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浦島太郎の玉手箱はその結末を導く重要な装置であるが、意外にも本文の中ではその詳細につい
ては記されていない。しかし、絵画化表現を探ることで、玉手箱のイメージは、江戸時代前期には
おおよその形を整え、江戸時代後期の江戸において波模様の装飾を加える。一方、明治以降には独
創的なものも出現するが、それ以降現代までおおよそ江戸時代の形状が受け継がれてきていること
がわかる。
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はじめに

注 一

二〇〇九年の夏、東京において「美しきアジアの玉手箱

―シアトル美術館所蔵日本・東洋美術名品展」と題

する展覧会見た。題名から連想されるごとく、その展覧会の目玉の一つは浦島太郎の玉手箱であった。玉手箱と

いっても浦島が龍宮から持ち帰った箱そのものではない。しかし、表面は金の沃懸地で亀甲繋に唐花文様で、箱

の蓋の裏面は黒漆に蒔絵があり、絵柄はひとりの男がまさに箱を開けようとしているものであり、その背景には
て ばこ

木製漆塗

鎌倉時代

世紀

縦

・４㎝

横

・１㎝

高

・３㎝

亀も鶴も描かれている。浦島を描いた手箱と見做してよいだろう。展覧会の図録には次のように紹介されている。
うらしままき え

浦島蒔絵手箱一合

29

15

とぎだし

す はま

すず

い か け じ

入れた亀甲つなぎ文様で埋めつくし、接合部の口縁に錫の縁をめぐらし、側面に金銅製の紐金具を打っている。蓋裏に

こうえん

本器は、浦島の手箱と呼ばれ、シアトル美術館の日本美術を代表する名品である。外側総体は、沃懸地による花菱を

下のように説明が記されている。

この蒔絵の手箱は、浦島伝説との関係からつとに紹介され注目をされていた。この展示図録に付載の解説には以

注 二

き、そこに紐を通す。蓋の上部は蒲鉾型に甲盛りとなり側面は蓋鬘といい、身と合わせる部分には置き口が付く。

かる桟蓋と身を被う被せ蓋の二種があり、身には懸け子が入る。また身の側面には紐金物（鐶・鐶台・座）が付

（大辞泉）である。『大辞泉』では参考画像がついていて、それによれば、蓋と身に分けられ、蓋には身に直接か

手箱とは、「手回りの小道具を入れておく箱」
（広辞苑）または「手回りの小道具や化粧道具などを入れておく箱」

22
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は黒漆塗りに研出蒔絵で、松が生える洲浜で、まさに玉手箱を開けようとする若い浦島を表現している。右遠景は亀が
苫小牧駒澤大学紀要
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ほうらいとう

しゅげんせい

甲羅に宝城を背負う蓬莱島の描写、周囲に鶴を配する。浦島伝説から採られた意匠だが、竜宮城ではなく蓬莱島が配され、
さらに鶴亀のモチーフを加えて浦島の長寿の祝言性を盛りこんでいる。

確かに亀の上の楼閣、鶴と亀の祝言性、箱を開けようとする若者など、描かれている内容を勘案すれば、浦島

伝説に取材したものであり、まさに浦島太郎の玉手箱である。だが、若干の違和感もある。それはこの箱を見な

がら、そもそも浦島太郎の玉手箱とはどんな形をしていたのであろうと問い直す時、明確なイメージを浮かべる

ことができなかったからである。改めて考えてみると、その形状も色彩も漠としていてこれと一つさだめること

ができないのである。
そこで、
本稿では玉手箱の形状を中心にそのイメージの形成過程を具体的に探ることとする。

玉手箱の表現と描写

不思議なことに古代における玉手箱のイメージはたいそう希薄である。具体的な描写が皆無なのである。直言

すればそのイメージはないに等しい。浦島伝説に関するもっとも古い時代を記録している『日本書紀』には雄略

天皇二十二年七月のこととして「丹波國餘社郡管川人瑞江浦嶋子、乘舟而釣。遂得大龜。便化爲女。於是、浦嶋

子感以爲婦。相逐入海。到蓬萊山」と記載しているが、箱に関する記述はない。これは浦島の帰郷以前の記録と

思われるからある意味で当然ともいえる。しかし、その直後には「歴覩仙衆」と蓬萊で仙人と会ったことも記し

ているのだから帰朝していたとも考えられる。帰朝の記事は日本後紀の天長二年に本来は記録されたはずだが、

当該部分は散逸していて『水鏡』では「持タリシ玉ノ箱ヲ」
（五四代・淳和天皇）、『帝王編年記』は後述の漢文『続

浦島子伝記』を引くのみであり、これも詳細はわからない。『丹後国風土記』逸文には「玉匣」とあるのみ。『続
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浦島子伝記』でも「玉匣」とのみあってその形状に対する言及はない。但しその箱を渡す描写は以下のごとくで

ある。「送玉匣、裹以五綵之錦繍、緘以萬端之金玉、而誡嶋子云、若欲見再逢之期、莫開玉匣之緘」（玉匣を送り、

裹むに五綵の錦繍を以ってし、緘るに萬端の金玉を以ってする。而して嶋子に誡めて云く、若し再逢の期を見ん

と欲すれば、玉匣の緘を開くこと莫れ、と）と記されている。匣自体の形状の記述はないが、それを包んだもの

が錦の刺繍の絹であり、それが金玉でとじられていたのである。当然に箱はこれに匹敵する造りであったはずな

のだが、残念なことに記されていない。これの縮約版と考えられる群書類従の「浦島子伝」の記述も同様である。

また『万葉集』の長歌でも「此篋開勿勤常」
（此の篋を開くな勤と）とあるのみで、箱の詳細な記述はやはりない。

視点を変えて見よう。中古の和歌や物語からこの箱のイメージを探ろう。『後撰和歌集』の中に浦島伝説の影

あけてだに何にかは見むみづのえのうらしまのこを思ひやりつつ

中務

（新編国歌大観・後撰集・巻十五・雑一・一一〇四）

く侍りてありし家にかへりて、このはこをもとながのみこにおくるとて

む時にあけむとてもののかみにさしおきていで侍りにけるのち、つねあきらのみこにとりかくされて、月日ひさし

元長のみこのすみ侍りける時、てまさぐりに、なにいれて侍りけるはこにかありけん、したおびしてゆひて、又こ

を帯びた和歌が出ている。巻第十五・雑一の中務の歌である。



二人の男、元長親王と常明親王との間に悩む中務が何箇月か後に帰った家で目にしたものは、下帯で結い封じ

られた箱であった。今更と元長親王に送り届けるため付けられた和歌「何が入っていたのかと今さら見て何にな

りましょうか。だから開けて見ることはしません。あの水の江の浦島の子のことを思い浮かべながら」には、箱
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を開けて亀姫との再会を逸した浦島のイメージがあったのであろう。しかし、箱の中身の詮索はしないまでも箱
苫小牧駒澤大学紀要

5

林

晃平

玉手箱の来し方

自体のイメージはやはり希薄である。

一方『源氏物語』にも浦島伝説は顔を出し、特に「夕霧」巻では亡き柏木の未亡人落葉宮が、母の形見の経箱

をみて「涙に曇る玉の箱」と歌を詠んだ後に、地の文ではその箱の歌から気持ちを推し測り「浦島の子が心地なん」
と記している。

人々はみないそぎたちて、おのおの櫛、手箱、唐櫃、よろづのものを、はかばかしからぬ袋やうのものなれど、みな

先だてて運びたれば、一人とまりたまふべうもあらで、泣く泣く御車に乗りたまふも、かたはらのみまもられたまうて、

こち渡りたまうし時、御ここちの苦しきにも御髪かき撫なでつくろひ、おろしたてまつりたまひしをおぼしいづるに目
も霧りていみじ。御佩刀にそへて、経箱を添へたるが御かたはらも離れねば、
恋しさの慰めがたきかたみにて涙に曇る玉の箱かな

黒きもまだしあへさせたまはず、かの手ならしたまへりし螺鈿の箱なりけり。誦経にせさせたまひしを、かたみにとど
めたまへるなりけり。浦島の子がここちなむ。（源氏大観・校訂本文）

夕霧の一条院へと強引に迎えられる場面である。櫛も手箱も唐櫃も、荷物は既に運ばれて、後は身一つである。

それでも宮の傍らにはいつも手許に置いていたこの守刀と経箱があった。その経箱は螺鈿の装飾が施されたもの

であった。やはり箱とは、いろいろな形状を持ち、装飾も様々であったのだろう。喪に服すには黒い箱がよろし

いのだが、形見だからであろう、そのまま持っているのである。既に他の手箱は運ばれている。その個々の手箱
の形状はわからない。もっとも経箱も手箱の一つとはいえようか。
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能狂言の玉手箱

室町時代に登場する能に「浦島」という演目がある。今日では上演されることはないが、詞章は甲乙の二種残

っている。甲を別名「水江」といい、乙を「龍神浦島」という。甲は都からの勅使 （ワキ）が尉と出会い、尉は

浦島明神の由来を語り、自ら浦島明神となって勅使に不死の薬を与え舞を舞う。乙は、勅使 （ワキ）を海で釣す

る少女 （シテ）が迎え、浦島明神に案内する。中入り後、浦島明神 （シテ）と龍神 （後ヅレ）が登場し、勅使に薬

を与える。「あたりも耀く玉の手箱を、かの旅人の、稀なる故に夢中に現し、見せ給ふ。」（龍神浦島）とあり、ど

うやら輝くばかりの玉手箱の様である。甲乙どちらにも玉手箱は登場するが、やはりその具体的形状には触れら
れていない。

『風俗画報』三九三号（明治四二年二月）の「言語歌謡」欄の記事に山下重民の筆になる謡曲「浦島」（龍神浦島）

に関するものがあり、登場人物たちの服装に触れ、展開を説明しているが、玉手箱に関する記述はない。この雑

誌には名前のごとくに絵が付属している。坂巻耕漁描くところの二神である。中央に作り物の蓬萊亀あり、右に

浦島明神、左に龍神が彩色で記されている。しかし、残念ながら玉手箱らしきものは見られない。

ところで、この浦島明神によく似た衣裳の絵が浮木庵蔵の掛幅にある。落款や印記などはなく、表装や絵柄か

らも明治以降のものと思われる。足許には玉手箱と蓑亀が描かれていることからも、先の『風俗画報』所載の絵

から、能「浦島」の一場面、おそらく浦島明神を描いたものと思われる。しかし、黒い箱に赤い紐で結い封じた、
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自らと光り輝く箱には見えない。はたして玉手箱とは異なるものなのか、または演出によって輝かせるものであ
苫小牧駒澤大学紀要
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能「浦島」の浦島明神と玉手箱
図１
玉手箱の拡大図
図１ｂ

ろうか。詳細はわからない。［図１］

能は演じられるものである。ゆえに上演のためには記録やメモが残されてい

る。浦島の玉手箱のイメージをさらに求めれば、江戸期の作り物や小道具類を

描いた国立能楽堂蔵の『能装図』では「浦島」に関して黒よりは深紫に近い色

で被せ蓋の縁は金泥（あるいは金属）で飾りが付いていて、赤い紐で結い封じ

た手箱が描かれている。また、野上記念法政大学能楽研究所蔵『諸流能間古書

全』（嘉永六年）には、鷺流間狂言「浦島」の中で「玉手箱」として長い四角

の箱を線画で描き「箱カブセフタニテ／高サ七八寸程アリ／巾六寸程有／長サ

一尺二寸程有」とまずは箱の大きさを記し「金箔ダメニテ／草花ノモヤウ／シ
注 三

ンクノフサ付ノ／紐ヲ付給ヒ／此玉手箱宮作リノ内にシテ持テ出後ニ勅使ニ渡

ス」と具体的に記されている。台本には記されなくても、上演にあたっては小

道具として具体的イメージがなくてはならない。ここでは箱が黒漆なのかは未
詳だが、真紅の紐は先の絵にもつながる。

ところで、冒頭のシアトルの玉手箱の形はの縦横比はおよそ三対二であった。

しかし、ここで記録されているものは縦横の比率が一対二に近い縦長の箱で多

くの人々のイメージからは少し意外な気がするかも知れない。しかし、今日描
注 四

かれた玉手箱として古い例を探ると丹後の伊根町にある浦島神社蔵の重要文化

財「浦島明神縁起」が筆頭に上げられるであろう。そこに描かれた手箱は縦長

8

所謂御伽草子の玉手箱

で、絵巻などの筒状のものを入れるような形状の箱で

あり、全体の色は朱のようである。浦島はこれを片手

で捧げるように持ち歩いていたようだ。この色と形は

以後の手箱にどこまで影響を与えているのであろう。
［図２］

今日の浦島的イメージの多くは所謂御伽草子の「浦島太郎」によって形作られている。それは御伽草子という

作品群の多くが絵を伴っている絵巻や絵本という形で流布したからである。絵という表現はことばに比べて視覚

的具体性を伴っているのでインパクトが強い。一方、留意しなければならないのは、詞書と絵とでその書き手が
注 五

異なる場合は、連絡が行き届かずに本文と絵に齟齬をきたすこともある。まずは、本文の確認をしておこう。

所謂御伽草子「浦島太郎」の本文はその和歌と内容から四つの系統に分類できる。それぞれの本文を系統別に
見ていこう。

Ⅰ類は、平成に入ってから多くの写本の存在が報告され、現在六本が確認される注目されるべき系統の本であ
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る。その特徴は他人が釣り上げた亀を浦島が銭で買い取り、その後浦島は船で龍宮へ招かれるというもので、今
苫小牧駒澤大学紀要
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浦島神社蔵絵巻
玉手箱を開ける浦島子
図２

林
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日的な浦島太郎の話に繋がる興味深いものである。ここではオックスフォード大学蔵絵巻の本文を掲げる。

御かへりあれと申けれは、そのときうらしま太郎よろこひておきあかりけれは、女はう心に思ひけるは、いくちとせ

共なく契て今さらはなれたてまつらむ事のうらめしさよと、てなみたをなかし、さらは明かたのはこをまいらせんとて、

玉てはこをいたして申けるは、かまへて〳〵此はこのふたをあけさせ給ふ（な）とて、うらしま太郎に玉てはこをそい
たしける。

Ⅱ類は日本民藝館に蔵される孤本絵巻であったが、これも近年聖徳大学にもう一本が存在することが報告され
ていた。民芸館本を掲げる。

ひよくれんりとこそをもひしに、ちからなしとててはこをひとつまいらせける。御み、このはこのふた、かまへてあ

けさせたまふなと、かたみのはこをまいらせける。うらしまもこれをとりて、かたみのはこをふねにのせて、なみたな
からたちいてける。

Ⅲ類は、古梓堂文庫旧蔵で現在は所在不明の元縦型絵本の改装絵巻。

あまりの御なこりおしさにひとつのたからをあたへけり。このはこをかまへて〳〵ふたをあけさせたまふなよ。この

わこをもちたまはんほとは、なにゝつけてもとほしき事よもあらし。かまへて〳〵あけさせたまふなよと、くれ〳〵し
めしたまふ。

Ⅳ類は、所謂流布本で、現在ある諸本の九割近くはこの系統である。その中で御伽文庫本を代表として、他本
を参照する。

また是は、みづからがかたみに御らんじ候へとて、ひだりのわきよりいつくしきはこをひとつとりいだし、あひかま
へてこのはこをあけさせたまふな、とてわたしけり
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これは増補されたと考えられる南葵文庫の本文やコロンビア大学図書館本でも

御おんをほうし申さんかために御らんしさふらへとて、ひたりのわきより手はこをひとつとついたして、うらしま太

郎におくりまいらせさふらふと申、あひかまへて〳〵このはこをあけたまふな、とてうらしま太郎にわたしけり

ほぼ同じ、というより「いつくしき（美しき）」ということばすら欠如した本文なのである。つまり御伽草子

の絵本や絵巻においても詞書本文では、その箱のイメージは具体的にことばとして表現されていないのである。
いかに箱に具体的イメージを想定していないかがわかるものといえよう。

ところで、何も書かれない本文に対して、絵を伴うことが多い御伽草子の絵本や絵巻には、玉手箱はどう描か

れているのか。挿絵に描かれた様々の玉手箱を本文の系統別に確認していこう。本文系統によって、玉手箱に特
徴はあるのであろうか。

Ⅰ類は、以下の通り。民芸館絵巻では、形状は渡す場面などは長方形であるが、開く場面では正方形に見える。

外は黒で、中は朱。紐は描かれていない。慶応義塾大学図書館蔵横型本は、大きさは両手で抱える程度。外は黒、

中は朱、紐も朱。帰郷上陸後は、紐を手に持って箱を吊り下げている。オックスフォード絵巻は平たく正方形に

近い被せ蓋。外は黒に金蒔絵模様で、赤い紐で結封じられている。これも赤い紐を手に持ち箱をぶら提げている。

浦島は大事な手箱を必ずしもしっかりと抱えているわけではないのである。石川透氏蔵横型本（断簡）では、外

は黒、中は不明。金泥で縁取り。紐も金泥で表現している。これも箱をぶら提げている。フランス国立図書館蔵

絵巻（元縦型絵本を改装）も外は黒で金泥模様（梅鉢か）、中は朱。紐は赤系統のように見える。こちらも箱を

ぶら提げている。総じてⅠ類絵巻は、外は黒、中は朱の漆塗箱で紐は赤、ぶら下げていることが特徴といえよう。

第三十一号

二〇一六年三月

Ⅱ類の日本民藝館蔵絵巻は、両手で抱えられるほどの大きさで少し長めの正方形。外は黒、中は水色、紐は赤。
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聖徳大学本は箱を開けた場面には彩色がなく、中の色は不明。

Ⅲ類の古梓堂文庫旧蔵は室町時代物語集・第五の戦後再版本に一部モノクロ写真が掲載されている。印刷も不

鮮明だが、開箱場面では大振りの外側は黒っぽく、内側は白っぽい箱が開かれている。箱の下部には四隅に脚の
ようなものが見られる。左には被せ蓋のようなものが見られる。

Ⅳ類は、絵巻絵本共に多い。版本も御伽文庫本の他に、縦型の丹緑小本や元禄四年本も存する。丹緑小本では

正方形の大振りの浅い箱で、外は黒、中は白、紐は見えない。パリ本も同じ。御伽文庫本は、場面によって形状

が異なる。別れの贈箱場面では両手の平程度の長方形の黒い箱で、紐で閉じられているが、帰郷の訪問場面では

左脇に抱えていて大きくはみ出して見える。開箱場面では正方形に近い平たい箱となり、外は黒、中は白である。
元禄本は長方形の小形の浅い箱で、外は黒、内は白である。

写本は開箱図を中心に概観する。多久文庫横型本、浮木庵横型本、海の見える美術館蔵横型本は、正方形近い

浅い箱で、外は黒で内は朱。白百合女子大学本は、横長の一抱えもある大型で、外は黒、内は赤、紐は朱である。

縦型本では、東京大学国文学研究室蔵本の二種は、Ａ本は長方形の手箱で外は黒、贈箱場面では金泥の模様あ

るいは散しがあるが、帰郷場面では黒のみ。開箱図がないので内側は不明。紐は見えず。Ｂ本は、開箱図で正方

形に近い浅い箱で、外は黒でかすかに金泥模様が描かれていた様子がうかがえ、内は赤。紐は見られない。コロ

ンビア大学本は、大きな正方形の箱で、外は黒に金砂子が散らしてあるようで、内側は赤、紐は見えない。大阪
青山大学の大型絵本は、外は金泥梅鉢文様に砂子散し風、内は黒、紐は赤系。

絵巻は大型本では、Ｃ系統の長野歴史館本には玉手箱を描いた画面がない。コロンビア大学本では贈箱図では、

深めの黒に金泥で桜花模様が描かれている手箱であり、開箱図によれば内側が赤で箱の下部四隅に脚があること

12
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も確認できる。瀧門寺絵巻は、贈箱図に正方形に近い黒に金泥で草花を描い

た蒔絵の玉手箱が朱塗りの台の上に置かれている。岩崎文庫本では贈箱図に

ではちょうど乙姫の手に乗るほどの黒に金蒔絵の施された手箱が描かれてい

て、帰郷図でも同様な箱がみられるが、開箱図はないので、内側は不明。紐

も見られない。大英博物館本の開箱図は一抱えもありそうな浅い正方形の箱

で、外は黒に梅鉢の金泥模様、内側は赤ので、赤の紐が付く。パリ本では贈

箱図に黒に金泥模様の手箱が朱塗の台に載っている。

こうした流布本の絵巻の一例として浮木庵絵巻の開箱図を次に掲げる。［図

３］［図３ｂ］箱は二対三ほどの形で、蓋は被せ蓋。外は黒漆に金泥で七曜

の模様が描かれている。箱の内側は朱である。御伽草子類の挿絵には形に若

干の差異があるが、この外は黒（場合によって金泥模様）、中は朱塗が多い。

基本的に大きさや形には違いがあっても、黒漆の手箱が江戸前期における玉

手箱として容認されていたと考えてよいであろう。なお、玉手箱をぶら提げ

るのはⅠ類の玉手箱の特徴のように思われるが、Ⅳ類でもこの浮木庵絵巻の

帰郷訪問図では紐を取ってとして提げている。見てわかる通り開箱図の玉手

箱と比べると、その形は大きく異なり細長くなる。これも玉手箱の形状をそ

れほど厳密に意識していなかった証といえよう。［図４］また、帰郷時の浦

島の衣装は柿色か緑色の狩衣が多い。浦島は龍宮でもてなされたときにこれ
二〇一六年三月
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浮木庵蔵絵巻「浦島」の開箱図
図３
右の箱の拡大図
図３ｂ

林

晃平
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に着替え、故郷に錦ということばのごとくその美麗な衣装のままで帰郷した
のである。

御伽草子といえども「浦島」の場合は、現存する挿絵のほとんどは近世に

入ってからのものである。ゆえに近世前期の玉手箱は前述のようなイメージ

であったのだろう。近世も後期になると絵入本も草双紙の世界になる。その

水 江対紫雲篋』は明和八（一七七一）年鱗形屋刊、鳥居清経画の黒本三
浦島

中から玉手箱の絵のあるものをいくつか拾い上げてみる。
『

冊本である。『元亨釈書』に見られる如意尼の説話を取り入れた話であるが、

宮から戻り玉手箱を開けて年寄ってしまうが、知る者がだれも

六刊、市場通笑作、鳥居清長画、黄表紙二冊本。浦島太郎が龍

『浦島太郎二度目の龍宮』は安永九（一七八〇）年奥村屋源

５ｂ］

られている。他には例を見ない箱の造りである。［図５］［図

いるのであろう。蓋は被せ蓋でこちらも四隅に黒い金具が付け

きた黒漆とは趣きを異にして、異国風の頑丈な造りを表現して

角ごとに黒い金具がつけられていることである。これまで見て

きは、箱は足付きで、おそらくは白木ゆえに白く描かれ、その

そこで浦島が龍宮から持ち帰った玉手箱が描かれている。この絵で注目すべ

対紫雲篋の箱を開ける場面
図５

浮木庵蔵絵巻「浦島」の帰郷訪問図
図４

14
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いないので、亀の助言で龍宮に戻り、龍王の験力により若返

って再び乙姫と暮す話である。［図６］。『昔噺し虚言桃太郎』

は天明二（一七八二）年岩戸屋源八刊、伊庭可笑作、黄表紙

三 冊、 桃 太 郎 の 孫 で 医 者 の 桃 の 玉 庵 が 龍 宮 に 乙 姫 の 病 気 を

治しに行く話である。［図７］。『押懸龍宮の御客』は天明三

（一七八三）松村弥兵衞版刊、三越乳堂百川の作で古面堂未

通画、黄表紙上中下の三冊本で、玉手箱欲しさに龍宮へと押

しかける話である［図８］。ほぼ同時期のものゆえともに箱

の形も似ていて、外は黒く中は白く描かれている。これまで

見てきたように恐らくは外は黒漆、中は朱漆なのであろう。

注目すべきはその図５では箱の身の側面に、図７では蓋に

も波模様が描かれていることである。これ以前には見られず、

以後、玉手箱の側面にはこの波模様が約束事のように描かれ

ていく。これ以後には草双紙だけでなく江戸の役者絵の玉手

箱には波模様が描かれているのである。おそらくは歌舞伎や

浄瑠璃の玉手箱の影響を受けての表現であると思われる。た

だし今のところ上方絵ではこうした波模様を見ていない。江

戸と上方では小道具に違いがあるのであろうか。それとも管

15

図６ 「浦島太郎二度目の龍宮」の玉手箱
押懸龍宮の御客
図８

同・玉手箱の拡大図
図５ｂ
昔噺し虚言桃太郎
図７

晃平
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見ゆえの思い込みであろうか。

歌舞伎の舞台を描いた典型として月岡芳

年の三枚組「浦島太郎玉手箱」の右一枚を

次に示す。［図９］「浦島太郎玉手箱」の筋

書きの詳細は未詳ながら、絵を見る限り龍

宮の中でのお家騒動を描いたもののようで

ある。慶應元（一八六五）年笹喜版の三枚

続き。坂東彦三郎扮する浦島が玉手箱を開

けた煙の中から、沢村田之助扮する乙姫を

始めとする龍宮の一族が登場している。こ

の時期の役者絵では、緑色の肩衣、茶色に

まずは、先にも芝居絵で引いた月岡芳年の二枚続き「浦嶋之子歸國従龍宮城之圖」である。［図 ］［図 ｂ］同

御一新という言い方もあるように、明治維新は日本人の意識を変え、玉手箱にも形状の変化を及ぼしたようだ。

玉手箱の近代

様の玉手箱も役者を問わず必ず描かれているのである。

袖の下部が格子縞の単衣、形ばかりの腰蓑など、役者を問わず浦島太郎の姿は様式化されている。黒地人に浪模

林

芳年・浦島太郎玉手箱
図９

10

10
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じ絵師であるのに、時代と主題が変わればこのように表現も変わる

ものであろうか。その左に龍宮を後にする亀に乗った浦島を、右に

は見送る龍王と乙姫、その後ろ遥かには龍宮城。この構図自体はそ

れほど目新しいものでもないが、うねる波の表現は斬新かつ大胆で

あり、また浦島の姿衣装もそれまでの漁師然とした形式の物とは一

線を画した意表を突いたものである。そして、注目するのが玉手箱

である。月次な表現では、右手に釣竿を持って肩に懸け、左手は玉

手箱を脇に抱える姿が多いのであるが、この浦島は何と玉手箱の朱

の紐を首で結び、肝腎の箱は背中にさげているのである。しかもそ

の箱をよく見れば、編み上げの箱のようある。小さな柳行李のよう

にも見られる。とすれば、従来の密閉感を意識した高級な箱とは発

想がまったく異なるというべきか。芳年は幕末の芝居絵では典型的

な錦絵の技法で役者と玉手箱を描き、明治期になると、ここでは独

自の解釈で編み上げの箱を描いている。一見それは葛籠のようにも

見られる。従来の玉手箱のイメージを払拭したものといえる。

注 六

こうしたそれまでの歌舞伎的類型を離れると、浦島にも玉手箱に

］ そ の 執 筆 時 期 は 未 詳 で あ る が、 浦 島

17

も新しいイメージが出てくる。これに似たものとして尾形月山の落
款のある掛幅がある。［図

11

芳年の帰郷図
図10
同・玉手箱の拡大図
図10ｂ
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注 七

の衣装を古代風にしており、同様の衣装で描かれた浦島太郎の絵本が存

在するので、あるいはそのころかとも思われる。この玉手箱はやはり編

上げのような箱の趣きである。衣装表現を勘案すると、これらの箱は漆

工芸以前の箱の形状を想定して描かれているといえるのかもしれない。

つまり浦島の伝説に明治以降に導入されたリアリズム的なものを求め、

様式化された歌舞伎的浦島の表現を否定した上に成り立ったものかもし
れないのである。

一方、芳年とは別に写実的西洋画の衣をまとった新しい浦島像も出現

］明治二十八年（一八九五）に第七回明

し、それに応じて玉手箱も新しい形状を生み出している。山本芳翠の油
彩の「浦島図」である。［図

く見れば金属の縁取りを持ち硝子か貝殻で造られているように見える。

ある。こうした中で描かれた浦島の姿は独自のものであり、玉手箱もよ

るのであり、背景の海上遠くに見える宮殿も塔を伴った西洋風の城郭で

法を用い、龍宮という世界をギリシア神話を描くような発想で描いてい

いる。しかし、これまでのものとは大きく異なるのは油彩の西洋画の技

像でありで、乙姫は海豚に曳かれた貝殻の乗り物に乗って見送りに出て

構図は芳年のそれに似て左に亀の乗った浦島、右に見送る乙姫を描く図

治美術会展に出品された。制作は一八九三年から九五年とされている。

12

月山の浦島帰郷図
図11
芳翠の浦島図の玉手箱
図12

18

た

ま

く

し

げ

単なる浦島の洋風化ではなく、過去の浦島的イメージから自由になった絵画

であり、それゆえに漆工芸とは一線を画す玉手箱となっている。

こうした貝殻の玉手箱は海にふさわしいため、後に、絵本でも描かれてい

］

く。東逸子の「浦島太郎」（二〇〇四年・小学館）の挿絵では白い貝を組み

合わせたような玉手箱が登場しているのである。［図

しろがね

たまくしげ

まり

はこ

はこ

はこ

ふる

きこ

しかし、後に戯曲「玉篋兩浦嶼」が『我一幕物』（籾山書店・大正一年）に収められる時にこの自注も一緒に収

これは『歌舞伎』第三二号に掲載されたときには署名は「穏流口述」とあり、信頼性に一抹の不安を感じる。

しし例なきにはあらず）。

ためし

の寶珠を捧げ、（中略）この寶珠は、世の人言に玉手箱といふ物なりとさへ書きたれば、その形をさまざまにつくりな

ひと ごと

にも弁へられたり。ここに八角の銀の鋺を匣として用ゐしは、新案なり。（されど）浦島太郎倭物語には、（手には一つ

わきま

風土記に玉匣、多麻久志義、萬葉集に玉篋、筥、箱などゝあり。玉手箱といふこと、舊くは聞えず。そは早く燕石雑志

たまくしげ

する。「しつらひなせる玉匣」という語句に対して次のように記すのである。

金属製の八角形の玉手箱を造り出している。これについては「玉篋兩浦嶼自註」とする文章の中で彼自身が説明

して上演された。その中で自己の美意識と論理性に基づいてこれまでにない

注 八

を執筆し、それは明治三十六年一月二日から伊井蓉峰一座の市村座で中幕と

自ら初めての戯曲「玉篋兩浦嶼」
（歌舞伎発行所刊小冊子、署名「森林太郎作」）

一方では、森鷗外が明治三十五（一九〇二）年、俳優伊井蓉峰の求めに応じ、

13
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録されたことからも、鷗外の真意を伝えていると見てよいであろう。『歌舞伎』掲載時は原文は総振仮名である
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東逸子の玉手箱
図13
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が、ここでは煩雑さを避けて一部を省略した。また（されど）は削除、

（手には…）以下の部分は、『我一幕物』に収録時には「玉手箱を宝珠の

名とさへ作りなせり」と改められている。「浦島太郎倭物語」とは、延

享二年（一七四五）刊、為永太郎兵衛、浅田一鳥、豊岡珍平の共同執筆。

初演も延享二年ないし寛延三年（一七五〇）の頃という。鷗外は執筆に

あって過去の作品や資料を丹念に調べ、構想を練ったのだろう。その準

備を踏まえて、このように彼はあえて玉手箱の新機軸を打ち出そうとし

たのである。その形を具体的に知ろうと思えば、明治三十九年九月の再

演に際して明治座が発行した筋書き（パンフレット）に、箱を開いた場

面の挿絵が掲げられているので次に示す。［図 ］龍宮から帰った浦島は、

上で腰蓑をつけて歩き回ることも不自然であろう。ゆえに約束事としての腰蓑なのであろう。つまり浦島的存在

の時に着けている必要もない。当然に龍宮の中では外しているのが礼儀と考えるべきである。また、帰郷して陸

蓑姿でいること自体ありえないことである。船の上でしぶきがかかるゆえの作業着としての腰蓑ならば、漁以外

なぜ浦島はこの姿で箱を開けているのだろう。そもそも龍宮に招かれた浦島はその龍宮に着いた時点で漁師の腰

が刊行されている。永峯秀湖の描く開箱図の浦島は既に白髪に皺だらけの老人で粗末な衣装に腰蓑をつけている。

山本芳翠「浦島図」発表の翌年、明治二十九年（一八九六）巖谷小波の「日本昔噺」
・第拾八編として「浦島太郎」

つく浦島の前には横に転がった少し深めの八角の箱と煙、そして少し右には蓋が描かれている。

戦いの準備に忙しい兵士たちに見とがめられ、押し問答の末に玉手箱を落としてひっくり返してしまう。尻餅を

14

森鷗外の八角の玉手箱
図14

20
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の象徴としての腰蓑ということである。浦島である以上は要不要

にかかわらず腰蓑は外せないという発想である。これでも御伽草

子の挿絵の狩衣や歌舞伎の衣装と比べれば多分に写実的といえる

かもしれない。不思議なことにこの帰郷の衣装については絵本類
にそのまま引き継がれていく。

］また、浦島の話は、明治の早

しかし、玉手箱は江戸時代をそのまま引きずった黒い箱に紐の
ついた旧来のものである。［図

］箱は長方形の黒塗りの手箱に赤い紐が付いている。お
16

ようであるが、模様は波なのか唐草なのかは未詳。浦島はやはり腰蓑姿で、

であろう。色刷りなのでこの模様の一部に赤が混じっている。蓋は金泥の

の側面には青海波の模様である。これもこれまでを踏襲する波模様の変形

そらくは漆塗りであろう。蓋と身の両方に蒔絵らしきものが見られる。身

げておく。［図

色刷りとなった第四期（昭和八～一五年）の「サクラ読本」の挿絵を掲

その挿絵と共に津々浦々に広がっていく。

て浦島太郎の話は、地方の特色などはすべて捨象され、画一化した本文が

書にも形を変えながら各期のすべてに取り入れられてきた。そし

注 九

くから教科書に取り入れられており、文部省唱歌を始め国定期科

15

日本昔噺の浦島の玉手箱
図15

箱を開けて煙が立ち上っているのに既に顎髭白髪の老人となっている。
二〇一六年三月
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国定教科書の浦島の玉手箱
図16

林

晃平

たお決まりの姿である。ただし玉手箱には一手間懸けている。黒漆に蒔絵と思われ

る絵箱に赤い紐が付いている。蓋の上部四隅には金属と思われる補強金具が縦横奥

の三方に延びて付けられ、側面の波模様も青色のようで意匠化されたものである。

箱の蓋の下部、身の上部の縁は金色で、これも金具かも知れない。蓋も身も内側は

既に見てきたことだが、御伽草子の挿絵以降、玉手箱の色は基本的に漆黒であり、そ

の表面には蒔絵や模様が描かれていても、その表面が金や朱でできているものはなかっ

た。しかし、浦島神社の絵巻に見える箱は朱であった。とすれば朱の玉手箱の可能性も

当然あってよいはずである。絵本でこれを描いたものが昭和四十二年（一九六七）に二

］玉手箱は両手の平に載るくらいの朱色の手箱で、黄色い紐が付いて、

点でている。一冊は岩崎ちひろの絵本『うらしまたろう』（文・松谷みよこ、偕成社）、
であった。［図

18

22

玉手箱の来し方

現代の玉手箱

］表

17

紙の絵は右手の釣竿を肩に懸け、左手に玉手箱を小脇に抱え、腰蓑姿で海亀に乗っ

年（一九三七）に刊行され、文は徳永寿美子、絵は笠松紫浪であった。［図

の挿絵の数の多さも含め、目を見張るものであった。その『浦島太郎』は昭和十二

の絵本の登場であろう。一流の日本画家や洋画家を登用し、丁寧に描かれた絵とそ

近代に入って、明治以降に様々な絵本が刊行されてきたが、安価で安直なという見方を一新させたのは講談社

笠松紫浪の玉手箱
図17

灰色に近いが、よく見れば白や紫などの色々な色が吹き付けられているようだ。

図18・いわさきちひろの玉手箱

蓋の側面には波模様が白く描かれている。内側は蓋も身も同じく赤い。独自の

ぼかしの多い絵の中で玉手箱ははっきりとした形で描かれている。もう一冊は

新井勝利の絵本『うらしま』（平岩弓枝・文、岩崎書店）である。こちらは全

体が朱というよりは橙色の無地。箱の内側は薄い緑青で、蓋と身のあわせの部

分には金色の金属が付けられている。他にも昭和四十年代の前半かと思われる、

きくや書店の絵本（童画研究会 編
･ 集、出版年未記載）に外側は身も蓋も赤地で、
蓋には黒い模様、紫の紐の付いた手箱が描かれている。箱の内側は茶色に塗ら

れている。そして、平成に入ってからも赤い玉手箱は描かれている。平成元年

（一九八九）の高田勲の絵本の挿絵にはそれが見られる（渋谷 勲・文『うらしまたろう』学習研究社・学研えほ

ん館・日本むかしむかし４）。その箱は蓋も身も外も内側も朱で塗られている［図 ］。ただし身の上部の縁は黒

でも許された。始めから終りまで、許された。乙姫は、竜宮の階段まで見送りに出て、黙つて小さい貝殻を差し出す。

浦島は乙姫に向つて、さやうなら、と言つた。この突然の暇乞ひもまた、無言の微笑でもつて許された。つまり、何

「浦島さん」で、彼独自の玉手箱を描き出している。執筆は空襲の混乱のさなかの五月という。

注十一

いえばではないか。たとえば、太宰治は昭和二十年十月、敗戦間もないときに『御伽草紙』を刊行し、その中の

玉手箱は箱でなくてはいけないのだろうか。考えようによっては、鴎外が述べるように「宝珠」すら玉手箱と

この他にも玉手箱の色に注目すれば、昭和三十年代の刊行と思われる絵本に一点緑色のものが見られる。

注 十

く塗られている。模様は蓋も身も外側は金泥の青海波の模様である。やはり赤い玉手箱は少し斬新な感じがする。

19
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まばゆい五彩の光を放つてゐるきつちり合つた二枚貝である。これが所謂、竜宮のお土産の玉手箱であつた。
苫小牧駒澤大学紀要

23

高田勲の玉手箱
図19

林
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玉手箱の来し方

と

め

歓迎の宴も、ご馳走もない超然とした龍宮で、別れを告げる浦島に、乙姫が黙

って手渡したものは、小さい貝殻であった。これも玉手箱なのである。その中に

何が入っていようと、浦島にとっては乙姫のくれた玉手箱なのである。

さて、そうすれば玉手箱の形にもこだわることはない。昭和五十二年（一九七七）

巻第１号、一月三日、集英社）の玉手箱はまさにそのような卵形である。［図

第十二回手塚賞入選作品である小池桂一の漫画「ウラシマ」
（『週刊少年ジャンプ』
第
］

玉手箱の機能は時間を閉じ込めておくことであったのだろう。

あけられた。小学生の私たちがそのままでつまっていた。」とある。水瓶の中では時間が止まっていたのである。

という形から自由になって機能のみが重視されているのである。三十年後に皆でそれを掘り出した。「玉手箱が

とも記している。水甕を玉手箱と見做す時、そこに玉手箱に対するイメージの変遷があることに気づく。既に箱

今いうならばタイムカプセルとでも言うべきものだが、出久根氏は「タイムカプセル、とはいわなかったと思う」

に埋めたという。そしてそれを「浦島にちなんで、私たちは確か「玉手箱」と称したように思う」と記している。

社文庫所収）。小学校の卒業記念に水がめにクラス全員が自分の名前を記した小物を収めて校門横の建学碑の角

直木賞作家の出久根達郎氏に「玉手箱」というエッセイがある（『本のお口よごしですが』一九九〇年・講談

ま

10

20

小池桂一の玉手箱
図20

24

玉手箱は浦島伝説を踏まえての謂いである。中身はとうに承知の物々である。玉手箱はそれを入れる容器に過

ぎない。既知のものを入れるに過ぎないそれを玉手箱と呼称する場合、その中身には以前のような未知の不可思

議さも何の面白味もない。それでも玉手箱の本来の時空を超えるという機能は残されていたからこそ玉手箱とい
う命名は承認されたのであろう。
注十二

この間にも玉手箱の変遷は幾多もあった。そして、かつて述べたように浦島伝説はアインシュタインの特殊相
注十三

注十四

注十五

対性理論の登場によって「ウラシマ効果」ということばと現象を導き出した。それは筒井康隆に「公害浦島覗機

関」という特殊な玉手箱を生み出させ、栗本薫には「心中天浦島」、「ウラシマの帰還」という同じテーマで浦

島の世界を宇宙に描き出すことになる。この時、玉手箱の形は既に大きく変わっている。人間を閉じ込めたホテ

ルであり、宇宙を行き来するロケットであり、時代の要請によってどんどん色も形も変えていくのである。

これまで見てきたように、江戸時代までは玉手箱が文字表現の上では記載がほとんどなくその存在感が希薄な

のは、書く側にも読む側にも、その外見に対する意識が希薄であったからだろう。文学の中では玉手箱は結末を

呼び起こす機能だけが重要なのであり、どこにでもある手箱程度であって、特別な箱ではなかったのかもしれな

い。しかし、単なる手箱ではなく、古代においては玉匣（たまくしげ）と呼ばれ、現代も玉手箱というごとく「玉」

という美弥が突いている以上は、本来は特別な箱であり、美しい箱であったはずである。例えば龍宮が極楽浄土

に比べられるような結構の描写あり、四季の庭にしてもは代表的風物の月次描写の紋切り型表現で記されている

ように、玉手箱も紋切り型であっても何がしかの美しい記載があってもよかったと思われる。それがないという

第三十一号
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ことはやはり、文学の中では箱の存在は重要ではあったとしても、外見は注目を集めるものではなかったと考え
るしかない。
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玉手箱の来し方

一方、画像表現が伴う所謂御伽草子では、挿絵には既に紋切り型に近いほど玉手箱の外見は類似して描かれて

いる。そしてそれは何の工夫も抵抗もないように草双紙や錦絵にも描かれていく。おそらく今日の我々には見え

ないお手本があったのであろう。私はそれを一部触れてきたように、能や狂言、はたまた浄瑠璃や歌舞伎などの

演劇の視覚表現ではなかったかと考えている。視覚的イメージが玉手箱の外見を形作ってきたのではないかと思
うのである。

ともかくも玉手箱のイメージは、江戸時代前半にはおおよその形を整え、江戸時代後半の江戸において波模様

の装飾を加える。一方、明治以降には独創的なものも出現するが、それ以降現代までおおよそ江戸時代の形状が

この展覧会は、東京のサントリー美術館（七月二五日～九月六日）を始めとして、神戸市立博物館（九

受け継がれてきている。

注一

月一九日～一二月六日）、山梨県立美術館（一二月二三日～‐二〇一〇年二月二八日、ＭＯＡ美術館（三

この手箱についてつとに「日本の美術」二三一「漆工（近世編）」（一九八五年・至文堂）に紹介があり、

月一三日～五月九日、福岡市美術館（五月二三日～七月一九日）と一年近く日本を巡回した。
注二

日本文学の研究者の側からも徳田和夫氏「室町文芸と説話―蒔絵意匠に探る」（説話の講座６『説話とそ

この二点の資料は展示図録『よこはまの浦島太郎』（横浜市歴史博物館・二〇〇五年）に写真図版が掲

の周縁』一九九三年三月・勉誠社）がある。
注三

制作年代は研究者によって室町時代の中でもゆれがある

載されている。
注四

26

注六

注五

尾形月山、明治二〇年（一八八七）～昭和四二年（一九六七）、尾形月耕の子、日本画家。講談社の絵

拙稿「御伽草子「浦島」の展開」参照

本では「豊臣秀吉」などを手がける。

注七 『ウラシマタラウ』昭和一七（一九四二）・土家由岐雄・文、日本絵雑誌社 米内穂豊・画、浦島は神話

この「玉篋兩浦嶼」の成立事情や詳細については拙著『浦島伝説の研究』（二〇〇一年・おうふう刊）

時代の貫頭衣を着ている。
注八

詳細は拙著『浦島伝説の研究』第七章第三節「国定教科書の浦島伝説」を参照されたい。

第三章第五節を参照されたい。
注九

注十 『浦島太郎』昭和三〇頃（一九五五〕、渡辺哲夫・文、石井健之・画、二葉書房、編集発行兼印刷人・鳥
海時春、発行年月日未記載、三〇円

注十一 拙稿「昭和二〇年の浦島伝説」『太宰治研究』一六（二〇〇八年・和泉書院）所収を参照されたい。
注十二 『浦島伝説の研究』序章「浦島伝説略史」を参照されたい。

月）短編集『心中天浦島』所収

注十三 昭和四五（一九七〇）「別冊小説現代」一〇月号、『日本列島七曲り』（一九七一年一一月・徳間書店刊）

・二月号（一九八一・

所収、後角川文庫（昭五〇・〇六）刊
注十四 昭和五六年「ＳＦマガジン」

11
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昭和五八年「ＳＦマガジン」 ・七月号（一九九三・八月）ハヤカワ文庫ＪＡ短編集『さらしなにっき』

所収
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注十五
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浮木庵
続日本の絵巻

28

玉手箱の来し方

浮木庵
浮木庵

19

晃平

能「浦島」の浦島明神と玉手箱

掲載図版一覧
図１
浦島神社蔵絵巻
浮木庵蔵絵巻「浦島」の開箱図

玉手箱を空ける浦島子

図２
図３
右の箱の拡大図

浮木庵

舞鶴市糸井文庫

浮木庵蔵絵巻「浦島」の帰郷訪問図

図３ｂ
図４

同・玉手箱の拡大図

図５ 「対紫雲篋」の箱を開ける場面
図５ｂ
図６ 「浦島太郎二度目の龍宮」の玉手箱

図７ 「昔噺し虚言桃太郎」 東京都立中央図書館加賀文庫

芳年の帰郷図

月山の浦島帰郷図

芳翠の「浦島図」の玉手箱

東逸子の玉手箱

森鴎外の八角の玉手箱

日本昔噺の浦島の玉手箱

岐阜県美術館寄託

芳年「浦島太郎玉手箱」 浮木庵

図８ 「押懸龍宮の御客」 同・加賀文庫
図９
図
図
図
図
図
図
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図
図
図

国定教科書の浦島の玉手箱

笠松紫浪の玉手箱

いわさきちひろの玉手箱

高田勲の玉手箱

二〇一六年三月

（はやし

こうへい・本学教授）
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Bulletin of Tomakomai Komazawa University Vol. 31, 31 March 2016

江戸期の「浦島太郎」物の諸相

――

『伊勢外宮由来附浦島太郎龍宮入』通読本文と覚書
――
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林

晃

平

HAYASHI Kouhei

キーワード：浄瑠璃・浦島太郎光成・御伽草子・尾上宿禰・帝釈天

石川透氏蔵の写本『伊勢外宮由来』は興味深い作品である。内容は所謂御伽草子の祝言御伽文庫
に近いが、それに伊勢外宮が丹波から伊勢に遷宮したことを挟み込んでいる。また、龍宮勢と帝釈
天との戦いもある。今回は、一先ずその翻刻を行い、追って、それに基づいた、作品の特徴などの
考察を発表する。

要旨

A Transcription of“ISE GEGU NO YURAI TSUKI URASHIMA TARO RYUGU IRI”
（the Origin of Ise-Gegu Shrine and Why URASHIMA Entered the Dragon Palace）
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凡
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凡

夫

）で補った。

○苫小牧駒澤大学紀要第二六号 （二〇一二年一二月一二日）に掲載の翻刻原文を基とし、通読理解を考慮して本文を
整理した。
○漢字はおおむね新字体に統一した。
○清濁や仮名遣いは原文のままとした。

○ふりがなが添えられているものはそのまま示し、便宜的に筆者が付した振り仮名・送り仮名は（
○一部存するミセケチはその訂正本文を採用した。

）で示した。

」を付して見やすくした。

○第二段以降には、句点が施されている。その一部は勘案し、筆者の判断で適宜句読点を付した。
○会話文あるいは心内文は「
○原本との対照の便宜のために丁替わりを（

鑑

雄

とて

（る）
は、中々ぼんぶの及 （ぶ）

○宛字と思われるものには、意味の取りやすさを考慮し、振漢字などで適宜傍記した。

（そもそも）
（ここ）

三千大千世界をかんが見るに、日月の軍行各別にして、年数之来暦各事の成

伊勢外宮由来附浦嶋龍宮入
抑

去 年

コド

（き、
） 花つみ、

（れ）
共御子浦嶋太良光成

所にあらず。爰に人王二十二代ゆうりやく天皇の御宇に、丹後の国水のへの禮しゆ浦嶋権之守光吉迚、げんざい
孝

勇 （一丁表）武の軍士壱人御座す。然るに光吉上無常の習に而こそ秋の世の去り玉ふ。去
行

迚、器量世に越へ心あく迄こうにして、力の程は八人不知、殊更父母孝々にして、父の為には香ヲ焼

第三十一号
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忌日を祭り、母上ニ孝〳〵はかの （一丁裏）異国の二十四孝にも越へつべし。去年、二十三にして、今年五歳の若
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託

受

―

江戸期の「浦島太郎」物の諸相

―

（る）
時、大裏より勅使立 （ち、
）光成立 （ち）
出 （で、
）対面有 （り。
） 去 （る）
時、勅使の玉ふは、
「此 （の）度

宣

（二

（ち）
玉ふ。去 （る）名を靍若丸と名附 （け、
） 諸人の恰好、父母の寵愛不残、家の繁栄時を得で、明し暮させ

晃平 『伊勢外宮由来附浦島太郎龍宮入』通読本文と覚書

君を持
玉へけり。有

て

言

宣

宣

旨

（れ、
） 勢州山田へ宮を移し可奉」とのりんけんなり。早とく〳〵」との給へて、勅使は帰洛被

綸

丁表）天照太神の神宅により、丹波国豊げ大明神は、伊勢国渡会郡山田四か原へ移さるゝ。汝じ、隣国成 （る）間、

急き御越の御供仕
具

（き）
くしで、丹波の国へ趣 （く。
）
鹿

（れ）
けり。浦嶋御受 （け）を申 （し）「畏 （ま）り而候 （ふ」
） と、
母上に （二丁裏）
「近き帝より如様〳〵とのせんじあり。

やがて

成
頓而郷国致さん」と供人多く引

護

巫

遷

（の）
国を通ら

（き ）
会 （ふ。
） 先 払 （ひ ）
のけひこの者共、是を見て、「御選宮の御輿也。誰人に

警

（の）
頃、伊勢の国司満前の中将勝村、彼も真取の大臣勝秀の弟なる奢者の無道人、供人大勢討 （ち）
（三丁表）連 （れ、
）

夫よりも大明神の御輿を守護し奉り、勢州指 （して
） 急きける。程無 （く伊
） 勢の国鈴かの坂を越 （え玉
） ふ。然る所に、
其
上洛せしか、道にて御輿にはたと行

護

（て）
（三丁裏）歩 （み）

ても下馬しで通り玉へ」と、声〳〵に寄〈呼〉わりたり。勝村聞て「何神かきねかならわし也。此

ゴト

（き）
ける。けひこの者とも、通さじと立 （ち）向ふ所を「推参なる奴原と、討 （つ）てとれ」と言ふ侭に、大勢討

警

んとて、是に我に下馬せよとは推参也。御輿を脇にかきのけよ、勝村か通るぞ、と馬をかき立
行
狼

藉

郎 党

タヲ

（び）
おり、道端なる松の木を引 （き）倒し、むらかる中に割 （つ）て入り、

（ち）
ひしぐ。（四丁表）勝村か良等、そこばく討るれば、勝村今は叶わじ、と駒引 （き）返し、山道

やがテ

（つ）
て懸り、悉〳〵討 （ち）捨 （て）ける。浦嶋は馬上にて、御輿の押へを打 （ち）けるか、此 （の）由を見るよりも、

塵

ろふぜき者、あまさじと頓而て馬より飛
微

（こそ）

さて

まで

（り）
ける。光成猶乗 （つ）取 （つ）て怒 （り）をなし、四方八面に討 （ち）払へ、大明神の御輿を守護し奉り、

落花みちんに討
に社は逃入

（四丁裏）き難をのかれ、方々都に迯 （げ）登り、兄の真取の大臣にあらぬ

（り）
行 （ひ、
） 都を指 （し）
て登りける。扨末代に至る迄、山田の外宮は是也。
（き、
） 真取の中将勝村は、危

勢州山田へ宮移し奉り、神事不浅取
是は扨置
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事を申
（けれ）

遷

遂

問

やがて

（し）
なし「扨も此 （の）度浦嶋は、御選宮の御供とけんに、掛 （る）道にて狼藉仕参、下人そこばくあやめ候

（は）
るべし」と、既

（ふ）
なり」と言ふ鳬ば、大臣誠と思 （し）召 （し「
） 夫は悪くき次第也。奏門せん」のト玉へて、頓而内裏へ上らるゝ。
次

こそ

僻

（の）
頃、播摩の国司、山野辺の尾立の宿祢、折節、御前に有 （り）けるか「此 （の）

御前になれば慎んて「浦嶋は路しの狼藉は （五丁表）兎も角も神慮を釈し候得ば、急き罪に行
（み）

に罪科極りける。然る所に、其

問

決

召

（五丁裏）御呼出し、退けつの上、御糺明の上、兎も角も被仰討候 （ふ）

対

（る）
人なれば、慎んて恐れなから、光成 社 若けには候得共、左様のひか事仕る者にあらず。

（こそ）

（き）
誤 （り）かと存 （ず）る間、両方

人浦嶋とは聊か好 実 有
こそ

何様大臣殿聞

綸

言

ざん

（す）
べけれ」と無憚 （く）奏門有 （り。
） 帝実と思ひ「夫れ〳〵めせ」との仰せな

（り）
て候 （ふ」
） と、
「両方共に召 （し）寄 （せ）よ、」とのりんけんなり。其 （の）時、勝村進 （み）出 （で、
）「参候

社、是けんほふ成し御沙汰 社 、申
り。「畏

（ふ。
） 我 等 御 輿 に 参 会 仕 （る）
道を開き畏る一礼を仕 （り）候 （ふ）所に候 （ふ。
） 光 成 利 不 盡 に 討 （ち）
懸り参 （る）か、下

遷

コドワ

（し）
候得ば、

（じ）
候わん、」と、誠しやかに申 （し）鳬。浦嶋聞 （き）で「如何に勝村天気を掠め、左様の

（けり）

人そごばく （六丁表）あやめ候得共、我等神慮を恐れ重ねて本望達せん、と胸を押へ堪忍して、罷帰り候得ば、定
めておぐひやうとや存
シヤ

（の）
国を通らんとで、我に下馬せよとは推参也、と悪口し、大

狂言申されよ。先の神人等、是は御選宮の御輿也。誰人にても落させ玉へ、狼藉玉ふな、と断り申
巫

（よりて）

こぶん、何神か （六丁裏）きねかならわしなり。此

（た）
れ候 （ふ）に依而、我等も止 （む）事得ずして、大勢討敵す、御ぶん、山路に逃入し

（た）
んと思へとも、御輿は如何と存 （じ、
） 追迯し仕り、宮移し奉り候 （ふ）
は是也。社人共被召 （し）出

勢討て懸り、社人五六人討
を、追懸討

（七丁表）に不及して、赤
旨

（し）
御尋 （ね）可有者也。偽なるか勝村と盈欠て言ふければ、弁舌達せし勝村も、一弁問
宣

（の）
罪深ければ、猿沢の

（こそ）

面して 社 扣へける。内よりのせんじには、「おゝ勝村か狼藉、前代未聞の曲者にて、其

第三十一号
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池のほとりにて頓而罪に行ふべし。尤浦嶋は切て掛る敵なれば、よしをなすとは申せとも、神慮を穢し候得ば、
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刑

刎

非

違

使

―
言

叡

江戸期の「浦島太郎」物の諸相
綸

（にくまぬ）

こそ

（の）
の勝村か最期の躰悪まの者 社 無 （か）りけり。

慮

叡

―

慮

旨

（八丁表）なし。

（ち）
ければ、勝村はけんびいしの侍、其 （の）の大勢立 （ち）寄 （り、
） 引 （き）
立て、猿沢の池のほとりに

検

流げい死罪はなため、所領を召 （し）
上 （げ、
）国は御免のりんけんなり。浦嶋ゑひりやう上は力不及、
（七丁裏）難有々々
と御前と立
やが

宣

（の）
後、浦嶋太郎光成は、よし無事にいづしか所領召 （し）被上 （げ、
）無哀もゑいりやうの上は力

第二段目

して、頓て首を剰にけり。此

其
恨

ソレ

クワ

（し）
てぞ下りにける。屋形になれば、母上の北の方に打 （ち）向へ、せんじの趣き申さるれば、母上妻女聞

タドヱ

（の）
若成人なすならば、如何

（の）
屋形

（ち）
出 （で）て、あの礒近き山

社 哀れなり。浦嶋今は早此

（こそ）

もし

（ま）
れば、悔 （しく）凡夫の迷へなり。 縦 所領に放れても、御身一所に有 （る）なれば浦めしとは思わねなり。

マヨヒ

（し「
） 夫は誠や、浦めしや」と泪に。むせばせ玉へける。良有て、母上泪を押 （さ）
へ「夫人間の禍福は前生

本国指
し召
よりも定

こそ

（ひ）
ぬべし。必づ歎き玉ふな、と人々に力を討玉ふ、心の内

朝な夕なの （八丁裏）きやうり諸共袖迄なす迚も、親子諸共に母送る社嬉しけれ。此
なる事にも逢

ヘ

賎

夫

（れ）
の浮 （き）思

（み）
玉ふ。昨日今日とは思ひとも、所領に放れし事なれば、何いづし

には叶ふまし。是こな等だへ渡らせ玉へ迚、年経デ住し屋形をば、今日を限りに立
尽

元に柴の庵を引結び、親子夫 （九丁表）婦住
ロフ

ヲリ

か星落のいとなみつぎ果で。いたわしや、北の方しつか仕業の。をた巻を繰返し〳〵ても、昔忘
（こそ）

ひ、里田に落て落穂をひろへ、沃の根芹をつみ玉ふ。又、光成は漁ぶとなり、手なれの業に身をやづし、浮日数
をぞ送らるゝ、心の内社は （九丁裏）哀れなり。
葉

サヲ

遥

恵

方

頃は雄畧二十二年戊午九月中ばの頃なるに、今日は日和も長閑にて、海中浪もしづかなり。釣をたれ母上をは
育

寝

覚

舵

（つ）
る瀧す浪、幾世のさめを。かち

音

（十丁表）枕ら、むれ入る千鳥ね

群

こくみ奉らん。と一よふの舟に竿指（し）て花かの沖に入り玉ふ。釣をいとなみ。なす業のゑほふの方の秋風吹 （く）
ソナタ

方なれや、山続き其方の空は白雲の嶺より落

36

海

原

功

を立て、ほのかに見ゆる。うなばらや、誠や伝
進

（ここ）

（へ）
聞 （く、
） 唐 の 万 礼 か 小 舟 に 竿 指 （し）
て、爰の遠とゝの楽はこ

マ

劫

やがて

（く）

（十丁裏）針を打おろし、終日釣を

ひめもつ

（げ）
て身退は、天の道と思ひ、世を捨て漁夫となる、我
海 人 小

（の）
為に、誰方浪のよるべ空のあまを舟浪間に

らせんの二度世に立て心の侭の身なれとも、孝なる名遂
は浮世に捨られで、母孝行の其

こそ

殊

勝

（く）
末久敷よわへなり。目出度寿命を我か手に掛て害せんな。なさけなしと思ひ、頓而針とり放し海

（しき） 齢

たれ玉ふ。暫あつて、糸引上て見玉へば、小き亀を釣上たり。光成心に思ふ様、夫、鶴は千歳亀は万こふ、と聞
からに、行

シヲダレ

（く）
二八計りの女良、言ふ計りなばあでやかなるか、わずかの舟板の割たなに打 （ち）乗 （り）

に返し玉へける。情の程 社 しゆしやうなり。既に日も関よふ （十一丁表）に片むけば、立 （ち）帰らんと思ひ、舩指 （し）
戻せし所に、何国共無

（り）
し舩に流れ寄 （る。
） 塩垂衣もいとゝさへかわく間も無 （く）
不情にて、助けでたべ」

ユウキ

（の）
中に。わらは連のふ命なからへ

ツレ

（し）
ける。光成不思義に思ひ、「女良は何国の人ならん。」姫 （十一丁裏）は泪の隙もなく「参ん候 （ふ。
） 自 （ら）

で、浪にゆられで光成か乗
とぞ申

ナギ

は古国の者なるか、あれに見へたる山岸にて、舟を横し、皆々しづみし、其
やが

己

（く）
浮目を見し事、恥しさよ」と。覚さめ〴〵と涙玉ふ。浦嶌も流石岩木にあらざれば、色には迷ふ人心。

（まこと）

て、斯

法

（れ）
て返るさほふは忘れ宛、暫時を移さるゝ其 （の）時、天俄かに震動し、浪風

作

「 寔 にいたわしやの次第かな。急きこなたへの舩に召 （さ）れよ」と頓て手を （十二丁表）取 （り）をのが舟にぞ乗 （せ）
にける。うづしく心も失 （せ）
、呆

スメ

背

因

二〇一六年三月

候

（し）
召 （し、
） 龍宮

（る）
故に、一つの亀となり、御身の針に掛りし事、縁に引るゝ釣

（む）
龍宮浄土也。今は何をか返 （す）べき、自 （ら）は八大龍王の其 （の）

（十二丁裏）申

（き）
立 （つれ）れば、偏々常夜となりにけり。何国を夫とも見へわかず浪にゆられて。うたかだの二時計り
ロクヂ

世

（の）
内に、舟は陸地に入 （り）にける。其 （の）時天晴日月の光も明 （か）に心も住る折柄に、女房

肅々吹
か其

こここそ 常

妹

しける様は、爰 社 とこ夜の国と申して、我住
徳 叉 迦

誘

中に毒虵か龍王の姫なるか。いもせの血なみ有

第三十一号
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林
（め）
て玉われ」と口説て

クトキ

宮

額

打

―

楼

江戸期の「浦島太郎」物の諸相

門有

クデン

閣

垂

―

華

鬘

（り、
） 門 に 宮 殿 ろ う か ぐ 玉 を 垂 （れ、
） 庭 に は 。 真 珠 の砂

楼

（び）
て、浦嶋を討 （ち）連て、内裏を指 （し）て急か

（十三丁表）社申せしが、浦嶋夢の心地にて「おゝ此 （の）上は力なし。兎も角も

晃平 『伊勢外宮由来附浦島太郎龍宮入』通読本文と覚書

に心を留

蓬 萊

（ち）
見得で、白金の

御身の心に任すべし」と頓て舟より上がるゝ。姫はなのめに悦

照

（みち）

（る）
にぞ、心

（き、
） 子金を以 （て「
） 宝来きう」とがくを討 （ち、
） （十三丁裏）瑠璃宮殿玉をたれ。けまんの籏鉾立 （ち）
競 （ふ）か

黄

るゝ。是は則ち龍宮の城と打
を敷
ぬ
あまた

招

（ち）
連 （れ）て、（十四丁表）玉殿に出 （で）給へ、希人是へ〳〵とせうじ宛、

マレ

（り）
ける様は「是に御待 （ち）候得」と簾中に入 （り）玉ふ。父龍王に角と申せば、

の光りかゝやきて。てらは玉の夜のけしきはなかりけり。高き七十四丈に盈たる瑠璃の。きさ橋登
属

言葉も及ばれの計りなり。女房申
眷

もてなし

はだすみなの目に悦び、けんぞぐ数多討

（み）
備へ、様々饗応玉へける。姫君の御心中、浦嶋の娯しき申 （す）計りはなかりける。

世

（け、
） とこよの国に入 （り）
ぬれば、帰る左法方の有らずして、

常

（の）
後、浦嶌太郎光成は、思わずも龍宮の城に入 （り）玉ふ。丹後国御座す母上、北の方御事のみ露程も忘るゝ

第三段目

種々の珎果を積

其

絃

呂

律

唱

歌

（し）
よしなき月日を送らるゝ。有 （る）時、龍女浦嶋をなぐさめばやと思ひ、数の鱗召 （し）

隙は座ましまさ （十四丁裏）ねと、海縵々たる浪を分
管

思わざる龍女に契りを返

宴

興

（ち）
解て、

集め、くわんけんこふきやうなる社面白けれ。七勺りよりつの声〳〵に謡ふしやうかぞ面白や。先の世に〳〵結
よもつから

びし縁な朽ずして、今ぞ仰せの左枕に、（十五丁表）千代万代を重ねとも、斯せる事は若と我心の下紐討

（る）
時は、龍王より浦嶋馳走の其 （の）為に、四方に四季の躰をまなび、姫宮の御方へ斯と案内仰 （せ）ける。

昔終日よもつから酒ゑんに狂を捨様す。
亦有

雪

（し）
召 （し）浦嶋に近付 （き「
） 父 龍 王 の 御 方 よ り か す 〳 〵 の 仰 （せ）
也。いざや参り候わん」と姫諸
かしこ

姫宮なのめに思

（で）
（十五丁裏）玉へ、
爰や彼所と見玉ふに、先 （づ）東は春の躰かと打 （ち）見得て、嶺の白雲打とけで、

園

共に花そのへ出
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早

蕨

杜

若

真

菰

よもづ

燈

蛍

谷のさ原にもへ下る折柄、木々の木ずへも春さめて。ほごろびたるや朝霞、早中春に帰らんと。
焦

香を

萱

郎

花

葛

葛

穂

モミヂ

群

薄

散

（で）
た る や 村 す ゝ き、 扇 の

鳥 の声いとゝ。めづらしふるみ附

ほどとぎす

（め）
（十六丁表）て、山 時
女

つだ

（く。
）

扨南は夏の躰かと打見へで、沢辺の照す。かきすばた、池のまこもに終日から、とぼすほたるの是も亦こへが
刈

に胸をや、こかすらん。花橘に顔留
蕎 麦

夫より西は秋の躰。桔梗かるかや、をみなめし、誰をうらみてくつの葉の、ほに出
梢

追 （ひ）風そよべにて。そばの白露はら〳〵と、こぼれかゝるや蔦だかずら。

忉

利

勅

使

（れ）
竹の其 （の）下に、白き兎の伏 （し）たるは、何れを雪と見もわかす。爰や

夫、北は冬にて、皆山々も白たへに。こずえの雪はけたもた〴〵、春の花にも似るべし紅葉 （十六丁裏）ちり〳〵
夕間暮、谷のすもしの一結び、雪折

（て）
さます折柄に。とふり天大釈より。ちよくし来り。

（ひ）
奉る奏けん

叉

（十七丁表）やしやと言ふ者也。然るに天王の仰には、毒虵

夜

（ち）
出 （で）玉へば、浦嶋も「こは如何に子細を聞かん」と思ひ、龍王に討添 （ひ）出玉へ。其 （の）時

彼こを見玉へで心を捨
使

龍王驚き立
勅

ちよくし申さるゝは「我は是大釈に使

言

（き）
美人たるよし聞し召 （し）及 （ば）れ、御宮仕の其 （の）為に、急

（り）
て「抑大釈天と申 （し）奉るは、意も

（ふ。
） 大 釈 の 勅 使 （ひ）
背 （き）申 （す）にあらねども、其 （の）姫には縁の結び候得ば、此 （の）

（し）
上 （ぐ）べし」とのりんけんにて参 （り、
） 迎 （へ）
に来りたり。早とく〳〵」と申 （し）鳬。

綸

か龍王に、主人の息女、下界に於て。ならび無
ききけん城の王に指
宣

龍王の玉ふは。「さん候

叉

儀において （十七丁裏）は叶ふまじ。御免なれ」とぞ申し鳧。夜刄大に怒

微

塵

（り）
なから、違背申 （す）事、思 （ひ）も寄らず。縦聟取たりとも、

れ、きやつめか口に任せ、悪口を吐き出すものかな。加様に

（き）
放し上けべき也。御身の力に不及は、其 （の）者に対面させよ。此 （の）奏けんか手に掛 （け）て、みちんになし、

三十三天の主也。よつかいの内にても汝下界に有
引

（し）
鳧。

二〇一六年三月

（き）
給ふに「

姫を連れ登るべし。早とく〳〵」と申

第三十一号

浦嶋障子を。へ （十八丁表）たて聞
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利

（れ）
行ん、とは思も寄 （ら）ず。我

（り）
て捨 （て）ぬ者を」と。する〳〵と進 （み）出 （で、
）「我社は龍王の聟なり」とうり天とも大釈と

忉

（ふ）
由を、言わせ其 （の）侭聞 （き）置 （く）事、是日本の知恥なり。縦鬼にもせよ、まつた神にもあらば

晃平 『伊勢外宮由来附浦島太郎龍宮入』通読本文と覚書

狼藉致し候
あれ。首ねち切
叉

眷

族

虚

空

クチワ

（十九丁

（き）
組 （み、
） 上を下へと返しける。元より浦嶋日本名よの大力、やしか上帯かへ摑み、

誉

（べ）
申さんと、押 （し）肌抜 （い）て飛かゝ

も、子細は勝手次第、三千大世界にして人の結びし縁、（十八丁裏）を引放し連
叉

社は。日本に隠れ無、浦嶋太郎光成と言ふ者也。聞及たる夜刃殿に、力競
夜

散

（り）
倒す。おきんとするを首ふつずと引 （き）抜 （き、
） 残しけんぞく。こくうにばつと追 （ひ）
放し

る。やしや心得たりと引
粟

彼こへ振

表）そくさんへんとゝ申せとも、日本の兵は誰も角社候 （ふ）なり。見よや〳〵 誾 て、御内を指 （し）て入玉ふ。光

成か勇力 れこごんの勇力士やは、恐れぬ者社無りけり。
第四段目
嘆

其 （の後
） 丹後の国に御座す浦嶋の母上并御台きん達にて者の哀 （れを
） 留めたり。殿を如何（十九丁裏）
にと尋れば「光

成釣に出玉へしより、二度帰り玉わねば、こは如何かならせ玉ふぞや」と、なけきしつませゐへけり。良有て母

（ら）
ば社思ひなけぎも討 （ち）忘れ、月日にも

（二十丁表）

（り）
けるに、今光成に別れ、誰を便りに老の身なからへんと思ふべき。あの海底に身を

（ふ）
所に、幾程あらずして所領に放れ、便り無 （き）身となりぬれど、浦嶋有 （り）ければ兎にも

上泪を押へ口説事社哀れなり。我妻権守に別れしは。あの浦嶋か有
暮し候
角にももたさんと思ひ有

（ら）
迚も妻に別れ何に命のおしからん。名去忘れ形見の鶴若責 （め）て十五にもなる迄は、思ひ留らせ玉へかし、

沈め玉へ、思へたへん」と宣ひて、欠き出玉ふ。浦嶋の北の方、頓而袂を止めさせ玉へ、「こは不覚なる御心庭、
自

（の）
子になぐさみ玉へか

（り）
し時たにも事たらざりし。いとなみを今

孫は少し遠けれと （二十丁裏）いとおしき子の子のにて。さむそふぞや浦嶋の形見には此
訓

しと様々教くんまし〳〵て老母をなぐさめ奉る。誠に夫婦一所に有

40

寧

（し）
鳧。扨此 （の）元宗天王と申 （し）奉は、

（ の ）時 の。

（の）
時々を。いとなみて、漸月日を送らるゝ。年去 （り）日

顕

（り）
玉ふ。今この有 （り）様を哀れと問わぬ方ぞなし。

は北の方計りにて、根芹をつみ、木の実をひろへ、其
清

を重ね鶴若丸今は早 （二十一丁表）十三歳に成
政

是 は 扨 置 き、 都 に は 雄 畧 せ い ね い の 帝 迚 二 代 替 り、 今 は 人 皇 二 拾 四 代 元 宗 天 皇 と 号 し 奉 る。 其
摂

せつしやうは、先年播摩の国司山野辺尾立の宿祢、今は尾立の大臣とぞ申

（の）
人故也。去 （る）に依で今摂政

（の）
元宗未 （だ）御幼子ジにて、播摩に迎ひ去玉へしを、国司尾立の宿祢雄畧に隠し玉へてもり立 （ち）玉

先帝雄畧の御孫にて、一めの王子の御子なり （二十一丁裏）しを、子細有て親一目の王子を雄畧帝に害せられ玉へ
し時、此
顕

へ、清寧の帝に奏問あり御代と続せ玉へけり。今元宗天皇と名乗せ玉ふも、此

（の）
人浦嶋お取 （り）持 （ち）

（る）
時、御門の御前に公家くわいこく座しまして、四方山の御物語り有 （り）け

ま

大臣となり、国を治玉へけり。一歳せ真取の中将と浦嶋と退けづ （二十二丁表）の時も、此
玉ふか、今に忘れ玉わずして、有

（り）
たるよし、承り候 （ふ。
） 彼の浦嶋に老たる母と幼け

（す）
者、時の奉行を蒙り、加様の〳〵の次第にて、所領を被召上、（二十二丁裏）浅間敷不情にて、世い

る所に、尾立の大臣の宣ふは「扨も一とせ雄畧之御時、伊勢の外宮を丹波より移し玉ふ時、丹後の国の住人浦嶋
太郎と申

ろを送る折柄、幾程あらずして、風に放れ、行方不知成

ト

（二十三丁表）

（ち）
たるよし、未 （だ）浮世に有 （る）ならば、哀れ御尋まし〳〵して、かの所領を玉わらば、難有御
聞

なき忰壱人持

叡

（る）
べし。不便なり事共や」と泪々と共に奏問ある。帝ゑいぶんまし〳〵て、一歳せ

メグミ

免 にて御座有

旨

（し）
召 （し）玉へ、意も御両眼に御泪お浮べさせ玉へて「寔に不便の次第なり。夫々尋 （ね）よ」

二〇一六年三月

（二十三丁裏）玉へば、大臣御悦

不浅、御将束を改めさ

装

（い）
に悦び、取 （る）物も取不食、鶴若丸を都よりの勅使に添へ登らせらる。花落

（ま）
り候 （ふ」
） と頓而丹後に勅使立 （つ、
） 国にもなれば。いざ庵に尋 （ね）
入 （り、
） 宣じの趣き述 （べ）

御幼児の御昔を思
言

との倫撿也。畏

第三十一号

（づ）
大臣の屋形に行 （き、
） 初め終りを語り

玉ふ。浦嶋の母上、北の方、大
になれば、先
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奏 問

（き）
具 （し）て、参内被成ける。斯而御前に成 （り）ければ、慎 （み）て畏 （ま）り、一々次第相門ある。
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旨

せ、靍若丸を引

廟

（二十四丁表）ある。人々に対面あり、

廟

（の）
後、光次柴の庵の其 （の）跡に、父光成の御病所を立

（ひ、
） 供人少々引 （き）
具し、丹後国へ所領入

内よりの宣じには「浦嶋は不吉の名なれは迚、水のへの権の少将光次に任ぜられ、丹後の国を被下ければ、難有
旨

〳〵と御前お罷出、大臣に暇乞
とて

宣じの趣き語らるゝ。浦嶋の母上北の方御悦は不浅。其

利

叉

ヤヅ

（の）
度奏けんやしやを龍宮へ勅使に遣し候 （ふ）

夜

（し）
付、子孫繁昌、の栄花に盛り玉へける、目出度共中々申 （す）
（二十四丁裏）計はなかりける。

（て、
） 末代の為に迚巻物一巻遊わし、年号月日の其 （の）
下に自筆に判を居へ玉へ、病所守に添渡し置 （き、
） 紛失無

様にと申
忉

五段目
叉

去程に、とふり天大釈の御前には天のとも八しゆく召れ、扨も此
梵

所に、毒虵か龍王天命を背くのみならず、頓而夜刃を打取事、是以の外の狼藉なり。惣而下害の奴原良共すれ（二十五

（ふ」
） と 御 前 を 罷 （り）
立 （ち、
） 都 合 其 （の）
勢六万余騎、下界へ社

丁表）ば、天位を背き梵天へ敵をなしぬれば、此 （の）度、板天、摩利支天、両大将にて、惡き下界へはつこうせ
言

修

羅

（れ）
をなし、語らへ玉へ」と申ける。残る龍

（し）
寄 （せ）る。此 （の）事四方に隠れなぐ、龍宮の城へ聞 （こ）へ、八大龍王集り如何せんとの評定取々なり。

しめ、龍宮を退治せよ」との倫撿なり。「畏り候
は押

阿

（り、
） 都 合 其 （の）
勢廿万余騎虵

（ち）
しゆゞのあしゆら是を聞一ねんしゆらか戰の時、八大龍王大勢を以みつかゝる返

なんた龍王申さるゝは「所詮しゆ （二十五丁裏）〴〵のあしゆらへ觸
ツカ

王尤と、修羅へ角と支へ立

礼なれば。いなとは。いかて言わるべき。早打立尤迚龍宮と。あしゆら一手に成

（み）
出 （で）

（二十六丁表）勢しゆみの寸福にて。はたと行 （き）

のしつまれば梵天の陳より鉄仙鬼と言ふ鬼只そへ進

（し）
て責 （め）登る。両方より寄

（ひ、
） 互に簇を進ませ、時の声をぞ上にけり。

まんの簇とひるかへし、梵天指
会

大音上け抑是は板天の使奉る鉄仙鬼とは我事なり。己ら遙か下界の身として梵天の敵となく如何んとして叶ふま

42

じ其

（二十六丁裏）にはらり〳〵と。なき倒すさしもの龍宮多

（ひ）
立られ間ばらに成 （り）て引 （き）にけり。遙に有龍宮の陳より花やかに出 （す）立 （で）たる武者し

（の）
陳引なと言ふ程に集る中へ割て入り向ふ者を幸

勢とは雖も負

（ち）
たるなり。（二十七丁表）亦己らか首、一々不残討取、

つ〳〵と歩 （み）行 （き）出 （で）大音上け「抑是は大日本国に隠れ無き浦嶋太郎光成と言ふ者也不思議の縁に引 （か）れ、

誉

（り）
て伏せ、首ふつずと引 （き）抜 （き「
） 扨も〳〵無念かな。是

（び）
かゝる。鉄仙鬼心得たりと引 （き）組 （み、
）上を下へと返しける。

今は龍宮の城にあり。以前宗元とやらも。我手に掛て討
本

龍宮龍王の御前へ奉らん」と大手ひろへて飛
日

本より浦嶋にぼん名よの大力故、鉄仙を安々と取

程安く取られ者共一々出て勝負せよ。如何に〳〵」と誾て立たりしは、恐しかりける次第なり。是を （二十七丁裏）

見て出る者もあらざれば、おふあぐびして居たりける。かゝる所にらんしやう鬼後より走り来つて、むつつと組

さつしたりと。かい摑み後ろさまに投ければ、板天飛来り、手取にせんと引組たり。不慮もやな日頃に覚へん力出、
ハル

板天も危く見得し所に、摩利支天初めこふも〳〵地こ〳〵き増長、多門天一度に （二十八丁表）とつと打会、高手
言

（ふ。
） 見 る と 聞 （く）
とは、ばつくん違ひ色欲にお

（二十八丁裏）ぼれて身の

（す）
べし。早 疾 々とぞ倫撿なり。光成「参候 （ふ。
） 抑 大 釈 天 と 申 （り）
奉るは、三十三天の主にて、利非

とぐ

小手に誡いましめ、梵天の御前に引すへたり。大釈御覽じて「己れ遥か下界の身として、我に敵とふいわれなし。
まっすぐ

直真に申

明白に座て、是非第一の玉躰と承り候

（る）
なれば、むけんならく

（し）
ける。大釈聞 （こし）召 （し「
） 我を無理非道とは何事ぞ。下界においても直な

あさげりも弁へず、下界の凡夫には百部もおとりたり。縦万代へるとも一度は極り有
へ沈み給わんあさましさよ」と申

二〇一六年三月

（ひ）
て社は申 （し）ける。大釈聞 （こし）

（へ）
聞 （く。
） 大釈修羅か戰らこあしゆらか契約せし。しやし夫人とやらお盗 （み）
取 （り、
）三界を動し玉ふ。

るお、以（て）是天道と社言ふなり。」光成重て「おゝ人の妻を取らんと、非分の勅使は天道と言ふや （二十九丁表）
影にて伝

第三十一号

かゝる女におぼれては天王とは言われまじ。おゝ結構の大釈や」と。あざ笑
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（せ）
なり。畏而候 （ふ）と引 （き）立 （て）る所に不思きや

議

（し「
） しやし婦人を昔の事、汝か心の及ぶ所に不有。何人捨しや別も不知口に任せで悪口の吐きつくわへりな
刎

（で ）
あたりを照し玉へける。其 （の）時五躰尊明王はこづせんと顕れ玉へげに〳〵浦

り。やれ者共引 （二十九丁裏）立早々首を剰はねよ」との仰
浦嶋 か胸板 より金 色の 光か出

（三十丁表）なり。亦浦嶋か天王に被恐、子細は意も懐中に、天照

（す）
所社分明なり。天存ば地有地は元より天の免めぐみを更に万物の生ずる所なれば、天地和合無じして

（り）
難し。其 （の）上日本な大日如来の本国

嶋か申
は成

代

感

（り。
） 光成を龍宮に社は返さるゝ。天上下界に至

（り。
） 浦嶋お返し玉へ」と。こふ空に上らせ玉ふ。

大神座す故なり。見玉ふべし」と仰ける。げにも浦嶋は外宮の宮移しの時、天照太神宮と書ける札、多年守に懸
ける神力と社見得にける。「五躰尊な、所詮龍宮下界は和ぼく有
希

本より大釈是非第一の王子に座ませば （三十丁裏）
、互に和ぼく有

光

陰

第六段目
惜

ぎよ

（り）
玉へ、昨日 今 日との

待

（だ）
せば、頻に古

（三十一丁表）申せひとも、最早三歳に成 （り）にける。
「今は丹後の国に

みとせ

（ く ）駒 の 足 は や め、 繋 か ぬ 日 数 重 （ な ）り て、 浦 嶋

る迄、「浦嶋太郎光成社きたい、不思議の者なり」とかんぜの者社無ける。

世

頓 て こ ふ い ん お し む べ き 事、 時 人 を ま た の 事 あ り。 旅 行
常

とこよの国に入

御座す母上は、如何成らせ給ふらん。亦つた我か子の靍若も、さぞや成人しづらん」と思ひ出

（び）
立 （つ）程に思われて、龍女に向へ「今迄は御身に心を任せ、きのふけふとは存ずれと、最

（三十一丁裏）みとり子壱人持てじ。覚つかなぐ存ぞんずれ

郷なつかしぐ、飛
早三とせに罷

（こし）
召 （り）今迄は片時も倒を立 （ち）たらて、親しむ自 （ら）

（り）
成 （る。
） 我古里に老たる母と幼なき

ば、父龍王へ宣ひて、暇を玉われ」と仰ける。龍女聞
妬

（り）
（三十二丁表）なから、日本と龍

を見捨て帰らせ玉わんとは何事ぞや。日本へ御帰り座まして〳〵亦もや龍宮へ帰るべき道もなし。角申せば自か
嫉

古郷の御妻の御事を。そねみて嫉どのよふに思し召さん、恥かしや。さは有
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宮とは日月の迫り格別にて、寿命は遙
を

まし

（ふ）
まじ。去 （る）に於ては、後悔まし

（か）
に違 （ふ）なり。御身の恐 （れ）には三歳世座ますとは宣ひとも、日本に
よし

ては五代も十代も過ぬべし。御母は扨置、能身ゆかりの人迄もや、わか候

ますべし。夫お弁へ龍宮に御心を留め玉われば」、口説き歎かるゝ。浦嶋、「縦年世はへたつとも。せめて昔の跡

（の）
蓋を開かせ玉ふ事なかれ。」若も開かせ玉へなば必つ後悔まし〳〵べし。必つ忘れ玉ふな」と

（す）
迄もなし。併なから、三歳せ契し印には、形見を一つ参らせん」と右のたもとより美しき玉手箱取

（三十二丁裏）計りも見んには」と、
頻に暇を乞玉ふ。姫君「おゝ其 （の）義なら、力不及。早御帰り遊ばせよ」と「父

龍王へ申
出し「構て此

（ひ）
（三十三丁表）取 （り）懐中にぞ入 （れ）玉ふ。

（三十三丁裏）れば、
「若

（さ）
れ、行へも知れぬ海庭へ半時計りは其 （の）内に本の。なきさに上らるゝ。小龍は

（さ）
れ「浦嶋殿古郷へ郷り玉ふなり。御送り申せ」とて「去さらば〳〵。の泪の分れぞ、互々に

渡さるゝ。光成請
姫君小龍を召
を こ

哀れなり。扨光成小龍を召

いにしへ

たつね

（り）
様を見玉ふに、昔 に世は替り、淵は瀬となり、瀬は淵となり鳧

暇お乞へ浪のそごにぞ入にけり。
浦嶋濱に上り玉へ、有

微 か

（し）
丹後国は有 （ら）ざるか」と覚束なきは限りなし。かなぞこぞと尋ねれとも事問ふ人もあらざれば、宿を求め

（の）
日も暮れければ、爰や彼こと見玉ふに。とある森の内に、焼火春日に見得にけり。彼に

（り）
て御座す。

（ち）
寄 （り、
） 一 夜 明 さ ん と 思 （し）
召 （し、
） す る 〳 〵 と 立 （ち）
寄 （り）見玉ふに。しやくまくとして荒れたる柴の庵

ん便りなぐ、既に其
立

仕

貸

（ふ。
） 哀れ御僧の御ほふしに宿かし玉へ。扨此 （の）
国は何れの国にて候 （ふ）ぞ。聞 （か）まほし

奉

（ち）
寄 （り「
） 如何に御僧、旅の者にて候 （ふ）
が、道踏み迷ひ夜陰に及び、行方不知何国をそことも弁へ

に、六十に余る七十 （三十四丁表）に及ぶ老僧、仏前に念仏申
光成立

ず。十方に暮て候

二〇一六年三月

（こし）
召 （し「
） こ れ ぞ 丹 後 の 国 よ 」 と 宣 （へ）
ば、光成夢の心地にて「然ば、浦嶋太郎光成

第三十一号

や」と申さるゝ。老僧聞
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江

（三十五丁裏）御身も其 （れ）

（ひ）
成 （り）申 （す）べし。加程久敷事を、今の

（の）
所に寺を立 （て、
） 末 （だ）
念仏怠 （ら）ず、今

（し）
出 （で、
）「浦嶋は不吉の名なれば迚、みつのへの権

水

（ら）
ずして風に放れ、行方不知成 （り）玉ふ。去 （れ）共、

（の）
浦嶋と言ふ人は、人王二十二代の帝雄畧天皇の御時、此 （の）国の人なるか、子細有 （り）て、

（三十四丁裏）か老婆や妻子の有 （り）所、教てたべ」と仰 （せ）ける。老僧聞 （き）玉へ、
「 扨 不 思 義 な る こ と を 尋 （ね）

玉ふ者かな。其
所領被召上浅間敷不情にて、世露を送る折柄に、幾程有
御子靍若丸、人王二十四代帝顕宗天王へ （三十五丁表）被召

の少将光次と任せられ、丹後の国を玉わり、父浦嶋の御爲に、此
じゆんめい

まし

伴

（き）

（り）
鳧。老僧聞し召 （り「
） こは誠しからぬ事なれとも、
此 （の）国の主じ、

（け）
なば何国へも通られ候得」とぞ仰 （せ）ける。浦嶋あつと思ひ「御不審な尤には候得共、我社は

（ね）
玉わんより、一生は風前の焼火なり。今日あつても明日も待 （つ）の身なれば

ア ス

人王五十三代 須 名 天王の御代なれば、凡年星三百四五十年にも相
世に尋
に念仏し、明
江

昔の浦嶋也。子孫のあらば教て玉へ」と申
水

漁

夫

（三十六丁裏）玉ふ時、真取の中将か逆意にて、尾

（り）
寄 （せ）よ。」「畏 （つ）て候 （ふ、
）」と、頓而取 （り）
寄せ。さつと開 （け）

（の）
節おぞ申 （し）ける。其 （の）後、光成過し昔しの事どもを一々次

（き）
程の浦嶋と聞 （く）柄に。なづかしく立 （ち）出 （で）対面し、座上に

懐

みづのへの左衛門殿、御子孫には座せ〳〵ば。こなたへ」と浦嶋をともなへ、初め終りを語り玉へば、光成聞
て覚束なぐは （三十六丁表）存ずれとも、先
廟

請じ玉へける。浦嶋は七世の孫に逢ふとは此

逃

（み）
玉ふに「抑雄略二十 二 年、伊勢の外宮を丹波より移し

イチ

第に語り玉へば、光成「夫々病所の巻物取
て読

江

（三十七裏丁）に

（三十七丁表）なかりしに、其 （の）子幼名は靍若丸、十三歳にし
水

廟

（り）
出 （だ、
） 浦 嶋 は 不 吉 の 名 な れ ば、 迚み つ の へ の 権 の 少 将 光 次

（で、
） 行方不知、老母妻子非歎の泪止 （む）
事は

悲

立の宿祢、光成のかそうと故、死罪を逢ぬかれ。きよぶとなり、同二十二年午の九月中旬にして、父光成、海猟
に出

て人王二十四代顕宗天王へ被召

任せられ、丹後の国を玉わり事、偏に尾立の大臣の御影たり。昔の艸庵りの跡、ひやうと光成の祭礼怠慢なぐ、子々
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倦

怠

孫々に至る迄、けたい有

（る）
間敷者也。依而状如件。顕宗二年丙寅七月一日、権の少将光次判」と高らかに読 （み）

（ぐ）
る。浦嶋の御物語りに少しも紛れ無きなれば、光成光末 （だ）是は〳〵と計りにて

石

空

奇 異

（り、
） こくうに飛んて上りける。人々きいの思ひをなし、頓而神に祝ひ、丹後の国の浦嶋

虚

（け）
て見玉へば、箱の内より白き雲立 （つ）ぞと見へて、有 （り）ければ、今迄は若かりし。よわへ。たちま

（みばや）

上

（の）
後、浦嶋龍女かあたへし玉手箱、開なと堅ぐ制して渡されとも「今は何にかせん。明 （け）て見早」と思ひ、

（三十八丁表）祝の泪不浅、

其
蓋を開
亀 は

ち仙人となり、靍に乗

（す）
計りはなかりける。

の明神、是なり。家名三関の祝お備へ明神に捧しかば、寔に千代万代のためしとかや。千秋万歳万々歳、目出度

説

浦嶋龍宮入畢 （三十八丁裏）

し〳〵とも申

解

書誌的事項は先の翻刻の折に記した通り。本稿ではこの内容について若干の気のついたことを記す。まず、粗
筋は以下の通りである。
第一段目

雄略天皇の御宇、丹後国の領土浦嶋権守光吉の子光成は、父無き後も親孝行であった。内裏からの勅使に、丹

波国の豊受大明神を伊勢国度会郡山田に移す警護を仰せつかる。鈴鹿の坂を越えるところで、伊勢国司満前中将

中村勝村（真取大臣勝秀の弟）は、下馬を命ぜられ、反発し、御輿の列に乱暴狼籍を働く。光成は馬から降り狼

第三十一号

二〇一六年三月

籍者を追い散らす。勝村は適わないと山道に逃げていく。光成は大明神を守護して無事に移した。
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勝村は都に逃げ帰り、兄の真取大臣に自分の下人に浦島が狼籍を働いたと告げる。大臣はこれを真実と思い、

内裏に奏上する。そこに播磨国司山野辺尾立宿禰がいあわせて、両者を呼んで糾明すべきだと説く。勝村は自分
の嘘が露顕し、猿沢の池のほとりで打ち首となった。
第二段目

浦 嶋 太 郎 光 成 は、 所 領 を 召 し 上 げ ら れ 本 国 へ 帰 り、 館 を 出 て 磯 近 き 山 元 に 庵 を 結 び 漁 夫 と な る。 雄 略 天 皇

二十二年九月に浦嶋は海上で小さな亀を釣り上げ、そのまま海へ返す。舟を戻して帰るところに十六才ぐらいの
とき

女が、船の割棚に乗って流れ寄る。女は舟が横転したという。浦嶋は女を舟に載せると、急に天が振勤し、浪風
が吹き暗闇のようになり、二時ぐらいの間に舟が陸地に着き、晴天となった。

女は、ここが常世であり、自分が住む龍宮浄土であるという。自分は毒蛇が（徳叉迦）龍王の姫で、前世から

の夫婦の縁があり、亀に姿を変え釣られたのだという。浦嶋は女のいう通りに夫婦となり、龍宮で饗応を受ける。
第三段目

浦嶋は、故郷丹後国の母や妻子のことを思いよしなき日々を過ごす。龍女は浦嶋を慰めるために魚たちに管弦

や歌を歌わせ、酒宴を催す。そして、四方四季の庭を見せるが、浦嶋の心は和まない。

その時に帝釈天から勅使として夜叉が来る。毒蛇が龍王の娘が下界の並びなき美人だから宮仕えをせよとの綸

言である。龍王は娘には聟がいるのでと断ると、夜叉は怒り、その聟を殺しても龍女を連れ帰るという。浦嶋は

障子を隔てて聞いていたが、思わず出て、夜叉と戦い、その首を引き抜き、眷屬を虚空に追放する。
第四段目

丹後国では、浦嶋が釣に出て帰って来ないので、母は入水をしようとするが、妻が我が子の鶴若が十五になる
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まではと思い止まらせる。

雄略・清寧から顯宗天皇の御代に移り、山野辺尾立は大臣となり、浦嶋が行方不明の後、子が一人いたことを

不憫に思い、天皇に以前の所領を与えたいと奏上する。帝も勅使を丹後におくる。勅使と共に鶴若は参内し、浦

嶋は不吉の名なので水江権少将光次と改名し、丹後国を賜る。光次は丹後に戻り、庵の揚所に廟所を建て末代の
ためにことの次第を記した巻物を作り、残し置く。その後、子孫繁栄する。
第五役目

忉利天・帝釈天の前に天の八宿が召され、龍宮への勅使が討ち取られたことが、天意を背き梵天に敵するとし

て、梵天・摩利支天を両大将として龍宮を退治せよとて、六万余騎で下界へ押し寄せる。龍宮では八大龍王が集

まり評定をし、阿修羅の援軍を求め、二十万余騎で、梵天目指して攻めのぼる。梵天の陣から鉄仙鬼が進み出て

蹴散らすと、浦嶋も名乗りを上げて組み戦うが、摩利支天・増長天・多聞天などが一度に襲い浦嶋を縛め、帝釈

天の前に引き据える。浦嶋の首を刎ねようとすると、浦嶋の胸板から金色の光が照り出て、その時に五躰尊明王

が現れ、天地和合を説き、浦嶋の懐中に天照皇大神の札があることを示し、浦嶋を下界龍宮に返すことを乞う。
第六役目

龍宮で過ごし早三年となった浦嶋は、故郷の母や妻子を思い暇乞いをする。龍女は一度龍宮を出ると再び龍宮

へ帰る方法もない。また日本と龍宮とは日月の進行が違い、龍宮の三年が日本では五代も十代も過ぎているので

ゆかりの人もいないだろうと説く。なおも暇乞いする浦嶋に形見として玉手箱を与え、開けるなと誡め、小龍を
呼び浦嶋を返す。

第三十一号

二〇一六年三月

浦嶋は浜に上がり、辺りの変わりように驚く。森の中に火が見えるので立ち寄ると、老僧が念仏を称えている。
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身分を隠して浦嶋光成の母や妻子のことを尋ねると、老僧は、それは三百四五十年も前のことと答え、光次が父

のために寺を建てたことを述べる。浦嶋は自らがその光成であることを述べ、子細を語る。老僧は巻物を取り出

して、読むと光成の語るところと同じであった。浦嶋は、今は何になろうかと玉手箱を開けると、白い雲が出て、

若かった姿も変り、仙人となって鶴に乗って虚空に飛び昇った。人々は奇異に思い、浦嶋を丹後国浦嶋明神とし
て祀った。（以上）
注 一

浄瑠璃の六段物と思われる作品である。浄瑠璃として広く今日知られるものは、近松門左衛門の時代物「浦島

年代記」（元禄一三年（一七〇〇）初演）、で、これは「浦島太郎七世縁」の改作かとも考えられている。近松に

は他にも「松風村雨束帯鑑」（宝永二年（一七〇五）以後、宝永四年暮れ以前・竹本座）があり、浦島が登場する。
土佐浄瑠璃「泰平篁」にも浦島は顔を出している。

この近松以前にはその基になったと思われる宇治加賀掾の古浄瑠璃「浦島太郎七世縁」があったようであるが、
注 二

これは現存しない。一方、これ以前かと思われるのが、「浦島大明神御本地」（天和頃刊・水戸彰考館）という浄
注 三

瑠璃があり。また、木曽を舞台とする「浦島太郎玉よりひめはつねのゑん」（元禄初頃）の六段本浄瑠璃（零本）
も存する。

少し遅れて「浦島年代記」を改作したとされる「浦島太郎倭物語」（延享二年（一七四五）刊）もある。これ

は為永太郎兵衛ほか・浅田一鳥・豊岡珍平の共同執筆で、延享２年四月までに初演されたか、あるいは寛延頃か
と考えられている。

これらを概括していえることは、過去の伝承や史実を踏まえて、その浦島の登場する年代を日本書紀その他に
記す雄略天皇の時代とすることである。これらは後の草双紙類に影響を与えていく。
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この浄瑠璃もその流れを汲むもので、時代を同じく雄略天皇の時代とし、加えて伊勢神宮の外宮の遷宮が取り

込まれているところに妙味がある。さらに注目すべきは所謂御伽草子の流布本系統の本文を利用していると思わ

れる。すなわち、亀を釣り、それを放生し、後日に女が浦島のところに流れ着くという設定である。不思議なこ

とにこれまで流布本系の本文が引用されるものはなかった。長年見てきた諸本の大半はⅣ類であるゆえ、筆者は

これを流布本系本文と通称している。加えて祝言御伽文庫という叢書は幕末近くまでは刊行され続けたロングセ
注 四

ラーであったはずだが、それを参考にして造られたものはなく、明治期に至って幸堂得知『浦島次郎蓬莱噺』が

見られる程度である。それゆえこの流布本系の本文を基にしたと思われる浄瑠璃の存在は貴重であるともいえる。

もうひとつの特徴は、独特の言葉遣いである。近世末から明治期の写本と思われるが、上方や江戸とは言葉遣
いが異なる部分がいくつかあるようだ。

名詞では、「よはひ（齡）」が「よわへ」
（第二段目・第六段目）と表記されている。また、「ひめもづ」
（第二段目）
は「ひめもす」「ひねもす」（終日）のことであろう。
嫉

これに関連して清濁の問題がある。通常清音で表記しているものが、濁音となっているのである。「コド更」（殊

更・第一段目）、「つだ」（蔦・第三段目）そねみて嫉ど」（嫉妬・第六段目）などがそれであるが、特に「なし」
の連用形「なく」は「なぐ」となっているものが多い。

隠れなぐ（五段目）、怠慢なぐ（以下第六段目）、便りなぐ、堅ぐ制し、覚束なぐは

二〇一六年三月

（き）
で、下馬しで通り玉へ、供人多く引 （き）く （具）しで、時を得で、

などの例である。また、接続助詞「て」が濁音化して「で」と表記されている例もある。一部には一見打消しと
見紛うが、接続助詞であろう。

第三十一号

国を通らんとで（以下第一段目）、浦嶋聞
苫小牧駒澤大学紀要

51

林

―

江戸期の「浦島太郎」物の諸相

―

（ち）
乗 （り）で（以下第二段目）、浪にゆられで打 （ち）見得で、捨られで、助けでたべ、いとなみつ （尽）ぎ果で、

晃平 『伊勢外宮由来附浦島太郎龍宮入』通読本文と覚書

打

見玉へで（以下第三段目）、夏の躰かと打見へで、嶺の白雲打とけで（第三段目）

他にも「みとり子壱人持てじ」（「持ちし」か・以下第六段目）、「成人しづらん」、「古郷なつかしぐ」、（第六段

目）、「身をやづし」（第二段目）の例も見られる。ゆえに、翻刻に当たっても清濁には手をつけていない。

もてなし

（ち）
払へ」（以下第一段目）、
「の給へて」、
「返し玉へ」ける（以下第二段目）、
「凡夫の迷へ」

宣

次に気がつくのが、通常は動詞の連用形であると思われる語が已然形になっていることである。
「四方八面に討

園

（ち）
向へ」、
「玉殿に出 （で）給へ」「様々饗応玉へける」、
「いざな（誘）

伴

（ふ）
） ふぞや」
、
「龍王に討ち添ひ出で玉へ」」（以下第三段目）、
「見玉へで」、
「 花 そ の へ 出 （で）

なり、
「泪にむせばせ玉へ」ける」、
「打
へさむろ（候

（き）
玉へ」」、「尋ねれとも」「みとり子壱人持てじ」、「龍女に向へ」

たつ

玉へ」、「舞居へ玉へ」（第四段目）、「語らへ玉へ」（五段目）、「浦嶋をともなへ」（以下第六段目）、「浦嶋濱
に上り玉へ」」、「老僧聞

この他にも、已然形が連用形になっていると思われる例、「昨日今日とは思ひとも」（第二段目）、「宣ひとも」

感

（第六段目）が見られ、連体形が連用形になっていると思われる「国を玉わり事」（第六段目）がある。また、打

ち消しの「ぬ」が「の」になっている例として、「心言葉も及ばれの計りなり」（第二段目）、「かんぜの者」（五

段目）がある。さらに「と言ふ鳬（〈けれ〉ば）（第一段目）は「言いければ」であろうし、「思わねなり」（第二
感

段目）、「千代万代を重ねとも」（第三段目）は打ち消しの「ぬ」が「ね」となったものであろう。似たような例

として「かんぜの者社無ける」（五段目）「時人をまたの事あり」（第六段目）が見られる。また「結びし縁な朽

ずして」（第三段目）、「御不審な尤には候得」（第六段目）は、係助詞「は」が変化したものであろう。

これらの言葉に対して、成立時期や方言と考えての地域などいろいろな推測が成り立つ。しかし、一概に答え

52

を出すことはできないだろう。写本であり、古本であるから本文の信憑性の問題も考えなくてはならない。すな

わち、筆写した人物の学識はどの程度であるか。また当時の口語が的確に文字に反映されているのか。また、誤

浄瑠璃宝永七頃の説有り

写の可能性もあるだろう。ゆえに本稿では一先ず筆者の気がついた限りの指摘に留めておく。

注一

古浄瑠璃正本集角太夫集・第二に収録されている。これと同内容の写本が「浦島大神御伝記」という題

拙稿「二人の浦島太郎」（『浦島伝説の研究』第七章第一節・二〇〇一年・おうふう刊・所収）参照

刻）『近世文芸論叢』（明治書院・平４）に翻刻・解題がある。

絵は杉村治兵衛風で、末尾二丁は別の物が綴じ込められている。鳥居フミ子氏「古浄瑠璃浦島太郎」（翻

で舞鶴市糸井文庫にも存する。

注二

注三

注四

付記

二〇一六年三月

（はやし

こうへい・本学教授）

本稿は苫小牧駒澤大学紀要第二六号（二〇一二年一二月一二日）に掲載の翻刻を基にした通読本文である。
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アメリカにおける日本人像の変遷
A Transition of Japanese Images in the United States

山田

利一

YAMADA Toshikazu
キーワード：在米日本人像

日米開戦

移民

映画

人種差別

要旨
アメリカにおける日本人のイメージは「ブラック」であった。最初の日本人像は、
日本人というよりは、単に貧しく遅れたアジア人というものであった。次いで、ア
メリカ人が描いた日本人像は、中国人と同じ「苦力」であった。次のイメージは、
アメリカ人の職と土地を奪う侵略者、エイリアンであった。第４のイメージはアジ
アにおける侵略者であり、それはアメリカにとっての敵対者のイメージでもあった。
そして戦前・戦中は、アジアの民衆やアメリカ人捕虜を虐待する「野蛮人」のイメ
ージが付加された。戦後は「エコノミック・アニマル」、ついで「経済的侵略者」
が日本人のイメージとなった。

（1）
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序
1949年に公開された「東京ジョー」（Tokyo Joe）は、戦後の日本を舞
台にした犯罪映画（film noir）である。この作品で特筆すべきことは、
日本人キャラクターが全員悪人に描かれていることである。くわえて背
景に描かれている日本の町並みは、戦後の混乱期という特殊事情を考慮
しなければならないが、貧しく、雑然としている。
また、1955年の「東京暗黒街

竹の家」（House of Bamboo）も全体と

して、観客に日本は遅れた貧しい国という印象を与える。同時にこの作
品はアメリカ人に、日本がアメリカとはまったく異なる、理解しがたい
文化をもつ世界であることを力説している。
日露戦争以降、日本は「一等国」の仲間入りを実現し、日本人は欧米
諸国の国民と肩を並べる「文明人」であると考えてきた。だが欧米人は、
われわれをそのように見てはいなかったのである。その認識の違いを象
徴するのが上の二つのハリウッド映画である。
戦後、日本のエリート層はずっと日米関係の重要性を国民に訴えてき
た。実際、アメリカが日本にとってさまざまな面でかけがえのない存在
であることは確かである。だがアメリカにとって日本は必ずしも無くて
はならない存在ではないどころか、日本は“one of them”に過ぎない
のである。この「立ち位置」の違いが大きな認識の違いをつくってきた
と考えられる。
基本的に、日本人は近代史の中でアメリカ国家に対しても、その国民
に対しても、さらに彼らの文化に対しても親愛の情を感じてきた1。多
くの国民がアメリカに好奇心を抱き、多少の知識を有し、その文化を模
倣し、受容してきた。当然、アメリカ人も日本と日本の文化に関心を示
し、日本人を好意的に感じている、と日本人は信じてきた。だがこれは
思い過ごしであり、錯覚であり、うぬぼれであった。現実には、アメリ
カ人にとって日本は地理的にも心理的にも遠い国であり、馴染みの薄い
（3）
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国であった。多くのアメリカ人はヨーロッパに興味を示し、金と暇があ
ればそこを訪ねる2。かれらにとってそこは先祖の故郷であり、遠い親
戚が住む土地であり、学校教育を通じて多くの知識を学び、馴染みを感
じる場所である。
他方、ほとんどのアメリカ人はアジアに関心がなく、それゆえたとえ
ば、中国と日本、中国人と日本人、中国文化と日本文化の違いを認識す
ることができない。かれらが学校で学ぶアジアの知識はごく限られてい
るうえに、日常生活においてマスコミを通じて得るアジアの最新情報も
ごく限られている。それゆえアメリカ人はアジアについても日本につい
ても無知である。「白人はサモア人のことなど知らないか、知っていれ
ば大変な偏見をもっている・・・」3という指摘の中の「サモア人」を「日
本人」に変えても一向に差し支えないほどアメリカ人の対日認識は浅薄
である。
したがって、アメリカ人が日本について有する知識は一般に、日本人
がアメリカについて持つ知識とは比較にならないほど少ないのが現実で
ある4。ゆえにマスコミでは１世紀以上も前に確立した陳腐な日本人像
（ステレオタイプ）が今日でも健在で、アメリカ人の無知の連鎖を拡大
し続けている。もちろん個人情報端末・サービスの急速な進歩と普及、
安価な交通手段の発達と普及により、日本人と日本文化――とりわけア
ニメやラーメンのようなサブカルチャー――に関心を抱き、日本を訪れ
る人が急増し、アメリカ人の日本人像も変わりつつある。だがそれが従
来の否定的な日本人像をどこまで好転させることができるかどうかは不
明である5。
日本軍の真珠湾攻撃後、アメリカはパニックに陥り、日本列島に住む
日本人と在米邦人、日系移民一世、アメリカ国民である日系二世をすべ
て同一視・敵視したうえ、アメリカ本土の日系人12万人を強制収容した
過去がある。この強行措置に関しては当初、ルーズベルト政権内部でも
異論が出たが6、結局アメリカ政府は「日本人の血をもつ」というだけ
（4）
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の理由で、12万人の同胞を収容所に囲ったのである。だがその措置の背
景には複雑な伏線があった。それは決して単純に人種差別だけの理由で
行われたのではなかった。何はともあれ、その伏線上には日本人移民と
日本政府との関係、日本とアメリカの外交関係、日本の中国侵略などが
あった。これら複数の要素が複雑に絡まり、アメリカにおける日本人の
ネガティブイメージが形成されたのである。以下にその過程を検証して
みたい。

第１章

日本人移民

日本人は人間を国籍で分類する傾向があるが7、アメリカ人（ヨーロ
ッパ人）は人種（民族）で人間を認識する傾向が強い。また彼らが国籍
に言及する場合でも、彼らの意識の中では国籍と特定の人種（民族）が
強くリンクされているように思われる。この背景には、移民社会アメリ
カでは先住者（イングランド人［アングロ・サクソン］）8が、後から移
住してくる、異なった背景をもつ人々――イングランド以外の「国」、
プロテスタント以外の「異教徒」、「ゲルマン民族」以外の「民族」、白
人以外の「人種」――を区別していた習慣のなごりと考えられる。北西
ヨーロッパからの移民の第一世代は「ドイツ人」や「オランダ人」など
と――時には愛称として時には蔑称として――呼ばれても、二世の代は
アングロ・サクソン（「ワスプ」
：WASP）に同化・融合し、自らを「ア
メリカ人」と認識するようになる9。
他方、顔付きや信仰の違いから「アングロ・サクソン」とは見なされ
ないラテン民族（イタリア人・フランス人・スペイン人）やギリシャ人
は、二世・三世になっても「イタリア人」や「ギリシャ人」などと呼ば
れる。だが白人である限り、南欧出身でも東欧出身でも代を重ね、プロ
テスタントに宗旨替えをしてワスプに同化することが可能で、やがては
全員が自分を「アメリカ人」と認識するようになる。だが肌の色（顔付
（5）
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き）が異なるアジア人（アジア系アメリカ人）がワスプに同化すること
は困難である。その結果、彼らは数世代を経ても外国人扱いを受け続け
ることになる10。
そもそも1952年の移民・国籍法制定以前においては、1790年の帰化法
が効力を有し、有色人種の帰化は不可能であった。20世紀のはじめに日
本人オザワ・タカオが帰化を申請し、法廷闘争となったが、連邦最高裁
判所は1922年、オザワが日本出身であることをもって市民権取得は不可
能だと判断した11。1952年以降、日本人でもアメリカ国民になることは
可能となったが、それは法律上のことで、社会生活上、日本人も他のア
ジア人も、白人や黒人の視点では「外国人」に映っているのが現実である。
さらに上述したように、アメリカ人は本国の外国人とアメリカ人とな
った移民の子孫とを明確に区別しない傾向がある。したがってアメリカ
人は、日本列島に住む日本人も、アメリカに住む日系人も一様に「日本
人」という言葉で括る傾向がある。したがってアメリカ人が描く日本人
像には、日系人のイメージも含まれると考える必要がある。ならばアメ
リカ人が抱く否定的な日本人像は日系人のそれであるとも考えられる。
すると次に、日系人はなぜ否定的な目で見られたのかという疑問が生じ
る。そこで以下に日系移民の歴史を概観し、その理由を探ることにする
が、その前に、中国人の移民史を検証してみたい。なぜなら中国人移民
が日本人移民に先行しており、彼らのイメージが日本人移民に投影され
た可能性があるからである。
さて、アメリカは1848年にメキシコと戦い（米墨戦争）、ニューメキ
シコとカリフォルニアを手に入れた。その直後、カリフォルニアでは鉄
道建設と、それに従事する中国人労働者の導入が議論された12。そして
翌年、最初の中国人がアメリカの土を踏んだ13。もちろん彼らは鉄道建
設に従事したが、この時代のカリフォルニアはゴールドラッシュに沸い
ており、金採掘、金鉱山に赴く中国人も多かった。
そして早くも1850年にはサンフランシスコに中国人街が形成され14、
（6）
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中国人暴力組織がそこでの売春や賭博を取り仕切るようになった。次い
で1870年、サンフランシスコの中国人は１万２千人に増加し、同市の労
働人口の半分を占めるに至った15。
カリフォルニア全体では1852年、中国人の数が１万人に達し16、鉄道
建設が完了した1869年、中国人の数は州人口の10％を占めるに至った
17

。そして同年、鉄道工事の仕事を失った中国人労働者は西部各地へ、

さらには全米各地に移動した。テキサスやアラバマの鉄道建設現場、ア
ーカンソーやルイジアナ、ミシシッピーでは砂糖や綿のプランテーショ
ン、マサチューセッツでは製靴工場など、中国人はアメリカ各地で労働
者となった18。もちろん大半はカリフォルニアに残留し、1900年当時、
カリフォルニアには９万人の中国人がいた。
産業界からの要請があったとはいえ、「白人の国」に上陸した中国人
労働者はすぐに差別の対象になった。1850年、カリフォルニアは外国人
鉱夫への課税を始めたが19、「外国人」とは主に中国人にほかならなか
った。同じ鉱山で働きながら中国人は、白人には課されない税金を支払
わねばならなかったのであり、明らかに州政府による露骨な中国人差別
であった。
だがかれらを迫害したのは州政府だけではなかった。安い賃金で働く
中国人の存在は、白人労働者を職場から駆逐する可能性を秘めた不気味
な存在でもあった。当然、白人労働者による中国人排斥運動が発生し
た。1850年以来、ワイオミング州では鉱山から中国人を追放する運動、
ワシントン州では都市から中国人を排斥する運動が起こり、マサチュ
ーセッツ州では工場への通勤途上に中国人労働者に対する暴行事件が頻
発した。さらに1885年、ワイオミング州ロックスプリングズで、銃で武
装した150人の白人が311名の中国人を追い立て、商店を焼き払い、28名
を殺害する事件が発生した20。
この事件に先立ち、人種問題を憂慮した連邦議会は1882年、中国人
労働者の移民を禁止する法（the Chinese Exclusion Act）を制定したが
（7）
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21

、議会は３年後に別の法律（the Contract Labor Act）を制定し、中

国人労働者の入国防止を図った22。
日本人の移民はこのような文脈の中で行われ、当初から中国人と同じ
辛酸を舐めることになった。日本人最初の移民は1868年のことで、180
名がハワイの農園で働くために太平洋を渡った23。そして翌年にはカリ
フォルニアへの移民団が出発した。とはいえ、移民が大挙してアメリカ
に渡りはじめたのは1884年のことで、以降10年間で３万人が渡米した
24

。その結果、1890年代には太平洋岸の各地に日本人コロニーが形成さ

れた。
このようにアメリカ西部で日本人の存在が顕著になると、白人の拒絶
反応と排斥運動が起きた。かれらの目に映った日本人は「アジア人奴隷
の別種」、
「倫理観なき無頼の徒」25、
「猥雑で無学な集団」26、
「不潔で下品」
27

で、「非白人、非西欧、非キリスト教」28で、中国人労働者と同じよう

に低賃金で重労働を行う「苦力」
（「くーりー」）29にほかならなかった。
人種の違いは同時に生活習慣、文化の違いでもあり、低賃金で長時間に
わたり重労働をするという生き方は白人労働者にとって信じがたい行為
で、日本人労働者は白人労働者にとっては賃金切り下げ、生活破壊の潜
在的元凶に映った。そして彼らはすでに中国人労働者との遭遇と対決を
経験し、新たな中国人労働者の入国阻止という国家政策を勝ち取ってお
り、排斥運動には強気であった30。
最初の大規模な反日運動は1890年代にサンフランシスコで発生し、翌
年には地元紙が「白人女性を狙う中国人と日本人」や、「日本人を雇う
非国民」といった見出しで日本人への憎悪を煽り、白人の世論引き締め
を図った。そしてこの流れを受けて市の教育委員会は日本人学童を分離
し、市の中国人学校に移す措置を講じた。そして1900年にはサンフラン
シスコとシアトルで反日暴動が発生し31、労働組合によるアジア人排斥
運動が激化し、マスコミもこれに同調し、日本人糾弾キャンペーンを開
始した32。
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1905年のサンフランシスコの新聞は「迫り来る日本の侵略」（THE
JAPANESE INVASION, THE PROBLEM OF THE HOUR）という大
見出しで脅威を煽り33、黄禍論（“The Yellow Peril”）を展開した34。そ
して翌年、サンフランシスコで大地震が発生すると、この混乱の中で中
国人と日本人への襲撃・暴行事件が頻発した35。さらに一度は分離教育
を撤回した市の教育委員会が再び日本人学童を中国人学校に移籍させる
処置を講じた。その後1921年、カリフォルニア州ターロックで日本人排
斥運動が発生し、ストックトンでは白人のグループが18人の日本人農園
労働者を拉致・脅迫し、町から追放する事件が発生した36。
これら一連の騒動、黄禍論に根を発する白人市民の嫌日運動を受けて、
議会は1908年に日本人がハワイやカナダ、メキシコを経由してアメリカ
本土に流入することを禁止する法律を制定した37。さらにカリフォルニ
アでは1913年、日本人が土地を購入・取得することを禁じる法律を定め
た38。その後1922年、ケーブル法（Cable Act）が制定され、外国人（ア
ジア人）と結婚した白人女性は市民権を剥奪されることになった39。そ
して最後に、1924年になるが、議会は移民を人種ごとに割り当てる法（the
National Origins or Johnson-Reed Act）を制定し40、日本人を含むアジ
ア人の移民を厳禁した。

第２章 「エイリアン」としての日本人
白人はアジア人の存在を目にして二つの妄想を描き、恐怖に駆られ、
それがアジア人排斥につながったと考えられる。まず一つ目の妄想は、
アジア人――事実上、中国人と日本人の男性――は白人女性に関心を示
し、「狙う」というものであった。このような被害妄想の原因は、中国
人労働者のほとんどが男性であったことによる。確かに、白人社会に突
然出現した男性ばかりの、それも異人種・異民族の集団が白人にとって
脅威に映ったことは想像に難くない。そしてその脅威が短絡的に被害妄
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想に転嫁し、それが中国人への暴行や排斥につながったのである。
他方、日本人移民は組織だって行われ、夫婦連れも多く、決して男性
だけの集団ではなかったが、同じ人種ゆえに、中国人と同じように不審
な目で見られた。前章で言及したように、大規模な移民がはじまった直
後の1891年にはサンフランシスコの新聞が、中国人（男性）と日本人（男
性）が白人女性を狙っているというショッキングな見出しを掲載した。
そしてその後に実施された日本人児童の分離教育の背景には、英語を学
ぶために小学校で学ぶ日本人青年が、白人女子児童と同席したことから、
彼らが女子児童に性的関心を抱いているとする保護者の疑心暗鬼があ
った41。そして1905年、日露戦争のさなか、サンフランシスコの新聞
は「日本人はアメリカ人女性への脅威」（JAPANESE A MENACE TO
AMERICAN WOMEN）とうたう見出しを掲げ42、日本人に対する読者
の警戒を喚起した。
だが白人の懸念はこれだけではなかった。というより、彼らが本当に
恐れたのは中国人や日本人に土地を、国土の一部を奪われるという恐怖
であり、妄想であった。19世紀前半にはほとんどいなかった中国人が、
わずか20年の間に数万人規模に達し、太平洋岸のどこにでも散見できる
ようになった。たとえば1870年にはアメリカに６万３千人の中国人が居
住し43、地域によっては、アイダホのように、4,274人の中国人が居住し、
住民の27％を占め、その存在が顕著になったような州もあった。すると
白人の側では中国人の増大と、彼らに土地を奪われるという危惧が生じ
た。白人であれば、出自は異なっても社会に同化するが、人種が異なっ
ていてはそれが困難で、白人国家の中に異邦人のコミュニティーが形成
され、やがては後者が前者を破壊してしまうという危機意識が高まり、
白人たちを中国人排斥に駆り立てたのである。
特定の社会の中に存在し、社会に同化せず、それを破壊する恐ろしい
存在。英語ではこれを「エイリアン」（alien）という。地域社会に利益
をもたらし、すぐに立ち去る外国人（旅行者やビジネスマン）は歓迎だ
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が、社会に定住する外国人（異人種・異民族）は迷惑な存在、というの
がアメリカ人の共通認識であった。旅行者は単に「外国人」
（foreigner）
であるが、定住者・移民は国内のアウトサイダーであり、諸悪の「汚染
源」であるため44、「好ましからざる外国人」
、時には「敵性外国人」と
位置づけられた。これがエイリアンである。
そして日本人は白人にとって、中国人以上に恐ろしいエイリアンであ
った。日本人の本格的な移民は1880年代の半ばからであったが、わずか
四半世紀のちの1900年には全米で23,326人、太平洋岸に18,269人、そし
てカリフォルニアには10,151人の日本人が居住していた45。問題はそれ
だけではなかった。中国人移民は単身者がほとんどであったが、日本人
は既婚者が多く、アメリカで子供を生み、その子供たちが自動的にアメ
リカ国籍を取得したことにあった。すると白人社会に同化しない（同化
できない）
アメリカ人が増加し、
社会を分断する危険性が生じたのである。
日本人の問題はさらに、20世紀に入ると暴動を恐れ、都会から地方に
移り住み、農場を経営する者が出たことである。例えば、1900年、カリ
フォルニアで日本人が経営する農場は29で、総計4,698エーカーの土地
を借地していた。だが５年後、その耕地面積は61,858エーカーに拡大し、
1920年には50万エーカーの土地から6,700万ドル相当の収穫を上げ、カ
リフォルニアの農業生産額の10％を占めるようになった46。またワシン
トン州では1910年以前、日本人が経営する農場の総面積は9,500エーカ
ーであったが、1914年までにその面積は16,000エーカーに拡大した47。
このように、土地を借地するにせよ所有するにせよ、日本人がアメリ
カの大地の一角を占めるようになると、日本人に国土の一部を奪われる
という懸念が現実味を帯び、排日運動は恒常化し、激化した。先にも言
及したが、カリフォルニアは外国人による土地取得を禁止するための法
律（the Alien Land Law）を制定して日本人の土地取得に制限をくわ
えたが、この時代、多くの日本人家庭には二世が育っており、彼らは合
衆国国民であり、上の法律の適用外であった。よって親の日本人がアメ
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リカ国民である子供の名義で土地を購入することは可能であり、上の法
律は十分に機能しなかった。だが逆に、このような法律をつくっても効
力がなく、日本人による土地所有の拡大が続いたことで、日本人・日系
人に対する白人の憎悪はさらに高まった。

第３章

国際政治

1906年、日本は日露戦争に勝利したが、これがアメリカの日系社会に
は災いした。サンフランシスコの新聞は、前年に「日露戦争が終われば
日本人が押し寄せる。現在でも州内には10万人の日本人がいる」と危機
感を表明していた48。この見出しの趣旨は、戦争に勝利するにせよ負け
るにせよ、（日露）戦後の日本は多くの移民をアメリカに送り出すこと
になるし、結果的にアメリカ国土の一部が日本人の手中に収まり、アメ
リカは日本から侵略を受けたのと同様の被害に見舞われるというもので
あった。
1898年の米西戦争でアメリカはフィリピンを併合し、アジアに拠点を
築いた。そしてその直後、日露戦争が起きた。この戦争の終結に関して
は、アメリカのセオドア・ルーズベルト大統領が日露間の仲介の労を取
り、日本に好意的であったことはよく知られているが、彼自身は、ロシ
アに勝利した日本がアジア・太平洋地域に進出し、アメリカと衝突する
可能性を予見し、危惧していた。アジア進出のアメリカと、極東アジア
の支配者となった日本がアジア・太平洋地域で覇権を競うことになるの
は時間の問題であった。実際、1919年の時点で、アメリカは日本との戦
争を想定し、太平洋での作戦構想「オレンジ計画」を策定していた49。
ルーズベルトはまた、1906年のサンフランシスコ地震に際して、教育
委員会が日本人学童を中国人学校に移した問題で、日本政府からの抗
議を受け、委員会に働きかけ、分離教育案を撤回させもしたが、その
背景には急速に国力をつけてきた日本との対立を回避するという深慮
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遠謀があったと思われる。しかし彼は同時に国内での混乱を鎮めるた
め、日本政府に対して移民の自主規制をするよう求めた。これが1907年
から翌年にかけて日米間で交わされた「紳士協定」（the Gentlemen’
s Agreement）である。この協定の結果、日本政府はアメリカへの移民
を自主的に制限すると同時に、在米日系人の動向に対して責任をもつこ
とになった。具体的には1909年、サンフランシスコの日本領事館が、公
的性格をもつ日本人会
（the Japanese Association of America）
を組織し、
これに領事館的機能を付与しつつ、日本人・日系人の動向を把握するこ
とになった50。
だがこれも日系社会には裏目に出た。もともと日本人一世はアメリカ
への帰化が不可能なことから、祖国への帰属意識が強かったし、二世世
代もその影響を受けていたが、日本人会が機能し始めたことで、日系社
会は日本との結びつきをより強め、天皇誕生日が日系人の祝日とされ、
訪米した政治家や官僚は各地の日本人会から歓待され、日本領事館が日
系社会のリーダーとなった51。だがアメリカ人の目には、日系社会は日
本政府に操られていると映った。つまり日系人の土地取得の背後には日
本政府がおり、日本がアメリカ侵略を企てているかのように思われたの
である。これは次章で言及する映画にも反映されており、当時のアメリ
カ人に共有されていた信念であった。実際、1932年には FBI が日系社
会のリーダーの素行調査を行っている52。
何はともあれ、日系人はアメリカ国籍をもっていても、その精神は日
本人にほかならず、アメリカ政府に対してではなく、日本政府に忠誠を
誓っている、との疑いを受けてしまったのである。そしてこの誤解が後
に、日系人の強制収容につながるのである。真珠湾攻撃の直後、アメリ
カ政府は、日本が日系人を操り、アメリカ国内でテロやサボタージュな
どの利敵行為を演じさせると思い込んでしまった。
一方で紳士協定を遵守して、移民に対して自主規制を行っていた日本
は、1924年の移民制限措置に接して、アメリカに裏切られたかたちとな
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った。日本人の移民割当数はゼロになり、アメリカ移民の門戸が閉ざさ
れてしまったのである。それに先立つ1919年、日本は国際連盟発足に際
し、人種差別禁止を連盟規約に盛り込むよう（第一次大戦後の）パリ講
和会議で提案したが、議長を務めたアメリカ大統領ウィルソンはこれを
拒否した53。さらに1922年には海軍の軍縮を話し合うワシントン会議で、
アメリカ・イギリス・日本の主力艦の保有率を５: ５: ３にしたが、これ
も日本に不満を残すことになった54。
逆に1931年の満州事変以降の日本の中国侵略は、アメリカをしてます
ます日本に敵愾心を抱かせることになったと同時に、日系人の印象をさ
らに悪化させることにもなった。先に、アメリカにおける日本人のイメ
ージは、多分に日系人のそれが重なっていると指摘したが、日本の中国
侵略以降は明らかに大日本帝国臣民、とりわけ軍人・兵士のイメージが
日本人のそれとなり、かつてないほどにアメリカ人の憎悪の対象となっ
た。中国での日本軍の蛮行は新聞やニュース映像を通じてアメリカ国民
に知られるところとなった。当時の日本は厳しい言論統制が行われ、国
民は戦地での詳細、ましてや日本軍による中国市民の殺戮などは知る由
もなかったが、皮肉なことに戦争の裏面は、被当事者たるアメリカ人の
方が詳しく知ることになった。その結果、アメリカにおける日本人像に
は「野蛮」と「侵略者」のイメージが付加された。
コロンビア大学名誉教授ドナルド・キーンは学生時代、たまたま耳
にした日本語の音声（レコード）に驚愕したという55。それは日本語を
知らないキーンにとって、不快な命令口調に聞こえた。そして「日本
語というのは軍国主義の国にぴったりだ」（“. . . the language was well
suited to a nation of militarists”）と感じたとのことである。キーンは
さらに、1940年当時のアメリカ人は日本については誰しもそのように考
えていたとも述べている。
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映像の中の日本人

日本人は――中国人もそうだが――アメリカの国土を侵略し、アメリ
カに禍をもたらす「黄色いエイリアン」、という危機意識、黄禍論（the
Yellow Peril）は日露戦争当時、1905年にサンフランシスコの「クロニ
クル」紙によって喧伝され、時代の思潮となり、日本人は邪悪な存在と
されてしまった。そしてそのイメージは映画に取り込まれ、さらに拡大
再生産され、悪循環に陥った。
映画は19世紀末に始まり、20世紀の10年代には本格的な娯楽として普
及した56。しかしそれは同時に大衆を扇動する恐ろしい媒体にもなった。
そして不幸にして、そのプロパガンダ性が最初に機能した作品が、1915
年に公開された「チート」（The Cheat）であった。
プロットはいたって単純で――当時の映画はほとんどそうだが――金
持ちの日本人プレイボーイ、「トリ」が白人の人妻エディスに横恋慕し、
最後は袋叩きの目に遭うという話である。その過程で、トリはエディス
に金を貸して恩を売り、彼女に言い寄り、拒絶されると、彼女の肩に強
引に烙印を押し、自分の所有物にしてしまうカットがあり、観客に「卑
劣で野蛮な日本人」というイメージを植えつけた。
次いで、1917年公開の「ペイトリア」（Patria）もまた露骨な反日映
画である。愛国者（patriot）をもじったヒロインの名をタイトルに掲げ、
15話からなるこの作品は、あからさまに日本を非難・中傷する内容とな
っている。具体的には、①日本のスパイ組織がアメリカとの戦争に備え、
アメリカ企業（Channing 社）から兵器を購入しようとするが拒絶される；
②するとスパイの首領「フロキ男爵」は、社主チャニング家の自宅地下
に設けられた金庫から黄金を強奪し、チャニング家の財産相続人の殺害
を企て、工場の焼き討ちを図る；③しかしアメリカ防諜員の活躍により
フロキの企みは失敗し、彼は自殺（切腹）する、という内容である。
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当時の映画は無声（サイレント）で、劇の展開や出演者のセリフが画
面上に文字で表示される。この作品では第1話で、日米間の緊張とフロ
キの役割が紹介され、第２話では日本がメキシコと連携し、アメリカに
敵対行為を起こすことが劇中の書簡を通じて明らかにされる。そのさい、
「日本人スパイ団の罠」
（“the snares of Japanese plotters”）といった毒々
しい表現が使用され、観客の怒りが誘発される。
そして注目すべきは、この映画が日本とメキシコとの同盟に言及して
いる点である。現代の日本人にとっては、これは荒唐無稽の話に聞こえ
るが、当時のアメリカ人にとっては、かなり高いリアリティーをもった
エピソードに聞こえたはずである。なぜならアメリカは1914年と16年に
メキシコに軍を越境させていたからである。さらにこの米墨関係の緊張
を利用し、ドイツがメキシコとの同盟を持ちかけ、両国がアメリカと戦
って勝利した暁には、テキサスほかアメリカ領土の一部をメキシコに引
き渡すことを提案していたからである57。したがって、日本がドイツと
同じことを画策することは当然ありえる、というのが映画製作者のひら
めきであったし、観客の支持を得られるモチーフでもあった。実際、映
画の中でフロキはひんぱんにメキシコの上院議員と接触し、謀議を重ね
ている。
ところでこれら２本の映画には、日本や日本人をネガティブに描くと
いう以外にも共通点がある。それは、両作品の日本人キャラクター、フ
ロキ男爵とトリがいずれも金持ちで、上流階級の社交場に出入りし、何
ら差別を受けていないことである。当時アメリカにいた日本人移民の大
半は労働者や貧農、商店主で、地位にも金にも恵まれていなかったと思
われるし、日常生活では偏見と差別に苦しんでいたはずである。ならば
映画の中の日本人はどうして「エリート」として描かれているのだろう
か。考えられるのは、かれらは日本人移民の象徴ではなく、日本、大日
本帝国を象徴していたということである。
明治の近代化により日本は脱亜入欧・富国強兵を図り、20世紀はじ
（16）
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めには工業力と軍事力で欧米列強に追いつきはじめ、「一等国」（a firstclass power）58の仲間入りをした。映画はこの現実を反映している。「一
等国」は白人の国家群であった。日本は有色人種の国ではあったが白人
国家の仲間に迎えられたのである。フロキもトリも日本人ではあるが、
白人上流階級の仲間入りを果たしている。だがそれは表面上のことに過
ぎない。白人たちが本心からフロキやトリを歓迎したわけではないし、
ふたりもそれに値する立派な人間ではない。フロキはメキシコの上院議
員と悪事を働き、彼の背後にいる日本国家はアメリカとの戦争を画策し
ていたのである。トリもアメリカ人の人妻に金を貸し、その因縁で彼女
の貞操を奪おうとする卑劣漢である。うわべは紳士だが腹の中は黒い、
というのがフロキやトリの本性であり、映画のメッセージもそこにある。
そしてそれは即、日本に対する批判でもあった。外交の表舞台では「紳
士」国家だが、裏では野心満々の「狼藉」国家、というのが映画の主張
（プロパガンダ）であり、アメリカ人の日本観の代弁でもある。
さてプロパガンダというのは特定の時代、特定の状況では効果を発揮
するが、タイミングを逸するとガラクタ同然となる。日系人に対する差
別や偏見は続くものの、黄禍論の熱気が冷めると、この種の映画は潜伏
期に入り、次の出番を待つ。そしてそれは日米開戦であった。
満 を 持 し た か の よ う に、Secret Agent of Japan, Yellow Peril, Spy
Smashers, Wings over the Pacific, V for Victory, Across the Pacific, God Is My
Co-Pilot, The Purple Heart など多数の反日映画がつくられた59。もちろん、
これらが単純な勧善懲悪劇であったことは想像に難くないが、注目すべ
き点は、日本人が子供、野蛮人、サディスト、狂人、ロボット、サル、
ヒヒ、サル人間（“monkey-men”）のように、非人間化（dehumanization）
60

されて描かれたことであった。実際、たとえば1944年に公開され

たジョン・ウェイン主演の、海軍施設部隊の活躍を描いた作品（The
Fighting Seabees）では、最後に日本軍兵士は追われて慌てふためくサル
かロボットの群れのように描かれ、アメリカ兵によって一気に「屠殺」
（17）
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されてしまう。
1981年出版の小説『金持ちになったウサギ』（Rabbit is Rich）には、
主人公が子供の頃に見た戦争映画の断片が次のように回想されている。
「・・・かつての日本人はサルだった。ハリーは戦争中に日本人がフィ
リピンのバターン半島で行った残虐行為、真珠湾を攻撃した小さな潜水
艇、それにゼロ戦を思い出す。それから天皇と、洞穴からたいまつをか
かげて飛び出してくるロボットのサル（robot-monkeys）も記憶がある」
61

。
そして注目すべき作品は、戦争末期1945年７月にアメリカ陸軍省が制

作した「汝の敵

日本を知れ」（Know Your Enemy――Japan）である。

この作品にはアメリカ人にショックを与え、敵愾心を煽る場面がいくつ
か挿入されているが、極め付きはブロンドの白人兵をひざまずかせ、背
後に立つ日本軍将校が日本刀を振り上げ、捕虜の首をはねる直前の写真
であろう。また多数の民間人の死体が横たわる中国の日本軍占領地の写
真も、日本軍の非道を物語り、アメリカ人の戦意を高揚させたことと察
せられる。
この映画は日本国内のさまざまな日本人の生活シーンも紹介している
が、アメリカ人にとっては、日本人はとうてい理解のできない、コミュ
ニケーションの取れない人種として描かれている。たとえば丸刈りの日
本兵の映像があり、ナレーションは「日本兵は個性がない」と語る。だ
が兵士はどこの国でも個性がないのが普通で――また個性を抜き取るの
が軍隊の教育だが――特段日本兵だけが個性がなかったわけではない
が、このような普遍的事実は伏せられ、ナレーションは、「アメリカ兵
は個性をもつ人間だが、日本兵は個性のないロボットである」というメ
ッセージに聞こえる62。またこの映像には兵士以外にも一般の日本人が
登場するが、かれらは一様に貧しく遅れた民として描かれている。さら
に、祭りや伝統芸能のように、アメリカ人には異様に感じられるシーン
がいくつも挿入されている。それらは結局のところ、
「敵の異質性」
（“the
（18）
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utterly alien nature of the enemy”）63を強調し、日本人はアメリカ人（白
人）とはとても異なる人間であるどころか、日本人は人間以下の存在で
あると訴えているかのようでもある。そして人間以下ということは、人
間ではないということになる。
その結果、太平洋戦争は「人種戦争」（a race war）の色彩が濃厚と
なった。マッカーサーの秘書官を務めたフェラーズ准将は、1945年１月
にある陸軍大尉から、戦場のアメリカ兵は投降してくる日本兵を射殺
するのが普通だった、という話を聞いたと述べている64。また、フィリ
ピンのレイテ島とルソン島に派遣された経験をもつ作家ノーマン・メイ
ラーは、直接死闘に参加したわけではないが、さまざまな体験談を直接
耳にする環境にいたため65、戦後にその見聞した内容を盛り込んで小説
を書いた。それが『裸者と死者』（The Naked and the Dead）である。こ
の小説の中には前線の兵士が、わずか「30ドル」の現金を手に入れるた
めに、日本兵の遺体から数本の金歯を抜き取るセンショーナルな場面が
ある。アメリカ兵マーティネーズ（Martinez）は、足元に落ちていた
銃を手にすると、その台尻を死んだ日本兵の頭蓋に叩きつけ、顔面を破
壊し、そこから金歯を抜き取ったのである66。マーティネーズは罪（guilt）
の意識も感じたが、同時に歓喜（glee）も感じており、とうてい「相手」
が（たとえ死んでいるとはいえ）人間であるとは考えていないようだ。
だがより重要なことは、マーティネーズの行為が特別であったというこ
とではなく、太平洋の戦場ではこのような蛮行が広く行われていたとい
うことである。
1944年当時、海軍に所属していた黒人兵――当時、ほとんどの黒人は
前線には出ていなかった――の証言では、複数の白人兵が戦死した日本
兵の体に銃剣を何度も突きたてたり、死んだ日本兵の口腔内から金歯を
抜き取っていたということである。したがって、メイラーの小説に書か
れていることは決して嘘偽りごとではない。この点に関し、『人種戦争』
の著者ジェラルド・ホーンは、「単に肌の色の違いだけで、同じ市民を
（19）
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リンチするといった、残虐行為ができる人々が、兵となっているから、
日本に対するアメリカ軍の残虐行為は、少しも驚くには値しない」と述
べている67。
その後、人種戦争は市民を巻き込むことになる。日本各地の都市に対
する空爆、さらに二つの原爆投下は明らかに市民虐殺を意図している
し、その背後には「邪悪な」有色人種に対してはどんなことをしても許
されるという白人の思い上がった論理が透けて見える。先に言及したフ
ェラーズ准将は1945年6月の時点で、アメリカ軍の非道を「野蛮な殺害」
（barbaric killings）と断定している68。
そして驚嘆すべき事実は、1944年の世論調査で、13％のアメリカ人が、
戦争が終わったあと、日本人をすべて殺害すべきと回答したことである
69

。日本でも戦時はアメリカとイギリスを「鬼畜米英」と罵倒していたが、

英米の一般市民を虐殺するなどということは誰の脳裏にも浮かばなかっ
た。ところがアメリカ人は、たとえ13％にせよ、1億の日本人を民族浄
化（ethnic cleansing）するよう望んでいたのであり、日本人はこれほ
ど忌み嫌われていたのである。そしてアメリカ軍はこのような世論に押
される形で、太平洋の戦場でも日本本土でも残虐な殺戮を大規模に、機
械的に行っていたのである。
次に再び映像に話を戻すと、戦後、1955年に「日本人の勲章」（Bad
Day at Black Rock）という映画（film noir）が撮られた。プロットは、元
日系二世部隊の隊長（白人）が戦死した部下の勲章を両親に届けるため
西部の田舎町に行き、町を支配する悪人を退治するというものである。
重要な点は、兵士の両親が戦時中に、町のボス一味にリンチされていた
ことである。つまり、日本との戦争が、アメリカ国内の日系人を巻き込
み、一家を消滅させてしまったのである。フィクションの中の出来事と
はいえ、このような物語が描けるほど日本人の印象は悪かったのである。
さらに1957年の「戦場に架ける橋」（The Bridge on the River Kwai）で
も日本人は悪人として描かれている。映画の冒頭、捕虜収容所長の日本
（20）
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軍大佐は、捕虜のイギリス軍大佐が差し出す、捕虜の扱いを定めたジュ
ネーブ条約の小冊子を破り捨てる。これにより日本軍は、国際法を守ら
ない野蛮な組織であったことがストレートに観客に伝わる。
これだけではない。戦時のフィリピンで活躍した抗日ゲリラを助け
るアメリカ兵を描いた映画が戦後もずっと作られていたのである。
1950年には「フィリピンのアメリカ人ゲリラ」（American Guerrilla in the
Philippines）、1961年には「鉄の義手」（The Steel Claw）、1967年には「最
長の100マイル」
（The Longest Hundred Miles）。そしてこれらの作品に描
かれる日本軍は常に、フィリピンの民衆をいじめる悪者であった。
日本は敗戦後、軍国主義国家から平和国家・民主国家に変貌し、アメ
リカとの協調・協同を本気でめざしたが、アメリカ人は上述したように、
戦後もずっと戦前の悪しき日本人像を抱いていたのである。それは次の
事実が何より雄弁に物語っている。1951年、日本がサンフランシスコ条
約を締結し、国際社会に復帰したときニューヨーク・タイムズは小見出
しで「相変わらずの日本」（Japan Is Little Changed”）と報じ、「6年で
国民性が変わるわけはない」70と冷めた見解を表明したのである。

第５章

日本の排他的選民思想（racism）

アメリカ人は、日系人が日本によるアメリカ侵略の手先であるという
疑念を抱き、エイリアン像を描いた。これは日本人の視点では疑心暗鬼、
妄想ということになるが、当時のアメリカ人にとっては、このように思
い込むに足る十分な状況証拠があったことも事実である。それはまず日
本人移民一世が、祖国に忠実であったこと、具体的には天皇を敬ってい
たということである。すでに述べたように日系社会では天皇誕生日（天
長節）は祝日であった。また日米紳士協定締結後の日本人会は日本政府
の代理機関として機能した71。組織の長には領事ほか日本の官僚が就き、
日系社会のリーダーと連携した。つまり日本人会はアメリカに所在しな
（21）
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がらも日本の延長であり、日本の官僚機構の一部でもあり、日系人を日
本（天皇）に縛りつける装置であった。
そしてこの組織の最大の問題は天皇制であった。明治国家の骨組みは
天皇制であり国家神道であった。また天皇の権威を（国家）神道を通じ
て国民（臣民）に信じ込ませ、盲従させることが国家発展の鍵であった。
それは当然、アメリカにおいても日本人会を通じて日本人・日系人に対
して行われた。だが、これはアメリカ的価値観と真っ向から衝突した。
神の下における人間の平等、というのがキリスト教のテーゼであり、人
間の平等、個人の尊厳尊重というのが民主主義の基本理念であり、アメ
リカ人はこれら二つの価値観を信奉していた。
「ならば」、『敗北を抱き
しめて』の著者ジョン・ダワーは言う、「（アメリカ人を含む）西洋人に
とって、『天皇崇拝』は神に対する不敬である。なぜなら「天」の「皇」
という呼称は、天皇を「神」の「子」であるキリストに等しい存在に近
づけることにほかならないからである。よってアメリカ人はこれを重要
視・疑問視せざるをえないのである」72。天皇が神の直系であり、生き
神であるとする天皇制イデオロギーは、天皇を他の国家指導者とは異な
る特別な、「神聖な」支配者と位置づける。だがそれはアメリカ人にと
っては、アメリカ大統領の地位を卑しめることにほかならない。また天
皇制イデオロギーは日本が、天皇を戴くことにより、他の国とは異なる
神聖な国、「神の国」と位置づけているが、これもアメリカ人にとって
は笑止千万ということになる。さらに天皇制イデオロギーは、天皇の赤
子たる臣民もまた特殊な民族で、他の国民よりも優れているとするが、
これもアメリカ的ロジックでは理解不能な主張となる。要約すれば、天
皇制イデオロギーとは日本特殊論であり、選民思想であり、日本版アー
リア民族神話ということになる。
実際、日本人は、アメリカにおいても、みずからの優越性、すなわち
日本人であることに誇りを感じていたし、白人を含め、他の人種・民
族を劣等視していたことは歪めない事実である。それは日本人の「純
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潔」という信念にも及び、日系人は他の人種との結婚を避けるという行
動様式も確実に存在した73。つまり日本人は白人から迫害を受けてはい
たが、みずからも他の人種・民族に対して偏見を抱き、差別をしてい
たのである。戦時中につくられたプロパガンダ映画「敵

日本」（“Our

Enemy――The Japanese”）は、日本が世界支配を企んでいると同時に、
日本人は選民思想を信じているとも訴えているが、これは必ずしも根も
葉もない宣伝とはいえなかった。
実際には白人の側が日系人を同化させなかったのであるが、日系人も
白人社会から距離を置き、時には、それに公然と背を向けていたのは否
定できない事実である。たとえば、二世が青年期に達すると、経済的ゆ
とりのある家庭では中等・高等教育を日本で受けさせるということが広
く行われていた。親は子供に、日本で教育を受けさせることで、国籍は
アメリカ人であっても、精神は日本人であって欲しいと望んでいたので
ある。
そしてその「精神」だが、当時は「大和魂」と呼ばれ、日本人のみが
もつ特殊な「能力」であると信じられていた。さらにそれは武士道と連
動しており、武道に具現化する。しかし日系人が「大和魂」を唱え、柔
剣道に励む姿はアメリカ人には攻撃的で、アメリカに対する背信行為に
見え、彼らの描く日本人像を否定的なものにしてしまったのである。そ
れゆえ FBI は開戦前から日系社会のリーダーと日本文化の伝道者に目
を光らせていた。在米の日本語教師、神主、武道家、地域社会の指導者
を務める移民一世、日本の政府機関と企業の従業員、そして日本と日本
文化を代表する人物。FBI はこれら千人以上の日本人と日系人の素行調
査を行い、膨大なデータを蓄積したのである。当時のアメリカにおいて
日本文化は反アメリカ文化であり、アメリカに敵対する（と信じられて
いた）日本人の象徴にほかならなかったのであり、それはアメリカ人に
とって決して好ましいものでも、評価すべきものでも、ましてや受容す
べきものではなかったのである。そして忘れてはならないのは、「文化」
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が「人種」の記号（象徴）として用いられていたことである75。日本文
化の否定は日本人の否定にほかならなかったのである。

第６章

戦後の日本人像

一度定着したイメージは容易に変わらない。敗戦後の日本が民主国家
として再スタートし、日本人は自らが変わったと感じているが、アメリ
カ人はそうは思っていない。というよりは、アメリカ人は、一部のエリ
ート層を除けば、相変わらず日本について無知・無関心である。当然、
かれらが描く日本人のイメージはネガティブである。繰り返しになるが、
冒頭で引用した「東京ジョー」に登場する日本人は全員悪人であった。
なぜか？

それが当時のアメリカ人の日本人に対する見方であったから

だ。アメリカ軍が占領行政に携わる民間人や兵士のために準備した教材
には、日本人は「油断ならない」（“treacherous”）とか「危険で信用で
きない」（“dangerous and untrustworthy”）という警告の文言があっ
た76。「東京ジョー」の日本人キャラクターはまさにこの警告通りの人々
であった。映画は当時の日本人像を正確に反映していたのである。
戦後、日本人はすぐにアメリカ人のイメージを好転させたが、先方は
そのようなことはしなかった。そしてダワーによれば、1960年代末まで
ずっと、日本人は安物の装飾品や電気器具しか作ることができない77、
創造性の乏しい民族とみなされていたのである。
では1970年代に日本のイメージは好転したのだろうか。答えは否であ
る。輸出による高度経済成長策は成功を遂げたが、日本からの大量の輸
出はアメリカにさまざまな問題を引き起こし、反日感情を再燃させてし
まった。1969年から1971年にかけては日米間で「繊維摩擦」が生じた
78

。実はアメリカ市場における日本製合成繊維のシェアはわずか１％し

かなかったのだが、大統領選挙に臨むリチャード・ニクソンはこれを政
治問題にし、選挙対策に利用した。そして大統領に当選した後、彼は
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「公約」を実現させたが79、その過程で日本のイメージが悪化してしま
ったのである。
繊維問題が日本の譲歩で決着すると、次は鉄鋼、カラーテレビ、牛肉、
オレンジ、次いで自動車をめぐる対立が生じた80。アメリカは、日本は
売るばかりで少しも買わないと憤り、輸出規制と日本の非関税障壁の撤
廃を強く要求し、日米関係は大きく揺らいだ。そして1980年代になると
日本からの自動車輸出は急増し、アメリカメーカーは相次いで工場を閉
鎖し、従業員のレイオフが広まった81。その渦中で、1982年、デトロイ
トでヴィンセント・チャン殺人事件が起きた。日本車の輸出のせいで失
業した白人労働者が、日本人と間違えて中国系アメリカ人を撲殺したの
である。当時は日本車を破壊するデモンストレーションが頻発していた
が、激化した反日感情はついに罪のない「日本人」を殺害してしまった
のである。
これが時代の「空気」であった。1981年に出版された『金持ちになっ
たウサギ』（Rabbit is Rich）では、アメリカン・フットボールを観戦し
ている観客がハーフタイムショーで、ブラスバンドの奏でる音楽に合わ
せて合唱する場面が描かれている。するとテレビでその光景を見ている
主人公は、観客の気分を次のように代弁する。「ホメイニも石油もいら
ない。アフガニスタンもいらない。ロシア人なんかくそくらえだ。日本
人も同じだ」82。注目すべきは「ロシア人」と「日本人」が侮蔑的な言
葉“Russkies”と“the Japs”になっていることである。これが当時の
アメリカの大衆の日本に対する気分であった。戦後35年も経つのに、日
本人に対するかれらの意識は戦時中とほとんど変わっていなかったので
ある。
だがかれらの神経を逆なでするかのように日本経済は発展を続け、
1988年にはソニーが CBS レコードを買収し、翌年にはやはりソニーが
コロンビア映画を、そして翌年には三菱地所がロックフェラー・センタ
ービルを買収した。アメリカを代表、象徴する企業や建築が日本企業に
（25）
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買収されたことでアメリカ人の日本アレルギー（Japanophobia）はさ
らに激化した。実はアメリカの識者はこれより前に、迫りくる危機を予
知し、警告を発していたのである。1985年、ニューヨーク・タイムズの
日曜版付録「ニューヨーク・タイムズ・マガジン」は「日本からの危険」
と題する論文を掲載していたが、これが日本脅威論、日本異質論の皮切
りであり、日本叩き（Japan bashing）の先駆けであった。そして1989年、
ブッシュ政権発足の年でもあったが、雑誌「ビジネスウイーク」は同年
8月に、アメリカにとってソ連の軍事力と日本の経済力のいずれが脅威
かと読者に質問したところ、前者を憂慮する人が22％であったのに対し
て、後者を心配する人は68％もいたのである。このデータは、アメリカ
が日本の経済的植民地になるという恐怖が社会に浸透していた事実を物
語っている83。黄禍論の復活である。
そして本格的な日本批判（ジャパン・バッシング）が始まったが、こ
こでも文化の違い、アメリカにとっての日本の異質性が問題の元凶とさ
れた84。批判は広範囲に及び、大衆小説も日本批判をはじめた。日本企
業の暗部を暴く小説『ライジングサン』（Rising Sun）や、日本との新た
な戦争を描いた『日米開戦』（Debt of Honor）がヒットし、前者は映画
化され、より広範囲に反日気分を煽った。
このようなアメリカ人の対立姿勢に変化が生じたのは、日本のバブル
が破綻し、日本が長期の不景気に陥ってからのことであった。「敵」が「自
滅」する一方、アメリカ経済が復興し、社会に余裕が生じたことから「日
本憎し」の感情が弱まり、世紀の変わり目あたりには日本のイメージが
好転し始めたのである。2000年に発表された小説『追憶の中のウサギ』
85

では、二人の主要キャラクターが緑茶を飲み、茶の効用を学ぶ場面や、

他のキャラクターがカップ麺 (Japanese noodle) を常備食にしているエ
ピソードなど、日本の食文化がアメリカ人の日常生活に受容されている
現状を紹介している。
また2003年に公開された映画「ロスト・イン・トランスレーション」
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（Lost in Translation）では、日本人は「背景」として描かれたに過ぎないが、
とても自然に描かれていた。これ以前のアメリカ映画では、日本人キャ
ラクターは多少なりともステレオタイプ化されたり、カリカチュアされ
たりしていたが、この映画に登場した日本人は、容姿も態度もきわめて
自然であった。ハリウッドはこの作品において初めて日本人を自然体で
描くことができたといえる。それどころか、主演の、二人のアメリカ人
キャラクターは、東京で出会う同胞の声高と多弁を拒絶し、静寂な時と
空間を追い求める。つまり二人は日本的感性を共有しているのであり、
作品は暗に日本的価値観を礼賛しているのである。
そして同年にはハリウッド製大型時代劇「ラストサムライ」（Last
Samurai）も公開された。これは現実感の乏しい「ファンタジー」では
あるが、武士道と武士を礼賛する内容となっている。アメリカ人にとっ
て、とりわけ戦前は、武士道は残虐と野蛮、日本人の後進性の象徴であ
った。だがそれから半世紀以上の歳月を経て、武士道はアメリカ人にと
っても賛美すべき哲学、ロマンチシズムの憧憬対象に変貌したのである。
ここにおいて日本人のイメージは画期的に変化・好転したといえる。
そのイメージをさらに更新させたのが2008年公開の「ラーメンガール」
（The Ramen Girl）である。「ラストサムライ」が日本人を評価したとし
ても、それは武士という特異な日本人であり、過去の日本人であった。
だが「ラーメンガール」が描いた日本人は現代の庶民、等身大の日本人
である。映画はそこに焦点を合わせ、その生きざまを評価・肯定したの
である。具体的には、この作品は、西田敏行演じる下町のラーメン店の
主人に弟子入りし、艱難辛苦の果てに「免許皆伝」となり、ニューヨー
クで開店する若いアメリカ人女性のドラマである。そしてこの映画で注
目すべき点は、個性の強い二人のキャラクターが何度も本気で衝突する
ことである。その原因の大半は言語が通じないことや文化の違いである。
だがこのような外的条件の困難を乗り越えて、二人は少しずつ相互理解
を深めていくのである。その媒体（メディア）がラーメンである。
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かつて日本人とアメリカ人は、言葉の違い、文化の違い、人種の違い
で相互理解が困難、もしくは不可能と思われていた。それゆえにアメリ
カでは人種差別や日本人の排斥運動、日本文化の否定などが起こった。
だがこの映画は、日米間の言語の違い、文化の違い、人種の違いは、個
人同士が相互を理解し、友情を育むうえで何ら障害とならないことを訴
えている。このアメリカ映画が描いた日本人のイメージは、善でも悪で
もない、ましてや漫画チックなそれでもない。それは単に「人間」でし
かない。ここにはアメリカ人も日本人も同じ人間である、という単純な
真理が明瞭かつ明朗に語られているのである。善悪は国籍や人種の問題
ではなく、単に個人の問題に過ぎない。ステレオタイプは人間を集団単
位で見ることから生じるが、この映画はそんな愚かな人間観察の間違い
を笑い飛ばしているのである。

結

論

日本におけるアメリカ人のイメージと、アメリカにおける日本人のイ
メージはまったくの非対称であったし、現在でも基本的にはそうである。
いうまでもなく、前者のイメージは戦時を除けばおおむねずっと肯定的
で好意的であった。他方、後者のそれは戦前も戦後も一貫して否定的で
あった。日本人は明治このかたアメリカを「文明国」、「先進国」と考え
て、その国民にも敬意を払ってきた。一方、19世紀のアメリカ人は日本
の所在さえ知らぬほど、日本に対して無関心・無知であった。当然、彼
らが脳裏に描いた日本人像は、貧しく遅れたアジアの民といった程度の
ものであった。アメリカ人にとっては日本人も中国人も、韓国人もフィ
リピン人も見分けがつかず、誰が誰であっても構わず、気にしなかった。
ゆえにそもそも明確な日本人像が存在したのかどうかも疑わしい。
おそらくアメリカ人が最初に描いた日本のイメージは、日本人移民の
それであったが、それは中国人のイメージと重なる「苦力」であった。
（28）
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苦力は奴隷にも似て、低賃金で長時間、長期間にわたって重労働をした
が、これは西欧的な視点では尊敬に値しない非人間的な行為であった。
その結果、日本人は蔑視の対象となった。
次にアメリカ人が日本人に対して描いたイメージは「侵略者」（エイ
リアン）であった。低賃金で愚直に働く日本人は白人労働者の職を奪い
かねない迷惑で危険な存在であった。また日本人は土地を入手して農業
をはじめたが、アメリカ人は国土を奪われると杞憂した。彼らの目に映
った日本人移民は、独自のコロニーを築き、伝統文化を守り、祖国に忠
誠を誓っていた。日本人はアメリカにいながらアメリカを内部から崩壊
させようとする不気味な存在であった。
アメリカ人にとっての第３の日本人像は、国際政治上の「侵略者」で
あった。日露戦争に勝利した日本は極東アジアの支配者となり、太平洋
にも進出し、アメリカの国益を侵害すると思われたのである。そして日
本は1931年以降、中国侵略をエスカレートさせ、露骨な帝国主義に走っ
た。するとアメリカ人はアメリカ西部が日本によって侵略されるのでは
ないかと心配した。アメリカ社会の中で特異な存在感を示していた日系
人がその先兵を務めるのでないかとも疑った。
そして第4のイメージは「野蛮人」であった。日中戦争での民間人虐
殺や、太平洋戦争開始直後に行われたアメリカ人捕虜の「バターン死の
行進」や捕虜の斬首などが、アメリカ人に日本人＝野蛮人という強烈な
印象を与えた。
不幸なことに、半世紀以上にわたって形成された重層的なネガティブ
イメージは戦後になっても変わらなかった。そして日本の戦後復興が終
わり、経済再生が勢いづくと第5のイメージ、「エコノミック・アニマル」
が付加された。日本人は売るだけで買わない卑怯な国民、金のことしか
考えない守銭奴というイメージである。そしてそれはすぐに第６のイメ
ージ、「経済的侵略者」に転化した。バブル時代、日本企業はアメリカ
の企業や不動産を買収し、アメリカを経済的に侵略していると危惧され
（29）
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たのである。アメリカの大衆は、かつて軍事侵略に失敗した日本が、経
済的にアメリカを侵略してきたと考えたのである（黄禍論の復活）。
以上を通してみると、過去１世紀半に及ぶ日米関係において、アメリ
カ人が描いた日本人のイメージはずっとネガティブであった。これはわ
れわれの期待と想像を超えた、不当で不快な評価かもしれない。だが歴
史を否定することができないのと同様に、われわれはこの像を否定する
ことも拒否することもできないのである。われわれは素直にこの像と向
き合い、それを受け入れなければならない。社会における個人の位置と
同様、国際社会における国家・国民もしょせん「他人」の評価のもとに
生きていくほか道はないのである。もしもわれわれにできることがある
とすれば、今後、より正確で好ましい像を描いてもらえるよう、国家・
国民が不断の努力を積み重ね、国際的に好ましいイメージを形成してい
くことであろう。

付記

本稿は、2015年11月４日、苫小牧市文化交流センターの「とまこ

まい市民カレッジ」で行った講演「アメリカ文化の中の日本――文学と
映像の中の日本と日本人――」の草稿に大幅な加筆・修正を施したもの
である。

注
１．端的な例が野球である。アメリカの大衆スポーツである野球は、ほぼ明治時代
の開始と同時に日本に伝わり、急速に、かつ広範囲に広まり、「国技」に近い
レベルに発展した。またジャズもアメリカでの発展にシンクロナイズして日本
に紹介され、鑑賞され、吸収された。映画も同様である。サイレント時代のス
ター、ダグラス・フェアバンクやグレタ・ガルボ、1930年代の話題作、「キン
グコング」や「ターザン」、当時を代表するスター、ゲーリー・クーパーやク
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ラーク・ゲーブルの名は、都会ではという条件がつくが、日本でも話題となっ
た。さらに、やはり都会の文化ということになるが、「モダン都市」東京を闊
歩した「モボ」や「モガ」は、アメリカのファッションとライフスタイルの模
倣に他ならなかった。この日本人のアメリカ好みは今日でも変わらないどころ
か、アメリカのライフスタイル（自家用車・郊外住宅地・ショッピングモール・
ファミレス・ファーストフード・ドラッグストア・ホームセンター・シネコン・
T シャツにジーンズ・ピザにハンバーガー）がそっくり日本のそれになってし
まった感がある。ちなみに2014年に内閣府が実施した世論調査では「アメリカ
に親しみを感じる」人は82.6％もいる。
２．アメリカ人の行きたい国（土地）ランキングは、第１位がハワイ、第２位がオ
ーストラリア、第３位がイタリアであった。2013年１月時点での Gallup 調査
（Marketplace Morning Report for Thursday, January 10, 2013.）。 ち な み に
1950年代のランキングは、カリフォルニア、フランス、イギリスの順であった。
３．山本泰著「ゆがんだ『るつぼ』」、
『アメリカと日本』、東京大学出版会、1996年
に所収、p.112.
４．以下の論文によれば、アメリカのテレビでは日本から輸入した番組は皆無で、
日本をテーマにしたものも極めて少ない。スーザン・J・ドラッカー著「アメ
リカのメディアの伝える日本イメージ（１）」、
『外国メディアの日本イメージ』、
学文社、2000年に所収、p.12, p.15.
５．日本政府観光局（JNTO）による2014年度の統計では、日本からアメリカへの
旅行者は3,579,363人であった。他方アメリカから日本への旅行者は891,668人
であった。単純な旅行者の比率は4:1だが、日本では国民の３％がアメリカを
訪問しているのに対して、アメリカ人の訪日旅行者は国民のわずか0.3％に過
ぎない。この差が情報格差になり、アメリカ人の貧困なる日本情報の一因と考
える。
６．司法長官フランシス・ビドルは裁判もせずにアメリカ国民（二世・三世）を
強制収容することに異議を唱えたが、強硬に反対することはしなかった。Otto
Friedrich, City of Nets, University of California Press、1997、p.115.
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７．ふたつほど好例を挙げると、2015年９月に亡くなった女優、原節子の紹介記事
には「外国に出しても見劣りしない美貌・・・」との文言がある（朝日新聞11
月26日朝刊）
。記者は無意識のうちに日本と外国、日本人と外国人という区分
をしているが、その「外国」とは欧米各国で、
「外国人」とは白人にほかなら
ない。つまり原節子は白人女優に伍する美貌の持ち主だと主張しているのであ
る。サンケイスポーツ電信版（11月26日７時配信）にも「日本人離れした美貌」
の文言がある。「日本人離れ」とは「白人並み」にほかならないが、この記事
を書いた記者の脳裏には人種の概念はなく、日本人と外国人という対照しか意
識していない。しかしその「外国人」が「白人」を指すのは自明である。以上
の例からわかるように、一般的に日本人には「人種」は見えず、「国籍」しか
知覚できないのである。
８．アメリカにはかつて“……America was an Anglo-Saxon nation”という国家
観があり、
「アングロ・サクソン」にドイツ人やスカンジナビア人がくわわり「ア
メリカ人」
（
“the main stock of the American people”）が形成されると信じら
れてきた。Paul Spickard, Japanese Americans, Rutgers University Press、2009
年、p.67 .
９．ジョン・アップダイクの小説『帰って来たウサギ』（Rabbit Redux）のキャラク
ターで主人公の父親アールは、スウェーデン系なのだが自己認識は「アメリカ
人」で、
南欧や東欧出身者の子孫である街のギリシャ系住民を「ヒスパニック」
（“Spics”
）
、イタリア系を「イタリア人」（“Wops”）
、ポーランド系を「ポーラ
ンド人」
（
“Polacks）などと蔑称を用い、愚弄している。山田利一著『「走れウ
サギ」5部作と第二次大戦後のアメリカ』金星堂、2006年、p.103.
10．Ronald Takaki はハワイ出身の日系人であるが、以下の著書の冒頭で、日系
人がアメリカ人とみなされていないエピソードを語っている。本土の大学に
進学したさい、彼は周囲からは留学生と誤解された経験をもつ。さらにボル
チモアに旅行したさいは、タクシーの白人運転手から「英語の上手い外国
人」扱いされたと告白している。Ronald Takaki, A Different Mirror A History of
Multicultural America, Seven Stories Press, 2012, p.2, p.5.
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11．Spickard, p.66.
12．Ronald Takaki、p.145.
13．Roger Daniels, Asian America

Chinese and Japanese in the United States since

1850, University of Washington Press, 1988,

p.31.

14．Takaki, p.159.
15．Takaki, p.150.
16．Daniels, p.35.
17．Friedrich, p.113.
18．ロバート・G・リー著、貴堂嘉之訳『オリエンタルズ』、岩波書店、2007年、
p.85.
19．Daniels, p.33.
20．Daniels, pp.61-62.
21．Spickard, p.29.
22．Paul Johnson, A History of the American People, HarperPerennial, 1999, p.514.
23．Spickard, p.11.
24．Daniels, p.100.
25．Friedrich, p.113.
26．Spickard, p.17.
27．Spickard, p.63.
28．John W. Dower, Embracing Defeat, W. W. Norton & Company, 1999, p.79.
29．Daniels, p.113.
30．20世紀に入ると労働界の強い移民反対の声を受け、議会もこれに沿って、保護
関税をめぐる論争が移民の制限をめぐる議論に移行していった。ダナ・R・ガ
バッチア著、一政（野村）史織訳、
『移民からみるアメリカ外交史』、白水社、
2015. 年、p.137.
31．Daniels, pp.111-112.
32．Spickard, p.30.
33．Daniels,p.116.
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53．ジェラルド・ホーン著、藤田裕行訳『人種戦争』、祥伝社、2015年、p.65.
54．Johnson, p.772.
55．Donald Keen, Confessions of a Japanologist, 朝日出版社、1982年、p.1.
56．Robert Sklar, Movie-Made America, Vintage Books, 1994, p.3.
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59．Friedrich, p.105, p.110, p.111.
60．Defeat, p.276.
61．山田 pp.167-168.
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62．戦後（1951年）、MGM が日系人の442部隊の活躍を描いた映画（Go for Broke）
を製作したが、兵士ひとりひとりの個性がよく描かれ、
「日本人（兵士）は没個性」
という偏見を覆している。ちなみにこの映画に関しては、会長のルイス・メイ
ヤーが製作者のドア・シャリーを、
「あいつは日本人（the Japs）の映画を撮っ
たが、観客は日本人ばかり（All the Japs）で大損だ」と批判した。Friedrich,
p.356.
63．Dower, p.215.
64．Dower, p.285.
65．赤祖父哲二著『アメリカ

三つの顔』、英宝社、2013年、p.218.

66．Norman Mailer, The Naked and the Dead, Henry Holt and Company, 1976, p.214.
67．ホーン、pp.312-314.
68．Dower, p.285.
69．1992年6月、スタンフォード大学ピーター・ドウス（Peter Duus）教授が同志
社大学で行った講演会の英文草稿の邦訳「アメリカ人の対日観は戦後どのよう
に変わってきたのか？」の電信版（NII-Electronic Library Service）、p.79.
70．Dower, p.556.
71．Spickard, p.58.
72．Dower, p.309.
73．テレビの青春ドラマ「ビバリーヒルズ90210」では、日系人の父親が白人男性
と交際している娘に難色を示す場面が描かれていた。スーザン・ドラッカー前
掲論文、p.16.
74．Robert Asahina, Just Americans, Gotham Books, 2006, p.266.
75．リー、p.283.
76．Dower, pp.214-215.
77．Dower, pp.556-557.
78．石井修著「第4章
本とアメリカ

対立と協調

一九七二

――

一九八九」、細谷千博監修『日

パートナーシップの50年』
、ジャパンタイムズ、2001年所収、

p.177.
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アメリカにおける日本人像の変遷

79．小島明著「第1章

戦後日米経済関係の展開」、
『日本とアメリカ

パートナー

シップの50年』所収、p.270.
80．石井、p.177.
81．石井、p.192.
82．“Who needs Khomeini and his oil? Who needs Afghanistan? Fuck the
Russkis. Fuck the Japs, for that matter.” John Updike, Rabbit is Rich,
Penguin Books, 1981,p. 428.
83．石井、pp.193-194.; p.197-198.
84．小島、p.282.
85．原題は Rabbit Remembered で、短編集 Licks of Love, Penguin Books, 2000に所収
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帝国と植民地における先住民と
奴隷（強制的労務者）
―東アジアと北・中南米における比較―
Relations between Native Peoples and Slaves（Forced Laborers）
in Empires and Colonies : A Comparison of East Asia and North/
Latin America
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要旨
有史以来、人は移動と移住を繰り返してきたが、帝国主義時代における人の移動
と移住は強制力を伴う暴力的状況で行われていた。東アジアにおける朝鮮人の移住
と定住化が、北海道においてアイヌと強い繫がりを持っていたことについて調査を
進めてきたが、朝鮮人の移住は植民地化や保護国化の前にも確認されてきており、
幕末から明治期の初期にかけても多くの朝鮮人が日本やロシアへの移住と定住化を
行っていたことが明らかになった。
本稿は東アジアにおける幕末、近代期初期の朝鮮人の移住と定住化に加え、欧米
の帝国主義国家が行ってきた植民地支配と奴隷制のもとで、北米や中南米の先住民
とアフリカからの奴隷たちとの繋がりについて比較を行うものである。帝国主義が
生み出す植民地支配や奴隷制度が、先住民と奴隷の複雑な繋がりをもたらした歴史
が、普遍的なものであり、現在においても同様の状況が続いていることと、新たな
局面での問題について考察を行いたいと思う。
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はじめに
現在、かつてない規模といわれる難民が中東やアフリカからヨーロッ
パへと移動している。その苛酷さと悲惨さや、受け入れを巡る欧州の国々
の混乱と困惑は、多くの報道が伝えるところである。しかし、資本や情
報、そして人があらゆるボーダーを越えて、世界中を行きかうグローバ
ル社会の流動性は、現在だけのものではない。有史以来、人は移動と移
住を繰り返してきたが、概ね15世紀以降に始まる帝国主義時代において、
人の移動と移住は、世界的な規模で、特に労働力においては強制力を伴
う暴力的状況で行われていた。
「永劫回帰という考えは秘密に包まれていて、ニーチェはその考えで、
自分以外の哲学者を困惑させた。われわれがすでに一度経験したことが
何もかももう一度繰り返され、そしてその繰り返しがさらに際限なく繰
り返されるであろうと考えるなんて！いったいこの狂った神話は何をい
おうとしているのであろうか」と、ミラン・クンデラは『存在の耐えら
れない軽さ』の冒頭で述べる1。人口移動の要因とそれが引き起こす文
化摩擦や排外と抑圧の社会的構造は、世界において繰り返し行われてき
たことは言を俟たない普遍的な現象である。一方で、異なる文化の接触
が、多様性と豊かさをもたらすことも少なくはない。
これまで、東アジアにおける朝鮮人の移住と定住化が、北海道におい
てアイヌと強い繫がりを持っていたことについて調査を進めてきた（石
2005、2006、2007、2011、2012、2015）。また朝鮮人の移住は植民地化
や保護国化の前にも確認されてきており、幕末から明治期の初期にかけ
ても多くの朝鮮人が日本やロシアへの移住と定住化を行っていたことが
明らかになっている（クージン1998、石2006）。

１

ミラン・クンデラ著
６頁

千野栄一訳［1999］
『存在の耐えられない軽さ』集英社、
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本稿は東アジアにおける幕末、近代期初期の朝鮮人の移住と定住化に
加え、欧米の帝国主義国家が行ってきた植民地支配と奴隷制のもとで、
北米や中南米の先住民とアフリカからの奴隷たちとの繋がりについて比
較を行うものである。帝国主義が生み出す植民地支配や奴隷制度は、先
住民と奴隷の複雑な繋がりをもたらす普遍的な歴史であり、現在におい
ても同様の状況が続いていることと、新たな局面での問題について考察
を行いたいと思う。

１．幕末期における朝鮮人の移住の重層性
江戸時代の日本は、オランダとの「南蛮貿易」の他に、松前藩の関与
のもとアイヌの人々と山丹人を通じて清との「山丹交易」を行っており、
朝鮮とは「朝鮮通信使」を通じた交流の時代であった。対馬藩は朝鮮と
の交易を独占的に行っていた。近年の研究成果から、江戸時代を「鎖国」
として閉ざされた時代とする歴史観に代わり、交易と交流によって開か
れた時代であるとする歴史観が主流となっているといえる。
朝鮮との関係においては、秀吉による朝鮮侵略の後、徳川家康は親交
回復に尽力し、江戸時代を通じて12回に渡る朝鮮通信使が日本に訪れる
こととなった。また、池内（1998）により、江戸時代を通じて、朝鮮と
日本、中国、琉球の間に数多くの漂流・漂着の事実が明らかにされてい
る。その漂流には、蝦夷地における朝鮮の使節がアイヌ民族との最初の
接触と交流について複数の史料と文献が示している2。
また、秀吉の朝鮮侵略の際に拉致されてきた多くの陶工が薩摩焼の祖
となって薩摩の猪苗代等で定住化した詳細な記録3や、長州藩家老職、
村田家の初代村田五右衛門やその他長州藩家臣多数が、同様に朝鮮人で
２

北海道大学北方資料室蔵『朝鮮人李先達呈辞』
、大韓民国国立中央図書館蔵『李
志恒漂海録』
、東京大学付属図書館阿川文庫蔵『李志恒漂海録』、池内［1994］「李
志恒『漂舟録』について」『鳥取大学教養学部紀要』28により活字化されている。

３

久留間浩・須田努・趙京達編［2014］『薩摩・朝鮮陶工村の四百年』岩波書店
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あったことも明らかになっている4。このように、古代からの渡来系移
民が日本に定住化した後も、近世を通じて隣国朝鮮からの人の移動と定
住化は続いていた。
李氏朝鮮後期では賦税制度の矛盾に不満を抱く民衆と農村の慢性的疲
弊から、度々民衆蜂起がおこっていた。1862年旧暦２月慶尚道丹城で始
まった民衆蜂起は晋州から慶尚道20個郡県、全羅道37個郡県、忠清道12
個郡県、そして部分的に京畿道、咸鏡道、黄海道等の地へと全国的に拡
大していった。こうした朝鮮末期の農民蜂起は、東学党農民戦争へと続
き、蜂起した農民を制圧しきれない朝鮮政府は清に援軍を要請し、これ
に乗じた日本は朝鮮に軍事介入を行い、日清戦争へと続くものとなる。
この大規模な民衆蜂起が起こった1862年に、朝鮮人のロシア沿海州の
ウスリー地区への移住がロシアの公文書に記されている5。そして、ほ
ぼ同じ時期に、日本でも同様の朝鮮人の移住の証言と証左が存在する。
それは大分県中津に朝鮮南部からの移住者が多数いたという証言である。
この証言の概要は、幕末期1860年代から70年代にかけて、多くの朝鮮
人が、大分県中津、その他にも福岡や山口県の日本海側、四国の瀬戸内
海側などの地域に移住したというものである。証言者は2000年当時、大
分県中津で居酒屋を営んでおり、その一家が代々朝鮮からの移住民であ
ることと、その他にも多数の朝鮮からの移住者がいたことを述べる6。
大分では、朝鮮通信使の接待に関わる史料がと共に財政面において対
馬藩が朝鮮に対して援助を行っていたことが確認できる。大分県中津市
歴史民俗資料館所蔵の『豊前宇佐郡四日市村年代記』7には、以下の記
述がある。
４
５

６

７

池内敏［1998］
『近世日本と朝鮮漂流民』臨川書店、243頁
クージン・Ｔ・アナトリー著 田中水絵・岡奈津子訳［1998］『沿海州・サハリ
ン 近い昔の話（翻弄された朝鮮人の歴史）』凱風社、22頁
同証言については、舞踊家Ｆ氏、舞台監督Ａ氏が2000年に中津を訪れた際に見聞
したものである。2015年10月22日～ 24日において調査。現在確認中。
四日市村西庄屋渡辺文太氏が数代に亘り書き継いだもの。中山重記氏校註、渡辺
印刷所、1977年発行。
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［史料１］『豊前宇佐郡四日市村年代記』
宝暦五年

同七月朝鮮国中困窮に付、宋對馬様之御助力金、願の適
当年より三ケ年の間、金壱万両遣候事。

対馬藩の宋氏が朝鮮に金一万両の補助を行っており、対馬藩と朝鮮と
の密接な関係と共に、朝鮮における経済的困窮の深刻さを示すものであ
る。
この他にも、朝鮮通信使に関わる少なくない史料が存在し、いずれも、
朝鮮通信使に対する対馬藩並びに関連する諸藩の丁重な接待の様子を示
すものである。日本と朝鮮との関係がこの時代を通じて、非常に良好な
ものであったことがわかる。
以下に朝鮮通信使に関わる記述を大分県中津市歴史民俗資料館所蔵の
『會所歳月記全』8から記す。
［史料２］『會所歳月記全』
寛延一年二月

朝鮮三使来朝に付岡田庄太夫様、於備後鞆津

御接

待被二仰付一。
御同勤宮村孫左衛門様、
御馳走は大名伊達大膳大夫様。
宝暦十三年十月

朝鮮人来聘に付、於備後鞆津

馳走役中川修理大

夫様、賄方楫斐十太夫様え被仰付。段々延着極月に罷成、御供伊惣
治之被一仰付二
御先代岡田庄太夫様依頼の例も有之、外床屋とは格別。今般の御用
向手代の様に相心得、勿論苗字帯刀致、御供可ﾚ致旨御沙汰に付罷出、
首尾能相済申候。朝鮮人姓名食物言語應對の始末、委細御供日記に
認有ﾚ之由。
宝暦十四年

甲申年朝鮮三使下の関にて越年二月廿七日江戸登城御
しゅった つ

礼、四月七日於ﾆ大坂一大変出来別記に有ﾚ之候
また、江戸時代や明治になってからも、朝鮮から日本、日本から朝鮮
に漂流・漂着する人々は数多く存在した。池田（1998）によれば、いず
８

『市令録第三輯』附録、半田隆夫校訂、中津市立小幡記念図書館、1980年発行、
大分県中津市歴史民俗資料館へ寄贈。
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れも、漂着した国が漂流民への食糧や衣料などを提供し、日本において
は、松前、長崎を経て対馬藩へ送られ、対馬藩から朝鮮へと送り返され
ることとなっていた。朝鮮からも、同様に漂着民は丁重に扱われた。
一方、1870年北海道平取本町におけるアイヌ女性と婚姻関係を結んだ
朝鮮人男性の戸籍の存在がある。この朝鮮人男性は、「父親の名を記載
することが出来ない」という記述によって、存在を示すものである。ア
イヌ民族の日本戸籍への編入は1872（明治５）年の壬申戸籍からであり、
この朝鮮男性は、1870（明治５）年にアイヌ女性との間に子どもが出生
している。筆者は、その朝鮮男性を母方の祖父とする女性から2005年に
聞き取りを行い、複数の聞き取り者の立ち合いのもと、戸籍謄本の写し
を譲り受けた。
明治初年に北海道開拓使から、漂流朝鮮人に関する触書が出されてい
る。この史料は北海道立文書館所蔵『御布告書』並びに『日本人朝鮮国
江漂到云々外三件被仰出書』である。
［史料３］『日本人朝鮮人相互に漂着の節、取扱方に付申達』明治１年、
北海道立文書館蔵
一日本人朝鮮国江漂到候節ハ於彼国厚ク取扱釜山浦草梁頂之地ニ
和館ト称シ宗対馬守家来詰相合候場所江送届漂着之次第書翰ヲ以
て申越其上対州江迎取漂人之国所最寄ヲ以長岬府或ハ大坂府江送
り届其府より其領主江引渡申候事
一朝鮮人本邦之内所繰り返しこう漂着候節者其最寄之府藩県より長
崎府江送り届其府ニおゐて漂流之顛末相糺シ衣糧給与舩艦修理之
上対馬守役人江引渡夫より長崎府之浦触ヲ以て対州江為迎取候事
但浦触之主意者朝鮮人薪水乏敷風波悪敷候節ハ給与候て可相通と
の触ニ候事
一漂人長崎府より対州江迎取候上対州ニ而更ニ使者相附彼国へ致
護送候事
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一漂人之内死する者あれハ棺斂して送り日本之地ニ不葬候事
右之通被

仰出候間此段申達候事

六月
［史料４］
『日本人朝鮮国へ朝鮮人日本国へ漂着ノ場合ノ取扱ニ付仰出ノ件
明治１年、北海道立文書館蔵
一日本人朝鮮国江漂到候節者於彼国厚く取扱釜山草梁頂之地ニ和館
ト称シ宗対馬守家来詰合候場所江送届漂着之次第書翰ヲ以申越其
上対州江迎取漂人之国所最寄ヲ以長岬府或ハ大坂府江送届其府よ
り其領主江引渡申候事
一朝鮮人本邦之内江漂着候節者其最寄之府藩県より長崎府江送
届其府ニ於て漂流之顛末相糺衣糧給与舩艦修理之上対馬守役人江
引渡夫ヨリ長崎府之浦触ヲ以て対州江為迎取候事但浦触之主意ハ
朝鮮人薪水乏敷風波悪敷候節ハ給与可相通との触ニ候事
一漂人長崎府より対州江迎取候上対州ニ而更ニ使者相附彼国江致護
送候事
一漂人之内死する者あれハ棺斂して送り日本之地ニ不葬候事右之通
被仰出候間此段申達候事
六月
上記要約
朝鮮人が日本に漂着した際には、最寄りの府県から長崎府に送り、
そこで漂流の顛末を聴取し、衣糧を給与し、船艦を修理した上、対馬
に引き渡し、そこから長崎府の浦に触書を以て対馬まで迎えに来る事。
但し朝鮮人が薪水が乏しいか、天候が悪い時には給与して送り届ける
こと。
また、漂着した朝鮮人が長崎府から対馬に迎え、朝鮮の使者に護送
したことを伝えること。漂人の中で死者があれば棺を斂じて送り日本
では葬儀を行わないこと。
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これらの史料からわかることは、江戸時代を通じて、対馬藩を全面的
な仲介として交易や交流を行ってきた日本と朝鮮の良好な関係を明治政
府設立以降も維持することを明示したということであり、江戸時代の漂
着に関する取り決めと変わらないものとして、開拓使から出されている
ことが注目される。
江戸時代を通じて、釜山には倭館があり、朝鮮が日本の植民地となる
1910年以前から、朝鮮人の日本への移住の記録と共に、日本人の朝鮮へ
の移住も数多く存在する。1905年には、朝鮮各地で日本人測量士たちが、
測量を行っていたことをロシアの文献から知ることができる9。いうま
でもなく、この時期、日露戦争に勝利した日本は、朝鮮を保護国化した
時期であり、朝鮮全土の測量は植民地化を想定してのものといえる。ま
た、山陰線敷設工事において、朝鮮人労務者が動員されている事実も明
らかになっている10。
こうした多数の朝鮮人移住が、定住化につながっていったものとして
は、1870年の北海道のアイヌコタンにおけるものが、最も早いものとい
える。
北海道道立文書館蔵の史料から、明治16（1883）年の『札幌県公文録
鳥獣漁二

勧業課農務係』には、次のような記述がある。

［史料５］
『本邦在留朝鮮人、鳥獣免状請求ノトキハ遊猟免状下付方ノ件
（札幌県）』、明治16年、北海道立文書館蔵
明治十六年
札幌懸公文録
鳥獣猟

勧業課
農務係

９

参謀本部カルネイｴフ大佐、ミハイロフ中尉「1895－1896年の南朝鮮旅行」
（初出
は『アジア地理・地勢・統計資料集』第75分冊、
サンクトペテルベルグ、
1901年刊）ゲ・
デ・チャガイ編、井上紘一訳［1992］
『朝鮮旅行記』平凡社、188頁、322 ～ 323頁

10

小松裕・金英達・山脇啓造編［1994］『「韓国併合」前の在日朝鮮人』明石書店
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廿六

朝鮮人鳥獣猟免許ノ本邦在留朝鮮人鳥獣漁免状ヲ請

求スル時ハ遊猟免状ヲ下付シ総テ内国人同様に処分□偽トス
明治十六年十月十八日札幌
アイヌ民族への強圧的同化政策のもと、狩猟・漁労が禁止されつつあ
る一方で、朝鮮人に対する鳥獣狩猟を日本人と同様に許可するとする文
書の存在は、北海道における朝鮮人の一定の定住を示唆するものと考え
られ、特筆すべきものといえる。尚、統計上、北海道に朝鮮人が最初に
現れるのは1911年の６名である。明治16年は1883年である。この時期に
朝鮮人に鳥獣猟許可の申請があり、それを札幌懸勧業課農務係が日本人
同様の取り扱いとすることを許可している。一方では漂着した朝鮮人に
ついては、対馬藩を通して送り届けることが明治21（1888）年まで行わ
れていた。もっともこれは長崎などの九州や対馬付近での漂流である。
北海道においては、既に朝鮮人がある程度、定住化していたと考えられ
るのではないだろうか。

２．ロシア沿海州における朝鮮人
クージン（1998）は、1862年にロシア沿海州に移住してきた朝鮮人は、
ポシェット地区チジンヘ川沿いに定住化していくことを示す公文書を明
らかにしている11。その後、1905年、日露戦争により、大韓帝国は日本
の保護国となり、朝鮮人のロシアへの大量移住が進む。当時、ロシアの
新聞では次のような記事が見られる。
日本の為政者らは、やすやすと手に入れた勝利に酔いしれ、欲望
と衝動に身を任せている。朝鮮はそのいたるところ暴動や無秩序、
略奪に呻吟している。法の裁きは銃と剣にとってかわられ、日本の
残虐行為に抗して助けを呼ぶ声がソウルからひそかに聞こえてくる。
（
『沿アムール報知［プリアムールスキエ・ヴェドモスチ］1906年』）12
11

アナトリー・Ｔ・クージン著、田中水絵・岡奈津子訳［1998］『沿海州・サハリ
ン近い昔の話（翻弄された朝鮮人）』凱風社、22頁

12

クージン同書、24頁
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1910年の植民地化以降は、政治的危険分子は一掃され、土地を奪われ
た農民たちがロシア沿海州へとなだれ込む。日本の占領によって1,09ヘ
クタールあたり少なくとも朝鮮人農家二世帯が土地を失ったとされる13。
このような経緯でロシア沿海州に移住した朝鮮人は、ソビエト政権下
で、複雑な政治的状況の中で朝鮮人自治領域を創設し、朝鮮人学校の運
営を行い、定住化を進めた。
しかし、1937年８月21日スターリン政権下、ソ連人民委員会議と党中
央委員会は極東地方の全領域から朝鮮人を南カザフスタン州、アラル海
とバルハシュ湖沿岸地域、ウズベク共和国への強制移住することを決定
した。強制移住された朝鮮人の総数は17万1781名（３万6442世帯）で、
ウズベキスタンへは７万6525名（１万6272世帯）カザフスタンへは９万
526名（２万170世帯）であった14。当時、朝鮮人は日本の植民地支配の
もと、親日的であると考えられ、危険分子と見なされたのである。
この中央アジアへ強制移住させられた朝鮮人は、困難な状況のもと、
移住先の地において過酷な状況を生き延びる。戦後も1946年８月２日付
ソ連内務省第196号指令によって、極東から強制移住させられた朝鮮人
全員に居住登録の制限がない国内旅券が発行されるが、1947年３月３日、
ソ連内務省は、朝鮮人の自由な移動と極東での居住を禁止した15。わず
か半年余りの間に再び朝鮮人に対する移動制限が行われ、後述するよう
に、戦後の残留朝鮮人と中央アジアから帰還した朝鮮人との間にも、多
様な繋がりをもたらした。
このような状況は1950年代半ばまで続いたが、その後、ソ連における
朝鮮人の市民権の制限が撤廃され、極東に戻ることが可能になった16。
サハリンにおける朝鮮人は、日本の植民地時代とその後のソビエト政権
下で、様々な重層性を抱えるものとなる。
13
14
15
16

クージン同書、24頁
クージン同書、160 ～ 161頁
クージン同書、163頁
クージン同書、164頁
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３．サハリンにおけるアイヌ民族と先住民族、朝鮮人、日本人の重層性
サハリンへの日本の関与は、慶安４（1651）年以降、松前氏の探索に
始まり、同年家臣蠣崎傳右衛門の視察が行われ、明和年間、天明5年に
は沿岸漁業の状況を視察している。こうして寛政２（1790）年には、
「土
人ノ漁業ニ従事スル者尠ナカラサルノミナラス、奥羽地方ヨリ渡来して
同シク漁撈ヲ為ス者漸ヲ遂フテ加ワレリ」17という状況になる。山丹人
や、アイヌ、ウィルタ、ニブフ、ウリチ、エヴェンキ、ヤクート等の先
住民が居住していた土地は江戸時代に日本人が鰊漁を行うようになって
いた。
寛政11（1799）年には、ロシアの南下政策に対する北境の警備を強化
するため、東蝦夷地は松前藩領から幕府直轄とし、文化４（1807）年に
は松前奉行の管理として更に南部、津軽藩にも蝦夷地の警備にあたらせ
た。サハリンの守護には兵200を率いた松田傳十郎を送り、シラヌシに
駐屯することとなる。サハリンは北蝦夷と称し北蝦夷會所を設置する。
当時はシラヌシ、クシュンコタン（大泊）クシュンナイに運上屋、勤番
所と砲台を設置し、シラヌシには山丹交易所もあった18。
一方、ロシアでは、シベリアの資源開発のために、囚人を強制移住さ
せる政策を始めた。1744年には死刑を廃止し、内乱やポーランド独立運
動に関わった囚人たちを大量にシベリアに送るようになる。ロシア正教
会の分裂に際して宗教関係の法律違反者が増加し、政治犯や刑事犯、窃
盗犯、強盗、喫煙者に加え、微細な犯罪者を含み、ユダヤ教、イスラム
教などの囚人がシベリアへと流刑された19。
ロシアは1850年に北サハリンへ流刑地として囚人を送り込み、1869
年、サハリンを正式な流刑地として宣言した。樺太千島区間条約以降、
17

樺太庁［1913］
『樺太要覧

18

同上、３頁

19

崔吉城［2007］
『樺太朝鮮人の悲劇』第一書房、24 ～ 25頁
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サハリンがロシア領土となると、コルサコフ港を開港し、オデッサ港か
ら600人の流刑囚徒を送致する1880年から1900年に至る二十年間に囚人
数は34,470人に及び、部落数は110箇所に及んだ20。
このように、日本とロシアはサハリンと千島列島（クリル列島）にお
いて、国境をめぐるいくつかの葛藤と摩擦の中、日露戦争後は、サハリ
ンの北緯50度以南が日本領となった。ロシア沿海州に移住した朝鮮人と
同様、サハリンには1870年代から朝鮮人の移住が現れる。この初期の移
住以降、日本の植民地支配以降、日本からサハリンに移住する朝鮮人も
現れた。これは1920年代に多く出現する。そして、1939年からは、強制
的労務動員として徴用される朝鮮人が激増する。また、サハリンから九
州の炭鉱等への二重徴用も行われていく。これらの強制労働、その後
の残留朝鮮人については、すでに多くの研究の蓄積がある。（今西一他
2012、大沼1992、高木1990、崔2007）
また、日本占領時代の1926年、先住民は北緯50度付近の敷香（現ポロ
ナイスク）の北、ポロナイ川の中州サチ島に強制移住させられた。これ
は「オタスの杜」と称され、
「オタス土人教育所」が1930年に設置される。
この場所は観光地として先住民たちを見世物とした。
敷香には陸軍の特務機関があり、先住民族の中で身体能力の高い者に
は召集令状が出され、諜報活動に従事する軍人として育成した。また憲
兵隊の徴用や女子挺身隊の動員も行われた21。

４．戦後サハリン在住韓人の記憶と現在
日本の敗戦により、日本人の集団引揚げが開始された。南サハリン民
生局の送還方針が発表され、1946年11月27日に「ソ連地区引揚米ソ暫定
協定」が締結され、同年12月５日から1949年7月にかけて、日本人の集
団引揚が実施された22。サハリンにおける戦後は、日本における戦争記
20

石川芳太郎［1923］『サガレンの文化と富源』帝国地方行政學會、９～ 10頁

21

藤川正夫［2013］『サハリン・ノート』43頁

22

クージン同書、245頁
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憶の中でも、「外地」からの帰還の悲惨さ、侵攻してきたソ連軍の残虐
さが、共同体の記憶として継承されている。
しかし、サハリンにおいて、強制連行された朝鮮人や、それ以前にも
移住し定住化していた朝鮮人は祖国に帰ることは出来なかった。日本人
の帰国事業から朝鮮人は除外されていた23。朝鮮人の伴侶をもった日本
人は、サハリンに家族を残して、一人日本への帰国を余儀なくされた例
も少なくない。
また敗戦直後の上敷香（現レオニードヴオ）と瑞穂村（現ポジャルス
コエ）において、日本人による朝鮮人の虐殺事件が起こった。上敷香の
事件では、８月17日に上敷香の警察署に集められた朝鮮人16人が日本官
憲により虐殺された。その犠牲者の中に、父と兄がいた金貴順氏は釜山
在住で現在も健在である。彼女は1992年８月17日に、私費で虐殺があっ
た警察署の跡地に慰霊碑を建立している24。
「瑞穂事件」については、これまでにも複数の文献で詳細が記述され
ている25。1945年８月20日～ 22日にかけて27人の朝鮮人が虐殺された事
件で、犠牲者は３人の女性と６歳から12，３歳くらいの子ども６名を含
む。この事件については、1947年２月26日ウラジオストックの軍事裁判
により、日本人被告７人は銃殺刑となり、残りの被告はシベリアに送還
された。ポジャルスコエの虐殺現場には、1996年８月３日大韓民国社団
法人海外犠牲者同胞追悼事業会によって慰霊碑が建立されている。2007
年９月に訪れた際は、草むらの中の小高い丘に慰霊碑だけが、人知れず
建てられていたが、2015年８月に再び訪れると、慰霊碑の周辺が整備さ
れ、ロータリー財団の助成によるものという表示もあった。
現在、韓国安山市の故郷村に永住帰国した金潤沢氏（1923年釧路生ま
23

玄武岩［2012］
「サハリン残留韓国・朝鮮人の帰還をめぐる日韓の対応と認識―
1950 ～ 70年代の交渉過程を中心に」今西一他編『北東アジアのコリアン・ディ
アスポラーサハリン・樺太を中心に』小樽商科大学出版会、166 ～ 205頁
24
2015年8月25日サハリンポロナイスクにて調査、藤川正夫［2013］『サハリン・ノ
ート』
（リーフレット全60頁）
25
林えいだい［1992］
『増補版 証言・樺太朝鮮人虐殺事件』風媒社、崔吉城［2007］
『樺太朝鮮人の悲劇―サハリン朝鮮人の現在―』第一書房、藤川正夫前掲書
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れ）は次のように述べる。
サハリンで暮らしたのは名好（現レソゴルスク）というところで、
アイヌの人もたくさんいた。でも、戦後、どこに行ったのかわから
ないくらい、いなくなった。
これは、言ってもいいことかどうかわからないけれど、本当にあ
ったことだ。もし、ソ連の海兵隊が２，３日遅れた場合には、僕ら
はみんな死んでいたかもしれない。僕がちょうど6年生になった時
だった。その時は、朝鮮人と日本人は一緒に暮らしていた。それが、
おおくま げ ん や

その時、特別に朝鮮人だけ、大熊原野っていった農村ですよ、そこ
に集まれと言われた。今でもはっきり覚えています。「大熊原野の
倉庫に集まれ」と言われたんです。僕の父は早くから日本に来てい
たので、日本語が上手だった。それを聞いて、朝鮮人たちは荷物を
リヤカーに積んだりして二日くらいかかって、その大熊原野の倉庫
に行きました。山の上でした。その倉庫を探しました。そこに大き
な倉庫がありました。それは日本の人たちが使っていた倉庫らしい。
そこに入って暮らせ、と。
皆、疲れていて眠らなければならないし、僕たちは子どもだし、
親もそう言われて、親の言うとおりにそこに入って暮らした。とこ
ろが、晩の８時くらい、少し暗くなるな、という時分に、日本の兵
隊さんが馬に乗って鉄砲を下げて来て、命令のように「こっからこ
こまではいかないようにして暮らせ」と言うんです。それは僕の眼
で見て、耳で聞いたことだから。それで、そうかなって何も怪しく
思わなかったよ。そこには、韓国人だけが集められていて、すぐそ
ばに麦畑もあって、逃げることも出来たけど、そこにいるように言
われて、そうなのかと思っていたんですよ。日本人は誰もいなくな
っていた。
それが過ぎてから、三日ぐらい経ってかな、消防車が来た。名好
じゅうに消防車が来た。その消防車の上に何がいたかというと、ソ
（51）
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連の軍隊が自動小銃を持って来て、ひとりのロシアの若い女性の通
訳が降りて来て、
「何も心配することはないから、明日の朝からでも、
ここを出て自分の家に帰りなさい」と言った。それで、もとの家に
戻ったんだ。
そのあと、あちこちの人たちが、結婚式だとかなんだとかで集ま
るでしょ、その時に、そういうふうに集められた朝鮮人が殺された
という話を聞いたんです。同じく集められた。内淵だとか、上敷香
だとか、同じように朝鮮人が集められて、日本人に殺されたと。同
じような話でした。僕らのところは、そうやって戻ってくることが
出来たんです。２，３日あとだったら、みんな殺されたかもしれま
せん。だから、それが僕の昔の思い出なんだよ。助かったのは、ソ
連が来たのが２，３日早かったからだと。これは、嘘じゃないんだ。
僕の眼で見て、耳で聞いた事実なんだから。
樺太もね、大きいようで小さいし、小さいようで大きいんだ。場
所によって違うんだね。大泊では、そんなことはなかったというよ。
名好は北の方で北緯50度の少し下あたりだったから。
日本では、ソ連軍に酷い目にあったということがよく言われてい
るそうだけど、それは違います。日本とドイツとイタリアの三国同
盟があったでしょ、もしドイツや日本が勝っていたら、我々は奴隷
になってたでしょう。それは、そういう時代だったからです。


（2015年９月７日韓国安山市故郷村にて聞き取り）
1920年４月４日、独立運動を煽動したとして、沿海州新韓村で朝鮮人

農民数百人の虐殺事件が起こり26、スターリンによる極東地方の朝鮮人
が日本の間諜となる危険分子として強制移住させられた一方で、敗戦直
後、サハリンでは朝鮮人がソ連に通じた危険分子と見なされ、日本の官
憲や在郷軍人会、民間人によって殺害された。この事実は、国を失い植
26

崔協・李光圭［1998］『多民族国家韓人社会』集文堂、176頁
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民地支配のもと国境の狭間で生きた朝鮮人の深い矛盾と悲劇性を象徴す
るものである。
2015年現在、サハリンに在住する韓人は、ロシア人や在留日本人、或
は北朝鮮人との婚姻関係を持ち、家族のありようも多様である。北緯50
度付近の朝鮮人は、ニブフやウィルタなどの先住民との繋がりも深い。
戦後、ウズベキスタンからサハリンに戻った朝鮮人は、「タシケント」
と呼ばれ、一時期サハリンで朝鮮人や日本人、或はアイヌと朝鮮人の間
に生まれた女性との間で親密な関係を持った。「タシケント」の男性は
２，３年するとウズベキスタン等中央アジアに帰還した。サハリンに残
った女性は婚姻関係を持たずに子どもを育て、ソ連時代を過ごし、現在
に至る。
戦後のサハリン残留朝鮮人（韓人）のアイデンティティーは多様であ
る。日本の植民地時代にサハリンで幼少期を過ごした世代は、戦後も自
分たちはソ連人であると思ったことはなく、朝鮮人というアイデンティ
ティーを強く持っていたという人々が多い。しかし、日本時代に豊原中
学で教育を受けた一部のエリートたちの母語や文化的な慣習はまさに
「日本」である。朝鮮人であることで蔑視された経験を持つ人もいる中、
日本人との友好的関係を築いた人々も少なくない。
そして、戦後サハリンで1960年代くらいまでに生まれた世代は自らを
「朝鮮人」とする意識が強い。しかし、現在の韓人は、自らを「ロシア人」
と思う意識へと移行しつつある。
残留を余儀なくされた朝鮮の人々は祖国韓国への帰国を望み、ソ連の
国籍取得をすることはなかった。朝鮮民主主義共和国の国籍取得を奨励
されたが、そうした場合、韓国への帰国が不可能になることから、戦後
70年近くを無国籍者で過ごした人がほとんどである。
1957年鳩山一郎内閣が、日本人と婚姻関係にある外国人の入国を決定
し、同年８月から1959年９月まで７次に渡って419家族約2000人の集団
引揚げが行われ、その後も50家族の日本入国が行われた27。
27

崔吉城前掲書、223頁
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1987年７月に結成された超党派のサハリン残留韓国・朝鮮人問題議員
懇談会、後に事業を委託された日本赤十字を通して、1999年２月、日韓
両政府の支援で韓国仁川にサハリン残留韓人のための福祉施設が完成
し、約100名の帰国者が入所した。2000年には安山市に故郷村と呼ばれ
る高層アパート群が建設され、2000年２，３月に407世帯が永住帰国をし
た28。
サハリン残留韓人にとっては、念願の永住帰国であった。しかし、今
回の調査からわかったことは、より複雑なアイデンティティの錯綜であ
る。故郷村のアパートで夫婦二人で静かに暮らす現在の日々を「今が人
生で一番幸せだと思う」と語る。その一方で、多くの人々が異口同音に
嘆くことは、家族が再び、韓国とサハリンとの間で離散したことである。
これらの聞き取りについては、本学ホームページ上の科研中間報告書に
掲載中である29。

５．北米、中南米における先住民とアフリカ奴隷のつながりについて
このような植民地労働者と先住民の協力や文化と血縁の混合は、アメ
リカの歴史においても同様であったことが明らかになってきている。ア
メリカにおける先住民とアフリカ奴隷については、稿を改めて、詳述し
たいと考えるが、本稿では概略だけを付け加えておきたい。
以下は、William Loren Katz のウェブ上で公開された本の内容やイ
ンタビュー、レビューなどを要約したものである。
William Loren Katz『Black Indians』では、初期のヨーロッパ人や定
住化していたヨーロッパ人による容赦ない残虐行為に対して、インディ
アンと黒人奴隷が、相互に助け合い、匿い合いながら、文化的にも人種
的にも共に生きてきた、その悲劇の足跡をたどる。生物学的にも文化的
28
29

崔前掲書、226 ～ 227頁
石純姫「科学研究費助成事業中間報告書 2012 ～ 2015年度科学研究費助成事
業（学術研究助成基金助成金 基盤研究（Ｃ）北海道における朝鮮人の移住
アイヌ民族とつながりにおける重層的アイデンティティー）http://www.
t-komazawa.ac.jp/pdf/soku.pdf
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にも、アフリカ奴隷とアメリカインディアンの深い繋がりが存在してい
るということである。自由への最初の道は、奴隷たちがアメリカインデ
ィアンの村に逃げたことによってもたらされた。その村は“黒人の男性
と女性が見つけた定住化していた先住民に受け入れられ、親交をもつこ
とを可能にした「タートル・アイランド」である。
カッツは次のように述べる。
この歴史は極めて重要である。なぜならば、この４世紀の間、ア
フリカ系アメリカ人とネイティブアメリカンたちは、共にヨーロッ
パの征服や奴隷制と戦い、そして、今もなお、アメリカの教育や言
説において繰り返される表象に対して戦っているのである。（中略）
私たちの国の歴史は、ジョージ・ワシントンやトーマス・ジェファ
ーソン、アンドリュウ・ジャクソンなどなどの自由と戦った英雄た
ちの神話の積み重ねによって語られている。そして、私はこれらの
英雄が、アフリカ人や先住民の居住地を奴隷化し、戦争に巻き込ん
だことを証明する。そして、その所有地から逃れてきた人々の報告
を同時に証明するのである。
アフリカ人の案内者や植民地時代の通訳者等は現地の人々と接触した
ことに価値を持つようになり、1680年に終結をみた数年におよぶスペイ
ンの支配に反感を抱いたことで知られるプエブロは、アフリカ人とイン
ディアンの同盟について調査をした。
また、1738年にブラック・インディアンのコミュニティはフロリダで
イギリスの侵入に対抗して自由を守るために戦ったフランシスコ・メネ
ンデについても紹介する。ロードアイランドやコネチカット、ロングア
イランドやニュージャージーなど、プケ、ワンパンゴ、モンタック他、
多くの部族が棲む東部海岸やその他の多くの地域で部族の複雑に絡んだ
歴史を紹介している30。
30

William Loren Katz|Black Indians － The official Web site for William Loren
Katz http://willlamlkatz.com/

（55）

石

純姫

帝国と植民地における先住民と奴隷（強制的労務者）

このように、アメリカの植民地時代のごく初期における先住民支配と
奴隷制の歴史は、この本のサブタイトルにもあるように、アメリカにお
いてもそれは「隠された遺産」なのである。
また、アフリカ系アメリカ人に関するサイト”EBONY Life”では、
先住民とアフリカ奴隷の最初の接触の記録から複雑な協力関係に至る事
情を簡潔にまとめている。
最も早い時期のアフリカ人とネイティブアメリカンの接触の記録が見
られるのは1502年であり、最初のアフリカ奴隷がヒスパニョラ島に連行
されたが、ある者はそこから脱出し、サントドミゴへと渡った。これら
のブラックインディアンは三つの集団から統合されたものである。最初
のブラックネイティブアメリカンはこのような集団の中から生まれた。
解放を優先した黒人と先住民の間の関係は、しばしば、困難を伴った。
いくつかの先住民の部族はアメリカ政府の側に付き、奴隷制のプランテ
ーションを所有していた。先住民が所有していた奴隷と奴隷にされたア
フリカ人たちは、しばしば、ヨーロッパ人が経営していたプランテーシ
ョンに存在していた奴隷とは違っていた。これが、尚、黒人と先住民の
関係を複雑にしている。
ハーバード大学の歴史学者ヘンリー・ルイス・ゲイト・ジュニアは、
2009年に「アメリカの全ての黒人のわずか５％が少なくとも12.5％のネ
イティブアメリカンの祖先を持っており、同様に、少なくとも一方の層
祖父母がいる。」31と述べた。
フロリダのセミノールネイティブは脱出してきたアフリカ人と共にコ
ミュニティを作り、ブラックセミノールが形成されていった過程におい
て創造的な活動をしている。数百人のアフリカンがセミノールと共に旅
をした。それは、ネイティブアメリカンの居住地に強制的移住をさせら
れた時である。そのうちの数人はフロリダにとどまっている。
1835年の統計によると、10％のチェロキーの人々はアフリカ人と混血
31

EBONY Life http://www.ebony.com/life/5-things-to-know-aboutt- blacks-andnative-americans-119#axzz3jrvrBIZY, p1
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である。南北戦争の前には、チェロキ―族の中で居住していたアフリカ
人は奴隷化されていたり、自由であったりしたが、市民権はなかった。
1866年、チェロキー族はアメリカ政府とアフリカの遺産としてこれらの
人々の市民権を全面的に認めさせる交渉を成立した32。
以上のように、複数の先住民がそれぞれ異なる背景を持ちながら、ア
フリカ黒人との繋がりを持ち、それを創造的で多様な関係性へと発展さ
せ、市民権を得るところにまで到達した。これは、異なる文化や人種の
接触が豊かさを生みだす可能性について示唆するものといえるのではな
いだろうか。
また、「ガリフナ」とよばれる中南米における先住民とアフリカ奴隷
の混血の人々が存在する。独立行政法人国際協力機構のホームページに
よると、「ガリフナ人は、1635年アフリカから奴隷船で連れられてきた
人々が難破船から逃亡し、東カリブの島々に定住化していたアラワク族
と混血して生まれた。当時、この地域はイギリスとフランスの領有権争
いの渦中にあり、1797年、5,080人のガリフナは英国軍により固有の地
を追われ、カリブ海を漂流し、たどり着いたのがホンジュラスのロアタ
ン島だった。そこから中米のカリブ海沿岸を北上し、ベリーズに上陸し
たのが1802年11月19日であった 」33と説明されている。
一方、ユネスコでは、このガリフナについて、次のように述べる。
1797年にセント・ビンセント島を余儀なく逃亡したガリフナの
人々は、中央アメリカの大西洋海岸沿いに離散して定住化した。ガ
リフナの人々はカリブの先住民族とアフリカからの奴隷とされて連
行された人々との混血で、現在ではホンジュラス、グアテマラ、ベ
リーズにコミュニティーを築いているといわれる34。
32

EBONY Life http://www.ebony.com/life/5-things-to-know-aboutt- blacks-andnative-americans-119#axzz3jrvrBIZY, p2
33
「独立行政法人国際協力機構 世界ホットアングル中南米地域」http://www2.
jica.go.jp/hotangle/america/belize/001053.html
34
「 ユ ネ ス コ 人 類 の 口 承 及 び 無 形 遺 産 の 傑 作 宣 言 」http://www.accu.or.jp/
masterpiece/masterpiece.php?id=1&lg=jp
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ユネスコの記述は、奴隷としてセント・ビンセント島に連行された人々
がすでに「ガリフナ」として存在していたことを示すものであり、なぜ「余
儀なく逃亡した」のかについての記述はない。いずれにしろ、アフリカ
奴隷と中南米先住民との繋がりも、北アメリカと同様に混血と定住化の
歴史を示すものである。
さらに、「遺伝学的に見たガリフナの起源は、平均的に、76％がサブ
サハラアフリカ系、20％がアラワク族又は小アンティル諸島先住民系、
４％がヨーロッパ人系である35」という研究結果が出ている。
アメリカという多様な人種や文化が共存する国家において、人種の血
統的な比率までが数値化されている歴史学の成果には、驚きを禁じ得な
いが、均質で単一な文化を持つと一般的に認識されている日本において
も、民族的・人種的多様性及び重層性は否定できないものである。それ
は数値化というものを必要とするものではないと考えるが、今後のアイ
ヌ研究においても予断を許さない状況と考えられる。

結びにかえて
東アジアにおける人の移動と交流は、古代から近世、近代を通じて文
化や血統の多様化を生みだしていた。近代期の大日本帝国では、植民地
の包含と領土拡大の中で、民族の多様性や血統の混合の歴史も体制の言
説として強調されてもいた。しかし、大日本帝国の崩壊と共に、血統や
文化の混合や交流の記憶は一掃された。
北海道において、朝鮮人の移住と定住化の過程でアイヌ民族が深い繋
がりを持ってきていた事実を約十年間に渡り、調査を進めてきた。それ
は、過酷な労働現場から脱出する朝鮮人を支援し、血縁を結ぶなど、定
住化につながる深い関係性の歴史である。また、その繋がりは、アイヌ
35

Crawford, M.H. 1997. Biocultural adaptation to disease in the Caribbean: Case
study of a migrant population. Journal of Caribbean Studies: Health and Disease in
the Caribbean., 121: 141–155.
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文化を伝承する朝鮮の人々を創出した。そしてそれは、世界史的な視野
からみても、北・中南米の先住民とアフリカ奴隷の繋がりなど、植民地
支配と帝国主義がもたらす普遍的な関係性の構図である。その関係性は
非常に多様で重層的であり決して単純な美徳だけで語られるものでもな
かったかもしれない。しかし、最も過酷な抑圧と排除の状況の中で、共
に生きることを選ぶことにより、豊かにしたたかに生存をつないでいく
ことを可能とした。
グローバル化が進行する現在、世界的な規模での絶対的「他者」を生
みだす紛争が常に作り出され、経済の絶望的格差の臨界点に世界は達し
ている。いささか陳腐でナイーブすぎる言葉を使うことを許されるなら
ば、故郷から引き剥がされ、移動を繰り返す人々との連帯と協力が、資
本や軍事力の暴力が鬩ぎ合う世界とは異なる、多様で豊かさをもたらす
世界を再構築する可能性となりえるのではないだろうか。
本稿を書くにあたり、多くの方のご教示とご協力を得た。大分県中津
市教育委員会文化財主任研究員県中津市歴史民俗資料館長田中布由彦氏
には、史料のご教示を頂き、サハリンや韓国安山市では多くの方が聞き
取りにご協力下さった。全容については石の下記科研報告書（2016）に
記載する予定である。また、本稿の史料３，４の翻刻は、本学国際文化
学科坂田美奈子准教授に依るものである。記して感謝申し上げる。
尚、本稿は科学研究費助成金による研究「近代期北海道にける朝鮮人
の移住と定住化―アイヌ民族と重層的アイデンティティー」基盤研究
（Ｃ）2012 ～ 2015年度（研究代表：石純姫）における調査の報告に基づ
く。今年度の研究調査は2015年８月22日～８月26日（ロシア共和国サハ
リン州）2015年９月５日～９月９日（大韓民国安山市）、2015年10月22
日～ 24日（大分県中津市ほか）において行った。
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For Crying out loud, Katakana is
not the enemy!
かたかなは敵ではありません。

Robert Carl OLSON

ロバート・カール・オルソン

Key Words：Katakana Pronunciation Fluency Micro-aggressions Motivation

Abstract
Using katakana in an English conversation classroom is a controversial issue.
Numerous teachers discourage any use of katakana as they believe it prohibits
the students’ L2 acquisition. Others believe that katakana has the potential to
be beneficial and should not summarily dismissed. This paper takes a brief look
at katakana and some of its influence on L2 learner language acquisition with a
particular focus on pronunciation. This paper also explores motivation and the
concept of micro-aggressions as they are related to the use of katakana in the
classroom.
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Introduction
I have been teaching English in Japan for almost 25 years. Along
with the usual victories and defeats every educator experiences,
I have rushed a student to the hospital to deliver a baby, held a
student during an epileptic seizure and even had a student die in my
classroom.
In other words, I have seen a lot during my time as a teacher and
few things rattle me. One of those“few things”was the reaction of
a group of teachers to my use of Katakana on a poster I was using
during a presentation I was making in Hokkaido. Here is a photo of
the poster.

In general, it is rude to hijack a presentation by suddenly debating a
separate topic but that is what happened on this cold night. Actually,
it wasn’
t a debate but rather a forum for teachers who hated my
use of Katakana. A bit flustered, I tried to explain my stance but to
no avail; I wasn’
t prepared to defend my position or counter theirs.
After a few minutes I returned to my original topic and meekly
finished but the experience had an impact on me; I knew that I had
something to say about Katakana and this paper, for better or worse,
is the result.
（65）
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One word before I begin; it has been my experience that debating
Katakana is similar to discussing gun control or race-relations in
the United States as the debate is so polarizing that loudness often
replaces logic and passion passes for insight. The concept of microaggressions, defined as everyday exchanges that send discriminatory
messages to certain individuals because of their group membership
or race, comes into play here because, in my opinion, it is becoming
common to accuse anyone who disagrees with you of being a racist,
a bigot or some other less-than-flattering term. This has caused
many people involved in ESL to avoid discussing Katakana and other
controversial topics. As one colleague once said to me,“I agree with
what you’
re saying but I have to work with (this person) so I will
refrain commenting.” This is not good for the field of ESL (nor any
field for that matter) so I write this paper without fear and with
my“speech trigger”(words that might incite physical or emotional
violence) filter turned off. I hope the reader will understand that it
is not my intention to offend but to discuss. Having said that, let’
s
begin.
My paper has three points regarding Katakana in the English
conversation classroom. They are:
1） Every second language learner at some time uses a Katakana-like
writing system to acquire L2 proficiency.
2） Katakana is a means, not an end. Katakana should be seen as a
linguistic bridge or ladder to help a L2 learner progress from a
low-level of proficiency to a higher level.
（66）
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3） Students should use Katakana as they see fit. Katakana should
not be forced on L2 students in Japan nor should the same
students be denied the right to use katakana to aid in their
language studies.
1. Every second language learner at some time uses a
Katakana-like writing system to acquire L2 proficiency.
If you are from the United States and are beginning to study
Japanese and hear the greeting おはようございます and are told
that it means“good morning,”it is likely that you would write a
memo in your notebook similar to this:
おはようございます = OHIO GOZAIMUS = Good morning.
This is an example of a Katakana-like writing system. For the
purpose of this paper I will define it as a L2 learner using his or her
native language and the accompanying linguistic rules to acquire L2
proficiency. This is important because without a reference to the
learners native language, the phrase おはようございます would mean
little or nothing.
The problem arises when the linguistic and pronunciation rules
of the learner’
s native language collide with the same rules of the
language being studied.
Take the above example regarding“good morning.”
A reasonably proficient student of Japanese would point out that
the use of OHIO GOZAIMUS is incorrect because the correct
pronunciation would be represented with OHAYOH GOZAIMASU.
The mistake could be explained by saying that OHAYOH closely
（67）
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resembles the pronunciation of“Ohio,”the U.S. state under Michigan,
hence the use of OHIO. Furthermore, the last“U”in GOZAIMASU
is silent and the Japanese pronunciation of MA in GOIZAIMASU
is closer to the American pronunciation of MU than the American
pronunciation of MA.
Obviously, the student studying Japanese will progress beyond
using the English alphabet and graduate to Hiragana and Kanji as well
as Katakana but the purpose of a learner using their native language
for L2 acquisition should be clear. Now critics will say that Katakana
is a special case because the rigidity of its rules will likely result in the
Japanese learner’
s pronunciation being stiff and stunted, sometimes
referred to as the“Katakanaization”of English. To explore that claim
we must move on to the next point.
2.

Katakana is a means, not an end.

Katakana can be irritating. The characters in katakana are assigned
a sound (for example, the katakana symbol of

ロ is pronounced

as ROH and there is no exception. My name is Robert or Rob,
depending on a number of factors, but, in Japan my name is written
as either ロバート (pronounced RO BAH TO) or ロブ (pronounced RO
BU). Native English speakers living in Japan often find their names
and other standard-English words butchered by Katakana. For this
reason, many educators refuse to use Katakana in the classroom but
I believe this is a case of the tool being misused rather than the tool
being bad.
I wrote earlier that Katakana should be viewed as a bridge
connecting a weaker level with a higher one but many educators fear
that students never progress beyond the Katakana-pronunciation.
（68）
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Here is proof that students regularly move past the rigidness of
Katakana. If you speak Japanese, please read the following sentence
(which means“I am going to go to Tomakomai) to yourself.

わたしは苫小牧へ行きます。
Now, if you have a reasonable amount of Japanese ability, your
answer would sound like this.

watashi wa tomakomai ae ikimas
But your answer would be incorrect if you were being graded on
reading because according to the laws of Japanese pronunciation, the
above sentence should be read like this (with the corrections in capital
letters):

watashi HA tomakomai HE
ikimaSU
If I were to say the bottom version of this sentence to any Japanese
person they would correct me by stating the top version.

If I

persisted and said the bottom version is correct based on Japanese
language rules, they would likely say that, yes, those are the rules but
that’
s not how it’
s said. This last line is especially important as it
suggests that not only do language learners move beyond the rigidity
of Katakana but that the process is natural.
So then why do so many students in Japan have Katakana-sounding
English? I offer two possible reasons.
（69）
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The first is that Japanese schools do comparatively little
pronunciation work, deciding rather to focus on grammar drills. The
second is the possibility that many of the students who are studying
lack either the motivation or the courage to do the repetitive work
necessary to improve their pronunciation, rather just use Katakana to
tool to get through a linguistic task rather than as a tool to improve
English ability. The answer in both cases is not to remove Katakana
but to increase the amount of listening and speaking activities (or,
if you are a strict teacher, funnel students who are not interested
in English into other language classes!). I’
ll further address the
motivation factor in the next section.

3.

Students should be allowed to Katakana as they see fit.

I am a lucky person as I am a full-time university teacher but I also
teach a large number of children’
s English classes. The children’
s classes are a joy because the majority of the children are there
because they want to learn English. They also haven’
t developed the
“test mentality”that demands the student find the best answer but
rather they see English as a ways to communicate and Katakana has
played a significant role in that process.
How? I have noticed three area.
1） Students who use Katakana are doing a high amount of repetitive speaking.
When students are trying to write the Katakana for an English
word, they have to hear and say the word many times to find
the corresponding characters that are appropriate for each
syllable. In many cases, this process has in itself often been
enough to break the student’
s reliance on Katakana. One a side
（70）
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note, I am intrigued to find that some of my students are using
a combination of Katakana and English to visually represent
the English sounds they are hearing. One of the my favorite
examples is this :

You can see that the student has written the Katakana which
suggests that the student in not yet confident in his ability to use
English exclusively. On the other hand, you can see the memo under
the katakana character

ル . I asked the student what that meant

and he replied that the“l”sound in does not contain the“u”sound
that comes with the Katakana character ル . The student has already
learned that Katakana is not the end but rather the means; a tool, one
of many, that can be used to improve his English conversation skills.
2） Students who use Katakana are taking an active interest in their English
learning. Though I will help students with Katakana if asked, the
students know my Japanese level is poor and that they rely on
my Katakana at their own risks. For that reason, students must
be proactive and be an active participant rather than a passive
observer; they must check the pronunciation of what they have
written with what I am saying, they must sometimes manipulate
characters like the student explained in the preceding paragraph
and then they must compare and contrast their work with others.
3） Students learn that it’s OK to ask questions when they don’t understand.
（71）
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The students in my class who are using Katakana quickly
understand that learning is more than just a series of tests.
They learn it’
s necessary to ask questions when they don’
t
understand and, more importantly, that asking questions is part
of the learning process.
So do I encourage the use of Katakana in my classroom? No.
Again, I believe Katakana should be used as students feel comfortable.
Some of my students take great pride in their refusal to use Katakana
and I say more power to them! I tell my students who do use
Katakana that they are free to use it but it’
s often like Dumbo’
s magic
feather; it’
s not the feather that makes Dumbo fly but until Dumbo
realizes that, he will need it to fly.
In closing; a look why some teachers don’
t like Katakana and
at micro-aggressions in relation to the use of Katakana in
the classroom.
Why are teachers against Katakana and perceive it as a threat to
their teaching? I think there are two reasons.
The first is that Katakana is something few native English
teachers fully understand and thus cannot control. Whereas I see
an opportunity other teachers may see a threat. Student writing the
Katakana equivalent of a word are not relying on their teacher and
some teachers may perceive this lack of reliance as a loss of classroom
control.
The second is that the anti-Katakana stance provides an opportunity
for academic circles and communities that can command more
research funds. One former colleague at Tomakomai Komazawa
（72）
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University, Dr. Michael Kindler, actually attempted to create such a
group. You can read about it in his article,“Clancy by the Kawa”at
Tomakomai Komazawa University’
s website. It was a short-lived
venture but it is proof that the interest exists.
Lastly, this paper wouldn’
t be complete without a look at microaggressions because the use of Katakana is the classroom may be seen
as a form of micro-aggression by some teachers. To review, microaggressions are speech or actions that may contain subtle insults
to the listener. One of the most famous examples in Japan is the
comment,“You use chopsticks well.” Some argue that this seemingly
innocuous phrase is really an insult by insinuating that you must be
stupid if you can’
t use chopsticks to feed yourself. Others say this
sentence is just a display of the Japanese desire to make people feel
welcome, often referred to as omotenashi.
Whatever your position on micro-aggressions may be, I hold
the opinion that it is rude bordering on cruel---instead of a microaggression, let us call it a“macro-aggression”--- for any teacher to
ban a tool that may help students acquire English ability. Students
learn in different ways and with different methods and Katakana
is just another method. This is not to say that Katakana should be
required or even encouraged but neither should it be forbidden. Like
fire, Katakana has the ability to help as well as hurt and that depends
on the user. I suggest if katakana is used better, it can be an asset to
an English conversation classroom.

（ロバート

カール

オルソン・本学准教授）
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中学校地理・総合学習における歴史的
建造物群を活用した授業開発の視点
Perspectives in Lesson Development Using Historic Buildings
in Junior High School Geography for Comprehensive Learning

菊地

達夫

KIKUCHI Tatsuo
キーワード：中学校、社会科地理、総合的な学習の時間、歴史的建造物群

要旨
本稿の目的は、中学校地理・総合学習における歴史的建造物群を活用した授業開
発の視点を示すことである。
授業開発として、以下のような視点を示した。新規性は、歴史的建造物群を介し
て、教科書の本文内容と教科用図書地図及び、地理と総合学習の橋渡しを示したこ
とである。これまで、別々に取り扱う可能性があったものを、教科書の本文内容で
学習した後、教科用図書地図における各地方のまとめ、日本全域の地理的分布を用
いて、その傾向を理解するといった段階的な学習過程を示した。その学習成果をも
とに、総合学習への教材活用につなげた。
有効性は、歴史的建造物群の形成と保存、持続可能な観光開発を合わせて、過去、
現在、未来といった時間軸の視点を重視したことである。とりわけ、地理授業のみ
ではなく、総合学習への連続的な学習活動の中で、時間軸の視点を導入できること
を示した。また、歴史的建造物群だけではなく、世界遺産、世界ジオパークといっ
たその他の文化・自然遺産も、同じように教材活用できる可能性に触れた。
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はじめに
現在、日本各地の歴史的建造物群は、各種遺産ブームによって、有力
な観光資源になっている。また、各地では、貴重な歴史的建造物を掘り
起し、観光資源化につなげたい思惑がある。その結果、地域経済の活性
化に結びつけたい。最近は、日本人観光客に加え、外国人観光客が、日
本の伝統文化に触れたいという思いで、歴史的建造物群を訪れる機会が
増している。
他方、学校教育に目を転じると、歴史的建造物群は、地理や総合的な
学習の時間（以下、総合学習）の教材として注目されつつある。その理
由として、2006年の改正教育基本法において伝統と文化の尊重という文
言が加わったことが大きく影響している。よって、世界遺産の認定を受
けると、教材化の可能性が増す。場合によっては、世界遺産の周辺・関
連の文化遺産まで含まれることもあろう。
ところで、地理や総合学習の授業において、歴史的建造物群を含む文
化遺産を活用した先行研究は、いくつかみられる。
例えば、青木（2002）や片山・寺本（2002）では、近代化遺産の教材
化に注目した。青木（2002）は、近代化遺産の学習について、初等・中
等教育のカリキュラムに全く取り入れられていないことを指摘してい
る。また、近代化遺産の地理教材の視点として、日本の地域社会にどの
ようにして導入され、地域の変容に貢献してきたか考えることが重要と
強調した。片山・寺本（2002）は、近代化遺産を「交通」「産業」「土木」
に分け、建築物や産業機械の教材化が中心で、土木の構造物のそれはほ
とんどないことを指摘した。そこで、名古屋の中川運河を活用した小学
校社会科の授業開発を行った。また、新たな観光として、「産業観光」
を挙げ、教材化の可能性も示唆している。
地理授業で対象となる文化遺産は、単体ではなく、複数の単体で構成
（77）
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されるといった傾向が強い。総合学習の場合、単体や複数を問わないも
のの、地理授業で教材化しにくいものも対象にできる。多様な文化遺産
の特色を理解する上では、地理や総合学習といったいくつかの教科等で
取り上げられことが望ましい。
そこで、本稿は、中学校地理や総合学習における歴史的建造物群を活
用した授業開発の視点を示すことを目的とする。具体的には、地理授業
として、日本の諸地域学習において、教科書の本文内容と教科用図書地
図の活用と関連させながら、段階的な学習過程の可能性を示す。続いて、
地理授業を経て、総合学習における歴史的建造物群での活用の視点を示
す。
以下では、日本の諸地域学習における歴史的建造物群の活用について、
現行学習指導要領解説と検定済教科書の地理授業の内容として、どのよ
うに取り上げているか、確認する。それをふまえ、日本の諸地域学習す
べてにおいて活用できることを目指し、授業開発の可能性を探りたい。

Ⅰ
１

日本の諸地域学習における歴史的建造物群の内容
平成20年版中学校学習指導要領解説社会編

日本の諸地域は、７つの地理的主題（中核的事象）を、７区分以上の
組み合わせで行い、１つの地理的主題とその他を関連させながら学習す
るようになっている。地域区分は、７地方とし、自然環境、歴史的背景、
産業、環境問題・保全、人口・都市村落、生活文化、他地域との結び付
きを中核とし、他の事象と関連させながら、地域的特色を学習するよう
になっている。
歴史的建造物群の教材活用は、７つの地理的主題のうち、歴史的背景
と生活文化で多い。歴史的背景の場合、地域の産業、文化の歴史的背景
や開発の歴史に関する特色ある事柄を中核として、それを国内外の他地
域との結び付きや自然環境などと関連付け、地域の地理的事象の形成や
（78）
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特色に歴史的背景がかかわっていることなどについて考えるとある。と
りわけ、地域の産業、文化の歴史的背景を示す教材として、歴史的建造
物群の活用を想定できる。生活文化の場合、地域の伝統的な生活・文化
に関する特色ある事象を中核として、それを自然環境や歴史的背景、他
地域との交流などと関連付け、近年の都市化や国際化によって地域の伝
統的な生活・文化が変容していることなどについて考えるとある。
伝統的な町並みの保存や伝統行事の継承、伝統的な地場産業など地域
の伝統的な生活・文化に関する特色ある地理的事象として例示している。
他の地理的主題でも、歴史的建造物群の教材活用の可能性はあり、上
記に限定されるものではない。
２

検定済教科書の内容
Ｔ社の検定済教科書を手がかりに、どのような地域に、どのような歴

史的建造物群を取り上げているか、確認しておく。
歴史的建造物群の教材活用は、７地方のうち、５地方でみられた。具
体的には、九州地方の竹富島、中国・四国地方の萩市、津和野町、松江
市、近畿地方の京都市、奈良市、中部地方の白川村・五箇山（南砺市）、
北海道地方の函館市、小樽市である。いずれも、歴史的建造物群の保存
という視点で観光資源化していることを紹介している。例えば、函館市
では、「日本で最初の開港地の一つとなり、外国文化の玄関口として栄
えた市街地には、江戸時代末期から明治時代にかけて港の近くに建てら
れた倉庫や教会が残り、観光の見どころになっています」とある。また、
小樽市では、「大型船が出入りできる大きな港や倉庫群があり、明治時
代から昭和時代初期にかけて北海道最大の商業としてにぎわったころの
おもかげが、現在も色こく残されています」とある。
続いて、教科用図書地図（Ｔ社）では、九州地方を除く、６地方でみ
られた。具体的には、資料図として、中国・四国地方の萩市、倉吉市、
近畿地方の京都市、伊根町、中部地方の白川村・五箇山（南砺市）、高山市、
（79）
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妻籠宿、関東地方の川越市、東北地方の角館、大内宿、北海道地方の小
樽市において歴史的建造物群のイラストを掲載している。
よって、教科書と地図の双方で掲載があるのは、萩市、京都市、白川
村・五箇山（南砺市）、小樽市の４地域に限られる。ただ、教科書と地
図を組み合わせてみると、７地方すべてにおいて歴史的建造物群の掲載
を確認できた。

Ⅱ
１

歴史的建造物群を活用した授業開発の視点
歴史的建造物群の教材活用の意義

教科用図書地図では、前章でみた以外に、資料図として、日本各地の
歴史的建造物群の分布を掲載している。掲載理由として２つ挙げている。
１つは、改正教育基本法の伝統と文化を尊重に対応するものとして、２
つは、
「持続可能な社会」の実現に向けて導入したことが触れられている。
その内容は、重要伝統的建造物群保存地区（2015年／ 43道府県90市町
村110地区）であり、港町、商家町、武家町、門前町、宿場町等といっ
た歴史的建造物群である。重要伝統的建造物群保存地区選定基準は、伝
統的建造物群保存地区を形成している区域のうち次の各号の１つに該当
するものとされる。具体的には、1. 伝統的建造物群が全体として意匠的
に優秀なもの、2. 伝統的建造物群及び地割がよく旧態を保持しているも
の、3. 伝統的建造物群及びその周囲の環境が地域的特色を顕著に示して
いるものである。
地理的範囲は、九州地方から北海道地方までおよぶ。分布の傾向は、
関東地方以西の地域に多く、関東地方、東北地方、北海道地方といった
地域は少ない。また、歴史的建造物群の性格が、複数みられることもあ
る。例えば、萩市は、武家町、宿場町、港町といった性格が混在している。
歴史的建造物群は、過去の地域構造といった点で、地域的特色を有す
るものの、現在の保存活用（観光資源化）といった点で、共通性を有す
（80）
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る。よって、歴史的建造物群を学習する意義として、日本の歴史文化を、
地域的な構造と特色、保存と活用といった両面で理解できる。すなわち、
歴史的建造物群といった空間軸を介して、過去、現在、未来といった時
間軸の変化について理解することができる。
２

地理授業の開発の視点
ここでは、歴史的建造物群を、どのような場面で活用できるか提示す

る。すでに述べたように、歴史的建造物群は、それ自体、地理的空間で
あるが、その形成過程をみれば、時間的変化も理解できる。すなわち、
歴史的建造物群の活用意義は、１つの教材を通じて、空間軸と時間軸の
両面の理解に優れていることである。
その歴史的建造物群の活用として、３段階に分け、地域的特色を学習
できる展開を想定してみた。第１段階では、教科書の本文内容において、
主要な歴史的建造物群の保存実態と観光活用について学習する。この段
階は、都市レベルの地域的特色となる。第２段階では、教科用図書地図
の資料図において、主要な歴史的建造物群の位置と景観の様子を単元の
まとめとして学習する。この段階は、地方レベルの地域的特色となる。
第３段階では、教科用図書地図の資料図において、日本全域の歴史的建
造物群の分布をみながら、その傾向と地域・産業構造について補足（単
元のまとめ）学習する。この段階は、国家レベルの地域的特色となる。
さらに、応用として、他の文化・自然遺産においても、段階的に学習で
きる可能性に触れたい。
以上、地理授業の開発の視点は、教科書の本文内容と教科用図書地図
の資料図を効果的に組み合わせ、歴史的建造物群を介しながら、相違す
る地理的空間の地域的特色を認識できることである。
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歴史的建造物群の保存（現状利用／観光活用）
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図２

３

歴史的建造物群を活用した段階的な学習過程

総合学習における授業開発の視点
続いて、総合学習における歴史的建造物群を活用した授業開発の視点

を述べる。総合学習の目標は、「横断的・総合的な学習や探究的な学習
（83）
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を通して、自ら課題を見付け、自ら学び、自ら考え、主体的に判断し、
よりよく問題を解決する資質や能力を育成するとともに、学び方やもの
の考え方を身に付け、問題の解決や探究活動に主体的、創造的、協同的
に取り組む態度を育て、自己の生き方を考えることができるようにする」
とある。よって、事象を総合的に捉えようとする視点は地理や総合学習
でも同じであるが、次のような違いがある。
井田（2005）によれば、総合の捉え方として、地理の場合、地表（空
間）が総合の基盤となり、総合学習の場合、内容を規定するような基盤
がない点を挙げている。それゆえ、総合学習は、学習の領域を広げるこ
とは可能であるが、逆に際限のない内容となり、まとめていく焦点が捉
えにくいと指摘している。そのため、内容が高度になる高校の総合学習
の充実が重要であると指摘している。また、総合学習で例示されている
環境、情報、国際理解、福祉・健康も、結果的に新たな枠を生み出し、
教科学習と変わらない危険性も強調している。さらに、地理と総合学習
の関係性は、基礎と発展という捉え方の他に、相互補完という形態もあ
りうることを主張している。とくに利点として、相互の学習内容を高め
合うことや学習方法の共有ができることを挙げている。
すでに述べたように、総合学習の目標には、自ら課題をみつけること
が強調されている。これだけみれば、個々の興味関心に基づき、実践す
るような印象をもつ。ただ、中学生が、総合学習の課題となりうる内容
を自ら探すことができるのか、という疑問が残る。そのため、教員が、
ある程度の方向性を示すことが現実的であろう。例えば、基盤となる教
材を示し、それをもとに、自らが課題を考え、その解決に向けて多角的・
多面的に思考・理解できるようなものが妥当と考えられる。
そこで、歴史的建造物群を活用した地理授業の学習成果を土台に、そ
れを教材化した総合学習の授業開発の視点を示したい（図３）。具体的
には、学習課題として「歴史的建造物群を活かした持続可能な観光開発
について考えよう」という内容を想定してみた。これには、大きく２つ
（84）
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図４ 歴史的建造物群を活かす持続可能な観光開発に関するキーワードの例
の視点が対立する。１つは、歴史的建造物群の保存を重視すれば、観光
開発はあまりしない方がよいという視点、２つは、歴史的建造物群を活
かした観光開発をすることで経済的効果を期待できる。その結果、貴重
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な歴史的建造物群を十分保存できなくなる可能性があるという視点。
地理授業では、歴史的建造物群の観光活用を取り上げ、現代の地域的
特色を浮き彫りとするものであった。総合学習では、未来に向け、どの
ように保存と観光を両立しながら取り組めばよいかという学習活動を目
指す。また、対立軸を示す一方で、持続可能な観光開発に関係するキー
ワードを用いて、観光の視野の広がりを促す（図４）。そのような段階
的な仕掛けを行い、思考を揺さぶる機会を重視していく。その後、課題
解決に向け、どのような方法が効果的か、思考・判断させる。その方法
について各自で情報を収集し、まとめさせる。さらに、調べた結果を発
表共有することで、各自の考えを再構成させ、より高度な方法へ修正さ
せたい。

おわりに
本稿の目的は、中学校地理・総合学習における歴史的建造物群を活用
した授業開発の視点を示すことであった。最後に、歴史的建造物群を活
用した授業開発の意義について、
新規性、
有効性といった点から整理する。
新規性は、歴史的建造物群を介して、教科書の本文内容と教科用図書
地図及び、地理と総合学習の橋渡しを示したことである。これまで、別々
に取り扱う可能性があったものを、教科書の本文内容で学習した後、教
科用図書地図における各地方のまとめ、日本全域の地理的分布を用いて、
その傾向を理解するといった段階的な学習過程を示した。その学習成果
をもとに、総合学習への教材活用にもつなげた。
有効性は、歴史的建造物群の形成と保存、持続可能な観光開発を合わ
せて、過去、現在、未来といった時間軸の視点を重視したことである。
とりわけ、地理授業のみではなく、総合学習への連続的な学習活動の中
で、時間軸の視点を導入できることを示した。また、歴史的建造物群だ
けではなく、世界遺産、世界ジオパークといったその他の文化・自然遺
（86）

苫小牧駒澤大学紀要

第31号

2016年３月

産も、同じように教材活用できる可能性に触れた。
今回、地理や総合学習のいずれでも、授業開発の視点を示したにすぎ
ず、歴史的建造物群を活用した単元構成や本時案レベルの詳細な展開に
踏み込めていない。今後は、これらの授業構想を示すことを課題したい。
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