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極彩色料紙

ボードリアン図書館

するとともに、簡単な解題を副え紹介する。

画中詞

晃

平

HAYASHI Kouhei

料紙も染色と下絵を持つ、極めて珍しくまた価値の高いものである。ここに許可を得て全文を翻刻

復がなり、その美しい姿の調査が可能となった。本文はⅠ類であり、絵が極彩色であるだけでなく、

オックスフォード大学の日本研究図書館には極めて美麗な「浦島太郎」の絵巻が存する。近年修

御伽草子

林

オックスフォード大学蔵絵巻「浦島太郎」の翻刻と解題

第二十七号

要旨

キーワード：Ⅰ類本

The Tale of Urashima in the Bodleian Library, University of Oxford
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解題（書誌・特徴・謝辞）

MS. Jap. c. 4 (R)
牙軸 表紙に紐（紫平打組紐）付属

オックスフォード・ボドリアン図書館・日本研究図書館

主な書誌は以下の通り。寸法はミリメートルで示す。
所蔵
整理番号
裝丁 巻子本・一軸

表薄茶

焦茶・白茶の十二弁菊・唐草繋ぎ・裏金砂子散らし

外題 表紙の貼題簽（一三四×三一、色紙に銀砂子散、墨書き）「浦しま（志満）」
表紙 三五六×三六〇

内題ナシ

＼ es 100
」次の記載がある。オークションの番号かという。
No736

別に旧表紙（三三八×二二〇）がある。縹色に黄土色の糸で花繋ぎ模様を織り出す。紫の平打組紐付属、
旧表紙には、ラベルがあり「
見返 金砂子散らし（後補）

第〇一紙
（挿絵・０１）

（詞書・〇一）

三三一×一九三

三二九×五六一 〈浦島・亀を買い取る／船で蓬萊へ・（画中詞）〉

三二九×二七八

料紙の寸法と様態は以下の通り

第〇二紙

（詞書・〇二）

三三一×九三二 〈蓬萊山到着と門前／宮殿内〉

全二三紙（詞書一三、・挿絵一〇）

第〇三紙

（挿絵・０２）

三三一×三九四

料紙 鳥の子

第〇四紙

（詞書・〇三）

三三〇×六一九 〈蓬萊山・春の庭・（画中詞）〉

薄縹色・金銀泥下絵（朝顔）

第〇五紙

（挿絵・０３）

肌色地・銀切箔砂子散らし

黄色地、銀切箔截金砂子散らし、金銀泥下絵

薄縹地・銀切箔砂子散らし・金泥下絵（朝顔葉・薄？）

第〇六紙

三三〇×三四五
二〇一三年三月

（詞書・〇四）
第二十七号

第〇七紙
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第一七紙

第一六紙

第一五紙

第一四紙

第一三紙

第一二紙

第一一紙

第一〇紙

第一〇紙

第〇九紙

第〇八紙

（詞書・一一）

（挿絵・０８）

（詞書・一〇）

（詞書・〇九）

（挿絵・０７）

（詞書・〇八）

（詞書・〇七）

（挿絵・０６）

（詞書・〇六）

（挿絵・０５）

（詞書・〇五）

（挿絵・０４）

三三〇×四八二

三三三×四三九

三二九×二五四

三三一×二八一

肌色地・銀切箔砂子散

肌色地・銀切箔砂子散・金銀泥下絵（雲・桜）

三三一×四六四 〈蓬萊山・秋の庭〉

三三一×一八一

朱地・銀切箔砂子散・金泥下絵（雲・岩・草）

三三一×四六七 〈蓬萊山・冬の庭〉

三三〇×一三三

朱地・銀切箔砂子散

三三〇×四五七 〈蓬萊山・別離／見送り・船出〉

三三二×一二五

薄紫地・銀切箔砂子散・金銀泥下絵（雲霞・笹）

三三一×四六六 〈故郷・浜辺／里人と出会う〉

三三二×四〇七

肌色地・銀切箔砂子散・

三三〇×四六五 〈蓬萊山・夏の庭〉

オックスフォード大学蔵絵巻「浦島太郎」の翻刻と解題

第一八紙
（詞書・一二）

三三一×四六〇 〈故郷・彷徨／途方に暮れる／箱を開ける・上人が見る〉

晃平

第一九紙

（挿絵・０９）

三三〇×一二〇

林

第二〇紙

（詞書・一三）

肌色地・銀切箔砂子散・金銀泥下絵（雲・霞）

さとをしのひ～するそや

赤地・銀切箔砂子散・金泥下絵（雲・柳）

青緑地・銀切箔砂子散・金泥下絵（雲・梶葉）

第二一紙

三三一×六三六 〈故郷・社頭・神楽〉
九一五九

（挿絵・１０）

合計

第二二紙

付記
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本絵巻には、一九九六年五月から一九九七年三月まで、住友財団からの資金援助を受け、当時オランダ在住の

）氏による補修が施されている。その際に、表
イギリス人修復師のフィリップ・メレディス（ Philip Meredith
紙のと裏打紙の交換が行われた。題簽は剥がして新しい表紙に貼り替えられている。旧表紙と裏打紙の一部は保

存されている。現状は裏打紙は本紙より上下に約一二ミリほど長くして本紙の保護にあたっているが、これは修

復前も同様であったため、縦の寸法はほとんど変わりない。この裏打ち紙による上下の余白が当初からのものか

は、他例を未見のため未詳。また、一部隣接料紙の損傷状態があまりに異なるので、錯簡あるいはもとは二巻で

）が残されており、そこには表紙
あった可能性もある。なお、修復にあっては、報告書（ Conservation Report
等の修復前と修復後の写真も掲載されている。また、桐箱と桐製の軸の補助も新調された。

オックスフォード大学ボドリアン図書館日本図書館蔵絵巻は、勝俣隆氏が「中世小説の挿絵と本文の関連につ

いての研究」（科学研究費補助金研究成果報告書・二〇〇三年）において報告されている。本来勝又氏が翻刻と

解題をお書きになるべきところであるが、今回、私にお譲りくださったことに感謝する。

）にも改めて感謝の気持ちを表する。
Izumi TYTLE

また、現物の調査の御配慮、その後のメールを通した質問にも気持ちよくお答えいただいた日本研究図書館の
イズミ・タイラー館長（

本文

所謂御伽草子「浦島太郎」の本文は大きく四系統に分けられ、当該絵巻はそのⅠ類に属する。Ⅰ類の本文の特

徴は次の五点である。第一は、は釣り上げられた亀を買い取り、放つこと。第二は、その命を助けた礼として迎

第二十七号

二〇一三年三月

えの船で蓬萊に行くこと。第三は、望郷の念を慰めるために四季の庭を見せることであり、他の系統が四季の庭
苫小牧駒澤大学紀要
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古絵巻と略称

庭での独詠・ｂ別れの場の贈答歌・ｃ帰郷後の独詠・ｄ開箱後の独詠・ｅその他）とその詠者を略称 （太郎・乙姫・僧侶）で示す。

中段には完本で古態をとどめる慶応本の所収和歌を底本とし、簡単な校異を付す。ただし、仮名遣い清濁及び漢

字と仮名の違いなどは省略した。下段には当該本を略称で記し、算用数字で和歌の順序を、×はその和歌を欠く

ことを示す。パリ本の最初が「？」であるのは、前半を欠くゆえ他本１番歌の存否が確定不能であるからである。

6

林

を
+

から望郷の念を生ずるのとは因果関係が逆になっていることである。第四は、里人が浦島の長寿を認め、火葬す

ること。それには仏教者の関与がある。第五は、浦島が開けた玉手箱の煙が蓬萊に届き、亀の乙姫がこれ
見て歎き悲しむことである。

Ⅰ類に属する諸本は、現在知られる限りは以下の六本である。詳細は拙稿「所謂御伽草子「浦島太郎」の展開─

一軸 （前半欠） 室町時代物語大成・二・

近年における諸本研究とその行方をめぐり─」
（苫小牧駒澤大学紀要・第二五号・二〇一一年一二月）にゆずる。

日本民藝館蔵古絵巻

オ大本と略称

慶応本と略称
勝俣隆氏の報告

一冊 （表紙欠） 三田国文・
一軸

慶応大学図書館蔵横型絵本
オックスフォード大学蔵絵巻

高安本と略称

石川本と略称

一軸 （前半欠・絵本改装）古典文庫・五八二「パリ本御伽草子」 パ
 リ本と略称

室町物語影印叢刊・

室町時代物語集・五・百十八

石川透氏蔵横型絵本（断簡）

一冊

60

この六本の和歌を一覧のかたちで対照させたのが次に示すものである。上段には和歌が詠まれた場 （ａ四季の

フランス国立図書館蔵絵巻

36

高安六郎旧蔵絵本

40

ａ太

ａ太
ａ太

ほ（古オ）とめて（オ石）

さとの（古オ石高）

うらめし（古）かなしき（高）

３

×

２

１

古

×

４

× ×

３

×

２

１

慶

×

４

× ×

３

×

２

１

オ

×

４

× ×

３

×

２

１

高

４

３

２ ×

×

１

×

？

石

４

３

２ ×

×

１

×

？

パ

「浦島太郎」Ⅰ類諸本所収和歌一覧

五（民）

おもふ （古）

さ月まつ花たちはなのかをかけはわかふる里人そこひしき
や （古）

いつのまに秋はきぬらんおほつかなきのふとそみる春のかりかね

猶（高）

なかむれは衣てすゝしひさかたのかきほになくは秋のむしのね
出（高）

こひしさにはまちをさしていてぬれはなをとをさかるふねそこひしき
おきのひて身をやくよりもかなしきはけふわかれぬるあとのしらなみ

ｂ乙
ｂ太

る（オパ）

としをへてかへりうけたるたまてはこあけてくやしきおひのかたちを
あけてくやしきたまてはこかな（高）

とりかはす手はこのうちをみるからに老そのもりのなけきをそする

つもりぬる年のこもるをしらすしていまさらあけてくやしかりけり

つ（石高）け（オパ）

ｄ太

ｄ太
ｅ僧

× ４

以外の四本の二つに分けられる。これは後に示す本文の異同からも認められる。その校異を検討すると、慶応本

この和歌一覧からⅠ類はパリ本とそれ以外の大きく二つに分かれることがわかる。さらに後者は古絵巻とそれ

×

第二十七号

二〇一三年三月

「里人」を民・オ・石・高の各本が「さとの人」としていることは、慶応横本も「里の人」と読まれた可能性を
苫小牧駒澤大学紀要
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示唆する。また、仮名遣いや漢字仮名の違いを除外すれば、民芸館古絵巻に三つ、高安本に二つの独自の異同が

あることがわかる。さらに異同から「民・オ」、「オ・石」、「石・高」、「オ・パ」（二例）などの各本間に

本

オ

大

Ⅰ類系諸本対照表・その一
応

おりふしつりをしてそ
ありけるなつあそひし人
かめをつりあけける

そも〳〵此さうしと
［
］はむかしたんこ
のくにみすのへといふと
ころにうらしま太郎と申
て廿はかりなる人あり

本

本

むかしたんこの國のみつの
ゑといふところにうらしまた
らうと申て七せんねんのよわ
ひをたもちなにゝつけてもと
ほしき事もなくめてたき人あ
り
この人はものゝのいのちを
たつことをかなしみけれはあ
るところにつりをしてあそひ
ける人かめをつりあけゝるを
かのうらしまみて申やうかめ
はまんねんと申事の候へは御
たすけ候へと申されけれとも
ころすへきよしを申せはふひ
んさのまゝうらしまかたから
をいたしそのかめをかひ候は
んよし申されけり

石 川

安

本

むかしたんこの國のみ
つのえといふところにう
らしまたらうと申て七せ
んねんのよはひをたもち
なにゝつけてもとほしき
事もなくめてたき人あり
この人物のいのちをた
つ事をかなしみけれはあ
るところにつりをしてあ
そひける人かめをつりあ
けゝるをかのうらしま見
て申やうかめはまんねん
と申事の候へは御たすけ
候へと申されけれともこ
ろすへきよしを申せはふ
ひんさのまゝうらしまか
たからをいたしそのかめ

高

共通する部分があり、これだけでは諸本の書写の関係を特定することはできない。本文を見ていこう。
表１
慶
むかしたんこの国みつ
のへといふ所にうらしま
太郎と申て二十はかりな
る人有
おりふしつりをしてそ
有けるなつあそひし人か
めをつりあけゝる
かのうらしま申やうは
かめはまんねんと申候へ
は御たすけ候へと申せと
もころすへきやうを申せ
はたからをいたしかめの
いのちをかいたすけうみ
へはなしける

かのうらしま申やうは
かめはまんねんと申候へ
は御たすけ候へと申せと
もころすへきやうを申せ
はたからをいたしかめの
いのちをかいたすけうみ
へはなしける

8

〔第一図

亀釣を見る〕

をかい候はんよし申され
けり〔第一圖〕

表１は、前半部分が存する四本の冒頭の対照表である。・類の徳著は、浦島が亀を買い取ることであるが、そ

本

オ 大

二〇一三年三月

まんねんこうをふるか
めのをとひめとさいあひ
す中〳〵よろつめてたき
事かすかきりなし
［第一図］
〈此女はうのりけれはろ

かゝるおんどくにやか
のうらしま太郎をかめの
みやこほうらいへつれこ
していろ〳〵のちんふつ
こくとのくわしにてもて
なしかしつきけり

本

川

本

これをうらしまはあやしく
思ふところにかさりふねをよ
せこのふねにのり給へとての
せてうらしまをかめのみやこ

さるほとにかめのいのちを
かいとりてすなはちうみへは
なしつゝかへらんとしけると
ころにうつくしきねうはうう
らしまにむかひ申やうたゝい
まはわらわかいのち御たすけ
候てありかたく候よし申され
ける

石

安

本

さるほとにかめのいの
ちをかひとりてすなはち
うみへはなしつゝかへら
んとしけるところにうつ
くしき女はううらしまに
むかひ申やうたゝいまは
わらはかいのち御たすけ
候てありかたく候よし申
されける
これをうらしまはあや
しく思ふところにかさり
ふねをよせこのふねにの
り給へとてのせてうらし

高

れにも多少の違いがあり、本文は大きく二つに分れる。オックスフォード大絵巻は冒頭の部分を除き慶応横本と

応

Ⅰ類系諸本対照表・その二

の関係が強いことがわかる。
表２
慶

第二十七号

かゝるおんどくにやか
のうらしま太郎をかめの
みやこほうらいへつれた
して色々のちんふつこく
とのくわしにてもてなし
かしつきけり
第
[ 一図 ]
まんねんこうをふるかめ
のをとひめとさいあひす
中〳〵よろつのめてたき
事かすかきりなし
此女はうのりけれはろ
かいなけれともはやく行
苫小牧駒澤大学紀要
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林

晃平

かひなけれともはやく行
こそふしきなれ〉

オックスフォード大学蔵絵巻「浦島太郎」の翻刻と解題

こそふしきなれ
さるほとに女はうにつ
きて行けれはすなはちほ
うらいさんと申所につき
にけり

ほうらいへつれてゆきけるに
ろかいなけれとも舟はほうら
いへつきにけり

まをかめのみやこほうら
いへつれてゆきけるにろ
かいなけれとも船はほう
らいへつきにけり
〔第二図〕

表２は、亀を買い取り、その後蓬萊へ行き着く場面である。民芸館古絵巻とパリ絵巻は前半部を欠くゆえ未詳。

慶応本とオ大本は、ゴッシク体で示したように「かかる恩徳にや」と、亀の買い取りと蓬萊へ行くこととの因果

関係に対して疑問形で示している。それに対し石川本と高安本は「唯今は、妾が命を御助け候ひて、有難く候ふ」

と女がはっきりと礼を言うのである。この表１と表２の本文の比較対照により、慶応横本とオ大本、石川本と高

安本の本文がそれぞれ同文に近い関係にあることもわかる。女はお礼として船で浦島を「亀の都・蓬萊」へと案

本

Ⅰ類系諸本対照表・その三
応

大

本

こひしさにはまちをさしていてぬれはなをとをさかる
ふねそこひしき
おもひわすれたまひてまたいらせたまへかやうにふる〈
第十三紙〉さとをしのひてゆき候ともやかて又まいり候は
んするそやさのみなけき玉ひそ百りをへたてたるうみなり
ともたゝ一ときにゆくふねにて候そやあら〳〵＼御なこり

オ

内する。その船は、立派な「飾り船」であり、
「櫓・櫂なけれども」速くに蓬萊に着くのである。

表３
慶

こひしさにはまちをさしていてぬれはなをとをさか
るふねそこひしき
［第六図 ]
一 あのあお山のあなたをさして行候へふるさとは
ほとちかくみえ候はんするそや
百りをへてたるうみなり共たゝ一ときに行ふね
二

10

にて候そやあら〳〵御なこりおしのうらしま太郎
やなふ 〳〵 ［第七図 ]
おもひわすれ給ひて又いらせ給へ
かやうにふる里をしのひて行候ともやかて又参
り候はんするそやさのみなけき給ひそ

三
四

おしのうらしま太郎やなふ〳〵あのあを山のあなたをさし
てゆき候へふるさとはほとちかく見え候はんするそや〈第
十四紙〉
［第七図］〈第十五紙〉

慶応本には画中詞が存し、オ大絵巻にもそれが損する。ただし、オ大絵巻ではその画中詞が本文に取り込まれ

ている部分もある。表３は画中詞を含む部分の違いを対照させたものである。慶応本では、散らされている画中

慶

応

本

オ

Ⅰ類系諸本対照表・その四
巻

本

石

川

本
さてうらしまは
たゝいまのやうなれ
ともほうらい

高

安

さてうらしまはた
ゝいまのやうなれ共
ほうらいさんにて
七千さいををくりけ
るはこのうちにねん
〳〵のとしをとりい
れてをきぬるを夢に
もしらすしてあけぬ
るによつてうらしま
かあけてくやしきた
まてはこと申つたへ

本

リ

本

こゝに一つのふ
しきありある人の
ゆめにかのうらし
まはつると身をけ
んしそらにまいあ
そふとみしかめは
こうにさんきよく
をいたひてみとり
の松をすへ花たち
はなのかをとめて
鶴にあひなれあそ

パ

詞には、漢数字で順序が示されている。それに対して、オ大絵巻の本文的は慶応本とほぼ同じであるが、画中詞

表４
絵

二〇一三年三月

女はうこのよし ［欠落］
みるよりもさしも
なあけそといひし
はこのふたをあけ
ける事のかなしさ
よといまははやよ
かすゑになりける

おいのけふりは
やかてほうらいへ
そかへる

大

が本文に取り込まれており、またその順序が一部順序が異なっていることがわかる。

古

第二十七号

おいのけふりは
このけふりりう
くうへ見えけれは やかてほうらいへ
やかてをとひめこ そかへる
のかめにへんして
女はう此よしみ
とひきたりこのま
つのもとにてなき る よ り も さ し も
『なあけそ』とい
ゐたり
まことに〳〵あ ひしはこのふたを
われなることとも あけゝる事のかな
や〳〵めもあてら しさよといまはは
や
れぬけしきかな
苫小牧駒澤大学紀要
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されはうらしま
太郎は七千さいを
へたる人なれはに
んけんにはかゝる
よはひひさしき人
なしとてやかてそ
のさいしよに神と
いはゐこめてうら
しまのみやうじん
と申けるとかや

［第十四図 ]
そやせめてしまの
世かすゑになりけ うへにあがりてお
るそやせめてしま いのけふりをなか
のうへにあかりて めてなみたをぞな
おひのけふりをな かしける
かめてなみたをそ ［第九図］
なかしける

オックスフォード大学蔵絵巻「浦島太郎」の翻刻と解題

〔第十一図〕

七百ねんのよは
ひなれはにんけん
にあらすとてうら
しまのみやうしん
といわひきせんく
んしゆしてまいり
けり

されはうらしま
太郎は七せんさい
をへたる人なれは
にんけんにはかゝ
るよはひ久しき人
なしとてやかてそ
のざいしよに神と
いはゐこめてうら
しまのみやうしん
と申けるとかや

人はなしとてやかて
そのさいしよにうら
しまみやうしんとい
わひこめけれはいろ
〳〵のふしきのみあ
りけり
かのみやうしんへ
御さんけいの人々は
すゑはんしやうにて
いのちなかし御まい
り候事ならすはこの
さうしを御よみ候へ
よみ候へはまいり給
ふとおなしきよしを
申ならはし候なりめ

けるとかや
ひたはむるゝとみ
女はう此よしを聞 えてゆめさめぬこ
よりもさしもにあけ はふしきとおもひ
そといひしはこのふ しにはたしてゆめ
たをあけゝる事のか のことくに見えに
なしさよとそなけか ける
れける
〔第七図〕
されはうらしまは
されはうらしま
七千さいをたもちた は七千歳をへたる
る人なれは人けんに 人なれはかゝるよ
はかゝるよはひ久し はひ久しき人なし
き人はなしとてやか とてやかてそのさ
てそのさいしよにう い所に神といわひ
らしまみやうしんと こめてうらしまの
いはひこめけれはい 明神とあかめける
ろ〳〵のふしき共あ とかやとてもちき
りけり
りのふかきとて亀
かのみやうしんへ の宮をもしたゝめ
御さんけいの人〳〵 てかめのみやとも
はすゑはんしやうに 申なり
ていのちなかし御参
此宮へさんけい
り候事ならすはこの の人〳〵はしゆみ
さうしを御よみ候へ やうちやうおんに
まいりたるとおなし しそんはんしやう
きよしを申ならはし あるへしと御たく
候なりめてたし〳〵 せんにまかせてよ

12

てたし〳〵

りいまにたへする
事さらになしきせ
ん上下おしなへて
あかめぬものはな
かりけり
〔第八図〕

表４は、玉手箱を開けた後のことである。箱を開けて老衰し死んだ浦島に対して、乙姫は玉手箱の煙が蓬萊ま

で届いて、嘆き悲しむのである。民芸館古絵巻だけはその場所を「龍宮」とし、簡略ではあるが、浦島が箱を開

けた松の下へ亀となって飛んできて泣いたとする。慶応本は島（蓬萊山か）の上である。それに対して高安本は

嘆くだけで具体的記述はない。これらに対してパリ絵巻では、この部分の記述の代りにある人の夢が語られる。

浦島が鶴に身を現して空に舞い遊び、乙姫の亀は甲に三極を戴き松と花橘の香を留め、鶴と遊び戯れる。夢が覚

めて、これは不思議だと思ったら、その夢のような姿が現実に見えた。この「夢の如くに見えにけり」とは、Ⅰ

類系諸本に描かれる鶴と蓑亀（あるいは蓬萊亀）が並ぶ挿絵のようなイメージを指すのであろう。それは「浦島

は鶴となり蓬萊に遊びければ、
龜は甲に三極を具へ共に万世を経るといへり」（南葵文庫により適宜漢字を宛てた）

などの本文に対するものであった。このⅠ類系本文と挿絵の影響を受けて新たに加えられた本文と思われる。ゆ

えにパリ絵巻では他本にない亀の宮の存在をも明らかにしており、これはⅠ類では神社で「夫婦の明神」と祀ら

れていることと照応している。なお、浦島の年齢を民芸館古絵巻だけが七百年としているが、他本はすべて七千
歳である。

第二十七号

二〇一三年三月

ところで、Ⅰ類本全て浦島明神が浦島の長寿ゆえに祀られ、その信仰と利益の称揚で結ばれている。特に石川
苫小牧駒澤大学紀要
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⅑

心
と
ゝ
ま
ら
す

だ
け
が
画
中
に
あ
る
の
か
︒
今
の
と

14

林

本と高安本は︑参詣が叶わなければ﹁この草子を御読み候へ﹂と︑草子を読むことは参詣したことと同じ利益が

あることを説く︒あくまで浦島太郎の話を浦島明神の縁起を語るという本地物を装う草子なのである︒こうした

視点で作られた所謂御伽草子﹁浦島太郎﹂の本文が室町末から元禄頃にかけて百数十年の間に︑いくつかの変遷
を加えながらも確かに存在していたのである︒

料紙

本絵巻の特徴の一つは︑その詞書の料紙の美しさである︒既に書誌の料紙の中で示しているように︑地の色に

は薄縹・黄土・肌色・深緑・朱・薄黄の大きく六種類程があるようだ︒他に江戸前期の詞書が染色された例を知

らない︒遡れば平安朝の美麗な裝飾をもった︑例えば﹁西本願寺本三十六人集﹂﹁元永本古今和歌集﹂﹁巻子本古

今和歌集﹂などの歌集が想起される︒おそらくそういったもの知る者たちが︑それらを念頭において制作したも

のではなかったか︒制作の場はそうした環境を想定しなければならないと思われる︒近い時代の所為としては嵯

峨本などの例もあるが︑直接に重なるものは今は見出せない︒気にかかるのは︑料紙の長さが短く一定していな

いことである︒絵と料紙の関係は︑既に述べたように︑画中詞が存在することから絵が先行し︑料紙に書かれた

⅐

が
書
き
込
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
︒
な
ぜ

︒
具
体
的
に
は
第
五
紙
の
詞
書
が
第
六
紙
の
挿
絵
の
第
三
図
に
食
い
込
ん
で
画
中
詞

詞書は後だと思われるのであるが︑種々の事情を勘案し表裝は書写の完成後であるとすると︑必要な部分だけを

⅍

心
と
ゝ
ま
ら
す

裁断し︑継いだと考えるべきであろうか
⅌

と
し
て

こ
ろ
先
に
詞
書
料
紙
を
含
め
て
貼
合
せ
た
た
め
か
と
考
え
て
お
き
た
い
︒
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第二十七号

二〇一三年三月

挿絵

〉内に示したように、挿絵の中の「／」は複数の場

挿絵の特徴をいくつか挙げておく。一番は異時同図法の多用である。
書誌の料紙の〈

面が描かれていることを示す。全十図の内の半数に当たる五図が一つ

の絵の中に複数の場面を組み合わせて描いているのであり、単独の場

面は四方四季の場面と神社社頭の場面であるが、それにも時間の推移
が描かれていると思われる。その一部を
具体的に図版を用いて次に示す。
まず、第一図の全体を示す（図１）。
右に大きく三艘の船が描かれて、左上遠
景に一艘の屋根付きの白い船が描かれて
いる。図２はその右部分を拡大したもの。
左の風折烏帽子着用の男は亀を両手に抱
えている。まん中の船には二人の男。そ
のうち右の茶色の男は漁師としての腰蓑
を着け、手には紐で繋がれたいくつかの
固まりが見える。これが浦島で、男から
手に持った錢差で亀を買おうという場面

15

亀を買い取る浦島

図２

第１図全体
図１

晃平

オックスフォード大学蔵絵巻「浦島太郎」の翻刻と解題
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であろう。図３は第一図の左上の部分拡大で、迎えに來た
船に乗る女（亀姫または使いの女）と浦島である。つまり
別々の二場面が一つに組み合わされているのである。なお、
こちらの船は蓬萊の船なの
で、船体は丸みを帯びた裝
飾が施されて、漁師の舟と
は区別されている。
次に、第七図の別離の
場面（図４）でも、玉手箱

を渡す場面が右に、左には

浦島の乗った船を見送る亀

姫の二場面が一つに組み合
わされている。なお、帰郷
する帆船に乗った浦島と見
送りの女たちの図は、Ⅰ類
の挿絵を持つ現存五本すべ
てにあり、Ⅰ類本の特徴的
な図柄といえる。

第七図右上が玉手箱を渡す、左上が見送りの場面

図４

迎えの船に乗る浦島
図３

苫小牧駒澤大学紀要

第二十七号

二〇一三年三月

そして、第八図（図５）は帰郷した浦島の図であるが、右

橋の上には乗り捨てられた蓬萊の船があり、浜辺に下りて玉

手箱をさげた浦島の姿、左へと進む時間の経過とともに、同

じ空間に老人にものを尋ねる浦島、この二人描かれている。

さらに第九図（図６）では、右上に山辺を徘徊する浦島、左

上に玉手箱を前に嘆き悲しむ浦島、右下に玉手箱を開けて驚

く浦島、と三人の浦島が描かれている。そして、中央下には

浦島の臨終を見る僧侶とその従者を描いている。これがⅠ類
系独自の挿絵の特殊である。

なお、それ以外についても若干触れておく。先ずは、龍

宮と乙姫が唐様に描かれていることである。一般に龍宮が唐

様に描かれるのは寛文期以降のものに多い。それ以前のもの

は和様である。このことから絵巻の成立年代については検討

しなくてはならない。次に、この絵巻の浦島の蓬萊での衣装

は狩衣で萌葱色である。蓬萊・龍宮における浦島の衣裳は狩

衣であることが多いのだが、その色には柿色か萌葱の二通り

が見られる。Ⅰ類本ではこのオ大本のみが萌葱である。描写

の個々について触れると、絵の構図は慶応本に近いもの、パ

17

帰郷した浦島の二場面

図５

林

も絵の制作の観点からは注目に値する。

通読本文
凡例

通読の便を図るために適宜以下の処理をした

・翻刻文に、清濁句読点を施し、送り仮名表記のない部分は（
補い、踊り字には当該の文字をあてる

〉で示す

」を付す

・仮名遣いは原文のままとし、歴史的仮名遣いには改めない

ては振り仮名とし残すことはしない

・仮名表記の一部には、平易な漢字をあてるが、煩瑣を避け一部を除

）で

み合わされた形である。また、髭を含めて途中で浦島の顔が変わこと

と一図で描かれているが、こちらは図の左右に分けられて社頭図と組

にも見られる。第十図の岩の上の亀は、慶応本では独立して番いの鶴

はパリ本に近い。蓬萊山の異形のものたちはⅠ類の岩崎本・パリ絵巻

リ本に近いものなどさまざまである。秋の庭（鹿の番、籬の菊など）

オックスフォード大学蔵絵巻「浦島太郎」の翻刻と解題

故郷をさまよい箱を開ける浦島の三場面

晃平

図６

・画中詞を区別するため〈

・会話や心内で他との区別が必要と思われる箇所は「

・展開をたどりやすくするために段落を設ける

18

・挿絵は当該に近い部分に［第＊図］とし、その下に概容も示す

は
そもそも、此（の）草子と［
] 、昔、丹後の国、みずのへといふところに、浦島太郎と申（し）て、廿
ばかりなる人あり。おりふし釣りをしてぞありける、夏あそびし人、亀を釣り上げける。かの浦島申（す）やうは、

「亀は万年と申（し）候へば、御助け候へ」と申せども、殺すべきやうを申せば、宝をいだし、亀の命を買い助け、

海へ放しける。かかる恩徳にや、かの浦島太郎を亀の都蓬莱へ連れ来して、いろいろの珍物、こくとのくわしに

浦島・亀を買い取る／船で蓬莱へ］

こんごん

てもてなし、かしづきけり。万年劫を経る亀の乙姫と最愛す。中なかよろづめてたき事数限りなし。
［第一図

〈此（の）女房乗りければ、櫓櫂なけれども、速く行くこそ不思議なれ〉
あかがね

しろがね

大

り

さる程に、女房に付きてゆきけ□□、すなはち蓬莱山と申（す）所に着きにけり。金銀瑠璃を延べたる所也。

内へ入て見るに、金銀をのべたる内裏有（り）。此（の）門へ入（る）
道には瑪瑙を敷き銅のついち、銀の門を立て、

人は、暑からず寒からず、年を経れども老ひもせず、よろづ心にかなはずといふ事なくて過ごしける。しかる間、

蓬萊山到着と門前／宮殿内］

浦島太郎は女房に心を懸け、夫婦のかたらひをなし、年月を送る程に、をのづから公家上臈にぞなりにける。
［第二図

〈いかに見候へども、ただふるさと恋しく候（ふ）〉

いろいろになぐさめて、かく月日を送るに、ある夕暮れにふるさとの事を思ひ出だして、女房に申（し）ける

は「あまりに久しくふるさとを見候はねば、ゆかしく候（ふ）ほどにいとまをたまはり候へ、帰りたく候（ふ）」

第二十七号

二〇一三年三月

と申（し）ければ、女房申（し）ける。
「此（の）さとへきたりては、又二たびふるさとへ帰る事なし。御帰り
苫小牧駒澤大学紀要
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候（ふ）ともふるさとは中なか人跡絶へ果てて、
御身のゆかりと申（す）人もあるまじく候ぞや。御留まり候へ」

と申（し）ければ、浦島太郎申（し）けるは「何とも候へかし。恋ひしく〈候ふ〉ほどに、ただ帰りたく候

（ふ）
」よし、申（す）
。よに心ぐるしく思ひて「さらば、慰め申（し）て留めん」と四季の泉水をぞ見せにける。

東おもてをみせければ、せいやうの春の景色、面白からずといふ事なし。まがきのうちにももへの鶯もかけに

ははるたち遊び、楊梅桃李のいろいろに満ち満ちぬれば、匂ひきて、岸の青柳糸乱れ、鳴くやかはづの声澄みて、

蓬萊山・春の庭］

ぬるめる水にかげ映す月の夕べもいとどしく、朧なりけるありさまを、御覧じけるに此（の）春の面白き景色に
も
［第三図
〈こころとどまらず〉
（右端）

さらばとて、夏のていをぞ見せにける。春の名残りと散り残る、青葉に交じるをそざくら、池の藤波立ちわた

り、山吹水にうつろひて、山ほととぎす雲ゐ遥かにをとづれて、沢辺には、まこも、あやめぐさ、かけひの水の

絶え絶えも、流れ久しき水草の、こずゑこずゑに鳴く蝉の声もおりから面白や。何と見候へどもふるさとの事を
思ひ出だし候へば、さらさら目にも付き候はず、とて一首かくなん。
さ月まつ花橘の香をとめてわがふるさとの人ぞ恋ひしき

「なにとて、歌につけてもふるさとのみしのばせたまふぞ。あらうたてしやなふ」夏の景色にても心とまらず。

蓬萊山・夏の庭］

心そらにて候（ふ）なり。
［第四図

「さらば、秋の景色を御覧じ候へ」とて、西の方へ立ち出でて、秋の景色とおぼしくて、彦星、たなばた、天の川、

20

露けきはかう秋吹く風のをとづれて、たがたまづさを伝へけん。枕にすだくきりぎりす、松虫の声澄みて、鹿の

鳴く音もまどをなり。木々のもみぢの色々に、
錦をさらすにことならず。かやうによろづ面白き事ども候へども、

蓬萊山・秋の庭］

「ただふるさとへこそ帰りたく候へ」と申（し）ける。
［第五図

〈いつのまに秋はきぬらんおぼつかなきのふとぞ見る春の雁が音〉

秋の景色にも御心留まらずは「さらば、北面を御覧ぜよ」とて、見せ候へば、冬の景色とうち見えて、花の白

露、たにこほり、あられ玉散る冬の夜に、つがはぬをしの一羽をば、池の氷ととぢさせて、まがきのうちの白菊

蓬萊山・冬の庭］

のうつろふ色はあはれなり「なにと見候へども、ただふるさとへくだり申（し）たくこそ候へ」
［第六図

かやうに、
いろいろ面白き四季の泉水を見せ候へども、浦島太郎は「古さとへ帰りたく御入候（ふ）」と申（し）、

うち伏しければ「さらば、いとまをまいらせんずるぞや、御帰りあれ」と申（し）ければ、其（の）時、浦島太郎、

喜びて起き上がりければ、女房心に思ひけるは「幾千歳ともなくちぎりて、いまさら離れたてまつらむ事のうら

めしさよ」とて、涙を流し「さらばあけかたのはこをまいらせん」とて玉手箱を出だして、申（し）けるは「か

まへてまへて、此（の）箱のふたを開けさせ玉ふな」とて、浦島太郎に玉手箱をぞ出だしける「かやうにふるさ

とをしのびてまかり候（へ）ども、又やがてまいり候はんずる」とて、蓬萊の船に乗りて、出でにけり。悲しみ
ても悲しさのあまりにや、泣く泣く浜へ立ち出でて一首かくなむ、
恋ひしさに浜ぢをさして出でぬればなをとをざかる船ぞ恋ひしき

第二十七号

二〇一三年三月

「思ひ忘れたまひて、またいらせたまへ」
「かやうにふるさとをしのびてゆき候（へ）ども、やがて、又まいり候
苫小牧駒澤大学紀要
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はんずるぞや、さのみ嘆き玉ひそ」
「百里をへだてたる海なりとも、ただ一時にゆく船にて候（ふ）ぞや、あら

蓬萊山・別離／見送り・船出］

あら御名残り惜しの浦島太郎や、なふなふあのあを山のあなたをさしてゆき候へ、ふるさとはほど近く見え候は
んずるぞや」
［第七図

さるほどに、浦島太郎は、ふるさとへ帰りて見れば、げに蓬萊にて、女房のいひしごとく、人跡絶え、あさま

しく候（ふ）ぞや。昔に変らぬものとては、けうしゆの月かげ、松風の吹く音ならでは、いにしへに変らぬもの

はなかりけり。又はわが親子のゆかりとては、
見知りたる人もなし。ただあきれはててぞ迷ひけり。さりながら、

まづこのあまの苫屋に立ち寄りて「これなる御年寄りに尋ね申（す）べき子細候（ふ）、もし浦島太郎の事しろ

しめされて候（ふ）か」と尋ね候へば「それは大昔の事とて笑ひける」。「あまのこにて候（ふ）ほどに、さほど

の昔事にては候（ふ）まじく候（ふ）ぞや」桃李ものいはず、春いくばくか暮れにし宴があとならん。おうぢ、

こたへていはく「浦島の事おほせ候（ふ）は、まことしからぬ事をうけ玉（ひ）候（ふ）物かな。おうぢが代に

は、さやうの事うけ玉（ひ）候はず」
。うば、こたへて申やう「あらあら、うつつなの事おほせ候（ふ）物かな。

わらはが、生まれて今年九十九になり候（ふ）うばにて候へども、浦島といふ人は知らずや」。おうぢこたへて

いはく「あら面白や。なふなふ、浦島の事、おうぢがひぼだちにて候ひし人の、昔物語りにせられ候（ふ）をこ

そ、幼な耳にうけ玉（ひ）候へ。もし、天狗などの化けておはします事ぞ、げにげにさる事の候（ふ）ぞや。浦

島の事、此（の）沖にて釣りをするとて失せたる、とこそ、うけ玉（ひ）候へ。その事にて候はば、六七千にも

なるらむ。まことしからぬ事かな。あら、うつくしの浦島太郎や。いまだ年廿ばかりにてぞあるらん」。緒をよ

るうば、申（す）事「そのことにてましまさば、もし、不死の薬などを御参り候（ふ）か、ちとうばにたまはり
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候へかし。いま一ど若くなりたく候ぞや」
。おうぢ、申（し）けるは「そのはこのうちに不死の薬ぞ御ざ有るらん、

故郷・浜辺／里人と出会う］

開けておうぢやうばに玉（ひ）候へ。いま一ど若くなり申（し）たく候ぞや」
［第八図

さるほどに、浦島太郎は浦々まはりて尋ね玉へども、ゆかりと申（す）人もなし。ただ呆然と呆れ果てて、物

うち案じてゐたまひける「いまは此（の）箱のうち、恋ひしく候（ふ）。開けて見ばや」とて、ただいねぶりし

てぞゐたりける。又あれなる木陰に立ち寄り、泣くよりほかの事ぞなき。さて、あるべきにあらざれば「この箱

のうちに、いかなる宝もありけるを、われに見せじとて、女房開けべからず、と申（し）ける」と思ひて「今は

何かくるしかるべき、宝は身のさしあはせ、と申（す）事のありぬるぞ。開けたりとも何かくるしかるべき」と
けぶ

て、ある木陰に立ち寄り、箱のふたを開けんとしけるが、いかがと思ひけれども、こらへかねて、開けければ、
ぜう

ただ心細き煙り三筋立ちて顔にあたりければ、にわかに顔に四海の波を畳み、腰は二重に屈みて、白髪としたる

「こはそもいかなるはかりごとぞや」とて絶え入りにける。「あら、うらめしや、腰いたや、
尉にぞなりにける。

二重にはしくるぞや、絶え入（る）ぞや、まろぶぞや、なふ」着たるかぶりも古烏帽子となり、着たりし直垂も

古袴となる事の悲しさよ。今、開けて悔しき玉手箱、ただうらめしさに、一首かくなむ
積もりける年の籠もるを知らずして今さらあけて悔しかりける

かかりけるところに、修行者のしゆせうなる人、通り合わせけるが、此（の）よしつくづくとまぼりて「不思

議やな、ただいままでいつくしく若くはなやかにありつる人の、俄かに年の寄り衰へたまふ事の不思議さよ。箱

のうちよりけぶり三筋立ちけるは、こは、そも、いかなる事ぞや、不思議さよ」と申（す）ばかりもなく候（ふ）。

第二十七号

二〇一三年三月

さるほどに、浦島太郎は、箱のもとを立ち去らで、やがて、たえかねて、死にければ、上人、此（の）よしを御
苫小牧駒澤大学紀要
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けぶ

覧じて「われは、日本国を修行して巡る身にてあれども、かやうなる不思議の事はいまだはじめにてあり」とて

里人を近づけて、せんだんの焚き木に積み込めて、無常の煙りとなし、念仏申（し）、又、笈取つて肩に掛け、

諸国修行して「浦島太郎はただ今のやうなれども、蓬萊山にて七千歳を送りける、箱のうちに年々の年を取り入

れて置きぬるを、夢にも知らずして、開けぬるによつて、浦島があけて悔しき玉手箱と」申（し）伝へけるとか

けぶ

や。老いの煙りは、やがて蓬萊へぞ帰る。女房、このよし見るよりも「さしも、な開けそ、といひし、箱のふた

を開けける事の悲しさよ」と「今ははや世が末になりけるぞや」せめて島の上にあがりて、老いの煙りをながめ

故郷・彷徨／途方に暮れる／箱を開ける・上人が見る］

て、涙をぞ流しける
［第九図

されば、浦島太郎は七千歳を経たる人なれば、人間にはかかるよはひ久しき人なしとて、やがてその在所に神

といはゐこめて、浦島の明神と申（し）けるとかや。これを御参詣の人々は、寿命ぢやうをんなるべし。命を長

く御願ひ候はん方々は、此（の）明神へ御参り候（ひ）て、御祈誓あるべく候（ふ）。今とても疑ひあるべ□□

故郷・社頭・神楽］

す候（ふ）なり。
［第十図
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○本文翻刻

うらしま太郎をかめのみやこほうらいへつれ

なしかしつきけりまんねんこうをふるかめのおと

」（第一紙）

こしていろ〳〵のちんふつこくとのくわしにてもて
凡例

ひめとさいあひす中〳〵よろつめてたき事かす
かきりなし
［第一図

ろかひ

けれは

のり

〈此女はう

浦島・亀を買い取る／船で蓬萊へ］

・翻刻に当たっては、できるだけ原本の有り様を留めるため、新
旧の字体に統一せず、原文に近い字体を用いた
・一行の字数字配りなども原本のままとしたが、組版の関係から

〉を付した

二十九字を越えた場合は次行にまわした
・画中詞は他と区別するために〈

］で示した

・判読不能箇所は、一文字と思われる時には□で、多数字の時は
［

なけれ

はやく

・紙継箇所は」で示した

そも〳〵此さうしと［

行こそ

とも

のへといふところにうらしま太郎と申て廿はかりなる人

ふしき

］はむかしたんこのくにみす

ありおりふしつりをしてそありけるなつあそひし

」（第二紙）

さる程に女はうにつきてゆきけ□□すなはちほうらいさんと申所

なれ〉

まんねんと申候へは御たすけ候へと申せともころす

につきにけりこんこんるりをのへたる所也道にはめなうをしき

人かめをつりあけけるかのうらしま申やうはかめは

へきやうを申せはたからをいたしかめのいのちを

二〇一三年三月

あかゝかねのついちしろかねのもんをたて内へ入てみるに金銀を
第二十七号

かいたすけうみへはなしけるかゝるおんどくにやかの
苫小牧駒澤大学紀要
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かへり候ともふるさとは中〳〵しんせきたへはてゝ御身

晃平

たる大り有此もんへ入人はあつからすさむからすとしを

のゆかりと申人もあるましく候そや御とゝまり候へと申

此さとへきたりては又二たひふるさとへかへる事なし御

ふれともおひもせすよろつ心にかなはすといふ事

けれはうらしま太郎申けるはなにとも候へかしこひしく

のへ

なくてすこしけるしかるあひたうらしま太郎は女はうに

ほとにたゝかへりたく候よし申よに心くるしくおもひて

さらはなくさめ申てとゝめんと四きのせんすいをそ

心をかけふうふのかたらひをなしとし月ををくる程に
」（第三紙）

みせにけるひかしおもてをみせけれはせいやうのはるのけしき

をのつからくけ上らふにそなりにける
［第二図

おもしろからすといふ事なしまかきのうちにもゝへの

蓬萊山到着と門前／宮殿内］

〈いかに見

蓬萊山・春の庭］

〈心

とゝ

（第五紙）

まらす〉

」（第六紙）

さらばとてなつのていをそみせにけるはるのなこ

［第三図

ありさまを御らんしけるに此春のおもしろきけしきにも」

かけうつす月のゆふヘもいとゝしくおほろなりける

いとみたれなくやかはつのこゑすみて ぬるめるみづに

《傍記》

いろ〳〵にみち〳〵ぬれはにほひきてきしのあをやき

うくひすもかけにははるたちあそひやうはいたうりの

たゝ

」（第四紙）

候へとも

ふる
さと
こひし
く
候〉
いろ〳〵になくさめてかく月日ををくるにあるゆふ
くれにふるさとの事を思ひいたして女はうに申けるはあまり
にひさしくふるさとを見候はねはゆかしく候ほとにいとま
をたまはり候へかへりたく候と申けれは女はう申ける
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なみたちわたり山ふきみづにうつろひて山ほとゝきす

りとちりのこるあをはにましるをそさくらいけのふぢ

き事とも候へともたゝふるさとへこそかへりたく候へと

〳〵ににしきをさらすにことならずかやうによろつ面白

みてしかのなくねもまとをなり木々のもみちのいろ

は
きぬらん

おほつかな

きのふ
とそ
みる

」（第九紙）

くもゐはるかにをとつれてさわへにはまこもあやめくさ

蓬萊山・秋の庭］

申ける
［第五図

かけひのみつのたえ〳〵もなかれひさしき水くさの
こすゑ〳〵になくせみのこゑもおりからおもしろやなにと

〈いつ
の

見候へともふるさとの事をおもひいたし候へはさら〳〵めにも
つき候はすとて一しゆかくなん

」（第七紙）

あき

まに

かをとめて

さ月まつはなたちはなの

わかふるさとの
人そこひしき
なにとてうたにつけてもふるさとのみしのはせ

も心とまらす心そらにて候なり

」（第八紙）

たまふそあらうたてしやなふなつのけしきにて

蓬萊山・夏の庭］

［第四図

さらはあきのけしきを御らんし候へとてにしのかたへたち

はる

の

いてゝあきのけしきとおほしくてひこほしたなはたあまの
川つゆけきはかう秋ふく風のをとつれてたかたまつさ

二〇一三年三月

かり
第二十七号

をつたへけんまくらにすたくきり〳〵すまつむしのこゑす
苫小牧駒澤大学紀要
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かね〉

ふるさと

をしのひてまかり候とも又やかてまいり候はんするとてほう

らいのふねにのりていてにけりかなしみてもかなしさの

あきのけしきにも御心とゝまらすはさらは北面を御らんせ
よとて見せ候へはふゆのけしきとうちみえてはなのしら露たに

あまりにやなく〳〵はまへたちいてゝ一しゆかくなむ

こひしさにはまちをさしていてぬれは

こほりあられ玉ちるふゆの夜につかはぬをしの一はをはいけの
こほりととちさせてまかきのうちのしら菊のうつろふい

おもひわすれたまひてまたいらせたまへかやうにふる」

なをとをさかるふねそこひしき

」（第一一紙）

ろはあはれなりなにと見候へともたゝふるさとへくたり申たく
こそ候へ

さとをしのひてゆき候ともやかて又まいり候はんするそ

（第十三紙）

かやうにいろ〳〵おもしろき四きのせんすいをみせ候へともうら

やさのみなけき玉ひそ百りをへたてたるうみなりと

」（第一二紙）

しま

もたゝ一ときにゆくふねにて候そやあら〳〵御なこり

蓬萊山・冬の庭］

太郎は古さとへかへりたく御入候と申うちふしけれはさらはいと

おしのうらしま太郎やなふ〳〵あのあを山のあなたを

［第六図

まを

さしてゆき候へふるさとはほとちかく見え候はんするそや」

（第十四紙）

まいらせんするそや御かへりあれと申けれは其ときうらしま太郎
よろこひておきあかりけれは女はう心に思ひけるはいくちとせ

さるほとにうらしま太郎はふるさとへかへりてみれは

」（第十五紙）

よとてなみたをなかしさらばあけかたのはこをまいらせんとて

けにほうらいにて女はうのいひしことくしんせきたえあ

蓬萊山・別離／船出見送り］

玉手はこをいたして申けるはかまへて〳〵此はこのふたをあけさ

さましく候そやむかしにかはらぬものとてはけうしゆの月かけ

［第七図

せ

まつかせのふくをとならてはいにしへにかはらぬものはなかり

ともなくちきりていまさらはなれたてまつらむ事のうらめしさ

玉ふなとてうらしま太郎にたまてはこをそいたしけるかやうに
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あまのこにて候ほとにさほとのむかし事にては候ましく

かとたつね候へはそれは大むかしの事とてわらひける

申へきしさい候もしうらしま太郎の事しろしめされて候

あまのとまやにたちよりてこれなる御としよりにたつね

たゝあきれはてゝそまよひけりさりなからまつこの

けり又はわかおやこのゆかりとては見しりたる人もなし

やうばに玉候へいま一とわかくなり申たく候そや」
（第十七紙）

うちにふしのくすりそ御さあるらんあけておうち

わかくなりたく候そやおうち申けるはそのはこの

なとを御まいり候かちとうはにたまはり候へかしいま一ど

うは申事そのことにてましまさはもしふしのくすり

太郎やいまたとし廿はかりにてそあるらんおをよる

〳〵うらしまの事おうちがひほたちにて候ひし人のむか

いふ人はしらすやおうちこたへていはくあらおもしろやなふ

まれてことし九十九になり候うはにて候へともうらしまと

やうあら〳〵うつゝなのことおほせ候物かなわらはかむ

ちがたいにはさやうのことうけ玉候はすうはこたへて申

事おほせ候はまことしからぬ事をうけ玉候物かなおう

ゑんかあとならんおうちこたへていはくうらしまの

と思ひていまはなにかくるしかるへきたからは身のさしあはせ

ありけるをわれに見せしとて女ばうあけへからすと申ける

てあるへきにあらされはこのはこのうちにいかなるたからも

あれなる木かけにたちよりなくよりほかの事そなきさ

あけてみはやとてたゝいねふりしてそゐたりける又

物うちあんしてゐたまひけるいまは此はこのうちこひしく候

ともゆかりと申人もなしたゝはうぜんとあきれはてゝ

さるほとにうらしま太郎はうら〳〵まはりてたつね玉へ

」（第十八紙）

し物かたりにせられ候をこそおさなみゝにうけ玉候へもし

と

故郷の浜／里人と出会う］

てんぐなとのばけておはします事そけに〳〵さる事

申事のありぬるそあけたりとも何かくるしかるへき

［第八図

の候そやうらしまの事此おきにてつりをするとてうせ

とてあるこかけにたちよりはこのふたをあけんとしけるか

候そやたうりものいはすはるいくはくかくれにし」（第十六紙）

たるとこそうけ玉候へその事にて候はゝ六七せんねにも

二〇一三年三月

いかゝと思ひけれともこらへかねてあけけれはたゝ心ほそき
第二十七号

なるらむまことしからぬ事かなあらうつくしのうらしま
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林

晃平

オックスフォード大学蔵絵巻「浦島太郎」の翻刻と解題

そやたえ入そやまろふそやなふきたるかふりもふるゑほし

えいりにけるあらうらめしやこしいたやふたえにはしくる

せうにぞなりにけるこはそもいかなるはかりことそやとてた

のなみをたゝみこしはふたえにかゝみてはくはつとしたる

ゆめにもしらすしてあけぬるによつてうらしまかあけ

はこのうちにねん〳〵のとしをとりいれてをきぬるを

やうなれともほうらいさんにて七せんさいををくりける

かけしよこくをしゆぎやうしてうらしま太郎はたゝいまの

じやうのけふりとなしねんふつ申又おいとつてかたに

てさと人ちかつけてせんたんのたき木につみこめてむ

となりきたりしひたゝれもふるはかまとなる事のかなし

てくやしきたまてばこと申つたへけるとかやおいのけふ

けふり三すちたちてかほにあたりけれはにわかにかほに四かい

さよいまあけてくやしきたまてばこたゝうらめしさに

りはやかてほうらいへそかへる女はうこのよしみるよりも

かなしさよといまははやよかすゑになりけるそやせめて

さしもなあけそといひしはこのふたをあけける事の

一しゆかくなむ
つもりけるとしのこもるをしらすして
」（第十九紙）

しまのうへにあがりておいのけふりをなかめてなみたを

いまさらあけてくやしかりける

かゝりけるところにしゆきやうしやのしゆせうなる人と

」（第二十紙）

ぞなかしける

故郷・彷徨／途方に暮れる／箱を開ける・

三すぢたちけるはこはそもいかなる事そやふしきさよと申

かゝるよはひひさしき人なしとてやかてそのさいしよに神といは

されはうらしま太郎は七千さいをへたる人なれはにんけんには

［第九図

をりあわせけるか此よしつく〳〵とまほりてふしきやな
たゝいままていつくしくわかくはなやかにありつる人のにわかに

はかりもなく候さるほとにうらしま太郎ははこのもとを

ゐこめてうらしまのみやうじんと申けるとかやこれを

」（第二十一紙）

たちさらてやかてたえかねてしにけれは上人此よしを御らん

御さんけいの人々はじゆみやうぢやうをんなるへしいのちを

上人が見る］

してわれは日ほんこくをしゆぎやうしてめくる身にてあれ

なかく御ねかひ候はんかた〳〵は此みやうじんへ御まいり候て御

としよりおとろへたまふ事のふしきさよはこのうちよりけふり

ともかやうなるふしきの事はいまたはしめにてありと
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（第二十二紙）
」（第二十三紙）

二〇一三年三月

故郷・社頭・神楽］

きせいあるへく候いまとてもうたかひあるへ□□す候なり」

［第十図
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日本における排出量取引に係る会計処理の考察
A Study on Accounting for Emission Trading in Japan

川

島

和

浩

KAWASHIMA Kazuhiro
キーワード：京都議定書 国内統合市場 試行排出量取引スキーム
改正実務対応報告第15号 排出枠の無償取得

要旨
地球温暖化の緩和のためには、二酸化炭素（CO2）の排出量を削減しなければな
らない。2005年２月に発効した京都議定書は、紆余曲折しながらもその第１約束
期間（2008 ～ 2012年）を終了した。わが国においては、内閣総理大臣を本部長と
する地球温暖化対策推進本部が設置され、６％の削減目標を達成するための各種
の施策が展開され、排出量取引における国内統合市場の試行的実施が2008年10月
から開始された。本稿では、そのしくみの1つのである試行排出量取引スキームを
取り上げ、改正実務対応報告第15号における会計処理を考察している。
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Ⅰ．はじめに
周知のように、1997（平成９）年12月、わが国で開催された国連気候
変動枠組条約（UNFCCC）第３回締約国会議（COP3）において京都議
定書が採択された。これを受けて、日本政府は、京都議定書の着実な実
施に向け、地球温暖化防止に係る具体的かつ実効性のある対策を総合的
に推進するため、同年12月19日の閣議決定にもとづき地球温暖化対策推
進本部を内閣に設置した（本部長は内閣総理大臣）。その後、2005年２
月16日に発効された京都議定書に照応して、「地球温暖化対策の推進に
関する法律」
（以下「温対法」という。）にもとづく地球温暖化対策推進
本部を設置し、地球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進する体制を整
備している。
地球温暖化対策推進本部は、2005年４月28日に「京都議定書目標達成
計画」を閣議決定したのち、京都議定書の第1約束期間（2008 ～ 2012年）
の施行に応じて、それを2008年３月28日に全部改定している。その後、
同年７月29日には「低炭素社会づくり行動計画」を閣議決定し、同年10
月21日には
「排出量取引の国内統合市場の試行的実施について」
（以下「試
行実施」という。）を決定し、二酸化炭素（CO2）の排出削減目標の達
成に向けた日本型モデルを構築する試行実施が開始された。
2011年12月20日に地球温暖化対策推進本部によって公表された「京都
議定書目標達成計画の進捗状況」では、京都議定書の第１約束期間全体
の排出量の見通しが示されている。それによると、2008年度から2010年
度の３ヵ年について、実際の排出量に森林吸収量の目標、政府による京
都メカニズムの活用を通じた排出削減予定量および自主行動計画の目標
達成等のため民間事業者等が政府口座に移転した京都メカニズムクレジ
ット（2008 ～ 2010年度の合計で約1.7億トン）を加味した結果、排出量
の合計が約33億7,000万トンになるという。これは、第１約束期間にお
いて６％の削減目標を達成するために必要な３ヵ年の排出量の合計35億
（3）
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5,700万トンを下回っている状況にあり、単年度ベースでみると約5％の
超過達成の状況であるという。しかしながら、第1約束期間の残り２ヵ
年（2011 ～ 2012年度）については、2011年３月11日に発生した東日本
大震災とそれに伴う東京電力福島第１原子力発電所の事故を受けて、国
内での原子力発電の稼働状況、節電等による電力需要の状況、経済活動
の状況、気象状況などの予見困難な要因に大きく影響を受けるため、第
１約束期間を通じた最終的な見通しを示すことは困難であるという１。
６％の削減目標の達成は予断を許さない状況にある。
このような状況のもとで、「京都議定書目標達成計画」のなかで地球
温暖化対策推進本部は、確実かつ費用効率的な削減と取引等に係る経験・
知見の蓄積を図るため、自ら定めた削減目標を達成しようとする企業に
対して経済的なインセンティブの付与を模索した。これを受けて、環境
省は、2005年度から排出枠の取引を活用する自主参加型国内排出量取引
制度（Japan’
s Voluntary Emissions Trading Scheme、以下「JVETS」
という。
）を実施した。
しかしながら、商社や銀行などは、京都議定書が正式に発効される以
前から、京都メカニズムにもとづくクレジット（排出クレジット）の取
得に向けたファンド購入やプロジェクト実施等に係る経済実態を先行さ
せていた。そのため、わが国の企業会計基準委員会（ASBJ）は、2004
年４月、排出権の取得に関する会計処理の取扱いを明確にするための専
門委員会「排出権取引専門委員会」を設置した。ASBJ は、この専門委
員会での議論を踏まえて、同年11月30日に実務対応報告第15号「排出量
取引の会計処理の当面の取扱い」を公表した。この実務対応報告第15号
は、当面必要と考えられる会計処理のみを検討の対象としていることに
注意が必要である。その後、実務対応報告第15号は、2009年６月23日に
最終改正され現在に至っている。
そこで、本稿では、まず、経済産業省が設置した市場メカニズム専門
委員会による京都メカニズムを活用するためのインフラ整備についての
（4）
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議論とそこでの提言を整理している。次いで、京都議定書の第1約束期
間の開始とともにわが国で検討された排出量取引制度の状況を概観し、
排出量取引における国内統合市場の試行的実施のしくみの1つである試
行排出量スキームを取り上げている。さらに、企業等が削減目標を設定
し、その目標の超過達成分（排出枠）やクレジットの取引について、会
計処理を明確にする必要があるとの意見に応えて ASBJ が公表した実務
対応報告第15号の会計処理を考察している。

Ⅱ．市場メカニズム専門委員会による提言
１．市場メカニズム専門委員会による議論の背景
周知のように、京都議定書における京都メカニズムは、海外における
排出削減量や各国ごとの初期割当量を、自国の排出削減約束の達成に利
用することができるしくみをいう。京都議定書に定められた附属書Ⅰ国
（先進国）については、京都議定書の排出枠をクレジットに換算して登
録簿で管理し、
締約国が排出実績に相当するクレジットを償却する際に、
「排出枠＜排出実績」の場合には、京都メカニズムを活用してクレジッ
トを追加的に取得して京都議定書の遵守を図ることとなる。この京都メ
カニズムは、①共同実施（Joint Implementation、以下「JI」という。）、
② ク リ ー ン 開 発 メ カ ニ ズ ム（Clean Development Mechanism、 以 下
「CDM」という。
）
、③（国際）排出量取引（Emissions Trading、以下「ET」
という。
）という３つの制度からなる。このうち、JI と CDM は、海外
で温室効果ガス排出削減プロジェクトを実施し、そこから取得した排出
削減量を自国の目標達成に用いることができる。とりわけ、プロジェク
トを京都議定書において削減義務のない非附属書Ⅰ国（途上国）で実施
するものが CDM である。
わが国においては、京都議定書上の排出削減約束を果たす義務を負っ
（5）
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ているのは日本政府であり、民間事業者等は京都メカニズムを利用する
法的な義務を負っているわけではないことに注意が必要である。
経済産業省に設置された産業構造審議会環境部会地球環境小委員会市
場メカニズム専門委員会は、2003（平成15）年９月８日に「京都メカニ
ズムを活用するためのインフラ整備について」を審議・公表した。そこ
では、民間事業者等による京都メカニズムへの参加について、次の３つ
の点を指摘した。すなわち、①民間事業者等においては、自らの自主行
動計画の着実な実施とフォローアップを前提としているものの、自らの
削減をより費用効果的に達成する手段として京都メカニズムを活用する
ことが期待されていること、② JI・CDM 事業は、ホスト国の民間事業
者等が温室効果ガス削減事業を行うことが想定されるものの、わが国の
民間事業者等においては、代替フロン破壊、発電等の分野において途上
国・移行経済国の排出削減事業に貢献することが期待されていること、
③すでに JI・CDM 事業に取り組む民間事業者が存在しており、早けれ
ば2004年にも日本企業が CDM 登録簿から認証排出削減量（Certified
Emission Reduction：CER）クレジットを取得する可能性があるなど経
済実態が先行して進んでいることを指摘した。
このような理由から、市場メカニズム専門委員会は、民間事業者等が
京都メカニズムに参加し、クレジットを取得、保有、取引する際に、法
律的な安定性をもち、かつ、実務上円滑に行うことができるようなイン
フラの整備が必要であることを提言した。そのためには、関係省庁およ
び関係機関が国別登録簿のあり方を検討し、国別登録簿の制度設計に即
して取引のための実務上の論点を整理することが必要とされた２。この
ため、経済産業省は、企業会計基準委員会（ASBJ）に対してクレジッ
トの会計基準、税務上の取扱いを早期に明確化することを要請した。
２．市場メカニズム専門委員会による提言項目
市場メカニズム専門委員会は、京都メカニズムの活用に向けた制度的
（6）
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基盤の整備として、①クレジットの性格（京都議定書に由来する特徴、
財産的価値）
、
②クレジット取引を安定化させるためのインフラ整備（国
別登録簿の設計）、③クレジット取引を円滑化するためのインフラ整備
（登録簿の設計を前提とした会計処理の整備）を提言した３。
①クレジットの性格については、京都議定書の国際約束を各締約国が
履行するための数値であること、各締約国政府が管理する国別登録簿に
おいてのみ存在すること、所有権の対象となる有体物ではなく、法定さ
れた無体財産権でもないことを示している。また、財産的価値を持つも
のとして取引されることを示している。
②国別登録簿の設計については、民間事業者等がクレジットを取得、
保有、取引する際に法律的に安定した国別登録簿の利用条件が確定され
る必要性を示している。
③企業会計上・税務上の取扱いについては、民間事業者等のクレジッ
トの取得や取引の実務を円滑に進めるためには企業会計、税務上のクレ
ジットの取扱いを明確にする必要があることを示している４。具体的に
は、クレジットの勘定区分、クレジット取引時の会計処理、ファンドを
通じたクレジット取得時の会計処理が示されている。
この場合、クレジットの勘定区分については、クレジットを資産とし
て取り扱うことを示している。この理由として、国別登録簿におけるク
レジットは、事業の実施、他者からの購入等、取得の背景に取引が存在
すること、財産的価値を有するものとして取引されること、対価を支払
って取得されるため取得原価が存在すること、登録簿において保有者が
確定しており、保有者の意思に反して移転・減少しないことを挙げてい
る。また、クレジットを資産として捉えた場合には無形資産として取り
扱うことを示している。この理由としては、クレジットが登録簿上で存
在する数値であり、物理的な実体がないこと、政府の償却口座に移転す
ることや他者に転売することを目的として保有されることが想定される
ことを挙げている。ただし、クレジットが売買目的で保有されている場
（7）
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合には棚卸資産として取り扱うことを示している。
また、クレジット取引時の会計処理については、(a) 取得時には取得
原価を価額として無形資産に計上すること、(b) 時価評価の対象となる
金融資産には該当しないことから、期末評価には取得原価で評価するこ
と（原価法）
、2006年３月以降は減損会計が適用されること、棚卸資産
として保有される場合には低価法を適用すること、(c) クレジットを他
者へ売却した場合の処理には帳簿価額と売却価格との差額を損益として
処理すること、(d) 自主的に償却口座へ移転した場合の処理には事業と
の関係が説明できれば一般管理費として費用認識されることを示してい
る。
さらに、ファンドを通じたクレジット取得時の会計処理については、
ファンド契約の内容に応じて違いがあるものの、典型的な事例としては、
ファンド設立時の拠出金がファンドに対する持分と位置づけられる場合
には拠出金は金融資産に整理すること、他方、特定のクレジットを取得
するための拠出金は前渡金として整理し、クレジット取得時点で無形資
産に計上することを示している。

Ⅲ．排出量取引における国内統合市場の試行的実施
１．わが国における排出量取引制度の状況
地球温暖化対策推進本部が2005（平成17）年４月に策定した「京都議
定書目標達成計画」
（2008年３月28日全部改定）においては、確実かつ
費用効率的な削減と取引等に係る経験・知見の蓄積を図るため、自ら定
めた削減目標を達成しようとする企業に対して経済的なインセンティブ
の付与を模索した。環境省は、2005年度から排出枠の取引を活用する自
主参加型の国内排出量取引に関する知見・経験の蓄積を図るために、自
主参加型国内排出量取引制度（JVETS）を実施した。
（8）
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この JVETS は、自主的に参加する事業者が工場・事業所単位で CO2
の排出削減目標を設定したうえで、排出削減を実施し、必要に応じて排
出量取引を活用し、目標達成を志向する制度である。参加する意義とし
ては、①経済的メリット（CO2排出削減設備に対する設備補助、余剰排
出枠の売却益、エネルギー費用削減）、②ノウハウ蓄積（排出量算定・
検証（費用は環境省負担）、排出枠の取引実務）、③企業イメージの向上
（環境先進企業としてのイメージアップ）が挙げられるものの、一定量
の排出削減の約束を果たさなければ補助金の返還義務がある。とはいえ、
JVETS は、柔軟性措置である排出枠の取引を通じて積極的に CO2排出
削減に取り組もうとする事業者を支援し、確実かつ費用対効果に優れた
形で排出削減目標を実現できるしくみといえる。
また、
「京都議定書目標達成計画」では、国内クレジット制度を、大
企業等による技術・資金等の提供を通じて、中小企業等が実施した温室
効果ガス排出削減量を認証し、自主行動計画や、後述する試行排出量取
引スキームの目標達成等のために活用できる制度として定められてい
る。なお、国内クレジット制度は、2008年10月に政府全体の取組みとし
て開始されており、そこでは、中小企業のみならず、農林（森林バイオ
マス）
、民生部門（業務その他、家庭）、運輸部門等における排出削減も
広く対象としている。
このように、排出量取引は、CO2等の温室効果ガスに価格を付け、市
場メカニズムを導入することによって、その排出抑制を促すものである。
企業等の利点は、自ら努力して削減する他に、排出枠取引の利用も認め
られるため、費用の少ない排出削減の取り組みを効率的に選択でき、景
気動向等に応じた活動量の変化に柔軟に対応できることにある。また、
排出枠を下回って削減した実際排出量との差分が超過達成分（排出クレ
ジット）として市場で売却できるため、環境効率を高めるような技術開
発の促進に期待が高まることにある。最近の研究では、排出量取引制度
の出現によって、CO2削減は短期的にはコスト負担となるものの、中長
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期的にはコスト削減や企業価値の向上につながるようになってきたこと
が指摘されている５。
わが国の排出量取引制度は、環境省・経済産業省を中心に、京都議定
書の第１約束期間（2008 ～ 2012年）にわたって、次のような複数の制
度が活用された。すなわち、①試行排出量取引スキーム（2008年10月実
施、JVETS を含む）、②オフセットクレジット制度（2008年11月実施、
Japan Verified Emission Reduction、以下「J-VER」という。）、③京都
クレジット制度６であり、これらを合わせて国内統合市場と呼んでいる。
わが国の排出量取引制度は、義務的なキャップ・アンド・トレード方式
（Cap and Trade Approach）の EU 域内排出量取引制度（EU Emission
Trading Scheme、以下「EU-ETS」という。）などとは異なり、自主的
に削減目標を設定し参加するしくみが中心である７。
２．排出量取引における国内統合市場の試行的実施の概要
地球温暖化対策推進本部は、2008年10月21日に「排出量取引の国内統
合市場の試行的実施について」
（以下「試行実施」という。）を公表した。
この試行実施は、同年７月29日に閣議決定された「低炭素社会づくり行
動計画」において、CO2の排出削減には、CO2に取引価格を付け、市場
メカニズムを活用し、技術開発や削減努力を誘導する方法を活用する必
要があるという観点にもとづいて、同年10月から開始された。
試行実施に際しては、実際に削減努力や技術開発につながる実効性の
あるルールの構築、マネーゲームが排除される健全な実需にもとづいた
市場の構築が要求された。また、この試行実施を通じて得られた経験を
活用して、排出量取引を本格的に導入する場合に必要とされる条件、制
度設計上の課題などを明らかにするとともに、技術とモノづくりに代表
される日本の産業に見合った制度のあり方を検討し、国際的なルールの
策定においてリーダーシップを発揮できる環境整備が要請された。
試行実施は、①試行排出量取引スキーム（以下「試行スキーム」とい
（10）
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う。）と②クレジットの創出・取引という２つのしくみによって構成さ
れている。この場合、①試行スキームにおいては、企業等が自主的に削
減目標を設定し、その達成を目指して排出削減を進めること、企業等に
よる削減目標の超過達成分（排出枠）やクレジットの取引を手段として
活用して削減目標を達成することが示されている。他方、②クレジット
の創出・取引においては、試行スキームで利用可能なクレジットとして、
国内クレジットと京都クレジットが示されている。要するに、試行スキ
ームにおいて取引対象となる排出枠・クレジットには、①他の企業等の
削減目標の超過達成分の排出枠、②国内クレジット８、③京都クレジッ
トという３つが該当することとなる。
さらに、試行実施では、これらの排出枠・クレジットが「国内統合市
場」において取引されることを構想している。図表１を参照。
図表１

国内統合市場の構築に向けた概要図

（出所）地球温暖化対策推進本部［2008ｃ］より修正。
３．試行排出量取引スキームの概要
試行スキームでは、参加者が自主的に排出削減目標を設定したうえで、
（11）
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自らの削減努力に加えて、その達成のための排出枠・クレジットの取引
を認めるしくみを想定している。試行スキームにおいては、排出総量目
標や原単位目標の選択などさまざまなオプションを試行しており、でき
るだけ多くの企業等の参加を得て、それぞれのオプションを評価し、民
間企業等の自主的な取り組みや創意工夫を活用し、技術開発や実効性の
ある排出削減につながる日本型モデルの構築を目指している。
（１）排出削減目標の設定
試行スキームでは、設定主体を、事業所、個別企業、複数企業（グル
ープ）としており、原則として「業界団体を構成する企業全体」での参
加を認めていない。エネルギー起源 CO2を排出削減の対象としている。
設定方法としては、参加者（目標設定参加者）が目標を自主的に設定
する方法が採用されている。自主行動計画参加企業の目標は、自主行動
計画と整合的なものであること、目標の水準が安易な売り手の参加を助
長させないため、①当該参加者の直近の実績以上、②目安として参加者
の所属する自主行動計画の目標または実績のうちいずれか高い水準以上
が示された９。また、自主削減目標の設定に際しては、排出総量目標ま
たは原単位目標のいずれも選択可能とし、その目標達成のために、他の
参加者の目標の超過達成分（排出枠）および国内クレジットや京都クレ
ジットを活用可能とすることが示された。
目標設定年度については、自主行動計画において定めている2010年度
の目標を目安として、2008年度から2012年度のうち全部または一部の年
度を目標の設定年度として任意に選択することが可能であり、連続する
年度であることを要求していない。ただし、その選択した設定年度（各
目標年度）ごとに排出削減目標を設定し、目標達成の確認を行うことが
示された。
なお、当該目標の妥当性については、政府が審査・確認を行い、自主
行動計画の評価・検証制度と同様に関係審議会等において評価・検証が
なされる。
（12）
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（２）排出枠の取引ルール
排出枠の取引は、目標設定参加者の他に、取引参加者も実施できるこ
とが示された。この場合、排出枠の取引を行う目標設定参加者および取
引参加者は、売り手・買い手ともに、政府の運営するシステム上への口
座の開設が必要とされた。また、排出枠の取引を行わない目標設定参加
者については口座の開設が任意とされた。
排出枠の取引において留意すべき点は、排出総量目標を設定した参加
者と、原単位目標を設定した参加者とは、排出枠の交付の時期に違いが
あるということである。この場合、排出総量目標を設定した参加者は、
次の２つのいずれかの方法が選択可能である。すなわち、①排出総量目
標に相当する排出枠の事前交付を受ける（その目標年度終了前にも取引
が可能）か、②目標と実績の差分を事後的に清算するかである。なお、
②について、目標年度終了後、希望して口座を開設した参加者に対して
は、超過達成分に相当する排出枠が交付され、取引が可能となる。
他方、原単位目標を設定した参加者は、目標と実績の差分を事後的に
清算することとなり、上記の排出総量目標を設定した参加者の②の事後
清算する場合と同じものとなる。排出枠の取引は、参加者の責任におい
て自由に実施することが可能であり、排出枠の移転は取引主体が自ら開
設した口座上で実施することとなる。
このように、試行スキームは、参加企業が自主的に CO2削減目標（総
量目標または原単位目標）を設定し、目標達成のために、自らの削減努
力に加えて、目標達成企業の排出枠や国内クレジット等の取引を活用す
るしくみである。参加者には、電力・鉄鋼会社等のような目標を設定し
て参加する「目標設定参加者」だけでなく、商社等専ら排出枠の取引の
みを行う「取引参加者」も該当する10。
なお、試行スキームでは、マネーゲームによる問題が発生しないよう
に、①排出枠の繰り越し（バンキング）と借り入れ（ボローイング）を
認めていること、②排出枠の価格指標等の提供の可能性が検討されてい
（13）
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ること、③投機的な取引のために価格が暴騰するなどの場合には政府が
適正化のために具体的な措置を検討し実施することが示されている。

Ⅳ．改正実務対応報告第15号における会計処理
１．排出量取引における会計処理の論点
排出量取引における会計処理の論点は、企業ごとに排出量削減義務が
課されるか否かにあり、それによって会計処理が異なる点に注意が必要
である11。
一般に、排出量削減義務が課される場合には、EU-ETS に代表される
キャップ・アンド・トレード方式（Cap And Trade Approach）が採用
され、他方、排出量削減義務が課されない場合には、ベースライン・ア
ンド・クレジット方式（Baseline and Credit Approach）が採用される
傾向にある。この場合、前者のキャップ・アンド・トレード方式は、政
府が温室効果ガスの総排出量（総排出枠）を定め、それを個々の主体に
排出枠として配分し、個々の主体間の排出枠の一部の移転（または獲得）
を認めるしくみである。後者のベースライン・アンド・クレジット方式
は、
個々の主体に対しての排出枠というものが設定されていないものの、
個々の主体が温室効果ガスの排出削減プロジェクト等を実施し、プロジ
ェクトがなかった場合に比べた温室効果ガスの排出削減量の差分をクレ
ジットとして認定し、この認定されたクレジットを取引するしくみであ
る。
企業ごとに排出量削減義務が課される場合の会計処理では、政府など
から一定の排出枠が無償で交付された際に、その排出枠を資産として計
上するとともに、自らが排出する温室効果ガスを排出枠に収めなければ
ならない義務が生じるため、この義務を負債として計上する。会計上、
資産と負債を公正価値で評価し、排出枠が無償交付された時点で資産と
（14）
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負債に同額を計上することとなる12。
他方、企業ごとに排出量削減義務が課されない場合の会計処理では、
政府などから一定の排出枠が無償で交付されたとしても会計処理は行わ
れない。その理由は、排出量の削減義務が課されないため、それに対応
する権利が生じないことから、会計上の資産と負債が認識されないため
である。ただし、政府以外の当事者同士で排出枠を取引する場合には資
産の認識がなされる可能性がある。EU-ETS のように排出量取引市場に
おいて、排出枠（排出クレジット）が実際の売買対象となる場合、その
排出枠には資産としての財産的価値がみなされるためである。この場合、
当該排出枠は一般の商品と同様に転売目的で購入することができるた
め、棚卸資産として取り扱われることとなる。また、自主的に任意の排
出量削減の取り組み、制度（スキーム）などに参加する場合、そこで購
入した当該排出枠は無形固定資産あるいは投資その他の資産として取り
扱われることとなる。なお、当該排出枠の償却（清算）時は、費用に振
り替えることとなる。
２．改正実務対応報告第15号の特徴点
わが国の企業会計基準委員会（ASBJ）は、京都議定書で定められた
京都メカニズムにおけるクレジット（排出クレジット）の会計処理を明
確にする必要性があるとの意見を受けて、2004（平成16）年11月30日に
実務対応報告第15号「排出量取引の会計処理に関する当面の取扱い」を
公表し、現行の会計基準の枠内で、当面必要と考えられる実務上の取り
扱いを明示した。その後、2006年７月14日に企業会計基準第７号「事業
分離等に関する会計基準」と企業会計基準第9号「棚卸資産の評価に関
する会計基準」をそれぞれ公表したことから、これらに関連する部分に
ついて上記の実務対応報告第15号の改正を実施した。
（１）実務対応報告第15号の主要な取扱い
実務対応報告第15号では、企業ごとに排出量削減義務が課されない場
（15）
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合の会計処理を対象としている。主要な取扱いは、事業投資としての排
出クレジットについて、①専ら第三者に販売する目的で取得する場合と、
②将来の自社使用を見込んで取得する場合の２つに大別し、それぞれを、
（ⅰ）他者から購入する場合と、（ⅱ）出資を通じて取得する場合の2つ
に細分し、合計4つのパターンの会計処理を示していることにある。
具体的には、①専ら第三者に販売する目的で排出クレジットを、他者
から購入する場合は通常の商品等の購入と同様に棚卸資産として会計処
理し、出資を通じて取得する場合はその出資を金融商品会計基準に従っ
て会計処理し、分配された排出クレジットを棚卸資産として会計処理す
ることを示している。図表２を参照。
図表２

専ら第三者に販売する目的で排出クレジットを取得する場合の会計処理の概要

他方、②将来の自社使用を見込んで排出クレジットを、他者から購入
する場合は無形固定資産または投資その他の資産の取得として会計処理
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し、減価償却を実施せず減損会計を適用する。その後、自社の排出量削
減に充てられたときなどには消滅を認識し費用として計上することを示
している。また、将来の自社使用を見込んで排出クレジットを、出資を
通じて取得する場合はその出資を金融商品会計基準に従って会計処理
し、分配された排出クレジットを無形固定資産または投資その他の資産
の取得として会計処理し、減価償却を実施せず減損会計を適用する。そ
の後、自社の排出量削減に充てられたときなどには消滅を認識し費用と
して計上することを示している。図表３を参照。
図表３

将来の自社使用を見込んで排出クレジットを取得する場合の会計処理の概要

その後、前述のように、地球温暖化対策推進本部が2008年10月21日に
試行実施を公表し、このしくみの１つとして試行スキームが開始された。
これを受けて、ASBJ は、試行スキームにおいて必要と考えられる会計
（17）
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処理についても明確にする必要性があるとの判断から、翌2009年４月10
日に公開草案第31号「排出量取引の会計処理に関する当面の取扱い（案）」
を公表し、一部修正のうえで、同年６月23日に最終改正となる実務対応
報告第15号「排出量取引の会計処理に関する当面の取扱い」（以下「改
正実務対応報告第15号」という。）を公表した。
今回の改正の特徴点は、試行スキームにおいて政府から排出枠を無償
で取得する場合の取扱いが将来の自社使用を見込んで排出クレジットを
取得する場合の会計処理方法に追加された点にある。
（２）改正実務対応報告第15号の主要な取扱い
改正実務対応報告第15号における主要な取扱いは、試行スキームにお
いて政府から排出枠を無償で取得する場合の会計処理にある。前述の将
来の自社使用を見込んで排出クレジットを取得する場合の会計処理に、
政府からの排出枠を「無償で取得する場合」を追加し、さらに、①事後
清算により排出枠を取得する場合と、②事前交付により排出枠を取得す
る場合の２つに細分し、新たに２つのパターンの会計処理を示している
点に特徴がある。
この場合、①事後清算による排出枠の取得時には、会計上は取引を認
識しない。排出枠を取得時の公正価値によって資産計上し、同額の受贈
益を計上する処理も検討されたようであるが13、取得した排出枠は、次
年度以降に目標未達となった場合、不足分の充当に使用する可能性があ
ること、また、試行スキームで定められた2012年度までの目標設定年度
以降における排出枠の取り扱いが定まっていないことから、将来当該排
出枠を売却できるとは限らないこともあり、資産計上が見送られている。
また、企業が複数年度にわたって当該試行スキームに参加する場合、
排出枠を第三者へ売却しても、その後の排出の状況によっては、試行ス
キームに参加する複数年度通算で排出枠が不足する可能性があることか
ら、当該取引は暫定的なものとみなして、売却の対価は仮受金その他の
未決算勘定として計上し、試行スキームに参加する複数年度を通算して
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目標達成が確実と見込まれた時点で利益に振り替えることが示されてい
る。または、目標未達となり費用が発生する場合には費用の減額に充て
ることが示されている。
他方、②事前交付による排出枠の取得時には、排出枠は過去の実績等
にもとづいて設定された排出総量目標に応じて事前交付され、その一部
を売買することができるものの、上記の事後清算によって排出枠を取得
する場合と同様に、会計上は取引を認識しない。
また、排出枠を第三者へ売却した場合の会計処理については、事後清
算によって排出枠を取得する場合と同様に、売却の対価を仮受金その他
の未決算勘定として計上し、試行スキームに参加する複数年度を通算し
て目標達成が確実と見込まれた時点で利益に振り替えることが示されて
いる。または、目標未達となり費用が発生する場合には費用の減額に充
てることが示されている。
なお、費用の計上に際しては、企業ごとに排出量削減義務が法的に課
されていないため、各目標設定年度の目標未達が政府の目標達成確認シ
ステムにおいて確認された時点で不足する排出量をボローイングにより
償却した時点ではなく、資産計上された排出枠または代替する排出クレ
ジットもしくは国内クレジットを償却した時点で行うことが示されてい
る。この場合、無償で取得した排出枠の他に、他者から購入した排出枠
も保有している場合には、まず無償で取得した排出枠を償却したものと
みなすことが示されている。
このように、試行スキームは、排出量取引を本格的に導入する場合に
必要とされる条件や課題などを明らかにするために試行的に実施された
ものである。したがって、改正実務対応報告第15号の基本的な考え方は、
「排出クレジットを他者から購入又は出資を通じて取得する場合の取扱
いを中心とした従来の実務対応報告の構成は大きく変更せずに、試行ス
キームに特有である政府から排出枠を無償で取得する場合の会計処理を
追加すること」14に主眼が置かれているのである。図表４を参照。
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試行スキームにおいて政府から排出枠を無償で取得する場合の会計処理の概要

Ⅴ．おわりに
地球温暖化の緩和のためには、世界的規模で CO2の排出量を削減する
取り組みが実現されなければならない。わが国においては、2005（平成
17）年２月16日に発効された京都議定書に照応して、「地球温暖化対策
の推進に関する法律」にもとづく地球温暖化対策推進本部を設置し、地
球温暖化対策を総合的かつ計画的に推進する体制の整備が図られた。
このような状況のなかで、経済産業省に設置された産業構造審議会環
境部会地球環境小委員会市場メカニズム専門委員会は、2003年９月８日
に「京都メカニズムを活用するためのインフラ整備について」を公表し
た。そこでは、民間事業者等が京都メカニズムに参加し、クレジットを
取得、保有、取引する際に、法律的な安定性をもち、かつ、実務上円滑
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に行うことができるようなインフラ整備の必要性が提言された。商社や
銀行などにおいては、京都議定書が発効される以前から、京都メカニズ
ムにもとづくクレジットの取得に向けたファンド購入や CDM プロジェ
クトの実施等に係る経済実態が先行していた。このため、経済産業省は、
企業会計基準委員会（ASBJ）に対してクレジットに係る会計基準の明
確化を要請したのである。
ASBJ は、この要請を受けて、2004年11月30日に実務対応報告第15号
「排出量取引の会計処理の当面の取扱い」を公表した。わが国では、企
業ごとに排出量削減義務が課されていないものの、企業が自主行動計画
の達成を通じて排出量を削減することが念頭に置かれている。したがっ
て、この実務対応報告第15号では、当面必要と考えられる会計処理のみ
を対象としており、現行の会計基準の枠内における市場での売買、ファ
ンドへの出資および CDM プロジェクトの実施等によるクレジットの取
得に係る実務上の取扱いが暫定的にまとめられているのである。
その後、地球温暖化対策推進本部は、自主行動計画を補完し、温室効
果ガス削減努力をより一層推進する目的で、2008年10月21日に「排出量
取引の国内統合市場の試行的実施について」（試行実施）を公表し、そ
のしくみの1つである「試行排出量取引スキーム」（試行スキーム）を実
施した。この試行スキームでは、政府から排出枠を無償で取得する場合
の実務上の取扱いが ASBJ に要請されたのである。ASBJ は、この要請
を受けて、2009年6月23日に最終改正の実務対応報告第15号「排出量取
引の会計処理の当面の取扱い」を公表し、現在に至っている。
わが国においては、世界に先駆けた地球温暖化防止の取り組みを実践
することが必要である。環境省による自主参加型国内排出量取引制度
（JVETS）は、わが国初の国内排出量取引制度の実証事業であり、国内
排出量取引制度に関する経験や知見の蓄積に重要な役割を果たしてき
た。しかしながら、地球温暖化問題に関する閣僚委員会が2010年12月28
日に公表した「地球温暖化対策の主要3施策について」においては、国
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内クレジット制度について慎重に検討を進めるべきことが提言された
15

。
とはいえ、世界的規模において、新たな CO2排出量の削減目標が設定

される場合、政府のみならず民間事業者等においても排出量削減義務が
課される可能性もあり、わが国の排出量取引制度および会計基準に大き
な影響を与えることが考えられる。わが国では現在、国際的な検討が開
始されている2020年以降の地球温暖化対策に係る新しい国際的枠組みの
構築に向けて、現行の国内クレジット制度と J-VER 制度との統合が模
索されている。したがって、排出量取引に係る会計処理についての論点
を踏まえ、将来的なクレジットの取得、保有、取引に関する会計基準を
整備する検討の再開が必要である。

────────────────
＜注＞
1

安倍晋三首相は、2013年1月24日、地球温暖化対策で2020年までに温

暖化ガスの排出量を1990年比で25％削減するとした民主党政権時代の目
標を見直す方針を表明している。
2

環境省は、2005年度より自主参加型の排出量取引を実施し、日本にお

ける温室効果ガス排出量の削減に取り組んだ際に、JI や CDM プロジェ
クト由来のクレジット、自主参加型排出量取引制度のクレジットを取得、
譲渡した場合の会計処理・税務処理について一定の指針を取りまとめる
ために、クレジット会計処理検討委員会を設置した。当該委員会の最終
報告書では、選択可能な会計処理を5案にまとめ、事業者に会計処理を
選択してもらう手法を示している（環境省［2007］を参照）。
3

岸本［2005］
、75 ～ 76ページを参照されたい。

4

京都メカニズムを活用したクレジットに係る取引として、内国法人が

他の者から当該クレジットを取得（購入）し、償却（自社使用）を目的
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として政府保有口座に移転または国内法人等に売却（有償譲渡）する場
合に際して、法人税および消費税の取扱いについて、環境省および経済
産業省から国税庁に照会がなされている（環境省・経済産業省［2009］
を参照されたい）
。
5

阪・大鹿［2011］、122ページ。阪・大鹿［2011］の研究では、わが国

で2008年から開始された国内統合市場の試行排出量取引スキームのデー
タを用い、排出量取引制度への参加が企業価値に対してプラスの影響を
有するかどうかについて実証的に検討されており、注目に値する。
6

京都クレジットは、温対法にもとづく算定割当量（排出量）であり、

京都議定書で定められた手続きによって発行され、同議定書の削減目標
達成のために用いられるクレジットをいう。政府による京都メカニズム
を活用したクレジットの取得状況では、2008 ～ 2010年度について、国
内対策を最大限努力してもなお不足すると見込まれている差分（約1億
トン）のうち、2008年度には3,103.5万トン、2009年度には4,150万トン、
2010年度には400万トンの購入契約が締結されている。これにより、
2006年度からの累計は9,782.3万トンとなり、目標の約1億トンの目途が
ついているという。また、実際に日本政府口座に移転されたクレジット
の量は、2008年度が291.5万トン、2009年度が4,498.2万トン、2010年度
が3,380.8万トンで、2006年度からの累計が8,193.8万トンであるという（地
球温暖化対策推進本部［2011］）。
7

都道府県レベルでは、東京都が総量削減義務と排出量取引制度を、埼

玉県が目標設定型排出量取引制度を開始している。
8

国内クレジットは、京都議定書目標達成計画にもとづき、日本国内で

大企業等（自主行動計画参加企業）が技術・資金等を提供して中小企業
等（自主行動計画に参加していない者）が行った排出抑制事業による温
室効果ガスの排出削減量に対して、国内クレジット承認委員会が認証し
た排出削減量をいう。
9

自主行動計画非参加企業の目標は、環境省自主参加型国内排出量取引
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制度の「補助金なし」の目標設定方法を参考としつつ、必要な目標設定
方法の整備を図ることが示されている。
10

2009年7月6日現在、参加申請者数は、目標設定参加者521社（目標設

定主体数392）
、取引参加者68社、
「国内クレジット制度」の排出削減事
業者126社の合計715社となっている。なお、JVETS は、試行排出量取
引 ス キ ー ム の 参 加 類 型 の １ つ と な っ て お り、512社 の う ち176社 が
JVETS 参加者である。また、環境省［2009］においては、試行排出量
取引スキームにおける2008年度目標設定参加者の実績が公表されてお
り、総量目標設定者は8割が超過達成、原単位目標設定者は半数が削減
不足であるものの、削減不足者が不足量の借り入れ、試行排出枠や京都
クレジットの購入・償却を活用した結果、すべての参加者について2008
年度目標の達成が確認されたことが明らかにされている。
11

http://www.chitekishisan.com/category/1387045.thml

12

IASB は、FASB との共同プロジェクトにおいて、排出量取引に係る

会計基準の公開草案を2010年第2四半期に公表している。このなかで、
無償交付の排出枠の当初認識時の会計処理については、資産の認識と公
正価値による測定および削減義務を排出枠に対する負債として認識する
案が暫定的に合意された。
13

験馬［2009］
、42ページ。

14

験馬［2009］
、41ページ。

15

2010年11月9日に開催された行政刷新会議 WG において、JVETS は、

政府として国内排出量取引制度の導入に向けた状況が大きく変化してい
ることから、これまでの7年間の事業を通じて国内排出量取引制度に関
する知見・経験の蓄積を図るという当初の目的を一定程度達成したと考
えられることより、2012年度予算には計上せず、新規参加者の募集をし
ないこととされた。補助金制度としての実効性や費用効率性が課題とさ
れたものの、第５期参加者からのアンケート結果では、目標保有参加者
が参加したことのメリット・得られた知見等として、「補助金により設
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備投資コストが抑制できたこと（77％）」「社内意識の向上（70％）」「排
出量の削減（66％）」
「排出量の把握（62％）」などの回答が得られている。
他方、取引参加者が得られた知見等として、排出枠取引における契約事
務、排出枠の会計処理や残高管理、取引に関わる一連の流れ、排出枠の
調達に関するノウハウ取得の回答が得られている。なお、JVETS で行
われた取引件数の85％が取引参加者による仲介によって成立しているこ
とも示されている（環境省［2012］、3ページ、10 ～ 12ページ）。
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夫婦別姓の一考察 比較法制史的視点から
Considering Surnames in Relation to Marriage

髙

嶋

TAKASHIMA
キーワード：

姓

氏

名

親子

めぐみ

Megumi

法

要旨
我国は神代この方夫婦別姓であったのを明治31年、敢て伝統法文化を捨て西洋
法を継受し、当時盛行していた夫婦同姓に改めた経緯がある。今、再び流行の外
国法を模倣して夫婦別姓に帰り、生得の姓を貫くということは必然的に血統主義
に立つことに成る。諸外国の法制史や現下の立法政策を見渡せば、夫婦別姓は必
ずしも多数派でないし、現在別姓主義を採る国々も、多くは古法の血統主義を守
って来たのであって、近年の男女同権論に立っている訳ではない。夫婦別姓は生
物的出自、門地による姓の世襲であり、永久的決定であって、未だしも婚姻時に
二者択一の機会を与える現行法制より後退するものではないのか。人名は出生と
同時に決め、自己決定の最も及び難い問題であるだけに、立法も慎重を要する。
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目次
１、はじめに
２、姓と氏
３、人名の構成
４、姓無き名
Ａ．無姓一段名
Ｂ．無姓多段名
５、姓有る名
Ａ．生得的夫婦別姓
Ｂ．人為的夫婦同姓
６、おわりに
１、はじめに
夫婦別姓が論ぜられて久しい。現行法上、日本人の名前は氏と名を組
合せた氏名を以て構成され、出生から14日以内に戸籍登録される。すな
わち氏は本来生得のもので、嫡出子は父母の、非嫡出子は母の氏を名乗
る。養子は養親の嫡出子たる法的地位を得るから、氏に就ても同様に養
父母の氏を名乗る。さりながら夫婦は同一の氏を名乗るので（1）、偶々
同氏でない限り、婚姻時に夫婦の一方は改氏を強いられ、96 ～ 97％が
夫の氏を選ぶ。つまり女子側が従来の氏を捨てる。これは婚姻当事者の
自由意思による選択であるが、女子のみが生得の氏を捨てる可きでなく、
夫婦それぞれが別個の氏を称するよう法律改正しようという主張である。
こうした意見は法制審議会によって採上げられ、平成８年に法務大臣
へ答申した民法改正要綱試案の中に「同姓か別姓かを婚姻時に選べる選
択的夫婦別姓の導入」が入ったものの、その後の進展は無い。立法は勿
論、朝野の理解も進んでいるようには見えない。積極的にこれを論ずる
者ですら、時に理解を欠いている。そうしてこのことが、事態の決着せ
ぬ根本原因かも知れない。解らないことは決断し難いものであるから。
（29）
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青史を繙けば、元々我国は夫婦別姓であった。藤原不比等の妻は蘇我
娼子、橘諸兄公の妻は藤原多比能、菅公の正室は島田宣来子。律令法下
の戸籍に徴しても庶民の端々まで夫婦別姓であるから、神代までも遡れ
そうな古制であるが、連綿と受継がれ明治に入ってなお「婦女人ニ嫁ス
ルモ仍ホ所生ノ氏ヲ用フヘキ事」（2）と再確認されている。それを近代
化の心算で態々同姓に改めたのである。「妻ハ婚姻ニ因リテ夫ノ家ニ入
「戸主及ヒ家族ハ其家ノ氏ヲ
ル。入夫及ヒ壻養子ハ妻ノ家ニ入ル。」（3）
称ス」（4）。夫であろうと妻であろうと入った家の氏を称すると言うだけ
のことで、巷間語られる如き男女不平等でないことが一読直ちに明らか
であるが、兎にも角にも家族同姓であり、その結果としての夫婦同姓で
はあった。良くいえば外国法継受、悪く言えば模倣。明治民法がこれで
ある（5）。ここに本邦開闢以来、初めて夫婦同姓となった。民法施行は
明治31（基督暦1898）年である。つまり我国の夫婦同姓は最近百年のこ
とに過ぎず、伝統的な文化や規範とは遠い。
本稿は基礎研究を目的とし、現下の立法政策として夫婦別姓論なり同
姓論なりに直接与するものではないが、以上の史実を踏まえれば、我国
の伝統を盾に夫婦の同姓を守ろうとするのも、国際化を叫んで別姓を称
えるのも、共に史実に合わず、虚構と言わざるを得ない。論者は必ずし
も事実を踏まえていない。基礎法学以下、諸学の土台あっての実定法定
立作業でなければならない、ということである。
立法政策に先立つ学問研究とは何か。第一に、本邦過去の制が如何な
るものであったか、という縦の研究、時間的比較である。これは日本法
制史的視座で、法制史家等が考究している。第二に、列国現在の制が如
何なるものであるか、という横の研究、空間的比較である。比較法的視
座と言って良いであろう。こちらは実定法学者や内閣及び両院の法制局
が調査している。この両者が二つながら必要な事は論を俟たないが、今
一つあらまほしきは、両者の交叉する、列国過去の制が如何なりしか、
という視点である。伝統の基礎を持たない立法は所詮成功し難いからで
（30）
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ある。だが、この視点からの研究は乏しい。そこで本稿はこのような問
題意識から諸外国の制度をも一瞥し、以て一石を投じたいと思う。
２、姓と氏
最初に断って置かねばならぬのは、姓と氏が同義でない、ということ
である。簡単に言えば原漢語は格別、邦語上、姓とは源平藤橘の類であ
り、
氏はその分流である。よって姓は四姓に代表される少数に留まるが、
氏は少くも10万はあろうと推計される。そういうこともあるまいが、仮
にある人が豊臣秀吉と名乗ったとすれば（6）、この名乗りは姓名であって、
氏名ではない。豊臣は源平藤橘に並ぶ姓であり、氏ではないのだから。
伊達政宗の権中納言任官、従三位叙位口宣案を見よう。
「口宣案
上卿

四辻中納言

寛永三年八月十九日

宣旨

正四位下藤原政宗
宜叙從三位
藏人頭右近衞權中將藤原基音奉」
「口宣案
上卿

四辻中納言

寛永三年八月十九日

宣旨

參議藤原政宗
宜任權中納言
藏人頭右近衞權中將藤原基音奉」（7）
現代人が伊達政宗と呼ぶ武将の、最も正式な名は藤原政宗であること
が判る。藤原は厳密な意味で伊達の「姓」であるから、これぞ「姓名」
ではある。伊達は氏、家名であって、姓ではないのである。なお通名藤
次郎は、言葉自体の素直な意味としては、藤原の家の次男、である。
更に付言すれば、普通に言う「正式」は「藤原政宗」より拡大し、例
（31）

髙嶋 めぐみ

夫婦別姓の一考察

比較法制史的視点から

えば官位家名（氏）官名を加えた「正四位下伊達権中納言兼陸奥守藤原
政宗」という風になる。非成長期のビジネスモデルとして近年人気の蘇
っている上杉鷹山公にしても、武鑑には ｢ 米沢侍従鷹山藤原治憲 ｣ とあ
る。（8）
以上の次第であるから、徳川家康の名乗は姓名でない。氏名である。
徳川は氏であって姓に非ず。徳川氏の姓はあくまで源であり、清和源氏
新田（義重）氏流の分脈たる松平－徳川が氏なのであるから。故に徳川
家康が姓名を名乗るなら源家康となる。
官位は未だしも、官名は全く人名である。王朝の昔、それは確かに官
職名であって人名でなぞなかったが、室町季世以降、律令法系は衰微し
て細々たるものとなり、内官は未だしも外官に至っては跡形も無かった。
中世、九州に少弐と言う大名が実在し、戦国後期に滅亡するまで勢威も
あったが、先祖の官名に発した家名に過ぎず、大宰府が健在し副長官と
して出仕していた訳ではない。最大の大宰府が消滅した程であるから、
爾余の外官は夙に跡を絶ち、陸奥守の官名を誇ったところで何処にも陸
奥の国府無く、在庁官人無く、実態全く無し。剣豪の上泉伊勢守、宮本
武蔵を三重県知事だの東京都高官と思う人が無いように、単なる人名に
過ぎない。（9）
権中納言は朝廷が現に在し、廟議も実在する以上、空名でもなかった
が、これも公家にとっての話で、武家の官職は当官の外、定員外で実務
に全く関らないから、武士にとってはやはり単なる人名に過ぎない。
藤原政宗は仙台城主62万石の大名として領分を治めたのであって、陸
奥守として陸奥一国を治めたのではない。だから自領に非ざる陸奥管内、
例えば白河郡、磐城郡や岩手郡は全く統治しない。そこにはそれぞれ白
河城主、棚倉城主、盛岡城主が封ぜられ、領知している他国、他領なの
であるから。
諸侯にとって領国の守を拝命するのは名誉であったが、斯く実権は伴
わない。普通領国と官名は一致しないし、在地の臣下に対しては権威で
（32）
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あったから有難がられたのである。真田安房守の領国は遥かに遠い信州
上田、吉良上野介の知行所も雲煙万里の三州幡豆郡吉良庄、浅野内匠頭
に至っては内官で、在京の官職だから、そもそも任国が無い。内匠頭、
上野介と呼合うのはそれが人名だからである。柳沢吉保が出羽守であろ
うと美濃守に転じようと、そういう国に領知は一坪も持たない。領主と
しては佐貫―川越―甲府城主を転々とした。
仙石伯耆守（従五位下源久尚）も、一時は高松城主として讃岐一国を
領した仙石権兵衛（従五位下越前守秀久）の曾孫で、伯耆国とも越前国
とも関係無い。その知行所は近江国浅井郡、上総国武射郡、下総国下印
旛郡であった。
斯くして明治以前、一定以上の身分では
諱

であった。例えば

西郷吉之助平隆永

家名＋通名又は官名＋姓＋
という組合せで人名を顕し

たのである。西郷翁が通名なのは身分が低かったからで、官名を得た者
は幼名－通名に替えこれを用いた。勝麟太郎義邦 → 勝安房守物部安芳
のように。よって諸侯でも襲封後、まだ任官していない場合は幼名や通
名である。
為念『明暦四年武鑑』（10）を一覧すると、保科肥後守正之のように諱
迄掲載する例も寡くないが、木下淡路守、真田内記という風に諱を掲載
せぬ例は更に多い。
「保科肥後守正之殿
并九星

奥州若松

新橋五町目海

采女」
「木下淡路守殿
しもり

位下諸大夫

壱万石

従五位下諸大夫

あざぶのざい
二万五千石

従四位少将

杉原頼母
紋六文銭

二十三万石

保科頼母正

二万五千石

七千石

紋きく

さくら田

小原

備中あ

近藤太左衛門」「真田内記殿
上州沼田

紋

従五

根津宮内

望月主水」 概ね家格や石高が高まるにつれ諱の記載が増えるようであ
るが、何れにせよ当時諱が常用されていなかった、通名－官名の方が通
りが良かったことは窺知し得る。
以上は戦前まで記憶されていた常識であったが、戦後は姓と氏が混用
されて久しい上に、今日的立法課題からはやや距離があり、更に又これ
（33）
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を論じ始めれば本稿の趣旨を逸脱しかねない大きな論題なので、ここで
は仮に姓とのみ呼んで姓、氏共指称をこれに統一する。
３、人名の構成
姓名とは人名の一種である。今日71億を算する膨大な人の群の中から
特定の個人を識別するには、固有の呼称を要する。理論上は言語的人名
でなく、機械的に割振る数字、文字等ということもあり得る。無線通信
における呼出符号と思えばよい。多くは個人たるアマチュア無線局が、
例えば JA1YZV を名乗るのと同じである。近年はインターネットのア
ドレスも同様に割振っているが、これでは記憶に不便だし、親なり本人
なりと言った命名者の思い入れもあって、より親しみ易い言語表現で呼
称することになる。これが人名である。（11）
世界には多種多様の言語なり民族なりが存在し、今日なお５千とも２
万とも言うので、この人名の決め方も色々である。我旧制は概ね武士相
当以上では前述の

家名 ＋ 通名又は官名 ＋ 姓 ＋ 諱

一新の際、 氏 ＋ 名

すなわち

であったが、御

family name ＋ given name

と改め

た。併せて改名の自由も奪った、正確に言えば大幅に制限したので、爾
後固有名は単一にして永久的なものと化した。現行法制も民法、戸籍法
に拠りこれを踏襲している。名は（江藤）新平、
（東郷）平八郎、
（加藤）
友三郎、
（石原）慎太郎のような旧通名系と、（副島）種臣、（大山）巌、
（米内）光政、
（石田）和外と言った旧諱系の両系統が今日まで併存する。
これは男子の名においてより顕著であるが、実際明治初年の先人は旧
幕時代から通名若くは東百官と諱、二つの個人名を有していたので、新
制度の氏名登録に臨み、爾後の固有名として通名か諱かの何れか、好む
方を選び、他方を捨てて登録したのである。
同一人でも弥助と言うより巌と名乗った方が重々しく聞える。朋輩で
あっても（川上）操六、
（小川）又次、
（田村）怡与造、（児玉）源太郎
より（黒木）為楨、
（奥）保鞏、
（乃木）希典、
（野津）道貫、
（川村）景明
（34）
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の方が偉そうである。山本権兵衛は欧字で GOMBAY と署名していた
からそちらの方が本名と思われるが、｢ ごんのひょうえ ｣ と呼ばれたか
ったようだ。逆に江藤のように新平が軽々しいなら ｢ にいひら ｣ とでも
呼んでくれと平然たる人物もあった。通名は通名で親しみ易い感はある。
さて

氏 ＋ 名

が定着して百余年を経て普及浸透を見た今日、一般

の日本人は外国語の人名に疎いので、自国の現用命名法から即断して外
国も語順が入替るだけで大概

given name ＋ family name

だろう、

ぐらいに思っているが、現実にはそうでない。真っ先に連想する米欧式
ですら必ずしも然らず、そもそも middle name の類が数多く存在する。
日本国内における報道等で省略されているから、一般の耳目に触れる機
会が少いというに過ぎない。
我国において最初の著名な米国人たる東インド艦隊司令長官ペリー提
督 マ シ ュ ー・ カ ル ブ レ イ ス・ ペ リ ー Matthew Calbraith Perry も
middle name を加えた三段構えの名である。
今日只今、現職の合衆国大統領からしてバラク・フセイン・オバマ・
ジュニア Barack Hussein Obama, Jr. と四重構造である。以下大統領職
務権限継承順位に随って見て行くと、副大統領がジョセフ・ロビネット・
バイデン・ジュニア Joseph Robinette Biden, Jr.、下院議長はジョン・
アンドリュー・ベイナー John Andrew Boehner、上院仮議長がパトリ
ック・ジョセフ・リーヒ Patrick Joseph Leahy、国務長官がジョン・
フォーブズ・ケリー John Forbes Kerry である。なお大統領夫人はミ
シェル・ラヴォーン・オバマ Michelle LaVaughn Obama。外に連邦最
高裁判所長官がジョン・グローバー・ロバーツ・ジュニア John Glover
Roberts, Jr.、軍人の最高位たる統合参謀本部議長はマーチン・E・デン
プシー Martin E. Dempsey である。何処まで行っても日本人が期待す
る、或は推定する （個人）名

＋

氏

という単純二段構造の人名に

出遭えない。
20世紀以降の歴代米国大統領20人の名を見るに、そうした言わば「近
（35）
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代日本式」人名は第26代セオドア・ルーズベルト Theodore Roosevelt
唯一人で、爾余は悉く三段、四段構えの複雑な名である。（12）
要するに近代日本と同形式の

家名＋個人名

という単純明快な人名

は世界的には勿論、近代日本法が範をとった西洋においても左程一般的
でないのである。我国に在ってすら、明治民法以前はそうでなかったこ
とは前節で述べた。かくて「安倍晋三」「髙嶋めぐみ」式命名法は、特
殊とまでは言わないが近代日本的であって、普遍化できない。
成程、寡からぬ文化圏、或は法系において、人の名前が

個人名 ＋

家族集団名 で構成される傾向はある。太古は個人名だけだったが、こ
れは同名異人を生じ易い。世の中が狭い、つまり部落や村と言った縄文
風閉鎖的小集団の中で暮している分には重複も少いが、弥生から大和朝
廷へと拡大し、同一社会内の人口が増加し、交流圏が拡大して行くにつ
れ、
ただ太郎では大勢の同名異人がいて特定困難となる。そこで桃太郎、
金太郎、浦島太郎、親指太郎というように個人名自体の複雑化を図って
区別することにもなる。だが長男が太郎なのは良いとして、その又長男
はどう呼んだら良いか。小太郎か、新太郎か、重太郎か。その又長男は
又太郎か、はたまた孫太郎か。つまり、個人名の工夫、複雑化では直ぐ
に限界が来る。名前の衝突は愈々増える。
この不便を避けるには所詮個人名だけの一段構造では無理で、二段構
え以上にしなければならない。だが二段でもなおバッティングが寡くな
い。足利又太郎だけでは藤原忠綱だか源高氏だかわからない。どちらも
本物の足利又太郎なのである。源義経にしても単に姓と名でだけでは、
宇多源氏か清和源氏か分らない。宇多源氏としても佐々木義経か分流の
近江源氏山本義経か分らない。清和源氏だとしても満政流か上方源氏か
分らない。この４人、姓名の儀は全員、紛れも無く源義経なのである。
吉見二郎、男衾三郎と居住地名を冠したり、八幡太郎（義家）、加茂次
郎（義綱）
、新羅三郎（義光）と神様を頂いたりしたのは、こうした努
力でもあったのではないか。
（36）
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伊達政宗も２人いた。しかも時代こそ異なれ同じ家、魚名流藤原山陰
中納言の後裔、陸奥国守護職伊達氏の、９代公と17代公である。これは
直系の尊属卑属間であるから後人が先人を意識して肖ったのであろう
が、混乱は生ずるであろう。故に大膳大夫なり藤次郎、宰相なりと官名
や通称を加えて呼分ける必要がある。
２人目の伊達政宗公にしても、幼名の梵天丸や綽名の独眼龍は格別、
藤次郎、宰相、伊達美作守、伊達左京大夫、羽柴伊達侍従、羽柴長井侍
従、羽柴陸奥侍従、羽柴侍従、羽柴大崎侍従、大崎侍従、大崎少将、羽
柴越前守、松平陸奥守、仙台宰相、仙台中納言、仙台卿、仙台黄門と、
一代の間に用いた名は数え切れぬ程に及ぶ。もちろん全てを一時に併用
した訳ではない。官名は昇進して変って行くし、
（13）羽柴は豊臣政権下で、
松平は徳川治下でのみ用いたのではあるが、それにしても同時期に複数
の名、或は組合された長い名乗が存したのである。
月卿雲客、大小名に限らない。例えば水戸の尊攘志士、茅根伊予之介
藤原為宜。維新回天史上の業績を嘉され明治の御代に成って正四位を贈
られたとはいえ、存命中は軽輩に過ぎなかった。誰も伊予国衙の次官、
今日の愛媛県副知事とは思わない。百官名と呼ばれた命名法の系統に立
つ、全き人名に過ぎず、当時の武士階級として極く普通の
名又は官名（ここでは百官名）＋ 姓 ＋ 諱

家名 ＋ 通

という構造に立つ名乗に過

ぎない。
こうして見て来ると、 氏 ＋ 名

という現行法の二段式が我が固有

法でないことは明らかである。では外国法継受として、或は当代の立法
政策として見たらどうであろうか。以上を踏まえて列国、諸民族の人名、
就中「姓」の扱いを以下に一瞥しよう。
４、姓無き名
人名のフルネームが幾つの構成要素から成るかは、文化により異る。
世の進運につれ複雑化して行く傾向があるとはいえ、その方法は一様で
（37）
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ない。そもそも姓の存在しない文化圏がある。沢山ある。現代の、先進
国にすらある。個人名と別に姓なり家名なりを持つ民族は、世界的には
寧ろ少数派と呼べるくらいである。
Ａ．無姓一段名
例えばアメリカインディアンは個人名だけであった。
インドネシア建国の英雄スカルノ大統領も、スカルノという個人名だ
けであった。２代スハルト大統領もスハルトという個人名のみの、無姓
で あ っ た。 晩 年 ハ ッ ジ・ ム ハ ン マ ド・ ス ハ ル ト Haji Muhammad
Soeharto と称しもしたが、生得の名でない上に、回教圏でハッジはメ
ッカ巡礼を終えた者への学位的敬称に過ぎず、名前とは言い難い。果し
て博士等の学位が人名の一部だろうか。ましてや姓である筈がない。若
し博士が姓なら新約聖書に登場する東方の三博士、漢字を我国に伝えた
という王仁博士、昌平黌で道を説いた寛政の三博士、対露強硬論を唱え
た帝大の七博士、ナチスドイツの宣伝大臣ゲッペルス博士、アフリカの
光明シュバイツァー博士等は皆同族か、控え目に言っても同姓になって
しまう。ムハンマドに至っては教祖の名を冠したに過ぎない。
インドネシアは多民族国家ながら多数派民族はマレー人であるから、
言語もマレーシアと共にマレー語で、相互に方言関係に立ち、会話も略
通ずる。故に法制、文化その他基本的にマレーシアと共通である。親族
法的に見ても両国は父母両系社会で、婚姻後の夫婦は夫方、妻方何れに
も属さない。そもそも家系という観念が無く、故に姓も無い。それで単
一の個人名だけで人名として完結しており、フルネームと言えばこれも
フルネームである。人名は余すところなく表明されているのだから。法
制上も姓は必要無いと言う。
ミャンマーの人口中７割迄を占めるビルマ民族には、家という概念が
無 い。 し た が っ て 姓 だ ろ う が 氏 だ ろ う が は た 又 苗 字、 家 名 Family
Name だろうが兎に角無い。姓、氏という文字が連想させる血縁集団も
（38）
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無い。個人名のみである。故に近い親族を見渡しても共通の姓は無い。
けれども外国交際の必要上、姓が無いと言うと相手が驚き困惑し、手続
が頓挫するので已む無く尊称や謙称で代用することがある。ウ・タント
国連事務総長の「ウ」は単なる敬称であった。タントさん、であろうか。
最近における著名な事例ではアウンサンスーチー女史が、前半は父ア
ウンサン将軍の、後半は娘御本人の個人名である。この個有名スーチー
にしても父方の祖母スーと母親キンチーの名からそれぞれ一音節宛採っ
て名付けたのだが、これらが全体として個人名を形成するので、報道に
見る如きアウンサン・スーチーとか、アウン・サン・スー・チーといっ
た区切り方自体、
多分に怪しい。原語では分割せず一語で表記している。
以上に拠り、ビルマ民族の人名は無姓多段でなく、一段に分類して然る
可きであろう。
Ｂ．無姓多段名
こうした姓の存在しない国や民族でも、個人固有名だけの一段構えの
人名とは限らない。続出する人名の衝突を避け、同名異人を分別する手
段としてしばしば用いられるのが親、多くは父の名である。親子それぞ
れに固有の個人名を借り、我名と組合せるのである。これにより無姓と
雖も人名が多段化する。父だけ足りず、祖父以前の名や、祖先本貫の地
名をも用いることがある。無姓とはいえ、二段、三段、時に四段構え以
上の人名構造なのである。
旧約聖書を読むと法廷等正式の場面において「誰それの息子誰それ」
という名乗が多い。古代ギリシャ人も姓を持たなかったので、何処そこ
の誰それと、個人固有の名に地名を冠して姓に代えた。現代ギリシャに
おいても「誰それの息子」を意味する「～プーロス」という姓が用いら
れることが多いという。
この外にもオセアニアの島々からアジア、アフリカにかけて、無姓民
族や国家は多い。大口から挙げると、回教圏は姓が無い。イラクのサダ
（39）
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ム・フセイン大統領の名も、姓名ではない。本名サダム・フセイン・ア
_ usayn‘Abd alブドゥル・マジード・アッティクリーティー Saddām H
Majīd al-Tikrītī という。ティクリート地方発祥の家系でアブドゥル＝
マジードの子フセインのそのまた子たるサダム、の意だという。彼自身
はスンナ派のアラブ人だが、非アラブ、例えばペルシャ人であっても語
順が入替る程度で大差無く、要するに本人固有名と父祖の名、出身地を
連ねるという命名法が汎く行われている。
サウジ・アラビアは父祖の個人名を遡って数代重ね、フルネームとす
る。つまり姓は無い。
何れにせよ回教圏に姓は無いが、比較的上流階級には家名が存する。
これは血脈を示すものであるから婚姻だろうと養子縁組だろうと死ぬま
で変らない。この点、漢文化に類似する。
なお回教圏内に在って非アラブ民族たるトルコは1934年の立法で全国
民に姓を称えることを義務付けたが、元来は姓を称さなかったものの如
くである。
同様にペルシャ人のイランも戦間期に同様の立法を為したが、
何れも単純な

姓＋名

の二段構えではない。また「姓」に相当する部

分も従来の家名、父祖名、綽名を登録したに過ぎないものが多いようで
ある。これでは依然、実態として無姓であろうが、此すらも回教圏では
少数例外的立法政策である。元来無姓なのである。
東南アジアは、夙に漢化して

姓＋名

の二段法を採るベトナム（多

数派シン族。但し姓は日常用いない）を除き、姓が無い。ベトナムにお
いても姓は存在するだけで浸透、常用していないようである。公私にわ
たり、姓を呼ぶこと稀である。
タイは元々姓の無い人が多かったが1912年の立法で姓を求められ、爾
後、姓が漸増して来た。タイの旧領で言語、民族とも親縁関係に立つラ
オスも、今でこそ姓を称える人が多くなったが、ラオ・タイ族などは漸
く1940年代以降、政府の政策誘導で姓を称するように成って来た特殊な
経緯がある。ラオスは隣国カンボジアと共に旧フランス植民地であった
（40）
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から、フランス法の影響もあって、自身の名の後に父親の名を付けるよ
うになった。これらは無姓の文化を立法政策で有姓に導きつつあるので
あり、基本的に外国法の侵入である。自発的なものでないから導入とは
呼び難い。
蒙古民族にも姓は無い。蒙古人の居住地は３カ国に跨る。ロシア領及
び近年までソ連の衛星国であった蒙古共和国では個人の固有名と共に父
親等の名を名乗り、中国領たる内蒙古自治区では氏族名を付することが
多いものの、それぞれ所在地の国内法に制約され、妥協しているに過ぎ
ない。朝青龍の本名はドルゴルスレン・スミヤバザルと謂う。ドルゴル
スレンが

父の名、スミヤバザルが関取本人に固有の名であり、姓は無

い。
アフリカにも姓の無い国々があり、エチオピアが代表である。裸足の
アベベとして一世を風靡した東京五輪の英雄アベベ・ビキラ Abebe
Bikila 選手（14）も前半アベベが本人の名、後半ビキラが父の名である。
日本の報道機関はこれが判らなかったのであろう、アベベとのみ呼称し
ていた。同じくアトランタ五輪女子マラソンの優勝者ファツマ・ロバ選
手はファツマが本人固有名、ロバは父親の名で、姓は無い。
アイスランドで有姓の人は極く少く、個人名か、精々が
称

個人名＋父

で呼合う。このような社会では慶弔等で一族が参集しても共通の姓

は見出せない。
このように無姓社会では

本人個有名 ＋ 父祖名

という形式を採る

ことが多いものの、配列の先後、順序は文化圏によって逆転し得る。
とまれ、夫婦別姓か同姓かという問題は姓があって初めて生ずる対立
であり、初めから姓が存在しない社会では惹起される可くもない。夫婦
別姓か同姓かという論争が人類全体の、或は世界的課題だと思うのは誤
りである。

（41）
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５、姓有る名
人名に姓を伴う民族や国もまた少くないが、一般に漠然と思われてい
る程には多くない。歴史を遡れば、時代が下るにつれて無姓から有姓に
移行する例が散見される。古代ギリシアやローマがその代表である。ギ
リシャ人一般が姓を称え出したのは９世紀、東ローマ帝国の時代からで
ある。但し太古に姓が全く無かったとも言い切れず、文明の進歩と共に
無姓から有姓に発展すると言うことは言えそうであっても、学術的考証
としては色々問題もあって単純に言い切れない。以下にやや詳しく見よ
う。
Ａ．生得的夫婦別姓
遠い外国と言う程の意味で唐天竺というが、中国、インド、南北朝鮮
では古来夫婦別姓であり、日本も明治31年以前はそうであった。男女同
権と言うこと以前に、姓と言うものを血脈と見るからである。姓を生得
のものとするのは畢竟血統主義なのである。性別がどうあろうと一族は
一族、他人は他人に違いない。
この思想に立てば、父祖伝来の DNA は婚姻に因っても養子縁組に因
っても微動だにするものでないから、姓は生得、生涯不変のものとなる。
そこで我国婦人も菅原氏の出なら管原氏女、藤原氏の出なら藤原氏娘と、
微塵の疑いも無く記し、周囲も又そう呼んだ。光明皇后は入内後も「藤
三娘」と署名された。藤原の姓の家の三女という意味で、俵藤太（秀郷）、
平太（貞盛、清盛、重盛）、梶原平三（景時）、源九郎（義経）などと同
じ記名法である。
此処にいみじくも象徴される如、姓は生得の血統であって婚姻によっ
て改まるものではない。嫁してなお実家の氏姓の構成員だったのである。
更級日記を書いて名を上げようと死ぬまで菅原孝標女であり、宮中へ出
仕して簾を巻上げようと老いる迄清少納言である。夫姓の橘や藤原には
成らない。菅原清原は父兄の名を冠したと言うより、生来の血統を称し
（42）
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ているのである。これは庶民も同じであったが、この階層は中世の間に
姓を失ったので「姓無き人々」となり、夫婦別姓か同姓かという問題も
観念も生ずる余地が無くなったが、姓有る階級は明治31年の欧州大陸法
継受迄、夫婦別姓であった。
血統は基本的に父系で、腹は借物、とも言ったが例外は多い。斎藤義
龍は父、道三を討った後、正式に一色を名乗って美濃一色氏を創始し治
部大輔に任官したが、これは母方の祖父、一色左京大夫吉清の血筋を足
利13代将軍義輝に申立て、許されたものである。よって程無く祖父の左
京大夫を継ぎ、美濃守に任官し、将軍家御相伴衆に迄列している。これ
は斎藤氏では許されない。三管領に次ぐ四職の名門、一色氏なればこそ
であり、室町幕府が母系の継承を認めた、という証となる。
如斯日本法史上、姓は生得の血脈と考えられて来たが、家名に限って
は養子が養親の家名を名乗ることが普通に行われた。武田信玄の四男は
諏訪勝頼を、織田信長の次男は北畠信雄、三男は神戸信孝を、徳川家康
の次男は結城秀康を名乗っている。但し我律令法の母法たる支那法制史
に徴すれば、他姓の養子は礼に反する背徳として否定されて来たし、我
国に在っても異姓養子は禁じられて来たのである。（15）よって戦国大名
の政略結婚は格別、近世武家法上、養子縁組は血縁、それもなるべく親
等の近い者から選ばねばならなかったから、養親子間はたとい家名を異
にしていても大概は親族である。つまり元々同姓若しくはそれに近い自
然血族なのである。四郎勝頼は実際に諏訪頼重の孫であったし、信雄は
北畠具教の姫を、秀康は結城晴朝の姪を娶り、信吉は武田信玄と自然血
族か否か判然とせぬが、養母見性院が信玄公の二女であるから、少くと
も法定血族ではある。
武家は消極的には御家断絶を恐れ、積極的には政略結婚、養子縁組を
図る必要から、多くの子女を得るに努めた。徳川家斉に至っては男子26
人、女子27人、都合53人の子女をもうけた。スケールはこれほどでなく
とも、武家一般が子沢山を望んだ。井伊大老は14男であった。この子沢
（43）
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山が婚姻、養子政策でやり取りするのだから、武家社会は親戚だらけで
あった。将軍家が５人の姫を嫁がせれば５人の婿を得る。婿君は多く大
大名である。やがて外孫が生まれる。将軍家の若君は若君で中規模以上
の大名家へ養子に出、同じく子を成すから、将軍家の孫は数十人に昇る
であろう。これを15代も重ねれば三百諸侯血族だらけになる。
島津氏は戊辰戦争で徳川氏を倒したが、古くは共に清和源氏であり、
新しくは11代将軍家斉も13代将軍家定も島津の姫を正室に迎えている。
現代法を適用すれば徳川15代将軍慶喜にとって島津斉彬はその遠い自然
血族であり、近い法定血族関係に立つ。養祖母の養父であるから三親等
の直系尊属か。そもそも斉彬室英姫からして徳川御三卿一橋斉敦の姫で
ある。
こういう次第であるから、戊辰戦争で官軍に加わった大大名の中には
御三家以下、徳川の親族が珍しくない。徳川宗家15代慶喜から見て、因
州鳥取城主池田慶徳は実兄であり、備前岡山城主池田茂政、石州浜田城
主松平武聰も実弟である。芸州浅野侯に対しても江戸城中で「あんたは
当家の御婿じゃないかえ、今こそ譜代の郎党励まし戦をしたらば」と謳
われていた。
鎌倉幕府初代執権北条遠江守平時政は源氏３代将軍実朝を廃して平賀
朝雅を征夷大将軍に推戴しようとした。青史に名高い牧氏事件である。
長く子に恵まれなかった徳川家光は前田朝臣菅原光高、要するに外様の
加賀候に4代徳川将軍を継がせようと考えていたと伝えられる。驚く可
き発想のように聞えるが、平賀朝雅は新羅三郎義光流で清和源氏の門葉
だった。清和源氏嫡流家が３代で絶えたら４代目は傍流へ、と言うのは
自然な発想である。前田光高は徳川家康の曾孫、２代秀忠の孫、３代家
光には甥なのであるから、姓が菅原だろうと、家名が前田だろうと、徳
川将軍家に最も近い血筋なのである。子が無ければ甥に継がせようと言
う発想は極く順当である。
である以上、元々自然血族たる養子が養家の家名から更に進んで姓ま
（44）
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で名乗っても不当ではない。仮に従四位下左近衛権少将兼筑前守前田光
高が血縁の叔父、母珠姫の弟たる徳川家光の養子になり徳川氏、更に源
姓を名乗ったところで、現実に清和源氏を称する徳川の血を濃厚に受け
ているのである。
現代身分法、戸籍法の実務に半血という言葉があるが、体を流れる血
の半分は徳川の血であり、８分の１は家康その人の DNA であり、３代
将軍には最も近い肉親、三親等の自然血族なのである。神君家康公から
引いた徳川の血の濃さは、徳川将軍家４代家綱、５代綱吉、８代吉宗と
同量で、６代家宣の２倍、７代家継の４倍なのである。加之正室には水
戸徳川家初代頼房の女、大姫を、宗家の家光の養女として迎えていたか
ら徳川の婿であり、家光自身の女婿でもあった。斯く仔細に観察すれば、
他家から迎えた養子が養家の家名を名乗った他姓を冒した、これぞ氏姓
必ずしも血脈でない証だ、という指摘は皮相的観察ではないか。
豊太閤は一方で自身豊臣の姓を新たに願出て許され、他方で有力大名
に旧姓「羽柴」を下した。堀尾吉晴に至っては豊臣姓を許されていた。
賜姓である。橘氏平氏源氏と賜姓の例は－意味が異るにせよ－公家の古
い先例であるから徳川氏もこれを踏襲し、御家門に加え外様の大大名や
譜代の名門に松平姓を許したので、世上江戸十八松平と呼んだ。時期等
により多少の異同あるが概ね石高順に前田加賀守、島津薩摩守、伊達陸
奥守、黒田筑前守、浅野安芸守、鍋島肥前守、毛利長門守、池田備前守、
池田因幡守、蜂須賀阿波守、山内土佐守、柳沢美濃守等である。故にこ
れらの諸家は殊に大公儀に対し、公式には正四位上松平左近衛権中将兼
加賀守菅原綱利という風に称した。
賜姓は他人に対しても為し得るが、多くは血縁である。前田綱利にし
ても父方では前田利家だけでなく徳川家康の直系卑属であり、母方では
水戸徳川頼房の孫でもあったから、純然たる松平氏諸侯に較べ徳川氏と
の血縁関係で優るとも劣るものではない。その上自身の正室は大老保科
正之の姫すなわち徳川家光の姪である。
（45）
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賜姓は漢土に在っても絶無ではない。古く漢の高祖劉邦が項羽滅亡後、
項姓では劉氏の世を生き難かろうと命の恩人項伯に劉姓を賜った。宋の
徽宗は馬植に姓を賜い趙良嗣としたし、「国姓爺合戦」の鄭成功は史実
でも隆武帝から国姓朱を賜っている。このように皇帝が功臣に国姓を許
すことはあったが、それでもやはり稀有であろう。何れも国家危急存亡
の狭間であり、項伯は裏切者、趙良嗣は奸臣呼ばわりされている。鄭成
功は恐懼の極みとして決して朱姓を用いなかったという。
さて婚姻で女子が改姓しない、他姓の養子を認めないという法思想は
一見律令法的で実は律令以前に遡るから日本固有法であろうが、唐土の
影響も見て取れる。我律令法が主に唐律令に倣った他、古来有識者が漢
学を深く永く学んで来たことに因る。漢人の姓－血統重視は漢文化の強
固な基底を成している。
そこで漢民族の姓を観ずるに、ここでも姓と氏は元来異る観念で、戦
国諸侯たる韓の君公は「姫」姓でありながら「韓」氏であった。３千年
前の話はさて置き、我々日本人が史記や四書五経で親しんで来た中心的
時代、概ね２千数百年前の春秋戦国以降、特に秦末以降は個人名に一字
名が多かったぐらいの差で、今日に近い人名ではある。
但し漢人の名は一見

姓＋名

のように見えて、実際はそうでもない。

「項籍は下相人也。字は羽。」（16）姓は項、名は籍、更に字として羽があり、
２千年来、一般に字の方で呼ばれて来た。項籍ではピンと来ないどころ
か、誰やら分らない。200年後の劉備も普通は字の玄徳で呼ばれる。関
羽は雲長であり、張飛は翼徳であり、超雲は子龍なのである。固有の個
人名は諱であるが、これははっきり上位に立つものでなければ呼び得な
い名である。だから使用を忌まれる。諱は忌名なのであるから、献帝は
備と呼べただろうが、袁紹、曹操あたりの優越的地位にあった者でさえ
字でないと呼び難かろう。劉備は弟なり臣下を羽よ、飛よ、雲よと呼べ
ても、主君にも非ざるなまじな者が呼べる名ではない。こうした同輩以
下の者が呼掛ける為にこそ字があるのである。
（46）
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字は最近衰退気味だが、なお現存する。同姓の自然血族間で行われる
輩行も又盛んである。安史の乱当時の主要人物を見渡すと楊貴妃の従甥
たる楊暄－楊

－楊晞、官軍側に従兄弟、正確には４代前に分れた族兄

弟たる顔真卿－顔杲卿の ｢ 卿 ｣、叛徒側に異母兄弟たる安慶緒－安慶恩
の ｢ 慶 ｣、新しくは蒋経国－蒋緯国兄弟の「国」のように、同族中の世
代を示す一字である。漢人は一文字の名も多く、これは輩行字を入れる
余地が無いが、替りに部首を持つ字を入れる。同世代の男子の個人名に
日偏を入れた楊氏の例がこれであり、ミドルネーム的色彩を帯びる。（17）
祖先を崇拝し血族を重んずる漢人にとって、姓は時に命より貴い。北
斉の文宣王高洋が亡国東魏の王族元氏を虐殺して721人に及んだ時、元
景安は殺戮を免れんことを欲し、元から高への改姓を願い出た。従兄元
景皓はこの奇行を怒りて「曰く豈本宗を棄て、他姓を遂うを得んや。大
丈夫寧ろ玉と碎く可し、瓦となりて全からんこと能わず。景安遂に此言
を以て顕祖に白す。乃ち景皓を收めて之を誅す。‥‥是に由り景安獨り
高氏の姓を賜る」
玉砕と言う言葉の語源である。自らの姓、宗族を捨て他姓に随うとは
何事か！大丈夫たる者、寧ろ玉と砕けよ。如何でか瓦と成下がって永ら
えようや。殺されても良いから以て生まれた姓と血脈を貫けということ
である。元景皓は実際に殺されても元姓を通した。この話は正史二十四
史に納められ、元景安の醜行と元景皓の心意気を今に伝えている。（18）
今日でも田舎には同姓だけの村や大規模中層住宅が存在する。
漢人の歴史に繰返される外戚の横暴、簒奪は、太后が自姓を重んじて
他姓たる帝室を凌ごうとするに起因する。漢初の呂氏然り、前漢後期の
霍氏然り、前漢末の王氏然り、唐代の武氏然り、枚挙に暇が無い。王莽
や武則天は未遂に終らず、本当に簒奪してしまった。こういう次第であ
るから、北魏に至っては太祖以来の祖法として立太子後、即位までの間
にその生母を殺害して来た程である。漢の武帝も先ず拳夫人こと趙氏を
刑殺した上で、その挙げた子、劉弗陵を皇太子に立てた。後の昭帝、前
（47）
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漢第八代皇帝である。外戚の横暴は皇后より皇太后の方が大だから、他
姓の生母は危険な存在だったのである。生母たるの尊貴を以て子皇帝を
圧し、亡夫の王朝を滅ぼし、その子孫を我子諸共根絶やしにしてでも自
姓の権勢を謀る。妻たり母たる女にとって、姓は夫より子より大切なの
である。結婚ぐらいで捨てる筈がない。
したがって、女子が婚姻によって改姓するか、というのは愚問である。
しない。生涯不変である。姓というものが血統、就中男系の血脈を示す
ものである以上、当然の結論である。したがって夫婦もまた当然に別姓
である。数千歳の昔より今日に至るまで、婚姻による姓の変更はない。
そもそも幾千年にわたり同姓不娶であるから、夫婦同姓と言う言葉自体
近親婚を思わせ不気味な響きを持兼ねないが、夫婦別姓とか、旧姓使用
と言替えてみてもやはりキョトンとされる。姓は血統なのである。婚姻
で血が変りはしない。
この思想の延長として養子には逡巡しがちで、また養子縁組したとし
ても必ずしも改姓しない。呂布は丁原の、ついで董卓の養子となったが
姓は改まっていない。呂姓のまま歴史を駆抜けて行った。現行法上、子
は母の名を選ぶことも可能であるが、慣習上、大多数が父の姓を名乗る。
韓国は金、李、朴、崔、鄭の上位５姓だけで、人口の過半数を占める。
これでは同姓が多過ぎて不便であるから、本貫と呼ぶ出身地に拠り、全
州金氏のように区別する。朝鮮は小中華を称えるぐらいであるから人名
も夙に漢化し、漢姓を戴き一字乃至二字の個人固有名を付する。刑法上
姦通罪を残していること、民法上同姓不娶を堅持して来た事で知られる
が、（19）刑法は兎も角、民法－婚姻法の方は20世紀末に違憲判決が出て
覆った。しかし本稿の主題たる姓は、婚姻に因り革まらない。朴正煕大
統領夫人のフルネームが陸英修だったことは我国でも記憶されている。
そうして娘たる新大統領は父姓朴を継いで官邸に入った。
スペインはやや複雑で

個人名 ＋ 父の第一姓 ＋ 母の第一姓

から

成る。特筆す可きは、女子も婚姻に因り改姓しない。生得の姓を終生用
（48）
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いる。つまり夫婦別姓である。
ポルトガル語圏は、子が父と母の姓を並称する。ということは父母す
なわち夫婦が別姓なのである。
このような原則的夫婦別姓主義では、改めて夫婦別姓を主張する余地
が無い。同姓に成りようがないのである。
Ｂ．人為的夫婦同姓
泰西の人名も往古は個人名のみの無姓、一段構造であったが、時代の
降るに伴い姓を称えたりミドルネームを加えたりと追々複雑化し、近代
社会成立を迎えた時には夫婦同姓であった。
ローマ法は西洋近・現代法の源流であるから、先ず古代ローマを見る
に女子は個人固有の名無く、父の名を女性型にして呼んだ。養子は旧姓
を新姓の後に付し、ガイウス・オクタウィウス・トゥリヌスはユリウス・
カエサルの所へ養子に入るやガイウス・ユリウス・カエサル・オクタウ
ィアヌスを名乗った。ローマ法が養子縁組により養子の旧姓を失わず新
姓と併記させるということは、やはり姓を血統と観じているのである。
嫡長子は父の個人名を襲名するのが普通であったが、そもそも個人名
の種類が乏しく、同族間に同名を生じ易かった。そこで「マヨル（大）」
「ミノル（小）
」で呼分けた。近年も英国の大ピット（20）、次男の小ピッ
ト（21）、フランスの大デューマ（22）、子の小デューマ（23）、ドイツの大モ
ルトケ（24）、甥の小モルトケ（25） と各国で大小に呼分けている。但しこ
の大小は姓に付し、個人名に付けるローマ式とやや異る。我国でも楠木
正成―正行御父子を大楠公、小楠公と尊んで呼ぶが、用例が明治以前に
遡らないので、古来の呼称でなく、維新後西洋の風に倣ったものであろ
う。
女子は婚姻に因り夫の姓を名乗り、夫と共に社交界に出入りするから、
夫婦同姓と呼び得る。ローマ法は一旦失われ、ゲルマン法が普及したが、
中世以降再発見され、近世までに再普及した。ロマニステンかゲルマニ
（49）
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ステンかという法典論争もあったが、民事法中心に現代法と深く広く繋
がっている。法律に限らず、古代ギリシア、ローマは西洋文化の源流で
ある。婚姻も例外たり得まい。
今日、各国各民族により異同はあるが、概ね

個人名 ＋ ミドルネー

ム ＋ 姓という形が多い。但し各部分が単一で無く、重畳したり複合姓
になったりすることが多く、単純に三段構えとは言えない。個人名は大
概基督教の聖人やギリシア、ローマ人の偉人に由来するから、種類は多
くない。この事がまた個人名の衝突を招き易く、人名の複雑化を要求す
る。
先ず英語圏の人名は

given name + middle name ＋ family name

の三重構造である。family name が姓に相当し、多く父系を受継ぐ。既
婚婦人の旧姓を maiden name と呼ぶが、婚姻を機に夫婦複合姓や、双
方の姓を並べる二重姓も見られる。元大統領夫人にして前国務長官たる
ヒラリー・ローダム・クリントン Hillary Rodham Clinton 女史はクリ
ントンが夫大統領の、ローダムが自身生得の姓である。
基督教圏では意思能力無き新生児に強いて洗礼を施すが、middle
name はこの洗礼名であることが多い。同名異人との差別化をも目論む
習慣であるが、英米法系では日常、省略してイニシャルだけを記すこと
が多い。法制上、middle name を付ける義務は無いので、given name
+ family name

という人も稀ではない。米国は移民の流入で多様化し

ているから白人基督教徒ばかりでない。今日 WASP は少数派に転落し
ているのでミドルネームを省略することも多く、逆にファーストネーム
を省略しミドルネームを常用することもある。これは大陸法ドイツ圏に
代表される命名法であるから、ドイツ系移民であろうか。
基 督 教 が 夫 婦 は 神 の 結 び 給 う も の と す る の で、 西 洋 社 会 で は
betterhalf と称し、夫婦の一体性を強く主張する。そこで女子は成婚直
ちに旧姓を捨て夫の姓を称えたものだが、第二次大戦後に婚姻後も生得
の姓を維持する夫婦別姓の主張が興った。ここから派生したのが選択的
（50）
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夫婦別姓や、両姓を併記する複合姓による新姓創出である。後者は夫婦
同姓に因り何れかの旧姓が絶えるのに比べ生産的であるが、代を重ねる
と姓が複雑化して行かざるを得ない。これは個人名の併記と併せ極端に
長い複雑な人名の珍しくない西洋社会を見れば笑いごとで無い。ある市
井の夫人は長大な名の中にアルファベットが全て現れるので alphabet
Mary と呼ばれている。かと言って複合姓の複雑化を避け、重なる姓を
淘汰すれば2、3代後には祖父母、曾祖父母といった極く近い先祖の旧姓
が絶える。
ドイツ圏もスラヴ系諸民も概ね

固有名 ＋ ミドルネーム ＋ 姓

の

三段構造である。但しドイツでミドルネームは洗礼名であるが、ロシア
では父親の名前に基く。ドイツではミドルネームの方を主用する傾向が
あ り、 ま た ワ イ マ ー ル 共 和 国 大 統 領 フ リ ー ト リ ッ ヒ・ エ ー ベ ル ト
Friedrich Ebert、２代後のアドルフ・ヒットラー Adolf Hitler、その後
任カール・デーニッツ Karl Dönitz のように単純明快な名も多い。貴族
を中心に長い名もあるので一概に言えないが、なお考う可きことである。
オランダではミドルネームに替え複数の個人名を称えるが、常用する
のは先順位、英語で言うファーストネームである。名家はドイツの von
に相当する van を姓に冠する。
叙上はゲルマン系新教国であるが、ラテン系旧教国でも概ね大差無い
もののようである。離婚を否定して来たぐらいであるから、夫婦の一体
性を強調する点では新教国に勝るとも劣らない。つまり夫婦同姓が多い。
スペイン領であったフィリピンは多数の島嶼から成る多民族国家であ
るが多数派の基督教系タガログでは西洋式に
姓

固有名＋ミドルネーム＋

という三段構造で人名を顕す。但しその「姓」は母系が多い。マル

コス大統領やアキノ大統領の一家を見ると夫婦同姓のようである。スペ
イン法でなく米法なのであろうか。
以上のように婚姻に伴い姓の変更が行われる法文化は単一でないが、
主流は基督教文化と言える。今日、事実において世界法系の中心は大陸
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法か英米法であるが、何れも基督教文化圏なのである。そうはいっても
人口や国の数から計算すると、必ずしも多数派とは言えない。簡単に言
えば欧米基督教国とその旧植民地の一半である。何れにせよ、夫婦別姓
が論ぜられたのはこのグループだけである。
６、おわりに
以上に見る通り、夫婦の姓に就き世界諸民族の伝統的制度文化、各国
近時の立法政策を通観すると、
１

姓というものの存在しない国

２Ａ

姓はあるが元来夫婦別姓の国

２Ｂ

姓が存し尚且夫婦同姓の国

他にブラジルの如く１から２へ移行しつつある国も見られるが、概念
的には斯く三分出来る。本稿の論文構成上、１の無姓を一段名と多段名
に分ったが、夫婦別姓を論ずる限り、この区別に意味無く、一括りにな
し得る。
この内、夫婦別姓が立法政策上の課題たり得るのは2B グループだけ
である。ではその2B、夫婦同姓主義を貫徹する国は何れの国かというと、
甚だ少い。かつて欧州ではドイツ、アジアではタイ、北米では合衆国等
寡らずあった。
近代日本法が夫婦別姓から同姓主義に転じたのもドイツ、
或はフランス民法に代表される19世紀の世界的立法政策、法思潮の影響
であったが、21世紀の今日では、各国陸族として選択的夫婦別姓制度に
移行し、明快な夫婦同姓主義は稀となった。人為的夫婦別姓と呼べよう
か。単純化して言えば、世界的に観て19世紀には夫婦同姓が、今日では
夫婦別姓が、立法政策の流行だといって良いであろう。19世紀後半に世
界思潮に追随して態々夫婦別姓から同姓に改めたのと、21世紀前半の今
日、又候夫婦別姓に戻そうとするのと、何程の違いがあろうか。ただ盲
目的無批判的に流行を追っているだけではないのか。ヘーゲル曰く「人
間が歴史から何も学ばない、と言うことは歴史が教えている」（26）。
（52）
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昨今の夫婦別姓論者はこれを男女同権の観点から論ずるが、現に夫婦
別姓を採っている国、就中古くからこれを貫いて来た国や民族は別段人
権の為にしているのではなく、唯単に姓を血統と観ているに過ぎない。
またどう観るにしても、生得の姓は血統そのものであり、これは生物学
的事実でしかない。紛争時に子の姓を決するのは裁判官より鑑定人たる
法医学者の仕事である。夫婦別姓論者はその主観的意図に関らず、客観
的事実において、中世以前の血統主義、血の尊貴に回帰しようとしてい
るのではないか。
個人とか自己決定権を言うのであれば生得の姓もまた、
同族家族と言う小集団とは言え所詮集団主義、非個人主義的 family
name も無用の筈である。
なお、婚姻と並ぶ身分法上の二大制度に養子縁組があるが、これも養
親子間で同姓別姓の問題が起る。我国も含め、多くの立法例は養子が実
家の姓を失う。日本民法上、普通養子は実親との親子関係も存続し、実
親と養親を共に親と仰ぎ、相続もするのに、養親子同姓主義で生得の姓
を奪われる。婚姻時の妻と異り、姓の決定に関し養子の意思を容れる余
地は寸毫も無い（27）。この問題に論者が無関心なのは不可解である。婚
姻は多くの人が為し、養子縁組は僅かな人しか経験しないからでろうか。
将来と言わんより、現下の研究課題であり、立法課題であろう。
なお養子に限らず親子は夫婦と共に家族を織り成す縦糸と横糸であ
り、切離して考えることはできない。一例を挙げれば、夫婦別姓は必然
の結果として親子別姓を齎す。両親の姓が異る以上、子は父母何れの姓
を採っても他方を捨てることになる。これを回避するには婚姻時に複合
姓を強いるしか無いが、これはこれで姓の複雑長大化を招き、二世代も
すれば早々と破綻しそうである。「鳩山＝菅＝野田＝安倍」などという
姓は実用に堪えまい。
縦糸横糸何れを抜き去っても布は糸となって落ちる。今後は夫婦親子
共に見据えた総合的考察に向う可きではないだろうか。
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注
１、民法750条、790条、810条、戸籍法29条、50条、57条第２項等。
２、明治4年太政官布告第170条。
３、民法旧788条。
４、民法旧746条。
５、明治29年法律第89号。改正を重ねつつも現行法典である。
６、このような呼称は近年のもので、当代の語法でない。最も正式な朝
廷の公文書では官位官職を省き（羽柴藤吉郎）豊臣朝臣秀吉という
風にやや短く呼ぶ。これ以外の比較的改まった名乗りは足利征夷大
将軍左大臣源氏長者淳和奨学両院別当牛車兵仗源義満、織田弾正忠
平朝臣信長、従一位征夷大将軍淳和奨学両院別当源氏長者太政大臣
徳川家康の如く、官位官名を合せたものとなる。
日光東照宮文書等に残る東照神君征夷大将軍補任の宣旨には
「内大臣源朝臣
左中辨藤原朝臣光廣傳宣、權大納言藤原朝臣兼勝宣
奉

勅、件人宜爲征夷大將軍者

慶長八年二月十二日

中務大輔兼右大史算博士小槻宿禰孝亮奉」

とあり、何処にも徳川とは書いていない。なお同日付で内大臣から
右大臣に昇り、源氏長者、牛車乗車宮中出入許可、兵仗随身、淳和
奨学両院別当の宣旨をも賜っており、概ね室町幕府以来の古例に立
っている。
７、何れも「伊達貞山治家記録」。
８、
「諸大名御隠居方並御家督」須原屋版『編年改訂 文化武鑑』文化９
（基督暦1812）年。
９、したがって私称には「大蔵允」のように官名として実在しない、想
像の産物たる官名風の名も有った。律令法系や有職故実に通ぜぬ田
舎武士の名乗などに散見される。大蔵省の三等官は允でなく丞。六
位相当官である。允は本省でなく職、寮、司など被官たる官司の三
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等官で七位相当。
10、甘露堂文庫旧蔵資料。明暦４（基督暦1658）年松会開板。
11、論者これを記号と呼び、記号論から説明することが多いが、その当
否はさておき、普通の意味における記号とは語義が違う。
12、第25代（1897年３月４日 – 1901年９月14日。以下在任期間略）ウ
ィリアム・マッキンリー・ジュニア William McKinley, Jr.、
第27代ウィリアム・ハワード・タフト William Howard Taft、
第28代 ト ー マ ス・ ウ ッ ド ロ ウ・ ウ ィ ル ソ ン Thomas Woodrow
Wilson、
第29代 ウ ォ レ ン・ ガ マ リ エ ル・ ハ ー デ ィ ン グ Warren Gamaliel
Harding、
第30代 ジ ョ ン・ カ ル ビ ン・ ク ー リ ッ ジ・ ジ ュ ニ ア John Calvin
Coolidge, Jr.、
第31代ハーバート・クラーク・フーヴァー Herbert Clark Hoover、
第32代 フ ラ ン ク リ ン・ デ ラ ノ・ ル ー ズ ベ ル ト Franklin Delano
Roosevelt、
第33代ハリー・S・トルーマン Harry S. Truman、
第34代 ド ワ イ ト・ デ ヴ ィ ッ ド・ ア イ ゼ ン ハ ワ ー Dwight David
Eisenhower、
第35代ジョン・フィッツジェラルド・ケネディ John Fitzgerald
Kennedy、
第36代リンドン・ベインズ・ジョンソン Lyndon Baines Johnson、
第37代 リ チ ャ ー ド・ ミ ル ハ ウ ス・ ニ ク ソ ン Richard Milhous
Nixon、
第38代 ジ ェ ラ ル ド・ ル ド ル フ・ フ ォ ー ド・ ジ ュ ニ ア Gerald
Rudolph Ford, Jr.、
第39代 ジ ェ ー ム ス・ ア ー ル・ カ ー タ ー・ ジ ュ ニ ア James Earl
Carter, Jr. 、
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第40代ロナルド・ウィルソン・レーガン Ronald Wilson Reagan、
第41代 ジ ョ ー ジ・ ハ ー バ ー ト・ ウ ォ ー カ ー・ ブ ッ シ ュ George
Herbert Walker Bush、
第42代ウィリアム・ジェファーソン・クリントン William Jefferson
Clinton、
第43代ジョージ・ウォーカー・ブッシュ George Walker Bush。
13、実務が無いので転任、況して左遷は無い。但し大名として敗れれば
失官はするから、以後前官待遇となるが、元々実務も俸給もないの
だから、何程の差も無い。当官と前官の違いは権力、俸給の有無な
のに、これらが初めから無いのである。秀吉が関白を辞めて名が太
閤（官職に非ず。前関白の意）に変ったからと言って利害の変動は
あるまい。辞任する例も多く、頼朝も家康も征夷大将軍を短期間で
辞している。
14、民族としてはオロモ人。
15、
『法曹至要抄』下巻36。
16、
『史記』｢ 項羽本紀 ｣。
17、本朝に在っても古く小山（結城）上野介藤原朝光、平賀朝雅が源頼
朝から片諱たる「朝」を与えられたものの如く、中世守護は一字拝
領と称し、征夷大将軍から扁諱を賜った。これは制度的なもので、
不文法と言える。管領細川右京大夫源晴元、信玄武田晴信等は足利
12代将軍義晴から「晴」の、謙信上杉輝虎、毛利中納言大江輝元達
は足利13代将軍義輝から「輝」の一字を戴いている。守護大名なら
ぬ松平元康も室町将軍ならぬ今川義元から「元」、陶晴賢も主家の
大内晴英から「晴」の一字を拝領しているから、武家主従間の慣習
と言える。近世に入っても豊太閤は養子（織田）羽柴中納言秀勝、
（三好）豊臣関白秀次、猶子宇喜多中納言秀家、（徳川）羽柴結城少
将秀康など親族に「秀」
、大谷刑部少輔平吉継、堀尾帯刀先生高階
吉晴、田中兵部少輔源吉政ら恃む家臣に「吉」の諱を与えた。徳川
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３代将軍家光から偏諱「光」の一字を賜った尾張徳川家２代光友、
紀伊徳川家２代光貞、水戸徳川家２代光圀、加賀４代前田光高、備
前３代池田光政以下。４代将軍徳川家綱から偏諱「綱」を授かった
尾州３代綱誠、紀州３代綱教、水府３代綱條、加州５代前田綱紀、
備前４代池田綱政等。数百歳の永きにわたる枚挙に暇無き、しかも
規則性有る事例群を見れば、脈々たる武家法上の慣習で、偏諱頂戴
は任意的にも為され得るが、一定要件を満たす者にとっては法的権
利ですらあったと知れる。これらは輩行よりもミドルネームたる色
彩が濃厚である。
18、「天保時緒元帝室親近者多被誅戮。疏宗如景安之徙議欲請姓高氏、
景皓云豈得棄本宗遂他姓、大丈夫寧可玉碎、不能瓦全。景安遂以此
言白顕祖、乃收景皓誅之、家属徙彭城。由是景安獨賜姓高氏、自外
聴従本姓。
」『北齊書

巻四十一

列傳三十三

元景安』より抜粋。

19、但し本貫を異にする場合は通婚出来る、同姓同本禁婚制度。
20、Pitt the Elder ことウィリアム・ピット William Pitt
21、Pitt the Younger ことウィリアム・ピット William Pitt
、
22、Dumas pe re ことアレクサンドル・デューマ Alexandre Dumas
23、Dumas fils ことアレクサンドル・デューマ Alexandre Dumas
24、Moltke der Ältere こと ヘルムート・カール・ベルンハルト・フォ
ン・モルトケ Helmuth Karl Bernhard von Moltke
25、Moltke der Jüngere ことヘルムート・ヨハン・ルートヴィヒ・フ
ォン・モルトケ Helmuth Johann Ludwig von Moltke
26、原文は“Die Geschichte lehrt die Menschen, daß die Geschichte
die Menschen nichts lehrt.”（Georg Wilhelm Friedrich Hegel）
27、民法810条「養子は、養親の氏を称する。ただし、婚姻によって氏
を改めた者については、婚姻の際に定めた氏を称すべき間はこの限
りでない。
」


（たかしま

めぐみ・本学准教授）
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A Look at Nonverbal Communication
ことばを使わないコミュニケーションの考察

ロバート・カール・オルソン

Robert Carl OLSON

Key Words：adaptors emblems haptics illustrators proxemics

Abstract
Interactive communication between humans is more than the language that
comes from our mouths. A parallel form of communication, nonverbal
communication, influences how people communicate. The purpose of this paper
is to discuss the various components of nonverbal communication and explore
possible applications for an ESL classroom.
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Introduction
My interest in nonverbal communication spiked in 2011 when I
received a box of files and books that had been in my father’
s office.
My father, a retired police officer who served as a county sheriff and
worked in conjunction with numerous state and federal law
enforcement agencies, had been an avid student of human behavior
and collected relevant material when it came into his possession. He
often told me stories of how his success at reading people and his use
of certain gestures, facial expressions and tone had allowed him to
talk down armed robbers and people on rooftops. After his death, the
long process of cleaning his office began and the files found their way
to my office in Tomakomai. “You’
re a language teacher,”my mother
said. “And language is communication. Certainly some of this could
be of use to you.”
As usual, she was right.
While the material from my father’
s file was a goldmine, it lacked
the technical terms. Just as a person who is adept at using computers
but less so at using the jargon, my father would write in his notes
that“use of physical contact such as a hand on the forearm”when
he was referring to“haptics.” For the technical vocabulary, I visited
www.medialab-researchcom/cr/2001/02doc/neuliep-irm-ch
I suggest this site for a concise yet thorough overview of nonverbal
communication.
This paper marks the beginning of a personal academic task. I am
hoping to first gain a comprehensive understanding of nonverbal
communication, second explore links of nonverbal communication to
second-language acquisition and finally to explore possible nonverbal
（61）
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communication techniques that can aid ESL classroom teaching.

An over-view of nonverbal communication
Unlike a spoken language which is understood only by speakers of a
given language, nonverbal communication is often universal. A smile,
for example, is innately recognized as a sign of friendliness or as an
attempt to conceal other emotions.
Nonverbal communication is separated into various components;
proxemics, haptics, kinesics, oculesics and olfactics among others.
The use and interpretation of these components are greatly
influenced by various factors, two of the largest being culture and
context. When the use of a nonverbal communication is used in a
manner that is not consistent with a given setting, something called a
nonverbal expectancy violation occurs that significantly impacts
communication, either positively or negatively.
Now let’
s individually look at the various components of nonverbal
communication.

Proxemics
Proxemics is communication through the space between speakers.
The key point of proxemic communication is intimacy and this
intimacy can be separated into four categories; public (approximately
over 3.5 meters), social (approximately 1.5-3.5 meters), personal
(approximately 45cm-120cm) and intimate (approximately 15cm45cm).
An example of proxemics in action would be the completing of
documents at a bank. Imagine the bank employee hands a loan
application to a customer. The employee would most certainly move
（62）
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from the social space behind the counter and into the customer’
s
personal space as the application changes hands. If the employee
remains there and, for example, reads what the customer writes as
the customer writes it, the response of the customer may be different
from the response of the customer had the employee moved back into
the social space range.
In an ESL classroom, proxemics could be used to convey authority
(directly stepping into a student’
s personal space, sometimes called
“getting into someone’
s face”) or by trying to alleviate stress by
taking a step back from a student who is struggling with a question.

Haptics
Haptics is communication from physical contact. A certain touch at
a certain time can convey a sense of security and belonging. Gavin
DeBekker, author of the “Gift of Fear,” a book written about
identifying signals that suggest danger is likely, said that a light touch
on the forearm often relaxes a person.
Unlike proxemics, haptics is greatly influenced by culture and other
factors. Take greetings, for example.

Latin American culture

encourages a kiss on one cheek as a form of greeting.

Spain

encourages a kiss on both cheeks while people in America use
handshakes and people in Asia generally bow.
Age is also a consideration as younger people tend to be more
receptive to physical contact than older people.
ESL classroom applications are a challenge for a number of reasons.
First, while the forearm touch mentioned by DeBekker is generally
considered to be universal, other forms of touch can have drastically
different meanings in different cultures. In the United States, a pat on
（63）
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the head of a young child can convey acceptance and praise. In
Japan, however, the same touch can imply anger or disapproval. Of
course, the touch is not the only factor; there is the touch’
s strength,
duration and the social rank of the person the touch is coming from
that can influence the message received by the person being touched.

Kinesics
Kinesics is communication through movements such as gestures,
facial expressions, posture and personal appearance.

While the

number of gestures may be infinite, gestures themselves are
separated into three categories.

Emblems. Emblems are hand gestures that have direct literary
interpretation and can be understood on their own without assistance
from verbal messages. An example of an emblem is the“thumbs up”
sign which conveys the meaning“good job”in a number of countries.
An important point to remember is that while one emblem may be
used in various countries, the meaning of that emblem may be
different in each country. One example of this is the use of the earlier
mentioned“thumbs up”emblem; while the Western world generally
views this sign as supportive and/or polite, it is used as an insult in
parts of Africa

Illustrators. Illustrators are hand/arm movements that compliment
verbal messages and cannot generally be understood without the
accompanying verbal message.

An example would be a person

extending their arms with their palms faced up and yelling“stop!”

Adaptors. Adaptors are self touches that fulfill a physiological or
psychological need, usually to alleviate stress. An example of this
would be a person tugging at their hair while thinking of an answer
（64）
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to a difficult question.

Paralinguistics
Paralinguitics is the use of volume, tone, pauses, pitch, etc. to
communicate. Any vocalization falls under this category; sighs, laughs
and even swallows, among others. A comparatively easy form of
communication to understand, most people have first-hand knowledge
of someone who is saying something in“that tone of voice”to convey
a certain message.

Oculesics
Oculesics is the use of the eyes to communicate. Eye contact,
blinking, opening and closing the eyes are some of the characteristics
of oculesics. An easy-to-understand example of oculesics would be
someone“rolling their eyes”when they hear information they do not
believe or are unhappy to receive.

Olfactics
Olfactics is the use of smell to communicate. This may be the least
understood of the communication techniques. According to the earlier
mentioned website, smell can be used to separate social classes.

The

website also claims that culture plays a part in olfactics but as to how
and what extent was not discussed.

Nonverbal Expectation Violation Theory
This theory says that a given listener has preconceived ideas about
what should be and will be said to during a conversation. When these
preconceptions are not met, the response of the listener can be
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positive or negative“depending on the source of the violation.” I am
not sure if“source”means the person who is making the perceived
violation or the intent perceived by the listener but I am intrigued by
this theory. I’
m sure many people have heard someone say that a
given person“just rubs me the wrong way.” Could the nonverbal
expectation violation theory at least partially explain that? Could this
theory help us understand why some people are considered
interesting and some are not or why some people are considered
funny and others rude ?
As I wrote earlier, this short paper is the first step in what will
likely become a long personal journey. In addition to the questions
written above, here are other questions I plan on trying to answer.
◦

Is there an optimal space/proximity that stimulates
communication and second language acquisition?

◦

Does touching a certain part of the body (adaptors, for example)
enhance communication and stimulate second language
acquisition?

◦

TPR (Total Physical Response) is a physically active teaching
technique sometimes used to help children learn a second
language; for example, students will walk while saying the word
“walk.” Could the use of illustrators mentioned in kinesics be
used for the same purpose?

◦

Is there an optimal tone, pitch and/or volume that enhances
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second language acquisition? Is enunciation, another paralingual
technique, a help or a hindrance?
◦

And would the opposite be true for each of the above questions;
i.e. if one adaptor enhances second language acquisition is there
another adaptor that is inhibiting?
（ロバート

カール

オルソン・本学准教授）
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Abstract
This short paper makes the case for pencils-and-paper activities in the
language classroom. Inspired by the DOGME EFL movement, it highlights the
pedagogic value of these activities, and gives classroom examples of its
implementation. It concludes by listing the benefits of adopting a pencils-andpaper orientation.
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As an undercurrent to the encroachment of new technologies that
mediate learning such as the popular open source e-learning platform
Moodle, YouTube, and social network sites Twitter and Facebook, a
group of language teachers, inspired by the DOGME 95 Collective in
the field of movie making (von Trier & Vinterberg, 2005), wanted to
emphasize that language learning involved mostly face-to-face
communication (Thornbury, 2000). These teachers wanted to create
(or at the very least stress) activities and lessons that afforded
opportunities to speak and engage in face-to-face conversation. They
are not against the use of technology but want to remind teachers
that we are supposed to teach communication, not how to use
computer mediated communication devices.
In the spirit of the DOGME EFL movement, I will make the case
for teachers adopting a pencils-and-paper orientation. Teachers
adopting such an orientation take the position that most activities
require at most pencils and paper. For instance, listening activities
don't necessarily require an audio CD and a CD player. Creative
teachers use the resources they have at their disposal. One way is to
write questions on the blackboard and read the text aloud. Of course,
audio CDs afford students the opportunity to listen to different
dialects, accents, and voices, yet teachers have options such as having
students read the text aloud; teachers can read the text slowly,
quickly or at regular speed. The content in proprietary audio CDs
cannot be changed, but teachers reading a text aloud can change it as
they see fit. The point I want to make is that a creative teacher can
do almost all activities found in textbooks using pencils-and-paper
activities.
In this paper, I describe how I used pencils-and-paper activities in
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the place of textbooks, handouts, and other materials. I conclude by
listing some of the benefits of adopting a pencils-and-paper orientation.
Adopting a pencils-and-paper orientation
One free weekend, I decided to plan a lesson for my first-year
students at the small, private university where I teach. I spent more
than a few hours putting together handouts and activities. I drew
three digital illustrations and drafted accompanying texts. I took
photos of clothing items and accessories, assembling them on a
worksheet to create a word-search puzzle. I created a few other
activities plus made of a list of conversation strategies (McCarthy,
McCarten & Sandiford, 2004), which was supposed to be used to
evaluate the students' progress and review past lessons. Below is the
lesson plan I had put together.
Task 1: Students complete the word-search puzzle. Stress the
difference between clothes and accessories.
Task 2: Students read the three texts and complete the sentences in
activity 2 of the handout. The students share their sentences with
each other. In pairs the students have short conversations using their
sentences.
Task 3: In pairs, the students use“style cards”to determine their
clothing style (Wilson, 2007).
Task 4: Students use the questions in activity 3 of the handout to
interview each other. The students record their partners' answers in
the space provided.
Task 5: Using their partners' answers, the students write a short
paragraph.
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Illustration 1: Class handout

Illustration 2: Word search puzzle

To complete task 3, I had to arrive at school early to make the style
cards. My class started at nine o'clock in the morning so I had to leave
early to get to school by car, about an hour's drive using the
expressway. Unfortunately it snowed quite a bit the night before,
which made the roads narrow and heavy with traffic. Leaving home a
quarter after seven it took over the usual one hour to reach school. I
arrived five minutes before the start of my nine-o'clock morning class,
not enough time to make copies of my handout, word-search puzzle,
and to make the style cards to complete task 3. I had only enough
time to reach my classroom. I had to teach the lesson without the
teaching materials and activities I had counted on using and was at
pains to make.

Adapting to new circumstances
All I had with me in my bag were A5-sized sheets of paper, post-card
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sized sheets of paper, and slips of paper, all of which I cut from mostly
old and unused handouts. I decided at that moment how to proceed,
so I revised my lesson plan to account for having none of the
materials I had prepared. Below is the lesson plan I made on the spot:
Task 1: Have students form groups, ideally groups of three. For each
group, one student is assigned the role of secretary. Give each group
an A5-sized sheet of paper, and have them make a T-graph with
clothing on one side and accessories on the other. Draw an example of
the T-graph on the blackboard. Give students three to five minutes to
think of 20 clothing items and 20 accessories. The secretary will
record his or her group's ideas.
Illustration 3: T-graph

Have each group give five examples of clothing items and five
examples of accessories. The teacher writes their ideas on the board.
Once a vocabulary item is on the board, the students are not allowed
to repeat it. If an item is not on their list, the students will add it.
Task 2: Give each student an A5 sheet of paper. Have the students
fold the paper into 12 squares. Then have them draw six simple
illustrations of clothing items and six illustrations of accessories.
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Illustration 4: Clothing and accessories vocabulary activity

Task 3: Give each student an A5 sheet of paper. Have the students
fold the paper in threes. Read three short paragraphs aloud and have
the students write down what they hear. Read each paragraph two or
three times. Then have the students check with each other. Finally
have volunteers read the paragraphs and write them on the board.
The students can check their own sentences and correct any spelling
or grammar mistakes.
Illustration 5: Dictation activity

Have the students underline the following: like to, want to, need to, and
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have to. Ask the students if they know the meaning of the phrases.
While the meaning and usage of like to is clear, the others may not be.
Explain that want to and need to differ in desire. Below are some
examples the teacher can write on the board.
Illustration 6: Example sentences

If the students are having trouble understanding the grammar and
usage of the phrases, it may be a good idea to do a quick focus-onforms activity (Long & Robinson, 1998). First write the following chart
on the blackboard and have the students copy it. Explain any of the
“technical”words such as subject and verb. If possible keep the
explanation in English.
Illustration 7: Grammar activity

The following two activities can be used for more practice.

Activity 1: Scrambled sentences
1.

Write the following scrambled sentences on the board and have
the students unscramble them using the grammar chart as a
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reference.
2.

Once the students have unscrambled the sentences, ask them
which words are subjects?

3.

The students will tell you which words in the sentence are
subjects.

4.

Ask the students which word follows the subject.

Illustration 8: Scrambled sentences activity

Steps 1 to 4 are repeated until each of the three sentences are
unscrambled and the students have checked their answers.

Activity: Sentence boxes
1.

Write want to, need to, have to, and like to on small strips of paper.
Then write the verbs buy, wear, study, and do _____.

Illustration 9: Sentence boxes activities
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Illustration 10: Making origami boxes

2.

Take two small origami boxes and put the phrases in one box and
the verbs in the other.

3.

Put students in groups of three or four and assign students a
number. The number is the order in which the students will do
the activity. Choose one group and have them demonstrate the
activity to the rest of the class. A student takes a strip of paper
from each box and makes a sentence. The sentence can be a
positive (e.g. , I like to . . .) or negative (e.g., I don't like to . . .). The
other students make similar sentences using the same phrase and
verb. This is repeated until all the cards in the boxes are gone. If
the students finish early they can put the strips of paper back in
the boxes and do the activity again.

Illustration 11: Making sentences
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The students put the strips of paper back in the boxes. Each
student takes one strip of paper from each box, and makes an
original sentence. The first student shares his or her sentence
with the group. Each group member asks one question about his
or her partner's sentence. The activity ends when all the group
members have shared their sentences and have answered their
partners' questions.

Task 4: Short conversation practice
Illustration 12: Sentence completion activity

1.

Write four or more sentences using like to, want to, need to, and have
to on the board. Have the students complete the sentences.
Remind the students to make sentences related to clothing and/or
accessories. However, they are free to make sentences not related
to clothing or accessories. Ask the students to share their ideas.

2.

Write the following short conversation on the board:

Illustration 13: Creating a short conversation 1

As a class, demonstrate the activity by asking students to volunteer
suggestions.
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Illustration 14: Creating a short conversation 2

3.

In pairs, students make a short four-turn conversation. Go around
the classroom and check each pair's conversation, providing help
where needed. After three or five minutes, have the students
practice the conversation twice: once looking at the dialogue and
once without looking at the dialogue.

4.

Have two pairs do their short dialogue for the class. After this, tell
the students they are going to extend the conversation. Add four
more turns to the four-turn conversation. Again, the students
work in pairs to complete and practice the conversation.

Illustration 15: Creating a short conversation 3

5.

Tell the students they are going to practice the same conversation
but extend it for two minutes. Remind the students they are only
allowed to use English and must not stop speaking. Have the
students do two two-minute conversations. Once for practice and
the second time for fluency.
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If time permits have students change partners. Assign students
the role of A and B. Student A is the first speaker. Tell the
students to use the sentences they made in step 1 to start the
conversation. The students are free to pick from any of the four
sentences. Have the students speak for two to three minutes and
then have them switch roles and start again.

Task 5: Interview

Illustration 16: Time conversations

1. Tell students that you
are going to say eight
questions, and that
you want them to
write them down in
their notebooks or on
a sheet of paper. Do
not repeat the
questions; instead ask
the class if they would like you to repeat any of the questions.
Write the following request on the board:“Could you repeat
question # , please?”
Illustration 17: Asking to repeat
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Have students tell you the questions and then write them on the
board. Have the students check their answers. Make sure to
explain the words style, tie, and designer clothes.

Illustration 18: Interview questions

3.

Explain to the students the words: casual, trendy, and conservative.
Write these words at the top of the board, separating each with a
line. Then have the students say what kind of clothes go in each
style category.

Illustration 19: Style vocabulary chart

Ask the students what clothes they usually like to wear, and then
ask them,“What's your style ?”After asking a few students
about their style, have the students interview each other using
the eight questions. Tell the students to record their partners'
answers. Give the students about five minutes to finish.
Task 6: Writing
1.

While students are completing task 5, write the following

（82）

苫小牧駒澤大学紀要

第27号

2013年３月

paragraph on the board.
Illustration 20: Writing activity

Read the paragraph aloud, and tell the students they are going to
write a similar paragraph about their partner. As an incentive tell
the students that when they finish the paragraph and have had it
and their notes checked, they are free to leave.
Task 7: Check notes
1.

Once the students have finished writing their paragraphs, check
their notes. Ideally their notes should look like the following.

Illustration 21: Checking students' notes
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Once the students' notes are checked, let them leave.

Observations
While it would be impossible to describe in detail the advantages of
adapting a pencils-and-paper orientation, for the purpose of this paper
a simple description should suffice.

Tried-and-true activities
As long as students have a pencil and paper with them, activities can
be completed. Dictations have been a staple of the language learning
classroom but fell out of favor because they were viewed as creating
passive students. The teacher says a few sentences and the students
write them down—neither the teacher nor the student needs to put
much thought into this activity. Teachers adopting a pencils-and-paper
orientation do not view their students as passive plants but as active
explores (Freeman & Freeman, 2001). Such teachers take a dictation
activity and make it meaningful and dynamic. I've used dictation
activities to highlight grammar and provide models for the students
to work with. I often start my class with a dictation activity. I tell the
students that I'm going to read five sentences and that they are to
write them down. After the students complete the activity I erase
content words and tell the students to make their own sentences.
Examples sentences
1.

I like to wear a suit and tie.	

⇒

I like to ________________

2.

I don't like to wear tight clothes.

⇒

I don't like to ___________

3.

I need to buy socks.	

⇒

I need to _______________

4.

I have to work every day.

⇒

I have to _______________

5.

I want to watch a movie.

⇒

I want to _______________

I don't assume that the students know what these sentences mean,
but I usually get an idea of what they know or do not know after the
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students complete this activity. If students can do this activity without
any problems, I start with a conversation activity. If there are
students who struggle with this activity I have the students do a few
more activities stressing usage. I know this activity works because it
was developed in my classroom. Other teachers may have trouble
using the above pencils-and-paper activity in their classrooms, but
dictation-like activities are malleable, able to be adapted for many
purposes and settings. The key is for teachers to have a kernel (e.g.,
dictation activity) and develop it to suit the needs of a particular
setting. This brings be to my second point—adaptability.
Adaptability
As I alluded to above, pencils-and-paper activities are malleable. Even
when teaching young children who are still learning to read and write
in their first language, dictation activities can be adapted to take into
account this reality. If you are teaching colors, for instance, you can
write a t-graph on the board with fruit on one side and colors on the
other.
Illustration 22: Dictation activity adapted for young learners 1

Somewhere on the board, write an example sentence such as
“(FRUIT) is (COLOR).”The students will use the example to write
their sentences. From years of using this activity, I noticed that young
learners find this activity difficult and need help in completing it.
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Before I do the dictation, I draw a picture of the fruit next to the fruit
word and put a color cards next to the color word. Another way I
provide assistance is to have them write“_______ is _______.” Below
is an example of how young learners would prepare to do a dictation.
Illustration 22: Dictation activity adapted for young learners 2

I read the following five sentences:
1.

A watermelon is blue.

2.

An apple is red.

3.

A strawberry is yellow.

4.

A lemon is yellow.

5.

A banana is pink,

The students soon notice that the information is not all together
correct. I tell them OK, correct the information. After about a minute
or two, I ask the students to give me the correct information. There is
more than one correct answer:“A watermelon is green”or“A
blueberry is blue.”This activity can lead to simple dialogue practice:
Simple dialogue practice
Student 1
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What color question

When teachers use textbooks the content is decided, so teachers have
to adapt the textbook for the classroom often with supplemental
activities and realia. Imagine a textbook has the following reading
activity.
Illustration 23: An example text found in textbooks

One way to ensure that students read it is to do a dictation. If they
write it down once you can be certain that they've read it once.
Textbooks often do a lot of the work for students. Just like in the
above text, students have only to read and maybe listen to an audio
CD. In my experience, some students do not even bother reading it,
most likely finding it too easy or meaningless. Language learners need
to go beyond introductions to make progress. Part of the way to do
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this is by letting the students do most of the work.

Let the students do some of the work
Language teachers make beautiful handouts full of questions,
activities, and vocabulary lists. In many teaching settings, handouts
are supplemental materials that relate to the textbook. Japanese
middle schools and high schools are only allowed to use textbooks
that have been approved by the Japanese Ministry of Education. In
these contexts, teachers have little choice but to teach the content in
the textbook. Pencils-and-paper activities can supplement the
textbook. Along with doing a simple dictation, a teacher can have
students do the following three activities.

Activity 1: Whispers
1.

Put students in pairs and have them sit in the back of the
classroom. Assign each student the role of secretary and one of
runner. The secretary's job is to write down what the runner tells
him or her.

2.

For each group place a text at the front of the classroom. The
runners run to the front, read the text, and then tell the secretary.
The secretary writes what the runner tells him or her. Both the
runners and the secretary are only allowed to speak in whispers.
If either the runner or speaker speaks loud enough for the
teacher to hear, then the pair has to start from the beginning.

3.

When one text is finished, the secretary copies another for the
runner.

4.

Have the students open their textbooks to check their work.
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Activity 2: Puzzle
1.

Before class write each sentence of a text on slips of paper. To
add an extra element of challenge, write two extra sentences that
are obviously out of place.

2.

Give the students about three minutes to read the strips of paper
and have them put the sentences in the correct order or in an
order that makes sense.

3.

When the students finish, have one student open his or her
textbook and read the text. The students then open their
textbooks and again check their answers.

Activity 3: Write it!
1.

Write the following on the board. Ask the students what
information can go in the blank spaces. For additional practice ask
the students what questions correspond to their sentences (e.g.,
“I'm Emi Sanchez.”⇒“What's your name?”)

Illustration 24:“Write it!”activity step 1

2.

Draw the face of a fictional person along with the personal data
needed to complete the text.
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Illustration 25: Write it!”activity step 2

3.

Have the students create a new text using the personal
information of Fred Johns or another of your creation. Have the
students check each other's texts.

4.

Read the text aloud and have the students check their answers.
Have one student read his or her text aloud and have the
students check their answers again.

5.

The students do the same activity but now they write about
themselves.

Follow-up activity: The interview
1.

As a follow-up activity, have each student think of one country.
Write the name of the student and the country on the board.
Students are not allowed to choose the same country.

2.

The students create a new character and persona from the
country they chose.

3.

Place the students in groups of four or five. Have each student
read his or her text to the group.

4.

Once the student reads his or her text, each student in the group
will ask one question. The student must answer as though he or
she were that person. Tell the students to use questions they
have already studied.

Caveat: It may be a good idea for the teacher to give a
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demonstration of this activity, with the students asking the teacher
questions. If the students are unable to come up with questions, write
examples on the board like“Are you . . . ?”and“Do you . . . ?”To make
it more interesting, use a fake accent.
Instead of the students opening a textbook and reading a text,
which they may or may not read, in the above activities (and in all the
activities presented in this paper) the students have to do a lot of
writing and more importantly, thinking. In fact, the textbook becomes
supplemental. They cannot merely open the textbook, read, and
complete the activity.

Evaluations
An important part of teaching is student evaluations. I don't use
evaluations to mean marking students' progress. It goes a little
deeper. In most of the activities presented in this paper, there is
literally a paper trail. In task 7 (check notes) the students must show
their notes and finished products (e.g., a written text on a classmate's
fashion style). At the end of each class, teachers can take a quick look
at the students' notes and products and make evaluations. How much
weight a teacher assigns to these notes depends on the teacher but it
can prove to be a valuable component to overall evaluations. Students
can use these notes, which are ideally in a notebook, as study material
for mid-term and final exams. Their notes act as a portfolio of their
work and progress they have made over the course of the semester.

Economical
Although pencils-and-paper activities take little time and money to
implement in class, they require careful thought and planning.
Dictation activities are a classic example. Having students listen and
write down what they hear would not be a meaningful learning
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activity. Teachers need to consider how dictations can be used to
focus students' attention on meaning and/or a grammar point;
dictation activities should lead to activities that allow students to use
the target vocabulary/grammar in a way that gives them the
confidence to complete a communicative task (e.g., using like to, want to,
have to, and need to to talk and write about clothing and fashion) (See
Nunan, 1989). What I discovered, despite the time needed to plan
pencils-and-paper activities, is that I spent more time planning my
lessons but less time reading through textbooks, less time making and
printing handouts.
Pencils-and-paper activities cost almost no money. I found that using
old handouts was a wonderful way to reuse material. After a course is
finished, many students donate the unused portion of their notebooks.
I give these notebooks to the next group of students. At the first
lesson, I tell the students that each will need a notebook, and give
them some choices if they don't have one: I give them a used notebook
with the used portions torn out or sell them a new notebook I
purchased at a 100-yen store (similar to a dollar store). This ensures
that the students have the materials necessary to study English,
regardless of whether there is an assigned textbook. In terms of the
time and money saved from adopting a pencils-and-paper orientation,
teachers and students free themselves from the burden of spending
money on costly materials; teachers can focus more time and energy
on planning rather than on making elaborate handouts. Instead of
using simple handouts (see below) teachers could either write it on
the board and have students copy it in their notebooks or they can do
a dictation and have the students write it down.
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Illustration 26: Handout or dictation?

Both activities add listening, writing, and reading components, and
make the students do work rather than the teacher having to make
and print out copies—and let's not forget that making copies is not
cheap.
Conclusion
Adopting a pencils-and-paper orientation does not mean abandoning
textbooks and other materials. Rather, it is a creative way of
developing activities. If a teacher is assigned to use a textbook,
pencils-and-paper activities can help them adapt the activities in the
textbook and make them more meaningful and engaging.
Despite not having the handouts and materials I had made, I was
still able to conduct my lesson using only the paper I had in my bag
because I had a clear idea of what the goals of the lesson were. My
students were able to achieve the goals I had set for them despite not
having the handouts and materials I had planned to use. However
helpful they are, expensive materials are not needed to teach and
learn. What is needed is a syllabus that clearly sets out what students
are to learn. That is, the students need to know what the goals of
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each lesson are. The methods teachers choose should not solely be
decided by a textbook; experienced teachers have much knowledge
and tricks in their bag of teaching activities to provide students with
meaningful learning experiences. Pencils-and-paper activities are
unique in that they are developed in the process of teaching in
particular classroom setting. Teachers can adapt these activities in
ways that textbooks cannot. Textbooks are static while pencils-andpaper activities are dynamic. This is the essence of a pencils-andpapers orientation.
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要旨
本稿は、北海道室蘭市を事例として、いくつかの工業関連施設や事物を、関係
性を考えながら組み合わせ、観光コースとして開発しようとするものである。具
体的には、これまでのように観光資源を工業施設に限るのではなく、工業を成立
させた事象、工場従事者、工業技術の応用など、何らかの工業との接点があるも
のも対象とし、それを工業地域としての観光資源にしようとするものである。また、
そのような観光を促進するため、社会科・地理教育との連携の視点にも触れる。
その結果、物語的要素として、工業立地の過程に注目し、自然環境、室蘭やき
とり、白鳥大橋・ボルタ（ボルト人形）、工場夜景といった観光資源を繋ぎ合わせ
るようにした。物語的要素の導入を、観光コースの大きな特色として示した。
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はじめに

国内外問わず、観光は、主要な産業の一つとして確立しつつある。そ
れゆえ、新しい形態の観光の在り方が模索されている。むろん、観光客
の増加も、それらを後押ししている。観光客は、多様な観光の在り方を
求めており、観光意欲はますます旺盛になっている。よって、これまで、
あまり観光とは関係なかったようなものや地域に、観光地や観光資源が
出現する場合も少なくない。その一つが、工業観光である。工業観光の
用語自体、一般化していない。ここでは、工業観光の定義として、何ら
かの形で、工業との関係性を有し、それを中心とした観光資源を構成し
ているものとしておく。
これまでの工業観光の類は、大きく二つの形態に分けられる。一つは、
かつての工業施設や建造物（跡地を含む）を中心に見学・利用する産業
遺産観光、もう一つは、現存の工場施設を見学したり、作業体験したり
するような工場見学観光である。前者の場合、造船所、工場、炭鉱施設
などの跡地を利用するような事例がみられる。北海道では、サッポロフ
ァクトリー
（サッポロビール工場跡地）、空知の炭鉱施設群がある。また、
跡地を再利用して、商業店舗にするようなところも多い。後者の場合、
醸造工場や菓子工場といった食品工業を中心としたものが多い。北海道
では、旭川男山酒造、石屋製菓チョコレートファクトリーがある。いず
れの場合も、特定の内容に限定しており、広域的な分布となるような事
例は少ない。
本稿は、北海道室蘭市を事例として、いくつかの工業関連施設や事物
を、関係性を考えながら組み合わせ、観光コースとして開発しようとす
るものである。具体的には、これまでのように観光資源を工業施設に限
るのではなく、工業を成立させた事象、工場従事者、工業技術の応用な
ど、何らかの工業との接点があるものも対象とし、それを工業地域とし
（97）
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ての観光資源にしようとするものである。また、そのような観光を促進
するため、社会科・地理教育との連携の視点にも触れておきたい。地理
教育では、工業立地や工業地域の分布などを学習対象としており、これ
らの学習成果を工業観光にも活かせるのではないかと考えた。
工業観光の意義は、現地での見聞を通じて、日本社会を牽引している
主要産業を認識できるところにある。日本の工業は、学校教育の社会系
教科、工業科といった授業科目で扱うが、その中心はグラフ・表・地図
といった数値的変化の理解にある。工業科の場合、工業技術の革新とい
った理解もあるだろう。いずれの場合も、直接の工業地域を見聞するよ
うな事例は少ない。よって、工業観光は、学校教育の応用的な側面を有
し、生涯学習という視点においても有益となろう。
なお、本研究の資料は、2012年6月に実施した現地における観察と収
集資料（行政機関、観光協会など）に基づくものを中心としている。

Ⅱ

工業観光の意義とその可能性

本章では、新しい観光形態としての工業観光の意義について、いくつ
かの視点を示しながら、その可能性を浮き彫りとする。続いて、工業観
光に対する観光意欲を高めるため、社会科・地理教育の学習成果を活か
す視点について少し触れておきたい。
１．工業観光の意義
工業のイメージは、ものづくりであろうか。工業は、工業原料を利用
しながら、生産・加工して製品とする。主たる日本の工業地域は、京浜、
中京、阪神、北九州を結ぶ太平洋ベルト地帯である。これらの地域は、
高速道路、新幹線、航空網によって、密接に結ばれている。京浜と中京
の間には、東海工業地域、阪神と北九州の間には、瀬戸内工業地域も形
（98）
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成した。その結果、太平洋ベルト地帯は、日本の地域構造の中心軸にも
なった。
そもそも、太平洋岸に工業地域が集積している理由は、海外の工業原
料、エネルギーの確保の利点にあった。例えば、鉄鉱石や石油の確保で
ある。これらは、国内において、ほとんど確保できない工業原料であっ
た。海外から船舶輸送によって運んだ工業原料は、港湾後背地で利用す
ることが、最も適している。工業地域が、内陸部にあれば、国内の港湾
において、陸上輸送に積み替える必要性があり、さらに、そこからの輸
送費用も生じる。
国内の工業原料は、全くなかったわけではない。九州北部の筑豊炭田
の存在は、北九州工業地帯（地域）の形成に深く関係している。また、
北海道の石狩炭田の存在は、工業都市室蘭を誕生させた。
工業規模の大小はあるものの、それ以外の地にも工業地域、工業都市
は、点在している。
工業観光の定着を考えた場合、国内外の地に、工業地域や工業都市が
広く分布していることは有利に働く。その理由として、工業地域や工業
都市が、広く分布することで、工業製品の種類が増え、工業施設や生産
工程も、大きく異なる点を挙げることができる。結果として、工業に関
係する接点も広がることになるであろう。一口に工業観光と言っても、
観光形態は、多岐にわたる可能性がある。よって、各地に分布する工業
地域や工業都市は、それぞれ独自の工業観光として構築することができ
る。さらに、各地を比較するような工業観光の在り方も模索することが
できる。工業観光が定着することで、観光客が、工業施設に足を運ぶよ
うになり、工業そのものにも興味関心を与えることもできるであろう。
その結果、工業高校や工業系大学への進学、工業従事者の増加に発展さ
せることもできるかもしれない。
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２．社会科・地理教育との連携
次に、工業観光への興味関心を高める方法を考えてみたい。その方法
の一つとして、社会科・地理教育との連携・発展を取り上げる。これら
の科目・分野が、有益な理由として、工業を教材として取り上げている
点と興味関心に関わらず、ほぼ全員が学習する点（義務教育期間）にあ
る。日本の工業が、学習教材として、初めて登場するのは、小学校社会
科の産業学習（高学年）である。続いて、中学校社会科地理的分野や公
民的分野、
高校では、地理歴史科地理 B の現代世界の系統地理的考察（資
源・産業）
、地理歴史科日本史、公民科の現代社会や政治経済でも学習
教材になっている（第１図）。学校段階の系統化はもちろん教科・分野
間でも重複している。よって、日本の工業地域について、ある程度の基
礎知識を有していると考えられる。これらの学習成果を活かさない手は
ない。

小学校

【社会科中学年】（地域調査）
身近な地域（市町村）の調べ学習
【社会科高学年】（産業学習）
日本の工業生産に関する学習

中学校

【社会科地理的分野】（地域調査）
日本の諸地域学習（産業を中核とした考察）
【社会科公民的分野】
市場の動きと経済

高等学校

第１図
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【地理歴史科地理Ｂ】（地域調査）
現代社会の系統地理的考察（資源・産業）
【地理歴史科日本史、公民科現代社会・政治経済】
経済の発展と国民生活の変化（日本史）
現代の経済社会と経済活動の在り方（現代社会）
現代経済の仕組みと特質（政治経済）

日本の工業（工業地域・地域調査を含む）を扱う社会系
教科・分野の学校段階の展開
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すでに述べたように、日本の工業地域の学習は、グラフ、表、地図を
活用した数値的変化や分布の確認・考察を主とする。単体の工場見学は、
小学校社会科で実施することはあるものの、工業地域について、学習理
解を深めるため、直接出向くようなことは少ない。本来、これに近い学
習活動として、地理における地域調査があるものの、その実施率は、上
級学校に進学するに従い、低調にある。低調の理由は、様々であるが、
地理教員の指導技術の問題や生徒管理上の問題などが指摘されている。
ただ、地域調査の内容は、校外において、直接の実施をしないものの、
どのような目的・方法で取り組むか、机上での解説・説明は教科書に掲
載していることもあり、概ね行っている。すなわち、地域に対する地理
的な見方や考え方は、一応の基礎知識はあると考えてよかろう。
筆者は、この地域調査の応用的な学習活動として、工業観光の定着に
結びつけることができるのではないかと考えている。工業立地は、自然
環境、資源、交通、人口、都市などの地理的条件を必要とする。工業観
光を堪能することで、単なる工業の理解に留まるのではなく、それらを
含む地理的条件を理解することにつながる。工業観光が定着することで、
学校教育から生涯学習への橋渡しを強化し、社会科・地理教育の重要性
をより一層高めることができる。

Ⅲ

工業観光の具体的なコースの開発

本章では、
具体的な観光コースを構成する観光資源の概要を述べつつ、
どのように工業との接点があるのか、明らかにする。その上で、観光コ
ースの有する特色について述べる。今回、観光コースを開発するにあた
り、工業立地の過程に注目し、時間軸を重視した。すなわち、単なる工
業観光における観光資源の羅列ではなく、一つの物語的要素を構成する
よう考えた（第２図）。
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白鳥
大橋

室蘭
やき
とり

自然
環境

【室蘭八景】
●絵鞆岬
●銀屏風・金屏風
●地球岬
●トッカリショ浜

【戦時中】
●養豚奨励
⇒軍靴製造
【戦後】
●工場従事者
⇒やきとり屋

第２図

工場
夜景

ボルタ
【白鳥大橋】
●地元工場の製品使用
●地元工業の技術応用
【ボルタ＝ボルト人形】
●地元工業の技術応用

【夜景の構成】
●丘陵地形
●室蘭港
●工場群
●白鳥大橋

工業観光の観光コース（概念図）

注１）矢印は、工業立地の過程（物語的要素）及び見学・体験の順番を指す。
注２）①自然環境（午前）、②室蘭やきとり（昼食）、③白鳥大橋・ボルタ（午後）、④工場夜景（夜）

１．観光コースを構成する観光資源の概要
Ａ

自然環境

室蘭市の観光資源となる自然環境は、室蘭八景と呼ばれるものである。
具体的には、①室蘭港、②測量山、③大黒島、④絵鞆岬、⑤銀屏風・金
屏風、⑥マスイチ浜、⑦地球岬、⑧トッカリショ浜である。絵鞆岬から
トッカリショ浜まで、絵鞆半島の外海に接しており、断崖絶壁になって
いる。とりわけ、地球岬は、主要な観光資源であり、訪れる観光客も多
い。地球岬は、
語源の「ポロチケップ」
（親である断崖）が何度か転化し、
当てられた文字である。岬には、海面から約120ｍの絶壁に灯台が建ち、
沿岸航行船舶の目標として、重要な役割を果たしている。
絵鞆半島の断崖絶壁は、火山活動によって形成されたものである。と
りわけ、断崖絶壁の白い部分（火山灰）は、火山噴出物によるものであ
り、銀屏風と呼ばれている。また、白い部分（火山灰）が、熱を受けて
黄変したものを金屏風と呼んでいる。
地図で絵鞆半島を見ると、コの字型になっており、その奥地に室蘭港
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がある。絵鞆半島は、室蘭港からみて、南側に位置しており、外海（太
平洋）と続く。昔は、防波堤や船舶の設備は未熟であったので、海岸地
形の良し悪しが、港の適地に大きく影響した。室蘭港が、天然の良港と
呼ばれる理由は、絵鞆半島の断崖絶壁にある。この断崖絶壁は、外海か
らの波浪を防ぐことに役立った。こうした特色ある地形の存在が、室蘭
を港湾の適地にした。いち早く港湾の機能が根付いたことで、工業立地
の条件を有することになった。
以上から、室蘭市の自然環境は、工業立地の基礎を築いたと判断でき
る。
B

室蘭やきとり
室蘭やきとりの特色は、豚肉、玉ねぎ、洋がらしの組み合わせにある。

とりわけ、鶏肉ではなく、豚肉を使用しながら、やきとりという点が面
白い。
そのきっかけは、戦時中にある。戦時中、軍は養豚を奨励し、皮を軍
靴に用いた。すなわち、養豚の奨励は、工場群のある室蘭であることが、
大きく影響したと考えられる。もちろん、養豚は、食糧増産という目的
はあったことも事実であるが、軍用品の製造を優先したことは疑いない。
戦後、高度経済成長期を迎える頃、工場従事者は、就業後にやきとり
屋での親睦を好んだ。当時、鶏肉は、高級品であり、豚肉は安価であっ
た。また、豚肉は、年間を通じて、仕入れしやすいという点も有利な条
件となった。その後、室蘭やきとりは、豚肉使用という形が定番となり、
独自性を有することになった。結局、その独自性が、観光資源としての
価値を高めることにつながった。
すでに述べたように、工業との接点は、戦時中の豚の皮を使用した軍
靴製造にあった。戦後は、工場従事者の親睦の場として、やきとり屋が
好まれ、そこでの豚肉、玉ねぎ使用のやきとりが定着することになる。
すなわち、工場従事者に室蘭やきとりが好まれたことを、接点と解釈し
（103）
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てよかろう。
Ｃ

白鳥大橋とボルタ
白鳥大橋は、着工から完成まで13年間を要し、1998年に完成した。全

長は、1380ｍであり、絵鞆半島の祝津地区と陣屋地区の間を結ぶ東日本
最大の橋である。工程では、寒冷地における積雪、防風、振動対策に苦
慮した。また、建設用の鋼材は、地元工場の製品を使用した。また、橋
桁を吊る鋼鉄製のメーンケーブルの制作など、随所に地元工業の技術が、
応用された。その意味では、白鳥大橋は、工業都市室蘭の技術の結集と
も言える。
一方、ボルタも、工業技術を応用したものと考えられる。ボルタとは、
ボルトとナットを組み合わせたボルト人形のことである。きっかけは、
アイアンフェスタの催しで実施した体験溶接の制作にあった。それを小
型化することで、観光土産品として定着することになった。現在、この
ボルタシリーズは、100種類に達している。ボルタは、ポーズごとにス
トリーがあるといったユニークな仕掛けをしている。この開発には、地
元の室蘭工業大学の学生が、思考錯誤しながら関わった。現在、ボルタ
工房が立地し、ボルタの制作体験ができるようになっている。
Ｄ

工場夜景
室蘭市の工場夜景は、港湾、白鳥大橋、工場群、丘陵地形の組み合わ

せた点に特色がある。とりわけ、丘陵地形が、工場夜景の魅力を高めて
いる。丘陵地形は、絵鞆半島のコの字型地形に加え、高低差がある点も、
有利に働いた。その結果、工場夜景は、見る場所によって、見える範囲
が異なるという特色をもたらした。また、工場群は、白やオレンジの光
で明るく照らされている。これは、工場の安全を守る保安灯であり、工
業との接点を強調するものである。
工場夜景は、2009年9月「広報むろらん」に掲載されたことで注目を
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集めた。工場夜景の注目点として五つ挙げている。一つは、室蘭インタ
ーチェンジから白鳥大橋に向かう道道127号から見える製油所、二つは、
国道36号と37号は工場夜景の宝庫、三つは、製油所と製鉄所の煙突から
吹き出す迫力の炎、四つは、水平線上の明かり、五つは、港の大小様々
な船舶、である。
現在、川崎市、四日市市、北九州市とともに「日本四大工場夜景」共
同宣言をしている。室蘭市以外は、太平洋ベルト地帯に位置する工業地
域であり、希少価値は高い。
２．観光コースの特色
観光コースの特色は、工業に関係する観光資源の寄せ集めではなく、
工業立地の過程に合わせた点にある。具体的には、港湾の建設、工業原
料、工場従業者、工業技術とその応用、港湾、工場、工業技術、地形の
組み合わせである。
室蘭港の建設は、地形的に天然の良港であった点にある。もし、この
ような特色ある地形でなければ、港湾の建設は、もっと遅れていたであ
ろうし、工業立地はなかったかもしれない。ゆえに、室蘭港の存在は、
工業立地の重要な因子となっている。次に、工業原料であるが、重要な
原料の一つ石炭を道内産で確保できた点が大きい。室蘭港の役割は、石
炭搬出港にあった。そのため、道内では、早くに室蘭本線の鉄道が完成
している。道央圏の地図をみれば、石狩炭田、室蘭港、苫小牧港の位置
を比べると、石狩炭田には苫小牧港の方が近い。仮に、苫小牧港の建設
が、室蘭港より早期であれば、石炭搬出港（室蘭港）の役割は縮小して
いたことであろう。
石炭搬出港の役割は、次に製鉄業の立地を呼び込んだ。1907年、製鉄
所立地の建設開始となっている。当初の製鉄所の立地は、周辺の砂鉄利
用に期待していた。その後、石狩炭田の採掘が本格化し、石炭搬出港の
役割が生じたことで、道外大規模資本の製鉄所の立地につながった。こ
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れら製鉄所の立地が、その後の工業都市の性格を強固にしていった。工
業立地は、
その後の戦争需要を生み、工場従事者のスタミナ源となり「室
蘭やきとり」の定着につながる。工業立地の定着は、工業技術の革新や
応用を生み、白鳥大橋への技術応用、ボルト人形の登場へつながってい
く。同時に、港湾、工場群、白鳥大橋、丘陵地形を組み合わせた独自性
の高い工場夜景の魅力も加わった。
以上から、観光資源を構成する自然環境、室蘭やきとり、白鳥大橋・
ボルタ、工場夜景は、工業立地の過程として時系列に生じたものである。
その観光資源を繋いだものが、港湾、石炭、工場であった。上記の観光
資源は、当然、室蘭市の代表的なものであるが、観光情報、観光地図に
おいて、単なる羅列をしているに過ぎない。むろん、単体の観光資源で
は、工業との関係性は伝えている。そこに、工業立地の過程という物語
の仕組みをつくり、工業を中核としながら、各々の観光資源をつなぐ工
業観光の観光コースを開発した。
各地における工業立地は、共通点や類似点はあるものの、必ず相違点
もあろう。よって、工業立地の過程を物語とする工業観光の観光コース
の開発は、どこでも可能である。そのような工業観光が各地で定着すれ
ば、地域間比較するような観光の楽しみ方もできるであろう。ますます
工業観光の可能性は広がる。

Ⅳ

おわりに

本稿は、北海道室蘭市を事例としながら、工業観光の可能性と意義に
触れ、社会科・地理教育との連携を模索しながら、観光コースの開発を
することを目的にしてきた。
その結果、従来のような観光資源の羅列的な紹介ではなく、工業を中
核としながら、物語的要素を加え観光コースの開発を行った。物語的要
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素は、工業立地の過程に注目し、自然環境、室蘭やきとり、白鳥大橋・
ボルタ、工場夜景といった観光資源を繋ぎ合わせるようにした。そのこ
とが、観光コースの大きな特色である。工業観光の観光資源を単なる工
場群に絞るのではなく、何らかの工業との接点を探り、組み合わせるこ
とで観光効果を高めようとした。
加えて、工業観光の促進に、社会科・地理教育の連携強化を図ること
が有益である点も示した。具体的には、地理の地域調査の応用である。
地域の地理的な見方や考え方のきっかけ（地域調査の解説・説明）を与
えることで、その具体的な行動を工業観光につなげていこうとするもの
である。
今回の研究では、工業観光の観光コースを開発したに過ぎない。地元
の観光協会はもちろん観光客の反応については、全く検証できていない。
また、地理（社会科）における地域調査の学習活動が、本当に工業観光
の促進につながるかもわからない。今後は、上記の検証を行い、機会み
て、検討する必要があろう。その成果をもとに、観光コースの開発内容
を一般化できればと考える。
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