
【研究概要】
　本研究では、当センターで育成した酒米品種「兵
庫錦」を兵庫県南西部に、「Hyogo Sake 85」を県
北部に導入し、中小規模の地元酒造メーカーと協力
して新品種を用いた海外輸出向け日本酒新製品を開
発することにより、地域の活性化に貢献することを
目的とする。本論文ではこの日本酒新製品を世界へ
発信するために活動している「次世代酒米コンソー
シアム」の取組について報告する。

１．はじめに
　兵庫県の主要な酒米として県北部では「五百万
石」「兵庫北錦」、県南部では「山田錦」、「兵庫夢
錦」が県奨励品種として栽培されている。しかしな
がら、近年の地球温暖化など気象変動の影響によ
り、倒伏や白未熟粒などの障害粒の発生が多くな
り、酒造りにとって重要な消化性（米の分解）や
心白発現（※心白：酒米の中心部分に見られる白
く濁った部分で酒造りには重要とされている。写
真１を参照）が低下するなど、品質低下が問題と
なっている（池上ら，2011）。そこで、当センター
では気象変動に対応した高品質な酒米新品種「兵庫
錦」（池上ら，2011）、「Hyogo Sake 85」（池上ら，
2017）を育成した。
　一方、日本酒の消費動向は国内消費がやや低迷
しているが、輸出は増加傾向にあるため、日本酒
の生産拡大の起爆剤として輸出に期待が集まって
いる（神戸税関HP，2018）。平成29（2017）年の輸
出実績は数量では23,482KL（対前年比119.0%）と
初めて20,000KLを超え、金額は186億7,900万円（同
119.9%）と平成20（2008）年と比較し2.4倍に伸長し 
て い る。 ま た、 神 戸 港 に お い て も 輸 出 数 量 は
11,663KL（ 同123.7%）、 金 額 は71億2,300万 円（ 同
123.9%）と平成20（2008）年の3.2倍になり、神戸
港の伸び率は全国を上回る数値となっている（図１）。

２．研究の目的
　本研究では、後述の「次世代酒米コンソーシア
ム」事業において、県北部、県南部地域に酒米新品
種を導入し、栽培技術を開発し、酒米生産を安定化
することにより地域の活性化を目指す。また、新品
種を用いて、酒造メーカーで試験醸造を行い、成分
分析や嗜好調査を実施し、海外輸出向けの醸造コン
セプトを作成することで、日本酒新製品の開発を支
援する。このように地域の関係機関と連携し、日本
酒新製品を世界へ発信することで、県内での酒米需
要の拡大に貢献する。

３．次世代酒米コンソーシアムについて
　「次世代酒米コンソーシアム」は平成27（2015）
年度農林水産省の「革新的技術開発・緊急展開事
業」の研究課題「「山田錦」レベルの優れた適性を
有する酒米新品種と革新的栽培・醸造技術の活用に
よる日本酒輸出倍増戦略」を実施するために兵庫県
が全国の代表機関となり、県外の17機関とで構成す
る研究団体である（杉本，2018）。本事業では日本
酒の輸出促進のために、３チーム（栽培、分析・醸
造、輸出対策）が互いに連携し、山田錦レベルの酒
米新品種の育成や栽培技術の開発、酒米の成分分析
結果と輸出対象国での嗜好調査に基づく輸出用醸造
製品を開発している。
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図１　�日本酒の輸出実績の推移�（神戸税関HPより引用）
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４．兵庫県での次世代酒米コンソーシアムの取組
　本県では行政、普及、研究、流通、実需、輸出促
進機関の緊密な連携のもと、酒米新品種「兵庫錦」、

「Hyogo Sake 85」を用いて、研究を実施している
（図２）。その内容について、下記の通り述べる。

（１）酒米品種の特徴
　「兵庫錦」は「山田錦」の草丈を短くして耐倒伏
性を高めた、県南部向けの晩生品種である（表１、
写真１）。平成６（1994）年に「山田錦」と「西海
134号」との交配後、有望系統の選抜を経て、平成
21（2009）年に育成した（図３）。温暖化条件下で
も品質が良好であり、「山田錦」の遺伝的背景を
87.5%保有することが大きな特徴である（池上ら，
2011）。また、高精白（※米を磨く割合が高い）で
きるため、大吟醸・吟醸向けの品種であると考えら
れる（杉本ら, 2018）。
　「Hyogo Sake 85」は県北部向けの極早生品種で
あり、昭和61（1986）年の「水原258号」と「山田
錦」との交配を経て、平成29（2017）年に育成した。
いもち病に抵抗性を持つため、県北部においても栽
培しやすい品種である。高精白しなくても良質な製

品ができるため、純米酒向けである。海外に向けて
酒どころ “兵庫” をアピールするため、全国で初め
て、品種名を「ローマ字表記」とした。

（２）酒米の生産安定と地域の活性化
　これらの酒米について高品質で安定多収となる肥
料の種類、量、栽植密度を明らかにした（表２）。
この技術を県下の４普及センター（新温泉、朝来、
丹波、龍野）の協力のもと、「兵庫錦」はたつの市、
朝来市で、「Hyogo Sake 85」は丹波市、養父市、
美方郡で現地試作を行った（図４）。また、さらな
る生産安定に向けて、「「兵庫錦」用の新規オリジナ
ル肥料（LP2200）」を用いた現地試験を実施した。

図２　次世代酒米コンソーシアムの連携体制

写真１「兵庫錦」と「Hyogo�Sake�85」の草姿と玄米

図３　「兵庫錦」と「Hyogo�Sake�85」の育成系譜

兵庫錦
Hyogo Sake 85 
山田錦

表１「兵庫錦」と「Hyogo�Sake�85」の特徴
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　その結果、従来の肥料に比べて収量が８％高くな
り、千粒重、心白発現率は変わらなかったが、粒厚
分布で2.00mm以上の割合（重量％）が83.7%と現行
の肥料よりも大きな値となり、増収に加えて、品質
向上の効果が認められた（表３）。
　このように生産された酒米を用いて、プロジェク
ト研究の協力機関である酒造メーカー７社（（株）
本田商店、（株）下村酒造店、（株）安福又四郎商
店、田治米（名）、此の友酒造（株）、香住鶴（株）、
山名酒造（株））が輸出向けの日本酒新製品を開発
している。酒造メーカーは酒米生産地の近隣に位置
している場合が多く、新品種の生産安定を通して地
域活性化に繋がると考えている。

（３）輸出対象国・地域の選定
　前述の通り、本研究では酒米新品種を用いて、海
外の嗜好に応じた日本酒新製品の開発と輸出促進を
目指している。そこで、酒造メーカー７社に輸出対
象国を聞き取り調査した結果、香港、欧州が主要な
国・地域であることが判明した（表４）。

（４）輸出対象国・地域での日本酒の市場調査
　平成28（2016）～平成30（2018）年にかけて、輸
出支援組織（ジェトロ神戸、ひょうご海外ビジネス
センター、香港、パリ兵庫県海外事務所）と連携し
て、香港及び欧州において、日本酒の市場調査を
実施した。香港ではスーパー４か所、レストラン
７か所、欧州ではロンドンで３か所、パリはスー
パー２か所で日本酒の種類と価格について調査し
た（写真２）。その結果、香港では調査対象酒282種
類のうち、スーパー、レストランともに純米大吟
醸酒（SAKETIMES HP, 2018）が51%（144種類）、
大吟醸酒が18%（50種類）と大吟醸酒の取扱が圧倒
的に多かった（図５）。一方、欧州では調査対象酒

写真２　香港のスーパーの様子（小濱氏写真提供）

図４　「兵庫錦」「Hyogo�Sake�85」実証試験

表２　酒米新品種の安定多収のための施肥及び栽培条件

表４　酒造メーカー7社における輸出対象国・地域

表３　新規肥料（LP2200）が酒米「兵庫錦」の収量品質に及ぼす影響
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269種類のうち、普通酒［29.4%（79種類）］、純米
酒［26.4%（71種類）］の割合が高かった。香港にお
ける調査結果は、これまでの報告と概ね合致した

（ジェトロHP,2018）。
　香港のスーパーにおける720mL当たりの平均販売
価格は10,310円、レストランでは18,492円であった

（表５、６）。ロンドンのスーパーでは10,055円、パ
リでは5,608円となり（表７、８）、日本国内の販売
価格の約３倍程度でかなり高かった。得られた情報
は、コンソーシアムの関係酒造メーカーにフィード
バックし、輸出向け製品の開発に活用した。

（５）輸出対象国・地域での日本酒の嗜好調査　
　酒米「兵庫錦」を用いて、既存品種「山田錦」と
同じ醸造方法で試験醸造を行い、輸出用新製品のプ
ロトタイプを作成した。これを香港、欧州（ロンド
ン、パリ）において、ソムリエ、バイヤーなど有識
者を対象に調査シート（表９）を用いて、嗜好調査
を行った（写真３）。その結果、いずれの国でも製
品の評価は高かった。そのコメントから、香港では
吟醸香が高く、やや甘みがあるものが好まれること
が分かった。また、酸度が高いもの、古酒など独特
な風味のものはあまり好まれない傾向であった。一
方、欧州では古酒の他、本醸造、純米酒、吟醸、大
吟醸など多様な酒質が好まれる傾向であった。以上
のことから、「兵庫錦」は高精白が求められる吟醸、
大吟醸が好まれる香港向け、「Hyogo Sake 85」は
高精白がそれほど求められない欧州向けであると考
えられた。

図５　�輸出対象国である香港・欧州における日本酒の
市場調査の結果

（SAKETIMES HP（2018）から引用）

表９　嗜好調査シート

表５　香港のスーパーにおける日本酒市場調査の結果

表６　香港のレストランにおける日本酒市場調査の結果

表７　ロンドンのスーパーにおける日本酒市場調査の結果

表８　パリのレストランにおける日本酒市場調査の結果

表９ 嗜好調査シート 
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表５　香港のスーパーにおける日本酒市場調査の結果
平均価格
(720ml)
（円）

AEON 3,585 7,470 古伊万⾥（佐賀） 純⽶吟醸
APITA 18,240 283,500 ⼗四代（⼭形） 純⽶⼤吟醸
City Super 3,930 23,325 加藤吉平商店（福井） 純⽶⼤吟醸
松坂庫 2,835 5,100 ⽉桂冠（京都） 純⽶⼤吟醸
そごう 10,365 89,700 獺祭（⼭⼝） 純⽶⼤吟醸
LIQUID GOLD 22,905 97,500 磯⾃慢（静岡） 純⽶⼤吟醸
平均 10,310 - - -

 店名 最⾼価格の酒 (720ml)（円）

表６　香港のレストランにおける日本酒市場調査の結果
平均価格
(720ml)
（円）

俺の割烹 12,030 58,320 伯楽屋(宮城） 純⽶⼤吟醸
yardbird 16,290 45,000 ⼤嶺(⼭⼝） 純⽶⼤吟醸
権⼋ 41,670 433,320 ⼗四代（⼭形） 純⽶⼤吟醸
SEAFOOD ROOM 11,250 12,000 来楽（兵庫） 純⽶酒
寿司⾓ 20,403 87,000 ⼗四代(⼭形) 純⽶⼤吟醸
Kyoto Joe 9,951 21,750 男⼭（北海道） 純⽶⼤吟醸
花盃 26,381 112,500 勝⼭（宮城） 純⽶⼤吟醸
SKYE 9,960 14,700 ⿓⼒（兵庫） ⼤吟醸
平均 18,492 - - -

 店名 最⾼価格の酒 (720ml)（円）

 

表７　ロンドンのスーパーにおける日本酒市場調査の結果
平均価格
(720ml)
（円）

AEON 6,564 2,845 宝酒造（京都） 純⽶吟醸
SOCIAL 19,671 7392 菊勇(⼭形） 純⽶
NOBU 3,930 13306 北雪酒造（新潟） 本醸造
平均 10,055 - - -

 店名 最低価格 の酒(720ml)（円）

表８　パリのレストランにおける日本酒市場調査の結果
平均価格
(720ml)
（円）

ギャラリーラファ
イエット

7,163 3,618 冨⽥酒蔵（滋賀） 純⽶

京⼦ 4,052 883 ⽉桂冠（京都） 本醸造
平均 5,608 - - -

 店名 最低価格 の酒(720ml)（円）
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表７　ロンドンのスーパーにおける日本酒市場調査の結果

表８　パリのレストランにおける日本酒市場調査の結果

表６　香港のレストランにおける日本酒市場調査の結果

表５　香港のスーパーにおける日本酒市場調査の結果
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（６）輸出用の日本酒新製品の開発
　海外で求められている日本酒の品質と嗜好性を明
らかにし、輸出用日本酒のコンセプトを作成し（表
10）、これを関係酒造メーカーに情報提供し、醸造
条件を編集することで合計７種類の輸出用日本酒
新製品（Ver.1）が完成した（図６）。これらについ
て、平成30（2018）年８月に香港の複合的PR施設

「Sake Central」（写真４）において、一般客及び有
識者を対象に嗜好調査を行った。現在、この結果か
ら、現行製品の評価と改善策を抽出し、輸出用日本
酒コンセプトのアップデートを行い、平成30（2018）
年度末に新製品（Ver.2）が完成する予定である。

（７）酒造メーカーからの意見
　酒造メーカー７社から酒米新品種及びプロジェク
ト研究の取組について意見を聞き取りした。その結
果、①「山田錦」の血統をもつ新品種には新たな可
能性を感じる、②酒造特性も優れており、輸出用の
日本酒新製品として期待している、③このような取
組を継続して欲しい、という意見をいただいた。
　また、７社の取組を知った県内酒蔵から、新品種
を利用したいという要望も出てきており、新たな需
要が生まれつつある。

（８）研究成果のPR活動
　これまでの主なPR活動及びその成果を表11にま

とめた。
　本研究成果と日本酒新製品のPR活動を実施する
ため、香港ワイン＆スピリッツフェア2017や欧州の
インターナショナルワインチャレンジ（IWC）の
関連イベントで研究セミナーを開催した（写真５）。
来場者からは、日本酒の原料米である酒米品種の育

写真３　�ソムリエによる試験醸造製品の嗜好調査の様
子（ロンドン）

 

表10　次世代酒米品種に応じたコンセプトの例

写真４　Sake�Centralの様子

表10　次世代酒米品種に応じたコンセプトの例
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成の歴史や育種方法について質問があり、品種育成
には10年以上の年月を要することを説明した。
　また、香港を中心としたアジア各国の日本酒への
嗜好性、日本酒に関する考え等、試験醸造に反映さ
せるべき情報を得るため、香港のソムリエ学校の講
師など有識者を兵庫県に招き、日本酒セミナーを開
催した。関係酒造メーカーを訪問し、各メーカーの
醸造の歴史、醸造製品や今後の取組計画などの取材
を行った。これらの内容は香港の日本酒・食専門誌

「UMAI」に掲載された（写真６）。
　その他、「Hyogo Sake 85」の日本酒新製品は県
知事の定例記者会見でも公表され、新聞、TV、ラ
ジオなど多くのメディアに取り上げられ、PRに成
功した。
　さらに、11月20～22日には農林水産省主催のアグ
リビジネス創出フェア2018」において次世代酒米コ
ンソーシアムのブースを設置し、３年間の研究成果
のPRと試験醸造製品の嗜好調査と研究セミナーを
実施した（写真７）。酒米新品種の育成から栽培技
術の開発、酒米の科学分析、試験醸造、製品開発、
海外輸出まで、多岐にわたる分野を取り扱った日本
酒に関する総合研究は、非常に画期的な取組であ
り、今後も発展してほしいと来場者からは激励の言
葉をいただいた。

写真５　香港でのセミナーの様子

表11　これまで実施してきた主なPR活動と成果

写真７　アグリビジネス創出フェア2018の様子

写真６　UMAI雑誌

日時 内容 対象者
（人数） 得られた主な成果

H28 12/22，
　1/17 

IWC関係者
への聞き取
り調査

計８名
輸出国によって日本酒
の嗜好性が異なるため、
嗜好調査、市場調査が
必要である。

H29

7/4～8

ロンドンで
の市場調査、
嗜 好 調 査、
WABIセ ミ
ナー

外国人有識
者，一般客

（100名）

本醸造や純米酒など多
様な日本酒が販売され、
古酒など特徴のある日
本酒も人気であった。

7/10～
 11

パリでの市
場調査、嗜
好調査

パリ事務所
所長

（１名）

「日本酒」の浸透が少
なく、有識者、消費者
は「日本酒」を求めて
いる。

11/9～
 12

香 港 イ ン
ターナショ
ナ ル･ワ イ
ン ＆ ス ピ
リッツフェ
ア

外国人有識
者，一般客

（100名）

香港では大吟醸、純米
吟醸酒の取扱が多い。
一方、ストーリー性の
ある酒の取扱も開始。

3/5～9
A W S E C ，
UMAIの 招
聘

ソムリエ学
校AWSEC
講 師，UM 
AI編 集 部
長、 香 港
事務所職員

（３名）

次世代酒米品種の日本
酒の情報発信を行い、
Facebook、UMAIで次
世代酒米コンソーシア
ムの取組が紹介された。

H30

8/1～
 9/15

香港Sake 
Central

外国人有識
者，一般客

（180名）

「 兵 庫 錦 」「Hyogo 
Sake 85」の醸造酒は
それぞれ酒質が異なる
ため、ジャンルの異な
る製品として世界発信
が可能。
嗜好調査の結果を30年
度に作成する輸出用日
本酒醸造製品のコンセ
プトへフィードバック
した。

11/20～
 22

アグリビジ
ネ ス 創 出
フェア

国内外有識
者，一般客

（1,500名）

次世代酒米品種の日本
酒の情報発信と研究成
果のPRに成功した。
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５．今後の展望
　開発した酒米新品種と日本酒新製品をさらにブ
ランド化するためには、ワイン分野で有名な「テ
ロワール（土地の気候、風土と葡萄生産）という
考え方が応用可能であろう（ジャッキー・リゴー，
2010）。新品種は「山田錦」に比べて歴史が浅い
が、品種育成の歴史のPRが重要であると考えてい
る。その１つの取組として、当センターでは、You 
Tube用の次世代酒米品種の紹介動画「酒米新品種

「兵庫錦」「Hyogo Sake 85」の育成」を製作した。
このリンクをQRコード（図７）で醸造製品のラベ
ルなどに貼り付けることで、新品種のPRにつなが
ると考えている。このような取組に加えて、各地域
における酒米生産の歴史、日本酒醸造に関する酒造
メーカーの「ストーリー」を探し、酒米新品種と新
製品に融合することで、生産者や杜氏の思いが消費
者にしっかりと伝わり、さらに「兵庫の酒米・日本
酒」が世界へ向けて発信でき、これらを通した地域
の活性化が可能になると考える。

［付記］
　本研究は平成27年度農林水産省「革新的技術開
発・緊急展開事業（うち地域戦略プロジェクト）」
の支援を受けて実施しました。

［謝辞］
　次世代酒米プロジェクト研究を支えてくださった
行政、普及、生産、研究、流通、実需、輸出促進機
関など多くの関係者の皆様にこの場をおかりして、
深く感謝申し上げます。
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　また、神戸市以外にも姫路市や尼崎市など大都市
がある一方で、都市部ではない、郡部も広く存在
し、広範な農村地域を抱える県でもあった。現在で
も日本の縮図と呼ばれるように、兵庫県はさまざま
な特色の地域を持つ県であった。

二　中学校受験観の変化　
　『兵庫県教育史』によると、「受験地獄」と称され
る程の受験競争が展開された大正期とは違い、明治
期の中学校受験は受験者の態度に余裕があった（１）。
明治中期では尋常小学校４年を終え、高等小学校２
年修了時に中学校受験をするのが一般的であった
が、一度で合格できなければ翌年その翌年と繰り返
し受験し、いつか入学することができればよいと考
えられていた。それは明治中期において中学校へ進
学する者がごく少数であったことや、尋常小学校の
就学が完全に定着しておらず、そもそも学校体系の
中に組み込まれていない子どもが数多く存在してい
たことが影響していたからである（２）。
　しかし、明治末期の明治40（1907）年になると尋
常小学校が六年制となり、尋常小学校の就学率も
90％を超えた。そして中学校や高等女学校と高等小
学校が尋常小学校卒業者の進路候補として位置づけ
られた。さらには各府県に中学校の設置は１校であ
るという原則が撤廃され、兵庫県でもさらに中学校
数が増え、尋常小学校卒業者は中学校への進学を意
識するようになった。明治期から大正期にかけて尋
常小学校卒業者たちの目は中学校へ向くようになっ
た（３）。ただ、明治末期から大正前期においては、
中学校の受験競争が大きく社会問題化することはな
かった。これは神戸一中に明治40（1907）年に入学
した者の次の追想からもわかる。

　 　我々は明治四十年に入学したが、恰も二中が開
校する前年だったので入学試験の可成り競争も激
しかったと思うが、当時は尋常小学校、高等小学
校が各々四年であり、中学への入学資格は高等小
学二年から許されてはいたが、三年から受験して

はじめに
　明治期に整備された教育制度は第一次大戦による
好景気を背景に、大正期には人材の登用と選抜の機
能という側面をいっそう強め、いわゆる学歴社会が
形成された。とくに当時の義務教育にあたる尋常小
学校を卒業した後の進路は、現在とは異なり多様で
あった。
　本稿では兵庫県に焦点を当て、学歴社会の形成
が、学校教育が果たした社会的な役割や、当時の県
当局や文部省の教育観を確認することで、現在の学
校教育を俯瞰した見方を提示する。

一　明治・大正期の兵庫県の中学校
　兵庫県は明治末期から東京府、大阪府についで中
学校の数が多かったが、入学比率（中学校入学者／
中学校入学志願者）は東京・大阪よりも低かった

【表を参照】。全国でも進学意識の高い県であったと
言える。兵庫県内の神戸市は明治開港以来、日本を
代表する貿易港として繁栄し、大正期には人口が爆
発的に増加し、県内一の都市となった。そして大正
中期には全国の中学校のなかでも高等学校などの上
級学校への進学率が高かった第一神戸中学校（現神
戸高校、以下神戸一中）や第二神戸中学校（現兵庫
高校、以下神戸二中）を抱える都市であった。

【優秀発表者論文】

中野　佳和（兵庫県立尼崎高等学校）

大正期における学歴社会の形成過程と学校教育の意義
〜兵庫県を対象に〜

府県名 中学校数 入学志願者数 入学者数 比率

東京府
京都府
大阪府
神奈川県
愛知県
福岡県
兵庫県

28校
7

11
5
9
9

10

7,725人
1435
1763
1102
2686
2894
2892

3,951人
770

1264
615

1154
1426
1154

48%
51%
72%
55%
40%
46%
39%

全　国 290校 62,920人 35,655人 54%

（「『兵庫県教育史』1963年」より転記）

【表】主要府県中学校入試競争率（明治41年）
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も四年を卒業してからでも世間では余り受験を騒
ぎ立てることもなく家庭でも割合に冷静だったと
みえ、学校では特別に受験準備をさすでも無かっ
た。（後略）（４）

　この記述からは、明治末期には小学校における中
学校受験のための教育（以下、準備教育）も行われ
ておらず、大正期の中学校受験競争は起こっていな
かったことがわかる。
　ところが、同じ神戸一中出身者で、大正10（1921）
年に入学した者の記述では「私がその神戸一中に入
学したのは大正一〇年四月で、当時、日本中で最も
受験が難しいと云われていたこともあって、私も入
学するために懸命に勉強をしたものである。幸い
入学できたときは、感激も一入であった。（後略）

（５）」とある。
　これは兵庫県特有の状況ではなく、全国的にも同
様だったことは、当時の小中学生が愛読していた教
育雑誌『中学世界』からわかる。『中学世界』は明
治30（1898）年から昭和３（1928）年までの31年間
の長期にわたり刊行されていた。それによれば次の
通り（要旨）であった。
　明治後期には中学生は将来の「国家の中堅」で国
を牽引する存在という意識が濃厚で、記事にも中学
校卒業後、社会の仕事に従事するのにふさわしい素
養を身につけさせようとするものであった。これが
大正期になると中学校を卒業しただけでは社会の役
にたたないという論調が現れ、大正中期には必ずし
も裕福でない家の子どもが中等学校への進学を希望
し、さらに上級の学校へ進学を目指す―というよう
な記事がある。（６）

　このように、明治期から大正期へと時代が下るに
つれ、明らかな違いがみられるようになり、いわゆ
る中学校入学難の様子がうかがえる。この要因につ
いて、大門正克は市周辺の農村部から市内に流入し
た「苦学生」の存在が、市内の中学校受験をより激
化させたとする（７）。また沢山美果子は、家庭で子
どもへの教育が熱心に行われるようになった、いわ
ゆる教育家族の出現が受験熱を生み、この大正期の
中学校入学難を引き起こした要因だと述べている

（８）。
　兵庫県に関して言えば、第一次世界大戦による好
景気を背景に神戸市の人口が増加し、中学校入学志
願者の増加したことによる影響が考えられる。また

「或る父兄中に於て輕佻なる雷同的の考へからして
小學校六年生より中等學校に入學をさせねば外聞が

悪いとか、他人に逢はす顔がないとか、家の體面が
保てぬとか、入學期が一年二年後れたる爲に其の子
供一生の敎育を謬り破壊したりとなすが如き愚なる
考へ」（９）の下、父兄が中学校に入学するための準備
教育をさせ、この「父兄の虚栄心」が、自分の子ど
もをなんとしても中学校へ入学させなければならな
いという傾向を生み、これが中学校受験観に影響し
たことも考えられる。

三　神戸一中入試問題事件とその影響
（一）神戸一中入試問題事件
　兵庫県における大正期の中学校受験競争の象徴
が、神戸一中入試問題事件である。この事件は当時
の神戸の新聞紙上をにぎわせ、その後も兵庫県教育
史上の大きな事件として教育関係の書物にも取り上
げられている。
　事件の概要は、大正10（1921）年３月28・29日に
行われた神戸一中の入学試験の算術問題が、小学生
には到底解答できないものだったとして『神戸又新
日報』に次の記事が掲載された。

　 （前略）
　 　一中のそれ（算術問題―筆者注）は受驗者が多

數であるが故に簡單にそれ等を篩に掛けやうと云
ふが如き時代遅れの遣り方であつてそれが爲入學
志願者六百數十名の内此の問題が完全に解答し得
た者は僅に七名であつたのを見ても如何に難解の
問題であつたかが知れる。敎育者間に於ては『國

（マ）氏（マ）敎育を破壊した遣り方』とまで云
はれてゐる、そして斯うした問題が秀才校として
自他ともに任じてゐる一中校に於て出された 之
を標準として見られたならば小學校に於ては今後
の入學試驗準備に對して幼い生徒の頭脳を今迄以
上に滅茶々々に悩まさせねばならず其結果心身を
害するだらうと云ふ見解から市内各小學校長敎育
關係者は此問題に對して知事或は學務課長にその
解答を求めるべく目下相談中であると云ふ。（10）

　これは難問への非難だけでなく、県下中学校の代
表的存在の同校で、このような事態が起きたこと
が、これまで以上に準備教育を小学校側に促すこと
となると批判されたのである。
　一方、この事態に対し、神戸一中側からは、一教
師の談として次の記事（要旨）がある。

　 　難しい問題という事は多年の経験から十分承知
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の上で出した、市内のある学校では容易な問題を
出したため採点に苦心しているという、本校では
準備のために勉強した者の努力をくんでやりた
い、一般の人達が考えるように簡単に出題したの
ではない、容易な問題を出して同成績の者が多く
出た場合には国語の試験のみで採点しなければな
らない、と。（11）

（二）事件後の対応策
　この「神戸一中入試問題」を契機として、小学校
での受験準備教育の弊害が叫ばれるようになり、受
験競争の生み出す負の側面が頻繁に新聞や雑誌など
で取り上げられた。
　大正10（1921）年の兵庫県教育会機関誌『兵庫教
育』では「中等学校入学試験問題と準備教育」と題
して、「一時非難の声があったが、その後教育混和

（ママ）会で小中学校が研究しつつある、県当局は
平素の成績を審査し、尋常小学校六年を標準として
算術などは二日間にすることで落着した、準備教育
は小学校長会で二月限り撤廃することに決した」と
いう記事がある（12）。
　さらに大正11（1922）年の『神戸新聞』でも、そ
れに関連して次のような記事（要旨）が掲載され
た。

　 　神戸市の小学校長会で準備教育撤廃を決定した
が、授業のなかで準備教育的なことが行われるの
ではないかと市の教育担当者を悩ましている。い
くら校長が取り締まろうと会議で決めようと、教
員も校長も中学志望者の多いことを名誉にしてい
るのだから、同じ穴の貉だ。もしそのような教育
が行われるのなら、国民教育の破壊だし、弊害は
準備教育時代（ママ）にも劣らない。目下、本荘
教育課長が予防策を練り、校長会議に提議するこ
とになろう（13）。

　このように中学校入学志願者の多さを小学校や教
員が誇り準備教育を促進していたため、校長会議が
開かれたものの、容易に解決はできなかった。
　この事態は同年末の兵庫県議会においても話題と
なり、有吉忠一知事が次のように答弁（一部）して
いる。

　 　其問題（神戸一中入試問題、筆者注）ハ確に餘
程ムズカシイ問題デアリマス、是ハ數學ノ問題デ
アリマス、デ何故ニ斯クムズカシイ問題ヲ提出イ

タカト云フコトヲ聞イテ見マスルト、其學校ニハ
毎年入學志願者ガ蝟集シテ居リマス、其蝟集スル
志願者ノ中カラ小數ノ合格者ヲ選抜イタスノデア
リマス、（14）

と述べ、学校長はじめ教員一同が苦心の結果、あの
ような出題になったと聞く、

　 　ソレデ當局ノ考ト致シテハ洵ニ斯様ナル苦心迄
モサセナケレバ入學志願者ヲ収容スルコトガ出來
ヌト云フコトニ付テ甚ダ遺憾ヲ感ジマスノデゴザ
イマスル（後略）（15）

と結論づけている。つまり今回のような事態は止む
を得ないものだという。
　ただし、同時に小学校の成績も加味した試験制度
改革を講じ、事態の解決を図ろうと提案している。
実際に大正10（1921）年12月、兵庫県立中学校学則
改正により、「入学志願者ニツキ左ノ二項ヲ審査シ、
身体検査ヲ経テ選抜ス。尚口頭試問又ハ精神検査法
ヲ加フルコトヲ得。一、既往ノ学業操行　二、学術
試験」（16）と変更された。これまで入学試験のみで選
抜していたものが、尋常小学校における成績も加味
する制度になった。これにより、小学校において受
験準備教育に偏ることなく、義務教育を施すことが
できるものと考えられた。また大正13（1924）年度
からは従来の科目であった国語・算術に加え、歴
史・地理・理科の三教科が試験科目に追加された
が、これも、中学校受験が引き起こす小学校教育
における教科の偏りがないようにとの対策であっ 
た（17）。
　また、神戸一中入試問題事件最大の原因は、中学
校の生徒収容力の不足にあった。しかしその解消に
は、後述する県当局の説明のように多額の財政支出
を伴い、当時の戦後恐慌下においては困難であっ
た。試験の難易度を下げても、先の神戸一中側の主
張にあったように、差がつかず受験者を選抜できな
くなる。神戸一中入試問題事件以後、様ざまな対策
や解決策が練られたが、根本的な解決にはならな
かったのである。

四　公立中学校間の格差
　ところで、「神戸一中入試問題事件」に象徴され
る受験競争は、兵庫県全体で起こっていたのだろう
か。『兵庫県会議事速記録』（18）での議員らの発言か
ら検討してみたい。
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大正９（1920）年の兵庫県議会郡部会で、齋藤幸之
助議員が神戸市内と郡部の中学校について、次のよ
うに発言した。

　（前略）
　 　假ニ此學生ノ敎育ヲ二ツニ分類イタシマシテ、

優秀ナル俊才敎育、ソレカラ其以外ノ平凡ナル一
般的ノ學生ヲ敎育スル一般敎育ト云フモノトノ二
ツニ分ケマシテ、現ニ此神戸市ノ第一中學第二中
學校ノ如キハ俊才敎育ニ屬スル部分デアラウト思
ヒマス、是ハ固ヨリ多年ノ間種々ノ經過ヲ取リマ
シテ今日ノ有様ト至リマシタコトハ頗ル結構ナ事
デアリマシテ、高等ノ學校ヘ入學スル率ナドモ
益々多キヲ加ヘマシテ、我國ニ於テモ東京市ニ於
ケル一二中學校亜イデ神戸市ノ中學校ハ相比肩シ
テ行クト云フ有様デアリマシテ、（中略）今日ノ
縣下ノ中學校ノ狀態ヲ見マスルト、市ニ於ケル中
學校ノ入學ノ率ハ應募者ガソレニ十數倍シテ居ル
ヤウナ有様デアリマス、ソレニ不合格ノ者ハ多ク
ハ郡部ノ中學ヘ走ル、ソレデ地方ノ優秀ナ者ハ市
ノ方ヘ這入リ、市ノ不合格ノ者、若クハ地方ノ多
クノ者ハ郡部ノ中學ニ這入ツテ居ルト云フヤウナ
有様デアリマス（19）、

　齋藤は中学校教育を、俊才敎育と一般教育に二分
し、前者は神戸市内の神戸一中や神戸二中のような
中学校で、後者はそれ以外の郡部の中学校で施され
る教育であるという。神戸市内の中学校は上級学校
への進学率が非常に高く、地方の優秀な中学校進学
希望者は神戸市の中学校へ入学しようとする。その
一方で、神戸市内の中学校受験に失敗した者や地方
の多くの中学校進学希望者は郡部の中学校へ入学希
望をするという。大正９（1920）年の段階で、市部
と郡部の中学校において、教育機関としての性格の
違いがあったということが齋藤の発言からうかがえ
る（20）。
　翌大正10（1921）年の県議会でも小橋正香議員と
有吉知事との間で、中学校の格差が論じられてい
る。小橋は、神戸一中は郡部の豊岡中学校と比べ
て、卒業生の成績がよく、神戸市の中学校と郡部の
中学校との間に進学面での格差があると主張する。
これに対して有吉は、中学校の目的は高等学校に進
学するだけではない、単に高等学校への入学合格率
のみで中学校の良し悪しを決めることはできず、市
部と郡部の中学校に大差はないとしている。両者と
もに高等学校への進学率を議論の基盤としているこ

とは、興味深い。
　大正14（1925）年の兵庫県会での議員である西岡
安左衛門の発言もみておこう。

　 　東播ノ加東加西ニ於ケル某中學ニ於キマシテハ
昨日來入學難ノ御話ガアリマシタガ、此ノ學校ハ
入學者ガ定員ニ満チズシテ、或ル學校カラ移入シ
タト云フコトヲ聞イテ居リマス（21）

　西岡によれば、「受験地獄」が現出したはずの大
正中期以降において、東播地域の中学校では入学者
数が少なく、定員割れを起こしていたという。つま
り、郡部の中学校は市部に比べて受験者が殺到する
ことはなく、神戸一中のような激しい受験競争が起
こってはいなかった。
　これら３つの例から、市部と郡部の中学校では期
待された教育が異質のものであり、神戸一中のよう
な中学校では俊才教育が施され、その結果、高等学
校進学率がよく、中学校受験者が殺到した。一方、
一般教育を施す多くの郡部の中学校では、入学難は
起きず大正末期には定員割れを起こすという中学校
も存在していた。
　神戸市内では大正10（1921）年に第三神戸中学校

（現長田高校）が設立され、神戸一中の受験者数は
やや減少したが、入学難は緩和されなかった。これ
に対して、郡部の中学校では必ずしも入学難が起き
ていたという訳ではなかった。つまり、市部と郡部
の中学校において入学比率に格差が存在していたと
いうことが読みとれるのである。
　ところで大正期の入学難の緩和策として期待され
ていたのが私立中学校であった（22）。しかし、大正
13（1924）年３月30日の『神戸又新日報』では、政
府が官公立と私立の学校をなるべく平等にしようと
してきたのは喜ぶべきだが、国民の間にその思想が
根付いておらず、官公立学校の卒業生が優遇されて
いるとの記事があり、私立中学校も郡部の中学校と
似た存在であったことがわかる。単に中学校が増設
されれば、中学校受験競争が解決するという問題で
はなかったのである。

五　教育行政側の中学校観
（一）山縣治郎兵庫県知事の答弁
　これまでにも触れてきたところだが、このような
大正期の入学難という事態を、兵庫県当局や文部省
はどのように捉えていたのであろうか。
　大正14（1925）年の兵庫県議会での議論をみてお
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こう。齋藤幸之助議員は「中學校ハ中堅國民ヲ養成
スルモノ」（23）だから、中学校は「一般國民ノ民度ノ
向上ニ連レテ一種ノ進ンダル義務教育ト認メルノデ
アリマス」（24）と主張し、山縣治郎知事は次のよう
に答弁している。

　 　其ノ入學難ノ中デ中學校ト云フモノハドウモ世
間ノ人間ガ豫備校ノヤウニ考ヘテ居ル、中學校ノ
卒業生ノ如キモノハ單ニ高等學校ニ入ル入學ノ率
サヘ宜ケレバ其ノ中學校ハ良イ學校ダト云フテ其
處ヘ皆ガ殺到スルノデアリマス（中略）所ガ日本
ト云フ國ハ情ケナイコトニハ國民ノ平均所得ハ亜
米利加合衆國ノ國民ノ十分ノ一シカアリマセヌ、
而モ其ノ物價ハ相當高イ國デアリマス、此ノ國ニ
於テ中等學校ヲ皆義務敎育ノ如ク心得、サウシテ
志願者ガ其ノ體格モ考ヘズ、或ハ又自分ノ境遇モ
考ヘズ、天稟モ何ニモ考ヘナイデ悉ク入リ、而シ
テ又爲政家ガ之ニ應ジテ其ノ入學志願者ガアレバ
アル程學校ヲ建テルト云フコトハ、是ハドウモ私
ハ日本トシテハ採リ得ナイ所ノ政策デアルト考ヘ
テ居ルノデアリマス（25）

　山縣は前述の有吉知事と同様、高等学校などの上
級学校への進学率が高く、そのための教育を施して
くれる予備校のような中学校を求めるあまり、入学
難が引き起こされるのだという。仮に中等学校を義
務教育にしようとしても、日本の財政がその水準に
は達していないため、アメリカのようには実施でき
ない。また自分の境遇を考慮せず中等学校へ進学し
ようとする者がいるために起こる事態に対処しよう
と学校を増設することはできないという。本来はそ
れぞれが適切な進路へ分散されていくべきであり、
そうであればこのような事態は起こり得ない、との
考えが読み取れる。
　また山縣は、入学難緩和策としての学校増設につ
いて、財政を顧みずに増設することは、教育の質の
低下を招くと主張し、学校増設に積極的でなかった
ことがわかる。つまりあくまでも既存の教育制度の
中で子どもたちを振り分けていくという考えをもっ
ていること、その中で中学校教育の質を維持しよう
との姿勢であったといえよう。

（二）岡田良平文部大臣の演説
　次に、『兵庫教育』から文部省の考え方をみてみ
よう。大正13（1924）年の10月号に、「入學難解剖
に就いて文部大臣に質す」という小学校の一教員の

意見が掲載されている。そこで批判された岡田良平
文部大臣の地方官会議での演説を、はじめに引用し
ておく。

　 　諸學校に於ける入學難の問題は最も憂慮すべ
き、事項の一にして、敎育上の諸弊害、是に基因
するもの甚だ多し、元來我國の中學校、高等女學
校の如きは、その學校數と生徒數に於て歐米諸國
に比し必ずしも、遜色あるにあらず、然も學校の
無限増設と學級の増加のみによりて、入學難の問
題を解決せんとするは、到底、之をなし得べきに
非ず、抑も就學難の一原因は、本邦敎育が、初等
中等を通じて、上級學校の準備敎育に偏する甚し
きにあり。從來何れの學校に於ても、卒業後、更
に上級學校に進入せんとするものはその一部に過
ぎざるを通例とするが故に、各學校は、それぞれ
完結充實したる敎育を施す機關ならざるべから
ず、然るに中學校、女學校の如き動もすれば、準
備敎育に偏するの結果、必ずしも上級學校を卒業
する希望なきものに至る迄、一度は上級學校に進
入せんことを試み、ために入學難を甚しからしむ
るものあり（26）。

　岡田は、日本の中学校数や学級数は欧米諸国と比
べて遜色ないとし、上級学校進学のための準備教育
が入学難の原因であるとする。小学校も中学校も各
教育機関がそれぞれ完結する教育を行わず、一部の
上級学校進学者のための準備教育を行うことが多く
の上級進学希望者を生みだす結果となり、これを止
めない限り、入学難は緩和されないと述べる。そし
て高等小学校（27）や実業学校への進学を促すように
指導すべきとの見解を示している。
　つまり、山縣知事と同様、中学校や高等女学校の
増設ではなく、その他の進路である高等小学校や実
業学校へと促すことで打開していくことを文部省は
望んでいたと考えられる。

（三）岡田文部大臣の演説に対して
　一方、岡田文部大臣（文部省）の考え方に対し
て、ある小学校教員は次のような意見を述べてい
る。「現今の實狀は、上級學校に進入するものは、
到底その一部に非ず、殆ど全部である。小學校より
中等學校に、中等學校より高等、専門學校に、尚大
學にと就學熱が盛んである」（28）と、ほとんどの者が
より上級の学校へ進学しようとしているのが現状だ
と言う。また、中学校入学難について「實力主義を
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取り入れるゝことをなさずして、資格主義を尊重す
る社會、そのものゝ罪ではないか。」（29）と訴えかけ
ている。そして「社會は何を以て、學校の標準をと
るか、上級學校に入學者數の多數をもつてその成績
を判定するの色眼鏡をはづしてゐるか、棄てゝしま
つてくれたか、私達は徒らに、社會の流れに關しな
いけれども、敎育もある程度迄、社會思潮を尊重す
ることが眞である。」（30）と小学校に対する社会の一
方的な見方が準備教育を促していると言う。
　この『兵庫教育』の記事からは、文部大臣と現場
の小学校教員の意見が明らかに異なっていることが
分かる。すなわち、それぞれの進路に振り分けられ
ていくことを望む文部省と、中学校進学希望者を増
大させる社会の現状から入学難はやむを得ないと考
える教育現場との齟齬が生じていたのである。

おわりに
　大正期、中学校では高等普通教育が施されていた
が、時代が下るにつれ、実際には多くの者が中学校
よりもさらに上級の学校へ進学を希望した結果、中
学校は進学のための予備機関として見られるように
なった。そのため中学校をめぐって激しい受験競争
が引き起こされるに至った。
　一方、兵庫県当局や文部省は、明治後期以来の教
育制度によって尋常小学校卒業者をさまざまな進路
に振り分け、そのなかで国家の中枢を担うような人
物を輩出する中学校教育の質を維持しようとした。
それは兵庫県知事や岡田文相らの見解で明らかであ
る。しかし、大正期には、尋常小学校からの中学校
や実業学校への振り分けはうまくいかなかった。
本稿ではこれらのことを確認できたほか、公立中学
校への受験競争といっても大正期の入学難の背後に
は、公立中学校間の格差があることが分かった。
　旧制中学校から高等学校となった戦後の単線型の
教育制度においても、進学上の理由による高等学校
の人気格差は存在する。そしてそれらは政府や各都
道府県、さらには地域住民にも暗に受け入れられて
いるのが実態である。そのため各高等学校では普通
科高校を中心に、大学への進学率を少しでも上げよ
うとする取り組みがおこなわれている。
　しかし、本来は、各高等学校の特色を活かした、
学校独自の取り組みが強調されるべきである。そう
でなければ、ますます進学率だけに重きを置いた学
校教育となってしまうのではないだろうか。
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