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コロンビア大学蔵奈良絵本「浦島太郎」の特徴
─翻刻と解題を兼ねての紹介 ─

第二十五号

御伽草子

二〇一二年三月

葛岡宣慶

ＣＶ東亜図書館

和歌

全文翻刻を試み、簡単な解題を副え、その特徴的本文を紹介する。

林

晃

平

Kouhei HAYASHI

持ち、所収和歌もこれまでになく最大の七首を有する注目すべきものである。ゆえに今ここにその

未紹介であった。しかし、その本文は流布本系に属すといえど、今日知られる限り特徴的な内容を

「浦島太郎」が収蔵されている。その内、絵本は一部研究者の知るところであったが、その内容は

コロンビア大学ＣＶスター東亜図書館には、絵巻と絵本という形態の異なる二本の所謂御伽草子

要旨

キーワード：流布本

The Distinctive Features of the URASHIMA-TARO Nara-Ehon in the C.V.Starr East Asian Library,
Columbia University : An Introduction with Transcripion and Annotation
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アメリカ合衆国ニューヨーク市にあるコロンビア大学ＣＶスター東アジア図書館（ Courtesy of the C.V.Starr

）には二種の所謂御伽草子「浦島太郎」が所蔵されている。一つは絵
East Asian Library,Columbia University

巻一軸で、夙に市古貞次氏によって寄贈されたものと聞き及ぶモノクロームのマイクロフィルムが国文学研究資
注一

料館に所蔵され、閲覧に利用されていて、研究者には周知のことであった。稿者も二〇〇三年二月に実物を調査

した上で、一連の同系統の絵巻と比較し、その特徴の一部を紹介した。もう一つは縦型奈良絵本で、調査された

注二

研究者はあったものも、現在のところその紹介を聞かない。稿者も先の絵巻とともに調査していたが、その成果

は、本紀要第二十四号掲載の拙稿において諸本全体からの位置づけをした以外に詳細の報告はしていなかった。

その拙稿でも触れた如く、この絵本は、詳細に検討すると、流布本の中でも極めて特徴的な本文を有すること

がわかる。今日知られる限り詳細な内容を持ち、和歌もこれまでに知られていない最多の七首を持つ、極めて注

目すべき本である。ゆえに幸いに許可を得て、今ここにその全文翻刻を試み、簡略な解題を副え、その特徴につ

一

ナシ

上

第二十五号

下

縦・一四七

×

横・三一ミリメートル

左上隅・金砂子散らし地に墨書 〈図１〉
横・三〇ミリメートル

上（下）
」 貼題簽
×

二〇一二年三月

縦・一四八

「うら嶋太郎

）
コロンビア大学ＣＶスター東アジア図書館（分類番号・ SPECIAL/COLL./PL770/.A2/U73/1550

書誌

いて具体的に言及することにし、広く江湖に紹介する所以であり、博雅の批正を冀うこととする。

所蔵者
外 題

内 題

苫小牧駒澤大学紀要

3

晃平

コロンビア大学蔵奈良絵本「浦島太郎」の特徴

縦型奈良絵本

横・一六八ミリメートル

為御進物以御使者／被進」〈図３〉
正筆」〈図４〉

上巻

十四丁

十六丁

墨付・十一丁半、遊・三丁半（本文前一、後二丁半）

墨付・十三丁、遊・三丁（本文前一丁、後二丁）

一行十五字前後

全十図（上・五図、下・五図）
十行

4

林

態

上下二冊

形
焦茶金襴緞子織文様〈図１〉

×

縦・二三三

中央少左寄「浦嶋太郎
右端二行書「西包□翁様

上下二巻

蓋表に墨書、蓋裏に貼紙有り

鳥の子

（三つ亀甲花菱・亀甲繋・紗綾形・七宝繋・等）

紙

量

表

法
紙
布目金箔

用
表紙裏

墨書

蓋側面と右に破損及び欠損有り

朱漆塗

丁 数

一面

挿 絵
本文

下巻

箱の身の側面中央部に金具、萌葱色の平打ち紐を附属（後補か）

蓋裏・貼紙 「浦嶋之状二冊詞書／葛岡宣慶

蓋表

箱

１

一箱」〈図２〉

図

一

解題

造本や文字や挿絵などから判断するに江戸前期も終わりの元禄頃かと思われる本であるが、若干の補足をして
おきたい。

まずその箱書にある。
「西包□翁様為御進物以御使者被進」についてである。これは「西包□翁樣の御進物の

為に使者を以て進ぜらる」とでも読むものであろう（□はあるいは「禎」とでも読むものかもしれないが、残念

ながら当該の人物を探し当てていない）
。この書付からこの本が進物として使われたことがわかる。

それがこの本の当初からの目的であったのか、後の機会における進物への転用であったのかは判然としないが、

この本がそうしたものにふさわしいと判断される類のものであったことはこれでわかる。こうした豪華な絵本の

正筆」という書付とその信憑性である。「状」

社会的位味付けが、単に読むことだけではなく進物として位置付けられるものであったことがわかる。
次に、箱の蓋裏の貼紙である。
「浦嶋之状二冊詞書／葛岡宣慶

は「帖」と同じに考えて良いのだろう。この二帖が「葛岡宣慶」の正筆というのである。「宣」字は正確にはウ

冠の下は「旦」あるいは「且」とも読めるが、
写真で示すように「宣」にも「宜」にも足りない部分がある。「宜」

と読むべき可能性もある。ただし、管見では葛岡宜慶という人物は見出せないが、葛岡宣慶であるならば当該人

」とある人物がそれに近い。姓
物が見出せる。この人物『和学者総覧』によれば、「葛岡宣慶 （くずおかのぶよし）

は庭田、庭田重次男、生国は京都、大坂に住まいした歌人で享保二（一七一七 ）年に八十九歳で死去という。また、

歌人として『和歌大辞典』では「宣慶」で立項され「［近世期歌人］葛岡。寛永六─享保二年九月二九日、八九歳。

第二十五号

二〇一二年三月

公卿庭田重秀の次男。後西天皇の即位に当たって位記を返上、大阪に住む。古来の名歌を撰釈した『古往今来秘
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晃平

コロンビア大学蔵奈良絵本「浦島太郎」の特徴

注三

い。例えば鉄心斎文庫蔵伊勢物語蔵写本の伊勢物語の二本の奥書や徳竹由明氏蔵「三十六仙歌合」の筆跡を見る
限り同じ筆跡とは認めがたい。もう少し検討が必要であろう。

この本で注目すべき特徴は、所収和歌が七首あることである。所謂御伽草子「浦島太郎」はその所収和歌から

大きく四つの系統に分類できることがわかっている。近年新出の諸本を加えても、基本的にそれは可能である。

6

林

４

歌大体』の著がある。
」（渡辺守邦・八〇〇頁）とする。これらの記述は本の様式や絵柄などから推測される時期と

図

図

しかし、蓋然性はあっても、筆跡についていえば、今日の残されているものと比較するに、同じとはいいがた

矛盾はない。

２

３

図

この分類によれば諸本は本文も含めて整然と系統整理され、不思議なことにそれぞれの系統の所収和歌は他の系

統と重複するものが一つもない。ゆえに和歌によってまずは簡単に分類ができるのである。

そうした中で稿者がⅣ類と呼ぶものは諸本数が最も多く、流布本ともいうべき系統である。コロンビア大絵本

は、そのⅣ類の和歌を持つ。Ⅳ類の中でも更にいくつかに分類可能であるが、その代表的な本を中心に和歌を対

照させたものが次に示す「浦島太郎」Ⅳ類諸本和歌一覧である。本として選んだのは、一般に広く知られている

ものとして祝言御伽文庫、そして年代がはっきりしている元禄四年刊本、時代は下るが豊富な内容を持つ南葵文

庫本、新出のフランス国立図書館蔵絵巻（通称・パリ本）、そして東京大学文学部国文学研究室蔵縦型絵本、加
えてコロンビア絵本の六本である。

上段には、それぞれの和歌が詠まれた場とその詠者を略称で示す。中段には、完本で最も所収和歌数の多いコ

ロンビア大学蔵縦型絵本の本文を底本にして、他本との簡単な校異を付す。下段には、当該本を略称で記し、算
用数字で各本の和歌の順序を、また、×はその和歌を欠くことを示す。

これを参照することで、まずⅣ類の流布本内でもその所収和歌により大きく二つに分かれることがわかる。従
注四

来知られていた和歌は御伽文庫本と元禄本の五首であった。それに対し、かつて稿者は本文とその和歌に注目し

て、東京大学文学部国文学研究室蔵Ａ本の翻刻紹介をした。その東大本は六首であり、また紹介後にはパリ本絵

巻も加わり所収和歌は最大六首となった。また、南葵文庫本はその中間的な位置を占めていた。そこに今回のコ

ロンビア本が加わり所収和歌は最大の七首となったのである。またコロンビア本は東大本との関わりも深い表現

第二十五号

二〇一二年三月

を持つ特徴的な本文を有する。
苫小牧駒澤大学紀要

7

林

太 郎

」 Ⅳ

類

諸

本

コロンビア大学蔵奈良絵本「浦島太郎」の特徴

島
から（元南）

和

ちき（伽元南）

歌

一

４

×

３

×

２

１

伽

４

×

３

×

２

１

元

６

５

４

３

×

２

１

南

６

５

４

３

２

×

１

パ

６

５

４

３

２

×

１

東

７

６

５

４

３

２

１

コ

南＝南葵文庫

５

元＝元禄本

５

覧 （コロンビア大学蔵縦型絵本を底本とする）

日数へてかさねしよはのたひ衣たち別れつゝいつかきてみん

「 浦

晃平

ｂ乙
わ（伽元南）

こかれゆくうはの空なるから衣かきりふかくは又もきてみん

をいかゝせん（伽元）をいかにせん（南）

ｂ太

別（パ）

から衣うらかなしくもたちわかれまたきて見んもしらぬ行すゑ
ちきり（伽元）契り（南）

ｂ太

かりそめにわかれし人のおもかけをわすれもやらぬ身こそかなしき
たらちねにあはんと思ひてきてみれは苔むすつかと成にけるかな

・（東南）

ｂ太
ｃ太
きて（伽元）

コ＝コロンビア大絵本

かりそめに出にしあとを今見れはとらふす野辺となるそかなしき

東＝東大絵本Ａ

ｄ太

パ＝パリ本絵巻

君にあふ夜はうらしまか玉てはこあけてくやしきわかなみたかな
伽＝御伽文庫

ｅ古歌

和歌一覧を見るとコロンビア本は二つの異なるグループの和歌のすべてを含んでいることがわかる。これは和

歌だけでなく、本文も含めていえることであり、総合的な本文を持っているといえる。ただし、これが原初形態

を示すのか、後に作られた寄せ集め本文と考えるべきなのかは、本文の特徴も含めて考えなくてはならない。結

論からいえば稿者は後者と考えている。コロンビア本の存在は、この系統の本文を基にして所謂御伽草子「浦島

太郎」が近世において増補されていったことを示しているのである。これについては先の拙稿で具体的に諸本を

8

対照させて本文の特徴と解説を試みているので参照頂きたい。南葵本という豊富な内容を持つ本文はコ絵本のよ

うな本文にに元禄刊本を取り合わせたものであるといえる。なお、本文の濁点は翻刻本文の通りであるが、当初
の数丁にあるのみである。

表紙は上下共に記したように焦茶に金糸の綾織で大きな紋様を持っている。全体は蜀江錦を基調とした紋様に
日本的な紋様が七宝繋で配置されており、あまり例を見ない。

挿絵についても触れておく。一般に所謂御伽草子「浦島太郎」の写本においては、その挿絵の描かれ方に変遷

が見られる。江戸前期に入っても、龍宮の描かれ方は日本建築的な建物と庭であったが、後には中国風に描かれ

ていくのである。また乙姫の衣裳も、十二単風の日本的なものから、領巾をともなう中国唐代頃の女性の衣裳へ

と変わっているのである。つまり和様から唐様に転じているのである。もちろんすべて一律に時代の経過を以て

変化しているのではない。和様と唐様の混交もまま見られる。そうした中でコロンビア本に描かれている龍宮を

見ると、床や柱など建物、また乙姫の衣裳などは唐様に描かれているのである。これは異郷イメージが唐様に意
識されている時期のものと考えてよいであろう。

不思議なことにこうした挿絵の龍宮のイメージが唐様か否かは、本文に影響を与えてはいない。もともと本文

の中では、龍宮の詳細な描写や乙姫の衣裳の具体的描写はほとんどない。ゆえに変更の必要もないのである。つ

まり、その時々の人々のいだく異郷イメージの転換のみが絵本に影響を与えていると考えられるのである。この

挿絵の上下に描かれた金砂子の霞は、寛文延宝頃に見られるものと近い。このことも合せると、この絵が江戸前

第二十五号

二〇一二年三月

期の終わり頃と見て良いだろう。
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林

晃平

コロンビア大学蔵奈良絵本「浦島太郎」の特徴

拙稿「所謂御伽草子「浦島太郎」流布本イＣ系統について」苫小牧駒澤大学紀要・第六号

二〇〇一年

以上のことから、コロンビア本をその箱の貼紙の蓋然性及び書物の形式などから元禄頃のものと推定しておく。
注一

拙稿「所謂御伽草子「浦島太郎」の展開」苫小牧駒澤大学紀要・第二四号

二〇一一年

注二

拙稿「浦島伝説の資料と解題・稿─東京大学国文学研究室蔵奈良絵本「浦しま」について─」苫小牧駒澤短期大学紀要・

書の画像を頂戴した徳竹氏に感謝する。

注三 『鉄心斎文庫蔵伊勢物語図録』第一集・十四、第七集・二十一。鉄心斎文庫蔵本は石川透氏の教示による。また貴重な蔵

注四
一九八八年

翻刻

第二一号

三

・丁数も字組も原本のままとした
・丁替わりに、
」
（オ＝表）
、
』
（ウ＝裏）符号を付し、それを明示した

〉で付した

・挿絵は当該部分にその写真を挿入し概要を記した
・和歌は当該部分の下に通し番号を〈

10

「うら嶋太郎

上」（上・表紙・貼題簽）

けるうらしまたらうぢひのこゝろ

あるものゆへにこのかめにいふやう

（上一オ）

ものなりとうけたまはりさう

はまんねんんといひていのちひさしき

なんぢしやうあるものゝ中にかめ

（遊紙・白紙）」
（上一ウ）

（上巻・表紙裏・金箔）』

（遊紙・白紙）』

ちをとらん事いたはしくそんす

らうあいたたちまちこゝにていの
むかしたん後のくにゝうらしまと

るゆへたすくるなりこのをんを』（上二・ウ）
かならす

もとの
うみにそ

ける」（上三・オ）

かへし

かめを

からすとて

わするへ

いふものはんへりけるその子に
うらしまたらうと申てとしのころ
廿四五のおとこありけりその身しよ
さにはあけくれうみのうろくすを
とりてちゝはゝをやしなひおくりけ

二〇一二年三月

（上二・オ）

るかある日のことなるにつりを躍り字せん
とて舟にのりいてにけりうら〳〵
いりえ〳〵にいたらぬところもなく
うをゝつりかいをひろひみるめを」
かりなとしけるところにおりふし

第二十五号

おほきなるかめをつりあけたり
苫小牧駒澤大学紀要
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林

晃平

コロンビア大学蔵奈良絵本「浦島太郎」の特徴

〔第一 図 ・ 小 船 で 亀 を 釣 る 〕 』

かくて う ら し ま 太 郎 そ の 日 は く れ て

にけりたらう申けるは御身いかなる

（上四・ウ）

ひとやらんしかも女しやうの御身と」（上四・オ）
としてかゝるおそろしきかいしやう
にたゝひとりふねにのりてわたら
せたもふ事こそいかさまふしきな
れとそ申ければ女ほう申ける
は御ふしんなるぎなるほともつ
ともにそんしまいらせ候これは
さるかたえひんせん申て候えはおり

さまおにのしまへやなかれゆか

らすたゝよひなかれゆきていか

しさよかなしさよゆくえもし

ふねにのせてはなされしうれ

ひとのみつからをはこのはし

らんし候てまたなさけある

うみへはねいれられしところを御

くふねといふ事なくひとあまた』

てわかふねにかきらすそのほかい

（上三・ウ） ふしかいしやうなみかせあらくし

かへり ぬ ま た つ き の ひ う ら の か た へ い て
てつり を せ ん と お も ひ て た ゝ す み
申けれ は さ て は る か な る か い し や う に
せうせ ん 一 さ う か へ り 見 え あ や し く
おもひ て 見 る に 女 は う た ゝ 一 人 の り
なみに ゆ ら れ て し た い 〳 〵 に 太 郎
かたち た る と こ ろ へ な か れ て つ き

第一図

12

んすらんとおほつかなくもなか
れこのところにてうれしくも

この世

まことに

ひとにあひまいらせさふらふ事」
さて〳〵
これと申も

ならぬ
御縁にてこそ
かやうにこま〳〵しき
事御ものかたりいたし

にけり』

第二十五号

（上五・オ）

（上五・ウ）

二〇一二年三月

さめ〳〵となき

苫小牧駒澤大学紀要

〔挿絵・舟上で女と会う・第二図〕」（上六・オ）

うらしまたらうもさすかにいわ木
ならねはこれそあはれなる事
とおもひてつなてをとりてひ
きよせにける女ほう申けるは人

をたすけたもふはによらいほさつ

のきやうとうけたまはりさふらふ

とても御ちかひのなさけにおほし

めしあはれみつからをふるさとへ

13

第二図

晃平

コロンビア大学蔵奈良絵本「浦島太郎」の特徴

（上六・ウ）

（上七・オ）

かたえ

こき

いたす』（上七・ウ）

〔挿絵・舟を漕ぎ女を送る・第三図〕」（上八・オ）

さてもかの女ほうのをしへにまかせて

うらしまたらうはるかのかいしやう
をへたてふねこきゆくほとに日

かすつもりて五日と申にはかの女

ほうのふるさとと見へしところへ
とつきにけりさてふねあかり見

14

林

せひ〳〵におくりとゝけたまはり
さふらへとたもとにすかりつきて』
たのみまいらせさふらふこゝにてまた
すてられまゐらせはなにとわか
身はなりゆきさふらふへしいよ
〳〵かいしやうにてのものおもひも
おなし事にてさふらふとかきく
ときてまたさめ〳〵となきくらし
けれはうらしまたらうもせひなく
おもひことにものゝあはれをしるもの
なれはおなし舟にのりうつり

ふねを

いかにも御ともいたしふるさとへ」
おくり
とゝけ
まいら
せんとて

おきの

第三図

やしきとおほしきところやかたつ

わたしさふらふにかの女ほうのさと

ふへきとかくには身つからとふう

そんしなにゝかはくるしくさふら

〳〵と申かたりけれはうらしま

ふのちきりをむすひたまへとこま

かねの門をたてそれにおとらぬつ』

太郎申やうとやせんかくやあらまし

くりのやうすを見るにまつしろ

いちをつきこかねのいらかをならへいか

とはおもへともいかにもともかくも』（上九・ウ）

（上八・ウ）

なるきんちうのおんすまひもこれ

おほせに
したかふへし
とそ申

ける」

（上十・オ）

このうゑは

（上九・オ）

にはいかてまさるへきやうすかな
かの女ほうのすみしところはこゝろ
もことはもおよはれす申すもなか〳〵
おろかなることなりさて女ほうは
うらしま太郎に申けるやうはいち
しゆのかけにやとりていちかのなか
れをくむ事もみなこれもたしやう
のえんならてはなしましてやはる」
はるのかいしやうふねちをこれまて
御おくりたまふ事のうれしさは

二〇一二年三月

15

かたりてもふてにもつくす事なく

第二十五号

これと申もこの世ならぬきゑんと
苫小牧駒澤大学紀要

第四図

林

晃平

コロンビア大学蔵奈良絵本「浦島太郎」の特徴

〔挿絵・龍宮で向かい合う浦島と女・第四図〕』

えたとならんとかりそめなからいも

のとり地にまたあらはれんりの

きりあさからすてんにあらはひよく

かたらひをなしかいらうとうけつのち

さてうらしま太郎それよりふうふの

すたれをあけよものうらやま

なゝれやさてまたみなみおもての

のひまよりもいつれの木すゑもは

もしつかにはるかせのなひくかすみ』（上十一・ウ）

ちかくこゝろのひゆくあをやきのいと

れうくひすのこゑめつらしやてのき

はの梅にやなきさくらのさきみた

せのかたらひとそなりにけりさて

のていそうをなかむるになつの

（上十・ウ）

そののち女ほう申しけるはこれはたつ

いけのはちすの露うけてみきはの

けしきとうち見えわたりつゝきて

をうらしま太郎に見せ申さんとて

さはへすゝしきさゝなみにつれて

（上十二・オ）

のみやこと申ところなりすなはち

ひめきみうらしまたらう二人一しよ

とひくるみつとりのこれもあまた」

はるをへたつらんかきほにはたち

にひきてしてかのさしきをさして

あそひける木〳〵の木すゑものとか

四方には四季のさうもくをしな〳〵

こそまいられけるさてまつひかし

にてしけりさかゆくやま〳〵や

（上十一・オ）はなうの花やまつさきぬらんさて

のしやうしをあけたまふにまつは

そらになきつるせみのこゑゆふたち

あらはせまいらせたまふてひそう」

はるのけしきとやおほしくてのき

16

すくるくもまよりこゑかすかにてさ
えすりわたるほとゝきすこれをなつ
とそしらせけるさてまたにしの
おもてを見わたすにつゝきて是
はあきなれや四方の木すゑももみ
ちしてませのうちなるしらきくや
きりたちこむる野へのすゑちか』
みまはきかつゆをにけ〳〵て聲
ものさひしきさをしかのなきて秋

なかむれはふゆのけしきと打

をなくさみてまことに古さとのちゝ

かくておもしろき事ともにこゝろ

（上十二・ウ）

〔挿絵・四季の庭を見る・第五図〕』

見えてよものこすゑもかれ〳〵にてしたい

はゝをうちわするゝほとのゑいくわ

（上十三・ウ）

に山は白たへの庭の草木も霜かれて

にほこりつゝとし月をふる

とそしられけるさてまたきたを

雪にむもるゝ谷のとにたゝ心ほそくも

ほとにもはやみとせになるは

のいとまをたひさふらへわか身も

申けるやうはわれに三十日ほと

すみかまのけふりにしるきしつか

二〇一二年三月

（上十三・オ）

ほともなしさてうらしま太郎

第二十五号

わさもきはまりて冬としららするけ
しきかな」

苫小牧駒澤大学紀要
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第五図

林

晃平

コロンビア大学蔵奈良絵本「浦島太郎」の特徴

またふるさとのちゝはゝを見すてゝ

「うら嶋太郎

下」

もはや三とせになりまいらせ候へ

のち事のやうすもかたらはやとそんし候

さて女房はこと葉にさしつまり

（遊紙・白紙）』

（遊紙・白紙）」

（下一・ウ）

（下一・オ）

（下巻・表紙）」

はちゝはゝの御こと心もとなくさふ

なみたをなかし申けるはさて〳〵

かりそめにていて申さふらふてその」（上十四・オ）（下巻・表紙裏・金箔）

らふほとにあひたてまつり候て

この三とせかほとはゑんわうのふす

まのしたにひよくのかたらひをつく

してまことにまんこうまんねんいく

ちよまてもとおもひさふらふてか

（上十五・オ）

ろをつくし申せしかいまわかれなは

とやせんかくやあらんとよしなきこゝ

（下二・オ）

やかてこゝろ
やすく
参り候はんと
申けれ

（遊紙・白紙）」

（上十五・ウ）

またいつの世にかはあひまいら」

たとき見えさせたまはぬたにも

（遊紙・白紙）』

（上十六・オ）

は』（上十四・ウ）

（遊紙・白紙）」

すへきかなしさよふうふは二世の
ちきりとは申せしにたとひこの

（上十六・ウ）

（上巻・裏表紙裏・金箔）」

世にてはこそゆめまほろしのちきり

（遊紙・白紙）』

（上巻・裏表紙）』

18

らすらいせにてはひとつはちすの

にておはしましさふらふともかな

のかめにてさふらふかゑしまかいそ

みつからはこのところのりうくう城

たちわかれつゝいつかきて見ん

日かすへてかさねし夜はのたひ衣

とゝめかたくてかくなん

ならすわかるゝとはしりなから

しやうりのことはりあふものはか

ま太郎にわたしけりゑしや

はこをあけたまふなとてうらし

さふらふと申あひかまへて〳〵この

うらしま太郎におくりまいらせ

より手はこをひとつとりいたして

らんしさふらへとてひたりのわき』

御おんをほうし申さんかために御

しけなくそんしまいらせて候かゝる

なる御おんのほうし申さんやとかた

けられまいらせて候その時はいかやう

にて御身にふりよのいのちをたす

（下二・ウ）

ゑんとむまれさせ
おはしませとて
さめ〳〵とそ
なき給ふ』

二〇一二年三月

（下三・オ）

〔挿絵・別れを惜しみ泣く・第六図〕」

またしはしありて女ほう申けるは

第二十五号

いまはなにをかつゝみさふらふへき

苫小牧駒澤大学紀要

（下三・ウ）

〈１〉」

（下四・オ）
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第六図

晃平

コロンビア大学蔵奈良絵本「浦島太郎」の特徴

〈２〉

（下五・オ）

〔挿絵・玉手箱を贈られる・第七図〕」

わすれもやらぬこしかたゆくすゑの

ことともおもひつゝけてはるかの

〈４〉

20

林

うらしま太郎かへし
こかれゆくうはのそらなるから衣
かきりふかくはまたもきてみん
から衣うらかなしくもたちわかれ

なみちをゆくふねのかいのしつくも

なみたとともになかしそえたるそ

〈３〉

とゑいしてうらしま太郎はたかひに

てのうゑをいかゝせんとおもひまたう

またきて見んもしらぬ行すゑ

なこりをおしみつゝかくてあるへき

わすれもやらぬ身こそかなしき

さてうらしまはやう〳〵ふるさとへ

かへり見れはひとのかよふあとも』

なくあれはてゝとらふす野邊と

なりにけりうらしま太郎これを

見てむねうちさはきこはいかなる事

やらんとおもひてあるかたはらをみれ

はしはのいほりのありけるにた
ちよりて

（下五・ウ）

かりそめにわかれし人のおもかけを

らしまかくなん

（下四・ウ）

ことならねはかたみのものをとり
もちてなく／＼古里へこそかへり
けれ』

第七図

ものいはんと
いひ
けれは」（下六・オ）

二〇一二年三月

（下六・ウ）

〔挿絵・故郷で翁に尋ねる・第八図〕』

うちより八十あまりのおきないて
あひ候てたれにてさふらふそこの
あたりにてはつゐに見なれぬおん
すかたかないかなるひとにてわたらせ

第二十五号

たまふそと申けれはうらしま太郎
苫小牧駒澤大学紀要

申けるはこのところのうらしまはいつ

かたにゐ給ふそとうらしまのゆくえは

いかゝいたし候やととひけれはおきな

申やうは御身はいかなるひとなれは

（下七・ウ）

うらしまのゆくゑをたつね給ふそや」（下七・オ）

ふしきなる事とそんし候へその浦

しまとやらん申候はもはや七百年
もさきの事と申つたへて候と申

けれうらしま太郎大きにおとろき

こはいかなることやらんとてくわしく

そのいはれをありのまゝにかたりけれ

はおきなもふしきのおもひをなし

なみたをなかし申けるはあれに見え

て候こたかきところにすゝきなと

はえしけり申ふるきせきたうこそ』

そのうらしまといふひとのひやうしよと

申つたへて候えとてゆひをさしてを

しへけるそのときうらしま太郎は

21

第八図

晃平

コロンビア大学蔵奈良絵本「浦島太郎」の特徴
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林

さてうらしま太郎はひとよとの松

のこかけにたちよりやすらひてあ

くさふかく露しけき野邊をわけ
いりてたつねふるきつかにまいり

さてうらしま太郎はつるになりて

かたとなりにけるこそくやしけれ

ほとに見るもいふせきおきなのす

ゆには八しゆのしもをたれせつなの

をたゝみかみにはゆきをいたゝきま

かはりはてゝひたいには四かいのなみ

はかりのよはひもたちまちに

見れはうらしま太郎とし廿四五

きのくも三すちたちのほりけりこれを」（下九・オ）

あけて見るにうちよりむらさ

おもふこそくやしかりけれこのはこを

いまはなにゝかせんあけて見はやと

てあくる事なかれといひけれとも

かあたへしかたみのはこをあいかまへ

うらしまおもふやうりうくうにてかめ

きれはてゝそいたりけるさるほとに

〈５〉

なみたをなかしなく〳〵かくなん
たらちねにあはんと思ひて來見れは
こけむすつかとなりにけるかな

〈６〉」

（下八・オ）

かりそめに出にしあとを今見れは
とらふす野辺となるそかなしき

〔挿絵・両親の塚に参る・第九図〕』
（下八・ウ）

第九図

こくうにとひあかりけりそも〳〵

（下九・ウ）

このうらしまかよはいをかめかはかり事』

として七百年のおひのなみよはひ
をはこのうちにたゝみ入れぬるゆへにひさ

（下十・ウ）

〔挿絵・社の前で箱を開ける・第十図〕』」

しやうあるものいつれもなさけを

とうたにもよまれてこそさふらえ
〈７〉」

しくよはひをたもちけりふるきうたにも
きみにあふ
夜はうらしまか
玉てはこ

かな

しらぬといふ事なしましてい

世のゑんそかしうらしま太郎はつ

なさけのちきりふかきふうふは二

のはくちくほくせきにたとへたり

おん見てそのおんをおもひしらさるも

はんやにんけんのしやうをうけて

（下十・オ）

二〇一二年三月

わかなみた

第二十五号

あけてくやしき

苫小牧駒澤大学紀要
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第十図

林

晃平

コロンビア大学蔵奈良絵本「浦島太郎」の特徴

（下十四・オ）

（下十三・ウ）

（遊紙・白紙）」

（下十四・ウ）

（遊紙・白紙）』

（遊紙・白紙）』

るになりてほうらいのやまに

三せきのいわゐをそなへてよろつよ

（下巻・裏表紙裏・金箔）」

（下十一・オ）

せいをへぬるとなりさてこそ目出

（下巻・裏表紙）』

あひをなすかめはまたこうに」

たきためしにもつるとかめと
をほんとするなりむかしよりも
たゝひとをあはれみなさけのある
ひとはゆくすゑまてもめて
たくはんしやういたすよし申つ
たえたりさてそのゝちうらしま太郎
はたん後のくにゝうらしまのみやう
しんとあらはれしゆしやうをさいと』（下十一・ウ）
し給へりかめもおなしところに神と
あらはれていまの代にまてもふうふ

（遊紙・白紙）』

事世にありかたきためしとそ」

（下十三・オ）

（下十二・ウ）

（下十二・オ）

のかみとそ申けるかゝるめてたく

（遊紙・白紙）」
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三

通読本文

コロンビア大学蔵縦型本の本文を簡便に通読できるように翻刻本文に以下のような改変を加えた

・全体を大きく八つの段落に区切り番号を付し、更に文の途中であっても適宜小段落を設けａｂｃ等の符号を

付す。これは稿者の作成している本文対照表の全体と比較を容易にするための便宜的なものである
・翻刻との対照の便として丁付けを付記す

・句読点を付し、仮名には適宜漢字を宛て、会話には「 」を付し、送り仮名を（ ）で補い、清濁も便宜的に付す
・おどり字は妥当と思われる仮名・漢字を当てる
・和歌には当該の下に通し番号を〈 〉で付す

ａ昔、丹後の国に、浦島といふもの侍りける。その子に浦島太郎と申（し）て、年の頃廿四五の男ありけり。

「浦嶋太郎」
①

ｂその身、所作には、明け暮れ海のうろくずを取りて、ちちははを養ひ送りけるが、ある日のことなるに、

釣りをせんとて舟に乗り出でにけり。浦浦入江入江に至らぬところもなく魚を釣り、貝を拾ひ、みるめを
（上二・オ）刈りなどしけるところに、折節大きなる亀を釣り上げたりける。

ｃ浦島太郎、慈悲の心あるものゆへに、この亀にいふやう「汝、生あるものの中に、亀は万年といひて命久

第二十五号

二〇一二年三月

しきものなり、と承り候う間、たちまちここにて命を取らん事いたはしく存ずるゆへ助くるなり。この
苫小牧駒澤大学紀要
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恩を（上二・ウ）必ず忘るべからず」とて、亀をもとの海にぞ返しける。（上三・オ）
〔第一図・小船で亀を釣る〕
（上三・ウ）
ｄかくて、浦島太郎、その日は暮れて帰りぬ。

ａまた次の日、浦の方へ出でて、釣りをせんと思ひてたたずみ申（し）ければ、さて、遥かなる海上に小船

一さうかべり見え、あやしくおもひて見るに、女房ただ一人乗り、波に揺られて、次第次第に太郎が立ち
たる所へ流れて着きにけり。

ｂ太郎申（し）けるは、
「御身いかなる人やらん、しかも女性の御身と（上四・オ）として、かかる恐ろし

き海上に、ただ一人船に乗りて渡らせ給ふ事こそ、いかさま不思議なれ」とぞ申（し）ければ、

ｃ女房申けるは「御不審なるぎ、なるほどもつともに存じまいらせ候（ふ）。これはさるかたへ便船申（し）

て候えば、折節海上波風荒くして、我が船に限らず、その他いく船といふ事なく、人あまた（上四・ウ）

海へはね入れられしところを御覧じ候（ひ）て、また情けある人の、みづからをば、このはし船に乗せて

放されしうれしさよ。悲しさよ。ゆくえも知らずただよひ流れゆきて、いかさま鬼の島へや行かんずらん、

とおぼつかなくも流れ、この所にてうれしくも人にあひまいらせさふらふ事。（上五・オ）さてさてこれ

と申（す）も、まことにこの世ならぬ御縁にてこそ」。かやうにこまごましき事御物語りいたし、さめざ
めと泣きにけり。
（上五・ウ）
〔挿絵・舟上で女と会う・第二図〕
」
（上六・オ）

ｄ浦島太郎も、さすがに岩木ならねば「これそあはれなる事」と思ひて、綱手を取りて引き寄せにける。
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ｅ女房申けるは「人を助けたもふは如來菩薩のぎやうと承り候ふ。とても御ちかひのなさけにおぼしめし、

あはれみづからをふるさとへぜひぜひに送り届けたまはりさぶらへ」と、たもとにすがりつきて（上六・

ウ）
「頼みまいらせ候ふ。ここにてまた捨てられまゐらせば、なにと我が身はなりゆき候ふべし。いよい

よ海上にてのもの思ひも同じ事にて候ふ」と、かき口説きて、またさめざめと泣き暮しければ、浦島太郎

）送り届けまいらせん」とて、舟を沖の方え漕ぎ出だす。（上七・ウ）

も是非なく思ひ、ことにもののあはれを知るものなれば、同じ舟に乗り移り「いかにも御供いたし、ふる
さとへ（上七・オ

〔挿絵・舟を漕ぎ女を送る・第三図〕
」
（上八・オ）

③ ａさても、かの女房の教へにまかせて、浦島太郎、遥かの海上をへだて舟こぎ行くほどに、日数積りて五日
と申（す）には、かの女房のふるさとと見へしところへと着きにけり。

ｂさて、
舟（より）あがり見わたし候ふに、
かの女房の里、屋敷とおぼしきところ、屋形造りのやうすを見るに、

まづ銀の門を建て、それに劣らぬつ（上八・ウ）いぢをつき、金の甍をならべ、いかなる禁中のおんすま

ひもこれにはいかでまさるべきやうすかな。かの女房の住みしところは、心もことばも及ばれず。申すも
なかなかおろかなることなり。

ｃさて、女房は浦島太郎に申（し）けるやうは「一樹の蔭に宿りて、一河の流れを汲む事も、みなこれも

他生の縁ならではなし。ましてや遥（上九・オ）ばるの海上、舟路をこれまで御送りたまふ事のうれしさ

は、語りても筆にも尽くす事なく、これと申（す）もこの世ならぬ奇縁と存じ、なににかは苦しく候ふべ

第二十五号

二〇一二年三月

き。とかくには身づからと夫婦の契りを結びたまへ」と、こまごまと申（し）語りければ、
苫小牧駒澤大学紀要
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ｄ浦島太郎申やう「とやせん、かくやあらましとは思へども、いかにもともかくも（上九・ウ）このうゑは、
おほせに従ふべしとぞ申（し）ける」
。
（上十・オ）
〔挿絵・龍宮で向かい合う浦島と女・第四図〕（上十・ウ）

さて、浦島太郎それより夫婦のかたらひをなし、かいらうどうけつの契り浅からず、天にあらば比翼の鳥、

地にまたあらは連理の枝とならん、とかりそめなから妹背のかたらひとぞなりにけり。

④ ａさて、そののち、女房申しけるは「これはたつの都と申ところなり。すなはち四方には四季の草木をしな

じなあらはせまいらせたまふて、ひそう（上十一・オ）を浦島太郎に見せ申さん」とて、姫君、浦島太郎
二人一緒にひきてして、かの座敷をさしてこそ参られける。

ｂさて、まづ東の障子を開けたまふに、まづは春の景色とやおぼしくて、軒端の梅に柳桜の咲き乱れ、鶯の

こゑめづらしや、て〈ママ〉軒近く心のびゆく青柳の、糸も静かに春風の、なびく霞（上十一・ウ）の
ひまよりも、いづれの木ずゑも花なれや。

ｃさてまた南表の簾を開け、四方の裏山のていそうをながむるに、夏の景色とうち見えわたり、つづきては

るをへだつらん。かきほには橘卯の花やまづ咲きぬらん。さて、池のはちすの露うけて、みぎはの沢辺す

ずしきさざなみに、連れて飛び来る水鳥のこれもあまた」（上十二・オ）遊びける。木々の木ずゑものど

かにて、繁りさかゆくやまやまや、空に鳴きつる蝉のこゑ、夕立ち過ぐる雲間より、こゑかすかにてさえ
ずりわたるほととぎす、これを夏とぞ知らせける。

ｄさてまた西の表を見渡すに、つづきて是は秋なれや。四方の木すゑももみぢして、ませのうちなる白菊や、

28

⑤

霧立ちこむる野辺のすゑちか（上十二・ウ）み、まはぎが露をに〈ママ〉けにけて、聲ものさひしきさを
鹿の鳴きて秋とぞ知られける。

ｅさてまた北をなかむれば、冬の景色と打見えて、四方のこずゑもかれがれにて、しだいに山は白妙の庭の

草木も霜枯れて、雪にむもるる谷のとに、ただ心細くも炭かまの煙にしるきしづがわざもきはまりて、冬
と知らする景色かな。
（上十三・オ）
〔挿絵・四季の庭を見る・第五図〕
（上十三・ウ）

ａかくて、おもしろき事ともに心をなぐさみて、まことに古さとの父母をうち忘るるほどの栄華に誇りつつ
とし月をふるほどに、もはや三年になるはほどもなし。

ｂさて、浦島太郎申けるやうは「われに三十日ほどのいとまをたびさふらへ。わが身もまた、ふるさとのち

ちははを見すてて、かりそめにて出で申（し）候ふて、その」（上十四・オ）のち事のやうすもかたらばや、

とぞんし候（ふ）
。もはや三とせになりまいらせ候へば、ちちははの御こと心もとなく候ふほどに、あひ

たてまつり候（ひ）て、やがて心安く参り候はん」と申（し）ければ、（上十四・ウ）

ｃさて、女房はこと葉にさしつまり、涙を流し申（し）けるは「さてさてこの三とせがほどは鴛鴦の衾の下

に比翼のかたらひを尽くして、まことに万劫万年幾千代までもと思ひ候ふて、片時見えさせたまはぬだに

も、とやせん、かくやあらん、と由なき心を尽くし申せしが、今別れなば、またいつの世にかは会ひまい

ら（下二・オ）すべき悲しさよ。夫婦は二世の契りとは申せしに、たとひこの世にてはこそ夢幻の契りに

第二十五号

二〇一二年三月

ておはしまし候ふとも、必ず来世にては一つはちすの縁とむまれさせおはしませ」とてさめざめとぞ泣き
苫小牧駒澤大学紀要
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給ふ。
（下二・ウ）
〔挿絵・別れを惜しみ泣く・第六図〕
（下三・オ）

ｅまた、しばしありて、女房申（し）けるは「今は何をか包み候ふべき。みづからはこの所の龍宮城の亀に

て候ふが、ゑしまが磯にて御身に不慮の命を助けられ参らせて候（ふ）。その時はいかやうなる御恩の報
じ申さんや、とかたじけなく存じ參らせて候（ふ）。

ｆかかる御恩を報じ申さんがために、御覽じ候へ」とて左の脇（下三・ウ）より手箱を一つ取り出だして、

浦島太郎に「贈り参らせ候ふ」と申（す）
。「あひかまへてかまへてこの箱を開けたまふな」とて、浦島太
郎に渡しけり。

ｇ会者定離のことはり、会ふ者は必ず別るるとは知りながら、止め難くてかくなん
日数経て重ねし夜半の旅衣たち別れつついつかきて見ん〈１〉（下四・オ）
浦島太郎、返し
こがれゆくうはのそらなる唐衣限り深くはまたもきてみん 〈２〉
唐衣うら悲しくも立ち別れまたきて見んもしらぬ行（く）末 〈３〉
と、詠じて、

ｈ浦島太郎は、たがひに名残りを惜しみつつ、かくてあるべきことならねば、形見の物を取り持ちて、泣く
泣く古里へこそ帰りけれ。
（下四・ウ）
〔挿絵・玉手箱を贈られる・第七図〕
（下五・オ）
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⑥

ｊ忘れもやらぬ来し方行く末のことども思ひ続けて、遥かの波路を行く舟のかいのしづくも涙とともに流し
添えたる袖の上をいかがせんと思ひ、また、浦島かくなん
かりそめに別れし人の面影を忘れもやらぬ身こそ悲しき 〈４〉

ａさて、浦島はやうやうふるさとへかへり、見れば人の通ふあとも』（下五・ウ）なく荒れ果てて、虎伏す

野辺となりにけり。浦島太郎これを見て、胸うち騒ぎ「こはいかなる事やらん」と思ひて、

ｂあるかたはらを見れば芝の庵のありけるに、立ち寄りて「ものいはん」といひければ（下六・オ）
〔挿絵・故郷で翁に尋ねる・第八図〕
（下六・ウ）

うちより八十あまりの翁出であひ候（ふ）て「たれにて候ふ。そこのあたりにては、つゐに見なれぬおん

姿かな。いかなる人にてわたらせたまふぞ」と申（し）ければ、浦島太郎申（し）けるは「このところの

浦島は、いづかたにゐ給ふぞ」と「浦島のゆくえはいかがいたし候（ふ）や」と問ひければ、翁申（す）

やうは「御身はいかなる人なれば、浦島のゆくゑを尋ね給ふぞや。（下七・オ）不思議なる事と存じ候へ。

その浦島とやらん申（し）候（ふ）は、
もはや七百年もさきの事と申（し）伝へて候（ふ）」と申（し）けれ。

ｃ浦島太郎大きに驚き「こはいかなることやらん」とて，詳しくそのいはれをありのままに語りければ、翁

も不思議の思ひをなし、涙を流し申（し）けるは「あれに見えて候（ふ）小高き所に、薄などはえ繁り申

（す）古き石塔こそ、
（下七・ウ）その浦島といふ人の廟所と申（し）伝へて候え」とて、指を指して教へ
ける。

第二十五号

二〇一二年三月

ｄその時浦島太郎は、草深く、露繁き野辺を分け入りて尋ね、古き塚に参り涙を流し、泣く泣くかくなん
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たらちねにあはんと思ひて来（て）見れば苔むす塚となりにけるかな 〈５〉

かりそめに出にしあとを今見れば虎ふす野辺となるぞ悲しき 〈６〉」（下八・オ）
〔挿絵・両親の塚に参る・第九図〕
（下八・ウ）

⑦ ａさて、浦島太郎はひとよ〈ママ〉との松のこかげに立ち寄りやすらひて、あきれはててぞいたりける。

ｂさるほどに、浦島思ふやう「龍宮にて亀が与へし形見の箱を、あいかまへて開くる事なかれ、といひけれ
ども、今はなににかせん。開けて見ばや」と思ふこそ悔しかりけれ。

ｃこの箱を開けて見るに、うちより紫の雲三筋立ち昇りけり。これを（下九・オ）見れば、浦島太郎、と

し廿四五ばかりのよはひも、たちまちに変わり果てて、ひたいには四かいの浪をたたみ、髪には雪を頂き、

眉には八しゆの霜をたれ、刹那のほどに見るもいぶせき翁の姿となりにけるこそ悔しけれ。

⑧ ａさて、
浦島太郎は鶴になりて、
虚空に飛び上がりけり。そもそもこの浦島がよはいを亀がはかり事（下九・ウ）

として、七百年の老ひのなみ、よはひを箱の内にたたみ入れぬるゆへに、久しくよはひを保ちけり。古き
歌にも
君に逢ふ夜は浦島が玉手箱あけて悔しきわが涙かな 〈７〉』」（下十・オ）
〔挿絵・社の前で箱を開ける・第十図〕
（下十・ウ）
と、歌にも詠まれてこそ候え。

ｂ生あるものいづれも情けを知らぬといふ事なし。ましていはんや、人間の生をうけて、恩見て、その恩を
思ひ知らざるものはく〈ママ〉ちく木石にたとへたり。
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りがたきためしとぞ。
（下十三・オ）

も同じところに神とあらはれて、今の代にまでも夫婦の神とぞ申（し）ける。かかるめでたく事、世にあ

ｄさて、そののち浦島太郎は丹後の国に浦島の明神とあらはれ、衆生を済度』（下十一・ウ）し給へり。亀

伝えたり。

んとするなり。昔よりもただ人を憐れみ情けのある人はゆくすゑまてもめでたく繁盛いたすよし、申（し）

十一・オ）三石のいわゐをそなへて万余生を経ぬるとなり。さて、こそ目出たきためしにも鶴と亀とをほ

ｃ情けの契り深き夫婦は、
二世の縁ぞがし。浦島太郎は鶴になりて、蓬萊の山にあひをなす。亀はまた甲に（下

謝意

）
Dr. Jim Cheng

）氏と二〇〇三年当時の司書三木身保子氏に感謝する。また、本稿に際
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こうへい・本学教授）
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ーバラ・ルーシュ（
の意を表す。

苫小牧駒澤大学紀要

33

苫小牧駒澤大学紀要

第二十四号（二〇一二年三月二十二日発行）

Bulletin of Tomakomai Komazawa University Vol. 25, 22 March 2012

近現代日本法における婦人の地位

第二十五号

行為能力

二〇一二年三月

相続

姦通罪

婦人参政権

髙 嶋 めぐみ

TAKASHIMA Megumi

て、当代最先端の外国法を引写したものに過ぎないからである。

従来の近代日本法への評価は過酷に流れた嫌いがある。近代以降のわが法制は何れも継受法であっ

からであり、婦人参政権が無かったのは当時世界中何処の国にもなかったからである。この意味で

法例であった。妻が行為無能力者であったのは範としたフランス法やナポレオン法典がそうだった

あって、今日の眼からは否定的にみられる規定であっても、制定当時としては内容的にも最新の立

立法者はそれぞれの時点で世界の進運に遅れぬよう最新の外国法文化を摂取するに努めてきたので

ドイツ法、アメリカ法と点々継受する中で徐々に向上してきたといえる。この過程に在って各期の

近代以降における日本婦人の法的地位の変遷は概ね維新当初の固有法から、支那法、フランス法、

要旨

キーワード：男女同権

The Status of a Woman in Modern Japanese Law
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目次

はじめに

第Ⅲ期

第Ⅱ期

第Ⅰ期

現代 アメリカ法系

近代後期

近代前期

維新草創期

ドイツ法系

フランス法指向期

支那法指向期

前史

第Ⅳ期
おわりに

はじめに

日本法史上における婦人の地位も時代によって変化してきた。「原始女性は太陽であった」

（２）

から天照大神

（１）

の趣すらあった。それが近代以降反転上昇して男女

も卑弥呼も女性であり、家々の長も女性、相続も母から娘へ、あるいは叔母から姪へであったが、こうした地位
も時が下るにつれ漸次低下し、中世以降は『第二の性』
同権の現代法に至る。

この女性復権の過程は、法制史的にみればそのまま外国法継受の過程であった。つまり日本法として独自の発

展や婦人の地位向上の潮流があったというより、日本固有法ー支那法ーフランス法ードイツ法ーアメリカ法と継

第二十五号
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受モデルたる外国法が切替ってきた中で婦権もそれぞれの時代における母法に伴って拡大してきた。一つの法が
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世々変遷し連綿成長してきたというより幾度切断され、単にそれぞれの時代の外国法が持込まれてきたという特
殊性があるのではないか。本稿はこうした仮説の検証を試みようとするものである。

前史

近代法を論ずる前に、前代たる江戸時代後期がどうであったかを一瞥しよう。日本固有法上、婦人の地位は

格別低いものでなく、武家政権下ですら鎌倉期の北条政子や室町期の日野富子のような権力者を輩出してきた。

一四世紀以前、後代の検地帳に相当する太田文などにも婦人が地主として記載されるなど、妻の権利能力は勿論、

行為能力もまた高かった。しかし婦人の地位は戦国動乱の間徐々に低下し、下がり切ったところで天下統一を迎

えた。江戸時代は御領か私領かという所に依り、また公家、武家、町方、村方という身分に拠り法系を異にし、

扱いを区々にした。まず時代を担う武家法についてはどうであったか。武士は本質において軍人であり、領国は

軍国であるから戦力涵養にこれ努め、婚姻、相続などに対しても総力戦的見地から諸々の法的規制を加えた。し

たがって婚姻も許可制であった。婚約に先立ち予め両家から君公に対し縁組願を出し許可を受けた後に結納を取
交すべきものであった。
幕法は縁組について
旗本家人令條享保一八丑年四月廿八日書付
「願之上婚姻調候外ハ妻ニ仕儀無用之旨
縁組之願申上之婚儀相調候外ハ妻ニ仕儀向後可為無用旨被仰出候事
右之通寄々可被申通候」
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旗本家人令條寛延ニ巳年五月朔日書付
「婚姻調候上ニ而縁組願候儀ハ有之間敷旨

（３）

縁組願不差出内々ニ而引取置婚姻相調候上追而縁組願候儀有之由ニ候左様ニハ有之間敷ニ候間向後猥ニ
無之様可被心得候右之通向々江可被達候」

夙に武家諸法度例えば寛永七（一六三〇）年においても「縁を以て党を成すことは姦謀の基なり」と記されてい

る。武家の婚姻政策は戦略外交の一手段である為、他国との通婚は勿論、家中同士の婚姻であっても主君の許可

が必要であったからで、婚姻を利用して徒党を組むようなことがあっては幕府の安危にかかわると考えられたの
である。

婚儀を経て夫婦となると、嫁取なら男家、婿取なら女家よりその旨幕府への届出を要した。したがって武家の

婚姻は要式行為であり、許認可制の法律婚であったといえるが、男女の一方が他方に劣後する地位に立つという

ことはない。事前に主君の許しを得、事後にも届出た婚姻となると、離婚もまた軽々しくは出来ない。よって庶

民法のような男子に依る専権離婚はあり得ず、男女両家親族「熟談の上」つまり協議離婚的に御上へ願うあるい

は届出ねばならない。許認可制協議離婚あるいは調停離婚という説明も妙ではあるが、少くとも届出制なのであ

る。届出であっても今日と違い区役所でなく君公への届出だから届け捨てという訳にはいかず、重い手続となる。

したがって必ずしも女子が不利ということはない。両家の力関係においても家格不釣合の通婚は初めから許され

ないから、一方が他方を圧することは出来難い。況や女家が下目に置かれるということはない。加賀百万石の当

主といえども徳川将軍家から降嫁した姫君に離婚を申出られるであろうか。赤穂浅野家の主君といえども三次浅

第二十五号
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野家から迎えた正室を追出せるであろうか。王侯貴族に限らない。赤穂城代大石内蔵助は京極家家老石塚氏の娘
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に専権離婚を以て臨めるだろうか。協議離婚ならまだしも調停、仲裁、裁判離婚となると著しく困難で、直ちに

外交問題化するであろう。大名家老程の身分でなくとも、基本構造は同じである。共に千石高たる御先手頭と長

崎奉行の、共に五百石たる代官と大御番組頭の縁組なら容易に離婚出来るだろうか。家と家との縁組なればこそ、
背後に実家の勢力を控える妻の地位は決して脆弱ではない。

他方町方における婚姻は「許婚」と「婚姻」の形式を経るのが普通であったが、官司への願出若くは届出など

特別な要式は無い。例外的に他支配他領の者と婚姻する場合のみ、領主または代官の許可を要することが多かっ
た。

離婚は男子に専権離婚が認められていたというが遺棄、失踪、別居の継続等一定の事由を満たせば女子からの

離婚請求も可能であった。尤も概ね破綻主義に立つもので、性格の不一致程度では離婚原因と認められず離婚を

望んでもなかなか容易でない。ここに東慶寺、満徳寺以下縁切寺の存在意義がなお認められたのであろう。

庶民の離婚は要式行為で離縁状、所謂「三行半」の授受を要した。これは庶民階級に限った要件で、村方町方

「一

離別状不取他江嫁候女

離別状不遣後妻呼候者

髪ヲ剃親元江相返ス」

所払」

共離縁状作成交付は夫の、受領は妻の法的義務であった。御定書第四八条に

「一

（４）

専権離婚ならば夫はこのよう

と規定されている。離縁状無くして後妻を迎えた男、他へ嫁いだ女は刑に処されたのである。実際には、夫から
出された離縁状に対し妻が受取状「返り一札」を夫に渡した史料も現存する。

な証明文書を要さない筈であるから必ずしも専権離婚とはいえなかったのかも知れない。
婚姻中の貞操義務は妻の片務で御定書第四八条に
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「一
密通の男

密通いたし候妻
死罪」

「一

死罪」

密通之男女共に夫殺候はば

無紛におゐては

無構」

と絶対的法定刑たる死刑を以て臨む他、鎌倉以来の所謂「姦夫姦婦は重ねて四つ」の思想も受継ぎ
「一
と規定している。

相続はどうか。公家法は必ずしも単独相続でなかったが、武家法は平安の御代、分割相続から始まって室町期

頃から単独相続化し、軍人の常として男子を立てるようになって行く。武家の相続は家督相続であり、財産相続

の比重は軽い。家督相続とは小部隊の相続であり、その物理的基礎たる領知権または家禄の相続であるが、女子

は戦場に立てず、奉公義務の中核たる軍役を負担出来ない。こうして女子を相続人から排除する男子相続が、更

に嫡長子に限った単独相続となった頃、江戸後期を迎える。近世武家法は女子を家の相続人とも当主ー正式な代
表者ともせず、狭義の公法上、無能力者としていたのである。

村方町方の場合は、武家に対すると異り軍国の戦力に影響しないから厳しい法規制は行わなかった。夫亡き跡

を未亡人が継ぐのは普通に行われたし、第一子が女子の場合、後に男子が生まれてもそれに優先して長女に家督

を継がせる慣行もあり、婿に当主の座を譲るまで女子が当主として家を代表する姉家督制などの相続慣行は近世

を通じて広く行われた。こうしたことからも百姓身分では女子が家督・家産相続から排除されなかった。また商

工業の特性から能力主義の要求もあったので必ずしも長男子相続ではない。女子の相続は中継相続に限られてい

たが、兎も角も相続人となることが出来た。町家の正式な相続人となることを得、たとえ御家人を要する場合も
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維新草創期

支那法指向期

子に劣後してはいたものの、同時代の外国より貶められていたとは認め難い。

第Ⅰ期

（５）
（６）

に始まったから草創期は王朝の昔に帰ろうとした。征夷大将軍、

により「王政復古国威挽回之御基被為立」「諸事神武創業ノ始ニ原ツキ」、大化の改新における大

慶応末年から明治一八年の内閣官制頃まではわが国における律令法最後の盛行をみた。明治維新は王政復古
の大号令
槻樹下の誓に倣った五箇条の御誓文、政体書

摂関、武家伝奏等の廃止も、天皇親政を標榜する律令への復帰を目指すものである。故に当初の法制は先ず律令

に則り、統治機構も太政官、神祇官を立てる二官六省制等、官制改革を累ねつつも太政官政府として明治一八年

の内閣官制まで存続する。六省とは養老古制の二官八省から中務、治部、式部を除いた宮内、民部、大蔵、兵部、

刑部へ新たに外務を加えたものである。一見直ちに王朝の古を想わせるが、律令官制は実は廃れていたにせよ名
は征夷大将軍以下一貫存続してきており、当時としては馴染があった。

かくて西洋法の影響を受けながらも一旦遠き昔の養老律令や格式、行事法、または比較的近年の明律令や清律、

肥後細川氏の刑法草書に代表される江戸時代日本漢学ー法学に帰った。当時の知識人は幼時より四書五経左国史

漢に親しみ漢学を基礎学としていたから古い漢文を読むこと自在であり、律令法は学び易かったという事情もあ

る。荻生徂徠の名著『明律国字解』が最も読まれたのは本期であり、司法官の必読書であったという。

今期の一特徴として私法が未整備であったことが挙げられる。元々わが固有法にも法典としての民法は無かっ

た。これを遡れば遠く七世紀に継受した律令法に由来する。西のローマ法は基本的に対等な横の人間関係、すな

わち債権法を初めとする私法を中心に発達したが、支那法系は縦の権力構造、すなわち憲法、行政法などに相当
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する公法から形成されていた。律令の律は刑事法で、令は狭義の公法であるから、民法典に相当するものがない。

律令格式の中に民法的規定が散見されるにしても、纏まったものはない。東洋には初めから民法典が存在しなか

ったのである。律令制が衰え封建の世に成った貞永式目以降もこれが続き、御定書にしても刑法的規定が中心で、
民法典の形にはなっていない。

（７）

、一三（一八八〇）年旧刑法と矢継早に制定さ

そこで明治初年に法典整備が叫ばれた際も民事法は遅れがちであった。刑法が慶応四（一八六八）年仮刑律、
明治三（一八七〇）年新律綱領、六（一八七三）年改定律例

れて行ったのに比べると民法典が整うのは実に明治三一（一八九八）年と極めて顕著である。民商法典論争によ

って更に遅れたという事情があったにせよ、旧刑法は論争勃発の十年前に制定施行されていたのである。 （８）明

治二二（一八八九）年の帝国憲法施行より遅れること十年後に民法、商法は更に遅れての施行となった。この時

期はいわば私法の穴である。したがって当代の民事法の実態は今日でも十分に明らかになっていない部分がある

が、概ね江戸以来の不文法に太政官達や判例を以て修正を加え続けた過渡期と考えられる。判例や政府有権解釈
も相互に矛盾多く、混沌たる法曹法、不文法であったといえようか。

（９）

を制定、翌明治五年壬申戸籍を作製した。戸籍制度は戸主を中心とした小家族を戸に編

さて改革実施の為には国民を一人ひとり把握することが前提となるから明治四（一八七一）年家を単位に個人
を把握するに戸籍法

成した。これを統制する戸主は初め男子に限ったが、程無く長子幼少や戸主病弱等の場合は婦人を許容するなど

二〇一二年三月

徐々に門戸を開いて行く。これは前代武家法を引継いだ男子優先の法制が追々開化していくということで、戸籍
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治一三（一八八〇）年の旧刑法制定にあたり妾の文字は削除され、その存在が公認されることはなくなった。切

支丹の非犯罪化ー信教の自由と併せ、外国政府の抗議や御雇外国人の意向も働いた模様である。

妾の位置に限らず、明治維新の性格、目標から政策も立法も畢竟文明開化、西洋化を志向せざるを得ず、支那

法ー律令法は早々とフランス法に取って代られることになる。夙に明治五年の改定律例でフランス法の影響が顕

れ、明治一三年の旧刑法、明治二三年の旧民法に至っては仏人ボアソナード教授の主導下に成る。

明治初期には四民平等や一夫一婦の建前と裏腹に家の尊属や男系の血統重視の為女子の地位が低く位置付けら

れていた傾向があったとしても、所詮は前代の名残であって早晩消去って行く運命にあった。何となれば武家の

世が終った以上武家法も存在意義を失い、個々の法規制も最早立法趣旨が消滅する。軍事上の理由から相続や婚

姻に国家が干渉する必要はなくなり、明治六年徴兵制以降、武士の軍役負担自体が免ぜられたからこれに由来し

ていた法律上の制約からも解き放たれる。禄高相応の家臣団を養う、外泊しない、月代を剃る、利腕を下にして

寝る、帯刀する、当主ーしたがって相続人は男子に限り一族郎党はその家来として仕える等々は皆戦争に備えた
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） 「五等親図」が定められた。これは養老儀制令の五等親とほぼ同
明治三（一八七〇）年制定の新律綱領 （ に

）と定め妾の分娩する児子もまた私生とは区別され法
11

これに対し「人倫の大本は夫婦なり」と一夫一婦を主張した福沢諭吉や森有礼などから激しい批判が起り、明

的地位を得たのである。

ル婦女分娩ノ児子ハ私生ト為シ其婦女ノ引受タラシム」（

人の一種に過ぎなかったから、ここに劇的地位向上をみたのである。これは親族相続法全般に影響し「妻妾ニ非

を規定した。律令法だけでなく仮刑律以前の武家法においても妾は同様の貞操義務を負ったものの、前代は奉公

じ内容で、民法上の親族の範囲を画するものである。この中で妻と妾を共に二等親とし、共に貞操義務ー姦通罪

10

フランス法指向期

）

法制や社会規範であったから断髪令、脱刀随意令、廃刀令、秩禄処分と矢継早に廃されていった。こうした封建

近代前期

から文明開化への潮流に、女子の法的地位も流されて行くのである。（

第Ⅱ期

） どの諸政策を進めて行く。
地租改正、新貨条例、学制 （ な

かくて明治五年「本邦古昔ノ制ニ基キ外各國ノ式ヲ斟酌シ全國募兵ノ法ヲ設ケ國家保護ノ基ヲ立ント欲ス」（

する徴兵令 （ ）
が発布される。徴兵告諭の表現は律令の往古をも云々しているが実態は完全にフランス革命以来

の西洋国民軍兵制であって、日本政治史的に考察すれば奇兵隊以下庶民を大量に採用した諸隊の奮戦によって幕

末維新の動乱を勝抜いた経験を有する長州閥の、元奇兵隊軍監山形有朋等が主唱したものである。徴兵令は当然

に男子に限定する義務であった。この事実は今日女子の地位を云々する人の多くが見落しがちな事績であるが、
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）

分に引出す国民国家が成立しない。条約改正の為の近代法整備という外圧も併せ、強大な国家を目指し廃藩置県、

ば富も科学力も無く、軍事力も無い。憲法以下の近代法典が無ければ自由主義、資本主義により国民の力を十

教国家が全世界を侵略しつつあり、その力の源泉は産業革命と近代法典であると考えられた。産業革命が無けれ

とする革命であったから、新政府は富国強兵実現の為に欧化政策を積極的に採用した。当時の世界情勢は白人新

し、遅くも商法典の制定施行される明治三二年頃迄である。明治維新は攘夷すなわち祖国防衛、独立維持を目的

近代前期は日本固有法たる武家法が外国継受法に取って代られる時代、明治初年から始まって十年代に本格化

12

る徴兵告諭を経て翌明治六年に「全国四民男児二〇歳ニ至ル者ハ尽ク兵籍ニ編入シ以テ緩急ノ用ニ備フヘシ」と

14

13

国民の三大義務の筆頭である兵役の不平等は男女不平等の淵源であり、両性の本質的不平等を齎した根本原因で
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二妻タル者

三白痴瘋癲人

）

三白痴瘋癲人ノ保管者

四治産ノ禁ヲ受ケタル者

二夫タル者
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）

ある。これは武家法が男子優先であったのも同じ理由であるが、封建時代は無かったから男女不平等も主に武士
階級に限られた。（

控訴期満免除ノ期限ト同一ナリトス

治罪法中無能力者法律ニ定メタル代人及民事担当人区別 （

18

治罪法ニ於テ無能力者法律ニ定メタル代人及ヒ民事担当人ト称スル者ハ左ノ通
無能力者
一未丁年者

法律ニ定メタル代人
一未丁年者ノ父若クハ母又ハ親属後見人
ル者ノ財産管理人

四治産ノ禁ヲ受ケタ

私訴期満免除ノ期限ハ被害者無能力者ナル時又ハ民事裁判所ニ其訴ヲ為シタル時ト雖モ

17

これを受けた翌一四年太政官布告七三号は以下の定義規定を置いた。

第一二条第一項

） 無能力者の語が登場した。
女子の私法上の行為能力について、治罪法 （ に

ての無能力の取扱を受ける以外、女子が女子として特別な扱いを受けることはなかった。

には後見人になり得る女子は祖母または母など親しい親族の長者が就任することが多かった。民法では、妻とし

已むを得ない場合には戸主として禄を受けることを許された。女戸主といえども後見人を付する必要なく、実際

相続法はどうであったか。江戸期武家では女子は家督相続人になり得なかったが、明治六（一八七三）年には

16

民事担当人

但雇人其雇主ノ命シタル事件ヲ行フ時

勅旨布告候事

雇主

一未丁年者ノ父若クハ母又ハ同居ノ親属ニシテ監督ヲ為ス者

右奉

二夫タル者

三白痴瘋癲人ノ保管者四

丁年は律令法以来の法律用語で、略成年の義。婚姻の法律効果として妻は行為能力を喪失し、夫が法定代理人と
して保護するフランス法の思想に立つ。

明治三一年現行民法典施行に先立ち制定公布されたフランス人法学者ボアソナードの起草による旧民法は、断

行か延期かを巡る国民的大論争ー世に名高い法典論争となり、結局施行されずに終った。兎にも角にも正式に定

立された法典であるから内容を閲することによって往年の法思想、立法政策を知り得る。ボアソナード第一草案

の身分法は、ナポレオン法典に「夫は妻を保護し、妻は服従する」と定められていたものを継承した。なお江戸

時代の庶民法上、妻は無能力者でなかった。女子に後見を立てることは多かったが必要的でない。それどころか

自ら後見に立つを得、尊属たる婦人が卑属たる男子の、殊に母が幼い子の後見人となることは極く普通にみられ

る。相続法上も姉が弟に優先することは珍しくなかった。明治民法一四乃至一八条妻の無能力規定は、欧州法に

由来する。ナポレオン法典は一八〇四年の成立であるから夫に家長たる地位を与え妻には服従義務を課した。親

権ではなく父権であり、夫は居所指定権を持ち、妻は行為無能力者で、貞操義務も片務的、離婚も種々不利であ

） 六八条以下一連の規定 （ ）
った。婦人が婚姻により行為能力を喪失するボアソナード民法人事篇 （ 第
はこれを承

けたに過ぎない。この延長で明治民法もまた妻を準禁治産者と略同列に置いたのである。こうした不平等がフラ

20

第二十五号

二〇一二年三月

ンスで改まったのは概ね一九三八から七五年の間であり、日本より早いどころか遅いくらいであった。したがっ
苫小牧駒澤大学紀要
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近現代日本法における婦人の地位

父ノ知レサルトキハ子ハ母ノ分限ニ従フ

父母分限ヲ異ニスルトキハ父ノ分限ヲ以テ子ノ分ヲ定ム

国民分限ノ取得ハ以下ノ規定ヲ置ク

第三項

左ノ場合中ノ一に在ル子ハ日本人ノ分限ヲ選択スルコトヲ得
父ガ外国人タルモ母ノ日本人タルトキ

日本人ト婚姻スル外国ノ女ハ日本人ノ分限ヲ取得シ婚姻解消ノ後ト雖モ其分限ヲ保有ス

第一
第一〇条

外国人ト婚姻スル日本ノ女ハ日本人ノ分限ヲ失フ

然レトモ婚姻解消ノ後日本ニ住居シ又ハ復帰シ且日本ニ住所ヲ定ムルコトヲ申述スルトキハ其
分限ヲ回復ス

旧民法第七六八条に「姦通ニ因リテ離婚又ハ刑ノ宣告ヲ受ケタル者ハ姦通者トノ婚姻ヲ為スコトヲ得ス」とあり、

姦通によって刑の宣告を受け、あるいは離婚した者は相姦者と婚姻することが出来なかった。これは遠く律令法

に遡る規定で、犯罪に因る利益を犯罪者に保持させないという刑事政策上の一般的意義は理解するが、姦通罪の

48
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）

て近代を迎え婦人の地位が向上した、西洋法によって日本法上の婦人の地位が改善をみた、という漫然たる印象
は多分に誤解でもある。徳川幕府はフランス共和国より婦権を尊重していた。（

亡フ」（ ）との激しい批判にさらされ、フランス法を範とすべきではないと攻撃された。

の後見は親権ではなく父権であって余りにもフランス的であった。為にわが国情文化に適さず「民法出デテ忠孝

旧民法は妻を私法上及び訴訟法上無能力者とし、夫婦財産制については妻の財産も夫の管理下とし、未成年者

21

第一五条

第八条

第七条第二項

第一節

旧民法「人事編第二章国民分限」は後代の国籍法に相当するものである。

22

性格上、正犯は常に「有夫ノ婦」すなわち妻であり、不平等の感無しとしない。不貞を働いた夫は相手と婚姻出

来るということであり、この点で男女の差別を設けなかった律令法より後退している。

以上は施行をみなかったのであるが、当時の立法政策や法思想を顕現せるものとして敢て紹介し、論評を試み

た。今日の眼でみれば、旧民法は勿論明治民法や現行民法と雖も女子の地位を十分に引上げたものではない。し

かしながら一九世紀の西欧法をみればやはり法律上男女の扱いは不平等なのである。なるべく西欧先進諸国の法

制に近づけようとしても先方が男女不平等を残している為それを模倣したわが国が同権にならなかったのは致し
方ない。

今日特徴的に扱われるのは妻の行為無能力、戸主権による制限である。但しこれは女子を不当に扱うというこ

とではない。戸主が家族を統制していたということであり、その戸主が多く男子だった為男女不平等のような外

観を呈していたということもある。西洋法もまた男子を戸主としていたのである。一九世紀の立法官たちが二一

世紀の日本法を知る由もなく、彼らが入手出来る最新情報は当時の西欧法である。それより前に行くことは不可

能であり、横並びが精々であった。わが国の義務教育は例えばベルギーよりも早い。ヨーロッパの、世界の先頭
集団に伍していたのであり先人の研鑽努力の程が偲ばれる。

其相姦スル者亦同シ

但本夫先ニ姦通ヲ縱容シタル者ハ告訴ノ

有夫ノ婦姦通シタル者ハ六月以上二年以下ノ重禁錮ニ處ス

本期の刑法は妻の不貞にのみに姦通罪を以て臨むなど夫婦の扱いは不平等であった。
旧刑法第三五三条

此條ノ罪ハ本夫ノ告訴ヲ待テ其罪ヲ論ス
效ナシ

第二十五号

二〇一二年三月

江戸時代同様、姦夫姦婦を現場において本夫が殺傷してもその罪を宥恕すると規定しているが、元々姦通罪は妻
苫小牧駒澤大学紀要
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近現代日本法における婦人の地位

但本夫先ニ姦通ヲ縱容シタル者ハ此限ニ在ラス

本夫其妻ノ姦通ヲ覚知シ姦所ニ於テ直チニ姦夫又ハ姦婦ヲ殺傷シタル者ハ其罪ヲ

の不貞に限った身分犯であるから夫の不貞現場へ妻が躍り込み「姦夫姦婦」を討取ったら斬捨御免にならない。
旧刑法第三一一条
恕ス

これは不義者を双方共に姦通現行犯として殺すことを許す趣旨で武家法と共通であり新律綱領、改定律例にも同

旨の規定があったものの、直接にはナポレオン刑法典の規定を牽いたに過ぎない。日本固有法でなくフランスか
らの継受法である。偶々固有法と一致した例である。
離婚法上一期を画すのが、明治六（一八七三）年の太政官布告第一六二号である。

夫婦ノ犀已ムヲ得ザルノ事故アリテ其婦離縁ヲ請フト雖モ夫之ヲ肯ゼズ之ガ為数年ノ久ヲ経テ終二婚期ヲ

失ヒ人民自由ノ権利ヲ妨害スルモノ不少候自今右様ノ事件於有是ハ婦ノ父兄或ハ親戚ノ内附添直チニ裁判
所ヘ出訴不苦候事

として妻から離婚を求めて出訴することを認め法的救済の道を開いた。文明開化の風潮は妻からの離婚申立など

婦人の法的権利を拡大し、婚期を逸する心配までしていたのである。江戸時代の庶民法が夫専権離婚であったと

しても、ここにそれは覆り妻側からの離婚請求を認めている。已むを得ざる場合という表現は離婚請求原因の制

限を思わせるが、妻の人格を守る為に特段の配慮を為す規定であり、縁切寺に駆込、寺の権威のもと漸く離婚を
認めさせた前代とは異る。

国際結婚における子女の国籍は父系優先血統主義を採り、父の国籍は子が当然に得るが、母の国籍は選択的に

選び得る、あるいは父不明の場合補充的に拠り得るに過ぎない。外国人と結婚した日本人が男子なら妻にも日本

国籍が及ぶが、女子なら逆に自身が日本国籍を失う趣旨であった。当時は国際間の対立抗争が激しく、戦争もし

50

ばしばであったから親子夫婦の国籍は同一となることを要すると考えられたが、それは男子を基準に統一を図り、

女子はそれに合せるものであった。こうした法思想もまた西洋法に倣ったもので、わが国には元来国籍という観

近代後期

） く継受法である。
念すらなかったから （ 全

第Ⅲ期

ドイツ法系

本期において主要法典が出揃い、わが近代法制は完成期に入った。大日本帝国憲法が明治二二年に成ってより

独法派が勃興し、法典論争で実施を延期されていた民法が明治三一年に、商法が同三二年にそれぞれ新法典に生

れ変って施行され、明治四〇年には新刑法典も制定された。何れもドイツ法系であったから、これより昭和二〇
年代初に占領軍がアメリカ法を持込むまで本期が存続する。

先ず公民権であるが、前期中に大日本帝国憲法が制定、施行され衆議院総選挙も実施されたが、婦人には参政

権が無く、大正一四年法律四七号改正衆議院議員選挙法所謂普通選挙法も男子のみによる普通選挙であって、本

期終末まで改まらなかった。但し婦人参政権を地球的規模において考察すれば概ね二〇世紀中に整備されたもの

で、わが近代法が概成した一九世紀の歴史段階では世界にも殆どこれをみない。部分的制限的な例なら稀に散見

二十年未満ノ者」の後

本会ノ議員ハ全員五拾名ト

するが、わが国も明治一三年高知県上町町会規則及び小高坂村会規則を以て区会議員の選挙権、被選挙権を婦人

但シ議員ト為ルヲ得るベキ者ハ左ノ条款ヲ除ク…

に認めた実績がある。当時規則制定権を有した上町の原案「上町町会規則第十七条
定メ町内一般人民ヨリ公選スベシ

に「及婦人」と入れることを望んだ異論を排し、原案通り県令の承認を得て施行し、選挙をも実施した。米国ワ

第二十五号

二〇一二年三月

イオミング州議会に次ぐ世界で二番目の事例といわれる。
苫小牧駒澤大学紀要
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近現代日本法における婦人の地位

主張、伝統派の支持もあり婚姻の章「戸主及家族」は戸主中心の家を前提として身分法を構成している。
） 規定
明治民法 （ 旧

第一四条

第一二条第一項第一号乃至第六号二掲ケタル行為ヲ為スコト

妻ガ左二掲ゲル行為ヲ為ス二ハ夫ノ許可ヲ受クルコトヲ要ス

52
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一八世紀末のフランス革命で普通選挙が実現したものの参政権を付与されたのは男子のみであった。欧米社会

にあっても、社会参加は男子が担い、女子は男子を支えるだけという意識である。婦人参政権は一九世紀後半に

ごく一部が実現したが欧米では二〇世紀に入ってからのことで、女子には参政権が与えられていないのが普通で

あった。ヨーロッパの男女同権が実現しなかった為に、その模倣者に過ぎないわが国がモデル以上に進むという

のは無理であったろう。国内にも抵抗勢力があった。西郷隆盛や民法典論争の闘将穂積八束博士のように男女同

権を認めない者がいたことも事実だ。我々には我々の生き方や文化があり、風土も歴史も価値も全く異るからで

ある。国内の反対もある中で、なるべく西欧に近づけようとしても模倣しようとした西欧自身が不平等を残して
いた事実も見落とせない。

わが国も極く部分的に婦人参政権を認めた例があるとはいえ基本的には男子に限り、明治二三（一八九〇）年

）

の衆議院開設以来、昭和二〇（一九四五）年の終戦まで婦人参政権は無かった。現在からみるとやはり女子の地
位の低さは感じられるが、時代の制約も考え併さねばならない。（

）法

25

典論争において穂積八束博士が「百姓の慣習は慣習とすべからず。士族とか華族とかに則らなければならぬ」と

年に成立した。広く西洋諸国の最新立法例を参照したとはいえドイツ民法の影響を濃厚に反映していた。（

明治民法典の編纂は旧民法を根本から作り変える方針で行われ総則、財産法が明治二九年、身分法が明治三一

24

一

26

なお

三

二
身体二羈絆ヲ受クヘキ契約ヲ為スコト

贈与若クハ遺贈ヲ受諾シ又ハ之ヲ拒絶スルコト

夫婦ノ利益相反スルトキ

左ノ場合二於テハ妻ハ夫ノ許可ヲ受クルコトヲ要セス

前項ノ規定二反スル行為ハ之ヲ取消スコトヲ得

第一七条
六

とあるのは従来の西洋法があたかも夫が妻の財産を取上げるに等しいのに比べれば婦権に配慮した規定である。

第七八八条第一項

入夫及ヒ壻養子ハ妻ノ家ニ入ル

妻ハ婚姻ニ因リテ夫ノ家ニ入ル

明治民法第五編相続法は長子家督相続制を採る。婚姻によって夫婦は同籍し、妻は夫の族称に従うとみる説も
あるが

第二項

を通観すれば、妻が夫の氏を称するというより、婚姻を為して相手の家に入る者は家族の一員となって氏も同じ

くし、戸主権に服する、戸主には男女を問わず成れる、というものである。法社会学的実態において男の戸主が
圧倒的多数を占めるにせよ、取立てて婦人差別を志向する立法政策ではない。

戸主ノ親族ニシテ其家ニ在ル者及ヒ其配偶者ハ之ヲ家族トス
戸主及ヒ家族ハ其家ノ氏ヲ称ス

第七三二条第一項
第七四六条

第二十五号

二〇一二年三月

53

夫婦財産制においても、民法身分法 （ ）
第八〇一条第一項「夫ハ妻ノ財産ヲ管理ス」とし、妻の特有財産は夫に
管理を委ねた。
苫小牧駒澤大学紀要
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アメリカ法系

54
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女子の法的地位を行為能力の観点からみると、夫婦は相互に扶養義務を負うが、妻を無能力として行為能力を
否定し主な法律行為に一々夫の後見を要したことは前代と変りない。

離婚法に関しても旧民法と差異はなく、妻の不貞を夫からの離婚請求原因としながら、夫の不貞は姦通罪と成

但本夫姦通ヲ縱容シタルトキハ訴ノ

有夫ノ婦姦通シタルトキハ二年以下ノ懲役ニ處ス
前項ノ罪ハ本夫ノ告訴ヲ待テ之ヲ論ス
效ナシ

其相姦シタル者亦同シ

らぬ限り妻からの離婚請求原因とならない。だがこのほかは夫婦平等になっている。では刑法の姦通罪規定はど

第二項

）第一八三条第一項

うかというと、概ね旧刑法を継承し、妻にのみ貞操義務を負わせるものであった。
刑法 （

現代

ていない事実に注目すべきであろう。翌昭和二一年、婦人が初めて参政権を行使した戦後初の総選挙が行われ、

一九九三年と先進国でも遥かに遅い国々があるのだから、わが国が中、後進国は勿論、先進国にも遅れをとっ

号であるが、フランス、イタリア、ハンガリーのそれも同年であり、リヒテンシュタイン一九八四年、スイス

れは男子普通選挙であって婦人参政権は含まれていなかった。わが国の全面的婦選採用は昭和二〇年法律第四二

まず参政権についてはどうか。明治末から大正デモクラシー期にかけて普選運動が昴りをみせ実現したが、そ

単独占領であり、米軍人軍属の支配であったから、法制も一挙に米法化した。

昭和二〇年のポツダム宣言受諾、降伏によりわが国は占領され、敵国の統治下に入った。これは事実上米国の

第Ⅳ期

鎌倉以来の「姦夫姦婦は重ねて四つに斬る」という思想は、明治四一年の現行刑法施行を以て消滅した。

28

三九名の婦人議員が当選した。

続いて日本国憲法公布、その第二四条において「両性の本質的平等」が謳われたことにより妻の行為能力は回

復した。ここにおいて男女の法的地位は漸く対等を実現したのである。同条はまた「婚姻は両性の合意のみに基

いて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として相互の協力により維持されなければならない」と規定

している。第一四条でも、国民が法の下に平等であり、性別によって差別されないことが明示された。（ ）この

労働法においては「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」（ ）があげられる。

統主義から昭和五九（一九八五）年になって漸く父母両系血統主義を採用、男女の不平等扱いを改めた。

また昭和二五（一九五〇）年制定されてから長きにわたり一度も改正がなされなかった国籍法は、父系優先血

生まれた子は親の戸籍に入る。この年刑法の姦通罪も廃止された。

女の法定相続分は均等である。さらに同年の戸籍法改正と併せ婚姻の届出により夫婦で新しく一戸籍を編成し、

因と認められ、また妻を行為無能力とする規定は削除され、親権も父母共同行使となる。財産相続においても男

離婚の自由が保障された。夫婦は同等の権利と義務を持ち、貞操義務も夫婦平等となり不貞行為は相互に離婚原

昭和二二年改正民法が公布され、身分法上も両性平等の原理に基き家制度、戸主権、家督相続は廃止、婚姻と

すのは刑法のみとなった。

憲法に基き刑法、民法、行政法、訴訟法以下全法秩序が変更を強いられ、主要法典で前代のドイツ色を色濃く残

29

婦人保護規定撤廃と引換えに雇用における男女の均等な機会及び待遇の確保を推し進めたものである。

かくて男女不平等は法律上ほぼ無くなった。刑法一七七条以下の強姦罪は正犯を男子に、被害者を女子に限る
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30

身分犯であり、民法婚姻適齢の男一八歳女一六歳、女子の再婚禁止期間等 （ ）
はなお残存するが、何れも生物学
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的性差に基く合理的差別と考え得る。寧ろ助産師からの男子排斥など、顕著な男性差別の法制も実在する。

尤も法制が男女平等になっても法社会学的実態や法意識はまた別で、銀行預金をする際、妻自身のものであっ

ても夫名義で預金する、婚姻に際し氏の選択は夫婦何れのものを選ぶも自由であるにかかわらず夫の氏を選択す

る場合が九七％に達するなど数百年にわたる伝統が社会規範の一隅に色濃く看取されることは驚嘆に値するが、
これらも多くは法社会学実態であって制度そのものではない。

おわりに

わが固有法たる幕末の武家法制は維新と共にフランス法を志向し、初代司法卿江藤新平がフランス民法を全文

直訳して名前だけ日本民法に改めよと命ずるまでに至ったのは、フランス法上の婦人の地位に感服したからでは

全くない。フランス民法が良い民法だと思ったのでもない。ナポレオン法典の令名は一部立法官に聞えてきては

いたにしても、直截にはナポレオン一世以来国威隆々たるフランスに新国家像の範を求めたから、陸軍兵備以下

あらゆる分野押並べてフランスをモデルとした、立法もこの潮流にしたがったに過ぎない。フランスの富強に憧
れ、ナポレオンの覇業に惹かれたのである。

四半世紀後にボアソナード民法を捨てフランス法からドイツ法に切替ったのもわが国の事情でなく、普仏戦争

後の欧州の覇者の交代に合せたに過ぎない。婦権をどうこうしようというのではなく、フランス法への直截的評

価が変った訳でもない。日本法の、日本の国家モデルが敗戦国フランス共和国から戦勝国ドイツ帝国へと変更さ

）

れた結果である。この一大変更は日本の立法府が決めたというより先年欧州の戦野、セダンの野戦に続く要塞攻

防戦で決せられたのだ。法典論争を待つまでもなく、夙に憲法からしてドイツ流を採用しているのである。（

32

半世紀の後ドイツ法からアメリカ法に切替ったのもわが国の必要や意向ではない。敗戦と共に乗込んで来た占領

者が米軍だったという全く法律外の事情に因る。昭和二二（一九四七）年以降の憲法・民法身分法全面改正は昭

和一七（一九四二）年六月に生起したミッドウェイ海戦の間接的あるいは最終的結果といえる。

故に前法との脈絡は乏しく、先行する民法改正案とも連続性は薄い。昭和一五年の刑法改正仮案のように戦前

から立法準備作業は存在したが、こうした日本側の経緯や事情に関係なく、連合国軍最高司令官総司令部の命令

によって、特に憲法や地方自治法の如きはＧＨＱ民政局の米人幕僚自身の認めた英文草案によって成ったのであ

るから、立法政策としての継続性は無い。民法第四編親族法、第五編相続法から成る身分法は平仮名口語文で書

かれ、民法第一から三編の財産法が片仮名文語文で書かれているのに比し外見からしてあまりにも不揃いで、如

何にも木に竹を接いだ感があるではないか。勿論日本固有法の名残もみえるが婦人の地位に限らず、近代以降の
日本法は西洋法の圧倒的影響下にある。

婦人の法的地位に限らない。現代政治、法制の基幹たる、占領軍が実施した政策や立法の淵源を訪ねれば、太

平洋を渡って米国務省や陸軍省に辿り着いてしまう。占領下、日本の国自体が国際法上存在しなかったことを忘

れてはならない。当時の重要立法は憲法以下、アメリカ法系というより、いっそアメリカ法そのもの、あるいは

米軍占領法制ー占領軍司令官の軍令軍政軍事司法権に拠る軍令と呼んだ方が近い。連合国軍最高司令官ダグラス

＝マッカーサー元帥の指令は最高法規だったのである。（ ）婦人参政権も家の解体もこうした文脈で理解せねば
ならない。

なおフランス法指向からこれを捨てドイツ法系の民法を採るまで四半世紀。ドイツ式の明治民法からアメリカ
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法系の現行憲法、民法まで丁度半世紀。新法が旧法より進んでいるにしても、これは直ちにドイツ法なりアメリ
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（ ）『徳川禁令考』第四巻二六九～二七〇頁。
（ ）高木侃『三くだり半』（平凡社）参照。
（ ）慶応三年一二月九日詔書。
（ ）慶応四年太政官布告第三三一号。
（ ）明治六年太政官布告第二〇六号。
（ ）刑法は明治一三年太政官布告第三六号。
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カ法なりの優越を示すものでなく、それぞれ二五年乃至五〇年分の時差を示すに過ぎないかも知れない。これを

要するに日本婦人の法的地位が向上したのは、ある時代にはナポレオン法典のお陰であり、次の時代にはドイツ

普通法のお陰であり、最後はアメリカ憲法、民法等のお陰であって、わが国が自前で制定したのは群小単発の法

令を除けば最近年の男女雇用機会均等法ぐらいのものである。であるならば、明治以来、先人の営々たる努力に

より婦人の地位を向上せしめてきた、という歴史認識には修正の余地があるのではなかろうか。

婦人の地位に関する近現代日本法は、日本法学の成果というよりは、多分に西洋法の模倣だったのである。こ

れを文化の伝播なり外国法継受なりと受止め賞賛することに格別異議もないが、史実は史実として認識しておく
必要があろう。状況これを許せば、次稿で更に考察を進めたいと希っている。

注
（ ）平塚らいてう『青踏』創刊号所載。
（ ）一九四九年刊。シモーヌ・ド・ボーヴォワールの著。

1

2

3

4

5

6

7

8

（ ）明治四年太政官布告第一七〇号。
（ ）明治三年太政官布告第九四四号。

）明治五（一八七二）年の学制頒布で「村に不学ノ戸ナク家ニ不学ノ人ナカラシメンコトヲ期ス」（学事奨

歴史」『江馬務著作集』第七巻三五二～三五三頁）。

事が結婚誓約書を読上げ、厳粛に誓を交したにもかかわらず後に両人は離婚となってしまった（「結婚の

事大久保一翁が金色燦然たる大礼服で立会い、東京府庁において福沢諭吉を証人とし結婚式を挙げた。知

者がこれを実行して見せなければならないとして後の文部大臣森有礼が立上がり、明治八年二月東京府知

人が奴隷のように夫や姑に圧迫されているのは野蛮極まると憤慨する者多く、この弊風を打破るには有識

）福沢諭吉や森有礼に関係した珍しい明治時代の婚姻例であるが、当時洋行帰りの人々の中には、日本婦

（ ）明治六年太政官布告第二一号。
（

（

励ニ関スル被仰出書）と国民皆学方針を闡明し、身分や男女の別なく教育を受けることを義務付けた。
（ ）明治五年太政官布告第三七九号。

）西洋史を繙けば泰西においても兵役義務の男子独占が男性優位をもたらしていることに気付く。遠く古

（ ）明治六年太政官布告無号。
（

代ギリシャのアテネに在っても、市民権を有するのはいざとなったらアテネの為に血を流す意思と能力の

有る者だけに限られた。つまり参政権と兵役負担がバーターであり、対価的関係に立った。したがって参
政権の担い手は兵役の担い手でもあった。
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この思想の延長上で、近代国民軍形成以降の西洋諸国、殊に徴兵制の国は婦人参政権に否定的であっ
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た。女子は徴兵義務を負担しないから参政権も要らない。権利と義務は相伴うものだからだ。したがっ

て近代以降婦人参政権を早期に認めたり、男女同権が徹底してきた国は女子も兵役を負担した国が目立つ。

例えば英、ソ、中である。イスラエルは徴兵制で今日も女子義務兵役である。近隣諸国がイスラエル滅亡

を謀っている中で、イスラエルは男女皆兵役に服し、軍事訓練を受け、戦場に行く。そしていざとなれば

祖国を守る為に戦い、男と轡を並べて死ぬ。ここまで徹底すればその勇敢な婦人に参政権その他男子と同

様の権利を与えるとしても、誰も反対しないであろう。ヨーロッパはこのような歴史を歩んできた為、志

願兵制度の国は格別、徴兵制の国々は男女同権になるのが遅かった。そうして一八世紀末に国民国家が成

立し、国民軍が形成されて以来、最近まで徴兵制が基本であり続けたから、志願兵制が増える二〇世紀中
葉まで婦人参政権も足踏みしてきたのである。
）明治一三年太政官布告第三七号。

）明治一四年太政官布告第七三号。

又和解ヲ為シ仲裁ヲ受ケ及ヒ訴訟ヲ起スコトヲ得ス

但総括ノ許可ハ証書ヲ以テ之ヲ与フルコトヲ要ス 夫

左ノ場合ニ於テハ婦ハ夫ノ許可ヲ得ルコト要セス

ハ夫婦財産契約ニ依リテ与ヘタル総括ノ許可ト雖モ之ヲ廃罷スルコトヲ得

夫ノ許可ハ特定又ハ総括ナルコトヲ得

トヲ得ス

為シ債権ヲ譲渡シ之ヲ質入シ元本ヲ領収シ保証ヲ約シ及ヒ身体ニ羈絆ヲ受クル約束ヲ為スコ

婦ハ夫ノ許可を得ルニ非サレハ贈与ヲ為シ之ヲ受諾シ不動産ヲ譲渡シ之ヲ担保ニ供シ借財ヲ

）明治二三年法律第九八号。

）第六八条

第六九条

第七〇条
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（
（
（
（

20 19 18 17

（

第二

第一

夫カ瘋癲ノ為メ病院又ハ監置ニ在ルトキ

夫カ禁治産又ハ准禁治産ヲ受ケタルトキ

夫カ失踪ノ推定ヲ受ケタルトキ

夫ノ許可ヲ得スシテ婦ノ為シタル行為ハ之ヲ鎖除スルコトヲ得

第三
第七二条

）「フランス民法では夫が妻の財産を自由に使える権利の裏側として、妻の有する財産を妻が自由に処分

出来ないようにする意味があったのですが、我が国では、妻固有の財産は滅多にないうえに、江戸時代の

慣習法では妻の持参した着物一つでも、夫が勝手に処分したら離婚事由になっていたくらいで、夫には妻

の財産処分権がそもそもないので、（私が弁護士になった頃にも、持参した着物を夫が質屋に入れたなど

http://www.inagakilaw.com/asof/html/2010/

と言う訴えが離婚を求めるひどい事情としてまだ大きなウエートを占めていました）実はあまり意味がな
い・・理解不能な能力制限でした。」（稲垣総一郎弁護士

）
05x10/050410_2.html
（ ）ボアソナード民法の施行に反対した帝国大学教授穂積八束博士の論文。明治二四年『法学新報』第五号。
（

）米国籍のジョセフ・ヒコこと浜田彦蔵が幕末神奈川で米国領事館に勤務していた折、奉行役所の役人が

召捕りに来たものの米国籍である事を告げると捕縛を諦め引下がった。ヒコはバルチモアで帰化し、その
証明書を持って帰国していた。

（ ）日本で婦人参政権が認められたのは、昭和二〇年満二〇歳以上の男女に認められる。
（

）最近の研究によれば、民法は必ずしもドイツ法一辺倒ではなくフランスを初め西欧民法学の最新の成果
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を広く参酌したものであったと指摘されている。
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民政局に勤務する僅か二二歳のユダヤ系米国人ベアテ・シロタ・ゴードン（ Beate Sirota
GHQ

）日本国憲法全体が連合国軍最高司令官総司令部の策定であるが、男女平等規定を始め婦人の地位に関す

る諸規定も

）嬢の起草にかかることが明らかとなっている。
Gordon
）昭和四七年法律第一一三号「勤労婦人福祉法」を昭和六〇年、平成九年と全面改正を重ね呼称も改まっ

た。

女は、前婚の解消又は取消の日から六箇月を経過した後でなければ、再婚をすることがで
きない。

）普仏戦争は明治四（一八七一）年であるが、この後の国力興廃と併せわが国へは遅れて響いてきたよう

である。

）同じく敵軍の占領下で成立した、西独憲法に相当するボン基本法は独立回復、統一後の自然失効を規定

‥

していた。自国憲法に替る占領基本法に過ぎないという認識があったのであろう。ここでは憲法制定問題
は存しても改正問題は無い。
Artikel 146 [Geltungsdauer des Grundgesetzes]
‥

Dieses Grundgesetz, das nach Vollendung der Einheit und Freiheit Deutschlands fur das gesamte

deutsche Volk gilt, verliert seine Gultigkeit an dem Tage, an dem eine Verfassung in Kraft tritt, die
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（ ）明治二九年法律第八九号。

（

（

（ ）第七三三条

（

（

（ ）明治四〇年法律第四五号。

（ ）明治三一年法律第九号。

29 28 27 26

30
31

32
33

von dem deutschen Volke in freier Entscheidung beschlossen worden ist.
髙嶋仮訳 第一四六条 （基本法の有効期限）

二〇一二年三月

（たかしま

めぐみ・本学准教授）

ドイツ全国民に適用さるべきこの基本法は、祖国が統一と自由を達成し、国民が自由意思によって議決する憲法

第二十五号

が発効する日に効力を失う。

苫小牧駒澤大学紀要

63

苫小牧駒澤大学紀要

苫小牧駒澤大学紀要

第25号

2012年３月

第25号（2012年３月22日発行）

Bulletin of Tomakomai Komazawa University Vol. 25, 22 March 2012

わが国における二国間クレジットに関する考察
A Study on the Bilateral Offset Credit Mechanism in Japan

川島

和浩

KAWASHIMA Kazuhiro
キーワード：温室効果ガス排出削減 ポスト京都議定書
コペンハーゲン合意 クリーン開発メカニズム（ＣＤＭ）
二国間クレジット

要旨
現行の京都議定書の第一約束期間（2008年～ 2012年）に、ポスト京都議定書の
枠組みが合意できない場合には、2013年１月１日以降、ＣＯＰ／ＣＭＰは引き続
き有効ではあるものの、温室効果ガスの削減約束が存在しない状況となる。ＣＯ
Ｐ15での「コペンハーゲン合意」では、アメリカや中国をはじめとする途上国を
含む画期的な国際枠組みの構想が提示されたものの、今後の交渉の行方は定かで
はない。わが国では、現行のＣＤＭと関連性を持つ「二国間クレジット」の制度
設計を構想し、すでに東南アジア諸国との二国間約束を協議しつつ、実現可能性
調査を展開している。

（1）

苫小牧駒澤大学紀要

第25号

2012年３月

Ⅰ．はじめに
ポスト京都議定書の国際枠組みづくりで世界が注目を寄せている。温
室効果ガスの排出削減は世界規模で取り組まなければならない重要な課
題である。2011（平成23）年11月28日から12月11日まで南アフリカのダ
ーバンにおいて、国連気候変動枠組条約第17回締約国会議（ＣＯＰ17）
／京都議定書第７回締約国会合（ＣＭＰ７）が開催された。このＣＯＰ
17 ／ＣＭＰ7では、主として、京都議定書の延長問題と「第二約束期間」
の設定方法、
ポスト京都議定書を想定した将来の枠組みが検討されたが、
本質的な議論は次回のＣＯＰ18 ／ＣＭＰ８に先送りされている。
わが国では、京都議定書の延長には断固反対の姿勢を表明するととも
に、
ポスト京都議定書を想定した新しい市場メカニズムの枠組みとして、
すでにＣＯＰ16 ／ＣＭＰ6において各国に打診していた二国間オフセッ
ト・クレジット・メカニズム（bilateral offset credit mechanism、以下
「二国間クレジット」という。
）を提唱している。これは、既存の京都
議定書で適用されているクリーン開発メカニズム（Clean Development
Mechanism、以下「ＣＤＭ」という。）との関連性を持っており、わが
国が途上国との二国間約束（二国間協定）にもとづき温室効果ガスの排
出削減の共同プロジェクトを実施し、日本が得意とする環境技術や省エ
ネ技術・製品を途上国に移転し、その結果認証された排出削減量をクレ
ジットとして受け取りながら、途上国の持続可能な発展を支援し、温暖
化問題の解決に貢献しようとするものである。
本稿では、ポスト京都議定書の枠組みとしてわが国が提唱している二
国間クレジットの制度設計の現状を考察する。そこで、まず、ＣＯＰ／
ＣＭＰにおける近況の交渉経緯を概観し、わが国における京都議定書目
標達成計画の状況と世界各国の二酸化炭素（CO2）排出状況を整理する。
次いで、ＣＤＭの現状と課題を把握したうえで、わが国における二国間
クレジットの制度設計の取り組みについて考察する。
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Ⅱ．ＣＯＰ／ＣＭＰにおける近況の交渉経緯
１．ＣＯＰ17 ／ＣＭＰ7の概要と成果
2011（平成23）年11月28日から12月11日まで南アフリカのターバンに
おいて、国連気候変動枠組条約第17回締約国会議（ＣＯＰ17）／京都議
定書第７回締約国会合（ＣＭＰ７）が開催された。外務省のＨＰからＣ
ＯＰ17 ／ＣＭＰ7の概要とその成果をみてみよう。
まず、日本政府の対応としては、ＣＯＰ16の「カンクン合意」１を踏
まえ、すべての主要排出国が参加する公正かつ実効性のある国際枠組み
を構築する新しい一つの包括的な法的文書の早急な採択という最終目標
に向けた道筋を明らかにし、必要な作業に着手するべく交渉に臨んだこ
とが示されている。その結果、最大の焦点とされた2013年以降の枠組み
のあり方については、新たな作業部会を設置することなどの建設的な提
案を行うとともに、途上国が求めていた京都議定書の第二約束期間につ
いては、将来の包括的な枠組みの構築に資さないため日本は参加しない
との立場を貫いた２。
次いで、ＣＯＰ17 ／ＣＭＰ7の全体的な成果としては、①将来の枠組
みへの道筋、②京都議定書第二約束期間に向けた合意、③緑の気候基金、
および④カンクン合意の実施のための一連の決定、という４つの成果が
示されている。このうち、将来の枠組みに関しては、法的文書を作成す
るための新しいプロセスである「強化された行動のためのダーバン・プ
ラットフォーム特別作業部会」を立ち上げ、可能な限り早く、遅くとも
2015年中に作業を終えて、議定書、法的文書または法的効力を有する合
意成果を2020年から発効・実施に移すという道筋が合意されたこと、ま
た、京都議定書については、第二約束期間の設定が合意されたことが示
されている。ただし、わが国を含むいくつかの国が第二約束期間には参
加しないことを明らかにし、そのような立場を反映した成果文書が採択
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されたことも示されている。なお、新たな市場メカニズムについては、
国連が管理を行うメカニズムの方法・手続きの開発、および各国の国情
に応じたさまざまな手法の実施に向けて検討を進めることが合意されて
いる。
わが国においては、ＣＯＰ17を通じて、すべての主要国が参加する公
平かつ実効性のある新たな国際枠組みの構築に向けて前進できたこと、
将来の枠組みに関しては、わが国が提案した新しい作業部会として「ダ
ーバン・プラットフォーム特別作業部会」が立ち上がり、そこが法的文
書を2015年中に作成し、2020年から発効・実施するという道筋の合意が
得られたことは注目に値する。言い換えると、わが国の国際枠組みの制
度設計の手腕が問われることとなった。
２．
「コペンハーゲン合意」と「カンクン合意」の特徴点
2010年11月29日から12月10日までメキシコのカンクンにおいて、ＣＯ
Ｐ16 ／ＣＭＰ6が開催され、「カンクン合意」が採択されると同時に、
前回の「留意する（take note）
」に止まった「コペンハーゲン合意」の
内容が正式決定された。ここでは、外務省のＨＰから「コペンハーゲン
合意」と「カンクン合意」の特徴点をみてみよう。
まず、
「コペンハーゲン合意」では、①附属書Ⅰ国（先進国）は2020
年の削減目標を、非附属書Ⅰ国（途上国）は削減行動を、それぞれ付表
Ⅰおよび付表Ⅱの様式によって、2010年1月31日までに国連事務局に提
出すること、②附属書Ⅰ国の行動は測定・報告・検証（measurement,
reporting, verification、以下「ＭＲＶ」という。）の対象となり、また、
非附属書Ⅰ国が自発的に行う削減行動は国内的なＭＲＶを経た上で国際
的な協議・分析の対象となるが、支援を受けて行う削減行動については
国際的なＭＲＶの対象となること、③先進国は途上国に対する支援とし
て、2010年～ 2012年の間に300億ドル程度の新規かつ追加的な資金の供
与を共同で行うとともに、2020年までに年間1,000億ドルの資金を共同
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で調達することとして、「緑の気候基金」の設立が決定された３。
他方、
「カンクン合意」では、その事務レベル交渉としての条約作業
部会（ＡＷＧ－ＬＣＡ）では、共有のビジョン、先進国・途上国の緩和
の約束・行動およびその透明性の確保、適応（気候変動の悪影響への対
策）
、資金支援、技術移転、キャパシティビルディング、炭素市場、Ｒ
ＥＤＤ＋（途上国における森林減少・劣化に由来する排出の削減等）、
対応措置、分野別アプローチ（農業・国際バンカー油）について議論が
なされている。また、議定書作業部会（ＡＷＧ－ＫＰ）では、先進国の
削減目標、森林等吸収源、市場メカニズムの活用、対象ガス等について
議論がなされている。
最終的な成果としては、ＣＯＰでは、
「コペンハーゲン合意」に基づく、
2013年以降の国際的な法的枠組みの基礎になり得る、包括的でバランス
の取れた決定が採択された。そのなかで、「コペンハーゲン合意」のも
とに先進国および途上国が提出した排出削減目標等については国連の文
書としてまとめた上でこれらの目標等をＣＯＰとして留意することが示
された４。
このように、現行の京都議定書の枠組みにおいて削減目標のカバー率
が27％に留まっているものが、「コペンハーゲン合意」の構想では、ア
メリカや中国をはじめとする途上国も含むことから削減目標のカバー率
が85％に拡大され、地球規模での温室効果ガスの排出削減の意義が果た
されることとなる。また、京都議定書の仕組みは国連主体のトップダウ
ン型で、国連が国ごとに削減目標を設定するのに対して、「コペンハー
ゲン合意」の仕組みは各国主体のボトムアップ型で、国ごとが自立的に
目標を設定・登録し、削減目標に対する達成状況についてＭＲＶを通じ
て国際的に相互チェックして、国連に報告するというものである。
なお、わが国は、ＣＯＰ16において、ポスト京都議定書の枠組みを模
索・構築する狙いから、途上国との二国間クレジットの制度設計のため
の提案文書を作成・配付して、各国の支持を仰いでいる５。
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Ⅲ．京都議定書をめぐる現状と課題
１．わが国の目標達成計画の進捗状況
環境省の地球温暖化対策推進本部は、2011（平成23）年12月20日に「京
都議定書目標達成計画の進捗状況」を公表している。周知のように、わ
が国においては、1997年の京都議定書によって義務づけられた温室効果
ガスの削減目標数値である、1990年比▲６％削減という目標達成が至上
命題になっている。わが国では、この目標達成に向けて、2008年３月28
日に、
「京都議定書目標達成計画（改訂版）」が閣議決定され、地球温暖
化対策推進本部における京都議定書目標達成計画の進捗状況が報告され
ている。
その報告によると、京都議定書の第一約束期間（2008年～ 2012年）
の最終年を2012年に控えた現時点において、全体で188件の対策のうち、
各対策・施策の排出削減量および目標達成計画に掲げられた対策評価指
標について、目標達成計画策定時の見込みに照らした実績値等の評価を
次のように示している。すなわち、①目標達成または実績のトレンドが
見込みを上回っているものが64件、②実績のトレンドが概ね見込みどお
りであるものが73件、③実績のトレンドが計画策定時の見込みと比べて
低いものが31件、④その他（定量的なデータが得られないものなど）が
20件、となっている。
以上の点検結果から、目標達成計画に照らした実績値が見込みを上回
っているか概ね見込みどおりが全体の73％であること、見込みと比べて
低いものが16％であることを鑑みると、わが国において、京都議定書の
目標達成は決して楽観視できるものではない。むしろ、京都メカニズム
を活用した排出枠取引（排出権取引または排出量取引）を積極的に検討
すべきであると考える。
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（１）わが国の温室効果ガスの総排出量
地球温暖化対策推進本部によると、わが国の温室効果ガスの総排出量6
は、2010年度速報値で、約12億5,600万トン（二酸化炭素換算。以下同
じ。
）であり、
基準年度（原則1990年度）比で0.4％減少している。ガス別・
部門別の排出量は、図表１のとおりである。

図表１から、エネルギー起源二酸化炭素の排出量については、産業部
門および運輸部門では、目標達成計画の目安を下回っている一方、家庭
部門、業務その他部門およびエネルギー転換部門では、目安を上回って
いる状況がわかる。また、上記以外の非エネルギー起源二酸化炭素、メ
タン、一酸化二窒素、代替フロン等３ガスの排出量については、目標達
成計画の目安を下回っている状況がわかる。
（２）わが国の温室効果ガス排出量の推移
2008年度から2010年度までの３ヵ年にわたって、実際の排出量に、①
森林吸収量７の目標（1990年比▲3.8％）、②政府による京都メカニズム
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の活用による排出削減予定量（1990年比▲1.6％）、および③自主行動計
画9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
ズムクレジットの量が2008年度～ 2010年度の合計で約1.7億トンであり、
これを加味した場合、排出量の合計が約33億7,000万トンとなる。これ
は、京都議定書の第一約束期間において▲6％削減約束を達成するため
に必要な３ヵ年の排出量の合計である35億5,700万トンを下回っており、
単年度ベースで見ると、約5％の超過達成の状況となっている。図表２
を参照。

なお、森林吸収源対策については、2008年度以降、毎年78万 ha の森
林整備を行うことによって算入の対象となる森林を増加し、目標を達成
することとしている。2009年度においては、81万 ha の森林整備（うち
間伐59万 ha）を行い、4,633万トンの吸収量が得られるなど、現在の対
策を継続して実施すれば目標達成ができる水準であるという。
政府による京都メカニズムの活用については、2011年4月1日までに約
9,800万トン分のクレジットを取得する契約を結んだところであり、目
標の約1億トンの確保の目途が立っているという。
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このように、京都議定書における第一約束期間の前半の３年間につい
ては目標達成計画が予定通りに遂行された。しかし、第一約束期間の後
半の２年間である2011年度および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にともなう大津波の被害と、福島原子力発電所
の事故により、国内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、気象状況などのような予測が難しい要因に大き
な影響を受けるため、第一約束期間を通じた見通しを現時点で示すこと
は困難であるかもしれないが、努力しなければならない。
現在、政府では、エネルギー・環境会議において、エネルギー政策の
白紙からの見直しと表裏一体で、ポスト京都議定書の2013年以降の地球
温暖化対策の国内対策の検討が喫緊の課題となっている。
２．京都議定書における削減目標遂行の状況
周知のように、京都議定書が採択された1997年の時点では、アメリカ
の批准を含めて約58％の削減目標が達成される枠組みが想定されてい
た。しかし、その後、アメリカが京都議定書を批准できずに離脱し、ま
た、中国やインドをはじめとする新興国での経済成長の発展にともなう
排出量の急増、その他途上国での排出量の増加などの状況のもとで、京
都議定書の第一約束期間（2008年～ 2012年）の開始時には、すでに約
27％の削減目標が達成されるだけの枠組みに低下してしまった。
現在、ＣＯＰ／ＣＭＰでは、2013年1月1日以降のポスト京都議定書に
おける国際枠組みが検討されている。前述のように、「ダーバン・プラ
ットフォーム特別作業部会」によって2015年中には法的文書が作成され
る見通しであるが、予断を許さない状況にある。
世界の CO2排出量は、図表３のように、2009年現在で約290億トンで
あることがわかる。上位2カ国では、中国が23.7％、アメリカが17.9％で
あり、全体の41.6％を占めている。また、上位10カ国では全体の65.8％
を占めており、世界のエネルギー起源 CO2排出量の約３分の２を占め
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ていることがわかる。また、1990年時点との増減率でみると、中国が
206.5％増、イランが196.1％増、インドが172.5％増、韓国が125.3％増で
あり、反対に、ロシアが29.6％減、ドイツが21.1％減、イギリスが15.1
％減であることがわかる。わが国については、2.7％増であることから
みても、すでに省エネ対策が進んでおり、京都議定書での削減数値がい
かに厳しい数値であるかが伺える。

３．ＣＤＭの特徴とその利用状況
（１）ＣＤＭの特徴
京都議定書では、附属書Ⅰ国の排出削減目標を達成するための補助的
な仕組みとして、市場原理を活用する京都メカニズム（柔軟性メカニズ
ムともいう）を導入している。具体的には、①共同実施（ＪＩ）、②ク
リーン開発メカニズム（ＣＤＭ）、③排出枠取引（ＥＴ）という３つの
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手法が制度設計されている９。このうち、ＣＤＭとは、先進国（政府・
企業）と途上国（政府・企業）が共同の削減プロジェクトを実施し、そ
の削減分を投資国（先進国）が自国の目標達成に利用できるという制度
である。ＣＤＭの削減量は、認証された排出削減量（certified emission
reduction：ＣＥＲ）というクレジット10として取引される。
ＣＤＭは、途上国の締約国が持続可能な発展と気候変動枠組条約の目
的を達成することを支援し、かつ、先進締約国の数値目標の達成を支援
するメカニズムとなっている。このメカニズムによって、途上国の締約
国は、温室効果ガスの排出削減につながるプロジェクト（たとえば、発
電所の発電効率を高めるプロジェクト）の実施によって利益が得られ、
他方、先進締約国は、このようなプロジェクトを通じて生み出された排
出削減量（ＣＥＲ）をクレジットとして自国の数値目標の達成のために
使用することができるのである。一般に、先進締約国は温室効果ガスを
削減する技術があるものの限界削減費用が高いことから、エネルギー効
率の改善の余地はむしろ途上国に多く残されている11。
したがって、京都議定書では、ＣＤＭのプロジェクトが認証を得るた
めには当該プロジェクトによって真に温室効果ガスの排出削減につなが
るよう、排出技術についての「追加性」を重要な要件に挙げており、ベ
ースライン・アンド・クレジット方式によって測定・評価している。ま
た、京都議定書では、京都メカニズムが先進締約国の温室効果ガス排出
削減の抜け道になるという危惧を考慮して、排出枠取引については各国
の削減努力に対して「補完的」なものと位置づけているものの、数量的
な制限をしているわけではない12。
経済産業省で2010年10月25日に開催された地球環境小委員会政策手法
ワーキンググループでは、現行のＣＤＭに関する主要な問題点を３つ示
している。すなわち、①「審査の長期化」であり、国連による統一的管
理が徹底していること、準備から登録まで２年以上かかることによる。
次いで、②「案件実施国の偏重」であり、一件当たりの CO2削減規模の
（12）
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大きい案件が多いことと、中国政府による政策誘導措置が強いことなど
の要因によって７割以上が中国に集中していることによる。さらに、
③「対象分野の偏重」であり、わが国が得意とする分野が実質的に対象
外となっていること、言い換えると、省エネ製品（自動車、家電等）の
普及や高効率石炭火力の導入13がＣＤＭの対象となっていないことによ
る。くわえて、原子力やＣＣＳ14については京都議定書の対象外である
ことによる。
（２）ＣＤＭの利用状況
世界全体のＣＤＭの利用状況について、国連（気候変動枠組条約）の
ＨＰに掲載されている統計データをみてみよう。2012年3月9日現在での
国連に登録されたプロジェクト件数は3,913件であり、発行済みのクレ
ジット量（ＣＥＲ）は約8.8億トンである。このうち、プロジェクト件
数のホスト国別割合では、図表４のように、中国47.3％、インド20.3％、
ブラジル5.1％、メキシコ3.5％、マレーシア2.7％、ベトナム2.7％、イン
ドネシア2.0％、その他16.5％となっている。また、プロジェクト件数に
対する発行見込み年平均クレジット量は約5.7億トンであり、このホス
ト国別割合では、中国63.8％、インド11.1％、ブラジル4.1％、韓国3.4％、
メキシコ2.0％、その他15.6％となっている。
これらの指標から、中国がＣＤＭのホスト国として、そのプロジェク
トの件数の50％弱を占めており、そこから見込まれるクレジット量の３
分の２を占めていることがわかる。また、中国とインドを含めると、プ
ロジェクト件数では67.6％となり、その発行見込み年平均クレジット量
では74.9％となっている。このことから、経済成長の著しい中国とイン
ドの２カ国によって、先進締約国とのＣＤＭに係る共同プロジェクトが
独占的に実施されている実態がわかる15。

（13）

川島 和浩

わが国における二国間クレジットに関する考察

図表４

プロジェクト件数のホスト国別割合（2012年3月）

（出所）http://cdm.unfccc.int/ より作成。

図表５

プロジェクト件数の投資国別割合（2012年3月）

（注）1つのプロジェクトには複数の投資国が含まれている。
（出所）http://cdm.unfccc.int/

より作成。

さらに、ＣＤＭに係るプロジェクト件数の投資国別割合では、図表５
のように、イギリス29.7％、スイス20.1％、日本10.6％、オランダ10.0％、
スウェーデン7.2％、ドイツ4.8％、その他17.6％となっている。この指
（14）
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標から、イギリスが全体の約30％を占めていること、日本以外にはＥＵ
－ＥＴＳのように排出枠取引市場のあるＥＵ諸国が大部分であること、
日本は10.6％であり、プロジェクト件数としては480件がＣＤＭとして
国連に登録されているに過ぎない。なお、この指標には、複数国の企業
が参加するプロジェクトが含まれていることに注意が必要である。

Ⅳ．わが国における二国間クレジット制度の構想
１．ポスト京都議定書に向けた国際枠組みの必要性
前述のように、京都議定書におけるＣＤＭに内在する主要な問題点と
して、①審査期間の長期化、②プロジェクト実施国の偏り（中国等への
集中）
、③プロジェクト対象分野の偏り、という３つが挙げられている。
このうち、③のプロジェクト対象分野の偏りについては、省エネプロ
ジェクト（たとえば、高効率石炭火力発電、自動車、家電等）が、導入
後のエネルギーコスト削減効果による利益性が高いために経済的追加性
の証明が困難であること、排出削減量の計算のためのベースラインの提
示や厳密なモニタリングに課題が残されていることがネックになってい
る。
ＣＤＭプロジェクトの普及にブレーキがかけられている状況である。
わが国に優位性のある省エネ技術・製品がＣＤＭの活用を通じて温室効
果ガスの排出削減に積極的に貢献できない現実がそこにある。
このような状況のもとで、経済産業省と環境省16は、環境とビジネス
のバランスを考慮しつつポスト京都議定書に向けた国際枠組みを模索・
構築するための制度設計に着手している。そこでは、ＣＤＭの改善も視
野に入れた、より柔軟な対応が可能となる二国間約束（二国間協定）の
もとでの排出削減およびそのクレジット化を目指している。いわゆる「二
国間クレジット」の制度設計である。
二国間クレジット制度の利点としては、①プロジェクト承認プロセス
（15）
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の簡略化と②柔軟な排出削減量の測定方法（方法論）が挙げられている。
わが国においては、二国間クレジット制度を通じて現行のＣＤＭに対す
る審査期間が短縮され、プロジェクト対象国が拡大し、省エネを含む幅
広いプロジェクトを対象とすることが可能となる。
このような新たな国際枠組の構築の必要性については、2010（平成
22）年11月8日に菅直人首相（当時）のもとで開催された第4回新成長戦
略実現会議において大畠経済産業大臣（当時）によって明らかにされて
いる。そこでは、日本発のグリーン・イノベーションで世界の排出削減
に貢献するための新たな国際枠組みとして、すべての主要排出国が参加
した一つの枠組みを念頭に置き、日本と途上国との間の二国間クレジッ
ト構想が示されている。二国間クレジット構想では、海外の排出削減の
貢献の一部を日本の削減にカウントできるため、低炭素技術・製品をア
ジアや海外に移転・輸出する活動が推進されるとしている。なお、事例
として、アメリカ、中国、インドの石炭火力発電をすべて日本の最新式
のものに置き換えた場合の CO2削減効果が約13億トン、日本の鉄鋼生産
の省エネ技術を全世界に移転・普及した場合の CO2削減効果が約3.4億
トンと試算されている。
２．
二国間クレジット制度の構想
（１）二国間クレジットの枠組み
経済産業省や環境省では、現在、ポスト京都議定書を想定して二国間
クレジットの制度設計を構築している。この枠組みは、二国間約束のも
とで、低炭素技術による海外での排出削減に向けた貢献についてＭＲＶ
を通じて評価・クレジット化する手法である。この制度設計によって、
原子力やＣＣＳのような適用技術の拡大・普及、戦略的な国の選定、手
続きの簡素化等を可能とする。ただし、現行の京都議定書では認められ
ていない仕組みである。とはいえ、ＣＯＰ16の「コペンハーゲン合意」
では、各国独自の制度設計に可能性が開かれており、その考え方は「カ
（16）

苫小牧駒澤大学紀要

第25号

2012年３月

ンクン合意」にも継承されている。なお、アメリカも同様の考え方で国
内法案を作成中のようである17。
現在、わが国では、二国間クレジット制度の構築に向けて東南アジア
諸国を中心に、二国間約束に向けた政府間協議が開始されている。そこ
では、排出量の計測、クレジットの認定、クレジットの配分等、二国間
約束の内容について検討がなされている。図表６を参照。なお、インド、
ベトナム、インドネシアについては、現時点で二国間クレジット制度の
構築に向けた政府首脳級で合意がなされているようである。

わが国が検討している二国間クレジット制度については、現時点では、
途上国からの意見を集約している段階である。図表６のように、排出削
減プロジェクトから創出されたクレジットについては、日本がその半分
を無償で受け、残り半分を相手国へ無償で分配することが検討されてい
る。具体的な仕組みとしては、二国間約束のもとで、ベースライン（旧
式技術を採用した場合の排出量）をもとに、日本の最新技術を導入する
ことで削減できた排出量を計測し、クレジットを認定するというもので
ある。クレジットは共同プロジェクトを実施した国の参加企業などに分
（17）
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配される。場合によっては、途上国側のクレジットを日本政府が有償で
購入することもある。このように、ポスト京都議定書の枠組みで二国間
クレジットが認められれば、わが国の温室効果ガスの排出削減量に充当
できる可能性が拡大されることとなる18。
国際協力銀行（ＪＢＩＣ）のＨＰには、2010年12月15日に開催された
セミナーでの経済産業省地球環境対策室長の村上敬亮氏による報告「二
国間クレジット制度と国際市場」とその概要が掲載されている。そこで
は、カンクン合意においては二国間クレジットについて言及されていな
いものの、ＣＯＰ17において新しい市場メカニズムを議論していくこと
が確認されており、日本政府としては、マルチラテラル（多国間）とバ
イラテラル（二国間）の建設的な関係を築いていきたいと考えているこ
と、そして、日本政府は国連の枠組みから独立した枠組みを構想しよう
としているわけではないことが示されている19。
（２）経済産業省による実現可能性調査の状況
経済産業省は、二国間クレジット制度を展開するための準備作業とし
て、実現可能性調査（feasibility study：ＦＳ）を実施するための「パ
イロットプロジェクト事業」の公募を実施した。その結果、2010年８月
10日には第一次公募採択案件15件（予算額約5.3億円）が公表されている。
そこでは、石炭火力、送配電、鉄鋼、セメント、再生可能エネルギー、
道路交通、工場省エネ、ＲＥＤＤなど、温室効果ガス排出削減の観点か
ら重要な分野につき、各1 ～ 2件程度が採択されている。また、二国間
約束に向けた政府間協議の円滑な推進に資するように国別のバランスも
考慮されているようである。次いで、2010年10月20日には第二次公募採
択案件が公表されている。そこでは、原子力、ＣＣＳのような現在のＣ
ＤＭの対象になっていない分野や、交渉上重要な国を中心に、質の高い
案件15件（予算額約2.9億円）が採択されている。図表７を参照。
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（出所）経済産業省 (2010)「二国間クレジット制度について」より作成。
（３）ＮＥＤＯとの連携
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）は、
経済産業省からの平成23年度委託事業として、「地球温暖化対策技術普
及等推進事業」を実施している。そこでは、①協力案件の発掘に向けた
調査と②協力案件の組成に向けた調査が目的とされている。
この場合、①協力案件の発掘に向けた調査では、特定の国または地域
におけるセクター（たとえば、電力、鉄鋼、セメント等）、またはサブ
セクター（たとえば、石炭火力発電の高効率化、高効率家電の普及等）
を想定し、わが国の優れた技術を普及させた場合について、そこでの温
室効果ガス排出削減ポテンシャル、具体的な技術の普及・展開方法等に
ついての分析が目的とされている。
②協力案件の組成に向けた調査では、特定の国または地域において、
（19）
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わが国の優れた環境・エネルギー技術等を活用して温室効果ガス排出削
減を行う具体的なプロジェクトの実施を想定し、同プロジェクトの事業
性評価、
必要なファイナンスその他のスキームの検討等を行うと同時に、
同プロジェクトを通じて達成される削減量をＭＲＶ（計測、報告、検証）
するための方法論の特定（排出量の測定、ベースラインの設定の方法等）、
同方法論を用いた削減見込量の推計等の検討および分析が目的とされて
いる。
ＮＥＤＯでは、2011年度において、7月7日の第一次公募について26件、
10月20日の第二次公募について14件、合計40件を採択している。
このように、ポスト京都議定書の国際枠組みに向けて、わが国におい
ては二国間クレジットの制度設計の構築に着手している段階である。こ
の制度設計をより確実なものにするためには、二国間約束のもとで途上
国との共同プログラムをどのようにマネジメントするかが重要となる。
そのためにも、多方面にわたる実現可能性調査を実施し、わが国に適合
するプロジェクトを精査する必要がある。

Ⅴ．おわりに
経済産業省や環境省は、日本の低炭素技術・製品の普及を通じた排出
削減量を、二国間協定などを通じて日本の削減量として独自に認定する
新たな仕組みを構築し、鳩山イニシアティブを具現化するものとして、
二国間クレジットの制度設計の構築を推進している。また、経済産業省
では、二国間クレジット制度を確実に推進するために、2010（平成22）
年８月から、実現可能性調査（ＦＳ）の実施に取り組んでいる。
わが国は、地球温暖化問題の解決に向けて、温室効果ガスの排出削減
に貢献できる優れた技術や製品を有している。しかし、このような環境
技術や製品の移転・普及を通じた途上国での貢献は、現行の京都議定書
（20）
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の枠組みのなかで積極的に展開するには限界がある。たとえば、ＣＤＭ
については、審査期間に長い時間を要すること、承認の可否について不
確実性が高いこと、わが国が得意とする省エネルギー製品（たとえば、
自動車、家電等）や高効率石炭火力等に対する適用がほとんどなく、Ｃ
ＤＭプロジェクトの普及にブレーキがかけられている状況にある。
そのため、わが国において、ポスト京都議定書に向けた新しい国際枠
組みとして、二国間クレジット制度または多国間クレジット制度の構築
は、地球温暖化問題を環境とビジネスのバランスによって解決する新た
な原動力になるものと考える。

＜注＞
1

ＣＯＰ15での「コペンハーゲン合意」は最終的には決定文書とされ

なかったため、ポスト京都議定書においては、ＣＯＰ16での「カンク
ン合意」が基本となっている。
2

細野環境大臣は、地球温暖化対策への効果的な取り組みとして「世
界低炭素成長ビジョン－日本の提言」を公表したことや、日本が約束
した官民合わせて150億ドルの短期資金を今後も着実に実施していく
ことを表明している。

3

ＩＰＣＣ第４次評価報告書（2005年）では、途上国は適応能力の制
約によって先進国よりも気候変動への適応が一層困難であり、また、
途上国の持続可能な発展が侵害されることを指摘している。この結果、
途上国による温室効果ガス排出量は増加の一途を辿ることが予想され
るため、途上国支援に対する先進国の責任に焦点を置くと、先進国は
途上国に対して気候債務を有することから、先進国による気候資金は
援助ではなく義務とみなされる。したがって、ＣＯＰでは、先進締約
国に対して途上国への新規かつ追加的な資金の供給を求めている。

4

ＣＯＰ16担当の板場大使は、ＵＮＦＣＣＣ事務局長に対して、「日
本は、コペンハーゲン合意にしたがい、2020年の温室効果ガス排出削
減目標を履行する用意があることを確認します。」「2010年1月26日付
けの目標の提出は、公平かつ実効性のある、新しい一つの包括的な法
的拘束力のある国際枠組みを前提としたものです。」「（略）日本がコ
ペンハーゲン合意にしたがって提出した目標は、ＡＷＧ－ＬＣＡの交
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渉においてのみ有効なものであり、ＡＷＧ－ＫＰでは有効なものでは
ありません。
」という書簡を2010年12月10日に送付している。
5

国際協力銀行（ＪＢＩＣ）のＨＰにおける「気候変動ファイナンス
と排出量取引市場の展望～ＣＯＰ16を経て～」というセミナーの概要
結果が掲載されているサイトのなかで、日本政府代表団として配付し
たとされる提案文書が添付されている。

6

総排出量とは、各温室効果ガスの排出量に地球温暖化係数（ＧＷＰ）
を乗じ、それらを合算したものをいう。この場合、ＧＷＰ（Global
Warning Potential）とは、温室効果ガスの温室効果をもたらす程度
を、二酸化炭素の温室効果をもたらす程度に対する比で示した係数を
いう。

7

ボン合意およびマラケシュ合意において、森林管理による吸収源の
交付量について、わが国の上限枠は1,300万トン（3.86％）まで認めら
れている。

8 「自主行動計画」とは、2008年3月28日に閣議決定された「京都議定
書目標達成計画」にもとづき、日本経済団体連合会参加の個別業種、
またはそれに加盟していない個別業種が策定し、政府による評価・検
証を受ける個別業種単位での二酸化炭素排出削減計画のことをいい、
本計画決定時において103業種が自主行動計画を策定している。この
うち、経済産業省関係業種は39業種である。また、経済産業省関係の
自主行動計画への参加企業数は、2008年11月時点で2,136社（複数の業
界団体の自主行動計画に参加している重複分を除く）になっている。
9

京都メカニズムについては、大塚直（2011）『国内排出枠取引制度と
温暖化対策－どう法制度設計すべきか』岩波書店、9 ～ 12ページを参
照されたい。

10

ＣＤＭによる事業活動によって発行されたＣＥＲの2％は、収益分

担金として京都議定書上の「適応基金」に資金提供される。
11

大塚直、前掲書、10 ～ 11ページ。

12

同上、11 ～ 12ページ。

13

石炭利用が50％超の国に限定した場合、実質的には中国とインドし

か対象にならない。
14

近年、吸収源に類似した二酸化炭素の排出削減緩和方法として注目

を集めているＣＣＳについては、ＩＰＣＣでは温暖化緩和の有力な選
択肢と位置づけているものの、京都議定書の第一約束期間においては、
（22）
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ＣＣＳによる貯留量を各国の排出目録（インベントリ）から差し引く
ことを認めていない。しかし、ＣＯＰ16の「カンクン合意」において、
ＣＣＳをＣＤＭの対象とすることが決定されたものの、二酸化炭素の
漏洩、環境への影響などの課題から、ＣＯＰ17ではその手続きについ
ての結論が保留されている。なお、ＣＣＳのＣＤＭ化の経緯について
は、拙稿「ＣＣＳのＣＤＭ化に関する考察」を参照されたい。
15

中国で実施される風力発電所プロジェクトの事業費が100億～ 2,000

億円程度と巨額であることから、ＣＤＭは途上国で実施される巨大な
ビジネスに変質している。
16

環境省のもとにある京都メカニズム情報コーナーのＨＰは、地球温

暖化をはじめとするさまざまな情報にリンクできるので有用である。
17

アメリカでは、2010年5月12日に公表されたエネルギー包括法（通

称「ケリー・リーバマン法案」）の草案において、2020年までに2005
年比マイナス17％にするために、二国間もしくは多国間の合意・協定
に基づく海外クレジットの利用を認めることが規定されている。
18

ECO ジャパン (2011)「二国間クレジットは国際的支持を得られるか」

『日経エコロジーレポート』を参照されたい。
19

村上敬亮（2010）
：経済産業省地球環境対策室「二国間クレジット

制度と国際市場」とその概要が国際協力銀行のＨＰに掲載されている。
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雑穀とアイヌ伝統料理
Miscellaneous cereals and Traditional Ainu Food

金

内

KANEUCHI
キーワード：雑穀

豆類

アイヌ伝統料理

保存食

花

枝

Hanae

栄養

要旨
アイヌ伝統料理に使用されている雑穀は、日常ではサヨ（おかゆ）で煮て食べ
祝祭時にはチサッスイェプ（固めのごはん）に炊き、シト（だんご）やトノト（酒）
の原料になった。豆はチサッスイェプ（固めのごはん）やルル（汁もの）やラタシ
ケプ（煮もの）の主材料になっていた。
雑穀や豆類は長期保存がきくために飢餓の非常食や冬場の大切な栄養源として
食生活に重要な役割を担い、行事にも欠かせない食材であった。
現代の食生活では雑穀も豆類も栄養面で良いと解ってはいるが食事に取り入れ
ることは少ない。北海道は雑穀の関わりが深くそばや豆類、きびの産地であり近
年はあわやはとむぎなどの生産量が伸びている。雑穀や豆を昔ながらの美味しい
食べ方、料理の仕方、食材の扱い方を学び豊富な栄養を頂く食生活を次世代に伝
承していきたい。
アイヌ伝統料理の伝承とともに「雑穀と豆の食文化」を北海道に定着させてい
きたいと強く思っている。
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１．はじめに
アイヌ民族は自然から得られる食べ物は神が与えてくれる恵みとして
感謝し実に無駄の無い食べ方をしていた。動物性や植物性の食料を可食
化し、危険をともなう食材も幾度の体験からの学びで食することを可能
にして命をつないできた。狩猟、漁労、採取で得られた食料は新鮮な状
態で食べ、
多くは乾燥して一年中食するための食材に加工保存していた。
狩猟、漁労で得た食料は重要な動物性たんぱく質の供給源であった。
新鮮な食材は生で食されることで動物の内臓からビタミンやミネラルを
摂取し栄養を補っていた。動物性の食材は腐りやすいので加工すること
が不可欠であり乾燥や燻製、冬期の冷凍や油脂の抽出など自然と知恵を
生かした加工保存法がされていた。
採取した植物の葉や茎、地下茎や地中果は保存性を高めるための加工
法を知恵と工夫から体得し食の不足や飢饉に備えてきた。食材の中には
究極な加工法でつくられたものがエネルギーの補給源となりさらにビタ
ミンやミネラルの栄養補給になっていた。アイヌ伝統料理に使用されて
いた食材の加工保存や調理法には今に伝承すべき価値のある知恵が多く
あることを知った。
アイヌ伝統料理は基本食として日常食されていたオハウ（汁もの）、
サヨ（おかゆ）
、ラタシケプ（煮もの・和え物）が現在に伝承されている。
筆者が体験したアイヌ伝統料理の実習メニューは一部にすぎないが栄養
価を算出し数値化したことで、おおよその栄養価を知ることができた。
アイヌ伝統料理は自然の恵みから頂くすぐれた栄養バランス食であるこ
とを数値で示すことができ本学の苫小牧駒澤大学紀要第18・20・22・23
号にまとめることができた。1）2）3）4）
食材は食用ばかりではなく薬用としての食べ方や飲み方によって自然
の恵みから命の恩恵にあずかっていた。栄養と健康面の両面において算
出した数値以上の値で摂取されていたと思われる。
（27）
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2011年3月11日、東日本大震災以来、現在においても被災時の食事に
関心を持たないではいられない。絶対に起こらないとは言い切れない被
災時にどう備えたらいいのだろうか誰しもが思ったことである。日ごろ
から何を蓄えておくことが必要か、手持ちの食材でどう調理して、どう
その場をしのぐことができるのか。水、ガス、電気、暖房の使えない状
態でどう食を確保したらいいのか。備えがあってもその状況に役立つと
は思えないが備えないことはもっとただただ不安におちいるだけであ
る。
現代には乾物類や豆類、缶詰、インスタント食品など家庭での保存可
能な食品も数多くある。しかしこれらの食品は現代では保存食としてで
はなくお湯を入れるだけ、缶を開けるだけで今すぐ食することのできる
簡便食品で日常食として利用されているものである。
日本の食生活全集48「聞き書

アイヌの食事」には、アイヌは昭和初

期ともなると祭りなどの行事のほかは、ほとんど和人と変わらない食生
活を送っていた。しかし戦時中の食糧難のときアイヌはかっての食生活
を取り入れて暮らし和人よりも豊かに暮らすことができたと記されてい
る。それは食材の全てを食べつくす無駄のない食べ方や食材の加工と保
存によって確保した食材を使用したアイヌ伝統料理で確信することがで
きた。
アイヌ伝統料理は、アイヌの人たちが伝統的に使ってきた雑穀類や豆
類、魚卵、特徴のある素材のシケレペ（きはだ）の木皮や実、プクサ（ぎ
ょうじゃにんにく）
、ペネコショイモ（凍れいも、乾燥いも）、トゥレプ
（おおうばゆり）
、エント（なぎなたこうじゅ）、キキンニ（ななかまど）
に代表する素材が香辛料として、動物性油脂類が調味料として料理に使
われていた。さらに素材の保存や加工技術、すべてにおいて取り尽さな
い精神をも含めた伝統料理素材が料理に使用されることがアイヌ伝統料
理であると考える。
アイヌ伝統料理の栄養面や加工保存についてまとめたことで雑穀や豆
（28）
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類の栄養価値が大きかったことが特記すべきことであった。
雑穀や豆類はアイヌ料理にはとても重要な食材であり、多くの料理に使
われていた。チサツスイエプといって雑穀類や豆類を混ぜ固めに炊いた
ごはんがある。祝祭日、葬式、イチヤルパ（祖霊祭）やお客のときに作
られる料理でごちそうである。材料の組み合わせによっていろいろな種
類がある。また、
祭事や儀式のたびにひえやあわで作られたトノト（酒）、
あわやいなきびなどの粉でつくり儀式には欠かせないシト（だんご）な
ど雑穀や豆を使ったアイヌ料理があった。
現在、雑穀が健康食として注目され、高い商品価値を呈している。雑
穀の栄養について認識されるようになり脚光を浴びている状況にあるか
らだ。雑穀と同じように健康に重要な役割を占めるのが大豆をはじめと
する豆類である。長期保存ができる雑穀や豆類を日常食に、また非常時
の備えになるように調理法や常備法を学ぶことが、現在に活用出来るア
イヌ伝統料理の伝承につながる方法のひとつになると考えている。
本稿においてはアイヌ料理の食材として雑穀類や豆類の日常食への活
用すべき栄養効果についてまとめた。

2．雑穀とは
穀物は種子を食

穀類の分類

（たかきび）

用とするために栽

もろこし

培するもので狭義

大麦
イネ科

大豆

米

あわ
イネ科

では米、大麦、小
麦、とうもろこし、

マメ科

（主に主食に用いるもの）

ひえ

きび

（主穀（米と麦）以外のもの）

そば

小麦

タデ科

ひえ、あわ、きび
などのイネ科植物
の種子のみだが広
義にはマメ科植物
やそばのタデ科植
（29）
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物も含まれ多くのものは主食の材料として用いられる。マメ科の種子、
すなわち豆を穀物に入れる場合、菽穀（しゅくこく）、それ以外の科の
種子を穀物に入れる場合、擬穀（ぎこく）と呼ぶ。米、小麦、とうもろこし
は世界の主要作物で世界の三大穀物として栽培され食糧とされている。
米と大麦、小麦は特に主穀と呼び、他は雑穀と呼ばれている。雑穀の
「雑」はいろいろなもの、区別がつきにくいもの、「穀」は穀物の意味で
「いろいろな穀物」のことで、主穀穀物と区別して呼ぶことが多い。雑
穀はイネ科のあわ、ひえ、きび、もろこし（たかきび )、はとむぎ、な
どの作物で、科の違うヒユ科のあまらんさす、タデ科のそばなども似た
仲間、擬似雑穀として雑穀の仲間である。世界には12属20種ほどの雑穀
があるようだ。
世界の雑穀
左表「世界の雑穀」に
示すようにイネ科の穀物
以外にも雑穀と似たよう
な小さな種子を食用とす
る あ ま ら ん さ す（ ヒ ユ
科）、キノア（アカザ科）、
そば ( タデ科 ) などの作
古代より伝わる食材「雑穀」を知ろう
食生活 Vol.98 No.11 2004.11

物を擬似雑穀（擬穀）と
呼ぶ。また米、麦、大豆、

あわ、ひえやきびは五穀と呼ばれ、人類が農耕を始めた最も初期の作物
と考えられている。日本では5000年前の縄文時代（中期）の遺跡からひ
えの種が見つかっている。稲が伝わったのは3500年前（縄文時代後期）
とされるから米より雑穀のほうが歴史は古く雑穀は古くから食べられて
きた穀物である。
あわ、ひえ、きび、たかきびなど雑穀の特徴は稲に比べて、干ばつや
寒さに強く、病気にも強い、ひえは「冷え」から名前がついたといわれ
（30）
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ることからも雑穀は総じて寒さに強い穀物である。しかもモミのまま保
存すれば10年置いても芽を出し、味もほとんど変わることがない。冷害
で米がとれない年は雑穀が日常の食生活に欠かせない食材になった。そ
れだけではない、雑穀はお祝い事や神様のお供えには欠かせないものだ
から家には備えておくものであった。お供えする食べ物は小麦や米、雑
穀の粉、大豆も粉にして粉に水気を加えてこねてだんごにした。大豆も
雑穀と同じように食生活の重要な食材であった。
収穫後は長期間の保存も可能で、生命力の強い雑穀だから私たちに力
を与えてくれる。雑穀は日本人の健康をずっと支えてきた大事な食べ物
であった。日本の長寿村を調べた記録によれば、その地域の主食はほぼ
雑穀で、これが長生きの秘訣だとも言われている。5）
現代では健康食ブームにのって多くの人に雑穀が見直されて価格の面
でも高価な食材になっている。それは雑穀が日本の豊かな食文化を育ん
できた長い歴史があるからであろう。

3．雑穀や豆を使ったアイヌ伝統料理
アイヌ料理にはもっともふるい大切な作物の雑穀が使われていた。雑
、サヨ（雑穀のおかゆ）、シト（だ
穀はチサツスイエプ（雑穀のごはん）
んご）
、トノト（酒）の原料として重要な作物である。
豆類はマメ科植物の種子でイネ科に次ぐ重要な植物であり、食用とし
て栽培された歴史は穀類とともに古くアイヌ伝統料理には欠かせない重
、いろいろな種類のラタシケプ（煮もの）、チ
要な食材でルル（汁もの）
サツスイエプ（固めのごはん）の食材として多くのアイヌ伝統料理に使
われていた。
雑穀も豆類も初期の作物として古くから食べられ共に人々の命を支え
そのことが今日の長寿国を築き上げたといえる。その証拠に雑穀も豆も
昔からさまざまな行事に欠かせない材料として伝統料理や加工品に関わ
って親しまれ使われてきたことにある。
（31）
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1）チサツスイエプ（固めのごはん）の種類と作り方
チサツスイエプは雑穀類を固めに炊いたごはんである。（現代では雑穀
は高価な食材になっているため筆者が体験したアイヌ伝統料理のチサッ
スイエプは雑穀使用のところ米を使用した固めのごはんになっている）
アイヌ伝統料理ではサヨ（おかゆ）が主でごはんを炊くことはまれで
ある。
「聞き書

アイヌの食事」には、ごはんといってもあくまでもお

かゆの延長にある、水気の多いやわらかいごはんである。ふつうはひえ
を炊くので、炊き上がったばかりの時はふっくらとして食べやすいが、
冷えるとぱらぱらとほぐれてしまう。少しゆるめに炊いておくと、いく
らかねばり気があって冷えても食べやすいと書かれている。ひえ、あわ、
いなきびなどの雑穀の種類や米や麦など使う割合によって水加減を調整
してかため、やわらかめの炊き具合で美味しいごはんを炊いていたので
あろう。またごはんはおかゆのように具をたくさん入れて炊く。具はご
はんと一緒に炊き込んだり、具とごはんを別に炊いて混ぜ合わせる方法
があり、味付けは塩（海水）と脂である。
具の入ったごはん、チサッスイエプ はカムイノミ（神々の祈り）、祝
祭日、葬式、イチャルパ（祖霊祭）のときやお客の時につくることが多
い。具の材料の組み合わせはいろいろで種類が多い。
実習した6）チサッスイエプの種類と主な材料を表1に示す。
表１
１
２
３
４
５
６

チサッスイエプ（固めのごはん）の種類と主材料

料 理 名
メンクルチサッスイエプ
（豆・いなきびごはん）
チサッスイエプ
（そばの実ごはん）
カンポチャごはん
（かぼちゃごはん）
プクサごはん
（ぎょうじゃにんにくごはん）
いなきびごはん
やぶまめごはん

主 材 料
米、金時豆、いなきび、塩
タラの油
米、金時豆、そばの実、塩、タラの油
米、かぼちゃ、塩、タラの油
米、ぎょうじゃにんにく、ほたて
つぶ、にんじん、ごぼう、塩、タラの油
米・いなきび・塩・タラの油
米・いなきび・やぶまめ・塩・タラの油

（雑穀は高価な食材のために米に代替えして作られた）
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（1）メンクルチサツスイエプ（豆といなきびごはん）
＜材料＞
米・金時豆・いなきび・塩・タラの油
＜作り方＞
①米といなきびは別々にといでおく
②豆は８時間くらい水にうるかし少し
硬めに茹でておく
③米、いなきび、豆を入れ、少量の塩と油を入れて炊く
※油はごはんが炊き上がってから混ぜてもよい
（2）チサツスイエプ（そばの実ごはん）
＜材料＞
米・金時豆・そばの実・塩・タラの油
＜作り方＞
①米とそばの実は別々にといでおく
②米、そばの実、豆を入れ、少量の塩と
油を入れて炊く
※油はごはんが炊き上がってから混ぜてもよい
（3）カンポチャごはん（かぼちゃごはん）
＜材料＞

米・かぼちゃ・塩・タラの油

＜作り方＞
①かぼちゃの皮をむき、食べやすい大き
さに切る
②米をといで切ったかぼちゃと塩、油を
入れ一緒に炊く
※油はごはんが炊き上がってから混ぜても良い
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（4）プクサごはん（ぎょうじゃにんにくごはん）

＜材料＞
米、ぎょうじゃにんにく、ほたて、つぶ、にんじん、ごぼう、塩、タラの油
＜作り方＞
①米はあらかじめといで水に浸しておく
②具のほたて、つぶ、にんじん、ごぼうは煮ておく
③炊き上がったごはんに具と刻んだぎょうじゃにんにくを混ぜ合わせる
※油はごはんが炊き上がってから混ぜても良い
（5）いなきびごはん
＜材料＞
米・いなきび・塩・タラの油
＜作り方＞
①米といなきびは別々にといでおく
②米、いなきびを入れ、少量の塩と油
を入れて炊く
※油はごはんが炊き上がってから混ぜてもよい

きび：米＝1：10

（6）やぶまめごはん
＜材料＞
米、いなきび、やぶまめ、塩、タラの油
＜作り方＞
①やぶまめはきれいに洗う
②米といなきびは別々に洗って水に浸け
ておく
（34）
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③米、いなきび、やぶまめを入れて少量の塩と油を入れて炊く
※油はごはんが炊き上がってから混ぜても良い
2）サヨ（おかゆ）の種類と作り方
（1）トウレプサヨ（ひえかゆのおおうばゆりだんご入り）
＜材料＞
おおうばゆり（二番粉）、ひえ、塩
＜作り方＞
①ひえを洗って鍋に入れ、ゆるい粥を炊
く
②おおうばゆりの二番粉に水を加えだん
ごをつくる
③粥が炊き上がったらだんごを入れて炊き、塩で味付けして出来上がり
（2）コナサヨ（粉かゆ）
＜材料＞
とら豆、いなきび粉、砂糖、塩、
シケレペ（きはだの実）
＜作り方＞
①厚手の鍋で豆、きはだの実を煮る
②豆が柔らかくなったら砂糖、塩で味付
ける
③いなきび粉を入れる
④いなきび粉が完全に煮えるまで焦がさないようにかき混ぜながら煮る
＜いなきび粉の作り方＞

いなきびは１時間くらい水につけて臼やミルで製粉しふるいにかける
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（3）そばの実かゆ
＜材料＞そばの実、塩
＜作り方＞
①そばの実は軽く煎ってから、鍋に入れ
かゆを炊く
②沸騰するまでは強火、沸騰後は弱火で
15 ～ 20分程度じっくり炊く
③塩で味付けして出来上がり
3）シト（だんご）
シト（だんご）は米やあわ、いなきびなどの穀類の粉で作り、平らな
円盤状の形にして手のひらサイズの大きさにして蒸したり茹でたりして
作る。だんごは儀式には欠かせないものである。儀式のだんごは前日に
作り、料理は当日の朝から作る。
いなきびだんご

チポロシト

（昆布たれ）

（筋子たれ）

（鹿の脂たれ）

＜材料＞上新粉（米の粉）、白玉粉（もち米粉）、いなきび
たれ：昆布、筋子、鹿の脂
＜作り方＞
①米といなきびは別々にといで水に一晩つけておく。ザルにあげて、さ
らに一晩水切りをする。水を切った米といなきびを別々にカッター器
具で粉にして粉をふるいにかける
②米といなきびの粉にそれぞれにお湯を加えて練りだんごの形をつく
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る。米の粉（上新粉）と白玉粉（もち米粉）の割合は４：１を目安に
混ぜ合わる
③鍋にお湯を沸かし練って成形しただんごを入れて茹でる。だんごが浮
いてきたら茹で上がり
④茹で上がっただんごは冷まして器にもり、昆布たれ、生筋子、鹿の脂
をつけて食べる

＜昆布たれの作り方＞
①昆布を遠火であぶってから油で揚げる。それを細かく砕いて鍋に入れ、
だんごのゆで汁を入れて煮る
②タラの油を加えて味を整えながら煮詰めて昆布たれの出来上り、
だんごに昆布たれをかけて食べる

昆布を遠火であぶる

細かく砕く

油で揚げる

だんごのゆで汁で煮てタラの油で味を調える
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4）トノト ( 酒 )
酒は米やひえ、あわの材料で儀礼の際
に作られ、儀礼の10日位前に仕込まれる。
カムイノミ（神々への祈り）、イチ ヤ
ルパ（祖霊祭）など重要な祭事にはひえ

酒を使い、神に供える酒となっている。
儀礼のときの料理はトノト（酒）、シト（だんご）、ラタシケプ（煮もの）
やオハウ（汁もの）が作られ普段の料理より料理の数が多く食材や量が
豊富である。
5）豆を使った料理
（1）小豆のルル（小豆汁）
アイヌ料理の基本的なメニューにはオハウ・
ルルと呼ばれる汁ものがある。
＜材料＞
小豆・シト（上新粉、白玉粉）・かぼちゃ
塩
＜作り方＞
①小豆はあらかじめ水につけてうるかしておく
②かぼちゃは食べやすい大きさに切っておく
③小豆を煮て硬めに煮えたら、かぼちゃやだんごを入れる
④材料全体に火が通ったら塩を入れ、味を調える
（2）ニコロマメラタシケプ（豆のラタシケプ）
＜材料＞
豆（金時豆、トラ豆）、シケレペ（きはだの実）、
とうもろこし、米の粉（上新粉）、塩、油（タ
ラの油）
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※豆と米の粉の割合は２：１が目安
＜作り方＞
①豆とシケレペ（きはだの実）は、使う前日に水にうるかしておく
②豆とシケレペ（きはだの実）を炊き、豆の皮がむけるようになったら、
とうもろこしを入れて塩で味を付ける
③その後、上新粉を振り入れながらとろとろに固くなるまでかき混ぜる
④最後に甘みとしてタラの油（甘みとしての代用に砂糖）を加えよく混
ぜる
シケレペ（きはだの実）と豆を軟らかく煮て上新粉でとろみをつけた料
理である

きはだの実と豆は水にうるかし煮る

上新粉でとろみをつけ

（3）プクサラタシケプ（ぎょうじゃにんにくのラタシケプ）
＜材料＞
ぎょうじゃにんにくの茎（乾燥）
・大豆・
塩・タラの油
＜作り方＞
①大豆は調理する5 ～ 6時間前に水につ
けおく
②乾燥ぎょうじゃにんにくの茎の処理。乾燥したぎょうじゃにんにくの
茎は水でさっと洗い、水を切っておく
③浸水大豆を炊き、ぎょうじゃにんにくの茎を入れ炊く
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④炊き上がったらタラの油と塩で味付けをする

ぎょうじゃにんにく茎

煮大豆にぎょうじゃにんにくの茎を入る

（4）コウシラタシケプ（いなきび粉の豆煮）
＜材料＞
・とうもろ
金時豆・シケレペ（きはだの実）
こし・いなきび粉・塩・油・砂糖（魚油は甘
みとして使われるので魚油の代わり使用）
※豆と粉の量は２：１程度の量が目安
右

いなきび粉の豆煮

＜作り方＞
①豆やきはだの実は、使う前日に水にうるかしておく
②豆ときはだの実を炊き、豆の皮がむけるようになったら、とうもろこ
しを入れて塩を加えて味付けする
③その後、いなきび粉を振りいれながらとろとろになるまでかき混ぜる
最後に油（砂糖）を加えてよく混ぜる

4．雑穀や豆を使ったアイヌ伝統料理の栄養価
1）雑穀の栄養
雑穀は健康思考の雑穀ブームにより今日、高い商品価値を示している
が日本では縄文時代からつくっていた古い食べ物である。現在のように
健康のためではなく貴重な米を長くもたせるための補いで、米の節約の
ために多くの雑穀を混ぜた三穀飯、五穀飯のご飯であった。粒のままや
粉にしてさまざまな形でずっと食べ継がれてきた。
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米のごはんがごく当たり前になったのは、地域差もあるが1960年代（昭
和35年）カラーテレビ放送のころでそう昔の話ではない。
表２

穀類の栄養成分

エネルギー たんぱく質 脂質 カリウム カルシウム マグネシウム

ヒエ
アワ
キビ
モロコシ
ハトムギ
アマランサス（玄穀）
ソバ
精白米
玄米
胚芽精米
大麦・米粒麦
大麦・押麦
いんげんまめ
大豆

367
364
356
364
360
358
364
356
350
354
343
340
333
417

表３

9.7
10.5
10.6
9.5
13.3
12.7
9.6
6.1
6.8
6.5
7.0
6.2
19.9
35.3

3.7 240
2.7 280
1.7 170
2.6 410
85
1.3
6.0 600
2.5 390
88
0.9
2.7 230
2.0 150
2.1 170
1.3 170
2.2 1500
19.0 1900

7
14
9
14
6
160
12
5
9
7
17
17
130
240

95
110
84
110
12
270
150
23
110
51
25
25
150
220

1.6
4.8
2.1
2.4
0.4
9.4
1.6
0.8
2.1
0.9
1.2
1.0
6.0
9.4

亜鉛 ビタミンＢ1 ビタミンＢ2

2.7
2.7
2.7
1.3
0.4
5.8
1.4
1.4
1.8
1.6
1.2
1.2
2.5
3.2

0.05
0.20
0.15
0.10
0.02
0.04
0.42
0.08
0.41
0.23
0.19
0.06
0.50
0.83

0.03
0.07
0.05
0.03
0.05
0.14
0.10
0.02
0.04
0.03
0.05
0.04
0.20
0.30

食物繊維

4.3
3.4
1.7
4.4
0.6
7.4
3.7
0.5
3.0
1.3
8.7
9.6
19.3
17.0

穀類と精白米の栄養価比較（精白米の栄養価を1.0とした倍率）

エネルギー たんぱく質 脂質 カリウム カルシウム マグネシウム

ヒエ
アワ
キビ
モロコシ
ハトムギ
アマランサス（玄穀）
ソバ
精白米
玄米
胚芽精米
大麦・米粒麦
大麦・押麦
いんげんまめ
大豆

（可食部100ｇ当たり）
鉄

1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.0
1.2

1.6
1.7
1.7
1.6
2.2
2.1
1.6
1.0
1.1
1.1
1.1
1.0
3.3
5.8

4.1
3.0
1.9
2.9
1.4
6.7
2.8
1.0
3.0
2.2
2.3
1.4
2.4
21.1

2.7
3.2
1.9
4.7
1.0
6.8
4.4
1.0
2.6
1.7
1.9
1.9
17.0
21.6

1.4
2.8
1.8
2.8
1.2
32.0
2.4
1.0
1.8
1.4
3.4
3.4
26.0
48.0

鉄

亜鉛 ビタミンＢ1 ビタミンＢ2 食物繊維

4.1 2.0 1.9 0.6
4.8 6.0 1.9 2.5
3.7 2.6 1.9 1.9
4.8 3.0 0.9 1.3
0.5 0.5 0.3 0.3
11.7 11.8 4.1 0.5
6.5 2.0 1.0 5.3
1.0 1.0 1.0 1.0
4.8 2.6 1.3 5.1
2.2 1.1 1.1 2.9
1.1 1.5 0.9 2.4
1.1 1.3 0.9 0.8
6.5 7.5 1.8 6.3
9.6 11.8 2.3 10.3

1.5
3.5
2.5
1.5
2.5
7.0
5.0
1.0
2.0
1.5
2.5
2.0
10.0
15.0

8.6
6.8
3.4
8.8
1.2
14.8
7.4
1.0
6.0
2.6
17.4
19.2
38.6
34.0

雑穀の栄養効果は表2の雑穀の栄養成分により明確である。
雑穀は麦や精白米の成分と比較するとたんぱく質、鉄、ビタミン B 群、
食物繊維が多くふくまれている。表3に示したよう精白米の栄養価を1と
して比較するとエネルギーはほとんど差が無い。たんぱく質は1.6から
2.2倍、脂質は1.4から6.7倍と多い。特にミネラルが多くカリウムは1.9か
ら6.8倍、カルシウムは1.2から32倍、鉄は2から11倍である。食物繊維も
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豊富で、1.2から14.8倍と多い。ビタミンＢ1においてはひえやあまらん
さすは少ないがそばは米の5.3倍含まれている。雑穀を使用したアイヌ
伝統料理からは不足しがちなミネラルと食物繊維、ビタミン類が摂取で
き重要な栄養源になっていた。
稗（ひえ）はイネ科、野草のイヌビエが原種で、日本で栽培化された
日本産の雑穀。水田がないところではひえをつくり、米に変わる大事な
主食の穀物だった。小粒で灰色、炊くとやや乳白色になる。くせがなく
淡白で、まろやかな風味。精白して炊いたり、製粉して菓子の材料に用
いる。たんぱく質は多いがビタミンＢ1が少ない。
粟（あわ）はイネ科、2mm くらいの小粒で黄または黄白色でくせが
なく甘い。あわ飯、あわ粥、アワ餅、菓子の材料に用いる。鉄が豊富で
たんぱく質、ビタミンＢ1・B2が多い。
黍（きび）はイネ科、米と炊いたり、製粉してだんごにしたり、パン
や菓子の材料に用いる。たんぱく質、亜鉛、ビタミンＢ1・Ｂ2が多い。
もろこしはイネ科、米と同じくらいの大きさの粒でプチプチとした食
感で少し苦味がある。米と炊いたり、製粉してもちやだんごに用いる。
名前のとおり唐土から日本に伝わった雑穀である。コーリャン・タカキ
ビの別名がある。カリウム、マグネシウム、食物繊維が豊富である。
はとむぎはイネ科、雑穀の中でもたんぱく質が13.3ｇと豊富。
擬似雑穀のあまらんさすはヒユ科の1年草で近年新しい雑穀として注
目され栽培されている。カリウム、カルシウム、鉄、食物繊維が豊富で
雑穀の優等生であるがビタミンＢ1だけが特に少ない。
2）チサツスイエプ（固めのごはん）の栄養価
チサッスイェプ（固めのごはん）の栄養価を表4に示した。
チサッスイェプの栄養価の算出には「5訂増補食品成分表2006」を使
用した。魚油（タラの油）は「公衆衛生検査センター」の試験検査結果
を使用し成分値に無い食材は類似食品の数値を使用した。チサッスイェ
（42）
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プ（固めのごはん）の分量は茶碗一杯160ｇ（精白米70ｇ）の試食量で

計算した。混合した雑穀や豆の量は精白米の10％割合の使用量で計算し
た。実際はもっと多い量が使用されていたことである。よって実際の栄
養価は雑穀や豆の使用量によって表4に示した栄養価より高い数値にな
る。
表４

チサツスエプ（固めのごはん）の栄養価（茶碗１杯160ｇ）

メンクルチサッスイェプ（豆といなきび入りごはん）

335

6.7

4.5

198

15 1.2

2810

2.4

0.11

0

2.0

チサツスイエプ（そばの実入りごはん）

329

6.3

4.6

197

14 1.1

2810

2.4

0.12

0

2.0

カンポチャごはん（かぼちゃ入りごはん）

298

4.7

4.3

154

7 0.7

2876

3.4

0.07

9

1.1

プクサごはん（ぎょうじゃにんにく入りごはん）

321

10.2

4.3

245

24 1.0

2903

3.0

0.08

7

1.5

いなきびごはん

309

5.1

4.4

78

4 0.7

2810

2.4

0.07

0

0.5

やぶまめごはん

346

7.5

5.5

236

11 1.3

2810

2.4

0.07

0

1.8

323

6.8

4.6

185

13 1.0

2837

2.7

0.09

3

1.5

18

2.0

0.5

62

7 0.3

42

0.4

0.02

4

0.6

最大値

346

10.2

5.5

245

24 1.3

2903

3.4

0.12

9

2.0

最小値

298

4.7

4.3

78

4 0.7

2810

2.4

0.07

0

0.5

平均栄養価
標準偏差

表５

アイヌ伝統料理の平均栄養価

2709

3.1

13.1

±62

±8.4 ±2.8 ±230 ±28 ±0.4 ±966 ±0.8 ±0.09 ±11 ±0.9

175
±53
187
±73
323
±18

5.3

5.0

1.5

922

152

±4.5 ±2.0 ±114
5.6

5.3

320

73

1.5

190

10

0.4

324

1.0

0.16

0.09

51

6

4.5

0.9

±7

±0.2 ±937 ±2.0 ±0.12 ±8

±0.6

29

1.0

3.9

3.6

2897

0.08

25

±2.6 ±1.8 ±201 ±22 ±0.2 ±139 ±2.1 ±0.06 ±18 ±1.8
2837

2.7

185

13

1.0

±2.0 ±0.5 ±62

±7

±0.3 ±42 ±0.4 ±0.02 ±4

6.8

4.6

0.09

3

1.5
±0.6

①エネルギー
チサツスイエプ（固めのごはん）やサヨ（おかゆ）は穀類に具を入れ
て炊いたものである。食材は米、雑穀、そばの実、豆、南瓜、野菜類、
魚介類などで味付けは塩と油である。チサッスイェプ（固めのごはん）
とサヨ（おかゆ）の違いは水加減であり、水分量を少なく炊き込んだチ
サッスイェプ（固めのごはん）は祭事にお供えするものの一つで特別な
ごはんであった。具材の組み合わせによって栄養価は異なる。
（43）
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エネルギーの平均は323±18kcal（平均値 ± 標準偏差）、最大346kcal、
最小298 kcal で具材の違いによる差は小さい。米のごはん一杯160ｇ（精
白米70ｇ）と比べると高カロリーである。チサッスイェプ（固めのごは
ん）が高カロリーになるのはタラの油（魚油）を使用していることでエ
ネルギーが増強されている。また油の使用で穀類のパサツキを抑え炊き
上がりが美味しくなった。表5のアイヌ伝統料理の平均栄養価で見ると
オハウ（汁もの）
、サヨ（おかゆ）、ラタシケプ（煮もの）と比べチサッ
スイェプ（固めのごはん）は特に高カロリーであったことから特別なメ
ニューとしての存在を感じた料理である。
②たん白質
たん白質の平均は6.8±2.0ｇ（平均値±標準偏差）、最大10.2ｇ、最小
4.7ｇと具材の種類により差が大きい。最大たん白質のチサッスイェプ（固
めのごはん）はプクサごはんでほたて、つぶの動物性食材が使われ、動
物性たん白質が摂取できた。やぶまめごはんやそばの実入りごはんの豆
やそば、いなきびは植物性たん白質の重要な給源になった。精白米のた
んぱく質を1.0とすると（表3）豆は3.3倍、いなきびは1.7倍、そばの実
は1.6倍摂取できる。
③脂質
脂質の平均は4.6±0.5ｇ（平均値±標準偏差）、最大5.5ｇ、最小4.3ｇ
と種類の差は小さい。チサッスイェプ（固めのごはん）にはタラの油小
匙1（4ｇ）使用することで3.6ｇの脂質が摂取できる。ごはんからの脂
質摂取は本来期待できないが雑穀や豆類の具材とタラの油の使用で脂質
の摂取がエネルギー源となり、穀類の腹持ちがよくなっている。さらに
脂質はエネルギー源としてだけではなく脂溶性ビタミン（A・E・D・K）
の吸収を助けるはたらきがある。精白米の脂質を1.0とすると（表3）ひ
え４倍、あわ３倍、きび２倍摂取できる。タラの油にはビタミンＡとＥ
が豊富に含まれているので、タラの油小匙1（4ｇ）の使用でビタミンＡ
は2810μｇ、ビタミンＥは2.3mg 摂取でき栄養価値が高い。チサッスイ
（44）
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ェプ（固めのごはん）にタラの油を使用することで脂質の摂取だけでは
なく雑穀に不足しているビタミンＡ、Ｅが十分補うことのできる取り合
わせである。
④カリウム・カルシウム・鉄
カリウムの平均は185±62mg（平均値±標準偏差）、最大245mg、最
小78mg で食材による差が大きい。カリウムは動物、植物の食品に広く
含まれているので、具材の多い種類ほどカリウム摂取量が多くなる。精
白米のカリウムを1.0とすると（表3）ひえ、あわは３倍、いなきび２倍、
そばの実は4.4倍、豆は17倍摂取できる。雑穀や豆の使用でカリウムの
摂取は高まる。
カルシウムの平均は13±7mg（平均値±標準偏差）、最大24mg、最小
4mg でチサッスイェプ（固めのごはん）からのカルシウム摂取は大変に
難しい。雑穀のカルシウム含量も精白米1.0とすると（表3）２倍前後で
あるが中でもあまらんさすは32倍と多くカルシウムの給源として効果大
の注目すべき雑穀である。豆類もカルシウムの含量は高い。
鉄の平均は1.0±0.3mg（平均値±標準偏差）、最大1.3mg、最小0.7mg
である。カルシウムと同じくチサッスイェプ（固めのごはん）からの鉄
の摂取は大変に難しいが雑穀の使用で鉄の補給になった。精白米を1.0
とすると（表3）ひえ２倍、あわ６倍の鉄が含まれている。あまらんさ
すは11.8倍とカルシウム同様に鉄の給源として注目すべき雑穀である。
カルシウム同様に豆類の鉄含量は高い。
⑤ビタミンＡ・Ｅ
ビタミンＡの平均は2837±42μｇ（平均値 ± 標準偏差）、最大2903μｇ、
最小2810μｇ。平均ビタミンＥは .7±0.4mg（平均値 ± 標準偏差）、最大
3.4mg、最小2.4mg 共に種類による差は少ない。調味料としてのタラの
油を使用することでビタミンＡ・Ｅが十分に摂取できた。すけとうたら
の肝臓から摂取したタラの油はビタミンＡ・Ｅの給源として重要なはた
らきをしていた。たらの肝臓にはビタミンＡが多いので肝油の原料とし
（45）
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て利用されている。
⑥ビタミンＢ1・Ｃ
平均ビタミンＢ1は0.09±0.02mg（平均値 ± 標準偏差）、最大0.12mg、
最小0.07mg で差は小さい。最大はそば入りごはんでそばの実には精白
米の5.3倍、豆は6.3倍のＢ1が含まれているがひえは0.6倍と少ない（表3）。
雑穀に少ないビタミンＢ1は、そばの実や豆を使用することで摂取でき
る。
ビタミンＣの平均は3±4mg（平均値±標準偏差）、最大9mg、最小
0mg と種類による差は大きい。穀類にはビタミンＣが含有しないので
具材のかぼちゃやぎょうじゃにんにくの野菜類を使用することでわずか
な給源になっている。
⑦食物繊維
食物繊維の平均は1.5±0.6ｇ（平均値±標準偏差）、最大2.0ｇ、最小
0.5ｇで種類による差がある。精白米の食物繊維を1.0とすると ( 表3) 雑
穀は３倍以上含まれ、ひえは8.6倍、あわは6.8倍、そばの実は7.4倍と多
く食物繊維が多いのは雑穀の栄養価の特徴である。豆においては38.6と
多く雑穀、そば、豆を具材とし使用すると使用量によっては現代の食で
満たすことの難しい食物繊維が摂取できていた。
3）雑穀でつくるサヨ（おかゆ）の栄養価
サヨ（おかゆ）は雑穀にたっぷりの水を入れて炊いたもので米を混ぜ
ることもあった。ひえ、あわ、きび、そばの実などを使い山菜やきのこ、
豆類、海藻、魚介類を具として入れて作られた。その具材はオハウ（汁
もの）の種類で決められたり、そのときの食欲や健康状態などが考慮さ
れオハウ（汁もの）とサヨ（おかゆ）の組み合わせが考えられていた。
サヨ（おかゆ）の栄養価については本学の苫小牧駒澤大学紀要第20号に
まとめた。表5に見るサヨ（おかゆ）はアイヌ伝統料理の基本メニュー
のオハウ（汁もの）、ラタシ ケプ（煮もの）よりは平均栄養価は低い値
（46）
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であるが、オハウ（汁もの）の量不足を補うばかりではなく栄養面も補
うことができた。雑穀やそばの実を使用することで鉄、カルシウム、ビ
タミン B1、食物繊維の重要な栄養源になっていた。
4）豆で作る料理の栄養価
豆類はマメ科植物の種子でイネ科に次ぐ重要な植物であり、食用とし
て栽培された歴史は穀類とともに古い。
表6に見るあずき、いんげんまめ、えんどう、そらまめは炭水化物が
多く、脂肪が少ない豆（あんこになる豆）、大豆や落花生は炭水化物が
少なく脂質が多い（あんこにならない豆）など主成分の違いがある。
表６

大豆

417

35.3 19.0 1900

落花生

562

25.4 47.5

あずき

339

いんげんまめ
えんどう

豆類の栄養成分

（可食部100ｇ当たり）

240 9.4

6

0.83

0.30

0

740

50 1.6

0

0.85

0.10

0

7.4

20.3

2.2 1500

75 5.4

0

0.45

0.16

0

17.8

333

19.9

2.2 1500

130 6.0

0

0.50

0.20

0

19.3

352

21.7

2.3

870

65 5.0

89

0.72

0.15

0

17.4

そらまめ

348

26.0

2.0 1100

100 5.7

5

0.50

0.20

0

9.3

えだまめ

135

11.7

6.2

590

58 2.7

240

0.31

0.15

27

5.0

さやえんどう

36

3.1

0.2

200

35 0.9

560

0.15

0.11

60

3.0

さやいんげん

23

1.8

0.1

260

48 0.7

520

0.06

0.11

8

2.4

グリーンピース

93

6.9

0.4

340

23 1.7

410

0.39

0.16

19

7.7

17.1

どの豆も共通してたんぱく質やビタミンＢ1が多く含まれる特徴があ
る。
「畑の肉」と呼ばれる大豆には約35％のたんぱく質が含まれている。
豚肉の17％、牛肉の21％と比べても大豆のたんぱく質含量の多いことは
あきらかである。大豆以外の豆にも20％以上含まれているので貴重なた
ん白質源になる食品である。しかも米のたんぱく質に足りない必須アミ
ノ酸のリジンが大豆たん白質にはあり、大豆たんぱく質に多くはないメ
チオニンが米のたんぱく質に多く含まれている。それぞれの足りないも
のを補い合うアミノ酸組成になっているため、米と大豆を一緒に食べる
ことが動物性たんぱく質に劣らない理想的なたんぱく質を摂取できるこ
（47）
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とになる。
大豆の脂質は約20％と高く脂肪酸組成は不飽和脂肪酸のリノール酸が
50％以上、リノレイン酸25％以上の含量で栄養的に優れいる脂肪酸組成
である。リノール酸は人の栄養に必須の脂肪酸でありコレステロールの
沈着を防いで動脈硬化や高血圧を予防するはたらきをする脂肪酸であ
る。
その他ビタミンＢ1・Ｂ2は米よりも数倍から10倍以上高い含有量であ
る。ビタミン A 効力をもつカロテンは平均10μｇ含んでいるが野菜とし
て用いられる豆類（えだまめ、さやえんどう、さやいんげん、グリンピ
ース）の含量は高い。
カルシウムはほとんどの豆に穀類よりも著しく多く、大豆には240mg
の高い含有量であり他の豆類も100mg 前後含んでいる。鉄は9.4mg と
よい供給源であり、豆類平均しても6mg 含んでいる。
食物繊維は全ての豆に豊富に含まれているのでコレステロールを下げ
たり大腸がんや糖尿病の予防に注目される食品成分である。
野菜として用いられる豆類の未熟種子のえだまめ、さやえんどう、さ
やいんげん、グリンピースには通常の野菜と同じくらいビタミン A 効
力をもつカロテンやビタミン C が含まれている。
豆の栄養成分にはわずかに欠如している成分もあるがほぼ全ての成分
が豊富に含まれる完全食品に近い食品といえる。
精進料理に豆がよく使われるのは動物性食品を摂取しなくとも、良質
のたんぱく質やビタミン B1が摂取できるすばらしい食材であるからだ。

5．やぶまめの採取体験
アイヌ民族の伝統的生活空間（イオル）再生事業で「山のイオル体験
交流」が2010平成22年11月13日に白老町ポロト湖周辺で行なわれ筆者も
参加した。
（48）
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イオル再生構想とは「アイヌの人々の生活を支えてきた伝統的な暮らし
の場」を今によみがえらせ（再生し）、生活の中から生まれたアイヌ民
族の文化を伝承する事業である。
体験交流の内容はアイヌ民族の有用植物を植栽した森「アシンニタイ・
新しい森」とポロト自然休養林の散策やアイヌ語でアハと呼ばれるやぶ
まめを採取しやぶまめごはんの試食体験であった。
前日の台風のような雨風から一変して快晴の中で山のイオル体験をす
ることが出来た。しらおいイオル事務所「チキサニ」学芸員の能登千織
さんの説明によると、イオルはアイヌ語で、山菜を採ったり、鹿や熊な
どの動物を捕る狩をする狩場、魚を捕る魚場などで、アイヌ民族が生活
するために必要なものを手に入れる自然空間である。今日の体験は自然
の空間である山のイオルをつかってやぶまめを採取する。普通の豆は地
上に出来るが、やぶまめは土の中に出来る豆でありアイヌ民族の食料の
一つであった。やぶまめを掘るのに時間がかかって大変だが、ビタミン
が多く含まれているので山菜がなくなる時期、冬に向かって不足するビ
タミンの摂取が出来る貴重なビタミン給源の食材である。説明のあった
やぶまめの見本（写真）は、小さくまるで黒い石ころのようでこれを食
べるなど思えない形体の豆であった。アイヌ民族は、これをごはんに炊
き込んで食べたり、たくさんとれた時はゆでて脂をつけて食べることも
あった。という説明を受けてからやぶまめ採取体験が実施された。
白老町が北海道立衛生研究所食品科学部健康栄養科に分析依頼した
「ヤブマメの栄養成分分析結果」資料によるとやぶまめのたんぱく質は
15.1ｇ、脂質6.7ｇ、カルシウム42㎎でえだまめに近い成分値であった。
食物繊維8.4ｇは生グリンピースや乾そらま
め、落花生に近い豆である。炭水化物27.2ｇ
は乾大豆28.2ｇとほとんど変わらない。筆者
は何度かやぶまめを食したが数ある豆の中
から枝豆に近い美味な豆だと思った。
（49）
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1）アハ（やぶまめ・つちまめ）
写真「やぶまめの花・地下のやぶまめの閉鎖花の果実」7）
http://www.geocities.jp/hakobesuki/tosyosya/mame/yabumame.html
やぶまめという名前は、文字通り藪のようなと
ころに生える豆というところからきている。
やぶまめの科名はマメ科、アイヌ語名はアハ（地
中にできる豆）、和名は藪豆（やぶまめ）という。
北海道から九州、朝鮮、中国の道端で見られる。
蔓性の一年草で日当たりの良い草地などで蔓をほ
かの植物に巻きつけて伸びる、夏から秋にかけて
9月以降に薄紫色の花を咲かせ（写真上）、花の後
豆果には種子が3 ～５個入っている。やぶまめは
地上に開放花（ふつうに咲く花）と閉鎖花（花を
咲かせない）
、さらに地中に閉鎖花の３種類の花
を咲かせる。地中の閉鎖花は茎の一部から地表近
くの枝が地中に伸びて土の中かで果実を実らせ
る。自家受粉するための花（閉鎖花）をつくり大
きな豆（アハ）を１個付ける（写真下）。果実は地上と地下の両方に出
来るが食用として食べるのは地中果で直径1cm の楕円形をしている。
この果実の中には種子は１つしかなく、地上部に形成される種子よりも
大きく翌春には新たな芽を出す。地上部の種子は有性生殖であるので多
様な性質をもっていて新たな場所へと散布されることを期待している。
地下に形成した種子は、単為生殖であるので自らと同じ遺伝子を持って
おり、まずは来年への存続を確保するという戦略である。このような戦
略は、来年もやぶまめが生育可能な立地条件であることがかなりの確率
で予想される場合に成り立つ。やぶまめの生育地は、そのような、来年
も一年性のツル植物が生育可能な立地にある。
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2）やぶまめの採集
アイヌ民族はアハ（やぶまめ）を秋に茎
葉が枯れた頃、または早春の芽が出る前に、
シツ タプ とうい土掘り道具を使って採取し
た。やぶまめの体験は自生している日当た
りのよい草地の所に移動してやぶまめ採取
を始めた。まるでなにをどう探して何処を
掘っていいのかまったくわからない。説明
によるとやぶまめの茎は細い蔓となって側
にある植物に何でも巻きついて伸びている
ので、まずは地上の蔓を見つけることであ
った。蔓には種子が入った小さな莢が付い
ていたので探す目印になった。莢には小さ
い豆が付いている種で、本当に小さい種で
ある。見た目は小さな莢豆のかれた状態で
ある。
蔓が見つかったらそこから1ｍ範囲を掘
るとやぶまめが見つかる可能性が大きいよ
うだ。土を掘ると土の中らやぶまめがあら
われる。余り深く掘っても見つからない、
意外と浅い土の中に豆はあった。豆はとて
も石と紛らわしく経験の無いものには区別
がつきにくい。石との区別をするには、色が少し茶色がかったような紫
がったようなマーブル模様が特徴であること、また果実に薄い皮が付い
ているので指で果実の表面をなぞると皮がつるりとむけるので石との区
別がはっきりわかる。探し続けていると不思議とやぶまめと似たような
石があるものだ。ただ黙々と蔓のあった周辺の浅い部分を手探りで探し
た。時間とともに慣れてきて石との区別がついたりやぶまめのありそう
（51）
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な場所を見つけることが出来た。大物のやぶまめをねらって探し続けた。
掘った土の周りは落ち葉などで均しておい
た。まさに体験しないとやぶまめの採取は
出来ない。1個見つけたら近くにたくさん
あるだろう、または蔓状に豆が付いている
のかと思ったがまったくちがった。1個見
つかっても次がなかなか見つからなかっ
た。やぶまめの生態を知ると納得できる。
探し続けてやっと大きいのを見つけて感動
した。2個分の大きさがある表彰ものであ
った。
果実は地上と地下の両方に出
来るが食べるのは地中果で直径
１㎝程度の楕円形をしているが
小

大
採取したやぶまめ

採取したものは写真のように
1.4㎝から0.4㎝様々の大きさで
小さいものが多かった。小一時

間に渡って採取してもわずかな量しか取れなかった。
この豆、やぶまめが食べられると知ったことに驚く。煮るとほこほこ
して栗のような味がして美味しい豆である。やぶまめは11月の秋の深ま
った時期に採取したが、春先芽の出る前の時期にも取れるが、それには
秋に取った場所を記憶しておくことが必要だ。土の中で一冬越した春の
もののほうが甘くておいしいと好まれる。採取したやぶまめはきれいに
水洗いして土を落して表面の茶色の表皮を取ると薄紫色の豆になる。
お米と一緒にいれて炊くが水加減はお米だけよりも多めにし、好みで塩
を入れる。たくさん採れたときにはやぶまめだけを炊いて脂をつけて食
べる。天日で乾燥させて保存すると冬期間のビタミン不足を補給する貴
重な食材の一つだった。
（52）
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6．雑穀と豆類の栄養効果
昭和40年代前半までは日本各地には雑穀がごく自然なものとして栽培
され続けて粒のままや粉にしてとさまざまな形で食べ継がれてきた。
岩手県の県北地方には昔から雑穀と豆と小麦の食文化が日常食から晴
れの食まで数多くの郷土食が伝承されている。地域の食文化を紹介し伝
5）
承し新しい魅力発見できる創作料理にも挑戦し作られ食べられている。

雑穀と豆類の栄養効果は表２. ３. ６に示したとおりでビタミン類、ミ
ネラル類、食物繊維が豊富に摂取できる。現代人の食事中のビタミンや
ミネラル摂取はどうであろうか。野菜の摂取不足だけが原因とはいえな
い、日本食品標準成分表の文献値から見ると食品中のミネラル含有率は
減少傾向に変化している。その原因は野菜の品種の変化が土の中のミネ
ラルを吸収できなくしているようである。食事のミネラル不足は野菜だ
けのせいではない、加工食品やインスタント食品、レトルト食品による食
材の精製がミネラル不足の原因になっている。お米も精米をすればする
ほど胚芽に含まれるビタミン、ミネラル、食物繊維が取り除かれる。砂
糖や塩も同じで黒砂糖はミネラルをたくさん含んでいるが、白砂糖は精
製によって減少する。塩も天日塩や海水蒸発塩はミネラルを含んでいる
が、精製塩は99％以上が塩化ナトリウムでミネラルは含まない。このよ
うに精製された食材はミネラル不足を招いてしまう原因になっている。
ミネラルを摂取するには主食の米を未精米の玄米のほうがよいが圧力
釜で炊かなければならないという手間がある。胚芽を残す精米法から7
分つきや胚芽米の使用でミネラルが摂取できる。また雑穀類の使用は米
に混ぜて炊く雑穀米が効果的である。雑穀類はごはんに混ぜる主食ばか
りではなく汁の具、副菜の具材のつなぎとして、餅、だんご、菓子など、
すなわち、
ごはんと汁とおかずとおやつのお菓子など全て応用が出来る。
雑穀は粒のままでも粉にしてでも様々な形で料理に使うことができる食
材である。
（53）
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飽食の時代といわれているが日常不足する栄養素にはミネラルばかり
ではなくビタミン B1がある。外食の機会が増えていることや、インス
タント食品や清涼飲料水などを利用する機会が増えていることで食事が
糖質に偏りがちになる。糖質は体内で消化吸収、代謝される過程でビタ
ミン B1を必要とするのでビタミン B1が不足する。不足の状態が続くと
脚気や多発性神経炎などに至らなくとも疲労感や眠気などの症状を感じ
る人が増えてくる。豆類にはビタミンＢ1が多く含まれる特徴があり、
特に大豆にはビタミン B1が100ｇ中0.83mg と大変多く含まれているの
で栄養的に優れた食材である（表6）。しかし大豆は硬く調理に時間がか
かるため大豆料理は家庭の食卓にはあまり登場しない。昔の人は栄養的
に優れている大豆を何とか食べようと豆腐や油揚げ、納豆に工夫して大
豆製品から優れた栄養をとることを考え出した。
伝統料理や保存性から考えると大豆製品に頼ることでは解決されない
が高野豆腐やきな粉、湯葉など長期保存できる食品の活用法を学ぶこと
で優れた栄養を摂取することができる。それは保存食としてではなく
日々の日常の食事に取り込むことである。
雑穀も豆類も栄養面で良いと解ってはいるが食事に取り入れることは
少ない。雑穀のもちきびはねばりとやわらかな食感と甘み、あわはふわ
ふわして甘みがある、ひえは香ばしい深みのある香り、あまらんさすは
プチプチの食感、たかきびはひき肉のような食感が魅力であることを知
ってほしい。
主食としての雑穀の利用ばかりでなく副食の素材として料理に使うこ
とで不足しがちなミネラル、ビタミン、食物繊維が摂取できる効果は大
きい。雑穀や豆類には栄養がたっぷり、今こそ伝統料理を見直し、創作
料理にもとりくみ積極的に食べて雑穀料理を身近にしていきたい。
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7．おわりに
アイヌ民族の食料は狩猟、漁労、植物採取に頼っていた。植物性食料
の中では野生植物が種類も量も多く、栽培も古い時代から行なわれてい
たことが知られている。作物の種類は少なく主にひえ、あわ、きびの雑
穀が主で、他にそば、大豆で漁労の補助として営まれ耕作規模も小さか
った。雑穀は日常ではサヨ（おかゆ）で煮て食べ祝祭時にはチサツスイ
エプ（固めのごはん）に炊き、シト（だんご）やトノト（酒）の原料に

なった。豆はチサツスイエプ（固めのごはん）やルル ( 汁もの ) やラタシ
ケプ（煮もの）の主材料になっていた。雑穀や豆類は長期保存がきくた
めに飢餓の際の非常食や冬場の大切な栄養源として人の食生活に重要な
役割を担い、行事にも欠かせない食材であった。
幸い北海道はそばや豆類、きびの産地であり近年はあわやはとむぎな
どの雑穀の生産量が伸びている。雑穀や豆を昔ながらの美味しい食べ方、
料理の仕方、食材の扱い方を学び豊富な栄養を頂く食生活を次世代に伝
承していきたい。アイヌ伝統料理の伝承とともに「雑穀と豆の食文化」
を北海道に定着させていきたい強く思っている。

（55）
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グスタフ・マーラーとドイツ文化受容
Gustav Mahler and a Reception of German Culture

髙
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良

平

Ryohei

キーワード：世紀末ウィーン ドイツ・オーストリア芸術
ユダヤ人

洋楽受容

マーラー

要旨
グスタフ・マーラーは、世紀末ウィーンを代表する指揮者・作曲家として没後
100年が経過した現在なお注目を集める存在である。彼の生きた時代のオーストリ
アは帝国崩壊直前の爛熟した芸術文化が栄えていたが、当時の日本は幕末から明
治にかけて急速に近代化を推し進め西洋文化を貪欲に採り入れる時期を迎えてい
た。明治中期に洋楽受容が軌道に乗り、ヴァグナー・ブームが起きる頃、ウィー
ンの音楽界の頂点に立っていたのがマーラーだった。昭和初期に近衛秀麿とユダ
ヤ系の指揮者が日本初演したマーラー作品は、テキストとした『少年の魔法の角笛』
やリュッケルトの詩などドイツ文学の受容にも貢献した。
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はじめに
世紀末ウィーンで指揮者・作曲家として活躍したグスタフ・マーラー
Gustav Mahler(1860－1911)、彼の作品は生前はほとんど顧みられるこ
とがなかったが、今や人気作曲家の一人として名声を博し、オーケスト
ラのレパートリーに欠かすことができない存在となっている。マーラー
の生誕150年にあたる2010年と没後100年である2011年と記念の年が続
き、世界各地で交響曲全曲演奏会が開かれ、CD の発売や書籍・雑誌の
特集号の出版、特集音楽番組の制作・放映など記念行事が目白押しの2
年間であった。中でも特筆すべきは、後述する劇映画『マーラー

君に

1

捧げるアダージョ』 （原題“Mahler auf der Couch”）の制作・上映
であろう。単なる偉人の伝記映画でなく、歴史的事実に基づいたフィク
ションであり、作品が生み出された背景をマーラーの曲を効果的に映画
音楽として活用して描写するなど、マーラーを理解する上で興味深い点
が多数あって、今世紀におけるマーラー受容の一つの成果を示すものと
言えよう。
さて、ここで忘れてならないのが、2011年というのは日本とプロイセ
ンが修好通商条約を結び、日独の国交が開いて150年の記念の年でもあ
るということ、すなわち、マーラーの生きた時代は幕末から明治にかけ
ての日本の近代化の時期と重なることである。近年日独文化交流・文化
受容を専門領域として大学で研究・教育を進めてきた筆者の立場から、
マーラーもこの枠組みで論じることはできないかと考えて試みたのが本
稿である。
そこで本稿では、マーラーの生きた時代のドイツとオーストリアを日
本と比較することから始めて、マーラーの人物と作品が日本でどのよう
に受容されたかを明らかにし、さらにマーラーを通して受容されたドイ
ツ文化について考えていきたい。
（89）
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１．マーラーの生きた時代
まず本稿のタイトルを「マーラーとドイツ文化受容」にした理由を説
明しながら始めたい。グスタフ・マーラーは、1860年7月7日にオースト
リア帝国のボヘミアの小村カリシュトでドイツ語を話すユダヤ人の家に
生まれた。同年10月一家はモラヴィアの田舎町イーグラウに移り住み、
グスタフは15歳でウィーン音楽院に入学するまで、この町で暮らし教育
を受けている。まわりがスラブ人とドイツ人ばかりのユダヤ人の生活と
いうものを日本では想像するのも難しいが、マーラーはよく妻のアルマ
にこう語ったという。
「私は三重の意味で故郷のない人間だ。オーストリア人のあいだでは
ボヘミア人として、ドイツ人のあいだではオーストリア人として、全世
界のなかではユダヤ人として、どこに行っても招かれざる客、ぜったい
に、
《歓迎される》ことはない。」2
自らこう語るようにマーラーは故郷をもたない異邦人とか「マージナ
ル・マン」3であるとされるが、ドイツ語を母語として育ち、ドイツ語
のギムナジウムに通い、日常生活でも仕事でもドイツ語を使用し、歌曲
の作曲においても原詩はほとんどドイツ語で書かれたものばかりだっ
た。その点でマーラーの作品は紛れもなくドイツ語圏の文化の一部をな
していると言えよう。しかし、ここで私が問題提起したいこと、それは、
マーラーについて調べたり考えたりすればするほど、彼の生きた時代の
ドイツ・オーストリアの特殊事情が重くのしかかってきて、最終的にど
うしてもユダヤ人問題に突き当たらざるをえないことである。誤解を恐
れずに言えばこれも１つのドイツ文化なのではないだろうか。
それでは次に、マーラーの生きた時代をふりかえってみよう。生まれ
た1860年当時のオーストリアは斜陽の帝国であった。1859年、イタリア
（90）

苫小牧駒澤大学紀要

第25号

2012年３月

統一戦争でオーストリアが北イタリアのロンバルディアを失い、61年、
イタリアが統一を果たす。66年、プロイセン＝オーストリア戦争に敗北
し、
オーストリアがヴェネチアをイタリア王国に割譲させられる。67年、
オーストリア帝国皇帝とハンガリー国王を、フランツ・ヨーゼフが兼ね、
ここにオーストリア＝ハンガリー二重帝国が成立する。
マーラーが後に仕えたこの皇帝フランツ・ヨーゼフ1世は、1848年か
ら1916年まで在位しマーラーの全生涯を包み込むほど長きにわたって君
臨したが、プロイセンに敗れて以来、多民族王朝ハプスブルク帝国にと
っては、諸民族が共生することが唯一の存続の道であった。しかし、帝
都ウィーンでは多くのユダヤ人の流入を恐れる市民は、反ユダヤ主義者
カール・ルエガーを支持した。皇帝の何回もの拒否にあいながら、つい
にルエガーは1897年市長になる。同時期にウィーン宮廷歌劇場の監督の
地位につくのがユダヤ教からカトリックに改宗したマーラーであった。
ユダヤ人が「世界第一の歌劇場」の音楽監督になることを反対する勢力、
とりわけバイロイトのコージマ・ヴァグナーを抑えるため、改宗は第一
条件だったようである。4
そして、1871年のドイツ帝国誕生とは対照的に、大ドイツ主義に挫折
し凋落するオーストリアの国民にとってもまた「ドイツ人のあいだでは
オーストリア人として」というマーラーの言葉は胸に深く突き刺さるに
違いない。640年近くオーストリアを統治してきたハプスブルク家の絶
大な力が衰退し、帝国の文化が最後の輝きを見せた世紀末ウィーンを目
指し音楽界の頂点に立ったボヘミア生まれの東方ユダヤ人マーラー、そ
の軌跡はある種のサクセス・ストーリーと言えなくもない。
その頃、極東の小国日本は急速に近代化を推し進めて、明治政府は貪
欲に西洋文化を採り入れるため外国人教師を雇うとともに、欧米に多く
の留学生を送り込んだ。資料1の「マーラーと日本年表」（92 ～ 95頁）
を参照されたい。マーラーより2歳年下の森鷗外（1862－1922）もその一
人で、立身出世を目指して上京し、陸軍軍医としてドイツに留学した。
（91）
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資料１
1860

万延元年

1861
1865
1870
1875
1877
1878
1879
1880
1881

文久元年
慶応元年
明治3年
明治8年
明治10年
明治11年
明治12年
明治13年
明治14年

1882
1883

明治15年
明治16年

1884
1885

明治17年
明治18年

1886
1887
1888

明治19年
明治20年
明治21年

1889

明治22年

1891

明治24年

1892
1894

明治25年
明治27年

1895
1896

明治28年
明治29年

1897

明治30年
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「マーラーと

7月7日、グスタフ・マーラー、ボヘミアのカリシュトにて生まれる。
10月、一家はモラヴィアのイラーヴァ（イーグラウ）に移住。
弟 エルンスト誕生
この頃から音楽のレッスンを始める。
イラーヴァで初めてのピアノ演奏会。
ウィーン音楽院に入学。
ウィーン大学でブルックナーの講義を受ける。
《ピアノ五重奏曲》による作曲賞を受賞。同年ウィーン音楽院を卒業。
8月31日、後に妻となるアルマ・シントラー生まれる。
《嘆きの歌》（初稿）完成。
《嘆きの歌》ベートーヴェン賞に落選。
リュブリャナ（ライバッハ）の州立歌劇場で指揮。
《北欧交響曲》完成。後に破棄。
モラヴィアのオルミュッツの指揮者。ヴァグナーが没しバイロイトで追悼
公演の《パルジファル》を観る。カッセル王立歌劇場指揮者に就任。
歌手 ヨハンナ・リヒターとの恋愛。
《さすらう若人の歌》完成。
ライプツィヒ、プラハでオペラの指揮。
ライプツィヒでニキシュの助手となる。
R.シュトラウスと知り合う。民謡集《少年の魔法の角笛》を知る。
《交響曲第1番》（初稿）完成。
ウェーバーの未完のオペラ《3人のピント》を補筆完成、初演。
ブタペスト王立歌劇場の音楽監督に就任。
《交響曲第1番》、《交響詩》としてブタペストで初演。
2月に父 ベルンハルト、10月に母 マリーが死去。
ブタペスト王立歌劇場の音楽監督を辞任。
ハンブルク市立歌劇場主席指揮者に就任。
歌曲集《若き日の歌》出版。 ロンドン楽旅。
《交響曲第2番》完成。
シューベルトの弦楽四重奏曲《死と乙女》を弦楽合奏用に編曲。
ブルーノ・ヴァルターと知り合う。
《交響曲第2番》ベルリンで初演。
《交響曲第3番》完成。
《さすらう若人の歌》ベルリンで初演。
ユダヤ教からカトリックに改宗。
ハンブルク市立歌劇場主席指揮者を辞任。
ウィーン宮廷歌劇場芸術監督に就任。 モスクワに楽旅。

9月、
江戸
１月

伊沢

フラ
ルー
５月
11月

フラ
『小
『小

音楽
ルー
森鷗

幸田
大日

日清

幸田
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を卒業。

9月、プロシアの特命全権大使フリードリヒ・ツー・オイレンブルク伯、
江戸湾に来航。
１月、日普修好通商条約調印。12月、幕府使節を欧州に派遣。
伊沢修二、文部省より米国留学を命ぜられる。
フランツ・エッケルト、海軍軍楽教師として着任。
ルーサー・ホワイティング・メーソン、音楽取調掛教師として着任。
５月24日、日本最初の唱歌音楽会。
11月、『小学唱歌集 初編』発行。

トで追悼
就任。

フランツ・エッケルト、音楽取調掛教師となる。鹿鳴館開館。
『小学唱歌集 第二編』発行。
『小学唱歌集 第三編』発行。 森鷗外、ドイツへ留学。

る。

音楽取調掛を東京音楽学校と改称。
ルードルフ・ディ―トリヒ、東京音楽学校に着任。
森鷗外、ドイツ留学を終え帰国。

。

2012年３月

日本年表」

れる。

。
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幸田延、文部省より海外留学を命ぜられる。
大日本帝国憲法発布。

日清戦争。
幸田延、ウィーン音楽院卒業。
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1912
1913

明治31年 ウィーン・フィルの指揮者に就任。
明治32年 《少年の魔法の角笛》この頃までに完成。
《嘆きの歌》（改訂版）完成。
明治33年 《交響曲第4番》完成。
ウィーン・フィルを指揮してパリ万国博で演奏会。
明治34年 《嘆きの歌》（改訂版）をウィーンで、《交響曲第4番》をミュンヘンで初演。
ウィーン・フィルの指揮者を辞任。 アルマ・シントラーと知り合う。
明治35年 《交響曲第5番》、《リュッケルトの詩による5つの歌曲》完成。
《交響曲第3番》クレーフェルトで初演。
アルマと結婚。長女マリア・アンナ誕生。メンゲルベルクと知り合う。
明治36年 メンゲルベルクに招かれて、初めてアムステルダムで演奏する。
明治37年 《交響曲第6番》、《亡き子をしのぶ歌》完成。
《交響曲第5番》ケルンで初演。
次女アンナ・ユスティーナ誕生。シェーンベルクと知り合う。
明治38年 《交響曲第7番》完成。
《亡き子をしのぶ歌》、《リュッケルトの詩による5つの歌曲》初演。
明治39年 《交響曲第6番》エッセンで初演。
明治40年 《交響曲第8番》完成。 長女マリア・アンナ死去。
ウィーン宮廷歌劇場を去り、ニューヨーク・メトロポリタン歌劇場
の指揮者として契約。
明治41年 《大地の歌》完成。
《交響曲第7番》プラハで初演。
明治42年 ニューヨーク・フィルと契約。 多くのコンサートを指揮。
明治43年 《交響曲第9番》完成。
《交響曲第8番》ミュンヘンで初演。 《交響曲第10番》に着手。
明治44年 2月、ニューヨークでオーケストラの最後の演奏会。
病気のままパリを経由してウィーンに戻り、5月18日死去。
《交響曲第10番》は未完に終わる。
11月《大地の歌》 ブルーノ・ヴァルターの指揮にてミュンヘンで初演。
明治45年 《交響曲第9番》 ブルーノ・ヴァルターの指揮にてウィーンで初演。
大正2年 トーマス・マン 『ベニスに死す』完成。

1918
1924

大正7年 第一次世界大戦終結。 ハプスブルク帝国崩壊。
大正13年 《交響曲第10番》の2つの楽章（アダージョ、プルガトリオ）初演。

1927
1928
1930
1935
1941
1955
1960
1964

昭和2年
昭和3年
昭和5年
昭和10年
昭和16年
昭和30年
昭和35年
昭和39年

1970
1971

昭和45年
昭和46年 ルキノ・ヴィスコンティ、映画『ベニスに死す』完成。

1898
1899
1900
1901
1902
1903
1904
1905
1906
1907
1908
1909
1910
1911
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《嘆きの歌》（初稿）

アルフレート・ロゼーの指揮で初演。

国際マーラー協会設立。
マーラー生誕100年祭、アドルノ記念講演。
アルマ・マーラー死去。
《交響曲第10番》 デリック・クックによる完成版初演。

ラファ
アウグ
幸田（

滝廉太

東京音
この頃

滝廉太
日露戦
柴田<

山葉寅
ハイン

天谷秀
山田耕

帝国劇

森鷗外
森鷗外
宝塚少
ドイツ
９月、
第3楽
11月、
近衛秀
近衛秀
近衛秀
プリン
ローゼ

シュヒ

秋山和

ンで初演。
知り合う。
成。

知り合う。
る。

。

》初演。

歌劇場

着手。

ンで初演。
で初演。

）初演。

。
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ラファエル・ケーベル博士、東京音楽学校ピアノ教師を兼務。
アウグスト・ユンケル、東京音楽学校ヴァイオリン・管弦楽教師に就任。
幸田（安藤）幸、ドイツへ留学<1903年まで>。
滝廉太郎、ドイツへ留学。
東京音楽学校・東京帝大の学生「歌劇研究会」設立。
この頃から文壇にヴァグナー・ブームが巻き起こる。
滝廉太郎没。 日本最初のオペラ上演 <グルック『オルフェウス』>
日露戦争。
柴田<三浦>環、東京音楽学校卒業。

山葉寅楠、日本楽器製造株式会社を設立。
ハインリヒ・ヴェルクマイスター、東京音楽学校チェロ教師に就任。

天谷秀・近藤逸五郎編 『女声唱歌』発行。
山田耕筰、ドイツへ留学。
帝国劇場開場。

森鷗外、シュニッツラー作『みれん』、『戀愛三味』を翻訳。
森鷗外訳『ファウスト』第1部・第2部出版。帝国劇場で上演。
宝塚少女歌劇団設立。<1918年に専属オーケストラ併設>
ドイツ人捕虜、ベートーヴェン『第九』日本初演。<板東俘虜収容所>
９月、近衛秀麿指揮日露交歓交響管弦楽演奏会にて、マーラー交響曲第1番
第3楽章演奏される。<日本におけるマーラー作品の初演>
11月、東京音楽学校、ベートーヴェン『第九』演奏。<日本人初演>
近衛秀麿指揮新交響楽団、マーラー《さすらう若人の歌》初演。
近衛秀麿指揮新交響楽団、マーラー交響曲第1番全曲初演。
近衛秀麿指揮新交響楽団、マーラー交響曲第4番世界初録音。
プリングスハイム指揮東京音楽学校、マーラー交響曲第3番初演。
ローゼンシュトック指揮新交響楽団、マーラー《大地の歌》初演。
シュヒター指揮NHK交響楽団、マーラー交響曲第10番第1楽章「アダージョ」初演。
秋山和慶指揮東京交響楽団、マーラー《嘆きの歌》改訂版初演。
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鷗外の留学していた1884年から88年の両者の接点を探っていくと、1885
年にライプツィヒでマーラーの指揮したオペラを鷗外が見た可能性はな
いとは言えない。興味深いテーマとして今後の研究を待ちたい。
また、年表から、マーラーの学生時代・修業時代が日本では洋楽受容
の黎明期に重なるということがわかる。彼がウィーン音楽院に入学した
1875年に伊沢修二がアメリカのボストンに派遣され、日本の音楽教育を
どのような形でスタートさせるかを学びとっていたのである。そしてメ
ーソン、エッケルト、ディートリヒといったお雇い外国人の指導のもと、
唱歌や器楽の実力をつけていった生徒の中で幸田延が最初にウィーン留
学を果たす。４年半にわたる留学を終え、帰国した彼女は日本人初のピ
アニストとして東京音楽学校で後進の指導にあたった。こうして幸田延
の妹の安藤幸、滝廉太郎と若き音楽家たちが次々と留学するようになっ
た時、ウィーンで活躍していたのがマーラーであった。
やがて、東京音楽学校と東京帝大の学生が「歌劇研究会」を設立し、
文壇にヴァグナー・ブームが巻き起こる。彼らはリヒャルト・ヴァグナ
ーの「綜合芸術」の思想に魅了され、1903年に日本最初のオペラ公演と
なるグルック作曲『オルフェウス』の上演を実現させた。まだ実際にヴ
ァグナーの楽劇にふれた日本人は少なかったはずだが、1900年に留学し
た思想家姉崎正治（嘲風）が、1902年に高山林次郎（樗牛）へ宛てた手
紙の形で雑誌に発表した文章に触発され5、ニーチェとともに思想的に
論じる者もいれば、島村抱月のようにヨーロッパでの観劇の批評を雑誌
に投稿する者も出てきた。こうなると当時最も定評ある歌劇指揮者であ
ったマーラーの公演を聞いた日本人はいなかったかという疑問が浮かん
でくる。10年の長きにわたりウィーン宮廷歌劇場の監督の地位にあった
マーラーは、ヴァグナーとモーツァルトの作品をレパートリーとして積
極的に上演した6。残念ながら、現時点では指揮者マーラーの日本側資
料は見つかっていない。1906年渡米中の永井荷風は毎晩のようにメトロ
ポリタン歌劇場に通い、ヴァグナー作品を聴いたが7、マーラーのメト・
（96）
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デビューは翌々年の1908年のことであった。マーラーを通したドイツ・
オペラ受容についても今後明らかにすべき課題と考えている。

２．マーラー作品の日本初演
資料１の年表にあるように、マーラーの生前は本拠地のウィーンで初
演された自作の交響曲はない。ウィーンの聴衆が保守的で、同時代の芸
術家の新作を受け容れる余地などなかったからかもしれない。『一千人
の交響曲』と呼ばれる交響曲第8番の初演の圧倒的大成功を引き合いに
出すまでもなく、作曲家としてのマーラーはむしろミュンヒェンのよう
なドイツ語圏の他の都市やパリ、アムステルダムそしてニューヨークな
どで自作を指揮して成果をあげていた。そして、彼の死後遺作となった
交響曲第9番がユダヤ系であった友人のブルーノ・ヴァルター Bruno
Walter(1876-1962) の手によりウィーンで初演された。ヴァルターは
1938年のナチス・ドイツのオーストリア併合以後、活動の場を求めてア
メリカに亡命し、積極的にマーラーの曲をレコード録音して作品の受容
に大きく貢献した。ヴァルターと同じようにナチス支配下のヨーロッパ
を去り、亡命先でドイツでは演奏の禁じられていた３M（メンデルスゾ
ーン、マイアベーア、マーラー）の作品を演奏した芸術家は少なくなか
った。日本に来たプリングスハイムとローゼンシュトックもその一人で
ある。
しかし、マーラー作品の日本初演を行ったのは、弱冠26歳の日本人指
揮者近衛秀麿
（1898－1973）であった。驚くべきことにベートーヴェンの
交響曲第9番（以下『第九』）の日本人による初演、1924年（大正13年）11
月29日よりも２ヶ月早く、同年９月26日に、マーラーの交響曲第1番（以
下『巨人』
）が日本の地で演奏されたのだった。確かにベートーヴェン
の
『第九』
は演奏時間が長く第4楽章に声楽が用いられているという点で、
指揮者にもオーケストラにも高い能力が要求されマーラーの交響曲と共
（97）
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通するものがある。『巨人』の初演と言っても、第3楽章だけで日本人と
ロシア人の混成オーケストラによるものだったのだが、その点を措いて
も『第九』と『巨人』の日本初演が大正時代の同じ年であったというの
は俄かには信じがたい話である。まして『第九』で東京音楽学校のオー
ケストラを指揮したのはクローンという外国人なのに対し、近衛は1923
年に渡欧し帰国したばかりの新人である。若い近衛が黄金の20年代ベル
リンにおいて知ったばかりのマーラーを、何の偏見もなく新鮮な気持ち
で日本に紹介したかったであろうことは想像に難くない。近衛と同じく
日本のオーケストラ創設・育成に関わった山田耕筰が、マーラーのライ
バルであったリヒャルト・シュトラウスを敬愛し、ドイツ留学後にシュ
トラウスと同じ後期ロマン派のマーラーを演奏しなかったのと対照的で
ある。次頁の資料２に詳細を記したが、近衛は交響曲第1番と第4番を日
本初演し、さらに1930年には交響曲第4番を世界初録音した。
1931年に東京音楽学校に赴任したクラウス・プリングスハイム Klaus
Pringsheim(1883-1972) は、トーマス・マンの妻カーチャの双子の兄で、
ツェムリンスキーやシェーンベルクらとマーラー家に出入りしており、
ウィーン宮廷歌劇場ではマーラーの副指揮者も務めた人物である。昭和
の初めに長大で高度な演奏技術を必要とする交響曲第2番・第3番・第5番・
第6番・第7番を計画的に次々と初演していった手腕には驚嘆せざるを得
ない。マンハイム歌劇場総監督だったヨーゼフ・ローゼンシュトック
Joseph Rosenstock(1895-1985) は、1936年に来日して新交響楽団の常任
指揮者となり、このオーケストラを厳しく鍛え上げて演奏水準を向上さ
せた。資料２にあるように彼は定期演奏会でマーラーの曲を何度も取り
上げ、1941年に『大地の歌』を初演した。またＮＨＫ交響楽団の前身で
あるこのオーケストラとの仕事において、放送を通じて全国に曲を伝え
ていった。いずれの指揮者もナチスによるユダヤ人迫害がなければベル
リンやウィーンで重要なポストに就き活躍が期待できる逸材であり、日
本に来ることはなかったであろう。そういった意味で日本の聴衆（ほと
（98）
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んど東京に限られてはいたが）は早くからマーラーに触れる貴重な機会
に恵まれていたと言えよう。
この3人に続く第2世代の山田一雄、朝比奈隆、渡邊暁雄らは第二次世
界大戦後の日本のオーケストラをリードしてきた功労者たちだが、定期
演奏会でマーラーを繰り返し演奏し徐々に浸透させた。第3世代にあた
る1935年生まれの小澤征爾と若杉弘は国際的な活躍が目覚ましいが、小

（99）
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澤はボストン交響楽団とマーラーの交響曲全曲を録音し、若杉は東京都
交響楽団とマーラー・チクルスを完成させた。また、二人はマーラー以
外にも世紀転換期ウィーンで活躍した芸術家の作品を積極的に取り上
げ、現代の聴衆がこの時代の芸術を理解する上で大きく貢献した。

３．歌曲のテキストの受容
マーラーの作品に特徴的なことは、まず誰でも気づくことだが、ほぼ
交響曲と歌曲だけで成り立っていることである。さらに、交響曲も歌曲
から成り立っていたり、歌曲もオーケストラ伴奏だったりと両者の垣根
が低いことである。資料3（101頁－103頁）は作品中のすべての歌曲の
タイトルを載せたものである。一見してわかるように、前半は『少年の
魔法の角笛』の詩に曲をつけたものが目立ち、後半はリュッケルトの詩
によるものが10曲ばかり見受けられる。
歌曲集『若き日の歌』第2巻・第3巻の9曲と歌曲集『少年の魔法の角笛』
の12曲そして交響曲第2番・第3番・第4番の1曲ずつ、計24曲、すなわち
マーラーの歌曲全体の約60％にあたる歌が『角笛』をテクストにしてい
るが、
『さすらう若人の歌』の4曲のうちのいくつかが部分的に『角笛』
からの引用を含んでいるので、マーラーにとってこのロマン派の民謡詩
集は大きな意味をもっていたことが想像される。1905年にマーラーは音
楽批評家のルートヴィヒ・カルパート宛てに次のように書いている。
「私の知るかぎり、《不思議な角笛》の歌曲には、ばらばらの作曲しか
ありません。四十歳にいたるまで私がもっぱらこの詩集からのみ―自分
で歌詞を作らないかぎりは（またその場合でも私の作る歌詞はある意味
でこの歌集の一部を成すといっても差し支えありません）―歌詞を選び
取ってきたということからして、私の場合は少々事情が違っておりま
す。
」8
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 In diesem Wetter
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¯ 2004 °

事実今日に至るまでこの『角笛』の詩に曲をつけたのは、フェリック
ス・メンデルスゾーン、ローベルト・シューマン、ヨハネス・ブラーム
スそしてリヒャルト・シュトラウスといった有名どころだけでなく、多
数の無名の作曲家や音楽教師たちだが、『角笛』歌曲集を出版したのは
グスタフ・マーラーただ一人である。
それゆえ、アルニムとブレンターノの編集したもとの3巻本の民謡詩
集を手にしたことがない人でも、マーラーの歌曲を通して『少年の魔法
の角笛』という題名とその中のいくつかの詩を知るという現象がおきて
くる。これらの歌曲の日本初演時に『角笛』の詩の邦訳はほとんど公刊
されていなかった。かくいう筆者自身も、マーラーの方が先で詩集が後
になった。これも楽曲による立派なドイツ文学受容と言えるのではない
だろうか。
さて、
このマーラーの『角笛』への偏愛は1901年を境に消えてしまい、
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東洋学者として名高いフリードリヒ・リュッケルト Friedrich Rückert
（1788-1866）の詩に関心が移る。わが子を失った体験から生まれた428
編の『亡き子をしのぶ歌』からマーラーは5編を選んで作曲を始めた。
しかし、この頃マーラーはウィーン宮廷歌劇場での仕事も軌道に乗り、
妻となるアルマとの交際も始まるなど、彼の人生で最も幸せな時期であ
ったはずである。後にマーラー自身長女を失うことになるわけだが、こ
の曲の成立についてはここでは立ち入らない。
リュッケルトの詩はシューベルトやシューマンといった、ドイツ・リ
ートの作曲家たちに愛され多くの名作を生んだが、マーラーの作品によ
ってその名を知った人も少なくないのではないだろうか。
この後、マーラーは交響曲第8番でゲーテの『ファウスト』からテキ
ストを求めたり、『大地の歌』では中国の唐詩の自由な翻訳に曲をつけ
たりしているが、ドイツ・オーストリアの地を越えて彼の文化的関心が
世界的な広がりを見せている点に注目したい。マーラーがもともとドイ
ツ文学だけでなく世界の文学に関心があったことも事実だが、やはり当
時の東洋趣味を反映していると思われる。

４．映画によるマーラー受容
映画「マーラー

君に捧げるアダージョ」は1910年夏、作曲中のマー

ラーに届いた衝撃的な一通の手紙のシーンから始まる。そこには、新進
の建築家グロピウスから妻アルマへの熱烈な愛が綴られていた。マーラ
ーと19歳年下の妻アルマ、この夫婦を取り巻く華麗な人間関係と様々な
エピソードが、マーラーという人物を成長させ作品に奥行きを与え興味
深くしたのだと映画を観て改めて感じた。
マーラーの作品を魅力的にしてきたのはアルマであり、彼女との出会
いが『角笛』に代わる彼の創造力と想像力の源泉となった。そんな中、
妻の不倫に悩んだマーラーは、精神分析医フロイトを訪れることで自ら
（104）
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の人生をふりかえり、新たな発見をしていく。この映画で描かれている
フロイトとマーラーのエピソードの背景には、お互いにボヘミア生まれ
の東方ユダヤ人でウィーンにやって来て異邦人として生活する者同士の
親近感が漂っている。
また、ウィーンの音楽界の頂点に立つ夫と芸術家のサロンの中心にい
る妻、この才能豊かな妻に作曲を禁じて服従させる夫という役割を与え
た映画の構図は極めて新鮮だったが、この作品では監督の映画音楽の使
いかたがうまいと感じた。1971年のルキノ・ヴィスコンティの名作『ベ
ニスに死す』では、主人公の「滅びの美学」を象徴する音楽として交響
曲第5番第4楽章「アダージェット」が効果的に使われた。そしてそのイ
メージが固定化したきらいがある。しかし、この曲はもともとマーラー
が「アルマへのラブレター」として作曲したのだという解釈に基づいて、
映画ではマーラーの愛情を「アダージェット」の楽譜を通してアルマが
読み取って感激するシーンが秀逸である。アルマの不倫に衝撃を受けた
マーラーが、不協和音を楽譜に書きつけた《交響曲第10番》の「アダー
ジョ」のシーンも納得させられる。映画音楽もそのシーンの気分や情感
を示すだけでなく、このような本質的な作品解釈に基づいた使われ方が
されると映像が説得力をもって迫ってくる。マーラーを描いた映画を通
して世紀末ウィーンの時代の香りを嗅ぐことにより当時の芸術文化への
理解がさらに深まることだろう。

おわりに
日本は鎖国したおかげで必要以上にキリスト教文化の影響を受けずに
済んだ。少なくとも、日本にはユダヤ人に対する差別や蔑視の思想がな
い。そういう意味では、近衛秀麿に見られるように日本人の演奏家も聴
衆も他の作曲家と同様に客観的にユダヤ人であるマーラーも見ることが
できる。キリスト教の国々に根強い反ユダヤ主義というもう一つの陰の
（105）
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ドイツ文化を移入しなかったこと。これが、日本におけるタブーのない
マーラー受容の一因ではないだろうか。
◎本稿は、2011年12月17日に北海道大学を会場に開催された北海道ドイ
ツ文学会第73回研究発表会において発表したものに、大幅に加筆修正
したものである。
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Nonverbal Communication

Summary
Nonverbal communication (language that does not include speaking,
reading or writing components) is believed by some researchers to
comprise as much as 78% of human communication(1). Nonverbal
communication is comprised of various components including gestures, the
use of body movements to communicate ideas. Gestures pose a unique
challenge to ESL classrooms because while certain components of
nonverbal communication span countries and cultures, gestures are altered
by groups and often change over time. Miscommunications involving
gestures are common and often have negative consequences in ESL
classrooms. The purpose of this short paper is to list common gestures
with multiple meanings and purposes while suggesting methods that may
assist an ESL teacher in both preventing and overcoming mistakes that
arise from gesture confusion.
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A Brief Look at Nonverbal Communication
As mentioned earlier, nonverbal communication is any language that
does not utilize speaking, reading or writing. There are currently
eight recognized forms of nonverbal communication(2); facial
expressions, gestures, paralinguistics (inflection, pitch, loudness and
tone), body language/posture, proxemics (physical space between
speakers), eye contact, haptics (communication through physical
contact) and appearance (hair style, clothing and any other form of
fashion that carries meaning with an example being street gangs that
use a certain color of baseball caps or bandanas to signify rank).
Nonverbal communication is most often used when spoken
communication is not possible; think of a teacher in a library glaring
at a misbehaving student while thrusting his index finger to his lips.

As shouting at a student is not appropriate in a library, the teacher
utilizes two forms of nonverbal communication (a facial expression and
a gesture) to tell the student to stop misbehaving.

Nonverbal

communication sometimes also becomes non-voluntary communication
when a facial expression or body language sends a message that
contradicts a verbal response. Consider this illustration:
（111）
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It's obvious that the man's affirmative verbal response is in contrast
to the negative response that comes from his slumped shoulders (body
language) and less-than-enthusiastic downward eyes (facial expression).
It's also fairly obvious which answer reflexes his true feelings.
By and large, nonverbal communication is universal; almost every
where in the world a frown signifies sadness or disappointment, the
jaw thrust forward signifies aggression, prolonged eye contact
suggests conflict, a soft pat on the back is a sign of acceptance or
support(3).
Gestures are among the exceptions.

Gestures encountered in Japan
My first experience with cultural/gesture miscommunication came
in a Japanese pub with a group of Japanese and American friends.
One of my American friends, Jake, leaned over, cupped his hand
around his mouth and spoke to me while nodding at a different male
customer who was not part of our group. The customer probably
saw something like this:
（112）
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There is no way the customer could have heard what Jake was
saying but he was nonetheless angry. He hurried over to our table
and demanded to know why Jake was referring to him as a
homosexual.

Both Jake and I were stunned by the customer's

accusation until one of our Japanese friends explained that this
gesture means“ お か ま ”(okama or Mr. Lady) in Japanese culture.
In my native United States this gesture is often used to signify a
secret or a desire to keep a conversation private(4).
My second cultural/gesture miscommunication involved a group of
elementary school students who greeted me on my first day at their
school while using this well-known hand signal:

Needless to say, I was not very happy and after class approached
the principal who then explained to me that many children in Japan
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have the impression that a raised middle finger is a kind of slap-stick
humor due to the way this gesture has been used in American movies
they have seen. It was after these and other experiences that I
decided to further explore the role of gestures in the ESL classroom
and have since created a“gesture archive”that I share with my
students when appropriate.
The following list is by no means definitive. It contains gestures
that are used by various countries but have drastically different
meanings, hence their likelihood of causing confusion in an ESL
classroom.
The“Akanbe”gesture

This gesture is used by young Japanese as a playful form of insulting
other people. It is sometimes accompanied by the sticking out of the
tongue. In France, however, this gesture (minus the tongue) is a way
of informing someone you do not believe what they are saying.
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The“Oi”gesture

This gestures is used by Japanese of all ages to request that someone
approach them or to“come here.” In the United States, however,
this gesture can be interpreted as being told to go away or vacate the
premises.
The Peace Sign

This gesture is used by Japanese of all ages to show happiness or
pleasure and is also a popular pose when having a photograph taken.
In the United States, this gesture was used by the 1960's generation
to refer to peace and opposition towards to the Vietnam War.
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The“Reverse Peace”sign.

This gesture is used to signify“two”in the United States but in
Australia this gesture is the equivalent of the“middle finger”in the
U.S.
The“Devil Horns”gesture

This gesture is used by fans of heavy-metal music as a form of
support. In Italy, however, this gesture is the equivalent of the
“middle finger”in the U.S. In addition, this gesture can also be used
in Italy to mean“you're a liar.”
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The“Nodding Head”gesture

This gesture is used across the world to signify agreement or to
answer“yes.” But in parts of Greece, Bulgaria and the Middle East
this gestures actually means“no.”
The“Thumbs Up”gesture

Again, this is a gesture used globally to show agreement or to say
“good job.” But in Nigeria and parts of Australia, this gesture is
obscene and similar to the“middle finger”in the U.S.
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The“Crazy”gesture

This gesture is recognized across the world as a rude way to refer to
a person who has a mental illness. In Argentina, however, this
gesture is used to convey that you received a phone call or there is a
caller waiting for you.
I hope that the preceding illustrations have made the point that
gestures are fluid, dynamic forms of communication that mean
different things to different people. The final question, then, is how
can we prevent gesture-based miscommunications or overcome them
in the ESL classroom. I hope the following four suggestions will help
you as much as they have helped me.

Suggestions for working with gestures in an ESL classroom
(1)Foster an environment that encourages discovery.
In other words, try to get your students to ask questions when they
do not understand or encounter material they are not familiar with.
How can you do this?
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There are many methods but I like to use 2-sided pictures that
show an animal or a person holding something behind their back.

I after showing the students the front of the picture, I ask the
students what the (in this case) elephant has behind its back. Because
the students are not expected to know the answer, they gradually
become more confident with guessing and, more importantly, with
making mistakes.
(2)

Teach gestures directly.

Children generally love active games and practicing nonverbal
communication together is a form TPR (Total Physical Response)
teaching that is often fun as well as educational. Another bonus is
that children often love to learn new gestures that their friends and
family do not understand. Your students will take great pride in
teaching these gestures to others which will likely increase both the
motivation and self-esteem of your students.
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Do not punish students who do not realized they are using rude

gestures.
I'm proud to say that when I encountered a number of children
waving their middle fingers at me that I did not over-react; somehow
I knew that they didn't understand what they were doing.

By

approaching the principal and then talking with the students I
accomplished two things; first I taught the students valuable
information that will likely be remembered for life and I also
established trust with the students as a teacher who wishes to teach
rather than punish.
If your students are using an inappropriate gesture, I suggest
informing them that it is rude (and explaining why it is rude).
(4)

Do not ignore students who are knowingly using rude gestures.

I suggest this for two reasons; first, your students will gradually
increase their rudeness if they believe that you will ignore it and
second, if your students interpret the ignoring of a rude gesture as to
mean that that particular gesture is actually not rude, you could be
setting your students up for failure in the future.

In closing
To bring this paper to a close, I wish to again point out that gestures
are fluid, dynamic forms of nonverbal communication that can both
enhance and inhibit communication in an ESL classroom.

The

challenge, I believe, is to educate students both in what gestures can
mean and encourage students inquire when they do not understand.
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Endnotes
(1) http://library.thinkquest.org/04oct/00451/nonverbalcom.htm
(2) http://library.thinkquest.org/04oct/00451/nonverbalcom.htm
(3) De Becker, G.
(4) For those who are curious, Jake was asking me about the
gentleman’s necktie. Jake thought it was stylish and wanted to
know if I knew where he could purchase one.
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Re-conceptualizing Fluency: Listenership and Confluency
流暢さの再検討 ─話し手と聞き手の共同作業を通して─

Seth Eugene Cervantes
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Abstract
The purpose of the short paper is twofold. The first aim is to briefly
describe and highlight limitations inherent in mainstream perceptions of
fluency in second language acquisition research. Complexity, accuracy, and
fluency or CAF form a framework used by researchers to measure L2
development and proficiency. Limitations to CAF include an overly
individualistic view of fluency development and a tendency to overlook the
role of the listener. The second aim is to re-conceptualize fluency as fluent
talk. To achieve this aim listenership and confluency are introduced. These
concepts offer researchers, language teachers, and learners a perspective
that views fluency as socially achieved between speaker and listener(s).
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この小論の目的は、2つの要素から成り立つ。まず１つ目の目的は、
第二外国語習得の研究分野におけるメインストリームの理解における固
有の限界を簡潔に論述し、強調することである。複雑性、正確性、及び
流暢さ、また CAF においては、L2の発展度及び熟練度を測定する際に
研究者が用いるフレームワークを構築する。CAF の限度においては過
度な個人的な立場における流暢さの発展、及び聞き手の役割を見過ごす
傾向がある。２つ目の目的は、流暢さを流暢な会話として再概念化する
ことである。２つ目の目的を達成するために、リスナーシップとコンフ
ルーエンシーを紹介している。これらの概念は、研究者、教論、及び学
習者に対して、話し手と聞き手とがともに社会性達成とした流暢さを見
出すことのできる展望について示す。

In the field of applied linguistics, the call to develop more accurate L2
proficiency measures resulted in the initial dichotomy between fluency
and accuracy (Housen & Kuiken, 2009; Larsen-Freeman, 2009).
Whereas fluency is associated with meaning and the ability to use L2
knowledge with ease and undue hesitations or pauses, accuracy is
associated with correct linguistic form. Skehan (1989; 1998) later added
complexity, which is the“elaborate and varied”use of language
(Ellis & Barkhuizen, 2005), thus completing the complexity, accuracy, and
fluency (CAF) triad. As an object of study, CAF form the principle
aspects of proficient language use and development, but unanswered
questions remain. Recent research suggests that the extent of
interrelatedness of the three aspects of CAF is not yet fully known or
understood (Larsen-Freeman, 2009). Additionally, as constructs, there
is no agreed upon definition of CAF (Housen & Kuiken, 2009), and in
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everyday use, fluency is generally analogous with proficiency. Thus,
when a language learner strives toward fluency, does the learner
perceive fluency in the narrow sense (i.e., numbers of pauses, syllables
between pauses, etc.) or in the broad sense (i.e., general or“global”
oral proficiency) (Tavakoli, 2011: 72-73)?
With the above question in mind, the purpose of this short paper is
twofold. The first is to briefly discuss how fluency has been
operationalized within CAF-based research and sieve out some
limitations in viewing fluency through CAF. These limitations
illustrate the need for other views of fluency in SLA research and
language teaching. The second is to introduce and briefly expound the
concepts of listenership and confluency. To achieve the second aim, I
rely on corpus-based research, particularly McCarthy's three aspects
of fluent talk, and conversation analysis (CA) based research and its
focus on emic realities (i.e., from the viewpoints of the participants) of
talk (Ten Have, 2007; Freeman & Freeman, 2001; Markee, 2008). The
concepts of listenership and confluency provide a different view of
fluency for researchers, language teachers, and language learners.
Mainstream SLA Conceptions of Fluency
As a research topic in the field of applied linguistics, fluency is mostly
viewed through CAF (Ellis, 2003; Ellis & Barkhuizen, 2005: 139-164).
When a learner is given a task to elicit speech (e.g., researchers using
a picture narration task to record learner instances of uninterrupted
speech), the learner attends to meaning (fluency as aspect 1) and form
(accuracy as aspect 2 and complexity as aspect 3). Shekan (2009) argues
that language learners, especially novice speakers with a limited bank
of“exemplar”language in their working memory, find it difficult to
attend to all three aspects of language production at once. So, there is
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often a trade-off—a learner produces fluent speech, as measured by
speech rate (e.g., syllable count per minute) and pause length (not to
mention where pauses occur in a clause (Skehan 2009; Tavakoli 2011),
false starts, etc.), but at the cost of less accurate and/or less complex
speech production—this is Skehan's Tradeoff Hypothesis (Skehan,
2009; Ellis, 2003). Also, Ellis (2003), following a review of the literature,
noted that task design variables“that provide contextual support; (2)
have familiar or involving topics; (3) pose a single demand; (4) are
closed; and (5) have a clear inherent structure are likely to promote
fluency”(p. 127).
Limitations of CAF
Although CAF has illuminated much about SLA development it does
have limitations. As Ellis and Barkhuizen note, although the
"independence of the three aspects has ... been established theoretically
... and empirically in task based studies”(p. 145), they warn that CAF
measures are not totally reliable as they are overly prone to
interpretation. Another problem is the sheer number of CAF
measures. Take fluency, for example. Ellis and Barkhuizen list eight
separate measures of fluency; these measures are classified into either
“temporal variables”(i.e., speech rate) or“hesitation phenomena”
(i.e., dysfluency). The limitation in this narrow view of fluency is that
fluency measures in CAF often overlook the“interdependence and
dynamicity of the three traits of [CAF]”(Norris & Ortega, 2009: 570).
That is, it is difficult to separately measure fluency without regard to
complexity and accuracy, not mention the effects of learning contexts
(Norris & Ortega, 2009).
Another limitation of CAF-based research, again as it relates to
fluency, is that CAF measures of fluency only measure what an
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individual can or cannot do well, often in contrast with a native
speaker. As O'Keeffe, McCarthy, and Carter (2007) argue, applied
linguists, language teachers, and students often overlook the coconstructed nature of talk between speaker and listener(s). Outside of
speeches and carefully designed research tasks, smooth and natural
talk is a“joint production”(O'Keeffe, McCarthy, & Carter, 2007).
Overcoming the first limitation is beyond the scope of this paper,
although researchers have been working toward that end (Housen &
Kuiken, 2009), so it is toward overcoming the second limitation—the
presupposition in CAF-based research that fluency is an individual
accomplishment—that I now direct my attention.
Re-conceptualizing Fluency
In order to overcome the individualistic manner in which fluency is
measured in CAF, a re-conceptualization of fluency is needed. Rather
than describing fluency from the perspective of the researcher (the
so-called etic or outsider's perspective), CA and its“participants’
perspective”offers a different take on fluency and one, I believe, that
is more relevant to language teachers and students. When fluency is
viewed as something that is socially rather than individually achieved,
relational aspects of language (O'Keeffe, McCarthy, & Carter, 2007)
and how participants in a conversation orientate to each other add a
perspective to fluency not available in CAF.
Listenership
Corpus-based research and CA-based research have shed light on the
co-constructed nature of talk. First, quantitative corpus-based research
looking into the differences between spoken and written corpora have
revealed the high occurrence of“small words”in spoken corpora
mostly absent in written corpora (O'Keeffe, McCarthy & Carter, 2007;
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McCarthy & Carter, 1997). Examples of small words include really, oh,
mm, and yeah. Many of these small words are response tokens, nonfloor taking devices that indicate a listener is actively and
appropriately engaged. Along with response tokens showing a
listener's active engagement, response tokens can show alignment,
disaffiliation, and assessment (Richards, 2011). As Ohta (2002) noted,
the use of such tokens require that the listener comprehend what was
previously uttered, although some tokens (e.g., uh-huh and oh) can give
the impression of understanding without actually understanding
(Wong, 2000; Schegloff, 1982). O'Keeffe, McCarthy, and Carter (2007)
call the listener's ability to display comprehension listenership (see also
Wong, 2000; Wong & Waring, 2010).
CA research has added more detail to how participants organize
talk, most noticeably the verbal and non-verbal ways in which
participants in conversation respond to incoming talk. To achieve
mutual understanding and to ensure that speaker and listener are“on
the same page,”the listener must display listenership, again through
response tokens, for the conversation to move along. Consider the two
examples below:
Example 1
Person 1 (P1):

A man robbed me last night.

Person 2 (P2):

OH::. ((P2 covers her mouth))

Example 2
Person 1 (P1):

A man robbed me last night.

(0.5) ((a brief moment of silence))
Person 2 (P2):

Oh:.

In both examples, P2 responds to P1's comment about being robbed
last night with an oh. However, in Example 1, P2 responded to P1's
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news with an emphatic and stretched oh and covers her mouth. In
Example 2, there is a moment of silence before P2 utters a flat and
slightly stretched oh. The question is how P1 would respond in each
instance. P2 uses an emphatic oh and covers her mouth to show
surprise and to acknowledge receipt of the previous turn. P1 would
most likely continue talking. In Example 2, how P1 responds and how
the proceeding talk unfolds is less clear. As Richards (2011) points out
in his study on minimal responses, how a listener responds, even
when the listener has no intention of becoming the speaker, can
dictate the future course of the talk-in-interaction.
The role of listener, in the light of CA research, is transformed
from a passive“hearer”to a shaper of talk. In CAF, body language
and facial features tend to be treated as“mere noise”(Markee,
2008: 408), but CA includes such features in its description of talk-ininteraction (Wong & Waring, 2010).
McCarthy’s three aspects of fluent talk and confluency
As fluency research rarely delves deeply into the collaborative nature
of the speaker-listener relationship, much is left unexamined and
unexplained. As a useful departure from the usual ways of
conceptualizing fluency, McCarthy (2008) argues for a description of
fluency that adequately appreciates the collaborative relationship
between speaker and listener. He offers the following three aspects of
fluent talk:
(1) the ability to retrieve, quickly and automatically, items from a
repertoire of readymade chunks, especially the core, most
frequent ones in everyday talk, (2) the ability to link, without too
much hesitation, one speaker turn to the next, and (3) the ability
to use a repertoire of what Hasselgreen calls small words (2004).
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(p. 33) [italics in the original]
McCarthy's profile of fluent talk derives from his and his colleagues’
research into spoken and written corpora. Aspect (1) with its focus on
temporal variables (e.g., rate of speech) and aspect (2) with its focus on
dysfluency variables (e.g., reformulations) are similar to the fluency
measures in CAF, yet when aspect 2 is examined closely, the active
role of the listener and the ability to link turns smoothly are
highlighted. Clearly, aspect (2) is socially situated in the ability of the
listener to perceive opportune moments (referred to in the literature
as the transition relevance place or TRP) in a conversation to become
the main speaker or simply respond with a“small word”(aspect 3)
when such moments in a talk present themselves (Carroll, 2011; Wong
& Waring, 2010).
Confluency
In order to re-conceptualize fluency as fluent talk, first, our image of
fluency needs tweaking. Borrowing the imagery of a confluence,
O'Keeffe, McCarthy, and Carter (2007) likened the confluent of speaker
and listener in fluent talk to the coming together of two or more
streams into one. In a play on the word fluency, O'Keeffe, McCarthy,
and Carter refer to the“joint production between speaker and
listener(s)”(p. 142) in fluent talk as confluency. Figure 1 juxtaposes the
images of confluency and fluency. From a CAF perspective, fluency,
as a construct and as an individual accomplishment, is represented by
a lone stream. When fluency is viewed as a confluent of speaker and
listener(s), the importance of the listener is recognized as vital to the
smooth flow of conversation. Both applied linguists and language
teachers can employ CA to examine the confluence between speaker
and listener and provide (and uncover) details that may be overlooked
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in CAF, especially how language learners organize turn-taking,
sequentially organize talk, and how speaker and listener(s) work
jointly to overcome misunderstandings (Ten Have, 2007).

er
en
list
the

the

spe
a

ker

Figure 1: Contrasting Images of Confluency and Fluency

CAF and CA afford researchers and language teachers
opportunities to explore fluency from distinctively different vantage
point. However, the two do not have to be antagonistic. As Figure 2
illustrates, fluency as an individual accomplish and as a “joint
production”between speaker and listener(s) can be re-conceptualized
and thus be viewed as two sides of the same coin. Language learners
will strive to achieve fluency in the target language as individuals, but
it is through the learner's lived and meaningful experiences with the
L2 that complexity, accuracy, and fluency are gradually acquired
(Freeman & Freeman, 1998; 2001).
Figure 2: A Re-conceptualized View of Fluency
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Conclusion
The aims of this short paper were to discuss conventional descriptions
of fluency in the field of applied linguistics. CAF-based research
results have shed light on fluency, but mostly from the perspective of
the researcher and presupposed as an individual accomplishment.
Within CAF, how listeners respond to temporal or dysfluency
problems is mostly not considered. In contrast, a“CA outlook”of
talk from the listener's perspective and how talk is sequentially
organized into a series of turns affords researchers and language
teachers a different view of fluency (Wong & Waring, 2010: 3). The
second aim was to re-conceptualize fluency as fluent talk. The
concepts of listenership and confluency were introduced. McCarthy's
profiling of fluent talk illustrate the importance of turn-taking
management and the role of“small words”(e.g., response tokens)
that have“interactive force”(p. 37). By re-conceptualizing fluency
as confluency, language teachers and students put themselves in a
better position to consider the management and unfolding of talk-ininteraction and the active role of the listener. Finally, an
understanding of conversation as a social act (i.e., talk as a coconstructed product) should translate to pedagogic practice (Wong &
Waring, 2010).
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地域文化の成立過程を理解する手段としての
地誌学・地誌学習の意義
Learning the Significance of Regional Geography Topography
to Understand Local Culture
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要旨
本研究では、地域文化の成立過程を理解する手段として、地誌学的アプロ
ーチの有効性を示し、それをもって地誌学・地誌学習の意義を明らかにしよ
うとするものである。
その結果、動態地誌的なアプローチによって、産炭地（北海道）の地域文
化（生活文化）の成立過程を認識する手順を述べた。具体的には、北海道地
方の基本的な特色を確認し、形成から確立まで、確立から衰退まで、関連す
る地理的条件を列挙しながら認識する過程を示した。それゆえ、地域文化の
理解を深めることには、ある程度、有効性をもつものと判断できる。

（137）

苫小牧駒澤大学紀要

Ⅰ

第25号

2012年３月

はじめに

地域文化は、一定の地理的範囲において、自然地理的条件や人文地理
的条件の影響によって成立し、時間的変化が加わり変質するようなこと
も生じる。同じ地域文化と思われる、いくつかの文化的事象でも、細か
くみれば違いがある。これらの違いは、一定の地理的範囲を1つの塊と
して成立することが多い。地域文化の違いは、地理的条件の違いによっ
て生じると考えられる。よって、ある文化的事象の成立過程は、一定の
地理的範囲を対象として解明できる。そのように考えると、地理的な見
方や考え方の有効性は高い。
ところで、地理学とは、系統地理学（一般地理学）と地誌学（地域地
理学）に分かれる。系統地理学は、自然地理学と人文地理学からなり、
さらに細分する。例えば、自然地理学では、地形学、気候学、人文地理
学では、経済地理学、社会地理学などがある。他方、地誌学は、地域の
特性を明らかにすることを目的としており、自然地理的内容と人文地理
的内容の双方を含む。地誌学の研究対象となる地域は、大陸レベルの広
範囲なものから、都市内部のコミュニティといった小規模なものまで、
大小幅広い。よって、地理学の中では、地誌学的アプローチによって、
地域文化の成立過程を捉えることが、最も適している。
ただ、地誌学は、地理学の中において、あまり重視されていない。例
えば、地理学者の大半は、筆者も含め系統地理学の研究者である。地誌
学の研究者は、極端に少ない。他方、文化人類学や民俗学などの隣接分
野には、地誌学的なアプローチをする研究者はいる。
一方で、
地誌学は、地理教育（小中高）並びに地理教員の養成課程（大
学）の中で、地誌学習や地誌学科目の設置（高校地歴科では必置）を重
視してきた。
本稿では、地域文化の成立過程を理解する手段として、地誌学的アプ
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ローチの有効性を示し、それをもって地誌学・地誌学習の意義を明らか
にしようとするものである。地誌学・地誌学習の再評価の背景として、
中学校社会科地理的分野における地誌学習の変化がある。平成20年版学
習指導要領（中学校社会科地理的分野）では、動態地誌的なアプローチ
をより強化した。この動態地誌的なアプローチには、日本の諸地域学習
においての生活・文化を中核とした内容、世界の諸地域学習においての
主題学習（例えば、文化的事象）を含む。この考察では、地域における
生活・文化の成立過程について、その他の自然地理的条件と人文地理的
条件を関連させながら学習するように示されている。そのため、地誌学・
地誌学習は、各地域における文化の成立過程の理解を助ける手段になり
うるものと考えた。その有効性を示すことで、地誌学・地誌学習の意義
を高める再評価の機会としたい。
具体的には、これまでの地誌学の動向を概観し、地誌学的アプローチ
としての静態地誌と動態地誌を比較し、地誌学習の変化を関連させなが
ら、相違点を明らかにする。続いて、動態地誌的なアプローチは、地域
文化の成立過程を理解する上で、どのような知見を与えてくれる可能性
があるのか、例示をしながら考察する。

Ⅱ

地誌学の動向

本章では、戦後、地誌学の置かれてきた立場を確認しつつ、地誌学と
の類似性がある地域研究の内容についても触れる。
１

戦後の地誌学の動向

戦後における地誌学の研究動向は、森川（1992）の研究成果を引用し
ながら確認する。戦後において、地理学は、実証主義地理学が発展する
（140）

苫小牧駒澤大学紀要

第25号

2012年３月

中で、従来の地誌学を中心とした伝統的な地理学は、衰退の一途を辿っ
ていった。その原因は、隣接科学との共同研究から法則追求の重要性が
芽生えたことにある。とりわけ、法則追求の解明に影響を与えた計量化
は、地理学の科学性を高める有効的な手段と判断された。それゆえ、実
証主義地理学では、地表現象の空間的分布に関する法則追求が研究の中
心となった。
一方で、地誌学自体にも、課題はあった。1つは、地域における極端
な特性を追求するあまり、一般性の追求を欠いた点。2つは、世界市場
が急速に発展したのにもかかわらず、新しい方法論の発展がなかった点。
3つは、統合的特性を明らかにすることを目的としながら、多くの地理
的事象について羅列するのみの記述的研究の域を出なかった点である。
1970年代後半に入ると、地誌学の社会的有用性を再認識する機会が生
じた。1つは、
グローバル化や情報化が進展する中で、人々の国際知識（外
国地域情報）に対する要求が高まったこと。2つは、地域は、世界経済
システムの枠の中で考察する必要性があり、地域分化過程の複雑さに対
する認識が高まったこと。3つは、地域的モザイクとしての世界につい
ては、正しく教える必要性があり、世界平和の基礎になるという認識が
高まったこと。4つは、外国地誌の研究は、自国の地理的特色を理解す
る重要な鍵になること。5つは、自国や他国の地域像を正確に学習する
ことによって、国民としての愛国心の形成に寄与すること。6つは、地
誌の研究成果は、地域計画への応用に役立つことである。以上のような
再認識をする機会を経て、英語圏地理学の中で、新しい地誌学の復興が
始まった。
それでは、伝統的地誌学と新しい地誌学の相違点を整理する。伝統的
地誌学は、地域・場所の特異性の理解を目的とする。伝統的地誌学では、
地域・場所の特異性を、地図の中で現象や事象の分布として表現した。
そのため、地域変化の説明を困難にしてきた。また、内容は、産業経済
や景観などを中心とし、生活者の様子を浮き彫りとするようなものは少
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なかった。一方、新しい地誌学は、構造的アプローチを基本とし、地域
を社会変化の中で捉えることを目的とする。地域分析又は統合では、経
済生産の構造、文化的パターン、政治的関係を中心とした。すなわち、
地域形成にとって主導的役割を演じるとみられる地理的要因を選択し、
その社会過程の相互作用に限定されるものを対象にした。
以上、英語圏を中心とした新しい地誌学の動きは、日本の地誌学にも
影響を与えている。ただ、日本の地誌学における大半の研究成果は、依
然として伝統的地誌学の方法にならっている。地域・場所の特異性は、
地域別に系統地理学の成果を羅列するような地誌的記述が多い。
他方、矢ケ崎典隆他編（2007）では、地理教育における地誌学習を視
野に入れ、7つのアプローチで地誌学の基本的な考え方を示した。具体
的には、身近な地域の地誌、歴史地誌、グローバル地誌、比較交流地誌、
テーマ重視地誌、網羅累積地誌、広域動態地誌である。こうしたアプロ
ーチは、新しい地誌学の動向をふまえたものと判断できよう。
２

地域研究の内容と特色

ここでは、隣接分野の中で、地誌学的アプローチに類似する地域研究
の内容を紹介しつつ、地誌学との相違点を探りたい。
日本における地域研究は、国立民族学博物館地域研究企画交流センタ
ーを中心にすすめている。地域研究の対象は、人文科学と社会科学の全
領域と農学や生態学などの自然科学の一部の領域としている。すなわち、
自然と社会、歴史と現在の両軸が交錯して形成する領域を対象としてい
る。また、研究手法は、現地調査を中心にすすめるものとしている。
地域研究における地域の捉え方は、いくつかあるものの、世界単位と
いう独自の概念が提唱されている。高谷（1997）によれば、世界単位は、
国家に変わる新しい地域単位であると指摘する。地域の構成を四次元的
と捉え、生態的基盤があり、その上に、文化の形成、社会の形成、それ
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らが歴史的変化の中で変容していくものと考えた。よって、1つの意味
のある塊と判断した場合、それを同質の地域と解釈する。この１つの意
味のある塊を世界という地理的範囲で示すものとしている。具体的には、
森を中核とした生態適応型の世界単位、砂漠、草原、海を中核としたネ
ットワーク型の世界単位、野を中核とした大文明型の世界単位を例示し
た。
地域研究は、生態学、人口学、文明学を中核とした総合的地域像の抽
出を目的としており、変動する現代をよりよく捉える枠組みとしての地
域、将来の新しい秩序の実現可能性の高い枠組みとしての地域の解明を
期待している。ゆえに、地域研究は、広域的な枠組みの中で、地域間比
較を主体として地域区分を明確化しようとするものである。また、地域
区分をする境界線は、抽象的なものであり、重複している場合もある。
一方、地誌学は、一定の地域・場所の特異性を解明することに重きを置
く。地域区分には、明確な境界線がある。
他方、新しい地誌学と地域研究は、地理的条件（自然と社会）、地域
変化（歴史と現在）を通じて、動態的なアプローチで分析・考察しよう
としている。この点は、共通性があると考えてよかろう。

Ⅲ

静態地誌と動態地誌的なアプローチの違い

本章では、静態地誌の内容と動態地誌の内容を比較し、平成20年版学
習指導要領（中学校社会科地理的分野）の地誌学習と関連させながら、
相違点を浮き彫りとする。すでに述べたように、静態地誌的なアプロー
チは、伝統的地誌学の方法で多く、動態地誌的なアプローチは、新しい
地誌学の方法に関連性が深い。また静態地誌的なアプローチは、平成元
年版学習指導要領（中学校社会科地理的分野）以前の地理的内容で多く、
動態地誌的なアプローチは、平成元年版学習指導要領（中学校社会科地
理的分野）以降の地理的内容でみられる。
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静態地誌の内容
静態地誌の内容は、系統地理学の成果をもって、自然地理的条件、人

文地理的条件を述べ、それらを統合するような形で地域の特性を明らか
にすることが多い。ただ、多くの静態地誌の内容は、自然地理的条件と
人文地理的条件を羅列的に記述するのみであった。それゆえ、静態地誌
の内容は、科学的ではない、単なる地誌的記述の段階に留まるものと、
低い評価を受けてきた。
地理教育における地誌学習では、静態地誌の内容を、説明・解説する
指導となり、試験において、それらの地理的事象の知識力を問うといっ
た問題に傾倒してきた。長年、地誌学習は、単なる暗記を強いる内容と
位置付けられてきた。そのような反省から、平成元年版の学習指導要領
以降、地理的な見方や考え方を重視する方法知の地理学習が、中心とな
った。当然、地誌学習のあり方は、大きく変化した。地誌学習の方法は、
地域を選択して行う事例地学習の形態となった。事例地学習では、日本
の地域像や世界の地域像を認識させることが難しくなった。その結果、
地理学習では、方法知を重視するあまり、基本となる地理的知識が定着
していない実態が浮き彫りとなり、新たな課題として注目されるように
なった。そのような過程を経て、平成20年版学習指導要領（中学校社会
科地理的分野）では、地誌学習の方法として、動態地誌的なアプローチ
を強化し、従来の暗記を強いる指導にならないよう示されている。
２

動態地誌の内容
すでに述べたように、動態地誌の内容は、地誌学の研究動向や地誌学

習の動向をみてわかるように、静態地誌の内容を改善することを期待さ
れている。ただ、静態地誌と動態地誌を単純に比較した場合、地誌学的
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に優れているのは、静態地誌であるが、それに応えるだけの地誌的な成
果を示すに至っていない。
動態地誌の内容は、地域の特性となる地理的事象を重点化し、それに
関連する地理的条件の考察を加味しながら明らかにするものである。よ
って、対象となる地理的事象は、その地域の特性となる有力かつ重要な
ものに限定されやすい。
一方、すべての地域において、地域の特性となる地理的事象の選択が
可能であるのか、地理的条件の比較をどのように行うのか、課題もある
（山口他、2011）
。とりわけ、地域の多様な特性を把握することはできな
いし、地域の特性を限定してしまう危険もある。
以上のように、静態地誌の内容と動態地誌の内容は、いずれも課題を
有する。以下では、動態地誌の内容について、平成20年版学習指導要領
（中学校社会科地理的分野）における動態地誌的な学習の方法を参考と
しながら述べる。
中学校社会科地理的分野における日本の諸地域学習では、「中核方式」
と呼ばれる方法を採用した。具体的には、日本をいくつかの地域に区分
し、それぞれの地域について、7つの考察の仕方をもとにして、地域的
特色を理解させるように示されている。7つの考察の仕方とは、自然環境、
歴史的背景、産業、環境問題や環境保全、人口や都市・村落、生活・文
化、他地域との結びつきである。また、指導では、地域の特色ある事象
や事柄を中核として、それを他の事象と有機的に関連付けて、地域的特
色を追求すること、考察の仕方は、学習する地域ごとに１つ選択すると
いう規定を盛り込んでいる。このような規定の背景として、平成元年版
学習指導要領では、「学習する地域によって各項目に軽重をつけて扱う
ように努めるとともに、各項目の趣旨に留意して、主な地理的事象を選
んで取り上げ、複雑な指導内容には深入りしないこと」といった内容の
取扱いが示されていたが、十分に浸透しなかったため、今回の規定をも
って改善するようにしたと指摘している（山口他、2011）。
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なお、地域区分としては、教員の裁量に任されているものの、北海道、
東北、関東、中部、近畿、中国・四国、九州・沖縄の7地方区分を想定
している。また、歴史的背景を考慮すれば、南（九州・沖縄）から北（北
海道）への地域展開が、最も効果的としている（山口他、2011）。
次に、
世界の諸地域学習では、
「主題学習」と呼ばれる方法を採用した。
具体的には、世界の諸地域について、各州（アジア、ヨーロッパ、アフ
リカ、北アメリカ、南アメリカ、オセアニア）に暮らす人々の生活の様
子を的確に把握できる地理的事象を取り上げ、それをもとに主題を設け
て、それぞれの州の地域的特色を理解させると示されている。また、指
導では、
「州ごとに様々な面から地域的特色を大観させ、その上で主題
を設けて地域的特色を理解させるようにすること、その際、主題につい
ては、州の地域的特色が明確となり、かつ我が国の国土の認識を深める
上で効果的であるという観点から設定すること、また、州ごとに異なる
ものとなるようにすること」といった留意点を示している。
主題は、1つの州に対して、1・2主題を適切としており、具体的な内
容は、多岐にわたることを想定できる。

Ⅳ

地域文化を理解する動態地誌的なアプローチの事例

本章では、具体的な文化的事象を取り上げ、それを理解する手段とし
ての動態地誌的なアプローチを例示する。
ここでは、産炭地（北海道）の生活文化の形成、確立・発展、衰退の
流れを、具体的な文化的事象（年中行事・郷土料理）として取り上げる。
第1図は、産炭地における地域文化（生活文化）の関係事項を表したも
のである。
動態地誌的なアプローチでは、まず、北海道地域における基本的な地
理的特色を確認する。続いて、産炭地の生活文化の形成から確立まで、
確立から衰退までに分け、それぞれにおいて影響を及ぼした地理的条件
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を認識する。さらに、衰退期を経た地域文化は、観光文化としての再評
価を受けている点にも注目する。
北海道地域における基本的な地理的特色では、日本の中での地理的位
置、地理的範囲、歴史的背景、地形、気候、産業、他地域との結びつき
などを確認する。とりわけ、歴史的背景では、明治期以降、近代国家日
本の領土に組み入れら、開拓計画、開発計画を経て、産業基盤が成立し
たことを認識する。また、開拓計画や開発計画によって、人口増加をし、
都市的基盤を形成したことにも注目させたい。
形成から確立までは、まず、開拓計画によって、石炭の鉱脈の発見、
輸送のための鉄道建設をしたこと、それらを外国人技術者（石炭はライ
マン氏、鉄道はクロフォード氏）によって実現したこと、石炭の搬出で
は、日本海岸の小樽港、太平洋岸の室蘭港を利用したこと、両港湾が不
凍港であったことを認識する。続いて、石炭は、工業原料、エネルギー
資源として重要であったこと、炭鉱開発には、大手資本が必要であった
こと、炭鉱には、多くの労働者を必要としたこと、その労働者の多くは、
道外出身者であったことを認識する。その結果、道外からの移住者は増
加となり、炭鉱都市が形成された。その過程で、炭鉱労働者の生活の中
で、独自の地域文化が形成された。その後、石炭産業の発展によって、
地域文化（生活文化）は、産炭地に定着していった。
確立から衰退までは、1960年代、石炭から石油へのエネルギー革命が
生じたこと、外国から安価な石炭が輸入されたこと、炭鉱において相次
ぐ落盤事故が発生したことを認識する。その結果、炭鉱は、次々に閉山
となり、炭鉱労働者は転出していき、人口は短期間で減少していった。
その間、地域文化もあまり継承されなくなり、衰退していった。
その後、地域文化は、観光文化という形で再評価を受けていることを
認識する。その要因は、炭鉱施設・生活文化の保存活用であった。その
保存活用の成果は、北海道遺産の選定に結びついている。
以上、時系列に地理的条件を整理し、地域文化（生活文化）の成立過
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程を述べた。
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地誌学・地誌学習の再評価

最後に、地域文化の成立過程の理解する手段を、地誌学的なアプロー
チに求めたことで、どのような知見を得ることができるのか、考察する。
一般的に地域文化を理解するためには、その文化的特色を認識する。
その認識には、どのような条件のもと地域文化が形成・確立し、どのよ
うに発展・衰退したのか、必ずしも含むものではない。
他方、動態地誌的なアプローチでは、地域文化の影響や関係性を時系
列に捉えることが可能になる。この知見は、地域文化の変化を認識する
ことに役立つ。
このような地誌学的な手段は、同じような文化的事象を地域間比較す
るようなことに役立つ。今回の例示では、九州北部の筑豊炭鉱、旧西ド
イツのルール炭鉱における地域文化について、地域間比較が可能となる。
以上から、地誌学・地誌学習における動態地誌的なアプローチは、地
域文化の成立過程の理解に有効な手段になると判断できる。今後は、地
域文化（文化的事象）はもちろん他の人文、社会的事象の成立過程の理
解にも応用できるものと考えられる。隣接分野において、地誌学・地誌
学習の評価が高まることで、地理学・地理学習の評価の向上につながる。
とりわけ、今後の地誌学習における動態地誌的なアプローチが、定着す
ることで、その評価は一層広がる可能性をもつ。
引き続き、今後の地誌学習（地理学習）の動向を中心に注目していき
たい。
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