱〉であった。 

 保育者の【違和感】や【わからなさ】に関連しているのが、【子どもとの出会いの状況】である。4

事例は〈保育者の異動を伴う出会い〉、2 事例は〈担当以前から様子を知っている出会い〉であった。

〈保育者の異動に伴う出会い〉のうち、前の担任が特に問題意識を持たなかったために引継情報がな

く「前のことがわからない（事例 A、C、E）」状況で子どもの【アンバランス】に気付いた保育者は、

手がかりのない中で様々に推測をめぐらせる。情報がないため〈パニック・かんしゃく〉の背景をつ

かむことができず【わからなさ】を感じる。引継があったとしても「パニックに対して前の担任も対

－11－



処が見つからない。クラス全体が大変（事例 D）」という内容では、子どものことを理解する手がか

りにはならない。〈担当以前から様子を知っている出会い〉では、保護者との連携が困難であるために

必要な専門機関や専門職との連携協力をすることができず、子どもの問題を知りながらも【わからな

さ】を感じる状況（事例 B）、障害児の多い「特別大変なクラス」を受け持つことになった負担に圧倒

され【わからなさ】を感じつつ考えることができない状況（事例 F）におかれていた。 

２．発達障害のある子どもとの関わりにおける保育者の体験 

１）発達障害のある子どもとの出会い 

 一般に、発達障害のある子どもについては、前担任あるいは保護者から事前に子どもの特性や課題

について引継ぎや情報提供が行われる場合が多い。事前情報がある場合、保育者は子どもを担当する

ことになった時点で、クラス運営や個別の保育についての考えをめぐらせるだろう。 

本調査事例の引継内容は、大変な子どもである、親との関わりが難しいという現状のみであり、そ

の背景についての見立てが含まれていないようだった。「（子どもの行動が）どうしてかっていうのを

知りたい（中略）もし何かがあるのであれば早めに専門機関と連携が図れるよう」（事例 B）と、障害

の有無を判断できていないことに不安を感じ、ベテランとしての経験があっても「これでやって果た

して大丈夫なのか。特にお母さんは子育てに協力的ではないから」（事例 B）、「ベテランの域に入って

いたのに、どうしたらいいのかわからない」「クラスがまとまるのか（中略）この子を基準にしてしま

うと他の子どもとのバランスが不安」（事例 F）と【不安感】を抱いていた。 

また、複数の障害のある子どもがクラスにいると引継がれた場合は、担任の負担感が強まることが

予測される。本調査では「困ったクラスだ・・この子についてはもういい。ほかの子に手がかかりす

ぎちゃっていたから（中略）（クラスに）いなくても決まった場所にいるとわかっているので、自分の

世界にいるからいいか」と、保育者自身がクラスに向き合うための余地を確保しようと子どもとの関

わりを遠ざけることを決めた保育者がいた（事例 F）。一方で、「クラス全体が大変」と引継いだが「障

害児の保育に対して抵抗もなかったし、むしろそういう子がクラスの一員としてみんなでまとまって

いけるのは理想的だなって思う。（中略）経験年数もあってからのクラスだったので（不安はない）」

（事例 D）と【発達障害児保育に対する意欲】を語る保育者もいた。同様の引継情報を受けても、過

去の保育経験の質、自分の経験に対する自信によって、受け止め方は異なると言えよう。 

 このように情報がなかった事例、集団行動が重視されるようになる 4 歳以降に発達障害の特性が顕

在化する事例では、通常の子どもと変わりなく出会う。その応答が特異であることから「幼いだけで

はない」「何かがあるのではないか」と判断をし、過去の経験と照合しながら、子どもについて考えを

めぐらせ、対応を考えていく。保育者の過去に類似の経験がない場合は【不安感】が高まる。「つかめ

ない。知的障害ならわかるけれど、できることが多々あるのにグレー。どういう風にすればよいかわ

からない（事例 A）。」直接的ではなくても経験が役に立つ感覚があると、保育者の効力感は保たれ、
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【発達障害児保育に対する意欲】を抱く。「今までの子を思い出して、本人にとっていい方向にしてい

けたら。（中略）いろんなことを感じられたので、何とかなるって、大丈夫って自分に言い聞かせる（事

例 C）。」自分には経験がなくても速やかに周囲のサポートが得られると、【不安感】を感じ続けずにす

み、余裕ができ、【発達障害児保育に対する意欲】を持って関わることができる。「どういう心理でな

るのかっていうのがわからなくて、それが一番大変だった。ラッキーだったことに 5 歳児健診を受け

て、発達障害の感じだとわかり、お母さんからお話があって、巡回相談が来てくれるという話になっ

て。最初はパニックになるのを見て困ったと思ったけど、いろんなサポートが入ってきてくれたので、

意外とこうしてみようああしてみようってできた（事例 E）。」 

２）子どもと関わる体験 

事前情報の有無にかかわらず、全ての保育者が子どもに対して【試行錯誤】して関わろうとしてい

た。過去の経験や研修などで学んだ「いろんなことを試して」みて、子どもの反応に応じて「いろん

な手を尽くしていこう。この方法がダメでもこの方法」をためしていく。その内容は〈体験を広げる〉、

〈集団とつなぐ〉、〈保育者との関係を築く〉ものであった。 

【試行錯誤】の過程では、【原因がわからないことへの戸惑い】を感じながら、子どもを観察して【予

測が立つ／予測が立たない】ことを体験し、さらなる【試行錯誤】を続ける。心理や医療の専門家と

の連携ができるようになると、【専門家の視点の取り入れ】をして、【試行錯誤】の内容が広がってい

く。この過程で、クラスの中での【他の子どもとのバランスに配慮した個別の関わり】も重要な視点

となる。保育者が集団を動かす一方で、個々の子どもの課題に合わせて関わることができるかどうか

は、クラスの状況と保育者の置かれた状況によって左右されることが示された。クラス全体の課題が

大きすぎる場合は、クラスへの関わりが優先されて、個々の関わりは後回しにされる（事例 A、F）。

複数担任がいれば、クラス全体に課題があったとしても役割分担することで、集団と個のバランスを

取ることが可能になる（事例 B・D）。 

【親とのコミュニケーション】も大きな課題となり、【試行錯誤】の過程に影響を与える。【親との

コミュニケーション】が成立した事例では、情報を共有して関わりを考えることもできるし（事例 C）、

専門家のサポートが受けやすくなる（事例 E）。親と問題を共有しにくい状況は保育者を孤立させ、子

どもとの関わりさえも難しくなる（事例 F）。親にアプローチしても、子どもと親との関係が変化しな

かったことは保育者にとって心残りとなる（事例 B、D）。就学後に個別の支援を継続できるかどうか

は、保育所から小学校への引継もあるが、親が子どもの特性を理解していることが必要であるという

意識があるためだろう。 

【試行錯誤】の結果、子どもとの関係の深まりや成長を感じたとき、集団の中での適応が上がった

とき、全ての保育者が【手ごたえを感じる】。例えば、子どもがパニックや混乱状態に陥ったとき、保

育者の元に戻り、その関係の中で落ち着きを取り戻せるようになることは、保育者にとって担任とし
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ての自信と手ごたえにつながる。子どもが自信を持って活動に取り組めるようになることは、保育者

にとって喜びである。しかし、子どもとの関係に変化が見えない、子どもに成長が見られず集団との

ギャップが大きいと感じる時期には【注意ばかりの関わり】をしてしまう（事例 F）。そして、子ども

の変わらなさや自分の保育に対して【無力感】を抱くようになる。【無力感】を語った事例 A、F は、

経験年数が 25 年前後、障害児保育の成功経験があり、“発達障害”という新たなカテゴリーに属する

子どもとの出会いによりそのキャリアと自信が大きく揺らがされる危機に直面していたと考えられる。

しかし、そのような【無力感】の中で保育者に【手ごたえを感じ】させたのは、子どもの肯定的な反

応であった。「やればできるってほめていうと、先生って目をキラキラさせて話しかけてくれて、こん

な感じが続けばいいな（事例 A）」、「きつい声掛けの中で（子どもが）手紙とか絵を持ってきてくれる

んだけど、私がね（絵の中で）笑っていたの。よかった、って（事例 F）。」このように、困難な関わ

りと保育者の専門家としての危機が続くなかで、子どもと肯定的につながれている感覚が持てること

は、保育者が【手ごたえを感じる】上で重要な要素となっていた。 

３．保育者が実感した「保育者としての発達」 

 発達障害をもつ子どもの保育を経験したことを振り返り、保育士が語った自分自身の変化は次の 5

点にまとめられた：【一定の距離を保つ】、【長期的な視点を持つ】、【思い込みを持たない】、【子どもの

体験に思いをはせる】、【他領域専門家との協働の意味を発見】、【過去の障害児保育実践の修正】。 

 【一定の距離を保つ】【長期的な視点を持つ】は、事例 A と F で語られた。「冷静に」「ワンクッシ

ョンを置いて」子どもを見つめ、「根気強く」「気を長く」関わることができるようになったと語られ

た。行動が変わらないことに焦りを感じ、特に怒りすぎたと感じていた保育者 F が 3 年間の関わりの

最後に「彼なりにがんばれるよねっていうゆったり気持ちで」卒園を見送ることができたというエピ

ソードには、保育者の変化が現れている。 

 【思い込みを持たない】は、事例 D を除くすべての事例で語られた。発達障害を持つ子どもと関わ

る中で、「自分の中でこうだって思って関わるのではなくて」、「枠を固くしないように」「いろんな見

方で」子どもを見取っていく必要性を感じるようになる。また、発達障害があるからと言って「初め

からこの子はできないとかそういうのじゃなく、いつもこうその先に進めるように」と考えて接する

ことで子どもが応えて変化する実感を得ていた。子どもの見取りに応じて「いろんな選択肢」を持っ

て手を尽くしていくことが大切であることを実感していた。このように【思い込みを持たない】で接

することで、保育者は【子どもの体験に思いをはせる】ようになった。「その子の気持ちを想像して、

なんでなんで？って考える」（事例 E）、「結果じゃなくてこの子に一番いいのはどうか考えられるよう

になった」（事例 F）。 

 保育者は、これらの変化と並行して【専門家との協働の意味を発見】していた。「第三者の相談する

人ができて、自分が落ち着いて、その子の後ろからサポートできるようになった気がする」（事例 F）
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という語りには、保育者自身が心理臨床職との関係の中で支えられることによって、子どもを支える

ことが可能になったことが示されている。専門家は「知識」を与え、保育者が「気付けないことや、

意味のわからないこと」に対して違う見方を提示する人として体験され、その必要性を感じるように

なっていた。 

 そして、印象に残る発達障害児との関わりは、特に困難なクラス運営を任せられた保育者に【過去

の障害児保育実践の修正】をもたらしていた。事例 D は、「パニックを起こすって頭でわかっていて

も、こっちでわかりえない部分があったので、“本当にわかってるよ、よくわかるよ”って寄り添うこ

とで解決することがたくさんあるって思ってるんですよ。でもそれだけではその子の気持ちがどうに

もならない状況があったように思った。理屈じゃない子どもの気持ちってたくさんあるんじゃないか

なって思うので、そこを理解した気になっていた。」と語った。過去の子どもへの関わり方では、本当

の意味で子どもの心を理解するには及ばなかったのではないか、と振り返り見出したと思われる。障

害児保育の経験を豊富に持ち、統合保育への意欲を持って保育に臨み、実際に子どもとの信頼関係を

築くことができたという実感があるからこそ、自分のやり方で理解しきれなかった何かが心に残って

いると気付くことができたのではないかと推察される。事例 F は、「（これまで）自閉の子と関わって

きて、自分なりに一生懸命やっていたんだけどそれは自分のためだったの。（中略）初めて入った 20

歳のときクラスになんにも口をきいてくれない子がいたの。本当に口をきかせようと思って一生懸命

やったんだけど、結局結果を自分の中で作りたかったなって。あの子（インタビュー回顧した子）と

関わって初めて、素で向かいあえた気がする。（中略）遅かったんだけどね。」と語った。ベテランと

しての経験が通用しないクラス運営と個別の対応を迫られ、不安を抱えた保育者は、当初、弱音を吐

くことも助けを求めることもできない孤立した状況にあった。卒園までの 3 年間のプロセスで、専門

家との連携、他のスタッフの協力を得られるようになって、子どもを観る目に余裕が持てるようにな

ったことで、初期の「強引な」関わりを振り返り、「あの子につらいことを言っていたと思う」と振り

返ることが可能になる。時間の経過とともに、この事例以前に出会った障害児への保育実践が「自分

のため」であって「子どものためではなかった」ということに向き合うことが可能となったと考えら

れる。ベテランのキャリアを持つ保育者にとって、相当の痛みを伴う経験であったことも語られてい

た。 

４．総合考察 

 全ての保育者が、最も印象に残った子どもとして、集団を乱すような行動を取りやすく、強い【違

和感】や【わからなさ】を喚起させる子どもを取り上げていた。ベテランとしての経験があっても、

子どもの【アンバランス】さが突出している場合、十分な引継や子どもに関する情報がない場合は、

子どもの全体像を把握しにくく、保育者の過去の実践経験を活かしにくい。また、クラス運営自体に

困難が予測される場合は、【他の子どもとのバランスに配慮した個別の関わり】が困難であると感じる。
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このような状況は、保育者の心に意欲を喚起する場合もあれば、不安や戸惑いを喚起する場合もあり、

保育者に様々な感情を呼び起こす。その後、保護者や同僚、専門職と問題を共有できた体験が保育者

の不安感を軽減し、子どもへの柔軟な【試行錯誤】を可能にすることが示されていた。本調査結果に

は、発達障害のある子どもを担当する状況自体から引き起こされる否定的な感情体験がマネージメン

トされなければ、ベテランの経験があっても子どもと出会い関わることができないことが示された。

保育者が自らの感情をマネージメントし、子どもの豊かな感情体験を活かし育てていくことは保育者

の専門性の１つである（秋田，2013）。保育者がこのような専門性を発揮するために、心理臨床職は

困難な子どもとの出会いから喚起された保育者の感情体験を聴き取り、抱えることを出発点とする必

要があるだろう。 

 保育者は、それぞれの経験に基づいて【試行錯誤】と修正を繰り返しながら、子どもとの関係を深

め、その発達を促進すべく関わり、一定の【手ごたえを感じ】ていた。浜谷（2006）が指摘するよう

に、保育者は専門家との協力を求めており、【専門家の視点の取り入れ】が起こることは、子どもとの

関わりの選択肢を広げる助けとなった。一方、子どもの発達や関係性の深まりが見られないとき、保

育者は【無力感】を感じるが、子どもの肯定的な反応に気付くことで【手ごたえを感じる】ことがで

きていた。保育者が専門家としての危機に陥っている時、子どもが見せている保育者に対する肯定的

な反応に気付くことは、保育の手ごたえを再発見し、危機を乗り越えるうえで役立つと考えらえる。 

 本調査では、発達障害のある子どもの保育を通して、全ての保育者が自らの専門性の変化を実感し

ていた。事例検討を通した保育者研修を心理職が行う際には、保育に孤立感を持たず，工夫と自信を

もって取り組めるようになること，つまり参加者がエンパワーされることが重要とされる（青木，

2005）。全ての保育者の語りに含まれていた自分の保育に【手ごたえを感じる】経験は、保育者が自

らの実践を省察するための心の余地を生み出しうるのではないだろうか。心理臨床職は、専門家とし

て保育者と異なる視点を提供するだけではなく、保育者の感情体験を理解するとともに、保育への手

ごたえを見失っている時にはそれを共に見出して共有することによって、心の余地を生み出すことを

支え、その専門性の発達に資することができると考える。 

  

付記 

本稿は、平成 11 年度山梨英和大学卒業生 河口直子氏が、卒業研究のために行ったインタビューデ

ータを再分析したものである。河口氏は諸般の事情で卒業研究論文の提出に至らなかったため、デー

タを再分析し、本学紀要上で論文化する旨の約束を交わしていた。論文化までに時間がかかりました

が、調査に協力いただいた保育者の皆様、ならびにインタビューとそのデータの整理に尽力した河口

氏に謝意を表します。 
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注 

（1）臨床心理士および発達臨床・教育臨床に携わる研究者や専門職を含めて、心理臨床職と記載した。 

（2）A 市保育研究会において協力者の募集を行った。筆者は、当研究会に参加し、発達障害のある子ども

の事例検討と保育観察を実施していた。インタビューは、河口直子氏（平成 11 年度山梨英和大学卒

業生）が行った。そのため、インタビュー内で語られた心理専門職には、筆者が含まれている。 

（3）担任数が減り、集団を指向したクラス運営が行われる 3 歳以上のクラスにおいて、社会性の困難を抱

える発達障害児の保育により難しさを体験しやすいことが推測されるため、子どもの年齢を限定した。

先行研究（高濱，2000 他）において、経験 10 年は中堅と経験群を分ける節目となっているため、10

年以上の経験を持つ保育者のみを対象とした。幼稚園での保育経験が長い保育者 1 名は、「幼児教育

と養護を中心とした保育実践との違いに対する戸惑い」が語りの中心テーマとなっていたため、10

年以上の経験があったものの、本分析の対象に含めないこととした。 
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大学生における 
HIV 感染想定時の自己イメージの意味構造 

－性別，HIV 感染経路に関する知識及び HIV/AIDS に関する偏見との関連－ 

 
College Students’ Meaning Structure of Self-Image after HIV 

transmitted: Gender, Knowledge of HIV Transmission and Prejudice 
toward People Living with HIV/AIDS 

 

飯田 敏晴 1) いとう たけひこ 2) 井上 孝代 3) 
Toshiharu Iida    Takehiko Ito   Takayo Inoue 

 

要 旨 
 本邦でのヒト免疫不全ウィルス感染および後天性免疫不全症候群（以下，HIV/AIDS とする）の新

規報告は，2013 年時点においても相次いでいる。本研究は，HIV/AIDS の早期発見・早期治療を促

進するうえで重要な要因と考えられる HIV 感染想定時の自己イメージに着目したものである。HIV

感染想定時の自己イメージが形成される背景を明らかにしていくための仮説を生成するために調査

研究を行った。大学生 263 名（男 99，女 164）から得られた自由記述文に対して，KJ 法に準じて分

類し，そこから得られた 14 のカテゴリーと，性別，HIV 感染経路に関する知識，HIV/AIDS に関す

る偏見との関連を数量化理論 3 類によって検討を行った。検討の結果，知識の乏しさや、偏見の強さ

が HIV 感染想定時の自己イメージの形成に否定的に影響を与えていることが明らかとなった。また、

HIV 感染想定時の意味構造は、性別によって異なっている可能性が示唆された。 

 

キーワード：HIV 感染想定時の自己イメージ，HIV/AIDS、偏見、知識 

 

 

第１章 問題と目的 

 

本邦における HIV/AIDS の流行状況 

青年期男女における初交年齢の早期化，高校生・大学生における性交経験率がますます上昇する一

方，性交パートナー数が多いほど，コンドーム使用率が低いことが問題視されている。コンドームの

使用は，避妊を目的としたツールであるが，梅毒，クラミジアといった性病や性行為感染症をはじめ

として，人の血液や精液，膣分泌液に多く含まれ，性行為の相手の性器や肛門，口などの粘膜や傷口 

 

1) 山梨英和大学人間文化学部 2) 和光大学現代人間学部 3) 明治学院大学 
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を媒介として感染するヒト免疫不全ウィルス（以下，HIV）感染症の予防において有効なツールであ 

るのにも関わらず，コンドーム使用率が低いことは看過できない重要な問題である。 

HIV は，1980 年代初頭に発見されたウィルスである。発見と同時期に，その感染経路が分かり，

以来，本邦においても予防的な取り組みは多くなされてきた。しかしながら，厚生労働省エイズ動向

委員会の毎年度の報告によれば，増加の一途を辿っている。2012 年度の新規報告件数は 1,002 件であ

り，さらに，後天性免疫不全症候群（以下，AIDS とする）の報告件数は 447 件である。2012 年末の

累積報告件数（凝固因子製剤による感染を除く）は，HIV 感染報告件数は 14,706 件，AIDS 発症報

告件数は，6,719 件で，計 21,425 件となった。HIV 感染により免疫機能が低下し，AIDS を発症して，

初めて自身の HIV への感染が明らかになる事例（“いきなりエイズ”）が後を絶たない現状にある。主

な感染経路は，性的接触による感染がほとんどである（HIV 感染症で 90.2%，AIDS で 78.7%）。2012

年度の新規 HIV 感染報告数 1002 件のうち，異性間の性的接触は 180 件（18.0%），同性間の性的接

触は 724 件（72.3％）である。年齢層は，HIV 感染報告では，20 歳代，30 歳代に集中しており，AIDS

発症報告では，20 歳以上に幅広く分布し，特に 30 歳代，40 歳代に多い。これらの増加は，年度での

比較をすると減少傾向とは言い難く（エイズ動向委員会, 2013），さらに，橋本・川戸（2009）が試

算した 2007 年時点での HIV 陽性者補足率は 13%であるという数値を踏まえれば，これまで以上に，

予防啓発・早期発見・早期治療に資する対策を展開していく必要があるといよう。 

この対策を検討するにあたり，本邦の心理学分野からの知見は乏しい。コンドームの使用や不特定

多数と性的関係に陥ることを抑制することに焦点を当てた研究（木村, 1995）や，木村（1995）の議

論を発展させ，コンドームの使用や不特定多数との性行動，そしてその行動の規定要因である，認知

要因や過去に受けたエイズ教育の種類との関連（高本・深田, 2008）を検討したものがほとんどで、

一部に留まっている。HIV/AIDS の一次予防に焦点を当てて予防啓発に重きを置いたものがほとんど

であって，早期発見・早期治療に重きを置いた研究は乏しいのが現状である。 

 

HIV/AIDS とスティグマ 

HIV感染症の治療過程は，1990年代後半に開発された cART（combination-antiretroviral therapy）

が確立されたことで大きくなった。そして，今では，HIV 陽性者の平均余命は著しく改善した（Lohse, 

Hanse, Pedersen, Kronborg et al, 2007）。適切な治療下であれば，就労や就学を始め様々なライフサ

イクル上の選択肢が，感染判明前とほぼ変わらないままでいられるようになった。一方で，その生活

を脅かすものが，HIV に関連したスティグマ（HIV-related stigma）である。このスティグマが生起

する理由について，Swendeman, Rotheram-Borus, Comulada, Weiss, Ramos（2006）は，次のよう

に述べている。第 1 に，HIV の感染経路は人間の体液を主な媒介とするため，HIV に感染することを

性行為に関する規範意識からの逸脱，あるいは売春行為，犯罪行為など，不道徳な行為の結果として
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認識されやすいこと，第 2 に，これらの行為は，人間が自発的に行うものであり回避可能な行動であ

ると認識されやすいこと，第 3 に，いまでに「HIV=死」のイメージが根強くあること，第 4 に，そ

のイメージによって生じた脅威感情によって，その伝染性が高く見積もられること，第 5 に，HIV に

感染していたとしても，自分ではわからないし周囲からもわからない（invisible）な疾患であり，障

害開示においても，スティグマがあることで困難さが非常に大きいことである（飯田・渡邊, 2013）。

そして，こうした HIV 陽性者に向けられる偏見や差別は，本邦においても根強いことが指摘されてい

る（飯田・いとう・井上, 2010）。近年，このようなスティグマの存在が，HIV 陽性者の生活のみなら

ず，HIV感染症およびAIDS発症の報告件数の増加に大きく影響を与えていることが指摘されている。

Babaloa（2007）は，人々が HIV 感染を疑った際に，感染判明後の生活を思い描くことで，対処行動

を抑制されることを見出している。すなわち，自身に感染が判明した後に，周囲にいる人間から，偏

見や差別を向けられることを怖れ，HIV 抗体検査の受検をはじめとしたエイズ相談の利用を避けやす

くなるという現象を明らかにした。このことは，周囲の人間が，HIV 感染が生じた理由として，病気

や障害を避けるという人間の持つ生得的な動機が機能を果たさず，回避可能であるにも関わらず生じ

た、と認識することで自身が非難や処罰感情の対象となり，それを向けられることを怖れて適切な対

処行動がとれなくなる、という可能性を示したものである。 

飯田・いとう・井上（2012）は，人間が HIV 感染した想定した際に，自己が置かれる状況や周囲

から受けるであろう影響に関するイメージを，HIV 感染想定時の自己イメージと命名し，それを測定

するための多次元尺度を開発している（HIV 自己イメージ尺度）。大学生 435 名（男 130 名，女 284

名，不明 21 名）を対象としたアンケート調査を実施し，収集された回答に対して因子分析を施行し

たところ，「ひきこもる」，「大学から遠のく」といった，感染判明後に周囲との接触を避けようとする

自己を想定する因子（社会的隔絶），「病気にかかりやすくなる」，「身体に痛みが走る」といった感染

判明後に身体が脆弱になる自己を想定した因子（身体的脆弱性），「出来る限り楽しい生活を送ろうと

する」，「出来るだけ自分がしたいことをする」といった，制限される生活に陥りながらも，そのなか

で前向きに生きていこうとする自己を想定した因子（生活態度変容），「結婚ができなくなる」，「恋人

ができなくなる」といった親密な他者との関係の喪失を予期した因子（親密性）の 4 因子を見出して

いる。この HIV 感染想定時の自己イメージは，Babaloa（2007）の指摘と同じく，早期発見・早期治

療に資する HIV 抗体検査を含んだエイズ相談の利用に影響を与える要因と考えられるものである。今

後，エイズ相談の利用との関連を実証的に検討していくことが期待される。ただし，それを進めてい

く上で，前提条件として重要なことがある。それは，HIV 感染想定時の自己イメージが形成された規

定要因の検討がなされていないのである。飯田・いとう・井上（2012）は尺度開発に関する報告であ

り，尺度の妥当性の検討のために，概念的に近似していると考えられる自己効力感や，知覚されたソ

ーシャルサポート，知覚されたコミュニティスティグマ，といった変数との関連を論じてはいるが，
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HIV 感染想定時の自己イメージが形成された背景についての検討は十分ではない。HIV 感染想定時の

自己イメージというものが形成に至るまでには，周囲の人びとの HIV/AIDS に関する態度，価値観，

行動などの影響の関与は否定できないのである。 

そこで本論文では，HIV 感染想定時の自己イメージが形成される背景因について検討する。具体的

には，HIV 自己イメージ尺度の開発時，項目作成を目的として利用した自由記述文（飯田・いとう・

井上（2010）の調査で収集し，未解析であったもの）と，同調査において収集された HIV/AIDS に

関する偏見と，HIV 感染経路に関する知識との関連を検討する。ここで得られる知見は，今後の検討

のうえで仮説を提示するものであって，本論文は，仮説生成的研究である。 

 

 

第２章 方法 

 

調査対象者及び調査時期 

首都圏の 2 校の四年制私立大学学生。飯田・いとう・井上（2010）で取得した B 校 125 名（全員

が女性）および C 校 184 名の合計 309 名から収集したデータのうち，未解析であった自由記述式に

よる回答 263 名（男 99 名，女 164 名）分のデータを利用した。 

 

調査内容 

１）記述文  

HIV 感染想定時の自己イメージを把握するために次のような教示を行い，自由記述文を収集した。

すなわち「もし，HIV に感染したとしたら，自分またはその周囲にどのような変化があると思います

か」である。 

２）HIV 感染経路に関する知識  

HIV 感染経路に関する知識の測定には，飯田・いとう・井上（2010）のものを用いた。これは，9

項目の質問文の項目内容が適切か不適切かを選択させるものである。9 項目の合計得点の平均点と標

準偏差に基づいて調査対象者を三分した。本対象者における平均点は，8.08 （SD = .93）点だった。

すなわち，知識得点の平均値±0.5SD を基準に，低知識群 （～7），中知識群 （8），高知識群 （9）

の 3 群とした。低知識群は 61 名，中知識群は 96 名，高知識群は 106 名に分類された。 

３）HIV 感染/AIDS に関する偏見  

Lee et al.（2008）の“HIV/AIDS Related Stigma”を飯田・伊藤・井上（2008）が日本語訳した

ものを用いた。これは， HIV の陽性者または，後天性免疫不全症候群の発症者に対する偏見を測定

する 4 つの質問項目からなり，評定は，それらの項目に対してどの程度賛同できるかを答えさせるも
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のである （4 件法）。感染経路に関する知識と同様，偏見の各指標の合計得点における平均点と標準

偏差に基づいて調査対象者を 3 分した。平均点は，6.47（SD= 2.06）点だった。すなわち，偏見得点

の平均点±0.5SD を基準に，偏見弱群 （～5），偏見中群 （6～7），偏見強群 （8～）の 3 群とした。

偏見弱群は 97 名，偏見中群は 97 名，偏見高群は 69 名に分類された。 

なお，一連の調査では，性別，HIV 感染経路に関する知識や HIV/AIDS に関する偏見も同時に測定

しているが，これらの変数間の関連性は，先行研究（飯田・伊藤・井上, 2008; 飯田・いとう・井上,2010）

で検討しているので論じない。ここでは，新たな視点で，自由記述文を KJ 法（川喜田, 1967）の方

法に準じて分類し，その分類によって得られたカテゴリーと，性別，HIV/AIDS に関する知識，HIV

感染経路に関する知識との多次元的関連性を検討する。 

 

倫理的配慮 

アンケートは各大学の学生が参加する講義の教室で配布した。調査員は講義時間外の時間を利用し

て，学生に調査協力の依頼を口頭で行った。依頼時，調査内容の概略及び，配布するアンケートの受

け取りは任意であることを伝えた。アンケート配布後，説明事項として次の 3 つを口頭及び文章で説

明した。第 1 に調査内容が HIV/AIDS に関する調査であること，第 2 に調査協力の承諾の可否は，個

人の自由意思に基づくものであり，協力を拒否したとしても授業評価とは一切関係の無いこと，第 3

に調査は匿名で行われ個人名は特定しないことを明言した。協力依頼に応じた学生には，①学生同士

で回答を見ないようにすること，②学生同士で席を離して回答するよう伝えた。回答は，学生の任意

の時間（講義時間外）で行われ，回収は，アンケートを伏せて個別に提出された。全ての協力者の提

出を終えた時点でアンケートを回収した。調査終了後，HIV/AIDS に関する適切な知識が得られるよ

うにするために，アンケートに掲載された知識項目についての正答及びその解説を紙面で説明した。 

 

 

第３章 結果と考察 

 

自由記述文の分類結果 

263 名が回答した自由記述文の意味単位に基づいて，心理学系研究者 2 名（修士課程修了者）が

KJ 法に準じて整理したところ，370 の記述文が得られた。4 人の心理学を専攻とする大学院生（博士

後期課程 1 名，修士課程 2 名，研究生 1 名（修士課程修了者））が，記述文で，意味内容が同一のも

の，あるいは類似したものを KJ 法に準じて分類したところ，24 の小カテゴリーが得られた。さら小

カテゴリーを 14 の大カテゴリーに分類した。以下に出現頻度順に並べ替えたカテゴリー名を列挙す

る（Table 1）。 
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大カテゴリー[省略語] 小カテゴリー (人数)
注1 記述文数 ％

人が離れていく (67)

偏見差別を受ける (43)

変に気を使われる (5)

親に怒られる　（2)

精神的にダメージを受ける (20)

ネガティブな気持ちになる (17)

動揺する (4)

悩む　（2)

気まずくなる (2)

消極的になる　(2)

症状が出る　(31)

感染源になる (5)

治療を受ける (16)

今まで通りの生活ができない (8)

人に感染させないように気を使う (8)

自分から人と距離をとる　(24)

公の場から遠のく　(7)

パートナーに関する問題が出てくる　(7)

思い描いてた未来が崩れる (15)

お互いの付き合い方が変わる［付き合い方］ 15 4.1%

人に言えないし、言わない［隠蔽］ 13 3.5%

精神的に支えてくれる［支え］ 13 3.5%

周囲の人に心配や迷惑をかけてしまう［心配迷惑］ 11 3.0%

周りの目の変化［周りの目］ 10 2.7%

周りの目が気になる 5 1.4%

HIVと向き合おうとする 5 1.4%

変わらない

わからない

親の態度が変わりそう

周囲が驚く

周りもその事実を知ったら分かってくれる
人と分かってくれない人に分かれてしまう
気がする

注1 多重回答有

人生設計への否定的影響［人生設計］ 18

28

他者からの否定的態度［否定的態度］

否定的な思考［否定的思考]

身体の否定的変化［身体］

日常生活への否定的影響[生活］

社会から離れる［離れる］

370合計

Table1　HIV感染想定時の自己イメージに関する自由記述文の分類結果　（N＝263，男99名，女164名）

109

45

36

32

31

その他

29.5%

12.2%

9.7%

8.6%

8.1%

4.9%

7.6%

 
太字で記載された名前は，大カテゴリー名であり，「」内は小カテゴリー名，（）内の算用数字は出現

頻度，である。他者からの否定的態度（109）：「人が離れていく」，「偏見差別を受ける」，「変に気を

使われる」，「親に怒られる」，否定的な思考 （45）：「精神的にダメージを受ける」，「ネガティブな気

持ちになる」，「動揺する」，「悩む」，「気まずくなる」，「消極的になる」，身体の否定的変化 （36）：「症

状が出る」，「感染源になる」，日常生活への否定的影響 （32）：「治療を受ける」，「今まで通りの生活  

Table 1 
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Table2　数量化Ⅲ類による自己イメージ（大カテゴリー）の重み係数

大カテゴリー[省略語]
第1軸

固有値=.338
第2軸

固有値=.297
第3軸

固有値=.281

他者からの否定的態度［否定的態度］ -0.11 -0.30 0.75

精神的に支えてくれる［支え］ -2.06 -2.72 -1.97

周りの目の変化［周りの目］ -1.51 -2.78 0.46

人から離れる［離れる］ -0.34 0.88 0.96

人に言えないし、言わない［隠蔽］ -0.11 1.63 -0.19

否定的な思考［否定的思考] -0.44 -0.38 0.20

身体の否定的変化［身体］ 1.86 -1.02 -1.40

日常生活への否定的影響［生活］ -0.12 1.72 -1.25

周囲の人に心配や迷惑をかけてしまう［心配迷惑］ 1.53 1.14 2.42

お互いの付き合い方が変わる［付き合い方］ -0.28 2.57 -0.07

人生設計への否定的影響［人生設計］ -2.04 0.67 -0.67

 

ができない」，「人に感染させないように気を使う」，人から離れる（30）：「自分から人と距離をとる」，

「公の場から遠のく」，人生設計への否定的影響 （18）：「パートナーに関する問題が出てくる」，「思

い描いていた未来が崩れる」，お互いの付き合い方が変わる （15） ，人に言えないし，言わない （13） ，

精神的に支えてくれる （13），周囲の人に心配や迷惑をかけてしまう （11），周りの目の変化 （10），

周りの目が気になる （5），HIV と向き合おうとする （5）， その他（28） ：「変わらない（19）」，

「わからない（6）」，「親の態度が変わりそう （1）」，「周囲が驚く （1）」， 「周りもその事実を知っ

たら分かってくれる人と分かってくれない人に分かれてしまう気がする （1）」。 

 

HIV 感染想定時の自己イメージの意味構造 

HIV 感染想定時の自己イメージを詳細に検討するために，河内（2001）に倣って低頻度（n≦5）

のカテゴリーと「その他」を除いた 11 の大カテゴリーを，性，HIV 感染/AIDS に関する偏見，HIV

感染経路に関する知識の 3 要因とともに，数量化 3 類による分析を行った。第 5 軸まで固有値を算出

したところ，1 軸から 5 軸までで，.34，.30，.28 ，26，.24 であり，解釈可能な第 3 軸までを分析に

用いた。 

１）自己イメージの意味構造  

Table 2 には，第 1 軸から第 3 軸までの大カテゴリーの重み係数を示した。このうち絶対値が，1.0

以上のカテゴリーに基づいて，次のように解釈した。 

①第 1 軸 正の重み係数 1 以上の値を示しているのは，「身体の否定的変化 （1.857）」，「周囲の人に

心配や迷惑をかけてしまう （1.535）」であった。HIV に感染し身体症状が出現することは，健康な

自己の姿と対立するものである。さらに，「周囲の人に心配や迷惑をかけてしまう」については，周囲

に意図せずにして，「心配」や「迷惑」といった精神的負担を与えるという自己にとって望ましくない

Table 2 
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結果を想像したものである。この次元は，現在の自己と照らして望ましくない姿を具体化した自己イ

メージといえる。したがって，「対自的」自己像の次元と解釈した。一方で，負の重み係数 1 以上の

値を示していたのは，「精神的に支えてくれる （-2.06）」，「人生設計への否定的影響 （-2.04）」，「周

りの目の変化 （-1.51）」であった。HIV 感染想定時，他者にとっての HIV 陽性者，という客体とし

ての自己の姿を具体化した自己イメージといえる。したがって，「対他的」自己像の次元と解釈した。

以上から第 1 軸を「対他的」，「対自的」の対比とする「対他的-対自的自己像」の軸と命名した。 

② 第 2 軸 正の重み係数 1 以上の値を示していたのは，「お互いの付き合い方が変わる （2.58）」，「日

常生活 への否定的影響（1.72）」，「人に言えないし，言わない （1.63）」，「周囲の人に心配や迷惑を

かけてしまう （1.14）」，であった。一方で，マイナス 1 以上の値を示していたのは，「周りの目の変

化 （-2.78）」，「精神的に支えてくれる （-2.72）」，「身体の否定的変化 （-1.03）」，であった。この軸

は，HIV 感染に基づいた自己の時間的連続性に関わるカテゴリーが占めていた。すなわち，正の重み

係数の次元は，他者と接する上での自身の態度，日常生活の過ごし方についてイメージし，HIV 感染

想定時に，それまでの自己の連続性が失われることを想像した次元と考えられる。 

一方の，負の重み係数の次元では，「身体の否定的変化」の近くに，他者との関係性に関わるカテゴリ

ーが布置していた。身体の否定的変化は，病人としての自己像を表したものである。それゆえに，周

囲の人から，自身を病人として精神的に支えられるという自己をイメージしている。この次元は，回

答者が，自身の発達過程で形成してきた病人としてイメージが関与していると考えられた。したがっ

て，第 2 軸を「断絶」，「連続」の対比とする「時間的連続性」の軸と命名した。 

③第 3 軸 正の重み係数 1 以上を示していたのは，「周囲の人に心配や迷惑をかけてしまう （2.42）」

であった。ついで「人から離れる （.961）」であった。一方で，負の重み係数 1 以上を示していたの

は，「精神的に支えてくれる （-1.97）」，「身体の否定的変化 （-1.30）」，「日常生活への否定的影響

（-1.25）」が布置していた。この軸は，HIV に感染したことが判明した後の自身と社会との距離をイ

メージしたものであると考えられる。すなわち，正の重み係数の次元では，周囲に意図せずに「心配」

や「迷惑」といった精神的負担を与えてしまい，社会との距離が遠のいていく自己を想定したものと

考えられるが，一方の負の重み係数の次元では，日常生活が変化し，HIV 感染症の治療をうけつつ，

他者に感染させないように配慮して行動するという，社会との距離を保とうとする自己を想定したも

のと考えられる。さらには，近親者から「精神的に支えられる」という肯定的な関係を想定している。

以上から，正の次元は「拒絶」，負の次元では「受容」に対比される「心理社会的自己像」の軸と命名

した。 

２）HIV 感染想定時の自己イメージと，性，偏見，知識との関連 

さらに HIV 感染想定時の自己イメージが形成された背景について検討するために，Table 3 に，性

別，HIV 感染経路に関する知識，HIV 感染/AIDS に関する偏見の重み係数とレンジを示した。ここで
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第1軸
固有値=.34
(レンジ）

第2軸
固有値=.30
(レンジ）

第3軸
固有値=.28
(レンジ）

(2.407) (0.531) (0.122)

男性 1.560 -0.352 -0.101

女性 -0.847 0.179 0.021

(2.616) (1.071) (2.163)

知識低 1.903 -0.803 -1.082

知識中 -0.713 0.268 1.081

知識高 -0.303 0.169 -0.417

(1.880) (3.289) (3.383)

偏見弱 0.431 1.820 -0.916

偏見中 -0.940 -1.469 -0.905

偏見強 0.940 -0.572 2.467

Table3　数量化Ⅲ類による性別，HIV感染経路に関する知識，
　　　　HIV/AIDSに関する偏見の重み係数

性別

HIV感染経路に関する知識

HIV感染/AIDSに関する偏見

 

レンジが大きいアイテムほどその次元における説明力は大であり，HIV 感染想定時の自己イメージの

記述にとって効率のよいアイテムである。レンジの大きさから見ると，第 1 軸の「対他的-対自的自己

像」では，HIV 感染経路に関する知識が も大きく（2.616），性別（2.407），HIV 感染/AIDS に関す

る偏見 （1.880）の順であった。第 2 軸の「時間的連続性」では，HIV 感染/AIDS に関する偏見 （3.289）

が突出しており，次いで HIV 感染経路に関する知識であり （1.071），性別（0.531）であった。第 3

軸の「心理社会的自己像」は，HIV 感染/AIDS に関する偏見が突出しており（3.383），ついで突出し

ており（3.383），ついで HIV 感染経路に関する知識が高く（2.163），性別（0.122）と低かった。こ

れらの結果をもとに，以下に若干の考察を加える。数量化Ⅲ類による重み係数をプロットしたのが，

次頁の Figure 1 と Figure 2 である。 

① 1 軸と 2 軸の組み合わせ Figure1 を見ると，「対自的」の軸と，「連続」の軸に囲まれた第 2 象

限の意味空間には，「男性」，「知識低」，「偏見強」の要因が布置していた。すなわち，この意味空間に

代表される「身体の変化」という想起は，知識の低さと偏見の強さゆえに生じたものと解釈される。

さらに，この正反対の方向を示す「対他的」の軸と「断絶」の軸に囲まれた第 4 象限において，「女

性」，「知識中」，「知識高」が布置されていた。以上から，性別と HIV 感染経路に関する知識量が，

HIV 感染想定時の自己イメージを対称化させる要因となるばかりでなく，「人生設計への否定的影響」

や「社会から離れる」といった心理社会的な多様な変化を想定する要因となりうることが示された。

ただし，これらの要因は，「断絶」の軸よりも「対他的」の軸に関与が強く，第 4 象限の意味空間を

より適切に説明するためには，今後，性別や知識量だけではなく，例えば性役割意識といった他の要

因の関与についても検討していく必要があるだろう。なお「対他的」の軸と正反対の「対自的」の軸

に布置する「偏見弱」は，「断絶」を説明する上で，大きい値を示していた。偏見の弱さは，社会的に

望ましい態度を示すものである。すなわち，自己の時間的連続性を分断するイメージが想定された背 

Table 3 
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男性

女性

知識低

知識中

知識高

偏見弱

偏見中

偏見強
否定的態度

支え周りの目

離れる

隠蔽

否定的思考

身体

生活

心配迷惑

付き合い方

人生設計

-3

-2

-1

0

1

2

3

-3 -2 -1 0 1 2 3

Figure1 第1軸と第2軸の重み係数に基づく，性差，HIV感染経路に関する知

識，HIV感染/AIDSに関する偏見，自己イメージ(大カテゴリー)の散布図

対他的 対自的

連
続

断
絶

 

Figure 1
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男性女性

知識低

知識中

知識高

偏見弱偏見中

偏見強

否定的態度

支え

周りの目

離れる

隠蔽

否定的思考

身体
生活

心配迷惑

付き合い方

人生設計

-3

-2

-1

0

1

2

3

-3 -2 -1 0 1 2 3

Figure2 第1軸と第3軸の重み係数に基づく，性差，HIV感染経路に関

する知識，HIV感染/AIDSに関する偏見，自己イメージ(大カテゴリー)

の散布図

対他的 対自的

受
容

拒
絶

 

景として，社会的に望ましくあろうとする態度が，かえって強く影響を与えている可能性が示された。

② 第 1 軸と第 3 軸の組み合わせ Figure 2 を見ると「対自的」の軸と「拒絶」の軸に囲まれた第 1

象限に「偏見強」が布置されている。このことは，他者を排斥する態度が強い故に，自身が感染した  

際も自分を排斥の対象としてみなし，孤立した生活を過ごす自己を想起したものと解釈出来る。偏見

は，「拒絶」の軸を説明する「他者からの否定的態度」「社会から離れる」といったカテゴリーと同じ

方向にあり，さらには反対の「受容」の軸では，「偏見中」，「偏見弱」が同程度に効いていることか 

Figure 2 
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男性 女性 偏見弱 偏見中 偏見強 知識低 知識中 知識高

(N=99) (N=164) (N=97) (N=97) (N=69) (N=61) (N=96) (N=106)

他者からの否定的態度 40.4 42.1 35.1 42.3 49.3 31.1 44.8 44.3

否定的な思考 15.2 18.3 11.3 22.7 17.4 16.4 16.7 17.9

身体の否定的変化 19.2 10.4 14.4 11.3 15.9 21.3 7.3 15.1

日常生活への否定的影響 14.1 11.0 19.6 11.3 2.9 9.8 14.6 11.3

社会から離れる 7.1 14.0 11.3 9.3 14.5 11.5 14.6 8.5

人生設計への否定的影響 3.0 9.1 5.2 10.3 4.3 3.3 8.3 7.5

お互いの付き合い方が変わる 5.1 6.1 9.3 3.1 4.3 3.3 8.3 4.7

人に言えないし、言わない 4.0 5.5 7.2 3.1 4.3 4.9 5.2 4.7

精神的に支えてくれる 3.0 6.1 2.1 10.3 1.4 1.6 5.2 6.6

周囲の人に心配や迷惑をかけてしまう 4.0 4.3 4.1 0.0 10.1 4.9 2.1 5.7

周りの目の変化 3.0 4.3 1.0 6.2 4.3 1.6 5.2 3.8

Table4  性別、HIV/AIDSに関する偏見、HIV感染経路に関する知識における
　　　　　 HIV感染想定時の自己イメージの各カテゴリーの出現頻度(10以上)の百分率 [多重回答]

性別 HIV感染/AIDSに関する偏見 HIV感染経路に関する知識

 
 

ら，偏見が強い者ほど，かえって他者の否定的態度を強く知覚していることが示唆された。 

 

HIV 感染想定時の自己イメージの記述語の意味内容について：性，知識，偏見 

これまでの考察と違った観点から，HIV 感染想定時の自己イメージについて考察するため，性別（男

女），知識 3 群（高知識群，中知識群，低知識群），偏見 3 群（偏見弱群，偏見中群，偏見弱群）の各

変数において，出現頻度が 10 以上となったカテゴリーを用いて，各変数での出現頻度を百分率で示

した（Table 4）。 

①性別 性差について注目すると，「身体の否定的変化」が女性（10.4%）より男性が明らかに高い

（19.2%）。一方，「社会から離れる」，「人生設計への否定的影響」は，男性に比して女性が高く回答

していた（社会から離れる：男 7.1% 女 14.0% 人生設計：男 3.0%，女：9.1%）。以上から，HIV 感

染想定時の自己イメージを，男性は身体面の変化を想定していたことに対し，女性は，対人関係にお

ける自己の変化を多く想定していたといえる。HIV 感染は，そのパートナーの多くが，自身にとって

重要な他者である。女性にとって HIV 感染とは，自己観を根底から否定する経験となりうるものであ

ると考えられる。 

②HIV 感染経路に関する知識  「他者からの否定的態度」について，知識が高い者が，知識は低い者

より多く想定していた。本邦においては，血友病治療における薬害エイズ事件の被害者が周囲からの

偏見や差別により，社会的に周辺化され，さらに被害者家族も遺族となって時間が経過しても差別へ

の不安から病名が周囲に知られないようにしている（清水・赤松, 2008）。こうした背景からエイズ教

育のなかで，狭義の感染予防を目的としたものだけではなく，偏見差別や当事者に対して必要な心遣

Table 4 
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いが扱われることは少なくない（高本・深田, 2008）。今回尋ねた知識は，感染経路に関するものだが，

知識が高い者は，そうした歴史的事実についての知識も総体的に高く，こうした予測を強めた可能性

がある。 

③HIV 感染/AIDS に関する偏見 「他者からの否定的態度」については，全群において対象者の 3

分 1 以上が想定していたものの，偏見が強い者が，偏見が弱い者より多く想定していた（偏見強：49.3%，

偏見弱：35.1%）。反面，「日常生活への否定的影響」について，偏見が弱い者が偏見の強い者よりも

多く想定していた。上述したように，偏見や偏見差別の知覚の強さは，HIV 感染想定時に，日常生活

を脅かすという予期を生じさせる要因となると考えられる。 

 

まとめ 

 以上のように，HIV 感染想定時の自己イメージと，HIV/AIDS に関する知識，HIV/AIDS に関する

偏見との関連についての仮設が生成された。今後，さらに検討を続け，HIV 感染想定時の自己イメー

ジを形成する背景因について明らかとしていきたい。また、本研究では，自由記述文に対して数量化

3 類による解析を行い，HIV 感染想定時の自己イメージとして，「対自的-対他的自己像」，「時間的連

続性」，「心理社会的自己像」の 3 つの視点から捉えていくことの有用性が示された。この結果は，大

学生が，HIV に感染することを，アイデンティティの重要な要素である，自身の独自性と過去との連

続性，そして，自分が社会や他者から承認されている受容感のどちらも分断するものとして認識して

いることを示した点で有益と考えられる。 
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協力行動と公共財ゲームに関する一考察： 

経済学実験および心理学実験を中心に 

 
A study on Cooperation and Public Goods Game: 

Focusing on Experiments of Economics and Psychology 

 

後藤 晶 

Akira Goto 
 

要 旨 

 本論文においては，公共財ゲーム実験(Public Goods Experiments)について，その基本的枠組みお

よび先行研究について特に，実験研究に着目して整理する．公共財ゲームとは排除不可能性および非

競合性を有する公共財について，ゲーム理論的に記述したものである．協力行動や社会的厚生に関す

る分析の枠組みとして用いられるものであり，汎用性の高いものである．例えば，自発的貢献メカニ

ズムの解明や経済行動の分析などに用いられてきた．また，様々な学問領域に渡って研究が積み重ね

られてきた枠組みである． 

 特に，経済学および心理学領域で積み重ねられてきた実験研究は新古典派経済学が仮定する合理的

経済人の行動とは乖離した結果が見られており，新たなモデルの必要性が示唆されている．また，ゲ

ーム理論の枠組みは経済学・心理学的な枠組みのみならず，文化的観点も考慮した新たな人間行動の

説明原理となり得ることが示唆されている． 

  

  

1. はじめに 

 

 人はしばしば，そして自身にコストがかかり，見返りがないに関わらず協力行動を行う．2011 年 3

月 11 日，東日本大震災の発生直後には多くの人がボランティアとして東北地方を訪れた．このよう

な状況でボランティアに行くことは，自身にコストが発生するにも関わらず，他者に利益をもたらす

利他的行動を行っていたと解することができる．このような状況は一種の社会的ジレンマということ

ができる．社会的ジレンマとは社会全体の厚生と自己利益の間に食い違いが生じる状況のことを指す．

特に，Dawes は社会的ジレンマ(social dilemma)の状況を次の 3 点から定義している(Dawes, 1980; 

Dawes and Messick, 2000)．①個人は協力・非協力を選択できる可能な状況である．②個人にとって

非協力の選択により得られる利益は，協力の選択により得られる利益よりも常に大きい．③しかし，

全員が非協力を選択した結果，それぞれの個人が得る利益は全員が協力を選択した結果によって得ら
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れる利益より小さい状況である．例えば，公害問題や『共有地の悲劇（tragedy of commons）』など

はその一例である．  

 本論文においては，はじめに公共財という概念について定義した上で，公共財ゲーム(public goods 

game)に関する実験研究を特に経済学および心理学分野を中心に概説する．その上で，その応用可能

性について検討する． 

 

2. 公共財とは 

 

 財とは，何らかの効用を人に与えるものである．これは排除可能性(excludability)-排除不可能性

(non-excludability)および競合性(competitivity)-非競合性(non-competitivity)の観点から 4 種類に分

類される（表 1）．ここでいう排除不可能性とは，誰かがその財を利用している際に，他者の利用を排

除できないことを意味する．すなわち，必要なコストを払わずに利益だけを享受するフリーライダー

による財の利用を妨げることができない状況を指す．一方，排除可能性とはフリーライダー等を財か

らの利益の享受を妨げることが可能な性質のことを表す． 

 また，非競合性とは誰かが財を消費したとしても，他の人がその財を消費する機会が損なわれない性

質のことをいう．一方，競合性とは誰かがその財を消費すると他の人はその財を消費することができ

なくなる性質を表している． 

表 1. 財の分類 

 競合性 非競合性 

排除可能性 私的財 クラブ財 

排除不可能性 共有財 公共財 

出典：筆者作成 

 

 私的財(private goods)は競合性と同時に排除可能性を持っている．いわゆる通常の財であり，衣類や

食事など個人所有し，個人だけで消費することが可能な財のことを指す．また，競合性および排除不

可能性を持つ財が共有財(common goods)である．これは漁場や共有された放牧地が代表例であり，ジ

レンマ研究にも関連性が深い．非競合性かつ排除可能性を持つクラブ財(club goods)はそのクラブに入

会することにより便益を得られるものである．たとえば，ケーブルテレビやインターネット契約，コ

ンサートなどがその代表例である． 

 そして，公共財(public goods)は排除不可能性を有するが競合性を有していない．代表例としては公

園や市役所をはじめとする公共施設があげられる．公共施設を利用することは公共施設のサービスを

「消費した」と考えることができる．公共施設のサービスをある住民が消費したとしても，他の市民
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が消費する機会を損なうものではないために競合性が存在していない．また，公共施設によるサービ

スは直接その公共施設の費用を負担していない住民でも利用が可能である．したがって，フリーライ

ダーでもその利益を享受できるため，排除不可能性を有していると考えられる．公共財という観点は

経済学における公共財とは税金や安全保障の問題と関わり，政治行動の判断として選挙やロビー活動

の分析に用いられている(Samuelson, 1954など)．このような特性を持つ公共財の性質をゲーム理論

の枠組みで構築したものが公共財ゲームである． 

 

3. 公共財ゲーム 

 

 公共財ゲームとは公共財についてゲーム理論的に記述したものである．協力行動や社会的厚生に関す

る分析の枠組みとして用いられるものであり，汎用性の高いものである．例えば，様々な状況におけ

る自発的貢献メカニズムの解明やある状況における経済行動，政治行動，政策的意思決定の分析にな

どに用いられてきた．ここでは公共財ゲームの基本的な枠組みについて述べる．  

 いま，πijがグループ j に所属するプレイヤーi の利得を表すとすると，一回の n 人プレイヤー公共

財ゲームの利得関数は次のように表すことができる． 

                

 

   

 

 eijはゲームをプレイヤーの保有額を表しており，cijはグループ jに所属するプレイヤーiがグループ

のために貢献する額を示す(         )．そして，手元に残した額(ei-ci)とプレイヤー全員がグループ

のために貢献した金額の合計(   
 
   )をα倍したものを足しあわせた額がグループ jに所属するプレイ

ヤーiの最終的に獲得する金額(   )となる．なお，ここで係数αはプレイヤー一人あたりの限界収益率

（Marginal Per Capita Return，MPCR）を表しており，一定の係数 aをプレイヤー数 nで割ったも

のである１．換言すれば，自身の保有額の中から一部をグループのために貢献し，その貢献した金額

がプレイヤー全員でプールされる．そしてプールされた金額が何倍かされたものがプレイヤーの人数

に応じて等分されて返ってくることになる．公共財ゲームでは保有額の全額である ei円を貢献する場

合がパレート最適となるが，支配戦略は 0円も貢献しないことである．公共財ゲームは有限集合ゲー

ムではあるが，ci=eiの場合と，ci=0の場合，そして n=2の状況に集約すると離散ゲームとして利得行

列での表現が可能となる（表 2）． 

 1>α>1/n の状況下においては，選択の組(c1 ,c2) =(e1j ,e2j)がパレート最適な状態であり，選択の組

(c1 ,c2) =(01j ,02j)がナッシュ均衡となる．したがって，社会全体の厚生と個人の利益の最大化が一致

しない社会的ジレンマ状況が成立している．以上が公共財ゲームの基本的な枠組みである．続いて，

公共財ゲームを用いた実験研究について整理し，従来の研究の問題点を指摘する． 
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表 2. 公共財ゲームの利得行列 

Player2 

Player1 
c2j = e2j c2j = 0 

c1j = e1j           ,                 ,           

c1j = 0          ,         ,     

出典：筆者作成  

 

 

4. 公共財ゲームに関する基礎的研究 

 

 ここでは Ledyardや Zelmer，Chaudhriによるサーベイを元に公共財ゲームに関する実験研究につ

いて概要を論じる(Ledyard, 1995; Zelmer, 2003; Chaudhri, 2008)２． 

 公共財ゲームを用いた基本的な実験デザインは，①繰り返しの有無，②保有額，③MPCR，④決定

のタイミング，⑤情報のフィードバック，⑥保有額に関する情報構造，と言った観点から検討される．

①繰り返しとは公共財ゲームを一期限りで行うか複数期繰り返しで行うかということである．囚人の

ジレンマの際に検討した通り，公共財ゲームにおいても，一期限りの状況と複数期繰り返す状況では

様相が異なり協力行動も進化する可能性がある．また，複数期繰り返す際でも，(a)終了期に対する知

識の問題と(b)繰り返しの期数，(c)マッチングの問題が存在している．(a)終了期に対する知識とは，

プレイヤーがゲームの終了期を知っているか否かによって，貢献度が変わることを示している．プレ

イヤーがゲームの終了期を知っている場合には知らない場合と比べて最終期の貢献度が逓減する傾向

にある．(b)繰り返しの期数とは公共財ゲームの期数が多くなればなるほど貢献度が逓減していくこと

が指摘されている．(c)マッチングには一度同じグループになったプレイヤーと繰り返しゲームを行う

パートナーマッチング，毎期異なるプレイヤーとグループになるストレンジャーマッチング，そして

確実に同じプレイヤーと同じグループにならないパーフェクト・ストレンジャーマッチングの 3種類

が存在している．パートナーマッチングはストレンジャーマッチングに比べて貢献度が高くなること

が指摘されている３． 

 ②初期保有額の問題とは，ゲームを実際に行う際に割り振られる保有額がいくらであるかである．③

そしてMPCRはどのように設定されているのであろうか．設定される MPCRによって，ナッシュ均

衡やパレート最適な値が変動することとなる．MPCRが高くなればなるほど，貢献度が高くなる傾向

にある．④決定のタイミングとはプレイヤー全員が同時に決定する同時手番ゲームであるのか，お互

いに順番に決定する交互手番ゲームであるか，という問題である．同時に決定するならば不完全情報
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ゲーム，交互に決定するならば完全情報ゲームとしてプレイすることになる．⑤情報のフィードバッ

クとはゲームをプレイする時に与えられる情報の差異の問題である．他プレイヤー各自の貢献額が情

報として与えられるか，それとも他のプレイヤー全員の平均貢献額が情報として与えられるかによっ

て，貢献度が変動することが指摘されている．⑥保有額に関する情報構造とは保有額に関する情報が

自身のみならず，他のプレイヤーとも共有されているかという問題である．これは⑤と同様ではある

が，他のプレイヤーの保有額が多くなればなるほど，貢献度が逓減することが指摘されている． 

 

5. 公共財ゲームの基礎的実験 

 

 この公共財ゲームの枠組みで協力行動はなぜ観察されるのであろうか．人が完全に利己的であるとす

れば，一期限りの条件においては支配戦略となる全く貢献をしないという選択肢を選ぶことになる．

しかしながら，実際には人は一定程度貢献する傾向が見られる．その理由は大きく分けて 3つの可能

性が指摘されている．①間違い，②条件付き協力，③戦略的協力行動である．  

 ①間違いとは貢献度 cij=0が支配戦略であることをプレイヤーが知らないことを表す．協力行動の促

進が「間違い」によるものどうかを検討するために，Brandts と Schram は MPCR を変動させる実

験を実施した(Brandts and Schram, 2001)．4人公共財ゲーム，初期保有額が 9トークン，10期繰り

返し条件で実施されている．したがって，グループ j に所属するプレイヤー i の利得関数は

              
 
   として表すことができる．この研究では毎期のMPCR(α)が 10種類の中からラ

ンダムに選ばれる仕組みになっている．選ばれた MPCR によって，パレート効率的な状態や支配戦

略が変わってくるゲームであり，以下の条件に沿った形で行われた．選ばれたαが(a)α≦0.75/4の時，

パレート効率的な状態は各プレイヤーが cij=0 を選ぶことにより導かれ，支配戦略は cij=0 であった．

すなわち，協力行動を行わないことがパレート効率的な状態を導く選択肢かつ支配戦略であった．選

ばれたαが(b) 1.25/4≦α≦3.75/4の時，パレート効率的な状態は各プレイヤーが cij=9を選ぶことに

より導かれ，支配戦略は cij=0 となった．すなわち，パレート効率的な状態を導く戦略と支配戦略が

一致しない社会的ジレンマ状況であった．選ばれたαが(c) 4.25/4≧αの時，パレート効率的な状態は

各プレイヤーが cij=9を選ぶことにより導かれ，支配戦略は cij=9であった．すなわち，協力行動を行

うことがパレート効率的な状態を導く選択肢かつ支配戦略であった．したがって，理論的には(a)条件

では全プレイヤーが協力行動を全く行わないことが，そして(c)条件では全プレイヤーが協力行動を完

全に行うことが予測されていた．この結果，予測された結果と完全の一致は見られなかったものの同

様の傾向が認められた．したがって，協力行動が「間違い」として行われている可能性は低いと Brandts

と Schramは指摘している． 

 続いて，②条件付き協力とは他のプレイヤーが協力するからこそ，自身も協力する傾向を示す．
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Fischbacher らはこの問題を解明するために，公共財ゲームの枠組みを用いた次のような 2 段階のゲ

ーム実験を行った(Fischbacher et.al., 2009)４．ベースとなる公共財ゲームでのグループｊに所属する

プレイヤーiの利得関数は                 
 
   であり，20期繰り返し条件で行われた．第一段階

では通常の公共財ゲーム実験として貢献額を決定した．その上で，第二段階では第一段階で決定され

た貢献額を踏まえて，戦略的に貢献額の決定を行うことが可能であるように設定された．具体的には

第一段階で決められた貢献額の中から 3つをランダムで選んだ上で，その貢献額に基づいて自身の貢

献額を決定できるようにした．したがって，3人のプレイヤーにとっては同時手番ゲームであるが，1

人にとっては交互手番ゲームとなっていた．そして，他プレイヤーの貢献額の平均と独立して貢献す

る「利他性群」と他プレイヤーの貢献額の平均と相関して貢献する「互酬性群（条件付き協力者）」，

そして貢献額がゼロである「利己性群」の 3群に分類できるとの仮説のもとに実験が実施された．そ

の結果，人々の大半は「互酬性群(条件付き協力者)」であり，2割強が「利他性」群，1割が「利他性

群」となった．また，この実験からは残りの 1割が「コブ型貢献(hump-shaped contribution)」と呼

ばれる行動を行っていることが明らかとなった．これは，他のプレイヤーの貢献度が低い時には他の

プレイヤーの貢献額の平均と相関が認められる一方で，他のプレイヤーの貢献度が向上すると貢献度

を下げる，すなわちフリーライドを試みるという傾向が見られた． 

 また，③戦略的協力とは，自身の利益を目標とした協力行動を示すことを表す．例えば，囚人のジレ

ンマの項目で言及した，相手が裏切ったら自身も裏切り，相手が協力行動を示したら自身も協力行動

を示す Tit-For-Tat がその代表例である．戦略的協力は一回限りのゲーム状況では生じ得ないが，パ

ートナーマッチングで複数期繰り返すゲーム状況においては生じ得る現象である．Keser と van 

Winden はパートナーマッチングとストレンジャーマッチングを比較した(Keser and van Winden, 

2000)．もしパートナーマッチングの貢献度が高ければ，次期での相手の協力行動を求めるために，

戦略的協力を行っていることを支持する結果となる．この実験ではグループｊに所属するプレイヤーi

の利得関数が                
 
   ，として表され，25期繰り返し条件で実験参加者間実験として

実施された．その結果，全期においてパートナーマッチングでの平均貢献度が高いことが明らかとな

り，戦略的協力として貢献度が向上する可能性が示唆された． 

 また，貢献度の時間的逓減についても支配戦略の学習という観点だけではなく，戦略的協力という二

つの理由付けが可能である．この問題に対して Croson では途中でゲームを打ち切り，新たに開始す

るという方法で解決を試みている(Croson, 1996)．この実験におけるグループｊに所属するプレイヤ

ーi の利得関数は                 
 
   であり，10 期繰り返した後に，もう 10 期を新たに実施し

た．また，この実験ではパートナーマッチングとストレンジャーマッチングの二種類が行われている．

その結果，パートナーマッチングでは明らかな再スタートの効果が認められた一方で，ストレンジャ

ーマッチングでは協力行動が促進される傾向が認められたものの，明らかな差は認められなかった．
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もし支配戦略を学習しているだけであるならばパートナーマッチングにおいてもストレンジャーマッ

チングと同様に再スタートした際に明らかな差異が認められないとが考えられる．したがって，この

結果は戦略的協力の可能性を示唆している． 

 以上の公共財ゲームの基本的な実験研究について振り返ると，次の 4つのことが言える．①人は「意

図的に」協力行動を行う．協力行動は「間違い」ではなく，意図的に行われるものである．②長期の

繰り返しゲームを行うことにより人の協力行動は逓減していく傾向にある．また，再スタート実験の

結果は協力行動の逓減が支配戦略の学習による影響ではないことを，そしてストレンジャーマッチン

グでも実施されていることにより戦略的協力行動ではないことを示唆している．③人々は「条件付き

協力」をする傾向にあることは，人が互酬的行動を行うことを示唆している．戦略的協力行動を行っ

ている可能性があることを示唆している．④ストレンジャーマッチングでも協力行動が観察されるこ

とは，人は知らない人と同士でも協力行動をする傾向があることを示唆している．これは強い互酬性５

の影響ないしは，人が純粋に利他性を有していることを示唆している． 

 ここまでは公共財ゲームに関する基礎研究について整理した．続いて，公共財ゲームを用いた制度設

計やコミュニケーションが関わる応用研究について整理する． 

 

6. 公共財ゲームの応用的研究６  

 

 前項では主に公共財ゲームに関する基礎的な研究を中心に整理したが，本節では公共財ゲームを用い

て，制度設計を目指した応用的な研究を中心に整理する． 

 Falkinger は特に「税金」という側面に着目して協力行動促進メカニズムについて検討している

(Falkinger, 2000)．この実験におけるグループｊに所属するプレイヤーiの利得関数は           

      
 
   であり，10期繰り返し条件で行われた．この研究ではもしプレイヤーiの貢献額が平均額(   )

より多かった場合は         のボーナスを得られる一方で，平均額より少なかった場合は         

の「税金」を強制的に支払う仕組みで実験を行った．この実験ではβ=0の条件(通常の公共財ゲーム)

とβ=0.7の条件で実施された．その結果，この「税金」制度では協力行動が大きく促進される結果と

なった． 

 また，Reuben と Tyran では「集団間競争」という側面から協力行動促進メカニズムについて検討

した(Reuben and Tyran, 2010)．グループ j に所属するプレイヤーi の利得関数は           

      
 
   であり，24 期繰り返し条件であった．ここで言うグループ間競争条件とは，①平均貢献度

が高いグループのプレイヤーはセッション終了後に 10 トークンをもらえ，②真ん中のグループのプ

レイヤーは何ももらえず，③平均貢献度が低いグループのプレイヤーはセッション終了後に 10 トー

クンを失うというものである．ここでグループ間競争あり条件となし条件を比較したところ，グルー
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プ間の競争あり条件の方が 20%も平均貢献額が高いという結果が示された．したがって競争原理は集

団間競争においては有効に機能することが示唆されている． 

 続いて制度から離れて，「コミュニケーション」に着目する．公共財ゲームの最も単純化した形であ

る囚人のジレンマゲームにおいてはコミュニケーションが禁止されていたが，Bochetらはコミュニケ

ーションが可能であっても「拘束力のある約束」を禁止した状況での協力行動について検討した

(Bochet et. al., 2006)．この実験のベースとなる公共財ゲームのグループ jに所属するプレイヤーiの

利得関数は                 
 
   であり， 10 期繰り返し条件であった．この実験では①コミュニ

ケーション禁止条件，②顔を合わせたコミュニケーション条件，③インターネットによるチャット条

件，④チープトーク条件(numerical cheap talk)の 4群を比較した実験を行った．④チープトーク条件

とはプレイヤーが貢献予定額を事前に予告する条件であるが，この予告した金額は拘束力を持ったも

のではない．他のプレイヤーの予告した貢献予定額を踏まえて本番での貢献額を決定することが可能

である．この結果，①に比べて，②顔を合わせたコミュニケーションは平均貢献額を大きく向上させ

た一方で，コミュニケーションが制限されるにつれて，平均貢献額が逓減していく結果となった．し

たがって，コミュニケーションは協力行動の促進要因として重要な役割を果たしていると言える． 

 このように「税金」や「組織間競争」は協力行動の促進に有用であると言える．また，コミュニケー

ション，特に顔と顔を合わせたコミュニケーションは重要な機能を果たしていることが指摘されてい

る．以上の研究を踏まえると公共財ゲームは様々な状況の分析に対して有用な枠組みであり，新たな

外部的な制度を検討するためにも有用な枠組みである． 

 次節では，プレイヤー間での処罰や報酬が発生するいわゆる「サンクション」に関する研究について

検討する． 

 

7. 公共財ゲームとサンクション 

 

 サンクションとは，端的に言えば報酬，もしくは処罰である．これは特に共同体の規範にあった行動

を行ったことに対する報酬であり，共同体の規範に反した行動を行ったことに対する処罰である．現

在，この研究はゲーム実験として研究が積み重ねられている７． 

 報酬に関連する研究としては，Sutterらの研究があげられる (Sutter et. al., 2010)．この研究での公

共財ゲームにおけるグループ j に所属するプレイヤーi の利得関数は                 
 
   として

表すことができる．この研究では①通常の公共財ゲーム，②1 トークンのコストを費やせば，他者に

3トークンの損失を与えられる処罰のある条件，③1トークンのコストを費やせば，1トークンの利益

を与えられる報酬のある条件，④1 トークンのコストを費やせば，3 トークンの利益を与えられる報

酬のある条件の 4条件の実験が行われた．特に②③④では第一段階として通常の公共財ゲームを行っ
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た上で，第二段階として，報酬ないしは処罰を行うことが可能であった．したがって，第一段階で行

われた公共財ゲームでの各プレイヤーの貢献額を評価して，処罰や報酬を行うことになる．その結果，

ベースラインとなる①に比べて，②と④においては協力行動は大きく促進された一方で，③は①と差

が認められなかった．この結果は報酬と処罰が非対称性を有していること，そして処罰の方がより効

果的であることを示唆している． 

 一方，処罰に関する代表的な研究としてFehrとGächterによるものがあげられる(Fehr and Gächter, 

2000)．この実験のベースとなる公共財ゲームにおけるグループ j に所属するプレイヤーi の利得関数

は                 
 
   ，20期繰り返し条件であり，パートナーマッチングとストレンジャーマッ

チング間の比較実験を行っている８．この実験では①処罰なし条件と②処罰あり条件の二種類を行っ

た．①処罰なし条件は通常の公共財ゲームであるが，②処罰あり条件は二段階で実施された．第一段

階として通常の公共財ゲームを実施し，他のプレイヤーの貢献額を伝えられていた．続いて第二段階

では同じグループに所属するメンバーを自らコストを費やして処罰するか否かを判断した．ただし，

処罰されたプレイヤーには第一段階での獲得額以上の損失は発生しなかった．また，処罰には１トー

クンのコストで対象に 3トークンの損失を与えることができた．通常のゲーム理論の枠組みから考え

ると，有限期繰り返しゲームでは処罰が十分に効果を持たないこと，そして自分が処罰をしなくても，

他プレイヤーが処罰をしてくれるだろうという期待から処罰をしないことが予想された．しかし，こ

の予想に反して処罰が機能している状況下では協力行動が促進される一方で，処罰機能が停止された

状況下では協力行動の逓減することが明らかとなった．また，処罰による協力行動の促進はパートナ

ーマッチングのみならず，ストレンジャーマッチングにおいても認められた．そして，一度同じグル

ープになったプレイヤーとは決して同じグループにならないパーフェクト・ストレンジャーマッチン

グにおいても処罰による協力行動の促進が指摘された．このことは処罰したプレイヤーと今後関わる

ことが決してないのにもかかわらず，処罰をすることを示している．  

 そして，Gächterらは処罰が長期的な利益へ繋がることを指摘している(Gächter et. al., 2009)．こ

の研究でベースとなる公共財ゲームのグループ jに所属するプレイヤーiの利得関数は           

      
 
   ，パートナーマッチングであり，処罰を行う際には処罰者は 1トークンのコストで処罰対象

者の 3トークンを減らすことが可能であった．この研究では特に繰り返しの期の長さを調整すること

により処罰の影響力の比較を目的としていた．そのために①10 期繰り返し処罰なし条件，②10 期繰

り返し処罰あり条件，③50 期繰り返し処罰なし条件，④50 期繰り返し処罰あり条件での実験が行わ

れた．その結果，処罰は 50 期繰り返し条件(長期条件)では獲得額の向上につながった一方で，10 期

繰り返し条件(短期条件)では獲得額の向上につながらなかったことが指摘された．  

 以上の研究を踏まえると，処罰は協力行動の促進に有用であることは明らかである９．その一方で，

処罰の有用性は明らかであるものの，人は「処罰のある世界」を望んでいるのであろうか．Gürerk
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はこのような問題に目を向けた (Gürerk et.al., 2006)．この研究でベースとなる公共財ゲームのグル

ープ j に所属するプレイヤーi の利得関数は           
   

 
   

 
   であり，参加者数 n が 1-12 の間

で変動する 30 期繰り返し条件で実施されている．この実験では処罰制度あり条件と処罰制度なし条

件の 2種類が用意されている．3段階のステージを経て行われており，第 1段階ではどちらの条件で

プレイをするか選択している．続いて，第 2段階では実際に貢献額を決定し，処罰制度あり条件は第

3 段階に進み，処罰を行うか否かを判断している．第三段階では，処罰を行っている．その際には処

罰者は 1トークンを費やすことによって処罰対象者の 3トークンを減じることが可能であった．この

結果，終期に近づくにつれてプレイヤーのほとんどが処罰制度あり条件を選択し，処罰制度あり条件

でプレイするプレイヤーのほとんどがほぼ 100%の協力行動を示していた．また，獲得額の推移を見

ると，4 期目には処罰制度あり条件を選んだ貢献度が高いプレイヤーは，処罰制度なし条件における

貢献度の低いプレイヤーよりも多くの金額を獲得していた．すなわち，この研究より人々が処罰制度

を好ましく思うこと，そして処罰制度のない社会よりも処罰制度がある社会の方がより協力的な社会

となることが示唆されている． 

 また，処罰は「規模」の問題を有している．どのような大きさの処罰が一番効果的になるのであろう

か．NikiforakisとNormannは処罰の規模と効率性について検討している(Nikiforakis and Normann, 

2008)．この研究でベースとなる公共財ゲームでのグループ j に所属するプレイヤーi の利得関数は

                 
 
   であり，10期繰り返しであった．またゲームは①処罰なし条件，②処罰対象

者に 1トークンの処罰を与えるために，処罰者は 1トークン支払う条件，③処罰対象者に 2トークン

の処罰を与えるために，処罰者は 1トークン支払う条件，④処罰対象者に 3トークンの処罰を与える

ために，処罰者は 1トークン支払う条件，⑤処罰対象者に 4トークンの処罰を与えるために，処罰者

は 1トークン支払う条件の計 5種類が行われている．その結果，①協力行動は(処罰の規模)/(処罰者の

支払ったコスト)>2 以上の時に促進され，②処罰は(処罰の規模)/(処罰者の支払ったコスト)>3 以上の

時に増加することが指摘された．したがって，協力行動は損失の大きさが大きくなればなるほど促進

されること，処罰はある程度の効率性がなければ行われないことが指摘された． 

 しかし，これらの処罰はなぜ協力行動を促進するのであろうか．Hopfensitz と Reuben の研究は信

頼ゲームを用いて１０，社会的感情の影響を示唆した結果が得られている(Hopfensitz and Reuben, 

2009)．この研究では処罰が効果的であるとは①処罰対象者の協力行動が促進されること，②処罰対

象者が「報復」をしないことであると定義し処罰の効果について検討している．パーフェクト・スト

レンジャーマッチング条件での無限の処罰の機会を有する 2期繰り返し信頼ゲームが行われた．また，

感情は意思決定の前に質問紙的に調査された．その結果，2段階目に意思決定をする人は罪悪感(guilt)

を感じた場合にのみ協力行動を示した，また，処罰を受けた後の報復は処罰された人の 40%に見られ，

(処罰の規模)/(処罰者の支払ったコスト)が 4/1から 3/1の間の際に処罰が生じた．2段階目に意思決定
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を行った人は怒りを感じ，罪悪感は感じていないという結果であった． 

 

8. 結句 

 

 本論文では，公共財ゲームを中心にゲーム実験に関する実験研究を中心にレビューした．特に現在は

サンクション研究が積み重ねられており，報酬や処罰は協力行動の促進に有用であることが示唆され

ている．また，その上で，Boydと Richardsonをはじめとするいくつかの研究において，人の協力行

動は処罰によって「進化」してきたことが示唆されている(Boyd and Richardson, 1992; Gintis et.al,. 

2003)．ここでいう「進化」とは強い戦略が生き残り，弱い戦略は消滅することを指す．したがって，

処罰制度が存在する状況下においては，協力行動が強い戦略であることを示している１１．また，人が

有する不快回避-快追求の傾向から，処罰の存在によって不快を回避し，快を追求するために協力行動

が一種の「規範」として内在化され，非協力行動が回避されることによって協力行動が促進されるよ

うになったと解することもできる． 

 一方で，従来の研究は本研究で指摘した通り，協力行動の促進要因に関する研究は人為的な処罰ない

しは報酬である「サンクション」に着目した研究が中心となっている．しかしながら，非人為的，な

いしは自然発生的な損失や報酬は人の協力行動にどのような影響をあたえるのであろうか．実際に，

自然発生的な損失である津波や地震などのいわゆる災害発生時の人間行動を考慮すると協力行動や利

他性の促進が観察されている(Raphael, 1986: Solnit, 2010)．このことを考慮すると，サンクションと

同様に自然発生的な損失や報酬もまた協力行動の促進要因，そして進化要因になると考えられる．こ

の点については実験研究を積み重ねることが重要であろう． 

 公共財ゲームの持つ社会的ジレンマ構造は，社会の至る所に見られる状況である．したがって，基礎

的な協力行動に関する研究のみならず，制度設計など様々な状況に応用可能な枠組みであり，実際に

研究が積み重ねられている．特に，繰り返し公共財ゲームは時間やプレイヤー，組み合わせの方法な

ど様々な要因が影響しあう状況を記述できる枠組みであり，様々な応用可能性を有したメカニズムで

ある．特に実験的アプローチ１２とシミュレーション的アプローチを組み合わせて用いることにより，

実験からは現実の人間行動を記述した上で，シミュレーションによってその理論的妥当性を検討する

などより多角的な人間行動の記述が可能となる． 

 また，公共財ゲーム実験は経済学・心理学を中心として，様々な領域にまたがって研究が積み重ねら

れている１３．ゲーム理論の枠組みは心理学的な観点(山岸, 1988)や経済学的な観点 (松井, 2002; 

Sugden, 2004)を越えて実験研究やシミュレーション研究が積み重ねられているが，社会学や人類学，

そして宗教学においてもゲーム理論的な枠組みから制度や仕組みの解明が試みられている１４．このよ

うに，ゲーム理論は新たな人間行動を説明する枠組みとなる可能性を有したものである１５． 
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 人間は一人で生きていくことは困難であり，生きていくためには他者との協力行動が必要不可欠であ

る．しかしながら，文化や制度など，様々な要因により協力行動が促進されることが明らかとなって

いる．しかしながら，その協力行動のメカニズムには未だ不明な点が多い．今後は理論的妥当性を検

討するシミュレーション研究及び現実の人間行動を考察する実験研究を踏まえて，協力行動が促進さ

れ，進化していくメカニズムの解明を試みる必要があるであろう． 
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１ 以下では，この数式に則り公共財ゲームの説明をする．また，ここでは 1>α>1/nが成立して，社会的ジ

レンマ状況が形成されているものとする．1>αの時，プレイヤーにとって貢献することは損となり何

も貢献しないことが支配戦略かつパレート効率的となり，nα>1の場合には貢献によって生じるグルー

プ全体の利益は貢献による損失を上回ることとなり，全てを貢献することが支配戦略かつパレート効率

的な意思決定となる．また，このαを変動させた実験も行われており，それについては後述する． 

２ その他，ゲーム的状況における協力行動や人間行動に関する研究について包括的に言及したものとして

は Camererや Gintis，Bowlesによる成書があげられる(Camerer, 2003，Gintis, 2009，Bowles and 

Gintis, 2011)． 

３ これはパートナーマッチングとストレンジャーマッチングでは同様の構造のようで，実は全く違う構造

を有していることによる．繰り返し囚人のジレンマのゲームの項では繰り返しゲーム状況では協力行動

が進化し得る可能性があることを指摘した．これはパートナーマッチング下においては次期以降の協力

行動が期待できるために長期的な関係を考慮した戦略的協力行動が可能となる一方で，ストレンジャー

マッチング下では相手が毎期変わるために長期的な関係を期待できない状況になっている．したがって，

「一期限り」のゲームを複数回繰り返していることになる．したがって，支配戦略は毎期裏切ることで

ある．ただし，これは「評判」などの間接互酬性に関わる情報構造も影響する．また，Reubenと Suetens

は信念(belief)という観点から囚人のジレンマの枠組みを用いて，戦略的協力の解明を試みている

(Reuben and Suetens, 2012)．信念とは，意思決定理論において主観的事前分布とも呼ばれるが，不完

備情報下において他プレイヤーに関してわかっていないことについて，主観的な確率に基づいて形成さ

れた予想のことである．Reubenと Suetensは従来の研究では条件付き協力者と戦略的協力者では同

じ行動と信念を持って行動をしているために条件付き協力者と戦略的協力者を見分けることは困難で

あると指摘している． 

４ その他，代表的な条件付き協力に関する研究として Chaudhriと Paichayontvijitや Fischbacher らによ

る研究があげられる(Chaudhri and Paichayontvijit, 2006; Fischbacher et.al, 2001)． 

５ 強い互酬性とは，他者の協力が期待できるならば，自身も協力する．しかし，他者が裏切るならば自身

の利益にならなくとも(コストを費やしてでも)他者を罰することを示す(Gintis, 2009)． 

６ 「処罰」に関する研究については次節にてまとめて考察する． 

７ サンクションと協力行動に関するより詳細なメタ分析は Ballietらの研究が詳しい(Balliet et.al., 2011)． 

８ また，同論文では一度同じグループになったプレイヤーとは決して同じグループにならないパーフェク

ト・ストレンジャーマッチングにおいても実験が行われている．この条件については処罰あり状況が 6

期であり，処罰なし状況が 6期で行われ，パーフェクト・ストレンジャーマッチングでも処罰による

協力行動の促進が認められている． 

９  ただし，処罰の有効性には文化間差があることが指摘されている(Herrmann et.al., 2008)．従来，西洋

諸国を中心に行われてきた公共財ゲーム実験を処罰あり条件と処罰なし条件で様々な地域で実施した．
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これは①他の地域では処罰はどの程度行われるのか，②他の地域では，処罰は協力行動の促進に関わる

のかを検討したものである．ベースとなる公共財ゲームにおけるグループ jに所属するプレイヤーiの

利得関数は                 
 
   であり，パートナー条件で実施された．また，処罰を行う際には処

罰者は 1トークンを費やすことによって処罰対象者の 3トークンを減じることが可能であった．ボス

トン(アメリカ)，ノッティンガム(イングランド)，コペンハーゲン(デンマーク)，ボン(ドイツ)，チュー

リッヒ(スイス)，ザンクトガレン(スイス)，ミンスク(ベラルーシ)，ドニプロペトロウシク(ウクライナ)，

サマラ(ロシア)，アテネ(ギリシア)，イスタンブール(トルコ)，リャド(サウジアラビア)，マスカット(オ

マーン)，ソウル(韓国)，成都 (中国)，メルボルン(オーストラリア)で実施された．その結果，処罰はほ

とんどの地域で観察された一方で，その効果は地域差が見られる結果となった．ボストン(アメリカ)，

ノッティンガム(イングランド)，コペンハーゲン(デンマーク)，ボン(ドイツ)，チューリッヒ(スイス)，

ザンクトガレン(スイス)，ミンスク(ベラルーシ)，ソウル(韓国)，成都 (中国)，メルボルン(オーストラ

リア)では協力行動の促進に処罰が十分な影響を与えることが認められた一方で，ドニプロペトロウシ

ク(ウクライナ)，サマラ(ロシア)，アテネ(ギリシア)，イスタンブール(トルコ)，リャド(サウジアラビア)，

マスカット(オマーン)では処罰は協力行動の促進に影響を与えるとは認められなかった． 

１０ 信頼ゲーム(trust game)とはプレイヤーAが自身の初期保有額の一部をプレイヤーBに預け，Aが Bに

分けた金額が例えば 3倍にして Bに渡される．そして Bが受け取った 3倍された金額の一部または全

部がプレイヤーAに返されることとなる．プレイヤーが完全に利己的なプレイヤーであるならば，プレ

イヤーAに返されることは全くなく，プレイヤーAもそれを予期して何も分けないことが均衡となるが，

実際にはそのような状況が観察されることは少ない． 

１１ また，二重相続理論(dual inheritance theory)では生物学的な進化と文化的な進化の産物として人を捉

えている(Bowles, 2004; Gintis, 2009; Bowles and Gintis, 2011)．文化の伝播や発展は遺伝的な影響に

よって束縛される一方で，文化が淘汰圧として遺伝的な影響を与えると考えられている．そして，これ

らの相互作用によって共進化していくとする理論である． 

１２ 昨今では，公共財ゲームをはじめとするゲーム実験は PCを用いることにより以前よりも実施しやすく

なっている．また，様々な実験用プログラムも充実している．特に日本国内において標準的に用いられ

ているものは z-Tree(Zurich Toolbox for Ready-made Economic Experiments)である(Fischbacher, 

2007)．z-Treeはインタラクションのあるゲーム実験のみならず，その他アンケートやインタラクショ

ンのない状況での実験研究にも用いることが可能である．これはサーバソフトであるｚ-Treeとクライ

アントソフトである z-Leafを組み合わせて実験環境を構築するプログラムである．windows専用のソ

フトであるが，wineを用いればMac OS Xや Linux上でも利用することが可能である．  

１３ 公共財ゲームをはじめとするゲーム実験に関する実験研究は経済学や心理学，社会学の領域で行われて

いるが，特に経済学と心理学の間での実験に対するスタンスの差異が大きい．経済学系の研究では参加

報酬＋成果報酬を金銭として支払うことが要求されるが，心理学系の研究では成果報酬は必ずしも必要
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とされず，参加報酬だけで実施されている研究もある．この差異は経済学系の研究では以下の 3点が

求められるためである．①2つの同等の選択肢のうち，より多くの報酬手段を生むものをつねに実験参

加者が選ぶような報酬手段を用意する必要があるとする「非飽和性」，②報酬は実験における良い結果

に対して増加し，悪い結果に対しては低下するように設定しなければならないという「感応性」，③報

酬は，実験参加に関連付けられるどんな主観的コストを上回らなければならないという「優越性」が必

要であると考えられている(i.e. Smith, 1982: Guala, 2005)．この視点を踏まえて，金銭的動機付けは

非金銭的動機付けに比べて容易に実現され，貨幣は非飽和性を満たしやすく，経済理論と経済的インセ

ンティブを伴う実験は容易に関連することができ，金銭的インセンティブによって実験参加者の行動の

多様性を低減できると考えられている(Hertwig and Ortmann, 2001)．しかしながら，果たして本当に

金銭報酬は，そして成果報酬は必要なのであろうか．この実験の報酬を含めた方法論に関する問題につ

いては，公共財ゲームを成果報酬あり条件となし条件で実施するなど，様々な観点からのアプローチが

求められる． 

１４ 例えば，Bramsは旧約聖書のゲーム理論的な解釈を試みている(Brams, 2003)． 

１５ Gintisは特に社会科学が統一した枠組みを持ち得るヒントがゲーム理論にあることを指摘している

(Gintis, 2009)． 
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要 旨 
 エリク・エリクソンは，成人期後期以降，大学の授業と論文でイングマール・ベルイマン監督の映

画『野いちご』を繰り返し取りあげている。本論は，エリクソンが『野いちご』を論じた論文を読み

直し，エリクソンの自我同一性およびライフサイクルについて再考することを目的とした。まず『野

いちご』のあらすじを記述しつつ，それぞれの場面についてのエリクソンの理解をまとめ直した。そ

れをもとに考察を加えた。見いだされた論点は，以下のとおりである。①世代間の相互性の回復とそ

の個人への治療的意味に重点が置かれている。男性と女性の間のそれは論じられているが，父と息子

の間のそれは見過ごされている。②老年期を論じても、死を見つめるという側面は弱く，この世，他

者との関わりに焦点が当てられており，基本的信頼の人としてのエリクソンのよさと限界を示してい

る。③最後のまとまった論考において「光あふれる内なる目」を論じており、それまでの心理社会的

な視点を越えた内面的体験が語られている可能性がある。 

 

  キーワード：ライフサイクル，世代，相互性，死 

 

Ⅰ，はじめに 

 エリク・エリクソンは 1960 年，ハーバード大学の「人間発達学教授」に就任した。中心的な授業

は，多様な背景の学部学生対象の一般教育コースであった。そして，授業のはじめにイングマール・

ベルイマン監督の映画『野いちご』を見せて，話し合うことを恒例としていたという（フリードマン，

2003．以下繰り返し出てくるのでただフリードマンと表記しているのは本書である）。 

 映画『野いちご』は，スウェーデンの巨匠ベルイマンの 1957 年の作品である。主人公のイサク・

ボルイは 76 歳の医者であるが，長年の功績を認められ名誉博士号を授与される。しかし，ボルイは

内面では人生に絶望を抱えていた。博士号授与式が行われるルンド市へと自動車で旅する中で，ボル

イは様々な世代の人たちと出会い，自分自身の人生を見直していく。エリクソンは，この映画が自身

の定式化したライフサイクルの図式を（老年期を中心に置きながら）生き生きと考えるのにもっとも

適切な素材であると感じていたようである。フリードマンによれば，エリクソンが授業の目的とした

ものは，単なる知的な理解を越えて，「他の文化，他の時代の人々との共感を高めること」であった。 
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 ハーバードの授業では，参加者の学生はまずこの映画を鑑賞し，この映画についてのエリクソンの

短い論文を読むことになっていた。この論文は 1960 年代を通じて徐々に長くなっていったという。

論文として発表されたのは 1976 年であり，エリクソン自身が老年期に差し掛かってからである。こ

の論文は後に書き直されて，ジョアン，キブニックとの共著である『老年期』(1986)にも収められた。

この事実からも『野いちご』が成人期後期以降のエリクソンにとって，きわめて重要な作品であった

ことがわかる。 

 本論は，エリクソンの『野いちご』に関する論文を読み直すことで，エリクソンのアイデンティテ

ィのとらえ方について再考することを目的とする。『野いちご』は私たちも映画として見ることができ，

エリクソンが省察のもとにした資料を共有することが可能であり，もとの作品とエリクソンの考えを

比較することができる。エリクソンの思考の特徴を考えるためには，生のデータには触れることので

きない症例研究よりも，これがさらに適切であると考えるものである。 

 

Ⅱ，エリクソンとボルイ博士 

上述のようにエリクソンは『野いちご』につよい愛着を抱いていたことが覗えるのだが，考えられ

るいくつかの外的な要因をまず列挙しておきたい。伝記的事実はリーバ－マンによった。 

１，エリクソンは，デンマーク人でありユダヤ人である母親から 1902 年に生まれ，ドイツ人のユダ

ヤ人医師の養子として育っている。実の父は誰かわからず，母カーラも生涯にわたりその秘密を守り，

子どもに事実を話すことはなかったという。エリクソンは，実の父はデンマーク人であると考えてい

たようである。いずれにしろ，エリクソンは自らの「母国」をデンマークと考えていて，デンマーク

への思いは年をとるほど強くなっていったようである。エリクソンは，『野いちご』でボルイが目指す

ルンド市の対岸にあたるデンマークの浜辺で遊んだ思い出があることを論文中で述べている。アメリ

カに住み仕事をするエリクソンにとって，遠くにある故郷を思い出させ，幾分かのノスタルジーを引

き起こすものであったと思われる。エリクソンは，ルンドの大学から名誉博士号を授与されることに

憧れていたが，これは後に現実になっている。 

２，エリクソンの養父は小児科医であった。エリクソン自身は，精神分析家として子どもの治療者に

なっている。プロの医者や心理療法家にとっては，患者やクライエントに継続的に向かい合うという

基本的な安定性が要求される。これにはいくぶんの「強迫性」も必要である。映画のボルイ博士も，

仕事人としてやや強迫的であるが誠実な姿勢を持っていた人として描かれており，このことが老年期

における統合を助けていることが映画でも描かれている。エリクソンと違う点も多いのだが，エリク

ソンにはこの強迫性への親和性という点で，ボルイ博士に同一化しやすい点があったと思われる。エ

リクソンがこの作品を大学で素材としていた時期は，アメリカ合衆国の 1960 年代である。カウンタ

ー・カルチャーの大波がハーバードを含めて多くの大学を覆い，既存の価値が揺るがされた時代であ
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る。想像であるが，エリクソンがこの映画を素材として使い続けたことは，これらの大波に抗して，

自らの立場を守る防波堤の役割も果たしたように思われるのである。 

３，最後に「サラ」という女性の名前についてである。『野いちご』において，サラという女性は二人

登場する。一人はボルイの若い頃の恋人であり，ボルイからは裏切りと感じられたが，ボルイの弟と

結婚したサラ。もう一人はヒッチハイカーとしてルンドへの旅の同伴者となるサラである。映画では

この二人は，同じ女優が一人二役で演じている。エリクソン自身は語っていないが，面白いのはエリ

クの生涯の伴侶となったジョアンが，生まれたときの名前がサラであったという事実である。二人の

結婚は，特にエリクの側にとって，人格の安定性に大きく寄与したことが伝記から覗えるが，ボルイ

が自分の人生を受け入れ直す導き手がサラであることも，エリクソンにとってはこの映画に自らの人

生と重ねやすいことをもたらしたかもしれない。 

サラは旧約聖書では，アブラハムの妻の名前である。アブラハムが 99 歳のとき，神はアブラハム

に現れ，それまでの名であるアブラムをアブラハムと変えるよう，さらに妻のサライはサラと名を変

えるよう告げる。そして，高齢のこの夫婦に子どもを授ける。この子はイサクと名付けられる。イサ

クとは「笑い」という意味であるという（創世記:18 章-21 章）。映画の主人公はイサク・ボルイであ

り，サラとイサクは，聖書では母と息子ということになる。ここではそれを事実として指摘すること

にとどめたい。 

 

Ⅲ，『野いちご』のあらすじとエリクソンの分析 

筆者が読むことのできたエリクソンの『野いちご』の分析は，前述の 1976 年論文と 1986 年論文の

2 本である。前者の方が，映画の進行に沿いつつ自由連想的に考察されており，後者はよりライフサ

イクルの説明的である。ここでは後者を参照しつつ，前者を中心に記述する。 

１，出発 

『野いちご』の主人公は先述のようにイサク・ボルイという 76 歳の元医師である。ボルイは医師

として誠実につとめを果たし，現在は社会とのつきあいを断った隠遁生活をしている。科学などわず

かな興味に対する以外は，生に対する関心を失った老人である。ボルイはこれまでの仕事の功績によ

って，ルンド市の大学から与えられた名誉博士号の授与式のためルンドに出かける予定である。その

前日の夜，彼は一つの夢をみる。 

夢の後半で，街角に独りぼっちでいるボルイの方に馬車が走ってくる。馬車は車輪を街灯にからめ

てボルイの近くにとまるが，乗せられていた棺が落ちそうになる。そのギイギイという不快な音が，

赤ん坊の泣き声にも聞こえる。棺は地面に落ち，ボルイはそれをのぞく。すると中から男が手を伸ば

し，ボルイの手をとり，引っ張る。その男はボルイ自身であり，顔には冷たい笑いを浮かべていた。

ボルイはこの夢から目覚めると，それまで予定していた飛行機での旅をやめ，自動車でルンドに向か
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うことを思いつき，予定を変更する。このことは，長年ボルイの世話をしてきた家政婦，ボルイの晴

れの日に同行することを楽しみにしていたアグダを傷つけることになる（妻は何年も前に亡くなって

いる）。ここにもう一人若い女性が登場する。ボルイの息子エヴァルドの妻マリアンヌである。彼女は

しばらく義父の家に滞在していたが，エヴァルドも住むルンドに車で一緒に帰りたいと言い，ボルイ

も同意する。 

二人はボルイの運転で出発する。エリクソンは車に同乗した状況と精神分析のセッティングの類似

性を指摘している。たしかにボルイ－マリアンヌの二者の関係を中心におきながら，映画が進むに連

れ，さまざまな転移＝ファンタジーが起こり，それを乗り越えることで二人の関係はリアルでかつ人

間的で暖かいものになっていくと筆者にも感じられる。ボルイは冷たい嘲笑的な態度をとっているが，

マリアンヌはエヴァルドが父親を憎んでいると言う。ボルイはショックを受ける。マリアンヌは義父

に相談があり訪ねてきたのに，彼が一貫して拒否的な態度をとった様子を描いてみせる。そして，「私

は博士が嫌いなのではなく，気の毒に思っているのです」と付け加える。エリクソンは夢とマリアン

ヌの態度が，同じことをボルイに伝えていると指摘している。 

２，二人のサラ 

ボルイはマリアンヌに夢の話をしようとするが，彼女は受け付けない。ボルイは，途中にある幼年

期・青年期を過ごした海辺の家に寄っていくことにする。エリクソンはこの家の正面の様子は「夢に

現れたもうひとりの自分のかたく閉ざされた顔のようにみえる」と書いている。庭の野いちごをたべ

ているうちにボルイは幻想に入り込んでいく。若い頃の婚約者サラがあらわれる。イサクの弟が登場

し，サラにアプローチする。また後の場面で，サラがいとこにイサクはとても立派だが一方で冷たく，

自分には耐えられないと語るのを聞く。場面はボルイ家の家族と親戚がおじさんの誕生日を祝うにぎ

やかな場面にかわる。ここにはイサク，父親，母親だけがいない。イサクは父親と釣りに出かけてい

るのだという。 

エリクソンはこの場面とイサクの強迫的な自己抑制，自己コントロールを結びつけている。父親は

超然としたところがあり，ボルイは父親にはやくから同一化することで同様の態度を身につけたと考

えているようである。そして，「それは痛々しいことであるように思える」という感想を付け加えてい

る。イサクは小さい頃から超然とし，人との感情的な関係から距離をおく自分自身に出会い直してい

るということができる。 

幻想（あるいは途中から夢）から冷めたボルイ博士の前に若い女性が現れる。彼女はサラと名乗り，

イタリアへの向かう途中であり，車に乗せて欲しいと頼む。ボルイは快諾するが，すると彼女のボー

イフレンド二人が同伴者として現れ，総勢五人に増えた一行は出発する。ボーイフレンドの一人は医

師を目指しているところであり，もう一人は牧師志望である。エリクソンはこれ以後，ボルイが出会

う人々は，彼の人生の様々な段階を示していると述べている。ここで出会った三人は青年期を示し，
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忠誠を可能にするものを求めながらシニカルにならざるをえず，「同一性の混乱」を溶かしてくれるこ

とを求めて，南の太陽のもとに向かおうとしていると述べている。 

３，ガソリンスタンド，昼食，エネルギーの補給 

 出発した一行は，こちらに突進してきた黒い車をなんとかよけるが，黒い車は側溝に落ちる。中年

の夫婦が車から出てくるが，二人はけんかしていたという。ボルイはこの二人を車に乗せるが，二人

は車の中でもけんかを始める。「ヒステリーの妻とカトリックの男」と男は自分たちを嘲笑する。マリ

アンヌは，子どもたちのために車を降りるように毅然と命じ，二人は車を降りる。エリクソンは，さ

しあたってこの場面を，自分と他者の両方の成長に利することをなすべきという，大人としての倫理

を欠いているという観点から論じている。 

 一行は給油のためにガソリンスタンドに寄るが，この地域はイサクが 15 年間開業していた場所だ

った。ガソリンスタンドの店主はイサクをよい先生だったと語り，恩があるからと，代金を受け取ら

ない。また，まもなく生まれる子どもの名付け親になってくれるよう頼む。イサクは研究者になって

都会に出た自分を悔やみ，「ここに残っていればよかった」と思う。 

 次の場面は，ヴェルテン湖を臨むテラスでの一行の昼食である。イサクは詩を暗唱し，つまったと

ころから神学生とマリアンヌが引き継ぐ。それは次のような詩である。 

 「探し求めている友はいずこ／明け方は孤独と気づかいのとき･･････／あたりがほのかな光を帯び

ても／私の思いは決して晴れない／あの方の栄光と力が見える／麦の穂に，花の香りに／そして風の

そよぎのなかにも／そうあの方の愛はいたるところに」 

 筆者にはこれはこの映画の中でもっとも重要な場面のように思われる。それまでうまく言っていな

かったボルイとマリアンヌが（神学生も加わるが）一緒に一つの詩を歌う。エリクソンはここに現れ

た「信心深さ」を「神秘的な究極の他者を求め，そういったものと心を通わせる気持ちにあること」

とし，さらに究極の他者を，人生の最初に出会う他者，「母」に結びつけている。 

 ボルイは近くにいまも健在で住む高齢の母を訪ねることにするが，マリアンヌも同行を望む。ボル

イの母は，10 人の子を産んだが，いまではイサク以外はこの世を去っており，20 人いる孫のうち，

訪ねてきてくれるのはエヴァルドだけだ，と語る。エリクソンはここに世代間の断絶とそれが老年期

にもたらす絶望と嫌悪を見ている。ボルイの母は，彼女の父親のものだった時計を持ち出すが，それ

は冒頭の夢の中と同様に針が失われている。そして，息子に「直るわよね」と尋ねる。 

４，最後の審判 

 車に戻ると，運転をマリアンヌが担当し，イサクは眠りに落ち，夢を見る。夢の中でイサクは昔の

サラにまた出会う。サラはイサクに鏡を見せる。そして，自分たちの子どもの世話のために立ち去る。

イサクは「肺が血を流すほど」の叫び声を発したい気持ちになる。次はサラと彼女の夫の穏やかな夕

食場面。それを窓ガラス越しに見るイサクの手は釘で傷つき，聖痕のような傷ができる。そこに先ほ
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どのけんかをしていた夫婦の夫が現れ，イサクを学校の試験のような場面に導びく。詳細はもとをみ

ていただくとして，この場面はイサクを裁く法廷であり，イサクを訴えたのは何年も前に死んだ妻で

あるのである。イサクは有罪であり，彼の罪は「無関心，自己中心，考慮の不足」であると結論され

る。イサクは妻の不倫の場面を見ることを強要され，罪の罰として「孤独」を宣告される。 

 エリクソンは，この夢をフロイトの定式に従い，「イサクは労働は知っていたが，愛を知るに至って

いない」と解釈している。さらにこの場面をフロイトが原光景と呼んだものに結びつけている。女性

との関係が悲惨であったというボルイの人生の傷に触れるものであり，ここでようやくボルイは自分

自身にも問題があったかもしれないと真にこの問題に向き合えるようになってきたのである。 

５，息子 

 夢からさめたボルイは，車の中でマリアンヌと二人である自分を見いだす。若者たちは森に花を摘

みに行っているのである。そして，今朝の夢の解釈，「自分は生きているけれども，死んでいる」を話

す。マリアンヌはエヴァルドもまったく同じに自分のことを言っていると言う。驚いたボルイは，す

べてを話すよう言う。マリアンヌは妊娠しており、それをエヴァルドに話したときのことは語る。エ

ヴァルドは「自分がいやになっても生きなければならない」はめになるのはごめんだからと子どもを

持つことを拒絶し，「自分は地獄のような結婚によって生まれた望まれない子どもだった。自分が父の

子どもであるかどうかも怪しいものだ」と言う。マリアンヌは「私は新しい生命を生み出さなければ

ならない」という気持ちを変える気はなく，援助を求めてボルイのもとを訪ねたのだった。これを聞

いたイサクは「なにか私の力になれることはないかね」と言葉をかける。 

 エリクソンは，イサクとエヴァルドに共有されたものを生殖性の対立テーマである拒否性であると

しているが，どのような世界観，イデオロギーに基づく拒否性なのかは明示的に語っていない。 

６，儀式 

 若者たちは野で摘んできた花束をイサクに捧げ，お辞儀をし，歌い出す。イサクは賢明で，立派で

あり，きっとどんな病気の処方も諳んじていうことができる，と歌う。若者たちは大きな一歩を内面

で踏み出そうとしているイサクを支えてあげているかのようである。 

 イサクはルンドのエヴァルドの家に到着する。先に来ていたアグダとエヴァルドが一行を歓迎して

くれる。エヴァルドは，マリアンヌを受け入れる気持ちになっている。その後に，大聖堂での荘厳な

式典の場面が続く。名誉博士号の帽子を被らせられるとき，ボルイは遠くを見，「思いもしなかったこ

とばかりが複雑に絡み合って長々続く儀式が，はっきりした因果律に基づくものに見えて」くる。 

 エリクソンのこの儀式に対する解釈はきわめて両義的である。一方で儀式のボルイにとっての肯定

的な意味を指摘している。「まったくのところ，彼のこれまでの全存在を讃える栄光の儀式であった。

医師としての，教師としての，スウェーデン人としての，ルーテル派の教徒としての，愛国者として

の，そして立派な老人としての彼に捧げられた栄光の儀式なのである」。こうした儀式が，深く傷つい
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たボルイの自尊感情を立て直す助けになっただろう。しかし，エリクソンはすぐさまこのような儀式

の否定面に目を向ける。エリクソンの言う「偽種」（人類は本来は一なる種であるのに、多くの偽種に

分裂している）を演出し，現実性を持たせるために，このような儀式はある。そして，偽種は「排他

性」の温床でもある。エリクソンにとって，偽種の「排他性」を抑制しつつ，儀式の意味をすくい上

げるものが「叡智」である。 

 ここはエリクソンらしいところであるが，一方で映画の解釈としては疑問も残る。エリクソンもほ

のめかしているが，この儀式は世俗的なものでありつつ，宗教的で超越的な意味を見るものに伝える

ように思われる。エリクソンの解釈は社会学的次元のものであり，イサクとエヴァルドの孤独は「所

有欲や封建制といったものをほのめかしている」とする。所有欲が社会制度にのみよるものではない

にしろ，エリクソンは男性が女性を所有するという制度の残滓を批判しており－それはそれで正しい

と思うが－実存的次元に開かれないように筆者には感じられる。 

７，その晩 

 ボルイ博士は，晩餐には列席せず，息子の家に帰り，早く床に入る。ボルイはアグダに「ドゥ（親

しい人を呼ぶ二人称代名詞）」と呼び合うことを提案するが，アグダに「あまりに親しみを持つのはお

許し下さい」とすげなく言うが，彼女は自分の部屋に通じる扉を少し開けたままにして部屋に戻る。

一人になったイサクの耳に歌声が聞こえる。庭であの三人の若者が歌ってくれているセレナードであ

る。サラはイサクを見上げ，「さようなら，イサクおじさま。私が本当に愛しているのはおじさまだっ

てごぞんじ？今日も，明日も，そしていつまでも，おじさまを愛していますわ」と言って去る。エヴ

ァルドとマリアンヌが晩餐から戻り，イサクの寝室にやってくる。エヴァルドはイサクにマリアンヌ

とやり直す，あのことは（子どもを産むことは）彼女の好きにさせる，と話す。イサクはエヴァルド

への借金を帳消しにすることを提案しようとして，エヴァルドに却下されるが，二人の間には人間的

な関係が生まれてきたことがはっきりと感じられる。一人になり，長い一日を終え床についたイサク

は，夢を見る。夢の中でイサクは，若い頃を過ごしたあの海辺の家に戻っている。若いサラが駆け寄

ってくるが，とげとげしさはない。彼女は「もう野いちごがなくなってしまった」と言う。そして，

イサクを両親のところへと導いてくれる。「暗く沈んだ色をした湖の向こう岸」で「ひとりの紳士」が

釣りをしており，傍らでは母親が本を読んでいる。距離はあるが，二人ともイサクだとわかり，ほほ

えんでいる。 

 最後の夢をエリクソンは「これこそが本当の原光景である」と言い，「ボルイは最初の状態に戻った」

と解釈し，最初の希望からはじめて「人生の諸段階を再構成出来るところまで来た」と述べている。 

 映画は博士が幸せそうな笑みを浮かべて眠っている顔のアップで終わる。最初の夢の棺桶から出て

きた博士の分身は冷たい笑いを浮かべていた。最後に博士はおだやかに幸せそうに笑っている。イサ

クが真に笑えるためにこの一日、この映画があったのである。 

－55－



 

Ⅳ，エリクソンの分析の特徴 

エリクソンの分析は場面に即して考えられているが，それでは映画で描かれた１日にボルイに何が

起こったのだろうか？エリクソンの解釈を 87 年論文も参照してまとめてみよう。 

ボルイは感覚性にすぐれ，感覚によって外界と結びついていた。それが人との関係から距離をとっ

た観察者としての立場に結びつく。おそらくその集中力で一生懸命勉強することで高尚な学問をする

というボルイ自身の欲求を満たすとともに，大人数の家庭の中での信望を集めるのにも寄与したと考

えられる。これが青年期における医学の選択につながった。職業選択は全体として成功したものであ

り，それはこの映画で描かれている名誉博士号にも示されている。しかし，女性との関係は失敗であ

った。孤独に閉じこもり，親密な関係を築くことができない。ボルイはこの問題をどこかで感じてい

て，配偶者としてカリーンという妻を選んだのだろう。彼女は非常に美しく官能的な女性として描か

れており，ボルイは自分の防衛を突き崩してくれるような人を無意識的に選択したと思われるのであ

る。しかし，結果は悲惨であった。ボルイは仕事に強迫的にしがみつき情緒的にひきこもり，カリー

ンを不倫へと追いやってしまう。ボルイにできることは道徳的な高みから保護者ぶってカリーンを許

している振りをしてみせるだけであり，カリーンからはこれは冷たく不誠実な態度にしか感じられな

かった。ボルイは息子も立派に医者になったので，それほど心配をすることもなく，息子を深く傷つ

けていたことを考えることができなくなっていた。感情的な冷たさに閉じ込められていることがボル

イに生きながらの死をもたらしていた。 

義理の娘マリアンヌは，夫の生命への否定性に向き合いつつ，新しく生まれる生命を肯定したいと

思い，ボルイに援助を求めてきたが，ボルイの冷たさに出会ってしまう。彼女は夫の生命への否定性

が父親から引き継がれたものでもあることを知る。しかし，マリアンヌが真摯にボルイに関わろうと

する気持ちを持っていたことがボルイの防衛を揺るがし，緩めていく。 

ボルイは女性との関係に傷ついていたが，自分にも「罪」があったことを認められるようになった。

そして，それが老年期にあるボルイと成人期の生殖性を課題とするマリアンヌの関わりと相互性，相

互的な活性化をもたらした。生まれてくる孫とも新たな関わりがボルイに生まれることが示唆されて

いる。予後には希望がある。 

おおよそ以上のあたりがエリクソンのまとめである。世代間の相互性の実現が，個人が心に抱えて

いた傷を修正し癒すことを可能にするものである点に力点が置かれていると思われる。しかし，もと

の映画を見ることのできる我々には，エリクソンの分析は映画が明確に語っていることを無視してい

るように思われるところがある。それは何だろう？ 

この映画で重要なのは，ボルイとマリアンヌの関係だけではなく，ボルイの息子エヴァルドへの感

情の変化であると思われるが，エリクソンはそれに触れることがないのである。それでは，何が起こ
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ったのだろう？おそらく監督のベルイマンは意図してこの作品を作ったのかもしれないのだが，筆者

の考えを書いてみよう。 

ボルイはエヴァルドに暴力を振るったわけでもなく，与えられるものは与えてはきたのだろう。し

かし，エヴァルドは深いところで拒否と冷たさを感じて育ってきたのである。エヴァルドは自分が父

親の子どもではないかもしれない，と言う。これはボルイ自身が持っていた疑惑であるのかもしれな

い。だから，ボルイはどこかで心からは息子と関わることができなかったのではないだろうか？マリ

アンヌから息子が深く傷つき，自分の生を肯定できなくなっていることを聞き，息子の真情に触れた

ことでボルイの側にも変化が生じている。あえて言葉にすれば，「エヴァルドが生物学的に自分の子ど

もであろうと，そうでなかろうとそんなことは問題ではない。エヴァルドはずっと私とともに生きて

きたのであり，エヴァルドは私の息子だ」。いわば血の結びつきを越えた愛，「血の臭いのしない愛」

がボルイの中に明確になってきたのではないだろうか？それがボルイの息子への態度を変えたと思わ

れるのである。 

ボルイは自身をルーテル派のキリスト教徒であると語るが，それは慣習的な意味であって，宗教的

なテーマが語られるわけではない。旅で出会った若いサラの両脇に医者と牧師の卵を配しているが，

科学と宗教の対立もエピソード的に扱われていて，前景を占めることはない。しかし，前記の「血の

臭いのしない愛」は，これまでの文化においては宗教的なテーマである。 

誤解のないようにしたいが，筆者は血のつながり，血縁の意味を否定しているわけではない。むし

ろ，血縁は，人間にとって「自然」である。現代の進化心理学では，DNA の情報の保存を最大化す

るという目的に沿って，人間の様々な行動を分析してもいる。一方，血縁はエリクソンの用語では「排

他性」「拒否性」にもつながる。血縁という閉じられた円環を越えて，人間と人間の関係を考えるとき，

「神」は不可欠であったと考えられる。血縁のない他者も神の前では兄弟である。キリスト教はヨー

ロッパ人にこのような感覚をもたらした最大のものであるし，仏教などの世界宗教には同様の感覚が

みられる。現代では西洋でも既存の宗教は力を弱め，血縁を越えた人間関係は，もっぱら経済的過程

に頼っている。しかし，経済は基本的に功利的であり，人間的な暖かさを欠きがちであり，宗教の代

わりにはならないと思われる。 

映画に戻ってみよう。このような観点から見た場合，決定的に重要な場面は，ボルイとマリアンヌ，

若者３人の昼食の場面である。87 年論文から引用しよう。 

 

イサクが朗唱し始める－ 

 私が探し求める友はどこにいるのか 

 暁は孤独と不安のときだ 

アンデルス（筆者注：若い神学生） 
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 薄暮が訪れる時，私の心は燃えに燃えながら 

 いまだ私は恋い慕う。 

 麦の穂先に，花の香りに 

 彼の栄光と力の痕跡が見える。 

そしてマリアンヌがひきとって－ 

 大気の揺らぎと息吹きの 

 そのひとつひとつに， 

 彼の愛がある。 

 

キリスト教の伝統のあるところで，「血の臭いのしない愛」は「父なる神」と結びつけられてきた。

ボルイは青年期には詩を愛していたことが述べられている。上記の場面でボルイの内側から蘇ってく

るものがあることが見て取れる。それは長い医者と研究者の生活では押さえつけられてきたものでも

あるだろう。現代の医者，研究者として，唯物論的な視点をとり，神を語ることを禁欲することは，

ボルイにも求められたことだろう。しかし，ここでボルイは，息子の嫁である女性と若者に助けられ

つつ，霊感を感じながら詩を語り始める。そして，「血の臭いのしない愛」の息吹きが，ボルイの魂に

触れ，いままで死んでいた魂の部分が息を吹き返してきたかのようにみえる。このことがボルイの変

化をもたらし，息子を真に迎え入れることを可能にしていると思われるのである。 

さらに言うなら，この場面は野外のすばらしい自然の中で演じられる。老いた男性，これから生命

を生み出そうとする女性，不安を抱えながらも生命力に溢れた若者たち。自然と生命に囲まれたボル

イの魂に「血の臭いのしない」天上的な愛の息吹きが訪れる。このように描き直すと，この場面はボ

ルイの魂を舞台として，「天なる父神」と「地なる母神」のヒエロスガモス（聖婚）が成就したかのよ

うである。そう思ってみると，最後のルンドでの授与式でボルイが体験したものはこのヒエロスガモ

スを祝う婚礼の祝宴であるかのようにも感じられてくるのである。 

ユング，C.G.は『ヨブへの答え』(1952)で，1950 年のカトリックにおける「聖母被昇天」の新しい

教義の採用を高く評価している。ユングの観点からすれば，20 世紀の人類の集合的無意識内に「父な

るもの」と「母なるもの」の聖婚が生じており，そのしるしは現代人の心に色々な形で現れているの

だが，上記の教義もその布置のカトリック教会内での意識化であるということになる。ユング自身の

「自己」の元型の実現も、経験的心理学あえて既存宗教との関連で位置づければプロテスタント極左

からの応答と言うことができる。ベルイマンという創造的人間が制作した同時期の『野いちご』にも

この集合的無意識内の布置が反映していると考えることも可能である。 

上記の点は強引な解釈であるとは思わない。疑問を感じた方はぜひ自分で『野いちご』を見て欲し

い。 
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現代の心理学者として「神」や「霊的なこと」を語るのは，非科学的というレッテルを貼られる危

険を冒すことなのでエリクソンに限らずに難しいことである。『野いちご』では制度的な宗教が語られ

ているわけではない。人生の終末近くになり絶望を抱えた人間，しかし，前途ある若者たちの前で人

生への不信を与えるような影響を与えたくないと思う人間，最後までよく生きようとする人間に，人

間関係と心を媒体に訪れるものとして語られているのである。一般の世評もそうであるが，筆者もこ

の映画が「傑作」であることに同意する。 

もう 1 点。エリクソンがこの映画をとりあげたのは，ライフサイクルを見ていく素材としてだが，

特に老年期に焦点をあてるためである。しかし，その割に「死」にどのように向き合い，対処するか

はほとんど語られていない。エリクソンが高齢となり，生産性の衰えを感じつつも次に向き合ったの

は「ガリラヤ人の言葉と『わたし』の感覚」である。ガリラヤ人とは「常に移動し続けている」ラビ，

イエスのことである。それもあわせて、死の問題を最後に考えてみたい。 

 

Ⅵ，内なる目 

 エリクソンは，ジェファーソン，キルケゴールへの関心に導かれるようにして，ガリラヤ時代のイ

エスの言葉に取り組む。この試みは多くの草稿を生むが，高齢のエリクソンにとっては荷が重かった

ようである。なかなかまとめられない父を息子のカイが助け，試論として 1980 年『イェール・レビ

ュー』に発表される。私はこの論文を読んでいないのだが，フリードマンが草稿も踏まえて，紹介し

てくれているので，それに従って見てみたい。最低限，エリクソンが何を問題にしていたかに関して，

大きく間違うことはないと思われる。 

フリードマンから引用しよう。 

 

「神の『唯一の存在』は，私の『唯一の存在』と結びつきがあり，その結びつきによって，私に

は世界におけるある確かな実在感がもたらされる」と論じた。ある人が知っている神とは，神が人

類のなかのその人自身について知り賜う限りにおいての神であるというのである。エリクソンによ

れば「わたし（I）」の感覚が人間と神をつなぐのである。 

 

ガリラヤにおけるイエスのメッセージは人間の意識における交点を表象するものだ，なぜなら，

すべての人類は一つの種であることを明確に打ち出しているからだ。加えて，イエスの言葉を耳に

した者はすべて「この世に生きる人に宿る意識の超越的な意味」を感じとった。イエスは，人間の

アイデンティティと道徳の目的を支えてくれる信頼できる父親の具現であり，イエスを信仰するす

べての人々の中に復活する。心の底から耳を傾けてイエスの言葉を聞き取ろうとすることによって，

その人を全人類，そして神に結びつける生き生きとした内的核心，すなわち「わたし（I）」が見い
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だされる。 

 

「わたし（I）」とは，「光あふれる内なる目」である。人はこの「内なる目」を通して神を見，神

もまた，その同じ目を通して人を見る。人と神がこうして互いに結びつくとき，大きな報いがもた

らされる。すなわち，人は「生きていると感じ，そしてそれ以上に，生き生きとした状態にあると

いう感じ」を見いだすのだ。 

 

３箇所引用した。エリクソンは晩年になり，科学（心理学）の枠を踏み外したと言う人もいるだろ

う。しかし，『野いちご』を見てきた私たちには，ボルイが厳しい科学的習慣を緩めて，霊感に生きる

場所を与えたように，まるでエリクソンが今度はボルイに励まされ導かれるようにして，語り始めた

声を聞くかのように感じられる。 

エリクソンは『ライフサイクル，その完結』では，パウロの「私たちは今は鏡に映して見るように

おぼろげに見ているが，しかしその時には（顔と顔を合わせて），わたしが（神に）完全に知られるよ

うに，完全に知るであろう」という言葉を引きつつ「神の顔を永遠に探し求める行為」の起源を乳児

と母的人物の目と目を合わせる体験に求めている。上記の引用では「信頼できる父」の像が語られて

いる。母と父の関係がどうなっているかも興味深いが，課題として残したい。 

エピクロスを引用するまでもなく死は生きた人間にとっては体験不能のものである。しかし，肉体

の死，あるいは心理的・精神的な死が切迫したとき，人は虚無の深淵を見て恐怖を覚える。死という

観点からはエリクソンがここでも死を正面から見ることはなかったように思われる。肉体の死に近づ

いたときはむしろ難しいのかもしれないが。 

人間の生はエリクソンの用語では「偽種」を支える様々なイデオロギーに支えられている。エリク

ソンにとってはその否定的な側面を知り，適切な対応をとることは必要であるが，偽種は現実には乗

り越え不能のものとして論じられてきていた。ここでは「信頼できる父親」像としてのイエスを持ち

出すことでその限界を突破しようとしている。しかしながら，すべてを無に帰す死の虚無を前にして，

この虚無を偽種を無化するものとして作用させつつ，死と無の彼方に人類全体にとって意味のあるも

の（永遠の神）を感じとる体験があるなら、一なる人類というアイデンティティが実現する可能性が

あると筆者は考える。しかし，この最後のまとまった論考でもエリクソンはからなずしも死の虚無を

正面から見ることはしていないと思われる。エリクソンにとっては，死の瞬間までこの世との関わり

に重点がある。エリクソンは基本的信頼の人であり，それが読者に支えと励ましを与えてきたのであ

り，エリクソンのよさであると思うのだが，逆に限界になっている点が晩年の著作に現れていると筆

者には思われる。 

もう一点，上記の引用で興味深いのは「光あふれる内なる目」という表現である。精神分析的自我

－60－



心理学者として「わたし（I）」とその人の生きる社会や他者との生き生きとした関わりを主題として

きたエリクソンが，ここでは「内なる目」を主題化しようとしている。ここでエリクソンは内向して

いる。これは体験なのか、直観なのか？体験であれば、ユングの自己の体験との異動を論じることも

可能であると思われる。 

フリードマンは 90 歳を超えたエリクソンの姿を描いているが，それは颯爽としたエリクソンのイ

メージとは違い，最初に読んだ時，私はショックを受けた。施設で無活動にときを過ごすエリクソン。

エリクソンにとって「見ること」が生涯にわたって重要だったが，最晩年も幾分残った視覚的体験が

エリクソンに喜びを与えていたことが覗える。しかし，本当はエリクソンは，もはや言語化はできな

くても，何らかの内なるヴィジョンを見ていたのかもしれない。そのような考えることは，エリクソ

ンの『幼児期と社会』を読んだことが心理臨床の世界に入った動機の一つである筆者にとっては慰め

であるように感じられる。 

 

謝辞：2012 年度の大学院の授業『人格心理学特論』で映画『野いちご』を見て，話し合った後，参加者にレポートを

書いてもらった。私自身も書くと言ったが，遅くなったが一応，書くことができ，宿題を果たせた。一人で見るのとは

違う視点に触れられ，ありがたいことであった。参加者のみなさんに感謝する。 
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要 旨 
 地域貢献活動の一つとして，山梨英和大学 人間文化学部 人間文化学科 情報システムコースの情

報理論とその応用研究室が笛吹市一宮町住民グループ一宮町を考える会とともに，2012 年度に進め

た「地域再発見ウォーキングマップ作成プロジェクト」の活動を時系列にそって報告する．また，2012

年度の活動から見えてきたことや今後の展開について述べる． 

 

キーワード：地域貢献，産学官連携，プロジェクトレポート 

 

I はじめに 

 大学における地域貢献という言葉を良く耳にする．山梨英和大学においても社会連携センターが中

心となりメイプルカレッジや心理臨床センターの活動，図書館の活動や一般開放，人間文化学の発信

のための講演会，さらには学生によるボランティア活動など，地域貢献活動に力が注がれている． 

 本報告では，地域貢献活動の一つとして，山梨英和大学 人間文化学部 人間文化学科 情報システム

コースの情報理論とその応用研究室（指導教員：高橋弘毅）が笛吹市一宮町住民グループ一宮町を考

える会（以後，一宮町を考える会 と記載）とともに，2012 年度に進めた「地域再発見ウォーキング

マップ作成プロジェクト」（以後，誤解を生まない限り，プロジェクト と記載）の活動の報告をする． 

 地域再発見ウォーキングマップ作りプロジェクトは，一宮町にある史跡や祭り，名や由来のある物

や場所などはもちろん，他の資源をも地域住民自身が再認識・発見できるマップを作成するプロジェ

クトである．例えば，自分の町に「こんな場所・もの・風景がある」や「見慣れた『場所・もの・風

景』だけれども，はじめて訪れ見る人からすると非常に面白く興味深いものではないか」などを町民
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自らが再発見・認識することをコンセプトに掲げている．さらには，完成したマップを利用し，町民

自身がウォーキングをすることで，自らの町の魅力を再発見し，町を訪れた人々にその魅力を案内す

る「地域住民総町案内人」化をも掲げている．作成したマップの配布により観光客の増加はもちろん

のこと，将来的には，マップをデータ化し公開することで，PC での印刷はもちろん，インターネッ

トでの公開，スマートフォンやタブレット端末を利用した情報の発信など様々な展開が期待できる． 

 地域，大学，企業などが一体になり地域にある「場所・もの・風景」を活用し，町おこしをすると

いう意味で成功している例としては，新潟県 越後妻有大地の芸術祭 [1] や徳島 LED フェスティバル 

[2] などが挙げられるだろう．特に，越後妻有大地の芸術祭は，地元住民が大学研究室やアーティス

トのノウハウを利用し地元の魅力を住民自身がアピールするという点では，地域再発ウォーキングマ

ップのコンセプトである地域住民総町案内人化と共通点が多い． 

 山梨英和大学の教育の視点からこのプロジェクトを見てみる．山梨英和大学の学生のほとんどが山

梨県出身である．例に漏れず，情報理論とその応用研究室からプロジェクトに参加した 6 名の学生も

全員山梨県出身であった．しかしながら，プロジェクト参加前に地元山梨の魅力を学生自身が誰も語

れないという状況であった．プロジェクトに参加することにより，担当する地域を実際に訪ね地域の

歴史を学ぶなど，地元山梨の人や文化にふれることができ，また，自ら情報を発信することを学ぶこ

とができる．大学の講義や演習からだけでは学ぶことができない，地元山梨の魅力，情報発信の重要

性をプロジェクトにより学ぶことができることは，山梨英和大学の教育の視点からもメリットがある

と言える． 

 さらに，情報デザインという視点からこの地域再発見ウォーキングマップ作成プロジェクトを見て

みたい．情報デザインの分野では必ずと言ってよいほどプロジェクト型業務となる．また，一つの製

品を開発するためには，一般的には V 字プロセス [3] を基本とする開発行程をふむ．一般的な V 字

プロセスの各工程と地域再発見ウォーキングマップ作りプロジェクトの開発行程を並べたものを図 1

に示した．図 1 を見てわかるとおり，学生は地域再発見ウォーキングマップ作りプロジェクトの開発

行程を経験することにより，一般的な V 時プロセスの工程をすべて踏むことになる．打ち合わせにて

出てきた要求をどのように形にしていくのか，要求はあるが制約条件のもとでは，実際にはその要求

をすべて形にできないが，制約条件の中でよりよいものをどのように作成していくのか，それをどの

ように説明し納得していただけるのか，すなわち強調力，企画力，技術力，表現力など，大学の講義

や演習とは異なり実践の場でしか学ぶことができないことを経験できるなど，情報デザインという視

点からも非常にメリットが大きいと言える． 
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図 1 V 字プロセスの各工程と地域再発見ウォーキングマップ作りプロジェクトの各行程の対応 

 

 一方，一宮町を考える会の視点からこのプロジェクトを考えてみる．一宮町を考える会では，2011

年秋にマップ作りを企画し，笛吹市の地域振興促進のための助成金を得て，町内約 80 人が協力し，

紹介したいスポットや名所など各地域の情報を集めていた．しかし，それをまとめてデータ化しマッ

プに落とし込むという具体的な作業が進まずにいた．さらに，マップには若い市外の人の新鮮な意見

も反映させたいという要望もあった． 

 以上の点をふまえ，情報理論とその応用研究室の卒業研究として地域再発見ウォーキングマップ作

りプロジェクトを進めることにより，一宮町を考える会が抱える問題点や要望を解決し，しかも町民・

学生・山梨英和大学どの視点からもメリットがあるといえる．すなわち両者ともに Win-Win の関係

になり得ると判断でき，また，地域の活動を専門技術や専門知識を用いて応援する産学官連携という

観点からも，山梨英和大学における一つのよいモデルケースとなりうると判断し，情報理論とその応

用研究室における卒業研究としてプロジェクトを遂行することした． 

 II 章においては，2012 年度におこなった地域再発見ウォーキングマップ作りプロジェクトの活動

を時系列にそって報告し，III 章では 2012 年度の活動から見えてきたこと，今後の展開について述べ

る． 

 

II 活動報告 

1. 活動スタートとコンペティションの準備 

 まず，一宮町を考える会とともに，地域再発見ウォーキングマップの基本コンセプトや活用方法に

ついて打ち合わせをおこなうことからスタートした．基本コンセプトおよび活用方法については： 

a. 町民自身がウォーキングをすることで自らの町の魅力を再発見 

b. 町を訪れた人々にその魅力を案内する「地域住民総町案内人」化をめざす 
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c. 作成したマップは全戸配布し，図書館や町内の学校にも置きたい 

を確認する作業からはじめた．また，作成方針としては，このコンセプトを念頭におき， 

ア. 一宮町 27 地域のマップを作成する（図 2 参照） 

イ. 2012 年度は，最初のステップとして A4 の紙ベースのマップを作成する 

ウ. マップ化するデータは事前取材によりある程度そろっているが，学生自身も担当する地域に出

向き取材し，その取材内容を盛り込む 

エ. 2013 年 2 月末までに納品する 

と議論し決めた．さらに，作成するマップのデザイン基本コンセプトを統一するため 27 地区の１地

区である国分地区をモデル地区と選定し，学生 5 名が国分地区のマップを 1 名 2 パターン，計 10 パ

ターン作成し，2012 年 8 月 31 日にコンペティションを実行することとした． 

 その後，国分地区を実際に歩き取材をし，国分地区 10 パターンの様々なデザインのマップを完成

させた．国分地区の取材の様子やマップ作成の試行錯誤の様子は山梨日日新聞 [4] にも掲載されてい

る． 

 

                        

図 2 一宮町全町図（27 地区） 

 

2. コンペティション 

 コンペティションは笛吹市 いちのみや桃の里ふれあい文化館 ホールで開催し，住民約 50 名が参

加した．地域再発見ウォーキングマップのコンセプトの説明の後，1.で作成した国分地区の 10 パター

ンのマップのデザインコンセプトや工夫した点などを，各学生 1 マップ 5 分という時間でプレゼンテ
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ーションした（図 3 参照）．さらに，ホールの外に作成した 10 マップを展示し，プレゼンテーション

の後，各自作成したマップの前に立ちマップの細かいコンセプトの説明やアピールなどをする時間を

設けた． 

 

 

図 3 コンペティションにおけるプレゼンテーションの様子と国分地区のマップ例 

 

プレゼンテーションやその後の説明では，「子供から大人まで楽しめるように工夫をした」「緑豊かな

雰囲気が伝わるように新緑をイメージした」などアピールポイントを説明していた．その後，参加住

民のみなさまに気に入ったデザインコンセプトのマップに投票をしていただいた．また，投票時にプ

ロジェクトに対するアンケート調査も実施した．アンケートから得られた参加住民の感想として「地

元と学生が一体となり，地域を盛り上げようとする雰囲気が伝わってきた」など好意的な意見が多く

寄せられた． 
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 投票の結果，僅差ではあるが１つのデザインコンセプトのマップが選ばれたが，直後におこなった

一宮町を考える会メンバーとの打ち合わせにより（かなりの大激論の末）「どのデザインコンセプトも

それぞれ良さがある」ので， 

a. ロゴマークを統一する（図 4 参照） 

b. A4 判 1 枚（両面不可）にまとめる 

こと以外のデザインコンセプトなどは，すべて情報理論とその応用研究室に一任されることになった． 

コンペティションまでの活動の様子は，山梨日日新聞 [5]，笛吹きらめきテレビ [6] や笛吹市 HP よ

っちゃばるネット笛吹 [7] に掲載された． 

 

                             

図 4 統一ロゴマーク 

 

3. 26 地区のマップ作成 

 コンペティション終了後，プロジェクトの継続性を念頭に置き情報理論とその応用研究室に配属さ

れた学部 3 年生を新たにメンバーに加え計 6 名で国分地区を除く残る 26 地区と全町図（図 2 参照）

の作成の担当を決め，一宮町を考える会のメンバーとともに，各担当地区の取材などをスタートさせ

た．各担当地区を歩き，特色を学びながら，DTP ソフトを使いマップを作成した．同じ地区に何度も

足を運び，目印の位置の確認や地元の人に名所の由来を聞くなどの取材が繰り返し行われた．取材の

様子を図 5 に示す．また，取材を進める際や試作マップを作成する段階で，何度も一宮町を考える会

のメンバーとの打ち合わせや議論（図 5 参照）を行ったことはいうまでもないだろう． 

 

         

図 5 実際に担当地区を自分の足で歩き取材している様子と打ち合わせの様子 
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 その後，取材，マップの修正・確認などの作業を繰り返すことにより 2013 年 1 月末にようやく全

27 地区，および，全町図で構成されるウォーキングマップの第 1 版が出来上がった． 

 

4. 卒業研究発表会 

 プロジェクトの集大成として，ウォーキングマップの第 1 版を用いて 2013 年 2 月 12 日に情報シス

テムコース卒業研究発表会において，コンペティションで発表をした国分地区を除く 26 地区のマッ

プについて，プレゼンテーションを実施した．卒業研究発表会は，一宮町を考える会のメンバーなど

一般にも公開をした．プレゼンテーションでは「桃畑が多く花の時期が良い」など季節の情報や「60

〜90 分などと実際にかかった散策時間をマップに書き込んだ」など，各自の工夫点をアピールしてい

た．図 6 に当日のプレゼンテーションの様子と会場の外に掲示したマップを示す．また，卒業研究発

表当日は，プロジェクト活動の注目度も高まり，山梨日日新聞 [8]，朝日新聞 [9]，笛吹きらめきテレ

ビ [10]，NST 甲府 [11] や笛吹市 HP よっちゃばるネット笛吹 [7] などのメディア関係者や笛吹市

関係者による取材も行われた． 

 

 

図 6 卒業研究発表の様子と会場に掲示したマップ 
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5. 完成版納品とその後 

 卒業研究発表会やその後の一宮町を考える会のメンバーとの打ち合わせ時に寄せられた意見をもと

に各地区のマップの最終版を作成し，予定通り 2013 年 2 月末に一宮町を考える会に納品をした．そ

のマップのいくつかの例を図 7 に示す．全町図（図 2 参照），および，27 地区を A4 判 計 23 ページ

で構成し，完成したマップは 2013 年 3 月末に一宮町内全戸に配布された [12]．さらには，一宮町を

考える会のメンバーを中心としてマップを用いて実際にウォーキングしてみるなど，様々なイベント

にマップの活用が予定されている．また，今後図書館や町内の小学校にも置かれ地域の教育活動にも

活用される予定である． 

 

               
図 7 マップ例 
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III まとめと今後の展開  

 本報告では，地域貢献活動の一つとして，山梨英和大学 人間文化学部 人間文化学科 情報システム

コースの情報理論とその応用研究室が笛吹市一宮町住民グループ一宮町を考える会とともに，2012

年度に進めた「地域再発見ウォーキングマップ作成プロジェクト」の活動の報告をした．2012 年度の

活動は，最初のステップとして，今まで得られているデータをもとに，さらに取材を進めプロジェク

トに参加した学生の視点からの情報を加え，マップをデザインすることにより紙（A4 判）のマップ

を完成させるに至ったが，完成したマップを実際用いて，作成したマップだけで実際ウォーキングを

することができるのか，マップに掲載した情報は十分な情報量であるかなどの検証をするには至らな

かった．今後，一宮町を考える会のメンバーがマップを用いたウォーキングイベントを実施する予定

であり，また，山梨英和大学の講義「山梨学」においても，マップ用いて各地区を散策し，地元の魅

力を再発見する実習が予定されている．それらの活動からのフィードバックをマップに反映させ改良

を進めていきたい． 

 今後の展開としては，マップをデータ化し公開することで，PC での印刷はもちろんのこと，イン

ターネットでの公開，スマートフォンやタブレット端末を利用した情報の発信などということも期待

できる．2012 年度の活動は，地域再発見ウォーキングマップ作成プロジェクトにおける最初のステッ

プにすぎない．地域再発見ウォーキングマップ作成プロジェクトの今後の展開にも期待をしたい． 

 地域再発見ウォーキングマップ作成プロジェクトのように，地域の活動を専門技術や専門知識を用

いて応援することは，今後，山梨英和大学が行っていく地域貢献・産学官連携という観点からも，一

つのよいモデルケースとなりうるのではないか． 

 

 最後になりましたが，地域再発見ウォーキングマップ作成プロジェクトの 2012 年度の活動は，山

梨英和大学 人間文化学部 人間文化学科 情報システムコース 情報理論とその応用研究室の学生 6

名：秋山美咲氏，秋山美鈴氏，早川由希氏，水庭喜美子氏，角田詩実氏（以上 5 名は卒業研究として

プロジェクトに取り組んだ）（2012 年度卒業生 学籍番号順），小林咲季氏（2012 年度 学部 3 年生）

が中心となり進めた．また，卒業研究として，地域再発見ウォーキングマップ作成プロジェクトを進

めた上記学生 5 名は，2012 年度卒業式において「山梨英和大学における地域貢献・産学官連携に一

つの方向性を見出した」として，表彰されたこと（ダビデ賞を受賞したこと）を記しておく． 
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注 

1. 山梨英和大学 人間文化学部 非常勤講師 

2. 長岡技術科学大学大学院 工学研究科 経営情報系 数理工学・宇宙物理学研究室 
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