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苫小牧におけるカジノ誘致問題への文化論的考察

第二十九号

二〇一四年十二月

ＩＲ（カジノを含む統合型リゾート）は、苫小牧市民と苫小牧地域経済に大きなマイナスをもた
らす。
多重債務者・借金づけ・ギャンブル依存症・アルコール依存症や家族崩壊・自殺者を出さないた
めに、また外国人観光客を大切にするために、カジノビジネスは有害であり、作るべきではない。
苫小牧の文化イメージをより良く育てていかなくてはならない。カジノビジネスは賭博であり犯
罪だ。カジノが作られたら、アメリカンマフィア、中国マフィア、日本の広域組織暴力団（売買春
など）が食い込んでくる。地道にコツコツと地域経済・地場産業、豊かな自然を活かした苫小牧の
明るい街づくりを発展させていくことが急務である。
かつての全国総合開発の失敗、リゾート開発の失敗、バブル経済の失敗を繰り返してはならな
い。東日本大震災、阪神淡路大震災から得た教訓すなわち地域で人命を守っていくことを、苫小牧
で進めていくことが、真に苫小牧における文化発展の基礎である。

要旨

キーワード：ギャンブル依存症、ＩＲ、新自由主義、治安悪化、環境アセスメント
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はじめに
筆者は、本学において二○○二年度から「北海道文化論」の授業を担当してきた。

また、苫小牧市長がカジノを含む統合型・総合型リゾートすなわちＩＲ（法案の名称にしたがって「統合型」

（１）

から、苫小牧における文化と教育環境の問題として、カジノを含む統合型総合型リゾートを考察している。

「総合型」両方を並記した。以下同じ）を誘致することを明確に発表した苫小牧市長選挙の二○一四年六月時
点

ここでは、苫小牧におけるＩＲ誘致に関する動きを述べておこう。

①二〇〇八年九月、苫小牧商工会議所が「苫小牧カジノ・リゾート研究会」を設立。

②二〇一〇年六月、苫小牧商工会議所がカジノ誘致を検討する「国際観光リゾート開発特別委員会」を設置。

③苫小牧、千歳、恵庭、白老、安平、厚真、むかわの三市四町の経済団体が「道央圏統合型リゾート・リゾ
ート構想誘致期成会」を設立。

④二〇一三年十月、苫小牧市岩倉市長と苫小牧商工会議所藤田会頭が、北海道高橋知事に苫小牧をＩＲの道
内候補地にするよう要望。

⑤二〇一三年十月二十二日、北海道高橋知事が、小樽・苫小牧・釧路市長のカジノ誘致要望書を細田博之カ
ジノ議連会長に提出。

（「北海道新聞」二〇一四年七月三十日の記事をもとに作成。）

⑥二〇一四年四月、苫小牧岩倉市長が韓国のＩＲを視察。
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北海道におけるカジノ誘致に立候補した自治体は二○一四年現在、小樽市、釧路市、苫小牧市の三市だけで
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ある。

苫小牧におけるカジノ誘致問題への文化論的考察

ここでは、文化論的視点からカジノ問題を論じてみることにした。
最初に、文化の定義をしておこう。

文化とは上部構造の構成要素である。カール・マルクスは『経済学批判』序言で次のように述べていた。

生産諸関係の総体は、社会の経済的構造を形成する。これが実在的土台であり、その上に一つの法律的およ

び政治的上部構造が立ち、文化とはそしてその上に一定の社会的諸意識形態が対応する。（２）

文化とは、経済的構造を土台として成り立つ上部構造の一つの構成要素なのである。したがって、現代の日本

のグローバル新経済主義の上に立脚して、ＩＲすなわちカジノを含む統合型・総合型リゾート開発という幻想悪
夢が芽生えたのである。

一般的には文化とは「社会を構成する人々によって習慣・共有・伝達される行動様式ないし生活様式の総体。

言語・習俗・道徳・宗教・種々の制度などはその具体例」（３）「学問・芸術・道徳・宗教など、主として精神的生

活にかかわるものを文化と呼び、技術的発展のニュアンスが強い文明と区別する」 （４）と定義されている。

ここでは、文化とは「上部構造における精神的諸活動の総体」と定義することとする。
それではカジノは「文化」か？

カジノは、ルーレットの遊戯であり限り文化の一形態である。しかし、賭け事となった瞬間、賭博という犯罪

に豹変するものである。賭博に豹変した産業を、本稿では「カジノビジネス」と表現する。

4

方法論を提示しておこう。この論文におけるカジノおよびＩＲ考察論は、カルチュラル・スタディーズと呼ば
れているものである。

文化＝テクストについての記号論的、精神分析的な構造分析から、文化＝テクストが生きられ、経験してい

・・・
く場、それらが生産され、同時に消費されていく場についてのエスノグラフィックな分析・・・
（中略）

カルチュラル・スタディーズとはそうした人々の日常的な文化実践についての政治学であり、同時に詩学な
のである （５）

人を食い物にするカジノビジネス

本稿で論じるカジノおよびＩＲ問題はそのような文化論として位置づけているものである。

第一章
カジノビジネスは犯罪である。

カジノビジネスは、賭博であり刑法犯罪であることは明白である。刑法では次のように規定されている。
刑法第一八五条

賭博をした者は、五十万円以下の懲罰又は科料に処する。ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどま

第二十九号
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るときは、この限りではない。
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刑法第一八六条
①常習として賭博をした者は、三年以下の懲役に処する。

②賭博場を開帳し、又は博徒を結合して利益を図った者は、三年以上五年以下の懲役に処する。（６）

最高裁判決では、次のような判例が出されていた。

「脅迫、殺傷、強窃盗その他副次的犯罪を誘発し、又は国民経済の機能に重大な障害を与える恐れ」

（一九五〇年十一月二十二日）

すなわち、カジノビジネスは法体系で明白な犯罪なのだ。ＩＲもしくは「統合型・総合的リゾート」と例外的

位置づけをして新しい法律が出来たとしても、犯罪であることに変わりはない。例えば、大阪市内にＩＲに基づ

くカジノが開催され、施設内だけ合法化したとしても大阪市に隣接する兵庫県尼崎市内でカジノが開帳された

ら、それは刑法に違反する。そのように不合理かつ法体系の非整合性は許されるものではない。

何よりもカジノビジネスはカジノに興じる人々から莫大な金銭を巻き上げることによって成り立つ産業であ

る。有名な事例としては、大昭和製紙の井川高志会長（当時）が「二○○八年から頻繁にカジノに通い始め、グ

ループ企業から三年足らずの間に総額一○六億八○○○万円をカジノで失った」（７）事件であった。カジノビジ

ネスが顧客から巻き上げる金額はケタが違う。日本で特定の地区（特区）に限定してカジノビジネスを行ったと

しても、あるいは外国人観光客だけに限定したとしても、人を食いものにして成り立つカジノビジネスは、道徳

的・倫理的に決して許されるものではない。また、外国人観光客だけを相手にカジノビジネスを行うことは、法
の下の平等に反する行為であり、倫理的に許せないことである。

6

第二章

カジノ、トランプ・花札・サイコロ

しかし、カジノそのものと、カジノビジネス（賭博）とは、峻別すべきである。なぜなら、カジノもトランプ

（ポーカー、バカラなど）も花札もサイコロも賭博でない限り、伝統的文化といえるからだ。

筆者は、日本文学研究者・和歌文学研究者として、花札の四季を表象している絵柄の美しさを評価している。
カジノはヨーロッパを起源としている。

カジノ（ＣＡＳＩＮＯ）の語源は、別荘や家を意味するイタリア語「ＣＡＳＡ」（カーサ）である。

一六世紀ごろ、イタリアの上流階級が「ＣＡＳＡ」で開いたパーティには、ルーレットやカードなどギャン
ブルができるテーブルがあった。（８）

ルーレットそのものは、機械であり、ツールに過ぎない。サロンで遊びとして始まり、それが時代を経てギャ

ンブルすなわち賭博となってきたのである。その点に関して詳しく知ることができる文献は、大川潤・佐伯英隆
著『カジノ文化誌』である。

さらに重要なのは、二○世紀に入り、アメリカ・ラスベガスで一大カジノ産業に変貌したことである。そこに

第二十九号
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は、ヨーロッパ起源のカジノと大きく異なる犯罪基盤体としてのビジネスが成立して点が問題であった。（９）
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マフィアと一体化したカジノ産業の誕生である。その後、マフィアとの関係を絶ったとする州政府の弁解には

ギャンブル依存症

無理がある。それをマカオ・シンガポールへと伝播伝染して、今日のカジノギャンブルスタイルになったのであ
る。

第三章

カジノというギャンブルで最大の犯罪性は、大量かつ深刻なギャンブル依存症の人々を作り出してしまうこと

にある。ギャンブル依存症については、田辺等著『ギャンブル依存症』（ ）、日本精神神経学会監修『ＤＳＭー５

精神疾患の診断・統計マニュアル』（ ）
に詳しく解説されている。ギャンブル依存症は治癒困難な精神疾患であ

10

ブル依存症」は、成人男性で四三八万人（全人口の八・七％）
、女性で九八万人（全人口の一・八％）という。

日本のギャンブル依存症の疑いがある人は、推計で五三六万人。病的賭博ギャンブルを抑えられない「ギャン

る。

今年度の厚生労働省研究班の発表によると、昨年全国にわたる調査の結果として、次の数値を明らかにしてい

患つまり病気である。その患者数は世界トップクラスの人数となっている。

特に日本では、パチンコによるギャンブル依存症を重篤化させた人々が存在する。ギャンブル依存症は精神疾

り、パチンコ・公営ギャンブルも含めたギャンブル依存症は、深刻である。

11

8

他の国や地域では、成人全体でスイス人が○・五％、アメリカ・ルイジアナ州で一・五％であり、日本が
突出していることがわかる。

厚生労働省研究班として調査した国立病院久里浜医療センターの樋口進院長は「パチンコやスロットなど

）

が身近で、日本は世界の中で病的賭博の割合が最も高い国の一つ」と述べて、カジノ解禁になれば「（ギャ
ンブル依存症）が増える」という見解をしめしていた。（

ギャンブル依存症は、多重債務者を生み、鬱病を生み、自殺者を生み、家族を崩壊させ、たくさんの人々を

悲惨な境遇に突き落としてしまう恐ろしい病気である。家族も被害者となる。ギャンブル依存症に苦しむ人々

の回復を手助けしているＮＰＯのＧＡ（ギャンブル・アノニマス）の意義は大きい。パチンコなどのギャンブ
ルによって、依存症から生じた多額な借金・多重債務に苦しむ人々が、たくさんいる。

カジノビジネスは、それをさらに、現在すでに五三六万人もいるギャンブル依存症の人々を十倍にも数十倍

にも繁殖増大させるもので、倫理的かつ人道上の犯罪に等しい行為といえる。ギャンブルとは、ギャンブル依

カジノに地元経済効果は存在しない

存症を生み、健康と文化を破壊するものなのだ。

第四章
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カジノギャンブル施設開設により、ＩＲ（カジノを含む統合型・総合型リゾート）を推進する人々は、経済効
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果を喧伝し謳歌している。

例えば苫小牧地元経済界を代表し、苫小牧商工会議所・渡辺末雄氏は「シンガポールではＩＲで外国人観光客

）

や国際会議の開催が増え、九七五億円の経済効果が生まれた」と「ＩＲ（カジノを含む統合型・総合型リゾート
の実態に関する意見交換会（青年会議所主催）で述べた。（

ある。

14

場合、地元市民に利益が無いどころか、危険な犯罪地帯で子どもたちを育てざるをえないことになるのである。

子どもたちを犯罪多発地帯で育てることは、親たちにとって耐えがたい恐怖を与える。カジノＩＲを誘致した

何よりも治安が悪化して被害をこうむるのは、地元の教育環境である。教育は基本的人権である。（

）

産業とその関連企業だけなのである。言うまでもなく、この背景にはＴＰＰというアメリカ財界からの圧力が

業がある可能性もある。地元経済は悪化し、雇用も悪化する。カジノ誘致で利益を受けるのはアメリカカジノ

犯罪や売買春が公然と多発することで、地元の街のイメージは致命的なダメージを受ける。廃業、撤退する企

フィア、中国マフィア、日本広域暴力団が裏で暗躍する場となる。治安悪化の被害者は地元の人である。

経済効果どころか、カジノ施設が出来れば犯罪が多発し、マネーロンダリングや売買春を含め、アメリカンマ

す指標に過ぎない。カジノビジネスの場合、その利益のほとんどは、アメリカカジノ産業に吸収されていく。

しかし、カジノ誘致が経済効果を生むという言説は幻想であり誤りである。経済効果は単にマネーの動きを示

13

10

第五章

環境アセスメント（環境影響評価）

カジノ誘致を推進する人々に欠落しているのは、環境アセスメントの視点である。

小樽市長も釧路市長も苫小牧市長も誰一人として環境アセスメントを明らかにしていない。自治体首長とし、

責任を果たしていないと言っても過言でない。市民の環境を守ることは市長の義務であり責任である。まして、

ギャンブル依存症対策が小手先のものであっては、市民の命を失わせること、つまり自殺に追いやることと同じ
なのだ。

街の環境と街のイメージを激変させることになるカジノＩＲに関して、環境アセスメントを行うこと不可欠な

前提である。例えば、「観光」を歌い文句にしながら、小樽運河観光および釧路湿原への環境の影響を予測しな

いで、カジノＩＲを誘致することは、観光においてほぼ自殺行為に等しいことで、マネーに狂う「新自由主義経
済」の害悪である。
新自由主義経済とカジノ誘致とは、ほぼ親子のような親和関係である。

（

）

安倍晋三政権は、新自由主義経済を推し進めアベノミクスの名の下、カジノ誘致に邁進している。「成長戦略
の目玉」だという

すでに国会議員で構成された「カジノ議連（国際観光産業振興議員連盟）
」があり、その司令塔の役割をはた

）

してきた経済界の「日本プロジェクト産業協議会（ＪＡＰＩＣ）
」が存在していた。そうした新自由主義経済の
背景により、現在のカジノ誘致が進められていることに注意したい。（

16
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新自由主義経済がなぜカジノギャンブルと親和関係を持つかについては、スーザン・ストレンジ著『カジノ資
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本主義』が最も示唆に富んでいる。

）

密室の中の巨大カジノと化した国際的マネーゲームが、ルールなき資本主義、一％の富裕層が九九％の貧
困層を生みだしたのだ。（

⑥北海道電力苫東発電所からの排出ＣＯ と₂の関連。環境影響。

⑤苫小牧における漁業・農業・林業への影響。

④苫小牧東港にあるサニックスエナジーによるＰＣＢ環境汚染問題。

③巨大津波、樽前山噴火などの災害時へのＩＲ関連施設の対処と災害環境問題。

生物多様性条約に基づく重要な問題である。

われている）は、苫小牧の森林にも生息している。シマフクロウの生息への影響を調査することは、国際的

②北海道でわずか百四十鳥に激減してしまったシマフクロウ（アイヌ民族の『ユーカラ』で神の一人として歌

①ラムサール条約に登録されているウトナイ湖と渡り鳥（オオハクチョウなど）への影響。

苫小牧におけるカジノ誘致に関する環境アセスメント（環境影響評価）の主要問題点をここにあげてみよう。

そこで苫小牧における環境アセスメント（環境影響評価）について、問題点を提起してみよう。

らざるをえない。

新自由主義経済により、雇用破壊のみならず環境破壊をもたらすことに、自治体とその市民たちは敏感にな

17

12

⑦苫小牧東・中央・インターにおける排出ＣＯ と₂の関連と自然環境への影響。ＩＲ関連施設が出来れば、車

の移動数が増え、ＣＯ は₂増大してしまう。
⑧ニドムに隣接したバトルマイスター、三年前に計画・未着工の環境問題。丹治産業が営業している経済活動
の影響問題。

こうした問題点一つひとつを解決していくことで、初めて苫小牧市民にとって安心できる街づくりが可能とな
るのである。
苫小牧市は、「人間環境都市宣言」を、一九七三年十一月十七日議決していた。

（

）

苫小牧市は、開基百年にあたり、緑と太陽の大自然を擁するかけがえのない郷土を守り、人間を主体とし

た、公害のない、健康で安全な都市環境の創造を決意し、ここに、「人間環境都市」を宣言する

苫小牧市「人間環境都市宣言」とカジノビジネスとは相入れない正反対なものである。苫小牧の街づくりと教
育環境に、カジノビジネスは不要である。

まとめ
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北海道文化は、道民・市民みずからの努力によって築かれていく。
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苫小牧市美術博物館における基本理念の（三）には、次のような文章があげられている。

）

「市民の多様化、高度化する文化芸術のニーズに応えるため、学習の機会を設けるほか、創作活動や発表の場を
提供するなどし、文化芸術活動の拠点としての美術館とします。
」（

小牧における文化発展の基礎である。

災、阪神淡路大震災から得た教訓すなわち地域で人命を守っていくことを、苫小牧で進めていくことが、真に苫

かつての全国総合開発の失敗、リゾート開発の失敗、バブル経済の失敗を繰り返してはならない。東日本大震

ていくことが急務である。

込んでくる。地道にコツコツと地域経済・地場産業、豊かな自然を活かした苫小牧の明るい街づくりを発展させ

が作られたら、アメリカンマフィア、中国マフィア、日本の広域組織暴力団（強盗・殺人・売買春など）が食い

苫小牧の文化イメージをより良く育てていかなくてはならない。カジノビジネスは賭博であり犯罪だ。カジノ

外国人観光客を大切にするために、カジノビジネスは有害であり、作るべきではない。

す。多重債務者・借金づけ・ギャンブル依存症・アルコール依存症や家族崩壊・自殺者を出さないために、また

ＩＲ（カジノを含む統合型・総合型リゾート）は、苫小牧市民と苫小牧地域経済に大きなマイナスをもたら

ものである。

文化 culture
とは、「教養」であり、「耕す」という意味である。すなわち、「耕す」とは額に汗して働き、
地道に人間としての生活をより良く向上させ、豊かなものに築く営みである。カジノビジネスと文化は、無縁な

苫小牧市における文化活性化、さらに地域経済の活性化の出発点は、この理念の通りである。

19

14

注

（二○一四年十月二十一日、戦没学徒追悼・国際反戦デーの日に）

（１） 「北海道新聞」「苫小牧民報」二○一四年六月の記事による。

（２） カール・マルクス著、杉本敏明訳『新訳 経済学批判』一五ページ、一九七一年、国民文庫、大月書店。

第五版』による。

（３）『大辞林第二版』による。
（４）『広辞苑

（５） 吉見俊哉著『カルチュラル・スタディーズ』ⅷページ、二○○○年、岩波書店。
（６）『六法全書』二○一一年版Ⅰ、二六一二、二六一三ページ、有斐閣。

大王製紙前会長

井川高志懺悔録』（二○一三年、双葉社）は、カジノ

（７） 竹腰将弘・小松公生著『カジノ狂騒曲～日本に賭博場はいらない』一一九ページ、二○一四年、
新日本出版社
なお、井川高志著『溶ける

の負の面を示していて教訓的である。
（８）（７）と同じ、一○二ページ。

二〇一四年十二月

） 日本精神神経学会監修、アメリカ精神医学会編『ＤＳＭー５
第二十九号

精神疾患の診断・統計マニュアル』

） 田辺等著『ギャンブル依存症』七四〜八〇ページ、八五ページ、二〇〇二年、ＮＨＫ出版。

（９） 大川潤・佐伯英俊著『カジノの文化誌』二○～二一ページ、二○一一年、中央公論新社。
（
（
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五七八〜五八二ページ、二〇一四年、医学書院。

『ＤＳＭ ー５ 精 神 疾 患 の 診 断 ・ 統 計 マ ニ ュ ア ル 』 か ら ギ ャ ン ブ ル 障 害
につい
Gambling Disorder
ての項目より（以下の９項目の中の４つ、またはそれ以上を示す場合、ギャンブル障害と診断され
る。）
①興奮を得たいがために掛け金の額を増やして賭博をする要求。

②賭博をするのを中断したり、または中止したりすると、落ち着きがなくなる、またはいらだつ。

③賭博をするのを制限する、減らす、または中止するなどの努力を繰り返し成功しなかったことがある。
・・・・・・・・・（中略）・・・・・・・・・
⑦賭博へののめり込みを隠すために嘘をつく。

⑧賭博のために、重要な人間関係、仕事、教育または職業上の機会を危険にさらし、または失ったこ
とがある。

⑨賭博によって引き起こされた絶望的な経済状況を免れるため、他人に金を出してくれるよう頼む。
）「朝日新聞」二○一四年八月二一日。

）「北海道新聞」苫小牧・日高ページ、二○一四年九月二六日。

） 堀尾輝久著『人権としての教育』二五〜三六ページ、一九九一年、岩波書店。

）「朝日新聞」二○一四年一○月一六日、一面トップ。

） 吉田哲也・鳥畑与一・吉田清次・寺田麗子著『徹底批判 カジノ賭博合法化』二 四 〜 五 一 ペ ー ジ 、
二○一四年、合同出版。

!!

（
（
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（
（

（

） スーザン・ストレンジ著、小林襄治訳『カジノ資本主義』二〜六ページ、二○○七年、岩波現代文庫。

） 苫小牧市「人間環境都市宣言」について、ご教示いただいた池田賢太弁護士（北海道合同法律事務所）
に、感謝申し上げます。

二〇一四年十二月

（しのはら

まさひこ・本学教授）

） 苫小牧市美術博物館（市立美術館は、二○一三年七月に既存の市立博物館との複合施設としてリニュー

第二十九号

アルオープン）のホームページより。

苫小牧駒澤大学紀要

17

18 17
19

苫小牧駒澤大学紀要 第二十九号（二〇一四年十二月一〇日発行）
Bulletin of Tomakomai Komazawa University Vol. 29, 10 December 2014

日本における亀趺の類型覚書
――中国・韓国の亀趺との比較を通して――

第二十九号

墓石

神道碑

二〇一四年十二月

蓑亀

龍亀

かし、やがて十七世紀末には蓑亀のイメージに集約されていく。

林

晃

平

HAYASHI Kouhei

か残存しておらず、そのイメージは日本的な素朴なものであり、彼我のものとは異なっていた。し

座である。朝鮮半島には七世紀の遺物が存するのに対して、日本においては十七世紀以降のものし

東アジアに、現在まで建立しつづけられている亀趺は、遠く中国の漢代にまで遡る石碑の亀形台

要旨

キーワード：碑碣

Understanding Typical Japanese ''Kifu''
though Comparisons with Chinese and Korean Kifu

苫小牧駒澤大学紀要
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注１

筆者はこれまでに三年間の科学研究費補助金の支援を得て、文学とイメージとの伝承にかかわる研究のため

に、日本と周辺諸国における亀趺と龍宮門の調査を進めてきた。その結果多くの方々からの厚意や協力を得て、
注２

想像を超える幾多の資料の収集が可能となり、それに基づいて、先には十七世紀の亀趺の発生時期の概要につい

ては既に前稿に述べた。本稿ではこれまで調査してきたものの内で、今日現在の限りで亀趺の日本的なイメージ
とその展開についてまとめておきたい。

一

朝鮮半島を含むアジア大陸とは、遣隋使、遣唐使という国家を挙げた交流、否それ以前から今日まで、公私に

亘り絶え間ないものがある。そして漢字という文字の導入をはじめとし、その文字によって記された儒教や老荘

思想、仏教などの宗教書の輸入だけでなく、律令などの制度や服装文化に至るまで、さまざまな文化が現在まで

絶えず大陸から流入してきていた。そうした密接な文化関係を持つにも関わらず、亀趺という文物に関しては、

十六世紀以前のものを残存としても見ることがない。それゆえに筆者は日本における亀趺の建立をあるいは十七
世紀をはじめとするものではないかと考えざるをえないでいるのである。

しかし、常に中国に範を仰いできた日本において、韓国にも七世紀には見られる亀趺が、なぜ突然に十七世紀

に至って出現してくるのかはまさになぞである。さらに建立に際してその手本あるいは雛形を何に、またその具

第二十九号

二〇一四年十二月

体的イメージをどこから得たのかも謎である。というのも彼我では現存物を比較する限り、亀趺の形状にはかな
苫小牧駒澤大学紀要
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図

銘」
（寛永十六年・一六三九）は碑石の上部に笠がある〈図２〉。そ の 亀

大きく形状が異なる。例えば京都市金戒光明寺「石川朝臣吉信公墓誌

しかし、これは、京大阪周辺に残存する十七世紀前期の亀趺類とは

ることは上部に四角い穴があることと亀に耳があることである。

ずはこれを起点として、亀趺のイメージと考えていく。一目してわか

あり、かつ長年に亘って踏襲されている図でもあることから、ひとま

あった〈図１〉。当時における刊行物であり、明確に図示されたもので

また教養書でもあった。そこに図示された形状は次のようなもので

い例と考えられる。これは当時におけるは絵を伴った啓蒙書であり、

しては、管見では寛文六年（一六六六）成立の『訓蒙図彙』が一番古

が案外ないからである。そうした中で亀趺を具体的に図示したものと

えようとすると漠然とした困難が伴う。一般的なイメージの手がかり

亀趺のイメージを考えるとき、何を標準的なものであるのかととら

二

りの相違を見るからである。そのあたりのいくつかについて、具体的亀趺の比較を元にした考察を小稿では試
みる。

図

1
2
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図

図

3
4

趺の亀は首をすくめた控えめな形状である。同じ形式のも

のは大徳寺大慈院「大園院殿従四位拾遺松隠宗茂大居士」

（立花宗茂・寛永十九年・一六四二）、京田辺市一休寺付

近の「左河田壺斎碑銘」（佐川田昌俊・寛永二十一年・

一 六 四 四 ）、 京 都 市 悲 田 院 「 永 井 月 旦 居 士 碑 銘 」 （ 永 井 直

勝・正保四年・一六四七）、東大阪市若江「多多良傑山宗

英 居 士 碑 銘 」 （ 同 年 ）、 高 槻 市 伊 勢 寺 「 伊 勢 姫 碑 」 慶 安 四

年 （ 一 六 五 一 ）、 金 戒 光 明 寺 「 天 野 可 古 墓 誌 銘 」 （ 寛 文 八 年

（ 一 六 六 八 ）、 金 沢 市 野 田 山 墓 地 「 奥 村 永 福 亀 趺 碑 」 （ 奥 村

永福・寛文十三年・一六七三）などがある。それらは皆同じ

形式であり、亀趺も同じ形状をしている。

なお、この形式の一群に入るものとして、京都市高台寺の

木 下 長 嘯 子 墓 碑 が あ る 〈 図 ３ 〉。 大 き さ は 他 の も の が 大 型 で

あるのに比してかなり小振りであるが、亀趺の亀の形状が類

似している。ただし、螭首の上の笠はない。螭首は独自で、

碑身の上部に連続し、先端が山形となり、その両斜面に龍が

彫られている〈図３ ２- 〉、他に類例を見ないものである。碑

文も碑身中央上部に「露」とのみあり、その下に少し小さく

23
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図

図

「大成院殿前四品羽林天哉長嘯居士」という戒名とその両脇に

式が採り入れられたものであろう。というのも前稿でも触れた

彙』の挿絵に合致する。おそらくこの一群の形式の中に別の形

が あ け ら れ て い る 〈 図 ４ 〉。 所 謂 方 穿 で あ り 、 こ れ は 『 訓 蒙 図

ところで、先の奥村亀趺にのみ笠の下の螭首には、四角い穴

のである。

る上でも、イメージの展開を見る上でも重要な例だと考えられる

れたものではないかと思われる。つまり亀趺の規範の意味を考え

年に建立されたものと思われる。碑の規範にとらわれずに作成さ

のである。長嘯子の没年が慶安二年（一六四九）であるので、翌

「慶安三年」「六月十五日」という日付が添えられているだけな

5

江夏氏」（姶良市加治木町）が現存では最

人で、慶長十五年（一六一〇）に没したという。亀趺の建立時

古のものと思われる〈図５〉。江夏友賢は明国福建省から渡来の

碑「□翁環渓先生

た可能性を示唆する。この中で年代は不詳ながら江夏友賢の墓

中し、他地域では確認されていないが、これが他地域にも存し

鹿児島県に存するのである。現存のものは鹿児島県姶良市に集

ごとく、この方穿を持ち『訓蒙図彙』に酷似した亀趺の一群が

6

24

図

苫小牧駒澤大学紀要

図

-

図
-

7
2

注３

図

期は未詳ながら、没後から

『訓蒙図彙』成立の寛文頃

までには建立されていたも

のといえよう。この地域に

は他に、桐原（元禄二年・

一 六 八 九 ）、 森 山 （ 享 保 七

年 ・ 一 七 二 二 ）、 島 津 都 美

示す明石市柿本太夫碑、備前市池田輝政の亀趺にも方穿がある。

夫人墓碑（安永六年・一七七七）
〈図６〉などがある。また、後に

8

二〇一四年十二月

次第に固定していくようだ。

響を及ばしているのである。そして十七世紀後半の亀趺にはそのイメージが頻繁に表れ、

呼んでいる。蓑亀は十七世紀に入って広く流行する亀であるが、それが亀趺の形状にも影

注４

真ん中から左右に分かれているのである〈図７ ２- 〉。このような特徴を持った亀を蓑亀と

異なっている。丸い亀の顔には耳があり牙が見られ〈図７〉
、後部の尻尾も髪の毛のように

先に挙げた笠のある亀趺のうち、山口重信の亀趺の亀は他のものとは大きくその形状が

うのも亀の頭部に耳が作られている異形の亀なのである。

なお、方穿とともに『訓蒙図彙』の挿絵で注目するのは、亀趺の亀の形状である。とい

四角以外にも丸い穴がある例も若干は存する。

7
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図
9
2

図

図

-

具体的には福井市の福井松平家菩提寺である大安寺にある大

現と見てよいのではないか。

彫られているのが確認される〈図９ ３- 〉。蓑亀の尾の婉曲な表

刻はないものの、よく見ると甲羅とは別に蓑が大きく波打って

の墓所もすべて蓑亀の亀趺である。この亀の尾ははっきりと線

９ ２-〉なのである。また、これ以降の会津松平家の会津若松市

（寛文十二年・一六七二）
〈図９〉などすべて耳のある蓑亀〈図

一六六七）、福島県猪苗代町にある土津神社の保科正之の墓碑

にある備前池田家の和意谷墓所の池田輝政の墓碑（寛文七年・

明石浦柿本太夫祀堂碑」
（寛文四年・一六六四）、岡山県備前市

の山本鉄心の墓碑（寛文二年・一六六二）の柿本神社の「播州

寺 に あ る 松 平 忠 房 の 墓 碑 （ 万 治 三 年 ・ 一 六 六 〇 ）、 金 戒 光 明 寺

じ形式の亀趺が付されている。また、愛知県幸田町深溝の本光

元年（一六五八）以降、他に比して小振りであるが、すべて同

代藩主と令室の幾多の墓碑は、徳川光圀夫人尋子の没年、万治

ている。一方、常陸太田市瑞龍山に埋葬された水戸徳川家の歴

顔が特徴的である〈図８ ２-〉
。また、この碑は笠が唐破風になっ

安寺碑の亀趺（明暦四年・一六五八）
〈図８〉の猪のごとき亀の

9

9
3

26

図

図

図

また、この保科亀趺は墓所に対

12

やかであるということが考えられる。

が碑身に対して右、備前池田亀趺〈図

〉

10

〉が左としていることからも、蓑亀はそれ以前の亀趺よりは規範が緩

いる亀趺の古い例は海外にもなく、日本における独自な展開といえよう。なお、これは明石柿本亀趺〈図

ある。亀趺全体が側面を見せていたが、亀の顔も明らかに側面を見せているのである。こうした側面を見せて

この瑞龍山にある一群の亀趺は、亀が碑身正面に向かって左に頭を向けて側面を見せていることにその特徴が

面と考えられる。会津若松の一群の松平家の亀趺もこれに倣っている。一方、先に触れた水戸徳川家のものは

して向いているこれまでの例と異なっているのである。ただし、碑身の正面は亀の顔に向かって右側にある側

峙するように亀趺が配置されている。すなわち亀の顔が墓所を向いていることが、通常は亀の顔が参拝者に対

11

こうして初期の亀趺を通覧すると、この亀趺の形状は半数近くが蓑亀の形状を持ち、それ以外の亀との二つに

11
第二十九号

二〇一四年十二月

分かれるようである。蓑亀でない亀趺は、全体に甲羅も平坦で四足も目立たなく、首の周囲の甲羅が窪んでいる
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特徴を持つ。また、この亀趺の亀のイメージも亀趺の中国起源とともに黄檗宗の渡来を絡め単純に中国にあるそ

〉は

延宝元年（一六七三）であり、その亀の形状

れと結びつけて考える方向もあるが、後述するようにこの当時における中国の亀趺の形状は大きく異なり、また
宇治市万福寺にある隠元の「特賜大光普照国師塔碑」〈図

〉・明〈図

〉・清〈図

〉の時代における頭部の特徴が側面から記されている。
17

〉・金〈図

13

〉・元

甚だしく、清朝の亀趺の頭部は龍のような荒々しい顔のものが多い。こうした変遷過程が一目瞭然なのが、泰安

中国における亀趺はその歴史も古く残存遺物も多いので、形状も変化に富んでいる。特にその亀頭部は特徴が

三

起物にはこの亀の彫刻や工芸品も見られる。

し、中国には龍亀ということばが存し、それに見合うイメージも存する。香港紙幣にも描かれ、中国や台湾の縁

しかし、蓑亀の頭部は龍と同じではない。龍の頭部には角があるが、蓑亀は亀なので基本的に角がない。ただ

た藻）を持っていることである。こうした蓑亀の特にその頭部の形状は、龍のそれと誤解を受けることが多い。

蓑亀の特徴は、頭部に耳、口には牙があり、蛇腹の首を持ち、蓑状の尾（正確には尾ではなく、甲羅に繁茂し

は初期の一群とも蓑亀とも、当時の中国のそれとも異なる形状をしている。

12

市の岱廟の展示室に掲げられた解説である。よって一例としてその図を次に示す。宋〈図
〈図

16

14

また、螭首についても触れておく。中国の螭は碑身よりも少し大きく外に張り出しているだけでなく、その

15

28

図
図

図

図

-

図

15

図

16

２-〉を示しておく。

図

〉
。

唐代の例として「大智禅師碑」（開元二十四

はその例を見ない。

る。これは後述の韓国も同様であるが、日本で

つまり二列の場合、二対四体の螭が彫られてい

二列乃至三列頭を下にして対に彫られている。

も同様に一対あるものが多い。それが側面にも

螭（龍）は正面に向かい合って一対あり、背面

18
2

〉と斜め側面〈図
18

こうした亀趺の典型例として保存状態の良い南京市の明陵の碑を挙げてこう〈図

年・七三六）の正面〈図

14
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陵の入り口にあり風雨の影響を受けにくいようにしっかりと碑堂となる構造物によって守られている。頭部だけ
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図

20

図
19

図

図

図

-

-

-

２-〉
。

でなく尾も逆三角形上に彫られている。こ

の形状は清代も類似している〈図

〉と

を免れない遺物である。赤嵌楼のものは

と比較すると亀の形状も異なり貧弱な感じ

ただし、これは、同時期の中国本土のもの

嘉義市の公園内の類似の一基などである。

赤嵌楼の前庭に横に並んだ九基〈図

とんど見られない。あるのは台南市にある

台湾においては不思議なことに亀趺はほ

四

ら確認できる。

が北京石刻博物館に収められていることか

国二十二年（一九三二）「白衣庵重修碑」

中華民国となっても作られており、中華民

なお、中国における亀趺は北京の場合、

19

20

19
2
20
2
20
3

30

清朝の乾隆皇帝がその碑文を作したとして「御製」と碑額にも見られる〈図

３- 〉。そし

２- 〉。しかし、螭首は碑身と一

体化した簡易なものであり、碑身も薄い板状で裏面は加工が施されていない粗いままである〈図

る「太宗武烈王碑」（六六一年）である〈図 〉。太宗武烈王陵碑は、劉仁願碑とともに統一新羅初期の代表例で

史』（一九七六年・名著出版）を参考に概観していく。現存最古のものは統一新羅時代のもので慶州市西岳里にあ

韓国の亀趺にも千三百年以上に亘る歴史と変遷がある。それらを邦訳のある金元龍・著、西谷正・訳『韓国美術

五

た者たちに、その範とすべきイメージが近隣になかったことであろう。

この同じ清の皇帝の碑といえども中国本土と台湾では形も大きさ異なる。考えられる要因としては直接携わっ

ものは「福康安紀碑」といい、碑文の年月は同じである。

赤嵌楼の碑は「御製平定台湾二十功臣像賛序」
（乾隆五十三年・一七八九）とされ、仲秋月という。嘉儀市の

の所以は未詳である。

であろう。ただし、現在台南市に残る亀趺以外の碑は、それなりに重厚な碑身である。ゆえにその貧弱イメージ

が目にしてきたような北京、泰安、曲阜、西安、南京などに見られた共通する亀趺をしらない石工が作したもの

て、その亀趺の亀は中国本土とは大きく異なる耳のない平凡な川亀の形状をしている。おそらくこれまでに筆者

20

20
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あり、残念ながら碑身はないが亀趺と螭首が残っている。螭首は中国の形式に従い正面に碑額があり、両側面に
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は三列の頭を下に向けた螭が見られる。亀趺の亀は、首を斜上に伸ばし、口は閉

日本における亀趺の類型覚書
図

じて、目を開いている。首の下と亀甲外周には、唐草文を陽刻し、装飾性が見ら

れる。一方、頭、首の皺、足指などすべて写実的である。碑座石の周辺には、広

い素弁蓮華文がめぐっていることも異彩である。付近には、同じころのものが他
にも二基は存している。

しかし、同じ新羅時代でも九世紀に入ると、亀趺の頭が直立し、細部が便化

〉が国立中央博物館に現存しているが、形

し、螭首も冠形または蓋形にかわり、高麗碑の先行形式に変化している。「月光
寺円朗禅師塔碑」（八九〇年）
〈図

〉は螭首の上に宝珠を頂き、亀趺の甲羅には羽根を載せており、変遷の独自性を見せてい

られた圭頭形碑が出現するという。そうした中において「燕谷寺東浮屠碑」（高

世紀末頃から一四世紀中葉までは亀趺も螭首もなく、碑身の上が四注屋根形に切

高麗時代も十世紀になると新羅式の螭首・亀趺をもった在来式が流行し、一二

式も亀の形状も大きく変遷していることが実見される。

22

ているとされる。ソウル市タプコル公園に現存する「円覚寺碑」（一四七一年）〈図

（一九七六年七月八日・名著出版）によった。

〉は、碑身・亀趺とも

に唐碑形式であるが、細部や彫刻においてはあくまでも李朝的である。特徴などの記述は金氏『韓国美術史』

24

林

麗時代・未詳）〈図

21

李朝時代の石碑は、高麗石碑様式にしたがわず、韓国石碑の出発点であった唐・宋以来の中国碑にしたがっ

る。

23

32

結び

図

図
23

院の亀趺二基である〈図

〉。これらは不思議なことに日本の亀趺の特徴は

日でも現在進行形で建立されている。そして、掲出のものは武蔵野市の吉祥

蓑亀という規範を持った亀趺が確立したと思われる。日本における亀趺は今

られないし、朝鮮にも今のところない。そして、日本では十七世紀後半には

見てきたように十七世紀前半に多い控えめな首をすくめた亀は、中国にも見

日本の亀趺のイメージの規範となるものは未詳である。しかし、これまで

22
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備えていない。どちらもその螭首及び亀趺の亀の形状の特徴からおそらくは
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亀趺の生成と展開
、

二〇一四年三月

―日本における亀趺の発生と

伝承をビジュアルターンの視点で見直す」）の成果の一部である。
拙稿
苫小牧駒澤大学紀要・

注３

本稿は科学研究費助成事業（課題番号２４５２０２２９「図像と文学形成の関連についての基礎的研究

韓国で作られたと思われる舶来の亀趺であろう。文化の交流は亀趺にも新しい時代を迎えているというべきであ
ろう。

注１

注２
展開―

（二〇〇一年）および「亀のリアリズム」人形玩具研究・
（二〇〇八年）を参照されたい。

19

『 浦 島 伝 説 の 研 究 』第 四 章 第 二 節「 蓑 亀 の 登 場 」お う ふ う

（一七八九年）などがある。その詳細については、拙著

『絵本初心柱立』
（一七一九年）
、
『頭書増補訓蒙図彙大成』

注４ 蓑亀のイメージが具体的に図示されたものとしては

墓碑がある。また、姶良市の森山家墓石も円形である。

注３ 螭首 に 丸 い 穴 の あ る 例 と し て 、 福 井 県 白 道 寺 の 日 向 御 前
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神前婚

娉財

となっており婚姻には至っていない。

嶋

めぐみ

TAKASHIMA Megumi

しかし殆どは仕事の合間に参加することによるコミュニケーションの場として、或は高齢者の娯楽

へと繋がる男女交歓の場であり、婚姻の比重は漸減してはいるものの一部地域には現存している。

択などの重要な役割を持つものであり、東アジア少数民族などにもみられる。歌垣は我国同様婚姻

ている。この慣習は第三者が眺める遊びや興味本位で行われたものではなく、交際儀礼や配偶者選

で行われた飲食、歌舞などの形式が各地の盆踊りなどの民間行事にその面影を遺し現在に継承され

われる慣習があり、この歌垣の様子は記紀万葉などに代表される古文献に多く示されている。歌垣

我国上代には男女が春秋一定の時期に山や海辺などに集まり歌の掛け合いを通じる「歌垣」とい

歌垣

髙

比較法史の観点からみた近隣諸民族の婚姻古法

第二十九号

要旨

キーワード：婚姻

A Comparative View of Traditional Marriage Laws of Japan's
Neighboring Cultures
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目次
１．はじめに
２．古文献にみる歌垣
３．法制史からみた歌垣
４．後世に残る歌垣慣習
５．近隣諸民族にみる歌垣
６．おわりに

１．はじめに

我国上代では男女が春秋一定の時期に山や海辺、市などに集い歌舞する歌垣と呼ばれた慣習があり、飲食、歌

舞、性の解放の三要素を併せ持っていた。この歌垣の役割には配偶者を得るための重要な役割を持ち、性関係を

持つことはそれ自体が婚姻の一形態であった。この慣習は我国で広く行われていたことが記紀万葉などに拠り伺
う事が出来る。

婚姻としての役割の他に春の予祝及び、秋の実りの感謝のために行われた社会的宗教的役割を担っておりこれ

は農耕民族の伝承ともいえる。これらの役割は、生産神と婚姻が五穀の懐胎をもたらすと考えられた信仰であ

る。歌垣は後に我国の連合や連歌などに影響を及ぼし、歌垣の流れを汲んだ慣習は各地の盆踊りや神楽などの行
事として近時まで受け継がれていた。
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歌垣の慣習は近隣諸国、特に東アジアの少数民族に散見され、中国西南部からインドシナ半島、フィリピンや
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髙嶋

めぐみ

比較法史の観点からみた近隣諸民族の婚姻古法

インドネシアなどにもみられる。呼称は民族により違いがみられるが、その共通の内容は男女の恋愛と伴侶を求

めることである。歌垣を「嬥歌」とも表記したのは、少数民族の歌舞と類似したことによるものである。この点

は比較民族学的検討を要するものであるが、本稿は我国歌垣の実態と後世に引き継がれている歌垣の流れを汲む
行事及び近隣諸国の歌垣と我国との類似点及び相違点を概観するものである。

２．古文献からみた歌垣

「歌垣」と表記される文字の読み方と意味について、まず歌垣は「うたがき」と読むが、「かがひ」とも称さ

れ、これは歌垣の東国方言である。語源については諸説あり、「歌掛き」、つまり歌の掛け合いをする説が有力

である。この他後世の「挑む」にあたるもので、「カラカウ」も語源の一つであるとする説、「カガイとはかけ

とする説、また「挑む」については農産物の生産をする土地の神の代表者である若者と生産に

⑴

あい、挑うの意で、歌垣の当て字が示すように、歌の交換があり、それがまた聘財（妻問のたから）を得るチャ
ンスであった」

欠くことのできない水やその他の神（巫女）の代表としての娘が出会って、予祝的な占いや掛け合いによって行

⑵

われたと考えられ、どちらか負けたほうが凶作の原因と信じられていたために双方必死に掛け合いが行われたと
いわれる。

充てられる文字について、関西では「嬥歌会」（かがひ）、関東地方では「歌垣」であり、「かがひ」は掛け

合い、すなわち歌を歌い合うことである。『古事記』には「歌垣」と記され歌を歌う場所という意味を持つ。

『日本書紀』には「歌場」を「宇多我岐」とよませ、『常陸国風土記』では、「嬥歌の会」を「俗宇多我岐」と

注記している。語源については、「歌掛き」つまり歌の掛け合いとする説が有力である。この歌垣の分布につい
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て、江守五夫博士は「常陸国を北限とする日本西南部に点在していた」と指摘されている。

⑶

『文選』は中国の梁王朝に皇太子の昭明太子によって編纂

⑷

歌垣が「嬥歌」とも表記されたのは、「嬥」の文字には踊るという意味があり、踊りながら歌う意味があると
され、中国少数民族の歌舞と類似したといわれる。

されたといわれる詞華集であるが、このなかに嬥歌の文字が記されていたことは我国と同様に古くから行われて

いたことがわかる。『日本書紀卷第卅』持統天皇七年春正月に「漢人等奏蹈歌」、八年春正月に「漢人奏蹈歌」

「唐人奏蹈歌」と記されている。これは男女による集団で足を踏み鳴らしながらの歌舞を意味しており、平安時

代の宮廷行事に受け入れられた。我国上代より行われていた踏歌は、中国隋・唐の行事が伝来し我国の歌舞と融

合し歌垣として行われたものであるため、その中国の文化と極めて類似した形式で行われたのであろう。踏歌行

事は『源氏物語』末摘花、初音、真木柱、竹河の巻に「今年男踏歌あり」などと描かれている。

踏歌を舞い五穀豊穣及び栄華長久と子孫繁栄を祈願するものであり、この踏歌の舞は後述する我国の

⑸

跳ねる動作を基調とした歌や踊りは、大地を踏みしめ邪悪なものを退散させる宗教的行為を意味するといわれ
ている。

「ヒヨドリ踊り」などにその姿を遺している。

上代歌謡としての歌垣は、『日本書紀』『古事記』『万葉集』『常陸国風土記』などから当時の様子を伺い知

ることができる。なぜ歌垣が行われたのか。先ず男女が春秋一定の時期に一定の場所に集まり互いに歌の掛け合

いを通して配偶者を見つけるためである。これについては、『続日本紀』に「かがひは男女集会して歌をよみ交

⑹

二〇一四年十二月

これは豊かな実

⑺

際を契る所なり」と記されており、男女間の求愛、求婚の一手段として歌垣として説明されるのはこれが所以で
あろう。

第二十九号

次に歌垣は社会的宗教的役割を担っていた。農耕の折り目に五穀豊穣を祈って行われたが、
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りを神に感謝するために行われたのであり、生産神を祭る行事に付随してきたものであることから農耕民族の伝

性は神聖なものとしてとらえら
⑻

承ともいえるものである。このことは生産神と村の処女との婚姻が五穀の懐胎をもたらすと考えられた信仰感覚
であり、そこから村の男女の掛け合いとなって変化したものであるとされる。

れており、その性を祭の日に神のために捧げる。その結果、豊穣がもたらされると考えで、神のために性を捧げ

るという信仰が、神の象徴である人に性を開放するという考えに変化していったと思われる。しかし祭はしばし

⑼

ば享楽になだれこみ、豊穣への祈りであった「歌垣」も男女入り乱れての性的営みへと結びつき性の開放場とも
なり神前婚へと発展した。

や道の分かれ道であるチマタ（大和海石榴市は歌垣の地として有
⑾

神聖な場所は山だけではなく、海辺（『常陸国風土記』の香島郡にみえる

⑽

以上のような役割を持つ「歌垣」は山や市などの特定の場所で行われた。山の上では常陸国筑波山が有名で、
歌垣山という地名も各地にみられる

童子女の松原伝承に「嬥歌会」とある）、市

八十の衢に

結びし紐を

逢へる子や誰れ」（『万葉集』三一〇一）

解かまく惜しくも」（『万葉集』二九五一）

名）などが知られ、『万葉集』にもその様子が散見される。
立ち平し
海石榴市の

八十の衢に

灰さすものぞ

「海石榴市
「紫は

海石榴市の名称は、『常陸風土記』に「海石榴字或作 レ椿」とあることから、「椿の市」の意味である。椿に
は「ゆつ真椿」 ⑿そのほか入会（常陸筑波や肥前杵島岳の入会）でも行われた。

歌垣の情景は常陸国の筑波山のものが最も詳しく描かれている。筑波山は山嶺が雄神と雌神に分かれ、山そのも

逢はむと

云いし子は

誰が言聞けばか

嶺あはずけむ」

のが神聖視される場所で神前婚が行われていた。『常陸国風土記』には、
「筑波嶺に

42

蘆りて

詠へる歌

甚多くして

児女と為ずといへり」

早も明けぬかも

娉の財を得ざれば

我が寝む夜ろは

筑波嶺の會に

妻なしに

俗の諺にいへらく

「筑波嶺に
ず

載するに勝へ

筑波嶺の集まりで求婚の贈物を得ることができないと男女と看做さない、とも言われたことが記されている。

「筑波嶺の會」は『万葉集』（一七五九）の歌の題名にある「嬥歌会」のことである。男女が集い、遊び憩いつ
つ自由に性の営みを持ち求婚が行われる。その際の証として「娉財」が贈られた。

その津の上に

人

今日の

かがふ嬥歌に

禁めぬわざぞ

行き集ひ
昔より

娘子壮士の
うしはく神の

率ひて
この山を

事もとがむな」（『万葉集』一七五九）

人も言とへ

裳羽服津の

この集まりには未婚の男女ばかりではなく、既婚者も参加したことが『万葉集』の高橋虫麻呂の歌によって知
られている。
筑波の山の

我も交はらむ

「鷲の住む
妻に
めぐしもな見そ

あが妻に

みは
反歌

「男神に雲立ちのぼり時雨ふり濡れとほるとも吾帰らめや」（『万葉集』一七六〇）

筑波の山に君臨する神が許しを得ている歌垣において、自分の妻に誰かが言い寄ろうが自分が言い寄る相手が

人妻であろうが構わない、と歌っている。この歌からは、歌垣が行われる日は一時的に夫婦関係が弛くなった
が、神によって許された特別な日であったと考えられよう。

このような入り乱れた性の解放について、「筑波の山の場合にみられたような無差別な雑交がいたるところで

二〇一四年十二月

⒀

行われていたかは明らかではないが、おそらく、そうした風習は早くすたれて、ウタガキは婚約の場になって

第二十九号

いったものと推測される。」という見解もある。
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３．法制史からみた「歌垣」

上代では婚姻は男女間で直接求婚することが一般的であった。当時の家の形態は母を中心とした母系社会であ

るが、母系社会においては自由な性交渉を行い易い状況といえる。なぜなら母子関係は出産の事実を以って関係

が明らかであるが、父子関係は性がおおらかであるほど混乱をもたらすからである。比較的男中心の社会は貞操

を女に要求するが、女中心の社会であれば自由な性の解放をも含む歌垣を行いやすいからである。歌垣が盛んに

行われた時代、女の生活実態は実におおらかであったことは『万葉集』などの歌にも表現されており、当時の婚
姻実態である同居せずに妻の元に通う妻問婚の形態にも合致する。

この歌垣は、飲食、歌舞、性の解放の三要素を併せ持ち婚姻へと結びついたことは前述したが、神のもとで決

まった時期に特定の場所で行われたことから乱婚とは考えにくく、むしろ神前で行われる集団婚であったと考え

るほうが適切であろう。「カガイはその原始的形態において、おそらく農神迎えの祭祀またはこれにともなうナ

ホラヒであり、そこにおいて生涯の配偶を定める機会でもあったので、総じて乱婚の残存形態とみることができ
ない」との説もある。 ⒁『常陸国風土記』に、
「・・・筑波峯の會に娉の財を得ざれば、児女とせずといへり」

とあり、求愛の証として相手に「娉財」を贈るということからも今日の乱婚や雑婚の概念である特定の相手を定

⒂

めずに性関係を持つというものではなく、関係を持つ相手に娉財を贈った点からも神前婚と看做すべきであろ
う。

歌垣が婚姻への過程であったという見方は、『常陸国風土記』に海上の安是の嬢子と那賀の寒田の郎子は歌垣
で偶然出会い求婚した様子が描かれていることからも理解できる。
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「いやぜるの

安是の小松に

木綿垂でて

汝夫の子が

吾を振り見ゆも

八十島隠り

安是子し舞はも」

吾を見さ走り」

男は那賀の寒田の郎子、女は海上の安是の嬢子で共に神に仕えていた。二人は歌垣の集いで出会い、そこで郎子

立たむと言へど

が歌った歌である。嬢子はそれに応え、
「潮には

大勢の人の中から自分を見つけて駆け寄ってくる様を詠んでいる。その後二人は人目を避けて歌垣の庭から離

れ、松の木の下で手を合はせて互いへの押さへていた想いを語る様が描かれている。また『古事記』（下巻）に
は、

「（前略）かれ、天の下治めたまはむとする間に、平群の臣が祖、名は志毗の臣、歌垣に立ちて、その○○の
命の婚はむとしたまふ美人の手を取りき。」

求婚しようとする娘の手を取り、歌の掛け合いをする様子が描かれている。当時求婚は男より女へ歌いかけるこ

とから始まるとされたが、歌垣の場合は大勢の男女が集まる中で行われるためこの歌のように相手の手を直接
取って歌の掛け合いが行われ求婚の意思を表した。

⒃

この慣習は、招婿婚時代にも引継がれ、「よばひ」のときの唱和や相聞歌となり、平安時代においては文使の
儀式へと発展していく。

４．後世に残る歌垣の慣習

歌垣は我国和歌の起源といわれ、その後の歌合や連歌に影響を及ぼしたといわれている。また歌垣が各地の民

第二十九号

二〇一四年十二月

間行事として流れを汲んだ慣習の代表的なものに、沖縄のモーアシビ（毛遊び）が挙げられる。
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『常陸国風土記』などにみられる男女の問答や歌の掛け合う形式については、中山太郎氏『日本婚姻史』から

いくつか例示してみる。高知県長岡郡西豊水村（現長岡郡大豊町）の柴折薬師の例祭（旧七月六日）の日に近傍

から多数の男女が参詣し「夜分になると若い男女が互いに問答をするが、それは何事でもよく、多くの男性が問

ひ、女性が答へ段々それがすすんでいって、若し女が答へられぬようになると、男の意に従わなければならない

この踊りは「其夜は若い男
⒄

ことになっている」。この他静岡県榛原郡川根村（現川根町）地方や志多郡伊久美村（現島田市）地方では、毎
年旧正月七日から八日の朝にかけて若い男女が集まって「ヒヨドリ踊り」をする。

というものである。「ヒヨドリ
⒅

女が相集り、別に手振足振と云ふ程の事はなく、たいそうの足踏的に、ごとごとと歌いながら輪になって廻って
いくので、人数に制限なく、一人が音頭を取り、残りの者が之に附けて歌ふ」

踊り」は「火踊り」と呼ばれる原始婚姻形態の群婚の名残ではないかと考えられる。この群婚は神前行事として
聖なる場所で行われた神前婚である。

婚姻と直接関係がある性的神事として、一夜だけの性の解放が行われた慣習に「雑魚寝」があげられる。雑魚

寝は単なる性の開放ではなく、一時的であるにせよ婚姻の行為とみるべきであろう。井原西鶴の『好色一代男』

巻之三、世之介二十四歳の時のくだりで「一夜の枕物ぐるひ、大原ざこ寝の事」の一文に、

「まことに今宵は、大原の里のざこ寝とて、庄屋の内儀、娘、又下女下人にかぎらず、老若のわかちもなく、

神前の拝殿に、所ならひとて、みだりがはしくうち臥して、一夜は何事をも許すとかや、いざこれよりと、

朧なる清水、岩の陰道、小松をわけて其里に行きて、手つかむ計りの闇がりまぎれにきけば、まだいはけな

き姿にて逃げまはるもあり、手を捕へられて断りをいふ女もあり、わざとたはれ懸るもあり、しみじみと語
る風情、ひとりを二人して論ずる有様もなほをかし」
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とあり、京都大原の江文大明神で毎年行われる節分の日、その拝殿で老若男女が参篭通夜した様子が描かれてい

る。この江文神社の形式の崩れたものが京都の県祭である。深夜に沿道の灯火を全て消して暗闇の中を梵天渡御

が行われることから、別名「暗夜の奇祭」などと呼ばれている。これを拝する男女は沿道の家々がこの夜に限り

この他東京都指定無形民俗文化財となっている府中市大国

⒆

開放されているので雑魚寝してお渡りを待ち、性的な行いも伴うので、種もらい祭ともいわれ、県祭を見物に
行った娘は嫁の貰い手がなかったという話もある。

魂神社（大國魂神社）例大祭「くらやみ祭（暗闇祭）」 ⒇や 、西日本四大性神事として有名な奈良県明日香村の

飛鳥坐神社の「おんだ祭」があげられる。旧正月十一日、古式に従って生殖による子孫繁栄と五穀豊穣にかけた

予祝儀礼とする夫婦和合の神事として行われる奇祭であり、いずれの祭も性開放の日であった。

また男女歌の掛け合い形式で後世に伝わるものに秋田県横手市の金沢八幡宮奉納伝統掛唄がある。無形民俗文

化財にも指定されており、これは即興で歌を掛け合う形式で夜を徹して行われる。また収穫期が早い南の島の農

暦に合わせて行われる奄美の八月踊りは男女が歌を交互に出し合いながら輪になって踊るものなどがある。

この他踏歌の名で五穀豊穣を祈る儀式では、新春一月に行われる大阪住吉大社の踏歌神事や熱田神宮踏歌神事
などが有名である。

夜を徹して行われた盆踊りや神楽などに、歌垣の本質のひとつである五穀豊穣を祈るために男女が参集し飲食

歌舞する慣習として後世に伝えられているが、自由な性解放にいたっては暗闇祭の例にみられるように風紀の場

第二十九号

二〇一四年十二月

を乱すなどの理由により場を明るくするなどの措置が取られることになった。
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５．近隣諸民族にみる歌垣

少数民族がインドシナ半島北部などへ移住したことからフィリピン、インドネシアなどにも存在する

歌垣は東南アジアや中国西南部にみられ、貴州省や雲南省、湖南省、青海省などの少数民族間に受け継がれて
いる。

いた。 我国同様に未婚の男女が集まり歌の掛け合いを通して求婚する慣習であったが、近年観光客が訪れる

ベトナムのサパ族にも歌垣の慣習が認められ、ガイドブックに歌垣を「ラブマーケット」との訳で説明されて

といわれる。

（21）

（24）

集し歌垣が行われ、男女の自由恋愛の機会であるこの場で配偶者選択としての一手段として行われたという点に

少数民族が伝えた歌垣を我国と比較した場合、まず決められた時期に神聖とみなされる山や川などに男女が参

受継がれていることは少数民族ならではの文化が大事にされているとも考えられる。

ただの見世物になってしまった感が否めない。しかし少数民族にこの慣習が今なお観光目的であるにせよ連綿と

綿と続く慣習が、観光客が周囲を囲む中で行われ観光材料となってしまっているのは、本来あるべき姿を失った

の祝日に合わせた「三月三」に民族歌垣祭を行い国内外からの観光客と共に祝日を祝う行事である。古くから連

ミャオ）族、ヤオ（瑶）族などの少数民族の伝統的な祝日にあたり、三年前から桂林市桃花湾生態観光区ではこ

た様子が報道された。 每年旧暦の「三月三」 は同省のトン（侗）族、チワン（壮）族、ミャオ（苗・以下

（23）

三」民族歌垣祭が開幕し、少数民族の男女が各民族の祝日用の盛装をまとって歌や踊りを楽しみ、祝日を祝っ

また今年四月一日夜、少数民族の歌垣祭が広西壮族自治区の桂林市秀峰桃花江河畔において、第四回「三月

習として観光客の目を避けて行われているかもしれない。

ようになり影を潜めたといわれている。実際表向きには影を潜めたとはいえ、純粋に配偶者を見つけるための慣

（22）
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ある。現在も少数民族で行われている歌垣は我国に存在した歌垣とよく呼応しており、男女コミュニケーション

の手段や恋愛儀式として行われている。我国の場合は歌垣の流れを汲む行事が各地で残されているが、上代で行
われていた一婚姻形態としての形は現存しない。

また歌舞にも雲南省麗江ナシ（納西・以下ナシ）族の踊り方などに我国との顕著な類似性が認められる。ナシ

族の踊りは踊り手一同互いに手を取り合って輪を作り踊る。その後一同がピョンピョンと跳ね上がることを繰り

返す。 この踊りが我国に伝わる子どもの遊びに共通している。男女二組に分かれ、それぞれの組は手をつな

いで一列に向かい合う「はないちもんめ」である。「はないちもんめ」の「め」の部分で片足を蹴り上げる跳ね

る踊り方がナシ族の踊りと非常に類似しているといわれ、またイ 彝(・以下イ 族)が二月八日に行う掛け合い歌祭
での踊り方で左脚舞を踊る少数民族の踊りが「はないちもんめ」のステップと酷似しているともいわれる。平城

遷都千三百年祭記念祝典が平成二二年十月八日平城宮跡会場で華やかに行われた際、少数民族のミャオ族の歌垣

と我国の子どもたちの「はないちもんめ」が紹介されたが、両国の踊りが同様の意味を持つ慣習であり、子ども
たちの何気ない遊びの中に古い歴史と意味があることが再認識された瞬間であった。

歌垣はチワン族の伝統文化はイ族やミャオ族などの周辺民族に広がっている。これは東南アジア初期の金属器

文化であるドンソン文化に代表され、この文化は中国南部や東北タイ、マレー半島、インドシナ半島などに広
まった。これら文化の伝達のなかで歌垣も広まったのではないかと考えられる。

６．おわりに

第二十九号

二〇一四年十二月

我国における歌垣は、寺のお参り、盆踊り、村における祭礼などの年中行事の折に男女が相手を見つける絶好
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の機会であった。上代は子女の恋愛や婚姻に関して親の干渉がなく非常におおらかなものであり、一定の時期に

特定の場所で互いに歌の掛け合いを通して配偶者選択が行われた。この慣習は村外に相手を求めるときに重要な

役割を果たしたといえる。歌垣や「よばい」などは上代の婚姻へ至る一プロセスであったが、「よばい」は今や

「夜這い」の文字が充てられることはその零落した形態であり、時流の変化に伴って本来の意味を失ってしまっ

たが本来は上代からみられる慣習であり妻問婚の遺制であった。嫁入婚が主流になって不道徳な行為とみられた

「よばい」が、昭和に入ってもなお継続して農漁村などで行われ、明治期になって禁止令が出る地域もあった。

歌垣も「よばい」も配偶者選択の重要な機会であったために、社会が是認する行為として一定の規律をもって制
度へと変遷していったものである。

少数民族による歌垣について、中国青海省には漢民族、土（トウ）族、チベット族、回（カイ）族などの民族

がいるが、各民族が初夏に華石山の山頂にて健康と幸せを祈り、麓では平成二一年ユネスコ世界無形文化遺産に

登録された花の祭を意味する花児会が開かれる。この祭は五百年も前から行われており、男女の交際が自由でな

かった当時祭の場が男女出会いの場であった。そこで歌の交換所謂歌垣が行われ、今も連綿と受け継がれてい

る。気に入った女性に対して歌い掛け、返歌する様子は前述した『常陸国風土記』に記された筑波山で様子と酷
似している。

一衣帯水の日本と中国は同様の文化や芸能が根付いていても不思議はない。今日の我国では互いに歌をよみ合

い飲食や舞踏することを通して配偶者を見つけるための歌垣は無くなったが、宗教的行事として、季節の重要な

折り目に行われうる歌垣は各地域の祭にその面影を遺している。少数民族では、雲南省維平県「三月三」プイ

（布依）族、歌垣大会やワ（佤）族の歌垣会、ミャオ族やイ族の歌舞ショーなど観光のために行っている部族も

50

少なくないが、僻地には未だ現存している。歌垣は元来男女交歓の場にて婚姻へと繋がっているが、しかし現状

我国で近世から近代にかけて一定の年齢の若者たちによって組織された若者組による嫁盗みなども、昭和に

は婚姻の比重は漸減している。

注
１．高梨公之『婚姻法史論』有斐閣

三三頁。
三一〇頁。

その歴史と民俗』弘文堂

２．石上堅『日本民族語大辞典』桜楓社

三五〇頁。

３．江守五夫『日本の婚姻
館

而嬥歌 シ、或

シテ

浮泳

ヒハ

而卒
シテ

フ

伝統的な日本の婚姻制度』小学

明

ヒハ

歳》とみえてゐるだけである」と述べられている。この『文選』は三十巻という巻数から
レ

九一、一〇二頁。「踏む」という行為は呪力発生も意味する。

６．求婚慣習と捉えるより、酒の勢いや日常生活からの開放感も手伝っている特殊な場合とみたほうがよい、という説もある。

５．辰巳正明『歌垣 恋歌の奇祭をたずねて』新典社新書

なり、その中において一回しか使われていないことに触れている。

発

４．「嬥」の文字は特殊であるが、長瀬治氏は「『文選』のなかでも左太沖（左思）作『魏都の賦』にただの一回だけ《或

一三頁、同『日本民俗文化体系第二巻

今後も我国における婚姻古法の慣習が近隣国と関連があるか否かを研究していきたいと考えている。

配偶者選択へと繋がったもので、古法の一婚姻形態であった。

入って裁判となり特異な事件として注目を浴びたが、 歌垣は男女のコミュニケーションの手段でありそこから

（27）
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有賀喜左衛門博士は「祭日においては、興奮状態に陥るから、日常における抑制が失われるのでそれを以って直ちに平素の
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解釈と観賞第二〇号八号一六頁。

求婚慣習とみるわけにはいかない」とされている。『日本婚姻史論』日光書院
７．松本信広「歌垣の発生的基盤」国文学

八頁。

二二頁、和田翠「女性の力」森浩一編『日本の古代

二八頁、和田嘉寿男『山の辺の道・記紀万葉の世界』

８．渡邊昭五「歌垣と農業民俗」国学院雑誌第六三巻一号六一頁。

記紀万葉の世界』桜楓社

９．石井良助『法制史』山川出版
の道

桜楓社

一六八頁。

二三頁。和田嘉寿男『山辺

第一二巻』中央公論社

．大阪府豊能郡能勢町に位置する歌垣山は、男山、女山からなり、万葉の時代より男女が集い「歌合わせ＝かがい」が行われ

．市について「市とは山人が出てきて鎮魂していくところで、海石榴とは椿の杖を持った山人が魂ふりをしたために、海石榴

た山として有名で、関東地方の筑波山、九州地方の杵島岳と並ぶ歌垣三山のひとつである。

10
．松本信広「歌垣の発生的基盤」国文学

いと考える。

二〇九頁。

て機能していたが、これは若者組の自治統制のもと自由な交際（例「よばい」）が行われていた。この点からも乱婚ではな

すると未婚の男は若者組、女は娘組を形成し、寝宿をつくり親元を離れそこで寝泊まりする中で婚姻へと結びつく媒体とし

団をなし、若者組合、処女組合を形成してゐた」とされる。我国近世にみられる村の成立と共に始まった、一定の年齢に達

のではないか。今日の郷村の昔の生活から推察されるように村の若者女も男も會ってはそれぞれ結婚適齢に当たるものは集

松本博士は仮定的な考えであるとの前置きをされてから、「歌垣は古代社会に於ける同年齢的な慣習の名残が濃厚であった

解釈と観賞第二〇号八号一五頁。

．高梨公之「婚姻と嬥歌会」日本大学創立七十年記念論文集二二八頁。

．洞富雄『原始・古代の結婚・恋愛・性』岩波書店

．神木には必ず「斎」が冠すると『古事記』に詠まれたように神聖視された植物であった。

ゆ

市と称したのであろう」と述べられている。折口信夫「花の話」『折口信夫全集第二巻』中央公論社 四八一頁。

11
13 12
14
15
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増訂版』パルトス社

岩波書店六～七頁、高群逸枝『日本婚姻史』二四頁。

二一九～二二〇頁。

一二六～一二七頁。

三九～四〇頁。

．中田薫「我が太古の婚姻法」法制史論集第一巻

．中山太郎『日本婚姻史

．臼田甚五郎「歌垣の行方」国学院雑誌第五九巻第一号

．江馬務「結婚の歴史」『江馬務著作集第七巻』中央公論社

．本来暗闇の中で行われたものであったが、風紀を乱すという理由で祭の場を明るくすることになった。

エーペックスベトナム社。
vol.172 2014.7

）平成二六年四月二日。
http://j.people.com.cn/94638/94659/8586691.html

Vietnam SKETCH Travel Guidebook」

．その様子は少数民族文学にも描かれ、例えば沈従文著『辺城』がある。

．「

．「人民網日本語版」（

一三〇頁。

．三月三日に行われるのは、古代の上巳節の禊の風習の面影をみられ、その折に水辺の歌垣を行う習慣があった。

．星野紘『歌垣と反閇の民族誌 中国に古代の歌舞を訪ねて』創樹社

．現在も歌垣が行われている雲南省で、ある女子学生が見物に行った際、隣り合わせになった人から手を握られ、それに応え

二〇一四年十二月

（たかしま

めぐみ・本学准教授）

ることが求愛の要求を承諾したことも知らずに握り返したところ、人気のない暗闇に連れ込まれそうになり危険な目に遭う
ところだったという内容の話を聞いた。歌垣は今日も生きているのである。

第二十九号

．鹿児島地裁昭和三四年六月一九日判決。（判例時報一九〇号二一頁）。
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Creating an Open Source
EFL/ESL Textbook
オープンソース英語教科書の創造法

Seth Eugene CERVANTES
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Abstract
The purpose of this paper is to introduce a suite of open source software for
language teachers and to show how teachers can use the suite to modify and
create original materials or textbooks. The core of this suite includes GIMP,
Scribus, Inkscape, and OpenOffice’
s Writer.
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Creating an Open Source EFL/ESL Textbook
Social network services such as Facebook, Line, and Twitter
have changed the way we communicate with family, friends, and
acquaintances, increasing and strengthening our social networks.
Language teachers and language students have at their disposal
digital tools and resources that were not available to past generations.

New York Times journalist Thomas Friedman in his book The World
is Flat (2005) argued that digital technology has made communication
and access to information quicker and cheaper. Friedman also noted
the convergence of various technologies—such as the mobile phone
being used as a music player and cash card. For better or worse, our
lives are digital and will remain so.
How we interact with others and how we gain access to knowledge,
including how we teach and learn foreign languages, have changed.
For instance, teachers often use social networking applications such
as Facebook and Line in a variety of interesting and creative ways,
such as writing on “walls” to elicit comments from fellow teachers
and creating groups with similar interests. Many of my students use
social networking applications to keep in touch with friends they
made while studying abroad. For better or worse, it is through digital
medium that people communicate and relate to others. Language
teachers have at their disposal digital tools to be creative and stay in
step with how their students are communicating.
Increasingly, teachers have come to rely on digital technology and
software applications, both in and outside the classroom. One software
application that has kept pace with recent changes is Moodle, a virtual
learning environment (VLE) (Rice, 2011; Stanford, 2009). Not only is
（3）
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Moodle relatively easy to use and can be accessed using a computer
or most devices with Internet access, it takes advantage of the knowhow students have of communicating and learning through digital
technology. Moodle is only one of many resources available, and it is
not the focus of my paper, but much of what I discuss can be used to
create more vibrant and creative lessons and activities for Moodle.
I have two reasons for writing this paper. The first is to introduce
a suite of free or open source software applications and the second
is to show how teachers can use these applications to collaboratively
develop and produce textbooks and other materials for the language
classroom. The suite of open source software I introduce comprises
four core software applications:
●

GIMP (http://www.gimp.org/downloads/)

●

Inkscape (http://inkscape.org/en/download/)

●

Scribus (http://wiki.scribus.net/canvas/Download)

●

OpenOffice’
s Writer (http://www.openoffice.org/download/)

Each software application has a specific job and can be integrated
with other applications. Two other digital tools that can be used with
the core software applications are Audacity, an audio editor, and
CamStudio, a screencapture program.
Figure 1: Digital Tools for Creative Teachers

（4）
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Beyond Textbooks
A teacher has only so much time and energy to devote toward
developing materials for each class. Using a textbook provides
teachers with a ready-made syllabus with a well-defined and
systematic learning plan (Richards, 2001). Additionally, textbooks
come with supplemental material such as audio CDs for both use by
teachers and students. Textbooks designed by some of the larger
publishing houses such as Oxford University Press (the U.K.), Cambridge
University (the U.K.), and Longman Pearson (the U.K.), can draw
from resources not available to the average teacher. One resource is
spoken and written corpora. Corpora are bodies of words collected
for analysis, and are used by textbook writers to design textbooks.
With a large corpora, textbook writers can collect samples of talk-ininteraction (i.e., actual talk between two or more people) of a particular
speech act (such as requests) and see what words, collocation of
words, and grammar is most strongly associated with it. Textbook
writers can claim, with some authority, that it contains "authentic"
speech (O'Keeffe, McCarthy, & Carter, 2007).
There are other merits to using a textbook, but there are also some
weaknesses. One is that many proprietary textbooks are designed
to have broad appeal to sell as many copies as possible. This is
highlighted by the exclusive use of English. Although this is becoming
less of an issue, many of the images and illustrations are from "core"
English speaking countries. Proprietary textbooks, in their attempt
to have broad appeal, ignore the stories and cultures of many people
from around the world. Although textbook writers have become more
sensitive to issues of World Englishes, most English textbooks lack
contextual sensitivity (Kachru, 2005; Matsuda, 2003).
（5）
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What are digital textbooks?
In his book The World is Flat, journalist Thomas Friedman
highlighted the role digital technology has played in the twenty-first
century. One of the consequences of digital technology is the fast and
cheap ways to send and receive information over the Internet. The
Internet was originally conceived so universities could share research
information with each other. Now, digital technology has become so
ubiquitous that it is hard to remember what life was like without it.
Educators have come to view digital technology with mixed
feelings. On the one hand, it is a resource to access knowledge, but
on the other hand it may break a person off from social life, and not
to mention the availability of content not suitable for young students.
Mostly, digital technology has been accepted and embraced by
educators. Moodle is a wonderful example of the type of innovation
and contribution teachers have made. When Apple co-founder Steve
Jobs first integrated digital texts in his NeXT computer, the idea of
digital e-books began to take shape (Isaacson, 2011). Although e-books
were originally confined to desktop computers, the introduction of
devices such as tablets and “readers” gained a large share of the
book-buying market (Miler & Bosman, 2011). This had led many to
predict the demise of the traditional brick-and-mortar bookstores such
as Barns & Noble.
Because digital textbooks with rich media files can be produced
using “open source” software, individuals can self-publish and sell
their books online. Unlike regular books, digital books offer a number
of features that are unthinkable with traditional paper books. One
example is that audio and video files can be embedded within the text
（6）
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to create a more interactive experience for the reader. When a reader
comes across a new or unknown word, the reader can press the word
and its definition appears at the bottom.
With the state of California in a budget crisis, then-governor Arnold
Schwarzenegger sought a way to reduce his state’
s budget. One
innovation was to use free and open digital textbooks (Buczynski,
2010). ‘
They call their system “MIYO” or “Make It Your Own”
and the CK12-Foundation offer the “flexible textbook” (Chow, 2012).
Once a teacher has created an account, he or she can begin work on
developing a “flex-textbook.” The “flex-textbook” is put together
using webpage editors that allow you to create textbook content
and rich media file formats. Flex-textbooks can also be certified as
reviewed by teachers in the same field. This ensures the quality of
the content.
A truly socially constructed English textbook developed online
and collaboratively would probably take advantage of wiki. Wiki,
popularized by the success of Wikipedia.org and its offshoots,
is preferred because it tracks changes in texts and allows for
collaboration (Barrett, 2008), harnessing the power of the group (Rice,
2011; Stanford, 2009).

What is an open source English textbook?
The answer to this question is straight forward. It is a “free”
English textbook. It is free in a number ways. First, excluding the
costs of printing, it costs nothing. Second, teachers and learners are
free to modify the textbook. Third, teachers and students are free to
copy and distribute it. The only thing that teachers and students are
not free to do is to use any of the materials for financial profit without
（7）
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consent.
There are a number of textbooks available as iBooks along with
other teaching materials available online. Teaching materials such as
those produced by Open University are available on iTunes provide
a rich source of materials for those without the usual access to
educational materials. While these materials are a rich and valued
source that teachers can draw from, one problem that teachers often
encounter, is that even these “free” materials are not modifiable.
Modification is an important point of contrast. Proprietary textbooks
often have teaching materials that have “Photocopable” printed at
the bottom. Even though these materials can be copied for classroom
use, they are not easily modified. The reason for this is simple: the
source documents are not made available to teachers. What they see
is usually what they get. That is, it usually comes as a PDF file. An
open source English textbooks includes its source documents.
In the world of publishing, Adobe is the leader in creating the
software used to create textbooks and other published materials.
The Adobe publishing package includes the following software:
Adobe Illustrator, Adobe Photoshop, Adobe InDesign, and Adobe Pro
Acorbat. Each software application uses its own local documentation
(James, 2009). The cost of a suite package is $2000, although the
price is significantly reduced for educators. Even though the price is
reduced, most educators, even those in developed countries, do not
have the money buy an Adobe Publication Suite Package. On top of
this, users often have to buy updated suite packages every so often.
This is money teachers do not have.
Fortunately, there is open source software available that is
comparable to the proprietary software sold by Adobe. Open source
software is not as good as Adobe's but not by much. Below is a list of
（8）
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open source software comparable to Adobe's Publication package: ⑴
Illustrator – Inkscape; ⑵ Photoshop – GIMP ; and
⑶ InDesign – Scribus.

Why is an open source
English textbook needed?
The first reason an open source English textbook is needed
is community. As it brings its inspiration from the open source
community that develops free software such as Inkscape, GIMP, and
Scribus, modifications and updates are the product of the community.
The word “community” can have various meanings. On a narrow
scale, “community” refers to any local community. In my own
case, the people and establishments where I live and teach comprise
my community. Proprietary textbooks are developed and designed
mainly by those outside my community. Images and places have little
connections with the lived lives of my community.
On a broad scale, “community” refers to the community of
teachers. From local teachers to teachers around the country and
globe work on ideas and share them. In a manner similar to how
open source software is developed, members of the “community”
report “bugs” and suggest improvements. As determined by the
（local） community of teachers, an established version is made
available. However, the contents of the open source English textbook
can be modified at even the level of the individual teacher. This is
important. An open source English textbook can be established at the
level of the local community, but the content and the images may not
be appropriate for a particular class. These adjustments can be small,
（9）
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such as changing a few sentences, or as big changing or omitting
images and activities. The teacher has the power to make changes as
needed.
In any particular teaching settings, the teacher has the freedom
to modify the textbook to make it more contextually relevant to the
community. As ideas are exchanged between and among teachers, it
opens and demystifies the process of materials development. Another
issue is money. Textbooks and materials cost money. The texts cost
money for a reason in the same way that proprietary software costs a
lot of money. The development and advertisement of materials is not
cheap. The open source English textbook relies on a community of
teachers to continually update materials and texts. In this way open
source English textbooks are better able to find and correct mistakes,
and add activities using the most up-to-date research.

Proprietary, free, and open source:
What’
s the difference?
Proprietary, free, and open source English textbooks and materials
have similarities but it is their differences that I will now highlight.
Proprietary textbooks are owned by a publisher, and the rights to
reproduce and distribute remain with the publishers. Because the
content of the texts and materials are copyrighted, teachers do not
have the right to copy and distribute content or materials from
proprietary textbooks and materials.
Free textbooks and materials are free of charge and can be
distributed freely. A typical example is a textbook distributed online
as an ebook or as a PDF file. These textbooks range in degree of
quality, very similar to proprietary textbooks. Although free English
（10）
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textbooks are “free” they are only so in that they are can be
freely distributed and are free of cost. Another important similarity
free English textbooks have with proprietary English textbooks is
that the source documents are not made available, at least not to
any large degree. Aside from issues of quality and appropriateness,
both proprietary and free textbooks and materials do not make their
source documents available for modification.
Open source textbooks and materials have more in common
with free textbooks, but differ in a few important regards. The first
difference is that teachers have access to the documents of open
source English textbooks. Teachers can modify and completely
change materials. What is meant by “completely change” is
that teachers can use ideas, images, and content from open source
English materials and produce their own materials. When materials
are produced, teachers are encouraged to share their materials with
the rest of the teaching community. Another point to stress is how
these materials are produced. Open source materials are produced
using open source software. Open source software allows teachers to
produce and develop materials of publishable quality. Because open
source software is free, teachers in the poorest regions of the world
only have to a purchase computer. Although purchasing a computer
is often not an option, there are many companies striving to produce
computers cheaply to make them affordable even to the poorest
regions of the world (James J. , 2001)
It is even possible to buy a used computer without an operating
system and a monitor to produce a usable computer. This computer
can run entirely on free software using an Ubuntu operating system.
With Ubuntu as an operating system, teachers can download all the
necessary software to start downloading, modifying and ultimately
（11）

Seth Eugene CERVANTES

Creating an Open Source EFL/ESL Textbook

producing their own open source materials (James D. , 2009).

How does a proprietary English textbook
differ from an open source English textbook?
A proprietary English textbook is owned with all rights reserved
to the publisher. When a teacher or student purchases a proprietary
textbook he or she is only allowed to use the content available within
the textbooks. Copying and distributing them is against the law. Also,
the materials themselves are static. Question and answers cannot be
modified. Some proprietary materials do, however, allow for some
modification. A good example of this is Oxford University Press’
s

Smart Choice (2007) by Ken Wilson. Smart Choice includes a teacher’
s
materials book that has an attached CD-ROM that allows for limited
modification.
One activity uses photos of celebrities to elicit questions and to use
for language games. Teachers can change photos and add photos or
illustrations of their own. Another activity has photos of famous cities
from around the world. The teacher can change photos or illustrations,
and change the name to that of a local city. Once the changes have
been made the teacher can save the file and print off a copy.
Other materials are modifiable but only to a limited extent.
However, this is only supplemental material. Smart Choice, like all
proprietary English textbooks, cannot be changed or modified. The
content and activities are static.
Open source English textbooks are completely modifiable. Unlike
proprietary English textbooks, teachers are free to copy and
distribute content. Like any content that belongs to the commons,
teachers are not allowed to claim ownership and make it into a
（12）
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proprietary textbook. That goes against the spirit of the open source
idea. When a textbook is made, publishers use a suite of software,
most notably Adobe Illustrator, Adobe InDesign, and Adobe
Photoshop. Illustrator creates vector images that can be expanded
or shrunk without losing its image quality. Photoshop is used to edit
photos that use pixels. Pixels are tiny dots that are combined with
other tiny dots to create an image that is multicolored. Content is
created using a word editor. The most popular editor is Microsoft's
Word. When the content is created, publishers use Adobe InDesign to
create a layout for content and vector illustrations and pixel images.
Each software saves material using their own form of documentation.
Adobe Illustrator documents use .ai, Adobe Photoshop documents use
.psd, Word documents use .docx, and Adobe InDesign documents use
.indd. This is the source material used to produce a textbook or other
material. These source documents are not available to teachers. At
the very most, proprietary textbooks allow for only limited amount of
modification but without access to the source documents. At the very
least, proprietary textbooks include photocopable materials available
online. In any case, these materials cannot be modified or changed in
any meaningful way.
The open source English textbook includes all its source documents.
The documents in the open source English textbook use open source
software that allows for the source documents to be modified as
teachers feel is necessary. Proprietary English textbooks do not allow
this freedom as their content is the proprietary of the publishing
company. The open source English textbook belong to no one person
or group, but is a shared product.
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Making open source textbooks and materials
Once the core software is downloaded, the next step is to develop
a syllabus. The development and grading of content is not covered
in this paper, but there are a number of excellent texts and books
available. David Nunan’
s books on communicative tasks and syllabus
design are excellent starting points (1989; 1993; 1988). Once a syllabus
has been designed, initial work on the textbook can begin. Although it
is possible to start from scratch it is neither necessary nor advisable.
To start, a teacher should search the contents of open source English
textbooks and materials to avoid having to reinvent the wheel. With
a completed open source textbook, a teacher can use the source
documents, particularly using Scribus, to modify content and add
additional images and content.
Content can be added using Scribus, but it is not recommended
because Scribus is not a text editor. To create content, teachers
should first do so using a text editor such as OpenOffice's Writer or
Microsoft’
s Word. The latter is proprietary software while the former
is open source. Both text editors can save documents as .doc and .odt
along with .txt.
Using Scribus, content saved as a .doc, .odt, or .txt can be inserted
into a textbox. Once in a textbox the font, size, spacing a color can
be changed or adjusted. The commands to insert text are TEXT→
INSERT TEXT. To edit content, the commands are TEXT→EDIT
TEXT. The EDIT TEXT function allows users to do small editing.
Again, content is best done on a text editor because of Scribus’
s
limited text editing capability. One note of caution: Scribus is a
wonderful piece of software, but it does have a tendency to crash. It is
a good idea to save and save often (Gemy, 2010).
（14）

苫小牧駒澤大学紀要

第29号

2014年12月

By pressing the function 2 button (F2), a [box] will appear that will
let you place objects using an x/y axis. This [box] will also let you
manipulate other aspects of the textbox.
Once the content has been established, it is time to work on a
layout and decide what kind of illustrations you will need. Scribus
does have the ability to create vector graphics, which is a useful tool.
However, to truly create great vector graphic illustrations, I strongly
suggest Inkscape. The beauty of Inkscape is that you can easily
create scalable graphics that can be inserted and scaled into a Scribus
document. The document is saved as a .svg and again as a .png. The
command to save a .png is FILE→EXPORT AS BITMAP or you can
use the following shortcut CTRL + ALT + E. This will bring up a file
box. Scribus will automatically save your document as a number, so
it may be a good idea to give a document a name before you change
it. Once you have changed the name of the document, press the save
button once and Scribus will convert your .svg document into a .png
document. Once saved as a .png document, you can now insert it into
your Scribus document.

How do teachers use an open source
English textbook
To start, teachers can use an open source English textbook as is.
Although it can be used in this way and has the benefit of being free,
minus the cost to print off copies, doing this defeats the intended
purpose of the open source English textbook.
One of the purposes behind the creation of textbooks is the idea of
freedom. The freedom to modify or totally change a textbook to make
it more contextually relevant to students makes it unique, separating
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it from proprietary textbooks. When a teacher chooses a textbook, the
textbook comes with a set of materials such as worksheets, audio CDs,
and photocopable activities. These materials are valuable, but they are
not modifiable to any useful extent. Take the following activity:
→Unscramble the words to make questions.
１．every year/you/do/watch the Super Bowl? Do you watch the
Super Bowl every year?
２．how often/watch reality TV/ do / you? How often do you
watch reality TV?
３．do/eat Mexican food/you/often? Do you often eat Mexican
food?
The students are asked to unscramble the words to make questions.
The answers to this activity are on the right side. The above examples
do not come from any real textbook but I made these examples to
highlight how teachers can use the open source English textbook to
make it more relevant. I teach in a Japanese context and my students
are university aged from various countries throughout Asia. Many of
these students are very interested in American pop-culture, but most
of what Americans would take as common knowledge, such as “Super
Bowl,”“reality TV,” and “Mexican food” may not strike these
students as either interesting or meaningful. These questions are
hardly fodder for encouraging conversation beyond simple responses.
Student 1

Do you watch the Super Bowl every year?

Student 2

No, I don’
t.

Although “American” football is the most popular sport in the
United States, it does not have a big following in Asia. Of course,
students would be interested to know more about the Super Bowl
and its cultural relevance to the average American, but it would most
likely be inappropriate. A teacher could take the activity above and
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make the following changes:
１．every year/you/do/watch the Kouhaku uta gasen? Do you
watch the kouhaku uta gasen every year?
２．how often/watch Music Station/ do / you? How often do you
watch Music Station?
３．do/eat cup noodles/you/often? Do you often eat cupnoodles?

What Can Teachers Learn from Hackers?
The word “hacker” is associated with people using computers to
break into the computer systems of others. The group “Anonymous”
has broken into the systems of Sony, and has also released the names
of users of child pornography (Liebowitz, 2012). This is the popular
image of the hacker hacking and putting the public and government
officials into a constant state of fear. However, many programmers
have a different interpretation of the word hacker.
For them, it has has none of the negative connotations associated
in the public’
s mind. Instead, the word refers to a person who finds
creative ways to solve problems. The way a problem is solved is
called a hack. A hack is then made available to other hackers who in
turn make their own improvements thus creating a new hack. The
process is repeated over and over. When a new technology is made
available to the public, hackers find new and ingenious ways to use
this technology that were not originally intended by the developers.
Mark Zuckleberg, the creator of the social network site Facebook,
often conducts what he calls a “hack session”or a“hackathon”
in which programmers, himself included, stay up all night and write
code, and try and find solutions to problems (Kirkpatrick, 2011).
Hackers have a strong sense of community. They also have a strong
（17）
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sense of freedom which is highlighted in their value of creativity.
It is very hard to be creative when people are told what and how
to do something. Creativity results from the freedom to explore
new ways of doing things or solving problems. Although English
teachers boast of their creativity and community spirit, the opposite
is closer to reality. Proprietary textbooks are static and authorized
accounts of what the authors view as important knowledge and how
that knowledge should be imported. Some of the most well-known
researchers and minds have been involved in the creation of English
textbooks. I have used many of these textbooks, and I think they are
splendid and well developed. These authorized versions, however,
can stunt teacher creativity if teachers over-rely on them. One of the
problems I have encountered is that the content and images are often
inappropriate. Each Tuesday I teach an English conversation class to
a group of older Japanese English learners who have already retired
or who are homemakers.
A frequent problem I encounter when using proprietary textbooks
is that the lessons were designed for a general population, not, for
example, for retirees and homemakers. Proprietary textbooks can
be modified, and a number of articles have discussed how this can
be done in some detail (McGrath, 2002). The open source textbook
was designed to be modified and changed. A teacher could use
open source software to modify the content and activities to make it
more appropriate to any particular group of students. The spirit of
the “hacker”finding a“hack” is made stronger when the source
documents of the textbook are made available. Again, proprietary
textbooks cannot be modified to begin with. The freedom to create is
limited by copyright issues. No such issue hampers the teacher with
the open source textbook.
（18）
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Community, collaboration, and resources
The use of video tutorials has a long history, but the use of
screenshot videos has become more relevant and useful. Because
Scribus, Inkscape, and GIMP have a large community of users, there
are countless instructional videos available online. Although these
screenshot videos are useful, they are often difficult to sort through
to find the appropriate video. Because the open source English
textbook is a new concept, there is a dearth of “how to manuals”
and screenshot videos showing how an open source English textbook
is put together.
Because screenshot videos are so useful, especially in conjunction
with other online resources, I strongly suggest their inclusion into
the open source package. CamStudio (http://camstudio.org/) is a
free screencasting software program. I personally learn best by
actually using software to create, “picking up”tricks along the
way. However, getting started can be an obstacle, especially in the
beginning. Watching screenshot videos helps teachers learn how the
various types of software are used in tandem to develop and produce
an open source English textbook.

Conclusion
The open source English textbook is based on the hacker
philosophy that knowledge should be shared, not hidden and especially
not protected. It is also in the hacker philosophy that if there is a way
to do something there is probably and better, faster, and cheaper way
to do it. Another point that cannot be stressed enough is the meaning
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of community and sharing. Unlike proprietary textbooks that only
change when a “new edition” is published, the open source English
textbook is made especially to be changed. Having screenshot videos
available shows how the textbook was made, allowing viewers to use
the software in a similar way to make changes.
Along with screenshot video tutorials, online versions of the open
source textbooks could be included, complete with audio recordings.
The code for the Internet sites (using a mix of JAVA, PHP, CSS, and
HTML) is also made available. The online version of the textbook can
be used by teachers and students as a resource. Unlike the screenshot
videos, the online version is not a necessary part of the open source
English textbook, and is more akin to a “plug-in.”Developing an
online version is time consuming and I do not recommend it. However,
the development of an open source English textbook that can be
integrated into Moodle could have potential.
With screenshot video tutorials and online versions, teachers can
get a sense of how to manipulate the various source documents to
create materials that are contextually appropriate and relevant to
the lived lives of students. Making the source code available is one
challenge that needs to be discussed. One page of an open source
textbook could contain a number of source documents. There are
a couple of ways teachers could access and distribute the source
documents of an open source textbook. The first way is to make them
available for download on the Internet. The developer of a textbook
could go online and download a zip file containing all the necessary
documents. Another way is for a teacher to put all his or her files on
a CD-R and then distribute them to other teachers in the community.
The latter method would be more suitable for teachers working in
places where Internet connection is not available, although the non（20）
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availability of Internet connection is becoming rarer, even in the
poorest regions of the world (Friedman, 2005). An ideal way, especially
to form “relevant” communities of fellow teachers, would be to
create an online site where teachers could download and upload open
source English books. This could be integrated with social network
sites such as Facebook to reinforce the idea of community.
The open source English textbook relays on the creative power and
energy of the teacher, and it is meant to be shared and distributed.
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要旨
経団連が毎年行う「新卒採用に関するアンケート調査」で企業が新卒者に求める
能力として、ここ10年連続で「コミュニケーション能力」がトップに挙げられてい
る。極めて多様な概念で用いられるコミュニケーションの用語とその能力が意味す
るものについて考察し、現代日本のコミュニケーションに影響を与えた要因につい
ても検証を行った。また、「現代社会で求められるコミュニケーション能力とは何
か」について現場の声を知る目的から、社会人を対象にしたアンケートを行い、そ
の集計結果の分析を通じて、今後の実社会で必要とされるコミュニケーション能力
を養成するためどのような大学教育が必要か、について提言を行なった。
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はじめに
初めに、今回私が本テーマについて調査・分析を行うに至った背景に
ついて記したい。
私は30年近くに及ぶ会社員生活や主にスポーツに関わる社会活動を通
じて、国内外の様々な分野・年代の人たちと交流して来た。まだ新人銀
行員であった20代は会社の先輩から「挨拶をしっかり」「分かったふり
をするな」「もっと考えをはっきり伝えろ」などアドバイスをもらい、
管理職になってからは若手に同様の要求や教育を行って来た。一方でこ
こに至るまで、不幸にも他者とのコミュニケーションに問題を抱え出社
出来なくなった同僚や、精神的なストレスから立ち直れなくなった友人
も多く見てきた。３年前に教育の世界に飛び込み若い学生を指導する立
場に立ってから、世代間ギャップのある学生とのコミュニケーションに
難しさを感じつつも、なぜ若い世代が現代の複雑な社会生活において他
者との交流や意思伝達にストレスを感じるのかを真剣に考えるように
なった。
毎年行われている経団連「新卒採用に関するアンケート調査」（添付
資料１、質問項目５「選考にあたって特に重視した点」）において、企
業が新卒者に求める能力として「コミュニケーション能力」は10年連続
で今年もトップの86.6ポイントとなっており、多くの採用者サイドが新
卒者にこの能力を期待していることがはっきりしている。しかしなが
ら、この経団連調査に回答した企業あるいは会社人が「コミュニケー
ション能力」を必要な能力として挙げる時に、この意味するものが回答
者の好みや言葉の理解の違いによって極めて多様または曖昧に使われて
いるのではないか、という疑問を私は抱いていた。そこでこの能力につ
いて出来るだけ多くの社会人の意見を聴取し、その意味するものを深掘
りすることで「実社会で真に求められるコミュニケーション能力とは
（27）
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何なのか」を明らかにし、その能力を装備した人材を育てるための方策
を立てたいと思ったことが、このテーマ選定の動機である。

１．コミュニケーションとその前提
コミュニケーションについての一般的な定義は、「社会生活を営む人
間が互いに意思や感情、思考を伝達し合うこと。言語・文字・身振りな
どを媒介として行われる」「人間が互いに意志・感情・思考を伝達し合
うこと」「さまざまな情報内容を言語・文字・身振りなどさまざまな手
段で伝え合うこと」とある。また内田樹は「コミュニケーション能力」
について、相手との意思疎通が上手く行かない状況に着目して「コミュ
ニケーションを円滑に進める力ではなく、コミュニケーションが不調に
陥ったときにそこから抜け出す力」と定義している。（出典：コラム
「内田樹の研究室」）
ここで前提として考えるべき第一点は、コミュニケーションには常に
「相手」が存在することであり、相手との意思伝達が成功して初めて成
立すると言えることである。そもそも「他人と分かち合う、共有する」
というラテン語が語源と言われる「コミュニケーション」の本来の意味
からすれば、情報や意思を伝えるだけでは不十分であり、共有して初め
て目的が達成されるのである。第二点は「相手の目を見て話す」「同僚
と酒を介して親睦を深める」といった、やや古い年代の人達の捉え方に
ありがちな、人と直接会うことや言語を介した交流のみをコミュニケー
ションとするのは誤りであり、メールや手紙による顔を合わせない交流
もこれに含まれるということである。

2．調査結果分析
冒頭に記した通り、経団連が行う「新卒採用に関するアンケート調
（28）
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査」における「コミュニケーション能力」の定義や我々が一般にこの言
葉を用いる際の認識の差を知ることが今回の目的のひとつであった。そ
こで、実社会で必要とされるコミュニケーション能力を調査するため、
40代以上の一般社会人75名に対しインターネット上で「あなたはどんな
人にコミュニケーション能力の無さを感じるか」という質問を行い、選
択肢として自由記述の「その他」を含む９つの態様を提示し集計する方
法をとった。結果は表１の通りである。（1名につき3項目まで選択可）

この中で特に高いポイントを挙げている上位３項目が④周りの空気を
読めない、気遣いが出来ない⑤意思表明をしない（言葉だけでなくメー
ル等でも）①全般的に何を考えているかわからない

となっている。ま

た⑨その他においては「挨拶が出来ない」との指摘が高い数字を示して
おり、顔を合わせる現実世界の交流における問題点が挙げられている。
またその他として「伝えている内容が理解できない」「自分の価値観で
理解してしまう」「目を合わせて話さない」「言いたいことを表現する
のに手一杯である」といった態様もあり、受発信能力やスタイルについ
ての問題点も挙げられている。一方で②口数が少ない

については予想

以上に低い数字となっており、「態度表明は言語表現だけでなくメール
（29）
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等でも構わない」「口数が少なくてもメール等で意思表示の出来る人も
多い」とのコメントも多かったことから、本調査の回答者が言葉による
コミュニケーションを偏重しているわけではないものと類推できた。
家庭や地域も含めた社会の一員として生活して行く中で、ここに挙げ
られたコミュニケーション能力の無さ・低さは、意思伝達や共有を求め
る相手方あるいは家庭のパートナーにとって大きな不安要素であること
は間違いない。また特にビジネスの世界においては、この能力を欠いて
しまうと、経営方針・収益目標・プロジェクト実行・顧客の要望などの
情報を双方向で伝達・共有できなくなり、結果を残せないことに繋がっ
てしまう。今回調査における回答者の多くが企業や団体に属する社会人
であり、組織の方向性を共有しそれに向けて行動していくことの重要性
を認識する立場にあると類推されることから、彼らの多くが④⑤の克服
を求めた点には注目すべきである。

3．現代日本のコミュニケーション
今回の調査結果を分析し本テーマを考察するにあたり、私は現代日本
のコミュニケーションに影響したと思われる以下３つのファクターを取
り上げたい。
①文化の違い
②家庭教育の弱体化
③ネット社会の弊害
①文化の違い
歴史的・地理的背景から言語表現によるコミュニケーションがさほど
重視されなかった日本独特の文化的背景については注目すべきである。
その好例として、日本型「ハイ・コンテクスト文化」と欧米型「ロー・
コンテクスト文化」の違いを指摘したアメリカの文化人類学者エドワー
（30）
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ド・ホールの分類は興味深い。
ここでホールの分析に使われる「コンテクスト」とはコミュニケー
ションの基盤となる「言語・共通体験・価値観・ロジック・嗜好性」な
どを指すものだが、歴史的・地理的背景からコンテクストが主に共有体
験に基づいて形成され、言語表現をせずとも気持ちが通じ合うと言われ
る日本では、言葉によるコミュニケーションを重んじる文化が育ってこ
なかった側面があると言われる。
一方、欧米などのロー・コンテクスト文化におけるコミュニケーショ
ンスタイルは、あくまで言語により交流を図ろうとするものである。そ
のため、言語表現に対し高い価値と積極的な姿勢が示され、若い年代か
らコミュニケーションに関する諸能力（論理的思考力、表現力、説明能
力、討論力、説得力、交渉力）が重要視されている点に特徴がある。
②家庭教育の弱体化
大学の教場において学生の遅刻や居眠り・私語といった情景が見られ
るたび、青少年による犯罪や不祥事が起こるたびに家庭教育の荒廃を嘆
かずにはいられない現状であるが、同時に親の過干渉や過保護が子供か
ら察知力（相手の言いたいことを的確につかみとる能力）や解決能力、
チャレンジする機会を奪っている点も看過できない。家庭教育の弱体化
の原因をすべて「核家族化」に帰することは乱暴な議論になってしまう
が、少子化により家族単位が小さくなってきたこと、親族・友人や地域
との交流が減った一部の親の交際範囲が限定されて来たことで、子供に
とって親以外に生き方のモデルとして認識できる大人が少なくなってい
る環境には注目すべきである。
今回の調査であるスポーツ指導者が家庭教育について語った一例を挙
げてみたい。少年団のコーチとある母親が話をしている際に、特定の他
の母親が何の断りもなく「コーチ、明日の集合時間のことですけど」と
割って入ること度々あり、割って入った母親の息子の行動を観察してみ
（31）
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るとやはり周囲の空気が読めず「自分のことしか考えていない」といっ
た特徴が認められ、スポーツ活動を通じてその子の改善を図ろうとして
いる、といったことであった。また北海道のある栄養士の話では、家に
おける食事（いわゆる「家食」）の回数やそこにおける親子の会話が子
供の感性やコミュニケーション能力の養成に与える影響は大きく、こう
した家食の経験が出来ないまま育った大人は精神面・情緒面で問題を抱
えているケースが多いとのことである。いずれも現在多くの問題が指摘
されている「大人の発達障害」の実例として捉えることができよう。
③ネット社会の弊害
大学１年生に「あなたにとってコミュニケーションが上手い人はどん
な人か？」と尋ねた際、「ネットやメールで自分の意見をサクサク書け
る人」という答えがあり、コミュニケーションの捉え方の違いについて
隔世の感を抱いた。
ネット社会の発達によりバーチャルな（仮想の）世界における交流が
進み、顔と顔を突き合わせて相手の表情や息遣いを感じる現実（リアル
な）世界での交流が苦手になっている点は、現代におけるコミュニケー
ションの問題として指摘されている。
立命館大学産業社会学部の國廣敏文教授は、平成25年３月「大学教育
学会学生支援研究会議」の基調講演で、「大学教育の責務はバーチャル
な世界に慣れ親しんだ学生に可能な限りリアルな世界を体験させること
である」と述べている。インターネットの発達により世界中の情報が瞬
時に手に入る一方で、バーチャルな世界を過信し、そこですべての知識
を得、他者とコミュニケーションを取れたと勘違いをしているケースも
多い。実社会で個々人が取るひとつひとつの行動に対して、烈火のごと
く怒る人もいれば、涙を流して感謝してくれる人もいるのであり、それ
をバーチャルな世界は教えてくれない。気の合う仲間とバーチャルな世
界を楽しんだ後、社会に出た新人達が自信を持てなくなるのも、現実世
（32）
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界での生の人間との交流における経験値の低さゆえであろう。
今回の調査にあたってインタビューを行った50歳代の管理職複数名が
指摘したこととして、若手社員に以下数点の共通した態様が挙げられる
ことに触れておきたい。その特徴としては、
✓課題を与えた際に疑問点を確認したり質問を投げかけたりしない
✓課題受領後すぐにパソコンに向き合って仕事を始める
✓課題遂行にあたって残業や休日出勤は厭わない
これに類似した態様は、飲料メーカーのダイドードリンコがインター
ネット上に立ち上げた「働く大人力向上委員会」の調査結果からも読み
取ることができる。全国の20～50代男女会社員１千人を対象に行ったア
ンケート調査「若手社員（入社５年目まで）に不満を感じる点（複数回
答可）」の上位５項目は以下の通りとなっている。
✓指示するまで動かない＝26.9％
✓他人の話を聞かない・理解しない＝26.9％
✓何を考えているかわからない＝24.7％
✓反応が薄い＝24.6％
✓上手くコミュニケーションがとれない＝19.9％
上記調査の分析結果からも、現代の若者が特に他者と面と向かって交
流する場面において「受信型」のコミュニケーションスタイルを取って
おり、相互理解や目標共有のために「発信型」のコミュニケーションを
求める周囲はこれをやや不満に思っているということが明らかになって
いる。ただこれは、これまで以上に法令遵守が叫ばれ結果責任を問われ
る不安定な雇用環境にいる若手社員が、自ら率先するより上司の指示を
待ってリスクを回避しようとする傾向の現れとの見方もできる。

4．これからの大学教育にどう生かすか
（33）
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大学は社会への出口として学生を一人前に仕上げる責務を負ってい
る。その為に、多くの大学が入学前後の早い段階で大学の講義に付いて
行く為の基礎教育（リメディアル教育）を行っている。大学卒業後には
当然のこととして対人交流が予定される社会生活が待っており、会社の
みならずパートナーや家族、ひいては近隣との交流が行われるのであ
り、その前提となるコミュニケーション能力の装備は必須項目である。
そこで、この能力を高めるために我々が目指すべき大学教育の方向性は
何か。以下３項目を挙げてみたい。
１）意思表明の出来る人材の育成
世界のビジネスや人材交流がクロスボーダーになって行く中にあっ
て、産業界から大学に対して、これまで以上にグローバル人材の育成が
求められている。グローバル社会においては経験・知識・価値観・人生
観・倫理観、その他宗教や歴史など全てが異なり、ここでハイ・コンテ
クストな「日本標準」に固執することは認められないばかりか、これを
押し通すことは世界に置いて行かれる結果となりかねない。今回の調査
結果からも明らかなように、多くの社会人がはっきりした意思表明の大
切さを他者との交流を行う場面で求めており、これには非言語による交
流も含まれている。こうした背景から、我々が今後行っていく大学教育
においては、社会生活において自分が関係する人々に向けた態度表明や
双方向の意見交換の場面を想定し、そこでの対応力を高めていく為に、
従来の知識伝授型の講義に偏らず、学生に意思表明を求める課題解決型
講義を行っていくことが、今以上に求められるはずである。
２）感性を高める教育
この基礎となる部分は家庭教育や初等教育に期待されるものである
が、いわば「仕上げ」の期間となる大学教育はこれを実践するラスト
（34）
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チャンスであると言える。既にいくつかの先進的な大学が取り組んでい
るように、大学における学びと生き方を関係づける「帰納的教育」を具
体的で社会性のあるテーマに基づいて行い、アウトキャンパス・スタ
ディ（学外教育）を通じて他者の気持ちや会話の流れを汲み取れる察知
力を磨くことで、実社会において通用する気配り・目配りが出来る力を
養う必要がある。
苫小牧駒澤大学では、平成26年４月から、既に６年前から取り組みを
行っている松本大学の先例を参考にして、苫小牧市役所農業水産課の支
援を仰ぎつつ、市場の流通に出せない半端物（あるいは「跳ね物」）野
菜の地域向け販売活動に取り組んでいる。これは半端物野菜を学生が農
家から調達し、スーパーや商店が遠かったり交通手段が無かったりする
「買い物難民」と呼ばれる市内の高齢者に届ける仲介事業である。この
事業に参画したゼミ生は当初協力農家における初めての農作業に戸惑
い、苗植えや収穫においては腰を痛め、販売時には価格設定や顧客対応
の難しさを知るなど、インキャンパスでは体験できないことに取り組ん
でいる。ここで学生が関わる生産者や高齢者を中心とする地域住民は、
顧客への案内方法、販売手順や販売品の表示方法、顧客応対での言葉の
使い方など、実に多くのことを学生に教えてくれる。こうした活動を通
じて学生は現時点での個々の長所や短所を知り、その克服に向けた自己
育成を行うことができる。
３）高大連携教育の実践
２）で述べたことに関連して実際の運用面から１点言及したい。
現在初等教育の先生方のご努力により、小中学校レベルで「持続可能な
開発のための教育（ESD）」の取り組みが盛んに行われている。様々
な社会問題を解決し、他者との共存の中で自ら考え客観的に判断し、課
題解決に向けて行動する力を養成する必要性は日々高まっている。こう
した動きにも見て取れるように、コミュニケーション能力を高めるため
（35）
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には、先に述べたような学びと生き方を関係づける「帰納的教育」の実
践が必要であり、これをスタートする時期は中学校後期から高校である
ことが望ましい。
苫小牧駒澤大学では、系列校である駒澤大学付属苫小牧高校との連携
教育を模索してきた。特に近年クローズアップされているキャリア教育
の分野において、大学が「キャリア創造学科」を立ち上げたのを機に高
大連携教育の実現に向けた具体的な検討が行われ、平成26年４月から吹
奏楽（マーチングバンド）に関わる学生を対象に高大連携のキャリア教
育がスタートした。もともと高校生主体で行われてきた音楽活動に参加
する大学生は、指導教員の片腕となって対外交渉やチームマネジメント
を行い、その活動を通じてコミュニケーション能力を磨いている。これ
も２）で述べた半端物野菜の活動と同じく、「音楽」というコンテンツ
を持つ学生がそれを持って地域社会に参加し、外部社会との交流を通じ
て自らを育成して行こうというものであり、今後本活動への参加形態や
他のコンテンツの拡充が望まれるものである。

おわりに
今回「実社会で求められるコミュニケーション能力」について多くの
社会人から聴き取り調査と意見交換を行った結果、この言葉の定義や評
価基準が不明確であり、世代や環境の違いによりその受け止め方が違う点
が明らかになった。その一方で、現代社会がこれまで以上に若者に対して
はっきりした意思表明を求めていること、相手の気持ちを察して共感し
自ら行動する前向きな姿勢を求めていることが分かり、キャリア教育を行
う一教員としての方向性に大きなヒントを得ることができた。この調査結
果を参考に実社会で発生している諸問題を取り上げ、社会との交流現場で
コミュニケーション能力を発揮する人材の育成に努めていく所存である。
（36）
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経団連「新卒採用に関するアンケート調査結果」

５．選考にあたって特に重視した点（複数回答）

（まるやま

かずゆき・本学准教授）
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Cotext in Context
文脈におけるコテクストの考察

Robert Carl OLSON
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Abstract
Cotext, any form of communication that gives context to utterances, can be a
powerful tool for communication. This brief paper looks at the role of cotext in
conversation.
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Introduction
“In Life, timing is everything.”
“It’s not what you say but how you say it.”
The quotes above were a consistent part of my childhood, usually
as ill-tempered responses to my requests for something. I heard them
often and invested a great deal of energy and time trying to perfect
my ability to read people and situations so that I may be better
equipped to communicate in a way that would allow my message to be
received in a positive manner. Growing up with two families split by
divorce and then cobbled together through second marriages and the
births of other children, I often found myself as the black sheep and did
not have an intimacy with my family that many other people take for
granted. I would have never come home, dropped my book bag on the
kitchen table and then announced to my parents that I needed money
for a sports program I wished to join. Rather, I would have made a
list of the reasons why joining the sports program would be beneficial
to them as well as me. More importantly, I would have waited for the
“right moment” to ask and then I would have my words carefully
planned and remember to keep my facial expressions and body posture
appropriate for the surroundings. Even more important than that, I
would be evaluating the verbal and non-verbal communication coming
from my parents and planning my responses based on this data. This
process and its impact on the ways I communicated are related to
what is known in pragmatic circles as cotext.
The purpose of this short and informal paper is not to discuss
divorce and the impact it has on families (and despite the rather
（41）
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ominous tone of the previous paragraph, my upbringing was more
positive than negative) but rather to explore the role of cotext in
conversation and, more specifically, second language acquisition. I have
unknowingly been studying cotext and its role in communication for
much of my life and believe I have some observations and ideas that
can enhance the reader’s understanding of what cotext is and how its
use may benefit a second language acquisition classroom.

What is cotext?
Research on cotext is conspicuous by its absence; there simply
isn’t very much of it. When I attempted to run an internet search
on cotext, I continuously received listings for “context.” To begin
to understand cotext we must first take a glance at the difference
between pragmatics and semantics. A good place to start is the
website of the Pragmatic Special Interest Group (PragSIG) www.
pragsig.org where you will find a wealth of information. For the
purpose of simplicity and brevity, this paper will define the difference
between semantics and pragmatics as semantics being concerned with
structure, grammar and punctuation while pragmatics is focused on
communication between speakers and the choice the speakers make in
order to communicate. An example of how the two are connected yet
distinctly different can be seen in the comics below.

（42）
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The woman says to the man, “Stop right now!” In the first picture
we see the woman trying to prevent the man from tripping on a
baseball bat. In the second picture we see the woman telling the
man that there is no possibility that she is going to marry him. The
sentence, “Stop right now!” is grammatically correct in either
scenario but, pragmatically, they are vastly different. While the
statement “Stop right now!” satisfies the semantic requirements
in both comics, the same statement would have decidedly different
outcomes when viewed through a pragmatic lens. These two comics
are a simple example of the difference between semantic and
pragmatics.
Now let’s take a look at some of the factors that comprise
pragmatics. First are utterances which are units of speech or talk
that are influenced by silence, intonation and a number of other
factors. Then there are the speakers (the people who are talking to
each other) and their relationship with each other. There is also the
median of communication (are the speakers engaged in a face-to-face
conversation or on the phone?) and the context (location and time) of
the conversation. Finally we arrive at cotext which is defined by the
PragSIG’s website as what was said before the utterance and what
likely will be said after the utterance.
While there certainly people involved in the creation of that
definition who will forget more about pragmatics than I will ever learn,
I find this definition wanting in terms of the lack of attention paid to
other factors including non-verbal communication.
My limited experience with conversation analysis (CA) suggests that
non-verbal communication is an essential part of the communication
process. In CA, conversations are recorded by video so that the
gestures and facial expressions of the participants can be recorded
（43）
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and the possible meaning from those gestures, etc. extracted for
examination. Let’s take a look at a few of the ways in which a gesture
or facial expressions can alter the meaning of an utterance.

Raised eyebrows/ frown. Could be interpreted as a sign of being
shocked or surprised.

Raised eyebrows/smile. Could be interpreted as a sign of sign of
uneasiness or pleading.
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Angry eyes. Could be interpreted as a sign of anger or extreme
concentration.

Angry eyes, smile. Could be interpreted as a sign of disbelief.

Semi-closed eyes. Could be interpreted as a sign of boredom.
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It should be noted that, with the obvious exception of sarcasm, the
facial expressions and gestures listed above almost always convey the
emotions of the person displaying them; in other words a person who is
happy and content will not likely be displaying angry eyes. This alone
may be enough to give us reason to reconsider the definition of cotext.
In that spirit, for the purpose of this paper I will redefine cotext as
any form of communication, conscious or otherwise, that precedes or
follows an utterance and has the potential to elicit and/or influence a
future utterance.

Relevance to second language acquisition
I believe the greatest contribution cotext can make to a second
language acquisition class is the opportunity it provides for one
speaker to step into the shoes of the listener. Take, for example, a
student preparing to ask the teacher permission to be absent from
a class so that the student can attend a sporting event. Before the
student begins the process of creating an utterance (the question) the
student has most likely already envisioned the ideal answer (probably
something similar to “sure, don’t worry about the class”). The
student then most likely works backward from that desired outcome
and plots a communication strategy. I believe these conscious actions
of that strategy that precede the obligating question are individual
components of cotext. What would such a strategy look like? In
order to answer that question, I conducted an informal experiment
that included a survey with 37 of my students and concluded with a
conversation activity.
Here is the survey. When talking to someone who has something

you want, do you consciously do any of the following?
（46）

苫小牧駒澤大学紀要

第29号

1.)

Wear special clothing.

2.)

Control your facial expressions.

3.)

Control or alter your voice in any way.

4.)

Control your body’s gesture or posture.

5.)

Think carefully about what you are going to say.

2014年12月

Students were asked to answer with either a “yes” or “no” or
“sometimes.” The number of “yes” answers is as follows.

1.)

Wear special clothing. (29/37)

2.)

Control your facial expressions. (13/37)

3.)

Control or alter your voice in any way. (27/37)

4.)

Control your body’s gesture or posture. (10/37)

5.)

Think carefully about what you are going to say. (32/37)

In the following class when students were preparing to practice a list
of questions in a rotating partner exercise, I asked the students to take
a few moments and consider their partners. I then asked the students
to take a moment and read the questions silently for a few minutes.
After the reading time passed, I asked the students to now take a
moment and consider which questions would be most conducive to a
meaningful conversation with their partner. After allowing for time
to complete their contemplation, I asked the students to begin talking.
After the allotted time passed and the students changed partners, I
repeated the “reading-considering-choosing-asking” procedure. The
class followed this process each time they changed partners. At the
end of the activity, I conducted a brief oral survey and asked the
following questions.
1.)Were there any phrases or words you wanted to say but couldn’t?
2.)Did you ask your partner any questions that were not on the list
in order to better know your partner?
（47）
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3.)Did you find the conversation mores enjoyable than previous
classes.
4.)Did you find today’s conversations more meaningful or more
like “real conversation” as opposed to “drill work” than in
previous classes?
While the results are qualitative and subjective, they also proved to
be interesting.
Question 1 (which I have done after each pair-work session for years)
produced thirteen requests for assistance in new words and phrases
that came up naturally in conversation whereas in other classes only
two or three requests would be made.
In regards to Question 2, 17 students out of 37 claimed to have
ventured off the printed page and engaged in conversation for the sake
of conversation.
In regards to Question 3, eight students claimed to have enjoyed this
session of pair-work more than previous sessions.
In regards to Question 4, five students claimed to have found this day’s
conversations more meaningful and more “real” than in previous
classes.
Again, this “research” is not much more than a collection of
observations but I do believe there is something in this concept of
cotext waiting to be mined. Perhaps if language teachers consciously
introduce cotext into their classrooms and show how it can
simultaneously be used to better facilitate communication and increase
（48）
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the enjoyment of learning a second language, English proficiency may
increase. I hope begin that process soon and report my findings in a
future paper.
（ロバート

カール

オルソン・本学准教授）
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要旨
今日では、IT技術の発展により、交通や医療などといった公共サービスの利用
者に関する膨大な個人情報を管理、集積、解析することが可能となっている。その
結果、それらのデータの解析を通じた新たな研究分野の開拓および新規サービス創
出への期待が、官民の双方から高まっている。他方で、これら個人情報の管理およ
び利用に関する懸念や不安も、現代社会において醸成されつつある。こうした状況
を踏まえ、本論では、医療カルテの電子化事例の日本、米国、英国の比較研究を行
い、ＩＴ技術利用の発展に関する差異の考察から、その「社会性」を提示すること
を目的とする。特に三国における「公益」と「個人の権利」における理想的なバラ
ンスの相違、ならびに福祉国家に対する市民の期待度と許容度の違いが大きく医療
カルテの電子化の政策とその実態に反映していることを議論する。そして今後の電
子カルテ政策においては、このような社会的要因への配慮が特に重要であることを
認識すべきである点を三国に共通する提言として示し、本論の結論としたい。
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はじめに

IT技術とその社会的応用は一見すると普遍性を持ち、文化や社会と
は無縁に見える。しかし個々の例を精査してみれば、それぞれの社会の
特徴を表す鏡のような役割を果たしている場合が多い。医療カルテの電
子化とネットワーク構築に関するここ10年あまりの日本・英国・米国に
おける経過はその好例の一つと言えるだろう。したがって本稿では医療
カルテの電子化という事例研究を通じ、日英米の社会、特に公益と市民
社会に関する意識を考察し、IT技術応用の社会性について議論する。
2000年代以降、IT技術の普及が急速に進んできた。これに伴い、
日・米・英を含む先進諸国においては、医療情報の電子化についても、
政策課題の一つとして取り上げられるようになった。電子カルテのアプ
リケーション開発においては、統一規格の下で、医療現場における検査
から診断に至る過程の詳細を記録・保管することを可能とするシステム
が望まれている。また、そのようなITアプリケーション作成を支援す
る各国の保健医療の政策担当側は、そうした製品の利用を通じて各患者
の診療情報を医療機関と共有することを企図している。これにより、医
療サービスの効率化が進められ、公的の医療費の抑制が可能となると考
えられるからである。それに加えて電子化された医療情報をデータ化し
て利用することにより、医療統計を用いた研究に応用することも提案さ
れている。具体的には、ある地域の糖尿病の患者の年齢構造、治療薬の
処方状況、合併症の有無などを、電子化によって集積可能になった医療
情報から調査し、これに基づいて当該地域における糖尿病の治療方針や
医療費の分配などに関する政策決定を行うといったケースがその事例と
して挙げられるだろう。すなわち、医療電子カルテ政策とは、市民の
「健康」を管理するという「公益」を具現するための一つの方策ととら
えても差支えないだろう（Friedman, 2006を参照）。
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医療電子カルテ政策の成功例の一つとしては、フィンランドの事例が
挙げられる。フィンランドの医療体制は、日本が1961年に国民皆保険を
基本としたのと同様に、1963年に類似した政策を採用している（川島、
2012）。また、1990年初頭に国家的に情報化の推進と教育に力を入れる
ようになり、その一環として、1998年以降、電子カルテの導入を促進す
るようになる。特に、2007年のeHealth roadmap31という政策は実行性
が高いものであり、現在では、殆どの医療機関が電子化された診察情報
を保管するようになっている。これにより、それら医療機関間での電子
カルテの相互閲覧や共有が可能となった。フィンランドのこの政策にお
いては、患者がどの医療機関で受診しても処方箋などの診察情報が閲覧
可能となるのみならず、医療研究者が必要な患者のデータに瞬時にアク
セスできることをも今後の目標としている（詳細は、Doupi et al, 2010
を参照）。
しかしながら、日・英・米においては、行政側がカルテ電子化に関す
る推進策をとってきたにもかかわらず、市民からの賛意が得られていな
いことにより、2014年現在、実現されたとは言い難い。具体的には、英
国の場合には、電子カルテのネットワーク化そのものが市民からの反対
に遭ったのに対し、米国では、部分的な電子化にとどまり、また、日本
の場合には、公的医療給付データの電子化が進められる一方、カルテの
電子化については停滞しているのである。こうした各国における差異
は、これら諸国における公益および福祉国家に対する市民の態度や権利
意識に大きく依存するものであると考えられる。
議論に入る前に、本稿における「公益」および「福祉国家」につい
て、その定義を明らかにしておきたい。「公益」は、国民の健康生活促
進のみならず、医療資源の分配を公平化・平準化および医療の質の向上
をも含むものとして定義付けることとする。また、「福祉国家」とは、
この目的を遂行するために市場原理をある程度まで度外視してサービス
を供給することを前提とする国家を指しており、当該の国家では、市場
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経済における個人の選択や価格設定に関する自由裁量をはじめとする個
人の権利が制限されることも想定されている。本稿では福祉国家がもた
らす公益に対する市民社会の寛容・受容度が、カルテの電子化の状況に
反映しているという仮説にもとづいて、上述三カ国の状況について、比
較研究を行う。
第一に、フィンランド同様に、医療カルテの普及を「公益」という観
点から、福祉国家として推進してきた英国の政策とその頓挫の過程につ
いて検討し、これをこの比較研究におけるひな型として設定する。次に
米国の医療カルテ政策とその市民意識の関係性を、英国との対比という
観点から考察する。第三に日本の医療カルテの電子化の実態を英国との
共通点と相違点から検討し、日英米における公益と福祉国家と市民意識
の関係性をより鮮明にできるような議論を試みたい。

Ⅱ

英国の事例

1. 英国の医療体制とカルテ電子化政策
英国の医療はNational Health Service （NHS）と呼ばれる国民全体
を対象とする医療制度にその基盤を置く。NHSは、1946年に成立した
労働党政権による「ゆりかごから墓場まで」という社会福祉国家建設
に向けた政策の一環として導入されたものである。NHSは公的財源で
賄われており、英国在住者はNHSへの登録および社会保障費の支払い
を義務付けられている。患者はNHSの家庭医が勤務する診療所、もし
くはNHSが運営する総合病院における救急医を受診した後、専門的な
医療が必要な場合には、NHSの総合病院ないし専門医院へ紹介される
こととなる。NHSの財源は国家予算から配分されているが、その運営
は、各地域において家庭医および専門医によって編成される独立の地方
組織によって行われている。NHSにおける治療費は無料であるが、処
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方箋および処方薬については、患者に一定の自己負担が求められてい
る。しかし自由診療（医療費は公的補助がなく全額自己負担）がないわ
けではない。専門医にかかる際は、自由診療であるNHSの管理の外に
ある「プライベート・ヘルスケア」と呼ばれる診察機関への受診が、家
庭医に申請さえすれば、提供される。NHSでは検査や診察までの待機
期間が2週間から4ヶ月と長くなるが、自由診療の場合は、1日から1週間
程度で受診が可能となる。しかし後者は価格設定が非常に高額なため
（例えば、MRIの画像診断で15万円程度）、その利用者は少ないのが現
状である。
このような福祉国家的なサービスは、英国市民の社会民主主義に親和
的な態度の結晶ともいうべきものであり、自由経済を信奉する保守党
政権下にあっても、NHSは、ある種の聖域と理解され、ほとんど手を
つけられることはなかった。しかしながら、保守党のサッチャー政権
（1979－1990）においては、福祉国家的な政策の廃止もしくはその規模
の大幅縮小という政策を採択したことは特筆に値するだろう1。NHSも
その例外ではなく、その財源を大幅に削減され、国民は自由診療と健康
の自己管理を推奨された。しかし健康における自己管理と自助努力には
限界があり医療を必要とする者は一定数存在することは否めず、他方
で、自由診療が多くの国民の手に届くものではなかったことから、医療
を受けられない医療難民というべき患者数が激増したのである。
1990年代前半においては、NHSのサービスの悪さ、とりわけ待機時
間の長さが政策の最重要課題として浮上するようになった。NHSに配
分される財源が削減されたことから、物的・人的両面にわたって資源が
不足した結果、救急の場合でも待機時間が最大48時間に及んだり、癌な
どの重篤疾病の患者であっても治療を受けるまでの待機時間が半年に及
んだり、検査や治療を待機中に死亡する患者が出るなど、事態の深刻化
は明らかであった。1997年には、こうした状況を背景として、NHSの
「大幅な追加予算」（松田、2009 39）など福祉国家の原則に基づく政
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策とともに市場経済の促進をも掲げた労働党政権が誕生した。（具体的
な状況については、例えば山口、2010を参照）。
労働党ブレア政権はNHS改革に向けた数々の政策を打ち出した。
1998年には、医療情報電子化の2005年までの実現を目指すとする
「Information for Health」の導入を発表した。（NHS Executive 1998
Sep）。その政策においては、医療情報を二つの系統に分けて、それま
で紙媒体によって管理されていた情報を電子化し、ネットワーク化し
て共有し、相互閲覧ができるようにするというものであった。二つの
電子カルテの形態のうちのひとつは「電子患者記録（electronic patient
records）」と呼ばれるものであり、医療機関における診察記録の電子
化が提案されていた。もう一つは、新たな規格ともいえる「電子健康記
録（electronic health records）」と 呼ばれるものであり、患者の「ゆ
りかごから墓場まで」の基本的な健康情報を記録するとともに、その患
者が受診した各医療機関での診断名および処方箋などに関する簡易記録
を随時追加し、どの医療機関でも閲覧できるようにするというシステム
である。後者の記録により、救急場面における煩雑さ（英国の家庭医診
療は予約制であるため、軽微な発熱や負傷であっても、患者は救急医療
を利用する場合が多い）を軽減するのみならず、検査や処方箋の重複を
避けるなど患者の医療情報に関する総合的な管理が可能となるとされて
いた。また、このような医療サービスの向上に加えて、電子化により集
約された医療情報を用いて研究の効率化も行う計画であった。これらの
情報サービスを総合的に応用していくことは、国民の健康増進、すなわ
ち「公益」の実現をはかる手段の一つとして位置づけられていた。しか
しながら、7年間という短期間では、その準備段階にとどまり、実行に
までは至らなかった。
これを引き継いだのが、2006年から2013年3月まで実施された
Connecting for Health政策である（NHS Connecting for Health,
2005）。その際には二つの電子化系統もより具体化したものとなった。
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前者は「臨床記録（clinical records）」と呼ばれるようになり、医療機
関ごとに作成されるものの、患者の居住地域のNHSの医院が連携して
その情報を共有したり、アクセスしたりする体制の構築が進められた。
後者は「看護・診察の概略記録（summary care records）」と呼ばれ
るようになり、どの医療機関でも閲覧が可能な電子媒体記録の構築を目
指し、患者の診療記録の概要が常に電子データとして保管されるものと
なった。この政策が2013年4月に終焉を迎えるころには、前者の方は整
備の中途であったものの、後者については、イングランド全域での整備
がほぼ終了していた。
しかしながら、2014年に入ってから、英国民からカルテの電子化政策
に対する強い忌避反応が示されるに至り、社会問題化することとなっ
た。その理由としては、この政策が、公益と福祉国家に関する国民の意
識から大きく乖離していたことが挙げられるだろう。以下では、英国の
市民意識ならびに社会問題の顛末について考えていきたい。
2.市民意識との乖離
Connecting for Health の実行段階においては、英国における電子カ
ルテ、特に「看護・診察の概略記録」の導入は、滞りなく行われてい
た。しかしそれは、必ずしも国民がカルテ電子化政策に賛意を示したこ
とを意味しないのではないかと筆者は考えている。なぜなら、以下に示
す政策履行の経緯から明らかであるように、カルテの電子化は、市民に
十分に周知されることなく進められたのであり、その実態が明るみに出
るにしたがって社会問題化したと考えられるからである。
Connecting for Healthの政策発表直後から、個人情報管理に関する懐
疑論者が、カルテの電子ネットワーク化への反対運動を繰り広げ始め
た。彼らは2006年以降、Big-opt-out（2006－）という市民団体として活
動を展開するようになっていった。この団体はNO2ID（2004－）とい
う先行する市民団体と共闘関係にあり、国家による個人情報の一元管理
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に反対するという理念を共有していた。
また当時の政権は、カルテの電子化と並行して、フィンランドやス
ウェーデン等の北欧諸国において普及している国民の個人情報を一元的
に記録した身分証明書（IDカード）携行の義務化を画策していた。こ
れは、不法移民、テロリスト、脱税者、生活保護不正受給者などの摘発
に加えて、犯罪者の取り締まりにも貢献すると考えられた政策であっ
た。しかし過去にナチス・ドイツのファシズム・警察国家に対して、国
民が一丸となって抵抗した自負心も手伝い、この制度に対しては、英国
の多くの市民は非常に大きな反発を見せるようになった（例えばEdgar
et al, 2007を参照）。これにより、政府は身分証明書の導入を見送るに
至った。
この状況から言えることは、英国の市民社会は以下のラインで公益や
福祉国家に対して個人の権利を行使したということが言えるであろう。
英国の社会は第二次世界大戦後、「公益」というものに一定の理解と共
感を示しており、国民皆保険制度であるNHSという福祉国家的な政策
を一貫して支持してきた。しかし個人情報を国家や地方公共団体が一元
的に扱ったり、管理したりという監視国家的な状況に対しては、治安や
納税の徹底という「公益」よりも、「個人の自由」を享受する方を選択
するというものである。
カルテの電子化に対しても市民は同様の反応を示すことが予想され
た。Big-opt-outをはじめとする電子カルテのネットワーク化に反対する
運動家も、治療を行う現場の医師が電子カルテを使用すること、すなわ
ち彼らが所属する各医療機関内でカルテを電子化して保管すること、に
関しては異論を唱えていない。その一方で、電子化データの共有が可能
になることにより、他の医療機関を含む第三者が当該の情報にアクセス
したり、これを利用したりする状況に対して、反発を示したのである。
これら運動家は、医師と患者の個人的な信頼関係を超えたNHSによる
医療情報マネジメントは、国家の個人情報一元化管理体制につながるも
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のであると断じ、国民に対して、医療カルテの電子化には賛同しても、
電子ネットワークからは離脱するよう、呼び掛けた（詳細はBig-optout, 2006－を参照）。
しかしながら、この運動は社会的な広がりを見せることはなかった。
その背景については、以下に詳述するが、ひとえに、社会的な運動に至
る契機がなかったことがその理由であると思われる。
この問題に関して英国内で行われた様々な世論調査においても、カル
テの電子化に反発を示す者は必ずしも多くない一方で、データの秘匿
性や閲覧への権限に関しては個人が管理したいと回答する者が多く、
その意味で、Big-opt-outに近い姿勢が示されていると言える（Sasaki
2014）。また、個人の医療データを担当医師以外の第三者が閲覧する場
合は、たとえ匿名化されていたとしても自分自身への事前の意思確認で
ある「インフォームド・コンセント」を望んでいる市民が大多数であっ
た（例えば、Robling, 2004; Parker, 2005; Miller, 2006; Campbell , 2007;
de Lusignan, 2008; Wilson, 2009; NHS Connecting for Health, 2009;
Goldstein, 2010）。特に医療研究による利用に関しては、慎重な意思確
認を希望していることが、例に挙げたような世論調査から明らかとなっ
ている。さらに殆どすべての市民が、「民間の利益団体」、すなわち市
場原理に基づく利益を動機として行動する団体、による個人の医療情報
への閲覧に否定的であり、NHSが電子カルテをネットワーク化する際
にはその可能性に対する危惧を抱いていた（例えば、Ipsos Mori, 2006;
Armstrong, 2006; Connecting for Health, 2009; に詳しい）。したがっ
て、英国の大多数の国民は、自らの個人情報管理に関する権利に対して
は、医療情報を含めて敏感な姿勢を保っており、「福祉国家」的な政策
実現や「公益」より「個人の権利」を重要視していたと言うことができ
る。
市民が個人の医療情報に対する自身の権利行使を希望している状況で
ありながら、Connecting for Health政策が用意したものは「推定同意方
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式」というものであった。すなわち、患者からNHSおよび自分の家庭
医に対して、カルテのネットワーク化に対する「個別注文」、例えば拒
食症の既往歴は主治医と家庭以外は閲覧を禁止する、製薬会社の利用
を禁ずる、「ネットワーク化から離脱」を希望するなど、個別事例に
関する意思表示や要求が出されない限りは、NHSが患者の情報管理を
一元的に行えるという理解である。更にGreenhalgh et al （2010）や
Bratan et al（2010）が示すように、本件に関する告知はNHSによって
行われたものの、市民に対して十分な周知が行われたとは言えない状況
の下、上述した推定同意式によって、ネットワーク化が進められたので
ある。つまりこの政策は、市民が電子カルテのネットワーク化に同意す
るというNHSのほぼ独断に近い推定判断の下に、断行されてしまった
のである。
このような状況は、2014年に入って、社会問題化することとなる。そ
の契機となったのは、ある一連の報道であり、これによって、市民から
の反発が強まるに至った。
3.英国における市民意識の発露
Connecting for Healthは2013年春に終了し、NHSはこの政策によっ
て集積されるようになった患者情報を応用した健康政策を進める計画を
していた。それには私企業にそのデータ分析から健康商品の開発を依頼
するものも含まれていた。そしてこの内容が明らかになるにつれ、英国
社会はNHSの医療情報政策に対して懐疑的な態度を取るようになる。
特に2013年の8月から2014年の2月にかけての以下のような新聞報道は、
物議を醸すことになった。
• Confidential medical records may be offered to private companies
for as little as £1, according to plans drawn up by officials. （The
Telegraph, 18 Aug 2013）当局が作成した計画によれば、秘匿であ
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るべき医療カルテが民間企業に一ポンド（およそ170円＜筆者＞）
で払い下げられる可能性がある

（デイリー

テレグラフ新聞

2013年8月18日）
• Your confidential medical records for sale at just £1（Mail, 18
August 2013）あなたの秘匿されるべき医療情報が、たった一ポン
ドで売却！（メイル新聞

2013年

8月18日）

• NHS patient data to be made available for sale to drug and
insurance firms: Privacy experts warn there will be no way for
public to work out who has their medical records or how they are
using it

（Guardian, 19 January 2014）NHSの患者記録を製薬会

社や保険会社が購入できるようにされている！個人情報の専門家
は、今や市民は自分の医療データを誰が所持し、またどのように使
用されるかをコントロールする自由が皆無であると警告している
（ガーディアン新聞

2014年1月19日」）

• Doctors raise fears over sharing NHS Patient Medical Records
（Independent, 17 Feb 2014）医師たちの懸念、NHSによる患者の
診療記録を共有の危険性について（インディペンデント新聞
年

2014

2月17日）

特にカルテが売却される危険性に関するニュースは大きな衝撃をもた
らした。すなわち自分が無料で提供した保健衛生に関する個人情報が売
買され、私企業に使用されることに対して、英国の市民は敏感に反応し
たのだ。なぜなら前述の世論調査で明らかなように、英国市民の多くが
嫌う「民間の利益」のために己の個人情報が利用されるということが実
現されてしまうからである。
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先にも触れたように、英国では福祉国家に対する期待は高い一方で、
個人情報の扱いに対しても非常に厳しい姿勢を堅持しており、電子カル
テにおいてもその例外ではない。筆者2の2010年春期におけるフィール
ドワークや聞き取り調査だけでなく、Ipsos Mori の世論調査（2006）
においても、電子カルテ情報の利用に関して、公益となる研究への利用
には理解を示す英国市民は多い一方で、私企業の利益のために公共財
が使用されることには非常に抵抗感があることがわかる。これら報道
が英国市民に対して大きなインパクトをもって受けとめられた背景に
は、公益に関する彼らのこのような認識があったと考えられる。Royal
Academy of Engineering （2010）やLuchenski

et al （2013）の調査

からでも、英国市民は福祉国家全般と医師と患者関係の信頼関係にもと
づいて、およそ自分の医療データが他者に閲覧されたり、売却される可
能性があったりするとは想定していないことがうかがえる。したがっ
て、これらの報道がなされるまでは、英国市民は電子カルテの第三者に
よる利用については、殆ど無関心であったと考えられる。そして彼らの
暗黙の期待に反した政策がとられると知るやいなや、にわかに自分の医
療情報の二次利用に関する権利を行使できないかと模索し始めたと推測
される。
NHSはこれら報道による市民の動揺を鎮静化するため、2014年1月6
日に『 Better Information Means Better Care（よい情報サービスはよ
い医療サービスのため）』と題されたパンフレットを各家庭に配布し
た。その内容は、NHSに任せておけば情報は安全に利用されると言う
主張が繰り返されているのみで市民の懸念に応えるとは言い難く、例え
ば彼らの最大の関心事である民間の私企業などへの売却には一切触れら
れていなかった。ただしその末尾にある「ご自身の医療情報を匿名化す
ることなく第三者に開示して欲しくない場合には、家庭医にその旨をお
伝えください」との一文によって、患者に選択権があることを明示する
とともに、パンフレットの表紙にも「あなたには選択権がある」という
（63）
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謳い文句を掲げていた（NHS, 2014）。
すると市民はその「選択権」と具体的には何かを模索するようにな
る。そして「推定同意方式」におけるいわば拒否権行使の可能性を持っ
て十分な権利の保障とは捉えず、「推定同意方式」そのものに対しても
疑問を呈するようになったのである。
NHSのパンフレット配布を受けた市民のそのような動きの一例とし
て、MedConfidential（医療の秘匿権）という市民団体の活動が挙げら
れる。2014年に設立されたこの団体は、市民に上述の拒否権行使に関す
るわかりやすいパンフレットやインターネットページを提供し始めるよ
うになった。また、記入するだけで各個人が自分の医療情報の第三者へ
の開示を拒否することを表明できるフォームも提供しており、これは多
くの市民に利用されるようになっている。また、NHSが患者の医療情
報を第三者に開示するか否かについての責任を家庭医に委ねたこともあ
り、患者との信頼関係が損なわれることを懸念して、市民に電子カルテ
のネットワーク化に伴う「推定同意方式」の制度に関する認知活動を展
開し始めている家庭医も多い3。
また「推定同意方式」自体が市民の権利を阻害しているとの見解も見
られるようになった。それは、各個々人が自身の医療情報に対する権利
を行使するべきであり、行使しない場合にNHSがその本人に代わって
「同意」である「推定」するのは権利の侵害であると訴えるようになっ
た。このことは、Big-opt-outよりさらに踏み込んだ権利行使を市民が要
求するようになったことを意味する。なせなら、彼らは個人の医療情報
に関して「推定同意方式」を廃止し、「インフォームド・コンセント」
の権利を要求しているからである。彼らの多くは市民運動を展開する一
方で、インターネットなどを利用して、署名活動を展開することで多く
の市民を巻き込もうと動いている４。
つまり英国では2014年の新聞報道とNHSのパンフレット配布を契機
として、医療情報に対する個人の権利に関する認識が市民の間に広まる
（64）
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こととなった。そして、自己の権利行使について一方では推定同意方式
の範囲内で、他方ではそのシステム自体に対して、アクションを起こし
始めているのがイギリスの2014年の現状といえるであろう。

Ⅲ

アメリカの事情

米国においては、二つの政策がカルテの電子化を進める契機となって
いると考えられている。そのひとつが2009年のAmerican Recovery and
Reinvestment Act という法律であり、カルテの電子化を推進すること
で、米国経済を活性化しようという狙いがある。もう一つが、医療デー
タに依拠して、より医療経済に効率的である治療を行ったものに対して
公的な医療給付を行うと言うPay for Performance（P4P）と呼ばれる
政策であり、2001年から施行されている。井上（2012）が指摘するよう
に、後者のシステムを円滑に進めるためには、医療データを整備する必
要があるため、データベースの構築の重要性が米国の医療関係者の間で
認識されてきている。したがって、医療情報の電子化は米国における一
つの社会的な課題と見てもよいであろう。
しかし米国において、医療情報の電子化は進んでいるとはいえない。
Hsiao （2014）の報告によれば、約半数の医院において基本的な電子化
は進んでいるようではあるが、それは英国のようなネットワーク化を企
図しているものではなく、また州ごとによってもその普及率に大きなば
らつきがある。また完全な電子化、すなわち診断に必要な血液検査の結
果やMRIなどの画像診断の画像といった諸検査の内容ならびに医師や看
護師による所見や診察記録を含めた電子カルテ、という点になると1.5%
しか進んでいない現実がある（Jha, 2009）。
この原因については諸説ある。例えば、Kenneth （2013）は、この
分野におけるIT企業はグーグルやフェイスブックのような規格化をし
たり、リーダーシップをとったりする企業が現れず、逆に小企業が乱立
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していることから、比較的安価で性能の高い製品を供給することが難し
いことが、電子化の普及を阻害している側面があると指摘している。
もっとも、英国やフィンランドでは、医療情報電子化に関わる機器に関
して、自国製品に必ずしも依存していないことに鑑みれば、この点が主
要な阻害要因となっていると考えることは、無理があるかもしれない。
米国の医療制度と「公益」ならびに「福祉国家」との関係性につい
て、本稿の仮説にもとづいて考えてみよう。米国の医療は自由診療と公
的給付の二本柱であるものの、国民皆保健・保険制度という福祉国家的
な制度は採用されていない。英国においてNHSがカルテの電子化に大
きな役割を果たしたことを考慮してみると、米国のこうした医療体制は
カルテの電子化において一定の影響を及ぼすことが（その負の影響度も
含めて）推測される。そこでまず、先に述べたP4Pという医療統計を利
用して公的な医療給付水準を下げるという政策について考えてみよう。
P4Pという制度は、医療統計を用いて、公的な医療サービスの全国
的な平準化を企図したものである。各医療機関が提供した医療行為の水
準が一定レベル以上であるものに対して公的な医療給付額を加算して分
配し、水準が一定レベル以下のものに対して減額をするというものであ
る。またこの分配制度を実施するにあたり、各医療機関の診療内容を統
計化する必要があるため、電子カルテによる情報に対しても、経済的な
インセンティブを設けて推進しているものである。具体的にみてみよ
う。医療情報に関して言えば、ひとりの患者の診療記録が電子化された
情報システムとして第三者が検索できるようにしている場合には、その
患者の治療に関する給付水準に幾らか（日本円にして10円程度）の加算
をされて配給される。また同一の疾病に対する治療費に関して、複数各
医療機関間で比較評価を行い、費用対効果の高い治療を行っている医療
機関に対して診療報酬を増額するというシステムとなっている。またこ
の比較評価を行う際には、医療情報を電子化して提出する必要がある。
したがってP4Pという医療費の分配制度によって、医療費削減ばかりで
（66）

苫小牧駒澤大学紀要

第29号

2014年12月

なくカルテの電子化も、二次的にではあるが、推進されると考えられて
いる。
しかしP4Pは、現時点では公的保険の下にある医療機関においてのみ
義務化されているにとどまっている。米国の公的保険は二種類あり、そ
の第一はメディケアと呼ばれる65歳以上の高齢者が加入するもの、第二
は、メディケイドと呼ばれる低所得者層を対象として、最低限度の医療
を供給するものである。前者と後者の重複加入も見られるが、加入者数
では、前者の加入者が国民の15.7%、後者は16.4%という割合となってい
る（石橋、2013 2）。
これら公的保険の対象とならない米国民は民間の保険制度を利用して
おり、およそ68％に上る国民がそうした保険制度を利用していると考え
られる（江藤、2009 5）。民間保険を利用して医療機関を受診する場合
には、診療や検査などに対して請求される金額は、各医療機関が設定し
ている。
そして米国の民間保険診療においては、医師の裁量権よりも市場原理
が大きく働いていると言っても過言ではない状況である。なぜなら、
「マネージドケア」と呼ばれる保険会社の社員が治療方針に主導権を
握った医療費支払い制度があるからである。それは保険会社の担当者が
その患者の約款の規定と照らし合わせて、医師と医療機関の選定をはじ
め、どのような検査と治療をその患者に対して給付するかを決定する制
度である。それは、日本の皆保険制度ように医師自身が公的な医療費給
付の対象であると判断するような、医師に殆どの裁量権がある制度では
ない。例えば日本の国民皆保険制度では、診察に必要な画像や血液検査
のほぼ全てが医師の判断で可能であるが、米国の民間保険会社を利用す
る場合は、保険会社の承認が必要となる。また治療に関しても、日本の
制度下では高額なものであっても医師が必要と認めれば、様々な公的な
補助により患者がその治療の恩恵にあずかれることが多い一方で、米国
の保険会社を利用する場合は、患者の保険担当者が高額と判断すれば、
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治療に対して保険給付はされないため、全額を自己負担するか治療を断
念するかという二者択一の選択に迫られることが多い。つまり米国の民
間医療保険の診療においては、検査から治療まで保険会社の社員という
市場原理で動く人間が、その患者に関する医療給付の一切を担っている
のである。
また、必要な医療費の殆どを給付する医療プランに契約できる個人は
非常にまれである。例えば2005年には処方箋でさえ保険で提供しない保
険プランが26%占めるようになっている（関、2007 20）。したがって
関（2010）が指摘するように、必要な治療を個人が加入している保険の
枠内で受けられない米国市民が大多数とも言えるだろう。
さらに米国では、国民のうち一定数が無保険であることも特筆に値す
る点である。無保険者とは、一定の個人資産を有するためにメディケイ
ドの対象とはないものの、民間保険に加入する経済的余裕がない層、或
いは、既往症・家族歴から保険会社から加入を拒否された層を指す。し
たがって、最貧困層ではないワーキングプアと呼ばれる世帯とほぼ同義
である18.7%（Fronstin, 2009）の国民が、米国では医療保険の恩恵を受
けることができない状態にある。
すなわち、米国の医療制度は、国民全体の健康という「公益」の実現
よりも市場原理を優先させてその運営が行われていると言うことができ
る。結果として、Himmelstein et al. （2005）の報告にもあるように、
個人破産のうち約半数が高額な医療費負担を原因としたものとなってい
るのである。
このような状況を打破するため、オバマ政権は新たな健康保健制度の
導入に関する法整備を進めている（Patient Protection and Affordable
Care Act 2010）。これによって、国民の94%が対象となる健康保険
制度（いわゆる「オバマ・ケア」）の確立を目指している（廣瀬、
2010）。しかし、本法律に対しては多方面から反発が出ており、その実
効性の面で疑問が残っている。
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連邦政府主導による国民皆保険を目指すオバマ・ケアに対しては、連
邦裁判所においてその合憲性が問われる訴訟へと発展した。本訴訟の過
程では、国民に対して特定の保険商品の商取引を義務付けることが「個
人の権利侵害」に当たるとの指摘がなされた。2012年に出された判決に
おいて、連邦政府による国民の健康保険への加入義務付けは、保険商品
の購入強制には当たらず、税の徴収として理解されるべきであるとの司
法判断がなされ、その合法性が担保されたものの、未だに国論を二分
する制度であることは否めない。特に、オバマ・ケアは旧ソ連で行わ
れていた共産主義・国家主義的な政策の復活だとの批判は、米国にお
ける国民皆保険制度への強い疑念を象徴的に表すものだと言えるだろ
う。Rummssen（2014）によって行われた 世論調査においても、オバ
マ・ケアに対して反対であると答えた者が過半数を占めている。また、
Conover（2014）は、オバマ・ケアが、再度、訴訟の対象となる可能性
をも指摘している。
したがって、米国では、国家による保健政策の推進に基づいた「公
益」の促進よりも、医療サービスの選択の自由という「個人の権利」の
行使が優先されていると言うことができるだろう。その背景としては、
福祉国家概念に対して市民が懐疑的な態度を根強く持っていること、社
会保障において「自由主義」かつ「自己責任」を重視する傾向が強く、
「市場の役割を重要」視する傾向が高いことなどが挙げられるだろう
（厚生労働白書、2012 83）。また、米国民のこうした態度を理解する
上で、その歴史的背景を見逃すわけにはいかないだろう。すなわち、米
国は植民地時代にその宗主国である英国の一方的な課税に反旗を翻して
州の連合として独立を果たした歴史があり、その結果、国家による市民
生活への介入、特に一律の徴税を嫌う傾向が強い。また、州政府を国民
生活における中心的役割を担い、連邦政府の役割は、軍事と外交などに
限定すべきであるとの理解が、合衆国設立以来、一般的なものとなって
きたのである（例えば鈴木、2003を参照）。つまり連邦政府を主導とし
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た国民皆保険制度を構築することは、現状の世論状況だけでなく、歴史
的な背景を考慮しても、相当な困難を伴うと考えるのが妥当であろう。
この状況を鑑みて、もう一度カルテの電子化政策について考えてみよ
う。第一に公的保険を利用する患者は国民の2割強程度に過ぎずしかも
最低限の医療保障にすぎないのであれば、先に触れたP4Pの政策的な効
果も自ずと小さいと考えるのが適当と言えよう。その一方で、残りの8
割の患者に対するカルテの電子化の費用は全て病院の負担となる。する
と、医療機関としては、電子カルテを導入する強い動機に欠けることは
確かである。事実P4Pについては、Menachemi et al（2009）の研究に
より、医療情報の電子化に対する貢献度は低いことが明らかにされてい
る。
更に考慮しなくてはならないのは、医療制度と福祉国家に対する米国
市民の態度であろう。米国は国民皆保険制度が存在しておらず、また個
人の権利を重要視していることが明らかになった。したがって、電子カ
ルテの統一規格を導入することにより、国内の全医療機関が協力体制を
構築するとの提案に対して、医師および医療機関から強い抵抗感が示さ
れることは想像に難くないだろう。また医療費の給付でも、メディケア
とメディケイドを除けば、個別の民間保険会社によって決定されるた
め、給付水準の決定に際しては、各企業及びその担当者の方針、保険の
約款規定などにより、多種多様の形態が想定される。こうした状況下で
は、電子カルテ利用を通じた医療サービスの全国的平準化や、同一疾病
に対する医療費支出の平準化（医療費給付水準の平準化）といった「公
益」に通じる政策目標を立てることは困難であろう。医療の保険会社か
らの給付に関しては、各保険会社によるサービス・パッケージと価格の
競争を展開するのが市場経済原理としては正しい道と判断されるから
だ。
このような状況から鑑みて、米国においては英国のような福祉国家、
民間企業、市民社会の関係性は成立しない。まず米国の多くの市民に
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は、英国と異なり、個人の選択の自由を一部制限するような福祉国家的
サービスを構築に対する抵抗がある。また「個人の権利」を抑圧するの
が政府であり、それを代弁するのが民間企業と言う位置づけであり、民
間企業が公益を妨げるという意識を持つ多くの英国市民と対照的であ
る。その結果、米国の健康医療の分野においては、英国市民のように福
祉国家によるサービスを享受するよりも、私企業に市場原理にもとづく
自由競争を行わせ、「個人の権利」としてその私企業のサービスを選択
する方が、多くの市民には優先される価値と判断できるだろう。
米国におけるカルテの電子化は、英国のような画一的な適用を行うこ
とはかなり困難となるものと考えられる。なぜなら、カルテの電子化を
一斉に行う手段も方法も公的機関においては存在しないばかりか、その
ような動機も米国の市民社会は持ち合わせていないからである。その結
果、電子カルテの普及率は前述のように、低い水準のまま推移している
と考えられる。

Ⅳ

日本の事情

日本においても、医療情報の電子化は国の重要課題として進められて
きた。厚生労働省の2001年の保健医療分野の情報化にむけてのグランド
デザイン（厚生労働省、2001）を起点として、2006年に「医療・健康・
介護・福祉分野の情報化グランドデザイン」により進展してきた。しか
しその内情には、二つの対照的な側面が見受けられる。「レセプト」
という診療報酬情報は電子化が92 .8％に上り、普及が進んでいる一方
（社会保険診療報酬支払基金、2013）、患者の診療記録、すなわちカル
テ自体の電子化については、200床未満の医療機関で8.9%、200－400床
のそれでは 14.2% 400床以上で38.8%という低い普及率にとどまってい
る（厚生労働省、2012）。この結果についても、日本の市民社会と福祉
国家の関係性から考察していきたい。
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日本の医療は、そのほぼ全てが、国民皆保険制度に依拠する医療機関
によって担われている。そこでは、各医療機関が独立性を持って運営さ
れる一方で、患者の医療費に対しては公的な保険から一般的には7割程
度給付されると言うものである。その結果、英国のように公的で一律に
給付されるサービスでもなく、米国のように民間主導型の保険制度でも
なく、ある程度は医師と医療機関の自由裁量を認めた「公益」性の高い
医療制度である。
また、日本の国民保険制度においては、現在9割以上が電子化されて
いる「レセプト」という診療にまつわる情報が、どの医療行為において
も一律に重要な役割を果たしている。なぜなら公的な医療の給付という
ものは、「レセプト」と呼ばれる厚生労働省が定めている診療報酬の金
額をそれぞれの医療機関が還付申請をして成立するものだからである。
例えば、胸部エックス線画像を2枚診察に利用した場合、厚生労働省が
定めるその医療行為に対するレセプトは、2014年現在一律に2870円の給
付となっている。そのうち1割の287円が後期高齢者（75歳以上の）の自
己負担額であり、3割の861円がそれ以外の患者の自己負担額となる。自
己負担を除いた額、つまり75歳未満の患者の場合2009円は公的な医療負
担となる。そしてその公的な部分は、各医療機関はその旨を記載した
「レセプト」という申請書類を「社会保険診療報酬支払基金」もしく
は「国民健康保険連合会」に申請をして、はじめて給付が行われるの
だ。
するとレセプト・データを集積することにより、医療統計を作成する
ことが、日本の保険制度においては可能となる。つまり「社会保険診療
報酬支払基金」ならびに「国民健康保険連合会」の診療報酬に関する情
報を統合すれば、各種の医療実績データの集積ができるようになる。
そしてこのレセプトを電子化すれば、厚生労働省に三点の利便性を
もたらすと筆者は考える。第一は医療行為の概要を把握し、統計化する
ことが可能になる点である。すなわち、ある患者の医療に関して申請さ
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れた医療報酬について、いかなる診断に基づいて、どのような検査を行
い、何日間の入院要したか、どのような投薬がなされたのかなどを、レ
セプトを通じた申請内容から把握して統計化できるということである。
第二に、診療報酬を利用する場合、申請された診療費は専門的に記号化
されていることから、個人を特定しない形で統計化することが簡易な形
で可能であると考えられる点である。この場合、個人情報に抵触する危
険性が少ないため、個人情報保護に関する市民の懸念も軽減できるであ
ろう。実際、厚生労働省（2013-a）も、レセプトを利用した医療統計を
含めた疫学研究やサービス向上のための研究を促している一方で、この
分野に関する電子カルテの利用には触れていないことから、前者に政策
的な期待を寄せていることが分かる。第三は、レセプトの統計を用い
て、医療サービスの全国的な水準を保つことも可能となるだろう。例え
ば合併症のないシンプルな虫垂炎の治療について、目標となる手術時間
と入院期間を設定し、各医療機関が提出したレセプトの統計を利用し
て、その目標値の近づくよう指導ができる点である。この点に関して、
厚生労働保健局（2013）ならびに政府としても（首相官邸、2011）、積
極的に進めていく方針を明らかにしている。
これらの期待される利便性の結果であろうか。この10年あまりの日本
の医療情報の電子化は、レセプトに集中した政策が取られてきていると
いっても過言ではない。厚生労働省は2001年からレセプトの電子化指導
を徹底して行ってきた。そして2009年の「レセプトオンライン請求に関
する省令改正及び告示の制定」（厚生労働省、2009）により、基本的に
レセプトは電子媒体のものしか受理しない方針をとるまでにいたった。
その結果、レセプト全体の92.8%が電子化されている（厚生労働省、
2013-a）。
さらに医療情報の電子化に関しては、厚生労働省（2013-b）は個人情
報の保護という点についてその指導を徹底している。すなわち、レセプ
トや電子カルテの運用管理について細かい指示を受け、各医療機関は第
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三者に漏洩したり悪用されたりしないような措置を講ずる義務が生じて
いる。また電子カルテについては、当該の医院や医師以外の閲覧と利用
に関して「インフォームド・コンセント」を基本とした政策を推進し、
個人情報の保護に細心の注意を払うよう努めている。
このような政策は、日本の市民社会の個人情報に対する態度を、特に
公の機関が個人情報を一元化して管理することへの忌避感に対して、
考慮したものと筆者は議論したいと考えている。英国のIDカードと同
様、日本においても個人情報の詳細を電子情報として保存し、その記録
をオンライン化することで全国一律にアクセスできる「住民基本台帳
ネットワーク」という政策が2002年に実用化された。しかしこれに対し
ては、福祉政策の行き過ぎであり、警察国家的な体制に繋がりかねない
との批判が各方面から提示された。その結果、全国の地方裁判所に対し
て「プライバシーの侵害」を事由とした提訴が行われた事例は約50件に
及んだ。本件につき、大阪などを含む複数の地方裁判所が違憲判決を出
したものの、2008年の最高裁判所の判断において合憲性が示されるに
至った。（総務省、2008）。しかしながら本件に関する国民的合意が成
立したとは言えず、その普及率は政策施行から10年を経過した2012年の
時点で1割未満となっている。
住民基本台帳のネットワークにおいては、個人情報の国家の一元化
管理と情報の悪用という点に国民の懸念は集中していたと思われる。
世論調査においても、9割を占める回答者が情報の漏洩に対する不安を
示し、個人の行動や情報に関する「国家監視」に対する懸念も8割にの
ぼっており、総合的にみて住民基本台帳ネットワークは「社会に有用
でない」と答えていた（日本生産性本部、2005 5）。住民基本台帳ネッ
トワーク導入の前後における新聞報道も、その「ネットワーク化」に
は否定的な論調が多く、個人情報の漏洩の可能性も幾度となく指摘さ
れ、国民の不安を増幅させる結果となったのではないかとの報告が榎並
（2010）の研究においてなされている。この結果ら見ても、個人情報の
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一元的な管理に対して、日本の市民社会の懐疑的な反応がうかがえるだ
ろう。
住民基本台帳に対する国民のこうした反応に鑑みれば、日本において
電子カルテのネットワーク化を図ることは困難であるものと考えられ
る。つまり上述のように、医療情報の電子化とネットワーク化に関して
は個人の権利に最大限の配慮がなされた政策（例えば、厚生労働省、
2009）がとられる必然性があったと判断するのが妥当であろう。まず、
電子カルテという詳細な個人の医療情報記録については、厚生労働省も
また各医療機関も細心の注意を払って、すなわち設備投資と人的投資を
伴った形で、導入する以外に選択肢は殆どなかったであろう。結果とし
て、財政的な余裕のある大病院のみがその導入に踏み切っており、その
普及率は4割程度となっているのである。
また、レセプトの電子化情報により医療統計を含めた疫学的研究が可
能であるため、電子医療カルテを集積したデータを利用する必要性はな
いことも、本研究の議論から判明している。つまりレセプトは、医療
データ集積による利便性といわれるものの大半を網羅している。そして
個人情報の保護という観点からいえば、レセプトは電子カルテに比べれ
ば、その扱いに対する「インフォームド・コンセント」を考慮すると
いった煩雑さもなければ、行き過ぎた個人情報の管理であるという市民
的な反発を生じる危険性もない。この点を鑑みれば、厚生労働省がレセ
プトの政策利用を推進し、電子カルテとそのネットワーク化については
各医療機関の裁量に委ねる政策を取ったのも合点できるだろう。
したがって日本の医療情報の電子化に関する結果は、日本の市民社会
における福祉国家に対する「個人の権利」に関する反映だといえるだろ
う。すなわち電子カルテの普及は、個人情報保護という観点から特に
ネットワーク化については非常に低い結果となったものと考えられる。
また個人情報の保護を最優先しているため、英国のように「推定同意
式」を採用して様々な目的に電子情報を利用するという政策も採らな
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かった。このことで、「住民基本台帳ネットワーク」の二の舞になるこ
とを避けようとしたと考えられる。その一方で、政策側には国民皆保険
制度に付随する「レセプト」という医療情報の概略の全てを入手する手
段があり、しかもそれは個人情報に殆ど抵触しない形でデータを集積す
ることが可能であった。これにより、電子カルテのネットワーク化のよ
うな医療機関の相互連携による治療や研究といった面での利便性は得ら
れないものの、医療統計や疫学研究に必要なデータの収集を可能となる
という利点を持っていた。つまり、英国ほど電子カルテの集積データに
執着する必要性がなかったといえるだろう。そのため政策側はレセプト
の電子化に力点を入れた政策を実施し、それを普及させることに成功す
る一方で、カルテの電子化やネットワーク化に関しては各医療機関の都
合に、その多くは市場経済的な原理に、任せたといえるだろう。
		

Ⅴ

結語

日英米において患者の診療情報の電子化は、2000年代初頭から政策と
して推進されてきた。それは、国民の健康状況を把握し保健政策を実施
するという「公益」を目的とし、また公的医療費削減に向けた給付水準
の平準化をも視野に入れたものであった。しかしながら、三国いずれに
おいても医療カルテの電子化、分けても、患者の電子医療情報のネット
ワーク化については、それぞれに困難に直面することとなった。
日英米のカルテの電子化政策の停滞や頓挫は、どの国にとっても市民
社会における「個人の権利」を重視する傾向に起因している。しかしな
がら、どのように患者の医療情報が電子化されたか、もしくは電子化の
どの段階において反対されたかという点が大きく異なってくる。本稿で
は、その結果はそれぞれの国の「公益」に対する市民社会のあり方、ま
た「福祉国家」に対する市民の態度の反映ではないかとの仮説に基づ
き、日英米の比較検討を行った。
（76）

苫小牧駒澤大学紀要

第29号

2014年12月

米国においては、電子カルテの普及という「公益」を考える以前に、
医療サービスの公共化、すなわち国民皆保険制度という「福祉国家」的
な政策が否定されている現状があった。もちろん、電子カルテを応用し
た医療統計を利用した医療水準の平準化および質の向上などの「公益」
の重要性自体は、米国の医療関係者には認識されている。しかしなが
ら、医療サービスにおける「個人の選択」の自由という観点、また「福
祉国家」的な政策に対する歴史的社会的な反発から、国民皆保険制度は
未だ実現されていない。すなわち、個人の保険の選択の自由、医療サー
ビスの選択の自由という「個人の権利」の方が、医療資源をある程度の
範囲で平等に分配して国民全体の健康状態を改善するという「公益」よ
りも社会における重要性が高いとされてきたのである。その結果、カル
テを含む医療情報の電子化は各医療機関の自由裁量と市場原理に委ねら
れることになり、その普及は遅々として進んでいない。
一方、日英においては保健政策において一定の範囲内で個人の権利よ
りも公益を優先する傾向が見られる。すなわち、全ての国民が一定の医
療サービスを公的補助の下で等しく受ける権利を享受する一方で、医療
サービスの提供と医療費給付水準に関しての選択権は医師に委ねられて
おり、患者の選択の範囲は狭いものとなる。他方で、大多数の市民が公
的医療サービスを利用しているため、両国の政策担当者は、医療情報を
一元化して集約するための手段を持っていた。
しかしながら両国は、その公的医療の給付方法の差異により、電子カ
ルテの普及に関して大きく異なる経緯をたどることとなった。英国にお
いては、NHSが直接公的補助資金を受けて医療機関を運営している。
そのため英国で国や地域全体の診療情報を収集して医療統計を取ったり
疫学研究を行ったりする場合、各NHSカルテの情報を集積する以外方
法がないため、この電子化とネットワーク化に期待が寄せられることに
なった。日本の国民保険制度においては、カルテの他にもう一つの情報
の利用が可能であった。なぜなら、日本では独立した医療機関が医療
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サービスを提供しているが、診療報酬に関しては二つの公的機関、すな
わち「社会保険診療報酬支払基金」もしくは「国民健康保険連合会」、
に集約して給付される仕組みとなっていた。そして各医療機関は診療報
酬を必ず請求する際に「レセプト」と言う簡易な診療報酬の請求記録の
みを記した情報を利用して、上記の二つの機関に還付申請をする。その
ためこの「レセプト」を使用しても、医療データを入手することが可能
であった。この差異が医療情報の電子化における両国の結果の相違に結
実してくると、本稿では議論してきた。
英国においてはNHSが一元化して電子カルテのネットワーク化を進
め、2013年前後にはほぼ完遂するようになるが、その政策の実態が周知
していくのに伴い市民から強い反発が示されるようになる。すなわち
2014年の1月頃から、電子カルテにおけるデータの二次利用や第三者に
提供する際の「個人の権利」が大きな社会問題となり、想定していたよ
うな医療統計を扱ったり、更なるネットワーク化推進をしたりすること
が難しい状況になってしまった。NHSは個人の医療情報に関して「推
定同意方式」を用いたため、各市民が積極的にその情報利用に関して具
体的な要望を出さない限り、NHSの裁量でその個人医療データを二次
利用したり、第三者に譲渡されるなどの可能性があった。しかし本稿で
は、個人情報の国家による一元的な利用や市場原理にもとづく民間企業
による利用に関しては、英国市民は強い警戒心を持っていることを明ら
かにしてきた。また英国市民の個人情報の保護に関する意識は、「イン
フォームド・コンセント」を通じて、個人がその利用方法を選択する権
利を要求し、国家や公の機関にその利用方法を委ねることを拒否する傾
向があることも議論してきた。その結果と言えるだろう。英国において
はNHSの裁量で保険会社やその他の民間企業などの第三者に自身の医
療情報が二次利用される可能性があることが周知されるにつれ、NHS
のカルテの電子化政策自体が市民の信頼を失い、大きな社会問題へと発
展しつつある。そして、どのような形でこの問題が収束するかは未だ定
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かではない現状にある。
日本においては、レセプトによる診療情報の電子化は2013年時点で一
般化していた一方で、カルテの電子化およびネットワーク化に関して
は、普及が進んでいないのが現状である。本稿で考察して来たように、
日本の場合も英国と同様に、国民のあいだに「公益」に関する受容は進
んでいるものの、個人情報を国家が集積して利用することに対する忌避
感があることが、2002年に導入された住民基本台帳ネットワーク政策の
失敗例から明らかになった。それとほぼ同時期に医療情報の電子化政策
が進められたことに鑑みて、厚生労働省がこの点に配慮しなかったとは
考えにくい。電子カルテの利用については「インフォームド・コンセン
ト」方式を採用しており、医療の個人電子情報については細心の注意を
払った取り扱いを行うように2000年代に指導をしている点も本稿では指
摘してきた。そして個人情報の特定につながりやすい電子カルテに関し
ては、健康保健政策に利用するための医療統計、すなわち「公益」にま
つわる応用は、厚生労働省としては実行していない。レセプトは診療報
酬という医療の配分の数値に関するものであるため個人情報に抵触する
懸念がない。そこで個人を特定することを避けながら、医療統計データ
を採取することが容易にできる利便性もここで考察してきた。すなわち
レセプトを使えば、国民の反感を買うことなく「公益」に通じるデータ
の集積が可能だと言うことである。それならば、レセプトには大きく推
進する動機が政策側にあっても、電子カルテとそのネットワーク化に関
しては殆どないものと判断されるであろう。
したがって、英国と日本の医療情報の電子化について異なる状況を示
したのは、NHSと国民保険という異なる医療給付制度に起因している
と結論付けられる。なぜなら、日本と英国は市民社会におけるプライバ
シーに対する反応も、公益に対する意識も似通っていた。だからこそ、
国民皆保険も実現されている一方で、公の機関による個人情報の一元管
理に対しては、多くの市民が反旗を翻すところまで共通である。しかし
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ながら、この両者の決定的な相違点は、英国には医療情報を集積するに
は個人情報が満載の医療カルテを利用する以外方法がない一方で、日本
においてはレセプトという簡易で記号化と匿名化されやすい、すなわち
個人情報に抵触されにくい、医療情報を利用できた点である。その結
果、医療情報の電子化がもたらす「公益」の大部分を、レセプトの電子
化により日本は成功することが可能であった。一方で、英国はレセプト
が利用できないため、電子カルテを利用した情報の集積と個人情報の保
護という二つの利益が衝突することになってしまったと結論付けられる
であろう。ただし、日本のカルテの電子化という面では、米国とほぼ同
様の市場原理に近い形で導入が進められることになり、その普及率も米
国と同じように低迷することとなったと考えられる。
本稿で論じた三国では、ほぼ同時において、医療情報の電子化がもた
らす「公益」が政策側で認識されるようになり、これを推進することが
政策として決定されたものの、その経過については、大きな相違が見ら
れた。そして、その普及のあり方は、市民社会の側で「公益」と国家、
特に「福祉国家」、に対する意識の差異、また「個人の権利」に関する
市民の態度の違い、そして社会保障制度自体が異なることが大きな要因
であることを仮説として本稿では検討し、それを明らかにしてきた。
またここでは詳細に議論はできなかったが、フィンランドとの差も一
言だけ触れておきたい。IDカードや住民基本台帳のような身分証明書
の形態を義務付けることが可能であったフィンランドでは、日英のよう
なプライバシーや個人情報に対する国家一元管理に対する個人の権利意
識が薄いと推測されるだろう。そのため、医療カルテの国家一元化の情
報管理が成功したとも言えるのではないだろうか。
日英米における医療カルテの電子化政策は、このように市民が理想と
する「公益」と「個人の権利」に対する考慮が不十分であったことが起
因して、三国に共通して停滞もしくは頓挫していると結論づけられるだ
ろう。もちろん、三国それぞれにその状況は異なっていることは言うま
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でもない。そして、この結果から言えることは、現行制度や政策のまま
では、三国ともカルテの電子化とネットワーク化の普及は進まないとい
うことである。したがって今後の日英米における医療上の電子化とネッ
トワーク化については、各国の医療における「公益」と個人情報に関す
る「個人の権利」に対する市民意識を反映させて進める必要があること
を本稿の結びとしたい。

注
1

だからこそサッチャー女史の英国における好感度は海外に比べて非

常に低く、2013年に彼女の死が伝えられるや「魔女が死んだ」と歌って
祝う人びとがあらわれ、その歌謡が売り上げのヒット・チャートにも
ランク・インする勢いをみせたほどであった。この社会現象について
は、例えば以下の新聞報道を参照されたい。（Mail 9 April 2013; The
Telegraph, 14 April 2013）
2

2010－2011年にかけて、筆者の属する研究グループでカルテの電子

化に関する質問紙調査を行ったが、その事前調査としてのフィールド
ワークと聞き取りは、筆者のみで行っている。ここはその事前調査を指
す。
3

例えば、ランカスターでは2014年4月28日に家庭医と研究者が市民へ

の公聴会を開いている。また、ハンプシャーのNeil Bhatia

（2014－）

医師は、多くの市民への啓蒙活動を展開している。特にインターネット
を通じて、NHSが1月に配布したパンフレットについて言及し、その内
容を更にわかりやすく市民に説明したり、さらなる詳細情報の案内もし
たりして、医療情報の譲渡に関して患者が制御できるよう促している。
4

このような署名は随所で見かけられる。例としては、http://action.

sumofus.org/a/nhs-patient-corporations/2/3/?akid=3837.2339482.1
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PCBzA&rd=1&sub=fwd&t=1

や、https://you.38degrees.org.uk/

petitions/prevent-the-sale-of-nhs-patient-records-to-drug-and-insurancecompanies-1

などが挙げられる。

高額医療に関しては、国民の大半は8万円程度を支払うだけで、それ
以上の自己負担は求められることはない。また、75歳の後期高齢者に関
しては1割負担である。
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