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存在したことを示すものであろう。
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HAYASHI Kouhei

の仏教遺跡にも浮彫として残存している。この絵の存在はその説話が、韓国においても画題として

ある。これはインドのジャータカに基づく説話の図像化されたものと思われ、インドや東南アジア

韓国で収集した絵画は、空を並び飛ぶ二羽の雁がくわえた枝の中央部を亀がくわえている図柄で

亀甲の由来
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はじめに

いま手許に次に掲げるような絵がある（図１・図２）。二〇〇九年の春に韓国ソウル市の古美術街で求めたも

のである。描かれているのは、二羽の鳥と一匹の亀。鳥の方は、長い首に平たい嘴、そして胸に黒い横縞がある

ことから、雁を描いたと推測される。紙の寸法は、縦三八五×横二九〇ミリメートルである。鳥の子のような滑

らかな紙に描かれ、写真の通り水墨画のようであるが、紙全体が茶色く汚れているので、もとの色も判然とはし

ない。墨の色も焦茶色にも見られ、心なしか色の気配を感じる。数箇所の虫損もあるが、見たときは裏打ちされ

た紙に深緑のマットが付属した額装であった。しかし、現在はこちらの都合で額とマットをはずした状態である。

大きさや構図から考えると、屏風や軸装であったものではないと思われる。しかし、その他の何であったのかは

不明である。また、落款も印章もないため、いつどこでだれが描いたものかも詳らかにしなかった。

このことは、購入の場所がソウルであるからといって直ちに韓国の絵画であることを意味しないであろう。陸

続きの中国から来たものである可能性も否定できないし、また絵の作成時期が詳らかでない以上、日本からの流

入の可能性をも否定できないということにもなる。もちろん絵の特徴から一目瞭然という場合もある。しかし、

それが判然としない場合は、他からの手掛かりをつかむ必要がある。十数年前から東アジアを中心に、ある特徴

を持つ亀のイメージを追いかけているので、この絵に出合ったときには喜んだのであるが、なんとも判断のつか
ない絵でもあるので、ここに報告し、博雅の教示を冀うものである。
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以下にこの絵のためにいくつかの資料を提示し、若干の考察を加えて覚書とする。
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枝をくわえた亀のゆくへ

図１

下・当該部分拡大

林 晃平

図２



一

まず最初に、この絵の描くところの内容の検討から始めよう。当該の絵については、一目見たときから既に絵

）では、派生昔話・鳥獣草木譚の中に分類され、主な型「雁と亀」

の意味するところには、おおよその見当がついていた。日本の昔話の亀の甲羅のひび割れの由来を解いた説話、
所謂亀甲の由来譚が想起されたのである。
それは柳田國男の『日本昔話名彙』
（昭

これは『磐城昔話集』
（昭 ）から採録された福島県石城郡の昔話である。まさに当該の絵に近い内容であり、

も忘れて、
思わず怒嗚った途端に棒からはなれて落ちた。亀の甲が割れたのはこの時からという。
（二七六頁）

と、子供等がやあい亀が棒を咥えて雁に連れられて行くと可笑しがって囃し立てた。亀は雁に言われたこと

は引受けて棒の真中を亀に咥えさせてぶらさげ、二羽の雁はその両端を持って飛立った。或村を通りかかる

或時亀が雁に向かって、ここにも飽きたからどこかへ行きたい、どうぞ連れて行って下さいと頼んだ。雁

と名づけられて配列されている。その例話は次のようなものである。

23

この類の昔話を描いたものであろう、とその場では判断されたのである。柳田は岩城郡の他に、新潟県・福井県・

長野県・岐阜県・大分県・熊本県と、六県の例を挙げている。とびとびながらも東北地方から九州まで広がる昔

）や『日本昔話大成』（昭 ）では、鳥獣草木譚

54

話であった。
この話は、次いで刊行された関敬吾の『日本昔話集成』（昭

24
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を動物昔話と言い換えて、その十「動物由来」に六四「雁と亀」として配列されている。そして、『大成』では
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ＡＴ番号も添えられている。いわゆるアアルネ・トンプソンの分類番号は AT522
で あ り、 こ の 番 号 に よ っ て 日
本の昔話が世界の分類の中に位置づけられるとともに、この話が一つの話型としても位置づけられたのである。

六四

雁と亀（ AT225
，

）
AT225A

まず『集成』およびその改訂増補版といえる『大成』では柳田の挙げた熊本県の例を引き次のように記される。
雁と亀

昔々、亀の背中の甲は一枚板のようにつるつるしていた。ところが亀は毎日水から出て岩の上にあがり、

お天道様を拝んで、空へ上ってみたいと念じた。お天道様もかわいそうに思って、お使いを下された。その

お使いのいうには、これこれ亀よ、おまえの願いをかなえて連れていってやるから、天に上って私がよしと

いうまでは、決して目を開いてはならぬぞといって、一本の藁しべをくわえさせ、亀をぶらさげて天に向か

・

って飛んで行った。それだのに亀は大切ないいつけを忘れて、中途でちょっと目をあけて見たものだから、
・

・

目がまわってくわえていた藁しべをつい離したために、空からおちて岩の上で背中を打って、大切な甲をち

んぢに割ってしまった。天のお使いは驚いて降りてきて、そこにあった葛をとってぐるぐると結わえつけた。

それから後、亀の甲は、あんなにたくさんの継ぎ目が残ることになったのだそうだ。 ――
熊本県八代郡 ――
（大成・一・三三九頁）

『集成』では、
話の例として埼玉県・岡山県・広島県・長崎県と四県が新たに加わっている。さらに『大成』では、

東北地方に秋田県と山形県が加わり、中部地方で石川県、近畿地方に京都府と兵庫県、中国地方にも島根県、山
口県が加わり、全国の十八府県に広がっている。

また近年の研究成果が集大成された『日本昔話通観』では、「日本民族の昔話」として独自に「昔話タイプイ

ンデックス」
（略称「ＩＴ」
）を創出し、
「５００亀の甲羅」とする話型として認定されている。その概要は次の



ように整理して記している。

をくわえて他の池へ向けて飛びたつ。

①日照りで池が干上がり、亀が困っていると、二羽の鶴が亀に捧をくわえさせ、口をきくな、と注意して、
棒

（通観・研究篇１・四九四頁）

②地上の子供たちがその光景を見てはやしたてると、亀は腹をたてて口をきき、地上に落ちる。
③亀の甲羅のひびは、このときできたものだ。

） に も 話 型 の 項 目 と し て 立 て ら れ て、 中 島 恵 子 氏 に

そして、Ｓ・トンプソンのモチーフ番号として A2312.1
が対応させられており、その核心モチーフは「亀の
甲の起源」である。以上から、この説話の中心はそのタイトルとしてつけられた亀の甲羅の由来にあることはい
えるだろう。
ところで、この昔話「雁と亀」は『日本昔話事典』（昭
よって次のようにまとめられている。

亀の甲羅の模様についての由来譚。おしゃべりや約束を違えることを戒める寓話として、語るところも多

い。あるとき亀が雁にむかって、ここにも住み飽きたからどこかへ連れていってくれと頼む。雁は引き受け

て、棒のまん中を亀にくわえさせ、その両端を２羽の雁が持って飛びたった。ある村の上を通りかかると、

子どもらがおかしがって囃したてる。亀は雁に言われたことも忘れて思わずどなったとたん、棒から離れて

落ちてしまった。亀の甲が割れたのは、このときからという（福島）。類話は東北から九州までの各地に分

布し、亀を運ぶ鳥は雁と鶴が多く、鴨の例もある。発端は、池の水が涸れて食物がなくなったので、と語る

ところが多く、亀を運ぶのは、例話の福島のように２羽の雁が棒の両端をもつ場合や，１羽の雁が尾羽や足
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を亀にくわえさせたり，１本の棒の両端を雁と亀がくわえたりするなど、少しずつ変化している。亀が口を
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きくのは、子どもにからかわれてとか、あまり景色がよいのでなど。変わった型に、天の使が、空へ昇りた

いという亀に藁しべをくわえさせ、亀を連れてゆく熊本県の話があり、約束を破って目をあけた亀が、目を

まわして岩に落ち、甲を千々に割ったので、天の使が驚いて下りてきて葛でぐるぐる巻いてつなげた、と語

（以下略・原文横組・二三七頁）

られる。この話のおもなモチーフは、約束を守らず失敗するところにあり、鶴とタニシ、鳥と蛙の組合わせ
で語る類話もある。

こうした昔話のバリエーションを念頭において見てゆけば、この話は典型的な口承文芸の一例であり、問題と

する絵が、一般に広く流布するこの類の単純な昔話の一つを描いたに過ぎないと考えることもできよう。

ところで、
『日本昔話通観』ではこの亀の話の展開例として、亀が空を飛ぶ話に注目し「５８９亀の天昇り」
を掲出している。その概要は次のようなものである。

①三匹の亀が昇天する竜に頼み、先頭の亀がその尾に食いつき、数珠つなぎになって天へ向かう。
②途中で竜が亀の安否をただすと、亀は返事をして元の池に落ちる。

龍の尾を亀がくわえ、その亀の尾をまた亀がくわえて、と三匹の亀が龍とともに空に昇っていくのである。壮

観な感じがさえするのだが、龍の問いかけに返事をしようとして、口を開いた亀は落ちていく。通観では、この

話の「核心モチーフ」を J2357
として「亀がしゃべってくわえていた棒を離す」としており、概要の龍の尾とは
若干の齟齬をきたしている。しかし、これは話の変更可能な領域の内と考えるべきであろうか。また、先の「亀

の甲羅」との違いを考えれば、その落ちた場所により甲羅に被害が及ぶか否かの問題であろう。これも説話の可
変領域内とも見なされるので、結果的には大きな違いはないといえるかもしれない。



二

しかし、この話は案外に古いものなのである。たとえば、既に柳田は『名彙』においても参考として『今昔物

語集』の名を挙げており、説話の研究者には早くからこの話が知られていた。その『今昔物語集』には、巻第五・

天竺付佛前の第二十四話に「亀、鶴ノ教ヲ信ゼズシテ地ニ落チ甲ヲ破レル語」と題する話が掲げられている。こ
の昔話は口承文芸であるだけでなく、既に九百年以前の日本の古典文学でもあった。
ツルノヲシヘヲオモンゼズシテヂニオチテコフヲヤブレルコト

以下にこの話を日本古典文学大系をもとにして若干の表記の改変をして引く。
龜、不 信 鶴 教 落 地 破 甲 語 第廾四

今昔、天竺ニ世間旱 シテ天下ニ水絶テ、青キ草葉モ无キ時有ケリ。其ノ時ニ一ノ池有リ。其ノ池ニ一ノ
龜住ム。池ノ水、旱失テ、其ノ龜可死シ。

シテ、

其ノ時ニ、一ノ鶴ノ、此ノ池ニ来テ喰。龜出来テ、鶴ニ値テ相語テ云ク、「汝ト我レト前世ノ契有テ鶴龜

ト一雙ニ名ヲ得タリト、
佛説給ヘリ。経教ニモ万ノ物ノ譬ニハ龜鶴ヲ以テ譬ヘタリ。而ルニ天下ニ旱
此ノ池ノ水ヅ失セテ、我ガ命チ可絶シ。汝ヂ我ヲ助ケヨ」ト。

鶴、荅テ云ク、
「汝ガ云フ所二ツ无シ。我レ理ヲ存ゼリ。實ニ汝ガ命、明日ニ不可過ズ、極テ哀レニ思フ。

我レハ天下ヲ高クモ下クモ飛ビ ル事、心ニ任セタリ。春ハ天下ノ草木ノ花葉、色々ニシテ目出タキヲ見ル。

夏ハ農業ノ種種ニ生ヒ榮エテ樣々ナルヲ見ル。秋ハ山々ノ荒野ノ紅葉ノ妙ナルヲ見ル。冬ハ霜雪ノ寒水、山
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川・江河ニ水凍テ鏡ノ如クナルヲ見ル。如此ク四季ニ随テ何物カ妙ニ目出カラザル物ハ有ル。乃至極樂界ノ
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ヘテ将行カムト思フニ、汝ハ本ヨ

ヘムニ

七寶ノ池ノ自然ノ荘嚴ヲモ我レ皆見ミル。汝ハ只此ノ小池一ガ内ダニ難知シ。汝ヲ見ニ實ニ糸惜。然レバ汝

メテ我等二シテ木ノ本末ヲ

ガ不云ザル前ニ水ノ邊ニ将行ムト思フ。但、我レ汝ヲ背ニ負ニモ不能ズ、抱カムニモ力无シ、口ニ
モ便リ无シ。只可為キ樣ハ一ノ木ヲ汝ニ令

リ極テ物痛ク云フ物也。汝ヂ我ニ問フ事有リ、亦、我レモ誤テ云フ事有ラバ、互ニ口開キナバ、落テ汝ガ身

命ハ被損レナム、何」ト云ヘバ、龜荅テ云ク、「将行カムト宣ハヾ我レ口ヲ縫テ更ニ云フ事不有ジ。世ニ有

メテ鶴二シテ木ノ本末ヲ

ヘテ高ク飛ビ行ク時ニ、龜、

ル者ノ、身不思ズヤハ有ル」
。鶴ノ、
「付ヌル痾ハ不失ヌ物也、汝ヂ猶信ゼジ」ト。龜ノ云ク、「猶、更ニ不
云ジ。猶将行ケ」ト云ヘバ、鶴二シテ龜ニ木ヲ令

池ノ一ガ内ニ習テ、未ダ見モ不習ハヌ所ノ山川・谿・峯ノ色々ニ目出キヲ見テ、極テ感ニ不堪ズシテ、「爰

ハ何コゾ」ト云フ。鶴モ亦、忘テ、
「此ヤ」ト云フ程ニ、口開ニケレバ龜落テ身命ヲ失ヒテケリ。

此ニ依テ、物痛ク云ヒ習ヌル物ハ身命ヲモ不顧ザル也。佛ノ「守口攝意身莫犯」等ノ文ハ此レヲ説給ナル

ベシ。亦、世ノ人「不信ノ龜ハ甲破」ト云ハ、此ノ事ヲ云フトゾ語リ傳ヘタルトヤ。 （大系 一
･ ・三九〇頁）
末尾に「世ノ人「不信ノ亀ハ甲破（ル）
」ト云（フ）ハ、此ノ事ヲ云フトゾ語リ伝ヘタルトヤ」と、あることから、

既にこの『今昔物語集』成立の十二世紀末の頃には、世間に流布した話であったのであろう。そして、先に見た

ように、この話は昔話としても最近まで語られていたから、以後九百年以上も日本ではこの話が語り伝えられて

来たことになる。しかし、描かれた鳥は鶴には見えない。ゆえに九百年前の『今昔物語集』は、絵画の出典とは
ならない。

近年読みやすい本文の提供がなされ、注目を集めている説話集に『注好選』がある。『日本昔話通観』研究篇

２でも触れられていないが、
『今昔物語集』を遡ると思われる説話集である。その『注好選』下に「双鴈は渇せ

10

る亀を将て去る第十」と題する次のような説話がある。原漢文に続きあわせて書き下し文を引く。

芹根。時従池中一亀出来語鴈云吾年来主此池居住之問縁尽処淡漸無所帰。卿 ー等若有恩

双鴈渇亀将去第十
昔有二鴈。旧池辺

者於吾水香深食可飽之処将行。其由者吾輙不能行。卿達世界広見故也。時鴈答云汝所言尤然也。吾往還之道

有最吉祥之処。所以北峨々嶮山峙南平々広路通東漫々滄海不遠西眇々長尾聳連。其北山峡従三里許南有方一

町之池。山水北恒加海沢東潜融。池近辺四季林開花結菓。都極嘯物住処色好遊地也。亦無敵恐也永離飢渇愁。

吾大祖父往還之次見此処讃云左青竜右白虎後玄武前朱雀相称勝地矣者。汝実者将行。而彼池無主。時亀手褶

屈膝云吾君達早将行。即鴈語亀云吾飛行道。汝昆行道。進退毎事然。能随吾等言哉。亀云不思吾身有人。只

卿等不相違言。即鴈云汝一木咋着至于彼池不開口。設途中有人雖打罵汝努力開口不答。吾等咋木左右端急速

将去。時約了将行。即過一市之間有数十人童子。見亀咲罵。其声甚喧。時亀不忍罵返。仍離木童子中落所打

殺也。即以此譬誡衆生。亀者衆生也。木者教法也。二鴈者仏与菩薩也。彼池者万徳円満浄土也。此池者娑婆也。

ふ。時に池の中より一つの亀出で来りて、鴈に語りて云はく、

市者天界也。童子天子外道也。開口者聴聞之庭語善根之砌作離言也。死者永堕悪道也。努力信之。
双鴈は渇せる亀を将て去る第十
昔、二つの鴈有り。旧き池の辺に芹の根を

「吾年来此の池の主として居住する間、縁尽き処淡でて、漸く帰する所無し。卿等若し恩有らば、吾を水香

ばしく深く、食に飽くべき処に将て行け。其の由は、吾輙く行くに能はず。卿達は世界を広く見るが故なり」

と。時に鴈答へて云はく、
「汝が言ふ所、尤も然なり。吾が往還の道に最も吉祥の処有り。所以は、北は峨々
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たる嶮き山峙ち、南は平々たる広き路通じ、東は漫々たる滄海遠からず、西は眇々たる長き尾聳き連れり。
苫小牧駒澤大学紀要

11

林 晃平

枝をくわえた亀のゆくへ

其の北の山の峡より三里許南に、方一町の池有り。山の水は北より恒に加はり、海沢は東より潜り融れり。

池の近き辺は、四季に林ありて、花を開きて菓を結ぶ。都て極めたる嘯き物の住む処なり、色好みの遊び地

なり。亦、
敵の恐り無くして、
永く飢渇の愁へを離れたり。吾が祖父往還の次に此の処を見て、讃めて云はく、

「左青竜、
羽白虎、
後玄武、
前朱雀、
相称へる勝地なり」者。汝実ならば将て行かむ。而も彼の池に主無し」と。

時に亀手を摺り、膝を屈めて云はく、
「吾を君達早く将て行け」と。即ち鴈、亀に語りて云はく、
「吾は飛

びて道を行く。汝は昆ふて道を行く。進退事毎に然り。能く吾等が言に随はむや」と。亀云はく、「吾が身

を思はぬ人や有る。只卿等が言に相違せじ」と。即ち鴈云はく、「汝一つの木に咋ひ着きて、彼の池に至る

まで口を開かざれ。設ひ途中に人有りて打ち罵ると雖も、汝努力口を開きて答へざれ。吾等木の左右の端を
咋へて、急ちに速かに将て去らむ」と。

時に、約了りて将て行く。即ち一つの市を過ぐる間、数十人の童子有り。亀を見て咲ひ罵る。其の声甚だ

喧し。時に亀、忍びずして罵り返す。仍りて木を離れて、童子の中に落ちて打ち殺されぬ。

即ち此の譬へを以て衆生を誡む。亀とは衆生なり。木とは教法なり。二つの鴈とは仏と菩薩となり。彼の

池とは万徳円満の浄土なり。此の池とは娑婆なり。市とは天界なり。童子とは天子・外道なり。口を開くとは、

聴聞の庭に善根を語りし砌に、離言を作すなり。死とは永く悪道に堕つるなり。努力之を信ぜよ。

（新日本古典文学大系・三六〇～三六二頁・原文四三四頁）

『注好選』の説話の中には、
『今昔物語集』の直接の出典と思われる説話も含まれていると考えられて、その成

立は十二世紀初頭あるいは十一世紀後半まで遡り得る作品と考えられている。しかし、この説話に関しては『今

昔物語集』が鶴なのに対してこちらは雁であることから、『今昔物語集』の出典と見なす必要がないだけでなく、

12

本話の方がより当該の絵のイメージにふさわしい。さらにいえば、イメージの上での不都合な点もないことから、
本話を絵画化したものと見なしてもよいほどである。しかし、即断はできない。

口承文芸として全国津々浦々に、また説話として古代から、この雁と亀の話は日本に存在していた。そして、

この亀甲の由来譚は、再度新しい外来文化とともに外から日本へやってきている。南蛮文化がイソップの話とし

てもたらしたのである。それは当時の口語として訳されて文禄二年（一五九三）に刊行された天草本『キリシタ

ン版エソポ物語』
（エソポのハブラス）作り物語の第五〇話に「亀と、鷲の事。」とし残っている。その話は次の

飛びたい心が付いて、鷲のもとに行って、「飛ばうずる様を教へさせられい。お礼には名珠を奉ら

ようなものである。
ある

うずる」と云ふによって、鷲はかいつかうで雲まで上って、
「望みは達したか」と云へば、
「なかなか、今こ

（角川文庫・九六～九七頁）

そ望みは達したれ」と云ふほどに、
「さらば約束の珠をくれい」と云へば、与へうずる珠がなうて、無言す
るによって、岩の上に投げ掛けて殺いてくらうた。（以下略）

この話では、亀は空を飛ぶ方法を鷲に頼んで、鷲につかまれて飛ぶのであり、亀の口は枝も動物の尾もくわえ

てはいない。だからうっかり話をして落ちる気遣いはない。ゆえに説話としての類似はあるとしても、当該の絵
とはイメージとしては大きく異なる。

なお、近世に渡来したイソップの話としては、これ以外にも古活字版『伊曾保物語』や万治絵入り本『伊曾保
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物語』などが存在する。しかし両書には残念ながらこの説話は含まれていない。
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三

亀が空を飛ぶ話は、日本において古代から多種多様に存在していた。一方、目を海外に向けると、実は先のイ

ソップの類話だけでなく、西洋ではラ フ
･ ォンテーヌ『寓話』には〈二羽の家鴨と亀〉としても見られる。また、
この説話は近隣アジア諸国においても類話が広く見られる著名な話であった。例えば『日本昔話通観』研究篇１

（日本昔話とモンゴロイド）では、類話として台湾、タイ、インドの三箇国の例を挙げている（四九四頁）。台湾
の例では、

鶴が「霊霽殿に連れていってやる」と言って亀を背に乗せて飛び上がると、子供が亀の甲羅に玉を打ち、

亀は煙突に落ちる。鶴がまた誘いにくると、亀は「空へ上がるより煙を食べたほうがよい」と答えた。（台
湾・ p.163
）
とあり、鶴の背中に乗った亀の話を挙げている。タイの例としては、

親がおしゃべりな娘を島に置き去りにすると、娘は鷲の夫婦に頼み、ぶら下がった棒の両端をくわえさせ

て運んでもらう。娘が夫婦に「夫が私を誘惑している」
「妻はねたみ深い」と言うと、夫婦は怒って棒を放し、

娘は海に落ちて魚の餌になる。漁師が娘の骨を拾うと、船の人々が口論するようになり、骨を粉にして墓に

埋める。粉を入れた酒を飲むと、人々はしゃべったり嘘をついたりするようになった。（タイ・ p.145
）
とあり、鶴ではなく鷲の夫婦のくわえた棒となっている。またインドの例としては、

亀が野鴨に頼み、自分のくわえた棒の両端をくわえさせて飛んでもらおうとすると、野鴨は「口を開くな」

と言って飛び上がる。人々がそれを見て、
「 す ば ら し い 案 だ 」 と ほ め る と、 亀 は「 ぼ く の 考 え だ 」 と 言 っ て

14

地面に落ち、死んだ。
（パンジャブ・ p.191
）
という話を挙げ、野鴨のくわえた棒となっている。台湾では鶴、タイでは鷲、インドでは野鴨とその鳥の種類は

変わっているが、これも説話の可動領域内の異同といえよう。取り合えずこれらの説話を一括して扱えるように
次のように総括しておこう。

①亀が空を飛ぶもの（龍 鳥
･ 類）の助力（棒や枝をくわえる・背中に乗る・体をつかむ）を得て空に昇る。
②しかし、アクシデント（口を開く・放される・打ち落とされる）により、地上に落ちる。
③その落ちる場所によっては甲羅がひび割れ、また場合によっては死ぬ。

ところで、こうした説話の広がりに対して既に研究者たちは、この話のもととなるものとして仏教典籍の存在

を指摘している。
『日本昔話通観』研究篇２（日本昔話と古典）の「亀の甲羅」
（四四七～四五〇頁）では、《外書》
として類話七つと参考話二つを掲載している。以下に書名のみを列挙する。
類話１ 『パンチャタントラ』一・一三「亀と二羽の白鳥」
類話２ 『ジャータカ』二一五「カメ前生物語」
類話３ 『旧雑譬喩経』下三九（
『法苑珠林』四六・思愼篇、愼過部五）
類話４ 『五分律』二五（
『法苑珠林』八二・六度篇、忍辱部三・引証部四）
類話５ 『ヒトーパデーシャ』四挿話一

ラ・フォンテーヌ『寓話』一〇・二「カメと二羽のカモ」

類話６ 『カリーラとディムナ』一「亀と二羽の家鴨」
類話７
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参考話１ 『イソップ寓話集』三五一「亀と鷲」
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ガスター『世界最古の物語』
「借りものの翼」
）から引く。
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参考話２
ジャータカの本文は田中於莵弥氏『インド説話集』（昭
おしやべり亀

すると紅鶴たちは、亀に一本の棒をくわえさせ、自分らはその両端をくわえて空へ飛び上りました。

「承知しました。では連れていって下さい。
」

さえしなければね。
」

「いや大丈夫、私たちが連れていってあげますよ。もしも貴方がじっと口をつぐんで、誰にもなんにも言い

「だって、そんな遠い所へ、どうやって私が行かれましょう」

るんだが、あなたも一しょにいってみませんか。」

「ねえ亀さん、私たちはヒマーラヤ山中のチトラクータという山の黄金の洞穴に、すばらしい家を持ってい

探しにやってきて、亀と仲良しになりました。ある目のこと、紅鶴たちが亀に向って申しますには、

ちょうどその頃、ヒマーラヤ山中のある湖に一匹の亀が棲んでいました。そこへ二羽の若い紅鶴が食物を

ました。

ませんでした。それで菩薩は何とかして、この王様のおしゃべりをなおそうと、絶えず機会をねらっており

ところでこの王様は大へんおしゃべりで、王様が話を始めますと、誰も一言だって言葉をはさむ折があり

た。

る菩薩は、世の中の事や神聖な神さまの事など、何事によらず王様のご相談相手をつとめるようになりまし

むかし、ブラフマダッタ王がベナレスの町を治めていた時のことです。大臣の家に生れた仏陀の前身であ

53

村人たちはそれを見て、
「やあ、紅鶴が二羽で亀を棒につけて飛んでいるぞ。」
と叫びました。すると亀は、

「なんだって？ 友達が私を運んでくれているのがお前たちに何の関係があるんだ、このへなちょこめ！」

と言いました。
その時、
紅鶴たちはべナレスの町の王宮の上をとても速く飛んでいたので、亀はくわえていた

棒を歯から離すと、王宮の庭へおち、ま二つに割れてしまいました。そこでみんなが声を合せて、
「亀が王宮のお庭におちてま二つになったぞ！」
と叫びました。

王様は菩薩と一しょに、宮廷の人たちをしたがえてその場へおいでになり、亀をみてこう菩薩に尋ねまし
た。
「賢者よ、どうしてこのものはここへおちたのですか？」
菩薩はその時考えました。

「やっと時節がやってきたぞ。永いあいだ王様をお諫めしようと思って、私は機会の来るのを待っていたの

だ。この亀は紅鶴と仲良しになっていたに違いない、そして紅鶴たちは亀に棒をくわえさせ、ヒマーラヤの

山へ亀を連れて行こうと空へ飛び立ったのに違いない。ところが亀は誰かがものを言つたのを聞いて、自分

も何か言おうとして棒を離したのだ。それで亀は空から墜ちて、こんな風に死んでしまったにちがいない。」
こう考えて、菩薩は王様に向って申しました。
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「王様、とめどもなくしゃべるおしゃべりは、こんなひどい目に遭うのでございます。」
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そして次の句を述べました。
田中氏は以下のような解説をつけている。

（以下略、ジャータカ・二一五、一～四頁）

この話は「ジャータカ」（二一五）からとりましたが、同じ種類の話は「タントラ・アーキヤーイカ」（一・一二）

「パンチャ・タントラ」
（一・一三）
、
「ヒトーパデーシャ」（四・一）、
「カターサリット・サーガラ」（一〇・六〇）

にもあり、おそらくこの「ジャータカ」の話をもととして伝播したものらしく、「パンチャ・タントラ」の

翻訳「カリーラとディムナ」
（シリア語訳一、一一、アラビア語訳五）によって夙くからヨーロッパに知られ

ていたようで、セイロン島には現在も昔ばなしとしてつたわっています。漢訳「旧雑譬喩經」（下、三九）

にも見られ、日本でも「雁と亀」の話として古くから各地に語りつたえられていますが、（今昔物語、巻五

ラ・フォンテーヌ（一〇・三）の、亀がアメリカへ渡ろうとし

二四、
「日本昔話名彙」二六二頁、
「日本昔話集成」一、三〇一頁）、この話のように鳥が二羽でなく、一羽
―
で他の動物を運ぶ話もあり（
「ジャータカ」一六〇、イソップ・岩波文庫本、「龜と鷲」三五一頁、ポルトガ
ルの民話には鷺が狐を運ぶ話もあります。

て二羽の家鴨に運ばれ、途中で落ちる話は、
「パンチャ・タントラ」の話をもととしたものでありましょう。

（五～六頁）

ヨーロッパへは「パンチャ・タントラ」の翻訳により伝えられたようである。また仏典は東アジアにも伝えら

れた。
『旧雑譬喩経』と『五分律』は共に唐代の道世が編纂した『法苑珠林』に引用の形で掲載されている。こ

れと同文は同じ編者による『諸経要集』にも見られる。まず『旧雑譬喩経』本文を大正新脩大蔵経により引く。

又舊雜譬喩經云。昔有一鼈遭遇枯旱。湖澤乾竭。不能自致有食之池。時有大鶴集住其邊。鼈從求哀。乞相濟度。

鶴啄銜之飛過都邑。鼈不默聲。問此何等。如是不止。鶴便應之。口開鼈墮。人得屠食。夫人愚頑不謹口舌。

18

其譬如是。
次に『五分律』の本文を引く。

如五分律云。佛告諸比丘。過去世時。阿練若池水邊有二雁。與一龜共結親友。後時池水涸竭。二雁作是議言。

今此池水涸竭。親友必受大苦。議已語龜言。此池水涸竭。汝無濟理。可銜一木。我等各銜一頭。將汝著大水處。

銜木之時愼不可語。即便銜之。經過聚落。諸小兒見皆言。雁銜龜去。龜即瞋言。何預汝事。即便失木。墮地而死。

『旧雑譬喩経』では、大鶴と鼈であり、大鶴は一羽で亀を銜えて飛んだようである。それに対して『五分律』

は二羽の雁と亀であり、亀は木を銜えている。
『注好選』に近い話である。校注者の今野達氏は、脚注において
これを原拠と記している（三六二頁）
。

四

ところで、これらの原典と思われるジャータカは、口頭伝承や文字伝承などのことばだけでなく、古くから具

現化されたイメージとしても表現されて、伝承されてきた。そのイメージ化されたものを本生図という。残念な

ことに日本においては、法隆寺の玉虫厨子の須弥座側面に描かれている捨身飼虎（投身飼虎）以外に今日まで知
られているものはほとんどないようである。

）の項目として「ジャータカ」があり、その中

しかし、本生図そのものはインドを始めとして、仏教が伝来した国々では浮彫、壁画、写本挿絵などで残され

二〇一一年三月
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てきている。この亀の本生図に関しては、
『仏教美術事典』（平

第二十三号
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賢明な大臣が亀の不幸を題材にして、王のおしゃべりを諌めたという話。亀が一本の棒を嚙み、棒の両端

を二羽の鵞鳥がくわえ、空を飛んでヒマラヤに連れていってもらうことになった。ところが、この奇妙な光

景を見た子どもたちがはやし立てたので、腹をたてた亀は何もしゃべらないと約束したことを忘れて口を開

けたために、王宮の庭に落ちて死んでしまった。以前から王のおしゃべりに難儀していた大臣は、饒舌に過

ぎると不幸をもたらすといって王を戒めたという。パーリ文『ジャータカ』第二一五話に出てくるこの単純

なストーリーの説話は、漢訳『旧雑譬喩経』や、『五分律』その他の戒律関係の経典や、仏典以外では『パ

ンチャタントラ』などのインドの諸寓話集にも見られ、アラビアを経てヨーロッパのイソップやラ・フォン

テーヌの説話集にも伝えられ、日本の『今昔物語集』にも収録されている。造形作品としては、二～三世紀

のマトゥラーの浮彫を最古の遺品として、東インドではボードガヤー（五世紀頃）やナーランダー（九世紀

頃）
、南イン下ではチャールキヤ朝（七～八世紀）やホイサラ朝（一二～一四世紀）などの例が知られ、ジ

ャワでは八～九世紀のチャンディ・ムンドゥットのほかに一五世紀前半までの五例が報告されている。

（肥塚隆・四〇六頁）

亀本生のイメージ化されたものとして（図版の掲載はないが）、インドでは、マトゥーラの浮彫（二～三世紀）、

東インドのボードーガヤー（五世紀頃）
、ナーランダー（九世紀頃）、南インドのチャールキア朝（七～八世紀）、

）

ホイサラ朝（一二～一四世紀）
、
チャールキア朝（七～八世紀）とあり、ジャワではチャンディ・ムンドゥット（八
～九世紀）の他五例（一五世紀前半まで）である。

このうち、ジャワ、チャンディ・ムンドゥットのレリーフについては、高田修『仏教の説話と美術』（平

に写真図版の掲載があり、イメージが確認ができる。また、『ＮＨＫ美の回廊をゆく』２（平３）にも写真が掲
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載されている。また、マトゥーラとボードーガヤーについては杉本卓洲『菩薩』（平５）においても「この説話

に基づいて描かれたと考えられる彫刻」として触れており、その注として、四点の文献を指摘している。そのう

インド

マトゥーラの浮彫

ちマトゥーラのものについては、山本智教『仏教美術の源流』において「亀本生（マトゥラ J36
） は、 亀 を 棒 で
運ぶ二人の男がいる。
」
（五八頁）と記述している。またボードーガヤーのものについても山本智教『インド美術
史大観』
（一一一頁）言及がある。これらを整理すると、左のようになる。
杉本卓洲『菩薩』

J.Ph.Vogel V.S.Agrawala
山本智教『仏教美術の源流』

南インド 七～八世紀

東インド 五世紀頃

チャールキア朝

東インド 九世紀頃

杉本卓洲『菩薩』 A.K.Coomaraswany A.Foucher
山本智教『インド美術史大観』（一一一頁）

ナーランダー

高田修『仏教の説話と美術』第 図
31、一九八頁

『ＮＨＫ美の回廊をゆく』２
一五世紀前半まで

八～九世紀

南インド 一二から一四世紀

チャンディ・ムンドゥット

ホイサラ朝

ボードーガヤー

二～三世紀

ジャワ

ほか五例

これらによって、古代からの「雁と亀」イメージ伝承の実態のいくつかは確認できる。しかし、それらの紹介

を読む限り、いずれも絵画ではなくレリーフのようである。また、このように亀本生のイメージは古代インドか

第二十三号

二〇一一年三月

ら古代のジャワまでレリーフとして今日まで残されているが、残念ながら日本や中国・韓国の例について触れた
苫小牧駒澤大学紀要
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枝をくわえた亀のゆくへ

ものは知られていない。しかし、説話の内容と描かれた内容から、この絵画を「雁と亀」の本生譚を描いたもの

と断定してよいであろう。だが、その広がりゆえにこの図の作製の年代や国については残念ながら解明の手掛か

と

め

りにはならない。

ま

さて、このように東アジア圏に広く広がっているのが、亀の説話とそのイメージなのである。今回の絵の描か

れた地域を特定できないのは、このような理由からである。しかし、筆者が最初にこの絵画に注目したのは、そ

亀の拡大

には糸毛の尻尾のようなものがある。これが蓑亀の典型的な

この亀はその拡大した図版を見ると明らかなごとく、後部

ある。

紀 に な っ て 顕 著 に 描 か れ、 そ れ 以 前 に は 姿 を 見 る こ と は 稀 で

を持った亀を蓑亀という。この亀は、日本においては一七世

〈注１〉

この尻尾のような形状のものを蓑毛といい、このような特徴

れている。また後部には毛のようなものがぶら下がっている。

この亀の特異な形状は次の点にある。その頭部に耳が描か

の説話にあるのではなく、実はその亀の特異な形状にあった。亀の部分のみを拡大して再掲出しておく〈図３〉。

図３
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特徴である。しかし、それ以上に注目されるのが、犬か狐のような頭と手足である。本来蓑亀とはこのような形
状をもつ亀である。

筆者が追いかけている亀のイメージはまさにこの耳をもつ亀のイメージであり、その発生であった。しかし、

この亀の発生の場所とメカニズムとはいまだ判然としない。その基となったものは、中国の本草書に見られる緑

毛亀であるのだが、その本草書に掲載の図版の亀は耳もなく、蓑毛も甲羅の上にのみあり、形状は大きく違う。

耳のある、尻尾のような蓑毛の亀は、
『和漢三才図会』や『訓蒙図彙』の諸版の蓑亀（緑毛亀）の画像の変化を
見る限り、日本における独自の変容とも考えられるのである。

しかし、頭部に両耳を持つ亀ということに注目すれば、韓国にも中国にもそのような亀は存在した。例えば、

フランス国立図書館蔵ぺリオ将来画巻の内、
「瑞応図画巻」（ Pelliot chinois 2683
）に描かれた「霊亀」と「玄武」
〈注２〉
にはその耳が確認できるのである。解説ではこの画巻を八世紀のもととらえ、「文献的価値とともに、絵画とし

ても盛唐期の技法や顔料、筆法を考えるうえで標準となるところが大きく」（三三七頁）と評価している。ゆえ

に耳だけに注目すれば既に中国の絵画にも古くから見られるものであった。また、韓国の絵画にしても時代は下
るが李氏朝鮮王朝時代の民画にはいくつも見い出すことができる。

一方、蓑毛の方は今のところ中国ではその例を確認できていない。しかし、韓国ではそれに近い亀のイメージ

は民画の中にいくつか確認することができる。ゆえにこれも日本において顕著な蓑亀の、その発生の場所が、日

本なのか韓国なのか、はたまた中国なのかが明らかになっていないのである。予てよりその手掛かりを探してい
るのだが、なかなか見つからないのが現状でなのある。

第二十三号

二〇一一年三月

その資料探しの過程で出合ったのが今回の絵である。形状は耳があり、尻尾は房状の完成された蓑亀である。
苫小牧駒澤大学紀要
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枝をくわえた亀のゆくへ

）三省堂
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林 晃平

だがその描かれた時代と場所を特定できない以上は、残念ながら資料としては用をなさないといえる。

ところで、この絵画の蓑亀の特徴の一つには、描かれた甲羅にある。亀甲の由来を説く絵にしては、すでに甲

羅に亀裂が入っているのは本末転倒であるが、やはり亀甲として描かないと亀らしくは見えない、というジレン

マがあるのだろう。その亀甲にはよく見ると花柄のような模様が描かれている。この亀甲の中に模様を描くこと

は、日本では類例を見ない表現なのである。一方、韓国の民画などには類似のものをいくつか見かけるのである。

ゆえに極めて乏しく、かつ消極的ではあるが、未詳とはいいつつも韓国の可能性を秘めた絵画として見ておきた
い。

韓国で描かれた絵画であると考えるとき、これは仏典に発する「雁と亀」の説話が韓国において画題としての

成立していたことを意味すると見てよいのではないか。しかし、日本ではこのような画題の絵をいまだ見ない。

拙著『浦島伝説の研究』
（二〇〇一年・おうふう）第四章第二節「蓑亀の登場」、および拙稿「亀のリア

以上のように、なんとも判断に苦しむ画像である。御教示を賜りたい。

注１

） 日本放送出版協会

リズム 人
（
『人形玩具研究』第一九号・二〇〇九年）を参照されたい。
―形玩具から見る蓑亀 」
―
注２ 『西域美術』第２巻（ギメ美術館・ペリオコレクション）・図版９３ー１

参考文献
柳田國男 『日本昔話名彙』 一九四八年（昭
岩崎敏夫 『磐城昔話集』 一九四二年（昭
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関敬吾
関敬吾

一九七六～九〇年
） 弘文堂

日本古典文学大系

岩波書店
岩波書店

岩波書店

天草本『キリシタン版エソポ物語』
（エソポのハブラス）（角川文庫・九六～九七頁）

一九九七年

同朋舎出版

） 角川書店

）角川書店

『日本昔話集成』 全六冊 一九四九～七八年（昭
『日本昔話大成』 一九七八～八〇年（昭

稲田浩二・編 『日本昔話通観』 全二九巻・別巻二

24

『パンチャタントラ』一・一三「亀と二羽の白鳥」
田中於莵弥 『インド説話集』 一九七八年 ピカタ
『法苑珠林』 大正新脩大蔵経・第五三巻・事彙部

『ヒトーパデーシャ』四挿話一

要旨・亀と白鳥。

一九九八年

『五分律』二五（
『法苑珠林』八二・六度篇、忍辱部三・引証部四）

『旧雑譬喩経』下三九（
『法苑珠林』四六・思愼篇、愼過部五）

大蔵出版

稲田浩二・編 『日本昔話通観』研究篇２（日本昔話と古典）

第二十三号
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同朋舎出版

ラ フ
〈二羽の家鴨と亀〉
･ ォンテーヌ『寓話』
稲田浩二・編 『日本昔話通観』研究篇１（日本昔話とモンゴロイドー昔話の比較記述）一九九三年 同朋舎出版

大塚光信

今野達・校注 『注好選』 新日本古典大系

森正人・校注 『今昔物語集』 新日本古典文学大系

山田孝雄・他・校注 『今昔物語集』巻第五・第二十四話

稲田浩二・他・編 『日本昔話事典』一九七七年（昭

54
52
33

『カリーラとディムナ』一「亀と二羽の家鴨」 類話４にほぼ同じ。亀と家鴨。
苫小牧駒澤大学紀要
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31

枝をくわえた亀のゆくへ

東南アジア至宝の旅

一九九一年（平３） 日本放送出版協会

こうへい・本学教授）

本編作成にあたっては仏教美術に関して本学図書館の星俊道氏から教示を得たことを記し、謝意を示す。

（はやし
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林 晃平

ラ・フォンテーヌ『寓話』一〇・二「カメと二羽のカモ」 類話２にほぼ同じ。亀と二羽の鴨。
『イソップ寓話集』三五一「亀と鷲」

Ｔ・Ｈ・ガスター『世界最古の物語』
「借りものの翼」 要旨・エタナが鷲の翼の傷を治してやる。鷲はその

二〇〇四年

講談社

THE OLDEST STORIES IN THE WORLD by Th. H.Gaster
中村元・久野健・編 『仏教美術事典』 二〇〇二年（平 ） 東京書籍
高田修 『仏教の説話と美術』 講談社学術文庫
杉本卓洲『菩薩』
山本智教『仏教美術の源流』

付記

ＮＨＫ取材班ほか『ＮＨＫ美の回廊をゆく』２

林晃平 亀のリアリズム 人
―形玩具から見る蓑亀 ―『人形玩具研究』第一九号 二〇〇九年 日本人形玩具学会
ジャック・ジエス編 『西域美術』第２巻（ギメ美術館・ペリオコレクション） 一九九五年 講談社

林晃平 『浦島伝説の研究』 二〇〇一年・おうふう

山本智教『インド美術史大観』
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中日文化交流の歴史と禅の思想（二）
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曹洞禅

禅戒

道元

修証観

に生き続ける。その連鎖と曲折について考察する。

佐久間 賢 祐

SAKUMA Kenyu

実であるといえる。歴史的空間的に深遠広大な時を経た禅の思想・文化は、連鎖と曲折を重ね現代

の可能性は、中日文化交流の二、〇〇〇年の、中日の海を挟んだ積極的な「一衣帯水」の交渉の結

精神文化として、禅の象意を再確認することにより、禅の可能性は益々拡がることとなる。またそ

しうる実質的な力として活用が可能であるとされる。未来を見通す明かりとして、人類の成熟した

禅はいま、科学的合理性を重んじる欧米諸国に徐々に受け入れられ、極めて今日的な問題に対処

要旨

キーワード：中日文化交流

A Look at the History of Cultural Exchanges between China and
（ ）2
Japan and the Theory of Zen

苫小牧駒澤大学紀要
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はじめに

苫小牧駒澤大学の佐久間賢祐と申します。昨年の九月に引き続き、世界に冠たる北京大学で、しかも私の専門

牛大勇教

とする禅の故郷、中国におきまして、皆さまとまたこうしてお目にかかり、お話しをさせて頂きますことを、心

より感謝申し上げます。身に余る栄誉に浴し、再度、この機会をご裁可下さいました、歴史学系主任

授、副主任 王新生教授、連絡調整の御労苦をとられた日本大学井上桂子准教授、すべての関係の皆さまに感謝
申し上げます。

私は日本曹洞宗学、禅思想、禅文化論を専攻しています。特に日本の中世から近代にかけての煩瑣な文献学を

専門としておりますが、今年度も昨年に引き続き、禅文化の一般的なわかりやすい話をしたいと思います。私は

苫小牧駒澤大学で禅学の教員をしながら、郷里で四〇〇年続く宮城県龍泰禅寺の副住職をしており、駒澤大学の

建学の精神である
「行学一如」
、
理論と実践の融合を日頃から体現していることをささやかに自負致しております。

昨年、私は、
「中日文化交流の歴史と禅の思想」と題して、
一、
「禅思想の母胎」禅は中国の思想と文化を母胎として開花していること。

二、
「二十一世紀の禅」今日、極めて多様な禅が欧米諸国に受け入れられていること。それはかつて、欧米諸

国が東洋思想に対して抱いていた、神秘思想や神秘体験、偶像崇拝といった偏狭した仏教ではもはやないこと。
またそれは、知的エリートの関心ばかりでもないこと。

第二十三号

二〇一一年三月

三、
「心理学の仏教」法相唯識教学と禅の伝統を基盤として、仏教学がどれほど精緻な心理学の体系を有して
苫小牧駒澤大学紀要
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佐久間賢祐

中日文化交流の歴史と禅の思想（二）

いるか。その体系が今日新たな視点を添えて、欧米で展開していること。以下に述べるトランスパーソナルやホ
リスティック等の動きがその証左となること。

四、「トランスパーソナル心理学 精･神医学」
人間性心理学と仏教・禅を基調とした心理学の新たな潮流について。
五、
「ホリスティック医学」科学万能主義への反省から、生命まるごとの医療、人間を生老病死の全体でみつ
める機運が医学界で高まっていること。

六、
「ホリスティック教育学」いのちのつながりを考える、この地球上の生きとし生けるものがすべて、無数

の網の目で、深く、そして精妙につながりあっているという事実を受けとめる、仏教の伝統的な人間観及び教育
観が、教育界で改めて顧慮されていること。

七、
「マインドボディメディスン」ハーバード大学を中心とした動きで、道元禅・曹洞宗学と医学の新しい試

みとして、 Mind / Body Medicine
と坐禅の健康領域における役割というあらたな趨勢について。
八、
「森田療法」禅から多くの要素を取り入れた日本的アプローチによる心理・精神療法について。禅の人間

理解の方法を取り入れ、精神療法としては画期的な成果をあげ、世界的な広がりを見せていること。

九、
「 ZEN
心理療法・ ZEN
セラピー」禅の瞑想をセラピー、心理療法として提示する、英国人仏教心理学者、
デイビッド・ブレイジャー博士を中心とした、精神医学・心理療法における禅の活用について。

十、
「帝釈天の網」トランスパーソナルやホリスティック、禅セラピー等に共通する仏教の基本的な教理につ
いて。また今日、地球環境問題等を考える上でも参考となること。

十一、
「道元禅師の禅」上述の心理学・精神医学・教育学・環境倫理等の領域においても、大きな役割を担う、
日本曹洞宗の開祖道元（一二〇〇～五三）禅師の禅について。

30

という構成でお話をさせていただいた。

禅が何より、科学的合理性を重んじる、欧米諸国に深く受け入れられていること、極めて今日的な問題に対処

しうる実質的な力として活用可能であること。未来を見通す明かりとして、人類の成熟した精神文化として、禅
の象意を再確認することにより、禅の可能性は益々拡がることとなるであろう、と。

そしてその可能性は、中日文化交流の二、〇〇〇年の、中日の海を挟んだ積極的な「一衣帯水」の交渉の結実
であるということを指摘させていただいた。

一、禅の象意

先に述べた心理学・精神医学・教育学や環境倫理等における、仏教そして禅への理解は欧米諸国を中心とした

動きを指摘している。欧米諸国が由来となり、東アジア諸国に逆移入の形を取っている。それらは今日極めて有

効に機能していると思われる。しかし、こうした禅の理解は、日本曹洞禅の伝統的な解釈とは全く次元を異にし
ているように思われる。

トランスパーソナル・ホリスティック・マインドボディメディスン、禅セラピー等において、禅の瞑想がどの

ように用いられているのか。それは、一般には「ストレスリダクションのための瞑想」である。

第二十三号

二〇一一年三月

心理療法においては、
「個人の欲求のより良い充足をめざして行われるものであり、その人が自らの欲
ZEN
求に見合ったより効果的な新しいやり方を切り開く」ために、瞑想が、心理療法の補助的な処置として行われ
苫小牧駒澤大学紀要
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ないし瞑想とは「自分の心に観察の目を配ることである。その過程は、自分の心理がどのように作り
ZEN
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る。

出されているのかについて洞察を得ることにつながるものである。」（安藤治『 ZEN
心 理 療 法 』 駿 河 台 出 版 社、
二〇〇五年、三一頁～三二頁）としている。曹洞禅がめざす「無所得無所悟」、見返りを求めず、純粋に行為が
目的となる坐禅とは大いに質を異にしている。

そこでまず、禅の黎明期、中国初期禅宗史の中で禅がどのように伝承され、どう象意されてきたのか、菩提達

釈菩提達摩製『無心論』
（大英博物館東洋室所収）

摩（～五二八？）の文献からみていきたい。

敦煌出土

乃為頌曰。心神向寂。無色無形。覩之不見。聴之無声。似暗非暗。如明不明。捨之不滅。取之無生。大即廓周

法界。小即毛竭不停。煩悩混之不濁。涅槃澄之不清。真如本無分別。能辯有情無情。收之一切不立。散之普遍含

霊。妙神非知所測。正覚絶於修行。滅則不見其壊。生則不見其成。大道寂號無相。萬像窈號無名。如斯運用自在。
惣是無心之精。

和尚又告曰。諸般若中以無心般若而為最上。故維摩経云。以無心意無感行而悉摧伏外道。又法鼓経云。若知無

心。可得法即不可得。罪福亦不可得。生死涅槃亦不可得。乃至一切盡不可得。不可得亦不可得。
乃為頌曰。昔日迷時為有心、今時悟罷了無心。雖復無心能照用。照用常寂即如如。

重曰。無心無照亦無用。無照無用即無為。此是如来真法界。不同菩薩為辟支。言無心者即無妄想心也。
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心神は向寂にして、色なく形なし。之を覩れども見えず、之を聴けども声なし。暗に似て暗にあらず、明の如

くにして明ならず。之を捨つるも滅せず。之を取るも生ずるなし。大にして即ち法界に廓周し、小にして即ち毛

端も停どめず。煩悩之を混ずれども濁らず、涅槃之を澄せども清からず。真如は本より分別なく、能く有情無情

を辯ず。之を収むれば一切立たず、之を散ずれば普く含霊に遍ねし。妙神は知の測る所にあらず。正覚は修行を

絶す。滅するも則ちその壊することを見ず。生ずるも則ちその成ずることを見ず。大道、寂として無相、万像、
窈として無名。斯の如く運用自在なる。惣に是無心の精なり。
［・・・］

昔日、迷いし時は有心なりと為いぬ。爾時、悟り罷んで無心を了ず。無心なりと雖復も能く照用し、照用する

も常に寂して即ち如如なり。重ねて曰く、無心無照にして亦た無用、無照無用にして即ち無為なり。此は是如来
の真法界、菩薩と辟支と同じからず。無心というは、即ち妄想なき心なり。

中国禅宗初祖、菩提達摩はその最初より、緻密に稠密に「心」の分析を行っていることがわかる。すべての行

為と現象は心が生み出すものであるとして、心の分析はそのまま、現象世界の認識のありようそのものを指して
いる。

「大道、寂として無相、万像、窈として無名。斯の如く運用自在なる。惣に是無心の精なり。」無心とは、心が

ないことではない。最も意識明瞭な、運用自在な心のはたらきである。「無心無照にして亦た無用、無照無用に

して即ち無為なり。此は是如来の真法界、菩薩と辟支と同じからず。無心というは、即ち妄想なき心なり。」心

第二十三号

二〇一一年三月

もなく、認識もなく、はたらきもない。認識もはたらきもないことが、ありのままにある。これが如来の真法界
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である。禅定のはたらきは、菩薩（他者のために生きるもの）と辟支仏（自己の悟りを目指すもの）と同じでは

ない。
「心もなく、認識もなく、はたらきもない」とは、実存レベルで、心も認識も、作用もないという事では

なく、禅特有の逆説的なレトリックであり、運用自在な妄想なき、透明清澄な心のはたらきを表すものである。

敦煌出土『南天竹国菩提達摩禅師観門』
（同右）
又問、何名禅法。

答曰。禅法従通有次第。初学時従。始終合有七種観門。第一住心門。第二空心門。第三無相門。第四心解脱門。
第五禅定門。第六真如門。第七知慧門。
住心門者。謂心散動。攀縁不住。専摂念住。更無起動。故名住心門。
空心門者。謂看心転進。覚心空寂。無去無来。無有住処。無所依心。故名空心門。

心無相門者。謂心澄浄。無有相貌。非青非黄、非赤非白、非長非短。非大非小。非方非円。湛然不動。是名無
相門。
心解脱門者。知心無繋無縛。一切煩悩不来上心。故名心解脱門。

禅定門者。西域梵音。唐言浄慮。覚心寂浄。行時住時坐時臥時。盡寂浄。無有散乱。故名禅定。
真如門者。覚心無心。等同虚空。遍周法界。平等不二。無千無変。故名真如門。

智慧門者。識了一切。名之為智。契達空源。名之為慧。故言知慧門。亦名究竟道。亦名大乗無相禅観門。則是
修禅学道。故禅有七種観門。
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禅法もとより次第あり。初学時より、始終合に七種の観門あり。第一、住心門。第二、空心門。第三、無相門。
第四、心解脱門。第五、禅定門。第六、真如門。第七、知慧門。

住心門とは、心散動するを謂い、攀縁して住せず。専ら念を摂めて住す。更に起動することなし。故に住心門
と名づくと。

空心門とは、心を看て転進するこを謂う。覚心空寂、無去無来。住処あることなし。心に依るところなし。故
に空心門と名づく。

心無相門とは、心、澄浄なるを謂う。相貌あることなし。青にあらず黄にあらず。赤にあらず白にあらず。長

にあらず短にあらず。大にあらず小にあらず。方にあらず円にあらず。湛然として不動なり。これを無相門と名
づくと。

心解脱門とは、心に繋なく縛なきことを知る。一切煩悩、心に上り来たらず。故に心解脱門と名づく。

禅定門とは、西域の梵音、唐に浄慮という。覚心寂静なり。行時住時坐時臥時尽く寂静なり。散乱あることな
し。故に禅定と名づく。

真如門とは、覚心無心、虚空に等同なり。法界に遍周せり。平等不二、千なく変なし。故に真如門と名づく。

智慧門とは、一切を識了す。これを名づけて智と為す。空源に契達す。これを名づけて慧と為す。故に智慧門
という。亦究竟道と名づけ、亦大乗無相禅観門と名づく。

第二十三号
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則ちこれ修禅学道なり。故に禅に七種観門あり。
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『菩提達摩禅師観門』には、
「禅法の次第」が明確に記される。禅的な境涯、瞑想・禅定の深まりについて示す。

今日依用される、
トランスパーソナルやホリスティック、セラピーなどにおける禅は、『観門』に示されるところの、

「心に繋なく縛なきことを知る。一切煩悩、心に上り来たらず。」「唐に浄慮という。覚心寂静なり。行時住時坐

時臥時尽く寂静なり。散乱あることなし。
」とする、煩悩やストレスの低減、心の平安と精神統一を求める、第四、

第五の次第、
「心解脱門」
「禅定門」までを指向しているように思われる。菩提達摩以来、出家修道門においては、
当然に真如門・智慧門の究竟道を目指す。

次に初期禅宗史伝書の一で、五代南唐の保大十（九五二）年に、泉州招慶寺、静・均の二禅徳が編集した『祖

堂集』には以下のように記される。
『祖堂集』の伝灯説は、その後の灯史の根拠となるものである。

『祖堂集』巻第二「第二十八祖菩提達摩和尚」章

爾時達摩、領衆雲、往禹門千聖寺、止得三日。時有期城大守楊衍、問師曰、西国五天師承為祖、未曉此意、其

義云何。師曰、明仏心宗寸無差誤、行解相応、名之曰祖。又問曰、唯此一等、更有別耶。師答曰、須明他心知其

古今。不厭有無、亦非取故。不賢不愚、無迷無悟。若能是解亦名為祖。楊衍又問曰、弟子久在悪業、不近知識勤

生恭敬、被小智慧而生纏縛、却成愚惑、不得悟道而致於此。伏願、師、指示大道通達仏心、修行用心。何名法祖。

師以偈答曰、亦不覩悪而生嫌、亦不観善而勤措。亦不捨愚而近賢、亦不抛迷而就悟。達大道兮過量、通仏心兮出
度。不焉凡聖同躔、超然名之曰祖。
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師曰く、仏心宗を明らめて寸ばかりも差誤無く、行解相応する、之を名づけて祖と曰う。

師答えて曰く、須

らく他心を明らめて其の古今を知るべし。有無を厭わず、取するに非ざるが故に。賢ならず愚ならず、迷い無く
悟り無し。若し是の解を能くせば亦た名づけて祖と為す。

師は偈を以て答えて曰く、亦た悪を覩て嫌を生ぜす、亦た善を観て措くに勤めず。亦た愚を捨てて賢に近づか

ず、亦た迷を抛ちて悟に就かず。大道に達して量を過ぎ、仏心に通じて度を出づ。凡聖と同を躔まずして、超然
たる之を名づけて祖と曰う。

ここに、禅者の有り様、禅を行じ嗣承する「祖師」の有り様を措定している。行解相応すること、他心を明き

らめること（他者の心を理解すること）
、賢愚凡聖迷悟を透脱し、大道に通達し超然とあることがもとめられる。

こうした禅者のありように関する説示は、今日、出家以外の一般参禅者には容易に理解できるものではないであ

ろう。出家聖道門に生きるものにとっても生涯をかけて参究すべき遙かなる道である。それ故、禅の初学者、日

二〇一一年三月

道元禅師『正法眼蔵随聞記』

常生活の中で、心の安らぎを得たい、安定を得たいといった場合に、卑近な禅の理解となることはやむを得ない
ことであろう。

二、禅戒の相承について

第二十三号

身の威儀を改むれば、心も随って転ずる也。

苫小牧駒澤大学紀要

37

佐久間賢祐

中日文化交流の歴史と禅の思想（二）

私ごととなるが、この「身の威儀を律するかたち」とはどのようなものであるのか、釈尊は、そして道元禅師

は、何を否定され、何を肯定されたのか。筆者が禅と戒律に興味を抱くようになる直接のきっかけとなった言葉
である。

現在、日本仏教を俯瞰したとき、最大の問題は「戒律」の問題でる。無戒といっても過言ではない。しかしそ

れは、たとい根絶やしの観を受けたとしても、せめてその「戒」が清浄なる叡智に鋳直されていれば宗教的生命
は保ち得よう。理念が承け保たれるということであるが、そうした状況にもない。

日本仏教は、何を以て仏教とするのか、極めて危うい状況にある。祖師方が伝承してきた法灯とは何であった
のか、いま改めて真摯に検証がなされなければならない。

それ故、日本仏教の母胎である、中国仏教の中国的屈折変容の歩みを精査することは、日本仏教の日本的屈折
変容を理解する上でも、欠くべからざる作業となるであろう。

さて原始仏教から部派仏教にかけて、
出家を出家たらしめるもの、仏教を仏教たらしめる根拠として、具足戒（比

丘戒・比丘尼戒）
が認められる。具足戒を護持することが出家の根拠となる。現在、『四分律』『五分律』『十誦律』『摩

訶僧祇律』
『南伝律』の五代広律が伝承されている。『四分律』比丘戒で二五〇の規定を有す。具足戒護持を前提
としながら、中国禅宗史の中で独自の「戒観」が形成されている。

菩提達摩は「一心戒」を提唱する。
「戒文に云く、受は伝なり、伝とは是れ覚なり、即ち仏心を悟るなり、真

に受戒と名づく」と。
（鏡島元隆『道元禅師とその周辺』大東出版社、一九八五年「禅戒の源流としての一心戒」
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参照）
、一心戒の伝承は今日の研究から、達摩真説かどうか俄には判じがたいが、一心戒の系譜をうけて、六祖

慧能（六三八～七一三）の南宗禅では「無相戒」を説く。「世人の性は本より自ら浄にして、万法は自性に在り。

一切の悪事を思惟せば、即ち悪行を行じ、一切の善事を思惟せば、便ち善行を修す。是の如く一切法は尽く自性

に在りと知るべし。
」
（敦煌新本『六祖壇経』
）として、本源自性清浄なることを覚知することが、無相戒にほか

ならない。また、神秀（～七〇六）系の北宗禅では「仏性戒」を説く。仏性戒は『大乗無生方便門』につぎのよ

うに記される。
「菩薩戒は持心戒なり。仏性を以て戒となす。性心瞥起すれば即ち仏性に違す。これ菩薩戒を破

るなり。心を護持して起こらざれば、即ち仏性に順ず。これ菩薩戒を持つなり。」（『鈴木大拙全集』巻三、一六八
頁）清浄本然の仏性を自覚することが、戒を保つこととなる。

このように、中国初期禅宗史における戒観の展開は、具足戒と大乗戒の重受を建前としながら、「一心戒」「無

相戒」
「仏性戒」と多様である。戒律は生活規範として、戒相と戒条を持つものであるが、これらは仏心の自覚、

仏性の自覚が戒であるから、具体的な戒相を持たない極めて理念的な戒という事になる。またこのことが後に、
今日の日本仏教に対しても大きな影響を与えることとなる。

さて、こうした初期禅宗史の独自の戒観を承けて、道元禅師は天童如浄（一一六二～一二二七）禅師より十六

条戒を授かる。
「十六条戒」は、一心戒、無相戒、仏性戒に比して、具体的な戒相を備えてはいるが、具足戒を

前提としていない。十六条戒成立までのいずれかの段階で具足戒が棄捨されたことになる。このことはインド仏

教からの訣別をも意味するような極めて大きなトピックではあるが、ともあれ、こうした戒観の独自の中国的展

第二十三号
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開が、禅を飛躍的に発展させる原動力となったのかもしれない。
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三、道元禅師の生死観・修証観
――禅定を基調とした生のありようについて
――

大宋国で五年（一二二三～一二二七）にわたる留学生活を終え、天童如浄禅師の法を嗣ぎ、道元禅師は中国の

禅を日本に移植した。道元禅師が嗣承した禅は、禅定を基調とした生のありようそのものである。約百巻にわた
る『正法眼蔵』には、道元禅師の生死観、そして修証観が縦横無尽に示される。

生というときには、 生よりほかにものなく滅というときは、滅のほかにものなし。かるがゆゑに、生きたらば、

ただこれ生、滅きたらばこれ滅にむかひてつかふべし。いとうことなかれ、ねがふことなかれ。この生死は、す

なはち仏の御いのちなり、これをいとひすてんとすれば、すなはち仏の御いのちをうしなはんとするなり。これ

にとどまりて、
生死に著すれば、
これも仏のいのちをうしなうなり。［…］ただわが身をも心をも、はなちわすれて、

仏のいへになげいれて、仏のかたよりおこなわれて、これにしたがひもてゆくときちからをもいれず、こころを
もつひやさずして、生死をはなれ仏となる。たれの人か、こころにとどこほるべき。

『正法眼蔵』「生死」巻

無常といういのちを生ききるために、生の充足のために、法に随順する。無常の世界を生きることの只中で立

ち現れる自己によって、この世界が現成する。仏道に生きるとは、「ただわが身をも心をも、はなちわすれて、
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仏のいへになげいれて…」
、決して、自我欲望を運転させることではない。悟りを得る、無心になる等の思想的

観念をも一切必要としない。生かされてある、自己を従容として生きるのである。悟りを得る手段として修行す
るのでもなく、法に随順し淡々と生きる。そこに真実の自己のありようがある。

この道元禅師の生死観は、
『菩提達摩禅師観門』の、第七「智慧門。一切を識了す。これを名づけて智と為す。

空源に契達す。これを名づけて慧と為す。故に智慧門という。亦究竟道と名づけ、亦大乗無相禅観門と名づく。」

に相当するものであろう。道元禅師の生死は正に、禅定の究竟道を目指すものである。

仏祖の大道、かならず無上の行持あり、道環して断絶せす、発心・修行・菩提・涅槃、しばらくの間隙あらず、

行持道環なり。このゆえに、みづからの強為にあらず、他の強為にあらず、不曾染汚の行持なり。この行持の功

徳、われを保任し、他を保任す、その宗旨は、わが行持、すなはち十方の匝地漫天、みなその功徳をかうぶる。

『正法眼蔵』「行持」巻

他もしらず、われもしらずといへども、しかあるなり、このゆえに諸仏諸祖の行持によりて、われらが行持見成
し、われらが大道通達するなり。

仏祖の大道に通達するために無上の行持がある。禅定を基本とした生活の中に、発心・修行・菩提・涅槃が隙

間なく充足しなければならない。これを行持道環という。この行持道環の功徳こそが、私たちの存在、ありよう
そのものを保持し、他のありようをも保持するのである。
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仏道をもとむるには、まづ道心をさきとすべし。道心のありやう、しれる人まれなり。あきらかにしれらん人
苫小牧駒澤大学紀要
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に、問うべし。
［…］世のすえには、まことある道心者おほかたなし。しかあれども、しばらく心を無常にかけて、

世のはかなく、人のいのちのあやうきこと、わすれざるべし。われは、世のはかなきことをおもふと、しらざる

『正法眼蔵』「仏道」巻

べし。あひかまへて、法をおもくして、わが身、我がいのちをかろくすべし。法のためには、身もいのちも、を
しまざるべし。

「仏道をもとむるには、まづ道心をさきとすべし。」初発心のあり方が厳しく問われる。菩提心を起こし、己の

進むべき方向性を見定めなければならないが、
「道心のありようをしれる人はまれである」と。そこに正師との

出会いの必要性が謳われる。「心を無常にかけて、
世のはかなく、人のいのちのあやうきこと、わすれざるべし。」「あ

ひかまへて、
法をおもくして、
わが身、
我がいのちをかろくすべし。法のためには、身もいのちも、をしまざるべし。」

師資相承される仏道のために、心にかける一事のために、直向きに、人の、変化に富んだ、輝ける生そのものの
ために、身もいのちも、惜しんではならない、と。
禅における生死は、修証そのものである。

四、曹洞禅の普遍と特殊

オハイオ州立大学の哲学者、トーマス・カスリス氏は論文「禅・その現象学的なもの」において、「仏教が中

国哲学に斬新な精神的次元をもたらしたとちょうど同じ様に、禅も西欧哲学に新しい次元を付加することができ
よう。
」
（
『禅と現代』ぺりかん書房、一九九八所収）と述べている。
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道元が示そうと企てているものは、この上なく複雑な仏教的諸原理は、実際には、我々の最も日常的な諸経験

のうちで、直証的だということである。このことが道元自身の創作になる現成公案という言い回しの最も深い意
味の一つである。

もし我々が諸事物をじかに経験すれば、もし我々が非思量という仕方で経験すれば、それぞれすべての現象は、

我々にじかに、あるがままに露わになるであろう。［…］現象学者さながらに、彼が我々に告げているのは、我々

が真に何であるのかの「証」を成就するように、己れ自身の経験を考査せよ、ということである。

道元の非思量の現象学は、一切の経験の基礎的レベルの現象学であるし、彼の分析は普遍的な現象学的意味を
持っている。

そして最後に、この論文を以下のように閉めている。

現象学は人間の無意識の普遍的諸構造を発見しようとする。こうして企てに徹することで、それは非西洋的な

諸文化の哲学的諸洞察に胸襟を開かなければならぬ。この論文において私が論じようとしてきたことは、禅仏教
がこうした諸洞察の最も価値ある源泉を提供している、ということである。

引用が増長に過ぎたが、現代西欧の現象学は、
「人間の無意識の普遍的諸構造を発見しようとする。」という点

において、これまで縷説してきた菩提達摩の禅、日本に継承発展された道元禅師の禅に通じるものがあるという

第二十三号

二〇一一年三月

事が出来はしまいか。昨年報告させて頂いた法相唯識の精神分析学も、それを示すものであり、と同時に、仏教
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そして禅の原点そのものに帰するものである。

禅は、釈尊の坐禅を基調とした生き方の教えに端を発し、中国、日本で継承発展されてきた。禅は一宗教の修

行の形態を示すものである。現代社会においても日本においても、そして中国においても、また西欧諸国におい

ても、
「特殊位相」を示すものであり、大多数の信仰者を獲得するものでもない。日本仏教の中においても、況

んや世界宗教の中においても極めて少数者の信仰であり、宗教にすぎない。それにも関わらず、今日、心理学、

精神医学、教育学、その他文化全般に多くの影響を散見できる状況にあることは、禅の普遍的な意味が、特殊位
相の中に含意されていることを物語るであろう。

またそれは、禅が他の宗教と対立しないことをも表している。唯、こころ静かに坐ることは、異宗教徒にとっ

ても可能であり、カトリックの禅やプロテスタントの禅、異教徒の禅という形でいま伸張している。

最後に

二〇一〇年十月、二〇〇〇年にノーベル文学賞を受賞した高行健氏は、国際ペン東京大会に招かれて来日した。

その席で氏は、
「文学は世界を変えることはできないし、世界を救うこともできません。文学とは人間の複雑な

） と 発 言 し て お ら れ る。 私 は 当 該 の
2010,10,7

本質にかかわり、人生の真実を求めるものです。優れた文学は時代や歴史をこえてどんな逆境にあっても生命力
を保ち続けると思います。
」
（朝日新聞オピニオン「国家をこえて」
「文学」に、そのまま「禅」をあてはめてみたい。

そして、ヒューマニズム（人道）
、トレランス（寛容）、コンパッション（共感）を基幹とする禅が、西洋由来
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の今日的功利的な解釈にせよ、中国日本における伝統的な、人間の心根に深く沈潜した理解にせよ、洋の東西を

問わず人間の生活に、如何ほどかの意味があるとするならば、禅の思想・文化を、中国日本に花開いた一輪の名
花として、一微塵なりともその顕彰に寄与していきたい。

以上

＊この小論は、二〇一〇年一〇月二七日、北京大学大学院歴史学系で開催された「中日禅宗交流与発展講演会」

の発表原稿に注釈を補追整理し、本文をそのまま掲載するものである。日本文を掲載した後、中文翻訳原稿を掲

載する。講演は日本語で行われ、通訳を北京大学大学院歴史学系博士課程の劉峰氏にお願いした。中文の翻訳原
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稿は苫小牧駒澤大学非常勤講師楊志剛氏の手を煩わせた。改めてここに関係各位に対し深甚の謝意を表したい。
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要旨

母系

二〇一一年三月

ではないのである。

父権

万葉集

髙 嶋 めぐみ

TAKASHIMA Megumi

文化に深く根付いたものであり、外国文化に根ざした外国法を突然採用しても容易に浸透するもの

来の母系制が存続、母権的風習が色濃く遺る妻問婚が全階層を通じて行われていた。婚姻とは民族

制を採用し嫁取婚を前提としていた。しかし法生活の実態は固有の慣習が重視され、一般に前代以

七、八世紀における我が国の婚姻形態は、律令法継受の過程にあったので成文法としては家父長

律令

日本婚姻史にみる「つまとひ」

第二十三号
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Considering Japanese Marriage Customs
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目次
一、はじめに
二、当代の婚姻用語
三、妻問婚
四、
『万葉集』にみる「つまとひ」
五、おわりに

一、はじめに

上世の婚姻は律令法継受の過程にあったので成文法として家父長制を採用し嫁取婚を前提としたが、七、八世

紀における我が国の一般的な法生活の実態は、固有の慣習が重視され全階層を通じて妻問婚が行なわれた。これ

は男が女のもとに通う夫婦別居であり、家は母中心の母系社会を背景とし漢民族的家父長型婚姻に同化を示さず

に経緯している。婚姻とは民族文化に深く根付いたものであり、外国文化に根ざした外国法を突然採用しても容

易に浸透するものではない。外国法継受によくみられる法と実態の乖離の一例である。

妻問婚においては、
婚姻相手を村内村に求める際に行われる求愛求婚行為に「まぐはひ」
「つままぎ」
「つまとひ」
（１）

「よばひ」等があげられる。また大晦日や祝日などの一定の時期に相手を求めるため特定の場所に集う「かがひ」

と呼ばれる習俗もある。
「かがひ」については既に報告済であるため、本稿では『古事記』
『日本書紀』
『風土記』
『万

葉集』まで盛んにみられる「つまとひ」に焦点を当て、天皇から庶民までの生活が詠まれた『万葉集』を手がか
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りに上世の婚姻と子女の婚姻承諾権の実態を考察するものである。
苫小牧駒澤大学紀要

61

髙嶋めぐみ

日本婚姻史にみる「つまとひ」

二、上世以前の婚姻用語
上世の婚姻をさす用語は性関係にのみ即した原始的な用語が多い。例えば、

「
『まぐはひ』
（目合）①男女が互いに目を見合わせて愛情を通わせること。②転じて、結婚。性交。
（２）

『よばひ』①（婚ひ）求婚のために相手に呼びかけること。②（夜這ひ）女性の寝所に忍び込むこと。」

がある。
「まぐはひ」とは、
「よばひ」に対して心を許す者だけに自分の名を打ち明けるなどの方法で求婚承諾の

意思を表すことであり、ここに男女間の約束が成立する。この男女間の私約を「まぐはひ」といい、男女が目の

挙動において意思を通じ合うことをさす。
「まぐはひ」は「身合わす」と同意といわれ、『日本書紀』に「合為」、

売出で見、目合ひして相婚して還り入りて・・・
（後略）」

『古事記』に「目合」などの文字が充てられている。「身合せ」「目合せ」共、心を合わすことと同じく、「交合」
（３）

の意となるともいわれている。
『古事記』
に
「
（前略） 世理

（４）

み

と

の

ま

ぐ

は

ひ

売と婚姻することになっており、 勢理

売が「目合して婚ひまして」と記されているところ

佐之男命の

とあるように「目の交合」を意味する。これを経て婚姻したとあり、求婚に出かけることはまさに婚姻に出かけ
ることであった。

勢理

「目合」は男女間の婚姻の私約であるとする説に対し、中山太郎氏は『日本書紀』に大国主命が
女である

から、イナザギ、イザナミの神々の「美斗能麻具波比」は、この目合の先をなすものであり、これに続いて「婚

ひ」とあるのは両神が婚姻したことを意味しているものであるから、目合を私約とみる解説には従えないとして

いる。
「我国の古代の婚姻成立には、交会が唯一の要件であって、これだに具備すれば、それを婚姻と自他とも

許していたのであろう。媒人の有無とか、結納の交換とか尊属親の承諾とか、儀式の挙否とかいうことは時代の

62

降るに従い追々定められた習俗であって、古代は必ずしもこれらに泡泥しなかったのである。そうした時代に婚
（５）

約の私約などのあるべきはずはない。ことに我国ではクナグという語に婚の字を充てたぐらいであるから、古く

か ら 交 会 即 婚 姻 で あ っ た。
」との見解を示している。また高群逸枝氏は中田薫博士の「求婚男子が先づ意中の女

の許を訪づれて、彼を喚出して（よばひ）婚約を求め（つまどひ）、女が承諾の意を表示する（めくばす）こと
（６）

によって、此に両者の私約が成立し、然る後女子の父兄の同意を求むると云ふのが、もっとも普通の順序であっ

たと解せねばならぬ。
」といういわゆる「目合」が婚姻への手続の一つとしていることに対し、その事実はその

ような順序でなかったとしている。私約（
「目合」のみによらない）をすれば直ちに婚交が行われたということ、

（７）

「婚姻 婚
―交は当事者間問題、ひいては当事者らの年齢団体間の問題であり、妻家は事後的にのみ、受動的にのみ、
間接的にのみ、そしてあらわではなく、いつともなく承認するというのが、いわゆる太古の普通のやり方であっ
た。
」とし中田博士の指摘する順序とは逆であったことを指摘している。
『古事記』の「まぐはひ」の箇所には以下の記述がある。

「ここに、その妹伊耶那美の命に問ひて、
『なが身はいかに成れる』と曰らししかば、『あが身は、成り成り

て成り合はざる処一処あり』と答へ白しき。しかして、伊耶那岐の命詔らししく、『あが身は、成り成り

・

・ ・

・

・

・

（中略）『しからば、あとなとこの天の御柱を行
･･･

て成り余れる処一処あり。かれ、このあが身の成り余れる処をもちて、なが身の成り合はざる処に刺し塞
・

ぎて、国土を生み成さむとおもふ。生むこといかに』
き廻り逢ひて、みとのまぐはひせむ』
（傍点筆者付）

二〇一一年三月

」
、
（第一七巻第四〇話）にも「婚合スル」とあり、「婚合」は『古事
･･･

とある。
「みと」は女性の陰部の敬称であり、
「まぐはひ」は「目合」で情交の意である。また『今昔物語』（第

第二十三号

三巻第一一話）に、
「 ･･･
例ノ男女ノ婚合
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）

する八千矛の神が『古事記』にみえる。
・ ・

・

よばひに

さかし女を

ありと聞かして

あり通はせ ･･･
（後略）」（傍点筆者付）

とほとほし 高志の国に
ありたたし

「八千矛の 神の命は 八島国 妻枕きかねて
くはし女を ありと聞こして さよばひに

高志の国に美女がいると聞いてはるばる求婚に通いつめたことが記されている。

64
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記にみられる「目合」である。

「目合」の読み方について、本居宣長は「まぐはひ」、中田薫、石井良助両博士は「元来男女が互いに眼の動作
（８）

を以て相ゆるす古風習より転じ専ら婚約せる意味を帯びたるにあらずやと思はる」と述べられ、「めくばす」（め
まぜ）と読むべきだと記されている。

（９）

婚姻に関する当代の用語は、多くが性交を意味するものであり、高群氏も「我が古語には、中国の結婚、婚姻
（

等に相当する語がなく、その一つ手前の求婚の語と一つ後の性交の語があるだけだった。」としている。

）

11

（つま）
」ということばもあるように、
夫または恋人をも意味し後世の「連合」（つれあい）にあたる。「つままぎ」

（

この他求愛求婚の意味をもつことばに「つままぎ」（妻●）がある。「つま」は妻の意味であるが、「愛しき夫

相手の名や家を問うことであり、本来は「婚ひ」の意味を持つ言霊の響きあう余韻を秘めたことばであった。

の文字を充てるようになったのは長い歴史からみればごく新しいことで、上世以前にあっては配偶者選択として

「よばひ」については既に報告済であるためここで詳細は割愛するが、深夜挙動不審な男が徘徊する「夜這い」

10
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三、妻問婚

往時の婚姻は「妻問婚」または「招婿婚」といわれる。形態的にみると男が女の族または家に招かれる、通う

（

）

または住むなどして生活を行うことである。機能的には、女は自分の族または家で子供を生み、子どもたちは母

（

）

『つまど・ふ』
・自八四 ①恋して言い寄る。求婚する。②連れ合いを恋求める。妻を捜し求める。」

「
『つまとひ』
・名 女性に恋して言い寄ること。求婚すること。

「つまとひ」について、

であった。

か母権制であったかの問題については断片的な資料や古語などから母権制と考えられ、家母長制であり母系社会

妻問婚の本質は後世にみられる家父長制とは異り、当事者本人が相互に求婚し合う点にある。父権制であった

の家で生涯を過ごし、財産及び系統は母から子へと受継ぐ母系婚で女（妻）中心の婚姻形態である。

13

妻問婚について高群逸枝氏は『日本婚姻史』に、

のもと、
「つまとひ」に来る男を待つものである。

妻問婚は、婚姻成立には男女の合意のみならず女側の父母、その他の権力者の同意を要した。女は生母の保護

手のもとを訪ねて過ごす形が一般的である。

の本質は求婚によって開始される婚姻後の訪問の意味にあった。同居している夫婦もいたが、別居して夜のみ相

という意味がみられる。求愛求婚をさす「つまとひ」と「よばひ」には意が重なるところもあるが、「つまとひ」

14

66

「妻問婚は、群婚段階を起点とする氏族共同体に照応して、群婚と並存しながら成長してきた個別婚的婚

姻制である。それはいわゆる対偶婚で、この対偶婚の特徴は、身柄や生活の根拠が各自の氏族にあり、夫

は妻方に通ったり（別居 ―
妻問）
、滞在したり（妻方同居 ―
婿取）するのであるが、その結合は弱く、離
合が容易である点にある。つまり対偶婚の段階では、氏族が生活組織の単位であって、夫婦関係は、いわ
（

）

ば恋愛関係である」

と記されている。ここにいわれる夫婦関係を断つためには、相手のもとに通わなくなるか、女が男を「門から帰

す」という方法で成立する。また「床はなれ」
「床去り」「夜離れ」などの表現があるようにいずれも女の寝床を

去ったことを意味するもので、文字通り性関係のみに即した原始的な離婚を表す言葉であり、制度的な意味を持

たない。妻問婚の性格から、一夫多妻、一妻多夫の姿勢を示しても重婚の罪に問われることもない。

配偶者選択に際しては、現行民法で直系血族または三親等内の傍系血族間での婚姻を禁止しているが、古き世

にはおじ、おば、めい、おい、兄弟姉妹間の婚姻は珍しくなかった。但し無制限に行われていたわけではない。

この時代の近婚親の範囲はごく狭いもので、同母兄弟姉妹の禁婚親が範囲となっていた。同母の兄弟姉妹は「ハ

ラカラ」
（同胞）といい、この「ハラカラ」との婚姻は禁じられていた以外制度的規則が存在した様子はない。

これは兄弟姉妹でも母が違えば育つ場所も異なるためで、異母兄弟姉妹を他人と看做しており婚姻に差支えなか

った。婚姻相手を決めるにあたり母の意見がより重要な意味を持つのは、単なる権威だけではなく、そこには禁
婚親が起らないようにするためでもあったはずである。

周知の如く婚姻の始まりはイザナキ・イザナミの神婚である。毎夜来訪して毎朝去る妻問婚の起源を物語るも

第二十三号

二〇一一年三月

のが『古事記』にみられる。具体的な行為と手続が記され、神婚として最も一般的なのものとして三輪山神婚神
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話があげられ、この神話には三つの型、一、苧環型、二、丹塗矢型、三、箸墓型がある。
『古事記』崇神天皇条三輪山伝説に苧環型が記されている。

「活玉依●売、その容姿端正正しくありき。ここに、壮夫あり。その形姿威儀、時に比ひなし。夜半の時に、

たちまちに到来る。かれ、相感でて共に婚ひして、供住める間、いまだいくだもあらねば、その美人妊身

みぬ。しかして、父母その妊身める事を恠しびて、その女に問ひて曰ひしく、
『なはおのづからに妊めり。

夫なきに何のゆゑにか妊身める』答へ曰ひしく、『麗美しき壮夫あり。その姓名も知らず。夕ごとに到来

りて供住める間にあのづからに懐妊みぬ』ここをもちて、その父母その人を知らむとおもひて、その女に

●へて曰ひしく、
『赤土もちて床の前に散らし、へその紡麻もちて針に貫き、その衣の襴に刺せ』かれ、

教へのごとくして、旦時に見れば、針著けたる麻は、戸の鉤穴より控き通りて出でて、ただ遺れる麻は三

勾のみなりき。しかしてすなはち、鉤穴より出でし状を知りて、糸のまにまに尋ね行けば、美和山に至り

て神の社に留りき。かれ、その神のことは知りぬ。かれ、その麻の三勾遺りしによりて、そこを名けて、
美和といふ。
」

婚姻後の訪問にあたる「つまとひ」をする神の姿が描かれている。内容を要約すると、両親は娘に対し祭器を

つくる呪力を持ち、呪縛することが出来ると考えられていた赤土を撒き、男の衣の裾に針で糸をつけるように教

える。翌朝その糸をたどると男の正体が三輪山の神であることを知る。男が女のもとに通って来る妻問の形態は、
性関係のみに即した原始的な婚姻であったことのあらわれである。
二つ目の型である箸墓型は、
『日本書紀』崇神天皇条に記されている。

「倭●●日百襲姫命、
大物主の妻と為る。然れども、其の神常に昼は見えずして、夜のみ来ます。倭●●姫命、

68

夫に語りて曰く、
『君、常に昼は見えたまはねば、分明に其の尊顔を視たてまつることを得ず。願はくは暫

留りたまへ。明旦に仰ぎて美麗しき威儀を●たてまつらむと欲ふ』といふ。大神対へて曰く、『言理灼然なり。

吾、明旦に汝が櫛笥に入り居む。願はくは吾が形にな驚きそ』とのたまふ。●に倭●●姫命、心の裏に密に

異しび、明くるを待ちて櫛笥を見れば、遂に美麗しき小蛇有り。其の長さ大さ衣の紐の如し。則ち驚きて叫

啼ぶ。時に大神、恥ぢて忽に人の形に化り、其の妻に謂りて曰はく、『汝、忍びずて吾に羞せつ。吾還りて

汝に羞せむ』とのたまふ。●りて大虚を践みて御諸山に登ります。●に倭●●姫命、仰ぎ見て悔いて急居。

則ち箸に陰を撞きて●ります。乃ち大市に葬る。故、時人、其の墓を号けて箸墓と謂ふ。」

箸や矢、
機織りの梭など呪的な働きを持つものから神婚が構成されている。神婚にみられたこの妻問のツマは、
一対の男女の片方をさすことばである。

妻問婚にみる「家」は、母中心の母系社会であったが『古事記』や『日本書紀』にはそれを裏付けることばが

みえる。
「父母」の連称を「父母（ちちはは）
」
「父母（かぞいろは）」としているが、『万葉集』には「母父（お

（

）

もと）
」と称する例が多い。また『古事記』では母に対する最高の尊称として「御祖（みおや）」が使われており、

祖
｢ は
｣ 父の意には使われていない。これは母権時代に母のみを重視したことを反映する言葉ともいえる。親の
枕詞であるタラチネ（垂乳根）は母に起源しており、生母をイロハ（実母）と称するがイロチ（実父）というこ
とばは存在しないことからも窺える。

本居宣長も『古事記伝』において、
「御祖とは母を云る例なり」と言い切っており、「子は母の許に生長しなれ

ば、父よりも親睦く同じ家に在る故に、朝暮の事にふれても、御祖とは先づ母を云しなり」と説いている。滝川

第二十三号

二〇一一年三月

政次郎博士の以下の規定も参考になろう。
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すべての子の名は、必ず母が付けることが記されている。

三、
『万葉集』にみえる「つまとひ」

）

）

妻を訪ねて行く夫、夫を待つ妻、翌朝の別れなど「つまとひ」の様子が『万葉集』に多く詠まれている。以下
その一例をあげてみる。
妻問を待つ歌。

70
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（

「オヤ（祖、おや）と云ふ語は、母を意味する古語オモと同語源であり、タラチネと云ふオヤの枕詞も、母

「天皇その后に命●らして言ひしく、

ている。

慣習が存在しており古の姓は母方の名称を用いたものであるとされる。『古事記』の崇仁天皇条に以下が記され

（

また記紀の昔、生まれた子に名を付けるのは母であったといわれる。または母の血統のみをもって親族とみる

神をまつる神棚のある部屋も「母屋」にある。

家屋の中心となる建物を「母屋」というのもこれと無縁ではない。母の居る中心になる部屋の意味であり、祖

親に関係せる語である。又ハラカラと云ふ言葉も、同一母より分れ出たものと云ふ意味である。」

17

『今、火の稲城を焼く時に当りて、火中に生れましぬ。かれ、その御名は本牟智和気の御子と称すべし』」

しかして、答へ白ししく、

『すべて、子の名は必ず母の名くるを、いかに子のこの御名を称さむ』

18

「君待つと 我が恋ひをれば 我がやどの 簾動かし

秋の風吹く」（四八八）

待ちつつあるらむ」（二五九四）

欲しき君かも」（二五五四）

嘆きつるかも」（二八九三）

「行かぬ我を 来むとか夜も 門閉さず あはれ我妹子
「朝去にて 夕は来ます 君ゆゑに ゆゆしくも我は
新婚直後の歌。
「相見ては 面隠さゆる ものからに 継ぎて見まくの

すべなくありつる」（五四〇）

来むといふ人を」（七四四）

今朝の別れの

別れを惜しみつつ一夜訪れた相手を送り出した歌。
「我が背子に または逢はじかと 思へばか
夫を待つ妻の気持ちを表した歌。
「夕さらば 屋戸開け設けて 我れ待たむ 夢に相見に

我が心焼く」（一三三六）

斎ひ妻かも」（一二六二）

「冬ごもり 春の大野を 焼く人は 焼き足らねかも

庭もほどろに」（二三二三）

「あしひきの 山椿咲く 八つ峰越え 鹿待つ君が

「我が背子を 今か今かと 出で見れば 沫雪降れり

二〇一一年三月

君をし待たむ」（二五三八）

近づきにけり」（一七七五）

「さ寝らくは 玉の緒ばかり 恋ふらくは 富士の高嶺の鳴沢のごと」（三五五八）
妻を訪れる夫の気持ちを表わした歌。
「泊瀬川 夕渡り来て 我妹子が 家のかな門に
訪れぬ夫を皮肉る歌。
「一人寝と 薦朽ちめやも 綾席 緒になるまでに

第二十三号

妻問後妻を想う夫の気持ちを表わした歌。
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「霞居る 富士の山びに 我が来なば いづち向きてか

妹が嘆かむ」（三三五七）

今夜来ませる」（二五五五）

夫が妻のもとを訪れる際は人目をはばかるのが常識であることを表わす歌。
「朝戸を 早くな開けそ あぢさはふ 目が欲る君が
訪れた人を引止める歌。

霜の降る夜を」（二三三六）

潮満つなむか」（三三六六）

たゆたひぬらし」（五四二）

「はなはだも 夜更けてな行き 道の辺の ゆ笹の上に
妻を顧みない夫を恨む歌。
「常やまず 通ひし君が 使来ず 今は逢はじと
他の相手のもとに通ったと思われる男の歌。
「ま愛しみ さ寝に我は行く 鎌倉の 水無瀬川に

我こそ行かめ」（二九三一）

君か来まさむ」（二六五五）

七、
八世紀はもっぱら夫が妻のもとへ通う形となっているが、妻から通う風習もみられる。
「紅の 裾引く道を 中に置きて 我れか通はむ

「思ひつつ 居れば苦しも ぬばたまの 夜に至らば

娘の婚姻承諾権について、上流貴族などの支配階級においては『古事記』に大国主命と●勢理●売の婚姻にみ

られるように父の関与が認められるが、庶民の生活感情が表現されている『万葉集』には、娘の婚姻を監督、保

護、指導し決定するなど母の関与を示している歌が多い。父母揃って子どもの婚姻に関与したことを示す歌はわ
ずか四、
五例にすぎない。

頼め過ぎむや」（一七七四）

強い発言力を持つ母の許しが得られることを示唆する歌。
「たらちねの 母の命の 言にあらば 年の緒長く

72

母をはばかり、母に隠れて男と逢う歌。
「たらちねの 母に知らえず 我が持てる 心はよしゑ

母が問はさば

風と申さむ」（二三六四）

君がまにまに」（二五三七）

たらちねの

母し守らすも」（三〇〇〇）

「玉垂れの 小簾のすけきに 入り通ひ来ね
「魂合へば 相寝るものを 小山田の 鹿猪田守るごと

魂ぞ合ひにける」（三三九三）

君がまにまに」（三二八五）

母い守れども

「たらちねの 母にも言はず つつめりし 心はよいゑ
母に抵抗する歌。
「筑波嶺の をてもこのもに 守部据ゑ
男との関係が露顕し母に叱られてしまった歌。

物思ふ我れを」（二五二七）

母●はへ」（三五二九）

相見て行かむ」（三五一九）

君は通はせ」（二五五六）

帰しつるかも」（二五四五）

「誰ぞこの 吾がやど来呼ぶ たらちねの 母に●はえ
母の監視を恐れている女の歌。
「誰そそれと 問はば答へむ すべをなみ 君が使を
「玉垂の 小簾の垂簾を 行きかちに 寐は寝さずとも
女に逢いに来て、母に拒否される男の歌。
「汝が母に ●られ我れは行く 青雲の 出で来我妹子
女の母に締め出された男の歌。
「等夜の野に 兎ねらはり をさをさも 寝なへ子ゆゑに

二〇一一年三月

事のなるべき」（二五一七）

母の理解が得られれば堂々と逢うことが出来るため、娘が母に男との関係を打ち明けるかどうか悩んでいる歌。
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母の存在を無視できないことを示す歌。

年そ経ぬべき」（二五五七）

ゆくへなみ

我が心

衣に摺らゆな」（一三三）

「たらちねの 母に申さば 君も我れも 逢ふとはなしに
婚姻について娘に諭した母の歌。
「我がやどに 生ふるつちはり 心ゆも 思はぬ人の

「御●かしを 剣の池の 蓮葉に 溜まれる水の

母聞こせども

母に背いた恋をする歌。

時に 逢ふべしと 逢ひたる君を な寝ねそと

母に違ひぬ」（三三五九）

清隅の池の 池の底 我れは忘れじ 直逢ふまでに」（三二八九）
「駿河の海 磯辺に生ふる 浜つづら 汝を頼み

母にも告げつ

母に男の名を告げ、許しを得て晴れて来訪を待つことが出来る歌。
「かくのみし 恋ひば死ぬべみ たらちねの

母に隠れて男と会う女、母に背いて悲恋する娘、母に許しを請うために訴える男女、恋愛の事で相手の母や自

分の母に叱られた男性、積極的に子女の結婚に力を貸そうとする母、などの歌があげきれないほどあげられる。

母権的遺風は「母に●はえ」
「母に違ひぬ」
「母に申さな」「母に●らえ」「母にも告げつ」などより看取される。
（

配偶者選択にあたり母の意見が重要なのは、単なる権威によるものではなく、そこには近親婚が起こらないよう

日を願望した歌をあげている。

通いを経て同居に移行することもある。洞富雄教授は、妻問をしている夫が妻を自家に迎え入れて一緒に住む

にするための生活の知恵があったかもしれない。

19

「いかならむ 日の時にかも 我妹子が 裳引きの姿

年は近きを」（二九一八）

朝に日に見む」（二八九七）

「おほかたは 何かも恋ひむ 言挙げせず 妹に寄り寝む

裳引きの姿を朝に昼に見たいといって同居の日を待ち、同居を目前にしながら恋に焦がれる姿が歌われている。

女子の恋愛や結婚に父親が干渉しなかった、あるいは出来なかったほど父権の発達が遅れていたのかという疑
（

）

問については、洞富雄教授は、婿選びは主に母によってなされたとし、それは父母が別居し母子が同居している
（

）

うべなうべな

母知らじ

うべなうべな

父は知らじ

場合が少なくなかった結果であり、高群逸枝はこれを母による婿選びとみており、父の介入は平安初期からであ
るとしている。
男側の親の関与については、

たことは、
「人の見る 上は結びて 人の見ゆ 下紐開けて

（

）

の歌からも想像できる。下紐は下着の紐と思われるが、衣の裏につけた紐という説もある。

22

恋ふる日ぞ多き」（二八五一）

にも幾首か詠まれている。紐がどのようなものであったか今は知る由もないが、肌に直接巻きつける下紐であっ

が多くみられる。婚姻関係に入るときは互いに相手を想い合い、そのしるしに紐を結び合う習俗があり、『万葉集』

妻 問 婚 は 恋 愛 感 情 の み が 絆 で あ る た め に 夫 婦 関 係 の 結 合 は 弱 い。 そ の た め か 『 万 葉 集 』 に は 下 紐 を 詠 じ た 歌

と詠まれ、親の問いかけに対して既成事実の報告はあったものと思われる。

（後略）
」
（三二九五）

「
（前略）いかなるや 人の子ゆゑぞ 通はすも我子

20
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夫婦別居の生活は、夫婦間の紐帯を弛緩させる危険もはらんでいたことを示す歌。
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人妻といへば

触れぬものかも」（五一七）

言ふは誰が言」（二八六六）

恋ひつつあらめや」（二九〇九）
）

解くらく思へば」（二五五八）

嘆かふらしも」（三一四七）

結ひし紐解く」（三四二七）
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「神木にも 手は触るといふを うつたへに
「人妻に 言ふは誰が言 さ衣の この紐解けと
「おほろかに 我れし思はば 人妻に ありといふ妹
（

人妻を誘惑しようとする男も現れたし、いい加減な想いではないと開き直る男もいた。下紐の習俗は、貞操を
守り通そうとする女に対し未だ相当の権威を持っていたようである。

「愛しと 思へりけらし な忘れと 結びし紐の

下紐解けぬ」（三一四五）

「草枕 旅の紐解く 家の妹し 我を待ちかねて

我れ解かめやも」（三五八五）

この年ころは」（三一四六）

「我妹子が 下にも着よと 贈りたる 衣の紐を

逢はむ日のため」（三一八一）

「筑紫なる にほふ子ゑに 陸奥の 可刀利娘子の

を解かないことで再会できると信じられていた。しかし誓いを破る者もいたようである。

衣の紐が自然に解けるのは、相手の心が通じるためである俗信によるものとされた。また互いの心を結んだ紐

「白栲の 君が下紐 我れさへに 今日結びてな

「草枕 旅の衣の 紐解けて 思ほゆるかも

「我妹子し 我を偲ふらし 草枕 旅のまろ寝に

ようもなかったであろう。

なかった。この下紐がいかに解けないようにするかが大変であり、自然に解けてしまったものに対してはどうし

下紐を会ったときに見せ合うわけであるが、男は女が結んだままにしておいて自分を待つ女に見せなければなら

結び方もいろいろと工夫されたようで、一人ひとり自分流のオリジナルを持っていた。このように結び合った

23

妻が結んでくれた紐は、次に会うときまで解かない歌。
「我妹子が 結ひてし紐を 解かめやも 絶えば絶ゆとも

直に逢ふまでに」（一七八九）

『万葉集』の詠まれた奈良時代までは、結ぶことは萌（む）す霊であり、生まれ出る精霊であった。つまり人
と人を結ぶ心の絆である。

五、おわりに

妻問婚が行われていた当代、女は宗教や政治にもしばしば重要な地位を占めていた。前代の婚姻形態であった

群婚は集団婚として行われたが、群婚は雑婚とは異なる神前婚であり神の神意によって支配され、神前行事とし

て巫女（シャーマン）の命によって年一回婚姻が行われた。人生経験が豊富で人格も高潔な女がシャーマンにな

る資格を持っており、神に奉仕する彼女たちは神の妻であり、また神の侍女であったため大いに尊敬され神聖視
されていた。
はその著『
』のなかで、
Johann Jakob Bachofen
Das
Mutterrecht
‥
「

‥

Wie die erste Offenbarung in so vielen Fallen Frauen anvertraut worden ist, so haben Verbreitung der

meisten Religionen Frauen den tatigsten, oft kriegerischen, manchmal durch die Macht der sinnlichen
‥

」
Reize gefo rderten Anteil genommen.
宗教の普及には通常女が関与しており、予言は女に始まり、女の心は宗教を忠実に護持するという点においては
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男よりも堅固であると述べている。
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また女が神を祀る代表的な例として伊勢神宮があげられる。第十代崇神天皇が「豊●比売の命は（伊勢の大神

の宮を拝ひ祭りき）
」と皇女に大和の笠縫邑で天照大神を祭らせ、続く第十一代垂神天皇は「倭比売の命は（伊

勢の大神の宮を拝ひ祭りたまひき）
」と天照大神を伊勢の五十鈴川のほとりで皇女倭比売の命が奉仕することに
なり、この後第九十六代後醍醐天皇まで皇女が奉仕する例がみられる。
賀茂斎藤院についてもほぼ同様である。

『魏志倭人伝』には宗教的権威を持った女王卑弥呼が国を統治していたことが記され、政治史上も天照大御神

や神功皇后はさておき遠く推古の昔から斉明、持統、元明、孝謙、下っては明正天皇までの女子たる天皇が実在
される。

上世の婚姻も『万葉集』や平安期の物語の用例から明らかなように 「つまとひ」婚であった。妻訪婚の字を

充てると男が女のもとに一方的に通う婚姻の意味になるが、史料にみえる「つまとひ」婚は男女が互いに求婚の
（

呼びかけをして相手（つま、男女双方をさす）の気持ちを問うことから始まる婚姻のことである。男女相互の意

七世紀から八世紀にかけて律令法が導入された。戸令には、

程度の区別であり、後世のいわゆる妾にはあたらない。

多くの妻を持つ男が居る一方で妻もまた多くの男と通じることが容易であった。一夫多妻といっても前妻と後妻

妻問婚においては夫婦同居の原則はなく制度的離婚の意味はない。夫婦別居のため男女共に貞操は固くなく、

後の訪問をさす。ここから「妻訪」の文字が充てられた。

「つまとひ」には「よばひ」同様に求愛あるいは求婚の意味が含まれるが、本質は求婚によって始まる婚姻

思による当事者婚が「つまとひ」婚の本質である。

25

「先ず●して、後に娶きて妻妾と為らば、赦に会うと雖も、猶離て」（戸令二七先●条）

とあるように、婚前交渉後の婚姻は認めていない。『万葉集』にみられるような自由男女の関わりは当時の法を

適用すれば強制離婚させられた上、処罰されることにならざるを得ない。こうした類の乖離をうずめる為に、や

がて発達したのは行事法であり公家法であり本所法であり、遂には武家法だったのである。

導入直後は生活実態と乖離していた法が、ここにおいて実態に即したものとなる。これは婚姻生活においても
例外ではない。神代の以来の母権的婚姻形態は父権的性格へと変化していく。

「つまとひ」の語は『古事記』
『日本書紀』
『万葉集』や『風土記』にまでみられ、『万葉集』を最後に「つまと

ひ」の語は消滅する。これは平安期に入り婚姻形態は通い（別居）、住み（同居）が相半した例がみられるから

である。しかしこれらを「つまとひ」と称さないのは、婚姻が本人同士の自由な合意によるものではなく、「家」
という存在が前面に強く押し出されてくるからである。

妻問婚の後発展する婚姻形態の「ムコトリ」の語は鎌倉初期のあらゆる文献に散見し、室町期一変して「ヨメ

トリ」の語に変わり、家父長への絶対服従を根幹とする婚姻体系に変化していく。これも女全般に当たることで

はない。武家社会の確立に伴い経済的基盤を持たない女の地位は徐々に低下していくが、俸禄や財産を持たない

中流以下の町人や庶民の女たちは、
「しゃもじ」に象徴される主婦権を持ち、家の管理者としての権利及び家政

を治めていた事実もあり法規上の明文規定とは乖離する事実がある。今後更に多くの婚姻史にまつわる史料から

二〇一一年三月

記
―紀万葉を中心として 」
―苫小牧駒澤大学紀要第十号参照。

社会規範や法規範的内容に着目し実態に迫る研究方法を模索していきたいと考えている。

注
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（２）
『角川新版古語辞典』
（角川書店）
。
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（３）江馬務『結婚の歴史』江馬務著作集第七巻（中央公論社）二一七頁。
（４）中田薫「我が太古の婚姻法」法制史論集第一巻（岩波書店）一～四頁、滝川政次郎『日本法制史』
（有斐閣）
七七頁。
（５）中山太郎「神代史の構成と婚姻相」旅と伝説第六年新年号一六頁。
（６）中田「我が太古の婚姻法」前掲書五頁。ここにいう父兄について論者は母の同意の立場をとる。
（７）高群逸枝『高群逸枝全集』第二巻（理論社）一一六～一二〇頁。
（創文社）二一二頁。
（８）中田薫 石･井良助『日本法制史講義』
（９）高群逸枝『日本婚姻史』
（至文堂）四五頁。
（ ）髙嶋前掲論文、髙嶋めぐみ「婚姻法史にみる『よばひ』の意義」苫小牧駒澤大学紀要第二二号参照。
（ ）関根正直「婚姻に関する法規風俗」長坂金雄編『日本風俗史講座第四巻』（雄山閣）三頁。
（ ）
「日本婚姻史表」は筆者自身の作成で、大久保治男・茂野隆晴編『日本法制史史料 選』（芦書房）一六三
頁より再掲。
（ ）
『角川新版古語辞典』
。
（ ）赤松啓介『結婚と戀愛の歴史』
（三一書房）二五頁、そのほか参照として、鈴木徳松『日本古代恋愛史』（新
人物王来社）古橋信孝『古代の恋愛生活 万葉集の恋歌を読む』（ＮＨＫブックス）。
（ ）高群『日本婚姻史』三五頁。
（ ）大竹秀男『
「家」と女性の歴史』
（弘文堂）三三頁。
（ ）滝川政次郎『日本法制史』
（有斐閣）七五頁。
（ ）中田薫『我上代の法制関係語』法制史論集第三巻（岩波書店）一〇六九頁。
（ ）桜井正信編『新日本女性史』
（有峰書店）一二頁。
（ ）小川安朗『万葉集の服飾文化』下（六興出版）。
（岩波書店）二〇七～二〇八頁。
（ ）洞富雄『原始 上･代の婚姻 恋･愛 性･』
（ ）高群『高群逸枝全集』第二巻二二八～二三二頁。
（ ）洞 前･掲書二〇七頁。
（ ）ここで示される貞操は、ある時期における通い婚の特定性を表示するものであり、いわゆる貞操帯ではな
いと思われる。
（ ）日本女性史綜合研究会編『日本女性生活史』第一巻（東京大学出版会）。
（
『古事記』
『万葉集』は新潮日本古典集成からの引用）
（たかしま めぐみ・本学准教授）
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日本におけるＣＣＳの大規模実証試験の展開
The Development of Large-Scale ＣＣＳ Demonstration Projects in Japan

川

島

和

浩

KAWASHIMA Kazuhiro
キーワード：二酸化炭素の回収・貯留（ＣＣＳ） 温室効果ガス
ＩＰＣＣ

大規模実証試験

苫小牧ＣＣＳ促進協議会

要旨
本稿では、温室効果ガスの排出量を削減する緩和オプションの１つとして、二
酸化炭素（CO2）の回収・貯留（ＣＣＳ）技術に注目している。わが国では、鳩山
総理（当時）によって「1990年比で2020年までに温室効果ガスを25％削減する」
という表明のもとで、政府の方針としてＣＣＳの大規模実証試験の検討を進めて
いる。現在、日本ＣＣＳ調査株式会社が経済産業省等の委託事業を通じてＣＣＳ
実証試験の候補地選定のための調査を実施しており、2009年７月から北海道苫小
牧沖の海洋地質調査が本格的に開始されている。苫小牧市では、実証試験にとも
なう施設建設や雇用などの経済効果や地球環境問題に先導的に取り組む地域のイ
メージアップを図る目的から、2010年４月に、苫小牧ＣＣＳ促進協議会（会長：
岩倉博文市長）を設立し、地元の受け入れ体制を整備しながら、ＣＣＳ実証試験
の候補地に選定されるように地域一体となった誘致活動を積極的に展開している。

（）
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Ⅰ．はじめに
地球温暖化を防止するためには、二酸化炭素（CO2）をはじめとする
大気中に放出される温室効果ガス（Greenhouse Gas：ＧＨＧ）の排出
量を地球規模で抑制することが緊急の課題となっている。
このような状況のもとで、2009（平成21）年９月22日、ニューヨーク・
国連本部で開催された国連気候変動首脳会合の演説のなかで、鳩山総理
（当時）は、温室効果ガスの削減目標に関して、すべての主要国の参加
による意欲的な目標の合意を前提としつつ、「1990年比で言えば2020年
までに25％削減を目指す」1というわが国の中期目標を表明している。
近年では、2008年7月にわが国で開催された主要国首脳会議（Ｇ８）北
海道洞爺湖サミットにおいて、「2050年までに世界全体の温室効果ガス
排出量を少なくとも50％削減する」2という目標が福田総理（当時）に
よって宣言されている。また、2009年７月にイタリアで開催されたＧ８
ラクイラサミットでは、前年の目標が再確認されると同時に、「先進国
については、1990年比または最近の複数年と比して、2050年までに温室
効果ガスの排出量を総量で80％またはそれ以上削減する」3という目標
が宣言されている。
現在、わが国においては、CO2の大気中濃度の安定化を図るために、
温室効果ガスの排出量を抑制する方法として、①再生可能エネルギーの
利用拡大、②省エネルギー・高効率技術の開発と普及、③原子力発電の
さらなる利用が当面の課題とされているが、これらの方策に加えて、④
二酸化炭素の回収と貯留（Carbon Dioxide Capture and Storage、以下
「ＣＣＳ」という。）の技術についても、地球温暖化対策の重要な選択肢
の１つになりつつある。
ＣＣＳの技術については、Ｇ８北海道洞爺湖サミット首脳宣言のなか
で、国際エネルギー機関（ＩＥＡ）の支援のもとで、ＣＣＳおよび先進
的なエネルギー技術を含む、革新的技術のためのロードマップを策定す
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る国際的なイニシアティブを立ち上げること、2020年までにＣＣＳの広
範な展開を始めるために、各国のさまざまな諸事情を考慮しつつ、2010
年までに世界中で20の大規模なＣＣＳ実証プロジェクトが開始されるこ
とを強く支持することが表明されている4。
このように、ＣＣＳに対する国際的な関心は急速に高まりつつある。
海外では、オーストラリアが主導して2008年９月にグローバルＣＣＳイ
ニシアティブ構想が打ち立てられ、翌2009年４月にはグローバルＣＣＳ
インスティチュート（ＧＣＣＳＩ）が設立されている5。また、1991年
に設立された国際エネルギー機関・温室効果ガスＲ＆Ｄプログラム（Ｉ
ＥＡＧＨＧ）によるＣＣＳに係る推進活動も展開されている6。
わが国におけるＣＣＳの研究活動は、2006年10月30日に、経済産業省
産業技術環境局が「二酸化炭素回収・貯留（ＣＣＳ）研究会」を設置し
たことによって活発化している。ＣＣＳ研究会では、ＣＣＳについて、
大規模な CO2発生源から排出されるガス中の CO2を、分離・回収し、そ
れを地中もしくは海洋の深くに貯留・隔離することにより、大気中に
CO2が放出されるのを抑制する技術であり、省エネルギー、再生可能エ
ネルギー等 CO2の排出が極めて低いエネルギーの導入、低炭素含有燃料
への転換などによる温室効果ガスの排出量削減、および温暖化に対する
適応とともに、地球温暖化対策に役立つ技術であると説明している7。
わが国においては、財団法人地球環境産業技術研究機構（ＲＩＴＥ）
によって、2003年から2005年にかけて新潟県長岡市の岩野原において、
約1,000ｍの深度の帯水層に１万トンの CO2を貯留する実証試験が実施
されており、その後の CO2挙動を監視（モニタリング）することなどに
より、長期挙動予測技術の開発がなされ、地中貯留に関する重要な研究
データが蓄積されている。しかしながら、国際的に各国がＣＣＳの実証
事業に取り組む現状において、ＣＣＳの大規模な実証試験に着手する必
要性に迫られている。革新的技術の創出にともなって化石燃料の使用を
起源とする温室効果ガスの排出量を低減させることができたとしても、
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そのときまでの「繋ぎの技術（bridging technology）」として、CO2を
回収して貯留するＣＣＳ技術に対する期待はますます高まるであろう。
そこで、本稿では、ＣＣＳ技術を巡る研究成果を把握するために、ま
ず、 気 候 変 動 に 関 す る 政 府 間 パ ネ ル（Intergovernmental Panel on
Climate Change、以下「ＩＰＣＣ」という。）によって調査・研究され
た『ＣＣＳに関する特別報告書（ＳＲＣＣＳ）』8からＣＣＳ技術を整理
している。次いで、国内での研究成果として、経済産業省によるＣＣＳ
研究会での議論を中心として整理している。その後、政府の方針として
ＣＣＳの大規模実証試験の検討を加速させるために、2008年５月に設立
された日本ＣＣＳ調査株式会社が経済産業省等の委託事業を通じてＣＣ
Ｓ実証試験の候補地を選定する調査動向に注目している。日本ＣＣＳ調
査株式会社は、2009年７月から北海道苫小牧沖の海洋地質調査を本格的
に実施している。このような状況のもとで、苫小牧市では、実証試験に
ともなう施設建設や雇用などの経済効果や地球環境問題に先導的に取り
組む地域のイメージアップを図る目的から、2010年4月に、苫小牧ＣＣ
Ｓ促進協議会（会長：岩倉博文市長）を設立している。筆者は、この協
議会の会員として設立当初から参画していたことから、苫小牧市役所が
協議会事務局として地元の受け入れ体制を整備しながら、ＣＣＳ実証試
験の候補地に選定されるように地域一体となった誘致活動を積極的に展
開している現状を踏まえつつ、わが国におけるＣＣＳの大規模実証試験
の展開を考察している。

Ⅱ．ＩＰＣＣによるＣＣＳ技術の研究成果
１．ＩＰＣＣの役割と気候変動の原因
「 気 候 変 動 に 関 す る 政 府 間 パ ネ ル（Intergovernmental Panel on
Climate Change、以下「ＩＰＣＣ」という。）」は、気候変動のリスク
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に関する科学的根拠、その潜在的な影響および適応策と緩和策に関連す
る科学的、技術的、社会経済的な情報を、包括的で、客観的で、偏見の
ない、透明な根拠にもとづいて評価するために、1988（昭和63）年に、
世界気象機関（ＷＭＯ）と国連環境計画（ＵＮＥＰ）によって設立され
た組織である。近年のＩＰＣＣの組織は、３つの作業部会と１つのタク
スフォース（task force）によって構成されている。第１作業部会は気
候変動の自然科学的根拠を、第２作業部会は気候変動の影響、適応、脆
弱性を、第３作業部会は気候変動の緩和をそれぞれ取り扱い、そして、
温室効果ガスの国別目録（inventories）に関するタスクフォースには、
温室効果ガスの国別の排出量と移転量に関する算定と報告に必要な方法
論を構築し補強する任務が付与されている9。
ＩＰＣＣは、1990（平成２）年に第一次評価報告書を公表して以来、
2007年までに第四次評価報告書を公表している10。ＩＰＣＣの第四次評
価報告書における統合報告書「政策決定者向け要約」11では、気候変動
の諸原因を説明するなかで、人間活動によってもたらされた世界全体の
温室効果ガス（ＧＨＧ）の排出量が、CO2換算ベースで、工業化以降の
1970年（年間287億トン）から2004年（年間490億トン）までの間に70％
増加していることを指摘している。このうち、2004年の総排出量に占め
る人為起源（anthropogenic）の温室効果ガス別排出量の割合をみると、
CO2換算ベースで、化石燃料による二酸化炭素（CO2）が56.6％、森林
減少やバイオマスの腐朽などによる CO2が17.3％、その他の CO2が2.8％
であり、これ以外に、メタン（CH4）が14.3％、一酸化二窒素（N2O）
が7.9％、フロン類（F-gases）が1.1％であることを明らかにしている。
また、ＩＰＣＣでは、CO2の年間排出量が1970年から2004年までの間に
約80％伸びたことから、CO2が最も重要な人為起源の温室効果ガスであ
ると結論づけ、世界全体の CO2濃度の上昇が主として化石燃料の使用に
よってもたらされたと指摘している。加えて、20世紀中葉以降、観測さ
れた世界の平均気温の上昇のほとんどは、観測された人為起源の温室効
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果ガス濃度の上昇によってもたらされた可能性が非常に高いことも指摘
している。
このように、地球温暖化を防止するためには、温室効果ガスの中心と
なる CO2の排出量をどのようにして削減するかが重要な鍵となる。
２．ＣＣＳ特別報告書作成の背景
2005年９月、カナダのモントリオールで開催されたＩＰＣＣの第３作
業部会会合において、『二酸化炭素の回収と貯留に関する特別報告書
（Special Report on Carbon Dioxide Capture and Storage、以下「ＳＲ
ＣＣＳ」という。
）』の「政策決定者向けの要約」の内容が各国政府代表
によって承認され、さらに、引き続き開催されたＩＰＣＣ総会において、
ＳＲＣＣＳの公表が承認されている。
ＳＲＣＣＳの作成作業に当初から関与していた赤井誠氏は、二酸化炭
素の回収・貯留（ＣＣＳ）技術について、「火力発電所などの人為的排
出源から排出される CO2を分離回収、輸送し、地中や海洋等に長期的に
貯蔵し大気から隔離することで CO2排出を抑制しつつ、中・長期的に化
石燃料の利用を可能とする技術的オプション」12と位置づけている。
赤井氏によると、ＣＣＳの技術については、ＩＰＣＣによって2001年
に公表された第三次評価報告書では認知度がさほど高くなかったとい
う。しかし、国連気候変動枠組条約（ＵＮＦＣＣＣ）のもとでのさまざ
まな交渉に際して産油国を中心としたＣＣＳ技術の政策課題化への圧力
や、欧米における地中貯留を対象とした利害関係者のネットワークの形
成やパブリックコミュニケーション活動の活発化などを背景として、
2001年にモロッコのマラケシュで開催された国連気候変動枠組条約第７
回締約国会議（ＣＯＰ７）で提案された「マラケシュ合意」において、
有効な地球温暖化対策の１つとしてＣＣＳ技術が言及され、ＩＰＣＣに
対して CO2の回収・地中貯留に関する技術報告書の作成が要請されたと
いう。その後、
2002年のＩＰＣＣ総会において、CO2の地中貯留のほかに、
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川島和浩

日本におけるＣＣＳの大規模実証試験の展開

海洋貯留も含めた広範なＣＣＳの技術が議論され、2003年にフランスの
パリで開催されたＩＰＣＣ総会において、ＳＲＣＣＳを作成することが
正式に承認された経緯が明らかにされている13。
３．
「政策決定者向けの要約」におけるＣＣＳの概要
ＩＰＣＣによって2005年に公表されたＳＲＣＣＳは、気候変動と CO2
排出削減の領域における政策決定者、科学者および技術者に向けて情報
を提供することを目的としており、
「政策決定者向けの要約」「技術要約」
「報告書本文」で構成されている。ＳＲＣＣＳでは、CO2の排出源、回収、
輸送および貯留について記述されると同時に、国民への認知（public
perception）や規制の側面を意識しながら、ＣＣＳ技術のコスト、経済
的潜在力（市場性）、および社会的課題についても記述されている。こ
こでは、
「政策決定者向けの要約」からＣＣＳの概要を整理してみよう。
（１）ＣＣＳとは何か14
ＳＲＣＣＳでは、「ＣＣＳとは、産業やエネルギー関連の排出源から
CO2を分離し、貯留場所に輸送し、大気から長期間にわたって隔離する
プロセスである」15と定義している。ＩＰＣＣの第３作業部会は、前述
のように、温室効果ガスの排出削減など気候変動の緩和オプションにつ
いて評価することを目的としているため、ＣＣＳを、大気中の温室効果
ガス濃度の安定化に向けた緩和対策ポートフォリオのなかの１つのオプ
ションと捉えている。なお、その他の緩和オプションとしては、エネル
ギー効率改善、低炭素排出燃料への転換、原子力発電、再生可能エネル
ギー、生物吸収量（biological sinks）の増大、CO2以外の温室効果ガス
排出量の削減が示されている。
このように、ＣＣＳには、温室効果ガスの排出削減の達成に向けて、
全体的な緩和コストを引き下げ、柔軟性（flexibility）を高める潜在力
が期待されている。とはいえ、ＣＣＳが広範に利用されるかどうかは、
技術の成熟度、コスト、全体的な潜在力、発展途上国への技術の普及と
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移転ならびにそこでの技術の適用能力、規制の側面、環境問題および国
民への認知に委ねられている。
（２）ＣＣＳの特徴16
ＳＲＣＣＳでは、CO2の回収について、CO2の大規模な排出源におい
て適用が可能であるという。回収後の CO2は圧縮され輸送されて、地下
地層や海洋に貯留されたり、鉱物炭酸塩水（mineral carbonate）に貯
留されたり、工業的処理に利用されている。CO2の大規模な排出源には、
大規模な化石燃料あるいはバイオマスの燃焼を伴うエネルギー設備、主
要な CO2排出産業、天然ガス生産施設、合成燃料製造施設および化石燃
料をベースとした水素製造施設がある。そして、技術的に可能な貯留方
法として、①地中貯留（油田やガス田のような地層、枯渇していない
（unminable）石炭層、深度のある塩水層）、②海洋貯留（海水中あるい
は深海底への直接放出）、③ CO2を無機炭酸塩として工業的に固定化す
る方法が示されている。
図表１は、利用可能なＣＣＳシステムの概念図であり、ＣＣＳに関連
する排出源、CO2の回収、輸送、貯留を示している。
ＣＣＳシステムを通じた大気中への排出量に占める正味削減量は、
CO2の回収率、CO2の回収、輸送および貯留に必要とされる追加的なエ
ネルギーのために発電所あるいは工業処理の全体的な効率の喪失に起因
して増大した CO2の産出量、輸送中の漏洩、長期間にわたる貯留におけ
る CO2の保留率に依存している。利用可能な技術では、回収製造施設で
処理される CO2の約85 ～ 95％を回収することができるという。ＣＣＳ
システムを装備している発電所（地中貯留あるいは海洋貯留を伴う）は、
ＣＣＳシステムを装備していない製造施設よりも約10 ～ 40％多くのエ
ネルギーを必要とする。この場合、その大半は回収と圧縮のためのエネ
ルギーである。完全な貯留ができる場合、ＣＣＳシステムを装備してい
る発電所は、ＣＣＳシステムを装備していない製造施設と比較して、大
気中への CO2の排出量を約80 ～ 90％削減できるという結果が示されて
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いる。
図表１

ＣＣＳシステムの概念図

国内供給用
ガス

石炭

セメント／鉄鋼
／精錬所等
石油化学
工場

バイオマス
ガス
天然ガス
+CO2 回収

石油

鉱物の炭酸塩化

発電所
+CO2
回収

将来的な
水素利用

CO2 地中貯留
工業利用

CO2 地中貯留

海洋貯留（船舶または
パイプライン）

（出所）IPCC (2005) SRCCS, p.4.より修正して作成。

（３）ＣＣＳの技術17
ＳＲＣＣＳでは、CO2の回収システムとして、①燃焼後回収、②燃焼
前回収、③酸素燃焼方式など異なるタイプを示している。CO2の回収シ
ステムを選択する場合には、ガス流中の CO2濃度、ガス流中の圧力、燃
料タイプ（固体あるいは気体）が重要な要因であるという。このうち、
発電所での CO2の燃焼後回収の場合、特定の条件の下で経済的に実施可
能となり、既存の多くの発電所から送られる排ガス部分から CO2を回収
するために用いられている。また、同様の技術を用いる天然ガス精製工
業における CO2の分離は成熟市場のなかで利用されている。
CO2の輸送については、1,000㎞程度までの距離の場合、大量の CO2を
輸送するにはパイプラインの利用が好ましいという。CO2が年間数百万
（10）
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トン以下の少量の場合、あるいは、海外までの長距離の場合、船舶の利
用ができれば経済的にかなり魅力的となる。CO2をパイプラインで輸送
することは、成熟市場での技術として利用されている。
CO2の地中貯留については、CO2の貯留を、深い地層、陸上の地層あ
るいは沖合の地層にする場合、石油・ガス産業によって開発されてきた
ものと同じ多くの技術が利用されており、それは、油田やガス田および
塩水層において特定の条件の下で経済的に実施可能であることが証明さ
れているが、枯渇していない石炭層における貯留はいまだ証明されてい
ない。CO2が800m 以下の深さにある適当な塩水層あるいは油田やガス
田に注入される場合、多様な物理的・地球科学的なトラッピングメカニ
ズムが作用し、CO2が表層に漏洩しないように防ぐであろう。一般に、
本 質 的 で 物 理 的 な ト ラ ッ ピ ン グ メ カ ニ ズ ム は、 キ ャ ッ プ ロ ッ ク
（caprock）の存在である。他方、CO2の海洋貯留については、海洋貯留
は潜在的に２つの方法が可能とされている。すなわち、①固定されたパ
イプラインあるいは航行船舶を媒介として、海水中（典型的には1,000m
以下）に CO2を注入し溶解する方法、②3,000m 以下の深海底に、固定
されたパイプラインあるいは沖合プラットホームを媒介として、CO2を
沈殿させる方法である。なお、そこでは CO2が水よりも濃度が高くなり、
CO2の溶解を遅らせる「貯留池（lake）」が周囲の環境の中で形成され
ると予想されている。海洋貯留とその生態学的な影響はいまだ研究段階
である。
以上のように、ＣＣＳの構成要素をなす技術はさまざまな発展段階に
ある。CO2の回収・輸送・貯留という一連の完全なＣＣＳシステムは、
既存の成熟した技術あるいは特定の条件の下で経済的に実施可能な技術
が集結されて初めて可能になるが、現状での全体的なＣＣＳシステムの
発展はそれぞれの構成要素の発展状況よりも遅れている。この理由とし
ては、CO2の回収、輸送および貯留が完全に統合されたＣＣＳシステム
を結合する経験をいまだ有していないことにある。大規模な発電所での
（11）
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ＣＣＳの利用は、大きな関心が潜在的にあるものの、これから実施され
るという段階である。図表２は、ＣＣＳシステムの構成要素にみる現行
技術の成熟度を示している。なお、図表２における「×」は、各構成要
素のうちで最も高い技術の成熟度を示している。

図表２ ＣＣＳシステムの構成要素にみる現行技術の成熟度
ＣＣＳの構成要素

ＣＣＳの技術

研究段階

特定の条件
実証段階 下で経済的 成熟市場
に実施可能

燃焼後回収

×

燃焼前回収
回収

輸送

×

酸素燃料方式
工業的分離（天然ガスの処理、
アンモニア製造）
パイプライン

×
×
×

船舶輸送

×

石油増進回収法（ＥＯＲ）
地中貯留

×（注）

ガス田あるいは油田

×

塩水層

×

炭層メタン増進回収法（ＥＣＢＭ）
海洋貯留
鉱物の炭酸塩化

直接注入（溶解型）

×
×

直接注入（貯留池型）

×

天然ケイ酸塩鉱物

×

廃棄物

×

CO2の工業利用

×

（注） EORでのCO2注入は成熟市場での技術であるが、この技術をCO2の貯留のために用いる
場合は、「特定の条件下で経済的に実施可能」となる。
（出所）IPCC (2005), SRCCS, p.8. より作成。

Ⅲ．ＣＣＳ技術に関連する国内での研究動向
１．ＲＩＴＥの研究活動
財 団 法 人 地 球 環 境 産 業 技 術 研 究 機 構（Research Institute of
Innovative Technology for the Earth、以下「ＲＩＴＥ」という。）は、
（12）
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わが国において、地球環境、特に気候変動問題に関する対策技術の基礎
的研究を行う研究機関として、地方公共団体と民間企業等の共同出資に
よって1990（平成２）年７月に設立されている18。ＲＩＴＥでは、地球
環境の保全に資する将来の産業技術を育成するため、地球温暖化対策の
ためのシナリオ作成、CO2の分離・回収・貯留（ＣＣＳ）、生物による
CO2固定とその有効利用を目的として、各研究グループによる基礎研究
が行われている19。主要な実施事業として「二酸化炭素の固定化・有効
利用技術開発」等がテーマに掲げられている。ＲＩＴＥでは、経済産業
省の補助・委託事業として「二酸化炭素貯留隔離技術研究開発」を2000
年より実施している。これ以外にも、独立行政法人新エネルギー・産業
技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）20の委託事業も実施している。
周知のように、気候変動問題は「温暖化問題」とも呼ばれている21。
最近では、2009年９月22日、ニューヨーク・国連本部で開催された国連
気候変動首脳会合の演説のなかで、鳩山総理（当時）は、温室効果ガス
の削減目標に関して、すべての主要国の参加による意欲的な目標の合意
「1990年比で言えば2020年までに25％削減を目指す」
を前提としつつ、
というわが国の中期目標を表明している。また、2008年７月にわが国で
開催された主要国首脳会議（Ｇ８）北海道洞爺湖サミットにおいて、福
田総理（当時）は、「2050年までに世界全体の温室効果ガス排出量を少
なくとも50％削減する」という長期目標を宣言している。
前述のＩＰＣＣでは、気候変動の自然科学的根拠、気候変動の影響、
適応、脆弱性、そして、気候変動の緩和に関連する評価をしており、地
球温暖化問題の対策を講じている。ＲＩＴＥによると、地球温暖化対策
は、原因である温室効果ガスを抑制するものと、結果である温暖化から
生じる損害を抑制するものに大別されており、温室効果ガスの排出（あ
るいは濃度上昇）を抑制する対策が緩和策（mitigation）であり、他方、
温暖化による損害を抑制する対策が適応策（adaptation）であるという。
ＲＩＴＥにおける技術研究は、主として、温暖化の緩和策を取り扱っ
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ており、技術的性格にもとづいて、次の４つに分類している。すなわち、
①省エネルギー技術（エネルギー効率化技術）、②非炭素エネルギー技
術（非化石燃料を起源とするエネルギー利用技術であり、現状では、原
子力技術と再生可能エネルギー技術）、③大気中の CO2吸収技術（植生
の拡大により大気中の CO2を吸収固定する技術）、④ CO2の回収・貯留
技術（ＣＣＳ技術）に分類されている。このうち、④のＣＣＳ技術につ
いては、従来型の公害技術と似た性格のもので、基本的には、①と②の
技術によって社会が十分脱炭素の成果をあげるまでの「つなぎの技術
（bridging technology）」として位置づけられている22。
ＲＩＴＥにおけるＣＣＳ技術の研究活動では、CO2の回収・貯留につ
いて、そのコストの大部分が排ガスからの CO2回収コストであり、この
部分に多くのエネルギーが消費されていることから、これをいかに削減
するかが回収技術の重要な鍵であると認識している。現在、火力発電所
や製鉄所などの排ガスからの CO2の回収を念頭において、化学吸収法、
膜分離法などいくつかの方式の研究を推進しており、この分野における
技術研究の蓄積は豊富である。
また、CO2の貯留に関する技術研究では、CO2の貯留の方策のなかで、
わが国に適すると思われる方法が地中帯水層への貯留か、中深度ないし
高深度の海洋への貯留であるとの観点から、わが国において、これらの
研究を実証的に実施している唯一の研究機関となっている。特に地中貯
留については、2003年から2005年にかけて新潟県長岡市の岩野原で約
1,000ｍの深度の帯水層に１万トンの CO2を貯留する実証試験を行うと
ともに、その後の CO2挙動を監視（モニタリング）するなど、長期挙動
予測技術の開発が行われている23。
ＲＩＴＥでは、今後、ＣＣＳ技術の実用化に向けた低コスト化を目指
すとともに、信頼性の高い技術の確立を目指して、モニタリング技術や
基礎的な研究を通じた課題の解決を目指している24。
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２．経済産業省の研究活動
経済産業省産業技術環境局は、地球温暖化対策として従来から実施し
ている省エネルギー技術の開発・導入や代替フロン等の削減対策等の温
室効果ガス排出削減の取り組みに加えて、CO2固定化・有効利用を、将
来的に導入可能な対策技術オプションとするための技術開発を推進する
こととし、2005年３月に、
「CO2固定化・有効利用分野の技術戦略マップ」
を公表している25。そこでは、CO2固定化・有効利用技術についての導
入シナリオ、技術マップ、ロードマップが明示されている。ＣＣＳ技術
については、2015年を目途に世界的に地中貯留が本格化することを想定
し、2015年に、地中貯留では本格貯留の開始、海洋貯留では国際的・社
会的合意の獲得が目標とされている。
そこで、経済産業省では、上記の技術戦略マップを具現化するために、
2006年５月17日に開催された第29回経済産業省産業構造審議会環境部会
地球環境小委員において、わが国初となるＣＣＳ政策の資料「二酸化炭
素の分離回収・地中貯留技術の現状と実用化の方向について（ＣＣＳ
2020）
」を公表している26。
その後、わが国におけるＣＣＳを巡る研究活動は、2006年10月30日に、
経済産業省産業技術環境局によって「二酸化炭素回収・貯留（ＣＣＳ）
研究会」
が設置されたことを受けて活発化している。ＣＣＳ研究会では、
地球温暖化対策の重要な選択肢の１つであるＣＣＳに関して、温暖化対
策としての位置づけ、最近のＣＣＳをめぐる情勢の変化、ＣＣＳ推進に
あたっての課題を整理するとともに、政策提言を行うことが目的とされ
ている。
経済産業省においては、ＣＣＳを、発電所や工場等の大規模排出源か
ら分離回収した二酸化炭素を地層に貯留する技術と定義し、2005年に公
表されたＩＰＣＣによる『ＣＣＳ特別報告書（ＳＲＣＣＳ）』のなかで、
大気中の温室効果ガス濃度の安定化における主要なオプションの1つと
（15）
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位置づけられていることを鑑み、地球温暖化問題の緩和策として期待し
ている。また、ＣＣＳをめぐる国際的な議論においても、2008年７月に
わが国で開催された主要国首脳会議（Ｇ８）北海道洞爺湖サミットの首
脳宣言のなかで、2020年までにＣＣＳの広範な展開を始めるために、
2010年までに世界中で20の大規模なＣＣＳ実証プロジェクトが開始され
ることを強く支持することが表明され、欧米諸国や産油国を中心に、商
業レベル、研究レベルの具体的なプロジェクトが進行している。わが国
では、従来、ＲＩＴＥを通じてＣＣＳの技術開発や基礎的知見の獲得・
蓄積が図られているものの、最近の国際的な動向も踏まえて、より一層
の研究活動の進展が必要であると認識されている。
上記のＣＣＳ研究会では、その後、2007年10月３日に研究成果の中間
取りまとめとして「地球温暖化対策としてのＣＣＳの推進について」27
を公表している。そこでは、わが国におけるＣＣＳの位置づけを明確に
したうえで、各国・地域の動向を踏まえながら、今後2015年のＣＣＳ実
用化に向けて取り組んでいくべき政策的課題が幅広く抽出され、論点と
して整理され提示されている。
このように、わが国におけるＣＣＳ実施に係る状況が進展したことか
ら、従来までＲＩＴＥにおいてＣＣＳの技術研究および小規模な CO2の
圧入実証事業が行われていたものの、今後は、その実現可能性を評価す
るために大規模な実証試験を実施する必要性が求められた。
そのため、経済産業省産業技術環境局では、2008年10月30日に、上記
のＣＣＳ研究会を再開させ、候補地が備えるべき地質等の条件および候
補地の検討のために必要な情報、ＣＣＳの実施に際して安全面・環境面
において検討すべき事項などが議論されることとなった。提示された検
討すべき論点は、次の５つである28。すなわち、①候補地が備えるべき
地質等の条件および候補地の検討のために必要な情報（候補地が備える
べき地質等の条件の抽出、ＣＣＳの実施に先立つ事前探査・調査）、②
ＣＣＳ施設設置に係る安全性の確保、③ＣＣＳの実施に際して安全面・
（16）
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環境面において検討すべき事項（二酸化炭素圧入に供する坑井掘削、二
酸化炭素の圧入・貯留、圧入する二酸化炭素の濃度等、貯留開始以後の
モニタリング計画、異常時の緩和措置計画の策定、坑井の閉鎖に当たっ
て守るべき基準と長期的な安全性確保）、④ＣＣＳを実施している諸外
国等の規制の実態把握と分析、⑤国内関連法との関係整備である。
このように、ＣＣＳ研究会が2008年10月に再開されたのち、ＣＣＳの
実証事業を国内で行う場合、どのような安全面での配慮あるいは環境面
での配慮を行うかなどの検討課題を審議するために、「ＣＣＳ実施に係
る安全基準検討ワーキンググループ」と「長期的な安全性確保検討ワー
キンググループ」が組織されている。その後、ＣＣＳ研究会では、わが
国においてＣＣＳの大規模実証事業を実施する場合に、安全面・環境面
から遵守することが望ましい事項について検討を行い、2009年８月７日
に、その研究成果のとりまとめとして「ＣＣＳ実証事業の安全な実施に
あたって」29を公表している。そこでは、① CO2貯留に際し地質面から
検討すべき事項、② CO2輸送にかかる安全確保、③ＣＣＳ関連施設設置
にかかる安全確保、④周辺環境への影響評価、⑤ CO2地中貯留を目的と
した坑井の掘削・閉鎖にあたっての安全確保、⑥ CO2圧入・運用時の安
全確保、⑦圧入する CO2の濃度基準、⑧モニタリング、⑨異常が発生し
た場合に採るべき措置が示されている。なお、大規模実証事業の実施に
あたって検討すべき事項としては、貯留層およびキャップロックの存在
確認、適切な CO2圧入計画の設定、キャップロックのシール性、CO2圧
入地点付近における過去の地震活動が示されている。
３．ＣＣＳに関する技術開発ロードマップの提示
2007年５月24日に開催された国際交流会議「アジアの未来」において、
美しい星へのいざない「Invitation to 『Cool Earth 50』」～３つの提案、
３つの原則～、という地球温暖化対策に関する安倍総理（当時）の演説
では、大気中の温室効果ガスの濃度を安定化させるという「気候変動枠
（17）
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組条約」の目標を達成するためには、「世界全体の排出量を現状に比し
て2050年までに半減する」という長期目標を全世界に共通する目標とす
ることが提案されている30。
しかしながら、この目標を実現するためには、従来の技術の延長では
困難であり、革新的技術の開発が不可欠であると認識された。そこで、
当時の経済産業大臣の下で有識者会議が設置され、2050年を見通したう
えで、エネルギー分野における革新的な技術開発の具体的な取り組みの
あり方について検討が進められ、2008年３月５日に、有識者会議報告書
「Cool Earth －エネルギー革新技術計画」が公表されている31。そこでは、
低炭素エネルギーの利用拡大とエネルギー効率の向上、供給側技術と需
要側技術の双方の観点から、重点的に取り組むべきエネルギー革新技術
として、21の技術が選定されており、同時に、その技術開発ロードマッ
プが提示されている32。このなかで、ＣＣＳは、重点的に取り組むべき
エネルギー革新技術の１つとして、発電・送電部門および部門横断的な
技術（水素製造・輸送・貯留）のなかで取り上げられている。図表３は
ＣＣＳに関する技術開発ロードマップを示している。
ＣＣＳのコストについては、約６割以上が分離・回収コストといわれ
ており、これを低減することが実用化をすすめるうえでの課題とされて
いる。このため、二酸化炭素の分離膜や高効率な吸収液等の要素技術の
確立が求められている。わが国におけるＣＣＳ技術は、これまで基礎研
究が進められ、圧入量が１万トンレベルの小規模な実証試験が実施され
て い る の み で あ り、2008年 現 在 で の 分 離・ 回 収 コ ス ト は、4,200円 /
t-CO2程度と試算されている。
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（出所）経済産業省（2008）
「Cool Earth －エネルギー革新技術計画」より抜粋して修正。
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࠻ これに対して、図表３の技術開発ロードマップでは、分離・回収コス
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トについて、2015年頃には2,000円台（さらに分離膜の実用化で1,500円
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ᷫ ߐ ߖ、2020年代には1,000円台（高圧ガスへの分離膜の適用）に低減さ
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せることを目指し、分離膜等の要素技術の開発を目指している。また、
⌕ ᚻ2の挙動予測技術等の開発を進め、国内での大規模実証に早期に着手
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し、2020年までに実用化の目途をつけることを目指している。
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その後、2008年７月29日に、
「低炭素社会づくり行動計画」が閣議決
࠻ ࡦ ᒰ ߚ ࠅ  33
 。そこでは、ＣＣＳの分離・回収コストを2015年ごろに
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技術開発を進めるとともに、2009年度以降早期に大規模実証に着手し、
ߦ ᒰ ߞ ߡ ߪ ޔⅣ Ⴚ ᓇ 㗀 ⹏ ଔ ߅ ࠃ ߮ ࡕ ࠾ ࠲  ࡦ ࠣ ߩ 㜞 ᐲ ൻ ޔᴺ  ╬ ߩ ᢛ  ޔ

2020年までの実用化を目指すことが示されている。なお、ＣＣＳ実用化
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に当っては、環境影響評価およびモニタリングの高度化、法令等の整備、


社会受容性の確保などの課題の解決を図ることが示されている34。
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４．日本ＣＣＳ調査株式会社の設立
日本ＣＣＳ調査株式会社は、電力会社11社、石油元売り会社５社、エ
ンジニアリング会社４社、石油開発会社２社、鉄鋼会社１社、化学会社
１社の合計24社の出資によって、地球温暖化対策の切り札となるＣＣＳ
（二酸化炭素地中貯留）事業の新たな担い手として、2008年５月26日に
設立され、代表取締役社長には石井正一氏（石油資源開発（株）常務取
締役）が就任している。
日本ＣＣＳ調査株式会社の設立は、わが国において、ＣＣＳが研究段
階から事業段階に第一歩を踏み出したことが意図されている。また、株
主各社がＣＣＳに必要な各専門分野で世界を凌駕できる技術力を有する
企業であることから、これらの企業との連合を通じて、わが国がＣＣＳ
において世界をリードする準備ができたことが意図されている35。
日本ＣＣＳ調査株式会社の設立趣旨は、次の５つである36。すなわち、
① CO2の分離、回収、輸送、地中貯留の実証プロジェクトの調査に一貫
して取り組む、②日本におけるＣＣＳに対する適用法規の整理や技術水
準の早急な確立に向けての民間ベースの意見集約を図る、③国内におい
てＣＣＳを普及させるための諸活動を行う、④海外におけるＣＣＳ実証
プロジェクトの普及・促進を図るための協力を行う、⑤国内外における
ＣＣＳに関わる最新情報の取得とＣＣＳに関する国際研究機関等との交
流を図る、ということがホームページ（ＨＰ）に掲載されている。
図表４は、経済産業省によって2008年10月30日に開催された第１回Ｃ
ＣＳ研究会における配付資料「最近のＣＣＳに関する国内外の動向」37
より、2008年７月29日現在の29社の株主構成を示している38。
日本ＣＣＳ調査株式会社の事業内容は、地球温暖化防止に最も有効と
される CO2の分離・回収、輸送、地中貯留という技術の事業化調査およ
び研究開発諸業務であり、委託事業や補助事業を受けて、わが国でのＣ
ＣＳの実証事業を実施する場合の候補地や技術的な可能性に係る検討を
行っている。
（20）
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図表４ 日本ＣＣＳ調査株式会社の株主構成（2008年7月29日現在）
産業部門

株主数

出資株主の企業名
北海道電力(株)、東北電力(株)、東京電力(株)、北陸電力(株)、
中部電力(株)、関西電力(株)、中国電力(株)、四国電力(株)、
九州電力(株)、沖縄電力(株)、電源開発(株)

電力

１１社

石油

６社

出光興産(株)、コスモ 石油(株)、昭和シェル石油(株)、
(株)ジャパンエナジー、新日本石油(株)、アラビア石油(株)

鉄鋼

２社

住友金属(株)、 ＪＦＥスチール(株)

エンジニアリング

５社

新日鐵エ ンジニアリング(株)、千代田化工建設(株)、
東洋エンジニアリング(株)、日揮(株)、ＪＦＥエ ンジニアリング(株)

石油開発

２社

石油資源開発(株)、国際石油開発帝石(株)

化学

１社

三菱瓦斯化学(株)

セメント

１社

三菱マテリアル(株)

商社

１社

三菱商事(株)

（出所）経済産業省（2008）「最近のＣＣＳに関する国内外の動向」より作成。

最近の委託事業としては、経済産業省が2010年２月に公募した平成22
年度「二酸化炭素削減技術実証試験委託費」の受託がある。その事業内
容は、二酸化炭素地中貯留の実用化に資する大規模実証試験の実施場所
を選定するための実地調査等を実施するとともに、実証試験に必要とさ
れる設計等の準備や安全性評価等に係る調査・検討等を行うというもの
である。また、これまでの事業実績としては、経済産業省からの「二酸
化炭素地中貯留技術研究開発（実証試験に適する地下帯水層等にかかる
評価技術開発）
」
、
「平成20年度二酸化炭素削減技術実証試験委託費」お
よび「平成21年度二酸化炭素削減技術実証試験委託費」、ならびに、独
立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構（ＮＥＤＯ）からの「発
電から CO2貯留に至るトータルシステムのフィジビリティー・スタディ
ー」を受託している39。
このように、日本ＣＣＳ調査株式会社は、政府のＣＣＳ推進活動に呼
（21）

応して設立された世界初の民間ＣＣＳ技術統合会社であり、わが国にお
けるＣＣＳの大規模実証試験の実現に向けて、候補地の選定をはじめと
する本格的な調査事業を展開することとなった。

Ⅳ．苫小牧沖におけるＣＣＳ実証試験調査に係る動向
１．苫小牧ＣＣＳ促進協議会の設立
わが国では、ＣＣＳの大規模実証試験の実現に向けて、2008（平成
20）年５月に民間会社として設立された日本ＣＣＳ調査株式会社が経済
産業省等の委託事業を通じて、ＣＣＳ実証試験の候補地の選定をはじめ
とする調査事業を展開している。現時点では、①北海道苫小牧沖、②福
島県いわき沖、③福岡県北九州沖の３つの地点がわが国で初めて実施す
るＣＣＳ実証試験の候補地となっている。このうち、北海道苫小牧沖で
は、日本ＣＣＳ調査株式会社が2009年7月から海洋地質調査を本格的に
実施している。苫小牧沖の特徴としては、日本ＣＣＳ調査株式会社によ
ると、CO2にふた（シール）をするような非常に厚い「遮蔽層」が存在
しており、CO2を貯留するのに非常に適した地層であることが明らかに
されている。ＣＣＳ実証試験候補地の条件としては、政府によると、①
貯留に適した地層であること、②地元の受け入れ体制が整備されている
ことがあげられている。
このような状況のもとで、苫小牧市では、実証試験にともなう施設建
設や雇用などの経済効果や地球環境問題に先導的に取り組む地域のイメ
ージアップを図る目的から、2010年４月20日に、苫小牧ＣＣＳ促進協議
会（会長：岩倉博文市長）を設立している。この協議会は、会員、オブ
ザーバー、協議会事務局で構成され、設立時の会員は、法人その他団体
16団体と筆者を含む個人3名であった。苫小牧市役所では産業経済部企
業立地推進室が協議会事務局となり、地元の受け入れ体制を整備しなが
（22）
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ら、ＣＣＳ実証試験の候補地に選定されるように地域一体となった誘致
活動を積極的に展開している。
苫小牧ＣＣＳ促進協議会では、規約の第２条（目的）において、「協
議会は、二酸化炭素の回収及び貯留（以下「ＣＣＳ」という。）の実証
試験に対する地元誘致の理解と気運の醸成を図るとともに、既存産業と
ＣＣＳ事業及び関連産業との連携により、将来において苫小牧が、地球
環境と地域産業の活性化との両立可能な低炭素社会構築に向けて先導的
な役割を担うため、市民や地元企業など地域一体となった取組を推進す
ることを目的とする」ことを明示している40。
また、苫小牧ＣＣＳ促進協議会の設立趣意書では、「苫小牧地域は、
製紙業、石油精製、自動車、電力のほか、化学工業、非鉄金属業など排
出源となる企業、並びに関連する多種多様な企業が集積している工業地
帯であるとともに、陸・海・空を結ぶ交通の要衝でもあり、CO2を排出
する企業ばかりではなく、それを利用する企業との連携など、将来的な
展開が期待できる地域である」ことと、「この地域には石油資源開発 (
株 ) 勇払ガス田があり、石油・天然ガス開発の探査等による地下データ
も多く、安全に CO2を貯留できる大規模帯水層の存在が確認されている。
この種の帯水層は日本に広く分布しており、苫小牧沖での実証試験の成
果は、今後の国内ＣＣＳの基本的なモデルとなるとともに、国外へもそ
の成果の発信が可能となる」ことを明示している41。
以上のことから、苫小牧ＣＣＳ促進協議会では、①ＣＣＳ実証試験の
早期誘致に向け、
市民や地元企業など地域一体となった誘致気運の醸成、
②ＣＣＳ実証試験の早期誘致に向けた要望活動、③実証試験計画案に関
する協議会としての検証、提言、④ＣＣＳに関する継続的な一般市民へ
の広報・周知活動、⑤地域活性化に向け、ＣＣＳを核とした将来事業構
想（ビジョン）の策定、⑥ CO2排出事業者の連携等ＣＣＳ実現に向けた
枠組みの構築を、その活動骨子に掲げている42。
このうち、広報・周知活動については、2010年10月号の『広報とまこ
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まい』のなかでＣＣＳの概要説明と、日本ＣＣＳ調査株式会社による海
洋地質調査の状況、苫小牧ＣＣＳ促進協議会の活動状況が掲載されてい
る43。また、苫小牧市役所のＨＰにおいても、苫小牧ＣＣＳ協議会等の
関連情報が掲載されている44。
さらに、苫小牧ＣＣＳ協議会における事業計画として、会員等に対す
るＣＣＳの調査・研究活動を深めるために、日本ＣＣＳ調査株式会社に
よる調査事業の現地視察・見学会等が実施されることとなった。
２．日本ＣＣＳ調査株式会社による苫小牧沖の調査活動
（１）苫小牧沖3次元弾性波探査発振作業現場の見学会
日本ＣＣＳ調査株式会社は、北海道苫小牧沖地区について、ＣＣＳ実
証試験の有力候補地の１つであるとし、CO2 を圧入する海底面下約
1,100m から約3,000m 付近の帯水層における地質調査を実施している。
日本ＣＣＳ調査株式会社は、海洋地質調査のために、2009年10月から
11月にかけて３次元弾性波探査を実施したものの、苫小牧沖でのＣＣＳ
実証実験地選定のためには調査範囲を追加して詳細な地質データを取得
する必要性から、さらに、2010年７月から９月まで追加的な３次元弾性
波探査を実施している。そこでは、長期間（約1,000年間）の CO2の移
動領域を想定すること、遮蔽層（泥岩）と貯留層（砂岩、凝灰岩等）の
広がりを把握することに焦点が置かれていた。
苫小牧ＣＣＳ促進協議会では、協議会会員等がＣＣＳの知識を深め、
誘致活動を促進させるために、2010年度の事業計画として、日本ＣＣＳ
調査株式会社が実施している追加的な３次元弾性波探査エアガン発振作
業現場の見学会を2010年８月25日に実施している。今回の調査では、苫
小牧港沖合の東西7.1㎞、南北8.6㎞の調査海域のうち、沖合約２㎞で実
施された。苫小牧沖は、浅海域であること、港湾域であるため航行船舶
が多いという制約条件があるため、ケーブル曳航型の大型探査船は使用
することができないため、海底受振ケーブルを用いている。この結果、
（24）
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浅海域での調査が可能となり、発振・受振の方向角に均質な調査結果が
得られることとなる。図表５は、今回の海底受振ケーブルを用いた弾性
波探査模式断面図を示している。
図表５

図表５
海底受振ケーブルを用いた弾性波探査模式断面図
海底受振ケーブルを用いた弾性波探査模式断面図

監視船
ブイ

発振船（3-5 ノットの速さで移動）
エアガン
圧縮空気を放出して音波（振動）
を発生させる

観測船

OBC で観測した
データの収録

OBC（海底受振ケーブル）

地層境界面での
反射波を観測

（出所）日本ＣＣＳ調査株式会社による現場作業見学会（2010 年 8 月 25 日）での
配付資料を修正して作成。

海洋地質調査は、観測船（海底ケーブルで受振された反射波データの
収録）
、発振船（コンプレッサーを装備し、観測時は3 ～ 5ノットで航行
しながら発振ラインに沿ってエアガン発振を実施）、ケーブル敷設船（海
底受振ケーブルの敷設）、測量船（海底受振ケーブルの位置を観測）、監
視船（周辺の監視）によって実施されている。
図表６は、苫小牧沖追加３次元弾性波探査の現場作業見学会に参加し
た際に筆者が撮影したものある。
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図表６

３次元弾性波探査の現場作業の状況

（注）筆者撮影、2010年８月25日。
（２）苫小牧ＣＣＳ調査井の掘削作業現場の視察
日本ＣＣＳ調査株式会社によると、北海道苫小牧地点は、周辺の長年
にわたる石油・天然ガスの探査作業を通じて地下の地質構造形態が把握
されており、その地質データから、構造性および非構造性帯水層を対象
としたＣＣＳ技術の大規模実証試験の候補地として CO2を貯留できる複
数の帯水層の存在が確認されているものの、実証試験に際して、CO2が
長期に安定して地層に貯留できることを確認する必要があることから、
貯留層の詳細な地質データを取得することを目的に、2009年10月から11
月および2010年７月から９月にかけて３次元弾性波探査が実施されてい
る。
その後、日本ＣＣＳ調査株式会社は、2010年11月から2011年２月にか
けて、調査対象となる苫小牧沖1,700ｍの海底下約3,000ｍまでの地層で
ある、貯留層および遮蔽層に関する詳細な実際の地質データの取得を通
じて苫小牧地点の貯留層評価の精度を向上させるために調査井掘削を実
施している45。
苫小牧ＣＣＳ促進協議会では、協議会の調査・研究活動事業の一環と
して、2010年８月に引き続き、日本ＣＣＳ調査株式会社が実施している
苫小牧でのＣＣＳ調査井の掘削作業現場を2010年12月16日に視察してい
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る。
日本ＣＣＳ調査株式会社の配付資料によると、苫小牧ＣＣＳ調査井の
坑井名は「苫小牧ＣＣＳ－1」であり、掘削のためのやぐらの高さは約
48.5ｍ、掘削予定深度は3,700ｍで、垂直深度は3,050ｍであるという。
掘削の方法としては、最初は垂直に掘り進み、途中から傾斜42度で滝ノ
上層を目指すという。苫小牧西港沖合の貯留層は構造性塩水帯水層であ
り、海底下2,400m より深い地質は滝ノ上層で、その上層に泥岩からな
る厚い遮蔽層がキャップロックの役割を果たしているという苫小牧地点
の特徴が明らかにされている。
筆者が掘削作業現場を視察した際には、作業は順調に進行しており、
すでに約2,700ｍの深度まで掘削されていた。図表７は、苫小牧ＣＣＳ
調査井の掘削作業現場を視察した際に筆者が撮影したものある。
図表７

ＣＣＳ調査井の掘削作業現場の状況

（注）筆者撮影、2010年12月16日。
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Ⅴ．おわりに
わが国における二酸化炭素の回収・貯留（ＣＣＳ）を巡る研究活動は、
2006（平成18）年10月30日に、経済産業省産業技術環境局によって「二
酸化炭素回収・貯留（ＣＣＳ）研究会」が設置されたことによって活発
化している。前述したように、ＣＣＳ研究会では、ＣＣＳを、大規模な
CO2発生源から排出されるガス中の CO2を、分離・回収し、それを地中
もしくは海洋の深くに貯留・隔離することにより、大気中に CO2が放出
されるのを抑制する技術であると定義している。そして、ＣＣＳは、基
本的に省エネルギーや再生可能エネルギーとは異なるタイプの技術であ
り、単独では経済的なインセンティブが働かない温暖化対策に特化した
方策であり、ＣＣＳの実用化にあたっては解決すべき課題が多いことも
ＣＣＳ研究会の中間報告によって指摘されている。
ＲＩＴＥ副理事長の茅陽一氏は、「ＣＣＳは、発電所で化石燃料を消
費する際に発生する CO2を何らかの方法、たとえば化学的吸収法によっ
て回収し、得られた CO2を地中などに貯留する方策で、すでに世界的に
多くの試みと計画がある。ただ、これまでに行われたものはほとんどが、
天然ガスの採掘に伴って出てくる随伴ガスの CO2を回収し、地中の帯水
層に押し込むもので、発電所で排出する CO2の回収貯留を行った例は未
だほとんどなく、これからの技術である」46と指摘している。
しかしながら、わが国においては、2008年７月29日に、「低炭素社会
づくり行動計画」が閣議決定され、2009年度以降早期に大規模実証に着
手し、2020年までの実用化を目指すことが示されている。
そこで、政府のＣＣＳ推進活動に呼応して設立された日本ＣＣＳ調査
株式会社は、経済産業省等の委託事業を通じて、わが国におけるＣＣＳ
の大規模実証試験の実現に向けて、候補地の選定をはじめとする本格的
な調査事業を展開することとなった。
現在、日本ＣＣＳ調査株式会社は、①北海道苫小牧沖、②福島県いわ
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き沖、③福岡県北九州沖の３つの地点を、わが国で初めて実施するＣＣ
Ｓ実証試験の候補地として調査活動を実施している。このうち、北海道
苫小牧沖については、CO2にふた（シール）をするような非常に厚い「遮
蔽層」が存在しており、CO2を貯留するのに非常に適した地層であるこ
とが日本ＣＣＳ調査株式会社によって明らかにされている。そのため、
日本ＣＣＳ調査株式会社は、2009年7月から苫小牧沖での海洋地質調査
を本格的に実施している。
このような状況のもとで、苫小牧市では、実証試験にともなう施設建
設や雇用などの経済効果や地球環境問題に先導的に取り組む地域のイメ
ージアップを図る目的から、2010年４月20日に、苫小牧ＣＣＳ促進協議
会（会長：岩倉博文市長）を設立している。苫小牧市役所では産業経済
部企業立地推進室が協議会事務局となり、地元の受け入れ体制を整備し
ながら、ＣＣＳ実証試験の候補地に選定されるように地域一体となった
誘致活動を積極的に展開している。
筆者は、苫小牧ＣＣＳ促進協議会の会員として、日本ＣＣＳ調査株式
会社が実施している苫小牧沖３次元弾性波探査の現場作業の見学会や苫
小牧ＣＣＳ調査井の掘削作業現場の視察に参加した。経済産業省による
と、わが国におけるＣＣＳの大規模実証試験の候補地となっている３地
点についての適性評価を2011年度に実施し、実証試験地を選定するとの
ことである。
わが国における CCS の大規模実証試験は、地球温暖化対策の１つの
選択肢として認識されているものの、現時点では、発電所等で排出され
る CO2を回収し貯留するに至るトータルシステムとしての技術が確立さ
れていない。また、CCS の実施に際しての安全面・環境面において検
討すべき課題の議論が開始されたばかりである。しかしながら、CCS
の実証試験を通じて、わが国における今後の革新的な技術開発が進展す
るものと期待している。
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2
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Ｉ Ｐ Ｃ Ｃ（2005）IPCC Special Report on Carbon Dioxide Capture and Storage, Cambridge
University Press を参照されたい。
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ＩＰＣＣの組織構造については、http://www.ipcc.ch/organization/organization.shtml を
参照されたい。
10
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に科学的根拠を与えるものとして重要な役割が付与されている。なお、2007年にはその活
動成果に対して、ノーベル平和賞が贈呈されている。
11
Ｉ Ｐ Ｃ Ｃ 第 四 次 評 価 報 告 書 の 統 合 報 告 書 に つ い て は、http://www.ipcc.ch/
publications_and_data/ar4/syr/en/contents.html を参照されたい。なお、第四次評価報告
書全体の翻訳書として、ＩＰＣＣ編著、文部科学省・経済産業省・気象庁・環境省翻訳（2009）
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赤井誠（2005）「CO2回収・隔離技術－ R&D から政策課題化へ」『エネルギー・資源』
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Ibid., pp.3-5.
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Ibid., pp.5-8.
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ＲＩＴＥの研究活動は、http://www.rite.or.jp/ を参照されたい。
19
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の化学的変換と大量隔離の技術書として、乾智行監修（2006）『CO2固定化・隔離技術（普
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20
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照されたい。
21
1997年に採択された京都議定書では、先進国のうち日本は2010年前後までに CO2の排出
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29
http://www.meti.go.jp/press/20090807003/20090807003-3.pdf
30
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05/24speech.html を参照されたい。
31
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されたい。
32
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33
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34
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されている。
35
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36
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苫小牧市役所産業経済部企業立地推進室企業立地課のＨＰ、http://www.city.tomakomai.
hokkaido.jp/kigyo/index2-1.htm
45
苫小牧市役所の HP、http://www.city.tomakomai.hokkaido.jp/kigyo/tyousasei.pdf を参
照されたい。
46
茅陽一編著、前掲書、86ページ。

（31）

＜参考文献＞
Ｉ Ｐ Ｃ Ｃ（2005）IPCC Special Report on Carbon Dioxide Capture and
Storage, Cambridge University Press.
ＩＰＣＣ編著、文部科学省・経済産業省・気象庁・環境省翻訳（2009）『Ｉ
ＰＣＣ地球温暖化第四次レポート－気候変動2007－』中央法規出版
赤井誠（2005）
「CO2回収・隔離技術－ R&D から政策課題化へ」『エネ
ルギー・資源』Vol.26、No.6
乾智行監修（2006）『CO2固定化・隔離技術（普及版）』シーエムシー出
版
茅陽一編著（2008）『低炭素エコノミー－温暖化対策目標と国民負担－』
日本経済新聞出版社
経済産業省資源エネルギー庁（2008）「Cool Earth －エネルギー革新技
術計画」経済産業省
財団法人地球環境産業技術研究機構編著（2006）「図解 CO2貯留テクノ
ロジー」工業調査会
二酸化炭素回収・貯留研究会（2007）「地球温暖化対策としてのＣＣＳ
の推進について」経済産業省
二酸化炭素回収・貯留研究会（2008）「『二酸化炭素回収・貯留（ＣＣＳ）
研究会』の再開について」経済産業省
二酸化炭素回収・貯留研究会（2008）「最近のＣＣＳに関する国内外の
動向」経済産業省
二酸化炭素回収・貯留研究会（2009）「ＣＣＳ実証事業の安全な実施に
あたって」経済産業省
（かわしま

かずひろ・本学教授）

苫小牧駒澤大学紀要

苫小牧駒澤大学紀要

第23号

2011年3月

第23号（2011年３月25日発行）

Bulletin of Tomakomai Komazawa University Vol. 23, 25 March 2011

アイヌ伝統料理の保存食
―動物性食料の加工保存と栄養効果―
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キーワード：アイヌ伝統料理
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要旨
アイヌ伝統料理は海、川、陸のそれぞれの食材が先人の知恵により多くの食べ
方がされていた。食料の確保は自然の恵みに頼らざるしかなかったために様々な
保存法が工夫されて全てを食べつくす加工法が食生活の栄養面をささえていた。
動物性たんぱく質や脂質の栄養摂取として重要な動物性食料の肉は乾燥、燻製、
冷凍法により加工保存され、骨や内臓についている脂肪は煮とかして脂肪を抽出
し保存され一年中使用されていた。
動物性食料の脂肪が調味料として多くの料理に使用されていた。すけとう鱈の肝
臓から抽出される魚油のタラスム（鱈の油）は甘味や旨味として料理を美味しく
するだけではなく、エネルギー源として、不足しがちなビタミンＡ，Ｅ，Ｄの補
給や脂溶性ビタミンの吸収を助け多くの栄養効果が期待できる加工保存食の調味
料であった。
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１. はじめに
アイヌ伝統料理

のオハウ（汁もの）、サヨ（おかゆ）、ラタシケプ（煮

もの・和え物）の栄養価を算出しアイヌ料理の日常食の栄養面について
検討した。
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た1）2）。主食として毎日食されていたオハ
ウ（汁もの）は、豊富な食材の組み合わせと調味料に魚油（鱈の油）を
使用した具たくさんの汁で栄養のバランスがよくしかもエネルギー源と
しての栄養価値が認められた。副食としてのサヨ（雑穀の粥）は、オハ
ウやラタシケプより栄養面は低いが、雑穀類の使用でミネラル、ビタミ
ン、食物繊維が補給でき、ラタシケプ（煮もの、和え物）は野菜や豆類
などを煮たもので鱈の油を使用することでビタミン A 、E やカリウム、
食物繊維が摂取できた。サヨやラタシケプは主食の不足を補うばかりで
はなく栄養面も補うことができた。
オハウ、サヨ、ラタシケプの平均栄養価を一食分として合計すると脂
質、カルシウム、鉄の摂取量が不足していたが、アイヌ料理に欠かせな
い自然の恵みから頂く素材や加工保存食により補うことが出来たと考え
る。
その素材としては魚のあら、ぎょうじゃにんにく、きはだの実など多
数あったと考える。加工保存食には食糧不足の補いにおおうばゆりの鱗
茎からでん粉を採取し乾燥保存したり、畑に放置されたくずいものしば
れいもを手間と時間をかけて加工乾燥した保存食は共に重要なエネルギ
ー食材になっていた。すけとう鱈の肝臓から採取した鱈の油は調味料と
して味に甘みやまろやかさを出すためにほとんどの料理に使用されエネ
ルギー、脂質、ビタミン A、E の給源としての栄養価値だけではなく、
魚油の不飽和脂肪酸が血管障害を防ぐ健康効果もあった。
アイヌ料理は自然の恵みから伝統的に用いてきた特徴ある素材を料理
（35）

金内花枝

アイヌ伝統料理の保存食―動物性食料の加工保存と栄養効果―

に使うことである。しかも食材は捨てる部分は無く全てを使い切る工夫
がされていたことから算出栄養価の数値以上に不足栄養素は補われてい
たと考えてよい。
前稿3）では不足栄養素の補給が期待できる植物性食料の主たる加工保
存と栄養効果について報告した。引き続き本報において動物性食料の加
工保存や食としての利用について筆者の実習体験による記録で報告し栄
養効果について考察を行う。

２、伝統料理素材の加工保存
食料は越冬や食料不足に備えて確保しておくことが必要であった。確
保するその手段は自然の条件を利用した自然乾燥、天日乾燥、冬季間の
低温を利用した冷凍や囲炉裏の煙でいぶされた燻製の方法で食料の保存
が行われた。煮る、茹でる、焼く、煙でいぶす、干す、凍らすなど調理
に基づいた方法で調理加工して保存したり、素材を粉砕して必要な成分
を抽出して保存するなど生活の知恵から保存食品を作り出してきた。
アイヌ伝統料理によく使用された素材の加工保存法と料理法をまとめ
て表１に示した。
表１

アイヌ伝統料理素材の加工保存と料理

伝統料理素材

植
物
性
素
材

動
物
性
素
材

プクサ（ぎょうじゃにんにく）・山菜・野草
シケレペニ（きはだ）・木の実
エント（なぎなたこうじゅ）・キキンニ（ななかまど）
オプケニ（キタコブシ）・トペニ（イタヤカエデ）
ペネコショイモ（しばれいも）・じゃがいも
トゥレプ（おおうばゆり）でん粉
雑穀（ひえ・あわ、いなきび、そばの実）・米の粉
豆類（大豆・えんどう豆）・とうもろこし
カンポチャ（干しかぼちゃ）
昆布・海そう
スム（肉脂）・鹿脂・熊脂
スム（魚油）・たらの油・さめの油
魚のあら（頭、内臓、骨）・チポロ(魚卵）
魚類・カムイチエプ（鮭）・小魚
肉類・鹿肉・あざらし
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加工保存法
料理法
乾燥 冷凍 燻製 発酵 抽出 煮る 茹でる 焼く

○
○
○
○
○ ○
○
○
○
○
○

○
○ ○

○
○
○

○
○ ○ ○ ○
○
○ ○ ○

生

オハウ サヨ ラタシケプ 茶
汁
粥
煮物
茶

○ ○
○ ○
○ ○
○
○
○
○ ○
○
○
○
○
○ ○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○ ○ ○
○
○ ○ ○
○
○ ○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○
○
○
○
○
○
○
○

○
○
○
○

その他
薬
香辛料
樹液
シト（だんご）
薬
トノト（酒）

だし・昆布たれ
調味料・油脂たれ
調味料・油脂たれ
チタタプ・筋子たれ
焼き・ルイペ（とけるもの）
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１）植物性素材
アイヌ民族は自然環境の中で植物を採取し作物を栽培し自然から食料
を得ていた。採取は春から夏にかけて、ぎょうじゃにんにくを代表に山
菜や野草類などの葉や茎、おおうばゆりなどの根茎や鱗形を採取し食べ
ていた。
夏から秋にかけてはきのこ類、色々な木の実類、果実、地下の実や根
茎を採取し食べていた。料理に甘みをつけるためにいたやかえで、白樺
などの樹液を煮詰めて利用した。農耕は稗や粟が古い時代から栽培され
ていた。江戸時代中期から後期の記録には、じゃがいも、黍、麦、蕎麦、
とうもろこしなどの穀類と大豆、小豆、ささげなどの豆類、アタネ（蕪）、
大根、幕末までにはねぎ、きゅり、かぼちゃが栽培されていた。
食品の加工法には、物理的に変化させるものと、成分を化学的に変化
させるもの、微生物を用いるものがありその組み合わせで加工法が行わ
れる。
アイヌ伝統料理に最も利用される植物性素材の保存食であるおおうば
ゆりのでん粉やペネコショイモ（乾燥凍れ芋）は物理的加工法の粉砕、
摩擦処理をして必要な成分を抽出し乾燥の操作により作られている。お
おうばゆりの鱗茎からでん粉を取り出すには鱗茎をばらばらにほぐし細
胞中にあるでん粉を取り出すために搗きつぶし水で洗って漉すとでん粉
粒は水にとけないので沈殿する。でん粉を取り出して乾燥させる加工法
の保存食で物理的に変化させている。さらにオントゥレプ（発酵乾燥お
おうばゆり）はおおうばゆりの一番粉、二番粉でん粉をとった後のザル
に残ったおおうばゆりの繊維をもう一度搗いて丸め、だんご状にしてか
らいたどりやふきの葉で包み、25度位の温度の場所で１～２週間置いて
発酵（オンカ）させ繊維を軟化させて再度搗きなおしてから乾燥保存す
る。でん粉をとった残りかす、抽出後の残さをも発酵処理し食材を使い
きることは、自然から得た食料の全てを食することが、生きていくこと
でありそれはアイヌの人々の精神による特別な加工法であった。
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アイヌ伝統料理の植物性素材の加工保存は主に乾燥により保存されて
いたが冷凍したり、必要な成分を抽出したり、さらに発酵させて乾燥さ
せる独特の処理方法されたじゃがいもやおおうばゆりはアイヌの食生活
にとって重要な素材であった。乾燥保存された植物性素材は水に浸して
煮る調理法でオハウ（汁もの）やサヨ（おかゆ）、ラタシケプ（煮もの）
で食されているが、お茶としても年中飲用されていた。植物性素材は食
としての利用や加工だけではなく薬として、信仰として元気に生きてい
くための加工保存食であった。
２）動物性素材
アイヌ民族は植物の採取や作物の栽培と同じく自然環境の中で、狩猟、
漁労で動物や魚をとり食料を自然からえていた。
狩猟は大型動物では蝦夷鹿、羆、中・小型動物では蝦夷狸や蝦夷栗鼠、
兎など。鳥類は蝦夷らいちょう、かけす、雀、かも類などを食べていた。
漁労の川、湖漁は鮭、鱒、あめ鱒（いわな）、おひょろこま、いとう、
桜鱒（やまべ）
、きゅうりうお、わかさぎ、ししゃも、うぐい（あかはら）、
ふな、どじょう、ちょうざめ、かわえびなど。海漁、海獣漁は鱈、鰈、
鰯、鰊、めかじき、まんぼう、鯨、海豹、おっとせい、特に海豹やとど
などは肉、油脂や内臓などを食料とした。海草は昆布、わかめ、ふのり、
いわのり、まつもなど。貝類は姥貝（ほっき貝）、帆立、つぶ、あさり、
蜆、かわしんじゅ貝。そのほか蛸、烏賊、うにを食べていた。
魚介類は動物性たんぱく質と不飽和脂肪酸の供給源としてすぐれた食
料である。新鮮な魚は生で今日の刺身にして食し、鮮度が落ちると焼い
たり煮たりといった魚の種類による調理法で旬の魚の美味しい食べ方を
していた。魚の中でも鮭は重要な食料であった。秋に群れをなして川を
のぼる鮭はアイヌの人々には冬を越すための食料であり飢饉に備えて貯
蔵しておくための保存食の魚である。新鮮な部分の頭、内臓、卵巣、白
子など魚のあらも捨てること無く利用された。特に魚卵は命を頂くこと
（38）
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の感謝で味わった取れたて季節限定の食材であり子孫繁栄を象徴するめ
でたい食べ物ともされていた。
しかし魚介類は腐りやすいので加工保存することは不可欠であり、魚
の保存は乾燥の干物、燻製であった。塩が手に入ると塩干物、塩蔵で加
工保存されるのが普通であろうがアイヌの食文化には塩蔵という保存方
法は無かった。
アイヌ料理に欠かすことの出来ない調味料の油（スム）には陸獣、海
獣、鳥、魚など植物以外のいわゆる動物の脂肪から採取し陸獣の胃や膀
胱に入れたりふたつきのびんや容器に貯蔵した。魚油の種類には鰯油・
鰊油、鱈油、鮫油、まんぼう油などで特に鰊や鱈油が日常的に使われて
いた。魚の全体や肝臓を煮て脂分をしみださせそれを漉して採取した魚
油は、調味料として使用され料理にまろやかさを出し美味しく食するた
めであり同時にエネルギーやビタミンが摂取され栄養面でも重要な役割
を果たしていた。
獣鳥肉類は大型動物の鹿、熊、中小動物の兎、狸、栗鼠などは動物性
たんぱく質やエネルギー源としてすぐれているので肉や脂肪が利用さ
れ、鹿と熊がもっとも食料として重要であった。鹿のことをユクという、
ユクは元来獲物という意味で山林原野に満ちていた。食料として獲物（ユ
ク）の代表として自然ユクといえば鹿であり、鹿に関する地名が多いこ

とからもいかに鹿が多く食料として重要であったかと言うことである。
熊は北海道ではカムイとよんで神のくにから人間の喜ぶ肉と毛皮をお土
産に持って山を下って来る来訪者とされ、他の獣類とは異なる扱いで人
間界の最上のもてなしをして神送り（イオマンテ）祭事で送り返し神々
を人間界に誘うのである4）。
獣肉は煮て汁（オハウ）にして食べる。内臓は全部食べ多くは刃物で
細かくたたき刻んで生（チタタプ）で摂取したり煮ても食べた。動物の
内臓は栄養の宝庫でビタミン、ミネラルが豊富である。こうした食生活
の中に冬期間の野菜不足の栄養を補う秘密があった。
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獣脂は陸獣、海獣の内臓についている脂肪は煮てとかして浮いてくる
脂をすくい集める。獣脂（鹿脂・熊脂）は冷えると固形・半固形状で保
存には獣の膀胱に入れて貯蔵しり、油の溶けたところに紐のついた棒を
いれ冷やし、凝固したところを吊るしあげて庫に下げて置いた4）。油脂
は調味料としてオハウ（汁もの）、ラタシ ケプ（煮もの）の味付けに使
用され、シト（だんご）のたれとしてつけると砂糖につけるより美味し
いのが油脂調味料を使ったアイヌ料理の特徴である。
狩猟で得た食料はすぐに消費されるだけではなく常備食として乾燥や
燻製に加工・保存し貯蔵した。
食材の加工法には、乾燥、燻煙、冷凍、油脂の精製などの方法が行わ
れた。
（1）乾燥
魚介類は漁獲期が集中し一時にたくさんとれたり、水分が70 ～ 80％
と多く変質しやすく鮮度が低下したり腐敗するので調理加工は保存のた
めに行われる。
日本古代の魚食文化は加工魚介類を主にして始まったといって過言で
はない5）。
カビや細菌は水分が少なくなると繁殖しにくいので、水分をへらすこ
とで保存性を高めることができる。魚の干物は天日にさらす方法の素干
し乾燥（天日乾燥）、乾燥する前に煮る煮干し乾燥（煮ることで生ぐさ
い臭を除き酵素作用を受けにくい状態にしてから乾燥する）、焼いた焼
き干しの乾燥保存にした。乾し魚、焼き干し魚はそのままでも食べるが、
水でもどしてオハウ（汁もの）の具や煮て塩と魚油で味をつけて旨味を
だして食べた。魚の魚卵も乾燥し保存してオハウ（汁もの）やサヨ（お
かゆ）に使われた。
獣肉類は新鮮なものは内臓まで生で食されるが、魚類と同じく乾し肉
に加工される。ユク（鹿）肉は細かく切って鍋でゆでてから汁気を切っ
て、棒にさし、干し竿に下げて乾燥させる。さらに囲炉裏の上に吊るし
（40）
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て乾燥させて保存する。
乾し肉はそのまま食べるか、水にうるかしてから煮込んでオハウ（汁
もの）の具に使う。乾し魚、乾し肉の保存食は重要な動物性たんぱく質
の給源であった。
魚を乾燥して干物にすることで腐りにくくなり長期保存ができるよう
になるがそれだけではなく魚の風味や旨味が増す効果が特に大きくな
る。
かつて北海道では「鰊御殿」や「帆立御殿」が建つくらい鰊や帆立が
豊漁であった。水揚げされた鰊は生の状態では日持ちがしない。冷蔵庫
技術が発達していない時代は頭や内臓を除いて二枚か三枚におろして乾
燥させるのが一番合理的な保存法であった。脂分の多い鰊はじっくり時
間をかけて乾燥させことで熟成された身欠鰊として北海道の特産物にな
っている。北海道の鰊は、京都では「昆布巻き」や「にしん蕎麦」とし
て名物になっている。さらに京都の名物料理の「いもぼう」は棒だらと
えび芋を煮込んだ料理で、棒だらは鰊同様に北国の寒風で自然乾燥させ
た保存食である。帆立は乾燥し干し貝柱にすることでホタテに含まれる
うまみ成分のグリコーゲンやアミノ酸が凝縮し貝柱の身は旨味と食感を
味わうことのできる食材に変化する。良質のたんぱく質を含む動物性の
食材は乾燥保存により含有成分が変化して生の時よりも旨味成分が増え
免疫力を高める栄養素やビタミン、無機質、食物繊維が増して保存の利
く価値の高い食材に変化している。
現代は天候に左右されない機械乾燥に変わり保存が主たる目的ではな
く生魚とは異なる風味や食感を楽しむ干物になっている。
（2）燻煙
人類は火を発見した頃、たき火の煙によって味も美味しくなりしかも
保存がよくなる殺菌効果を知ったのであろう。
くん煙法は熱で徐々に乾燥させ煙の成分を利用し、微生物の増殖を阻
止し貯蔵性を与え独特の風味をつける加工法である。香りはフェノール
（41）
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系化合物が主体とされ他にもカルボニル、有機酸、エステル、アルコー
ルなど多種類の有機化合物が香りに影響している。香りの根源は木や枝
やきりくずである。くん煙にした食材は魚類や貝類、蓄肉類で囲炉裏の
煙でいぶされた燻製は燻煙に含まれる有機化合物がおいしい色と美味し
い香りが食欲を高めた。
アイヌ民族は鮭を囲炉裏で燻製にして食べていたのは保存性を高める
ことが目的であったが燻煙による風味は格別なものでありその歴史はな
がい。その長い歴史の中で現代では冷蔵庫のお陰で燻製は保存が目的で
はなく優美な香りの味わいを楽しむ燻製品になっている。
（3）冷凍
食品の温度を下げて食品中の酵素活性を低下させ品質の低下を防ぐと
ともに、微生物の繁殖による腐敗を防止する。保存する温度帯により冷
蔵、冷凍があるが、その手段は自然の条件を利用した冬季間の低温を利
用し凍らすなど調理に基づいた調理加工法で貯蔵性を高めた保存食品を
生活環境の知恵から作り出した。
（4）油脂
アイヌ料理の調味料は塩と油脂である。油脂は植物からではなく動物
の獣・鳥・魚類の脂から採取する。油脂の採取は魚類の肝臓を空鍋に入
れ焦がさないように火にかけて油をしみださせ、ザルやさらしでこして
きれいな油にする。油脂は室温で固形、半固形、液状であるが、魚油・
海獣・鳥類は液体であるが酸化しやすい油である。酸化を防ぐ方法や酸
化した魚油を精製する工夫が行われ使用されていた。

３、動物性食料の加工保存と料理
１）油脂の栄養効果と加工保存
油脂はアイヌ料理には欠かすことの出来ない調味料の一つである。油
脂の使用は甘味や旨味、コクやまろやかさを出すためにほとんどの料理
（42）
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に一年中使われている。エネルギー源としてさらにビタミン類Ａ、Ｅが
摂取できるので冬場の野菜の少ない時期のビタミンの給源として重要な
働きをしていた。
生物の体にあるあぶらを脂質といい、脂質は体になくてはならない栄
養素のひとつで体を動かすためのエネルギーとして使われている。
脂質の「脂肪酸」という成分が見た目や栄養面の特徴を決めている。
その脂肪酸には「飽和脂肪酸」と「不飽和脂肪酸」がある。飽和脂肪酸
は主に動物の脂に、不飽和脂肪酸は植物の油に多く含まれている。飽和
脂肪酸を多く含むものはバターやヤシ油、ラードなど固体の脂で不飽和
脂肪酸を多く含むものはひまわり油、コーン油、大豆油など液体の油と
いったように見た目に大きく違いがある。油脂は固形と液体のものがあ
り、動物性脂肪の飽和脂肪酸は、常温で白く固まり植物の油の不飽和脂
肪酸は常温でも固まらない。各々に働きに大きな違いがあり、飽和脂肪
酸の主な役割は、体を動かすエネルギー源となることで、不飽和脂肪酸
はエネルギーとしてだけではなく、様々な体の機能を調節する役割を果
たしている。不飽和脂肪酸は体の中で大事な役割をしているが、自分の
体で作ることができないので食べ物から取り入れなければならない。不
飽和脂肪酸は植物の油ですが魚からとることのできる不飽和脂肪酸もあ
る。魚の脂質に多く含まれるのが、ＤＨＡ（ドコサヘキサエン酸）とＥ
ＰＡ（エイコサペンタエン酸）の二つの脂肪酸である。ＤＨＡは人間の
脳細胞や神経細胞に多く存在し記憶力を高め、ＥＰＡは血液の流れをよ
くし、さらに不飽和脂肪酸は「悪玉コレステロールを減らす」働きがあ
り、脳血栓の予防や老化防止の様々な効果がある。このようにＤＨＡや
ＥＰＡは様々な機能を持っているので、不足すると色々な影響が出てく
る。血液が固まって詰まる、血圧が上がるといった血管の病気のリスク
が高くなり、血中の脂質の異常によって起こる肥満や高脂血症などの危
険性が高まる。逆に多くとりすぎるのもまた影響が出てくる。
魚の脂肪に多く含まれているＤＨＡ，ＥＰＡは背の青い魚（さんま、
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いわし、さばなど）、脂の多い魚（まぐろ、ぶりなど）そして魚卵のす
じこには多くのＤＨＡとＥＰＡが含まれている。
アイヌの伝統料理はオハウ（汁もの）が主食として主の具材に季節の
魚類を多く使用し摂取していた。一杯の魚汁からたんぱく質が20 ～ 25
ｇ、脂質も30ｇ、脂肪エネルギー比で30％と高率に摂取できた。さらに
魚の栄養効果を内臓の肝臓から油をとって調味料として使用した。オハ
ウ（汁もの）一杯の平均栄養価は鱈の油（肝臓）の使用でビタミンＡ
3030μｇ、ビタミンＥ3.3ｍｇを摂取できた。鱈の油（肝臓）はほとん
どの料理に一年中使用することでエネルギーやビタミンの不足を補うこ
とのできた貴重な調味料でありその加工保存と活用は後世に伝えるべき
伝統食である。実習体験のできた油脂の採取は魚油は鱈とさめ、獣肉類
の鹿と熊である。以下筆者の実習体験による記録で報告する。
（1）魚油の種類と採取法
魚類の鰯油・鰊油、鱈油、さめ油、マンボウ油など油の採取方法には
いくつかの方法がある6）。（アイヌの食文化講座資料より）
①肝臓だけ煮る採取法は、空鍋に肝臓を入れじっくり焦がさないように
弱火で煮る。脂分がしみ出たら、ザルやさらし布などで漉す。この作業
を何度か繰り返すことできれいな油が取れる。
②湯を沸かした鍋に肝臓を入れ煮る採取法は、油が浮いてきたら、油の
部分を杓子ですくい、息を吹きかけながら別の器に油を移し油と水分に
わける。
③魚全体を鍋で煮る採取法は、油が浮いてきたら油の部分を杓子ですく
い、息を吹きかけながら別の器に油を移し油と水分にわける。
①の空鍋で煮る方法は水分が含まないので油のいたみは少ないが②③
の煮たてて浮かんでくる油の採取法は水分や灰を含むので、何度も煮た
て冷ます作業を繰り返すことでまじりのない油になる。
日本の食生活全集48「聞き書アイヌの食事」には、どの方法で脂をと
ったとしても、そのあと何度も煮て冷ます作業を繰り返すことで混じり
（44）
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のない脂が出来上がり、この脂は上質の脂で数年おいても変化しないと
記されている。魚油は液状でありとくに青魚の油は酸化しやすいので保
存法や酸化した脂の精選法に独特の方法がなされていた。酸化した脂を
精選するためによもぎの茎葉や笹の葉と一緒に脂を煮たて、煮たてるご
とによもぎや笹を新しいものととりかえる。また酸化を防ぐ方法には陸
海獣や魚類などの脂肪を抽出した残りの脂肪層と脂を一緒に脂袋に入れ
ておくと何故か脂は酸化しないようだ。少しでも酸化を感じたら早めに
処置することが必要である。酸化した脂を精選したときに出た廃油脂は
まとめておき、夜間の灯明や急ぎの大松用の脂として使われた。
アイヌ伝統料理には、油脂の採取法に限らず全ての調理加工に作業と
時間をかけて知恵と無駄にしない精神が生かされた加工保存法が伝承さ
れていた。魚類の鱈とさめ、陸獣の鹿と熊の油の採取を体験した。
＜タラスム（鱈の油）の採取法＞
①すけとう鱈は頭と内臓を取り除く。「マキリ」という包丁を使うと鱈
の頭や内臓を取り除きやすい。
②すけとう鱈の肝臓を空鍋に入れじっくり焦がさないように弱火で煮
る。
脂分がしみでたら、ザルやさらし布などでこす。何度か漉す作業を繰
り返すことできれいな油になる。

マキリ包丁で頭と内臓を取除く

肝臓を弱火で煮る

すけとう鱈の肝臓

しみ出た油を何度か漉す

鱈の油

（45）
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＜サメスム（さめの油）の採取法＞
①さめの肝臓を空鍋に入れ、焦げないように弱火
で煮る。
②脂肪がしみでたらザルや晒しで濾す。
③漉す作業を何度か繰り返すときれいな油になる。

さめの肝臓

弱火で煮る

漉してきれいな油にする

（2）獣肉脂の種類と採取法
脂肪の脂は肉と旨の合字で口当たりのよい旨い肉を示し、肪は肉の方
から成り白い肉すなわち皮下脂肪を表す。食用とする脂質を食用油、油
脂と称し常温での形は、固形、半固形、液体である。抽出した鹿の脂は
冷えると乳白色にかたまり固形状、豚や熊などからとった脂は半固形状、
海獣、鳥類、魚類の脂は液状である。
＜シカスム（鹿脂）の採取法１＞
脂身だけを煮る方法
①鹿肉は脂が出やすいように薄く細かく切る。
②空鍋に薄切りにした脂身を入れる
③焦げないように弱火にかける
④油分がしみでたら別容器にとる

鹿の脂身

（46）
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右＿鹿の脂

＜シカスム（鹿脂）の採取法２＞
湯を沸かした鍋に骨や脂身などを入れて煮る方法
①骨は割って隋が溶け出しやすいようにする
②湯を沸かした鍋に細かく割った骨や脂身を入れ煮たて、浮いてきた灰
を除く。
③油が浮いたら、油の部分を杓子ですくい、息を吹きかけながら油と水
を別容器にわける。

鹿骨

浮いた灰を除く

骨を細かく割る

湯の中に骨を入れる

浮いた油を杓子ですくい息を吹き別容器に移す

＜熊の脂の採取法＞
①熊の脂は表面の皮が沢山あるほうが脂が出る。骨は小さく割って隋が
溶け出しやすいようにする
②湯を沸かした鍋に骨や脂身などを入れて煮る
③油が浮いたら、上の油を杓子ですくい息を吹きかけながら油と水をわ
ける
（47）
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熊肉の脂身

湯を沸かし骨や脂身を入れる

右＿熊の脂

脂身も骨も細かく切る

灰は取り除く

浮油に息を吹きかける

常温では固形で白くなる

熊肉の脂は常温では固形で真白になる。灰抜きをすると鹿肉よりくせ
がなく、ラードのよう食べやすい。熊の脂は普段は使わなく火傷につか
うためとっておいたことが多い。
食用には魚の油で鰯を煮込んで作ることが多く、白老では鱈の油が多い。
平取の山の人はいわしやさめの魚の油を使い、自分のところで作れない
ときは、ほとんどの料理に使うので油を貯えて使用した。
（3）油脂を使用した料理
アイヌ伝統料理の味付けは塩と油脂が基本の調味料である。主に鱈の
油がオハウ（汁もの）やラタシケプ（煮もの）には必ず使われた。また
シト（だんご）にたれとしてつけて食した。油脂は甘味をつけてこくや
まろやかさを増して料理を美味しくするための調味料である。

（48）
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①鱈の油を使った料理
＜エレクシオハウ（干し鱈汁）＞

干し鱈

保存食の干し鱈をつかったオハウ（汁もの）の材料は干し鱈、じゃが
いも・大根・人参、ふき・たけのこ、ぜんまい、ぎょうじゃにんにく、
長ねぎ、昆布、塩、鱈の油（肝臓）である。
作り方は保存食の干し鱈はあらかじめ水に浸しておく。鍋に湯を沸か
し、もどした鱈を入れ大根、人参、じゃがいもなど適当な大きさに切っ
た野菜や他の山菜なども煮えにくい順に鍋に入れ煮る。材料が煮えたら
塩、鱈の油で味をつけ、ぎょうじゃにんにく、長ネギを入れひと煮たち
させて出来上がり。
オハウ（汁もの）はアイヌ料理の基本メニューで日常主食として食べ
られていた。主材料の魚類、肉類、山菜、野菜類など豊富で伝統的な食
材を使用し鱈の油を使用したバランスのよいエネルギー食としての栄養
価値が認められる。
＜カンポチヤラタシケプ（干しかぼちゃのラタシケプ）＞

干しかぼちゃ

シケレペ（きはだの実）

干しかぼちゃのラタシケプ（煮もの）の材料は、かぼちゃ、シケレペ（き
はだの実）
、金時豆、とうもろこし、塩、鱈の油である。
作り方はシケレペ（きはだの実）の乾燥したものをあらかじめ水につ
（49）
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けてもどしておく。とうもろこしはあらかじめ煮ておく。豆は８時間く
らい水にうるかしすこし硬めに煮ておく。鍋にたっぷりの湯を沸かし、
乾燥したかぼちゃをじっくりと煮る。かぼちゃが煮あがったら、豆とと
うもろこし、シケレペ（きはだの実）を入れ、鱈の油と塩で味付けする。
ラタシケプ（煮もの）は種類が多く日常食として食べたり、儀礼など
の祭事のごちそうとして作られる。野菜や山菜、豆類やいも類、かぼち
ゃなどの数種類の材料を煮たものである。調味料として鱈の油を使用す
るので脂質、ビタミンＡ、Ｅ、カリウム、食物繊維が摂取でき栄養価値
が認められる。
＜メンクルチサッスイエプ（いなきびご飯）＞固めに炊いたご飯
おかゆが主でご飯ご飯を炊くことはまれであっ
た。雑穀類で炊いたご飯にはおかゆのように具を
たくさん入れて炊く。いなきびや豆類、蕎麦、南
瓜、ぎょうじゃにんにく、貝類、野菜類など材料
はいろいろに組み合わされて塩と脂を入れて炊く
美味しいご飯である。固めに炊いたご飯はカムイノミ（神々の祈り）の
ときにつくることが多い。脂は鱈の油を使い炊く時に入れてもご飯が炊
き上がってから混ぜてもよい。炊飯に鱈の油を使用することで、栄養面
の補給ばかりでなくご飯にツヤが出て、パサツキをおさえて滑らかな食
感にとなり雑穀飯がおいしくなる。
＜ゆでじゃがいもの鱈の油たれ＞

＜シト（だんご）の昆布たれ＞
昆布は遠火であぶっ
てから油で揚げる。細
かく砕いて鍋に入れだ
んごのゆで汁を入れて
煮る。甘味として鱈の

（50）
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油を入れて味を調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。鱈の油はゆでじゃがいもにつけたり昆布たれを作
る時に入れた。
②

鹿脂を使った料理

＜シト（だんご）の鹿脂たれ＞＜ゆでじゃがいもの鹿脂たれ＞
シト（だんご）は穀
物でつくり儀式には欠
かせないものである。
シトの材料は上新粉と
白玉粉を４：１の割合
で混ぜ合わせてお湯を加えてこねる。こねたらだんごの形を作り、鍋に
湯を沸かし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。
だんごやゆでじゃがいもに鹿の脂をタレとしてつけて食べる。
油脂をつけて食べるのは現代の「じゃがバター」同様でおいしいはず
である。
２）鮭の加工保存
（1）鮭の栄養と機能成分
魚類は川魚、海魚、海獣魚を季節ごとに多くの種類を食料としていた。
鮭はアイヌ語でカムイチエプ（神の魚）とかチユクチエプ（秋の魚）、
シペ（本当の食べ物）などと大事な食料としての名であったり、季節や
成長過程、性別、海や川での名称など形や方言も含めさまざまな呼び名
で呼ばれ、魚類の中で最も重要なものであった。
川で生まれた鮭は海へ旅立ち遠くアリューシャン列島、ベーリング海
やアラスカ湾を回遊しながら餌を捕獲し成長する。海洋生活４年前後に
長いたびを終え再び生まれた川に産卵のために帰ってくる。魅力的な要
素が沢山ありなかでも人の心に訴える大きなものは、大回遊した後に母
川回帰し産卵後に息絶えてゆく姿に勝るものはない。生命の終わりは新
（51）
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しい生命の誕生で鮭の一生の始まりである。どれをとっても魅了してや
まない鮭はカムイチエプ（神の魚）としてあがめアイヌの人たちには特
別な魚であった。
毎年鮭の上る季節には豊漁を祈願してペッカイノミ（初
鮭を迎える儀式）を行った。
大量に捕れた鮭はアイヌの代表的な食料であり、頭の先から内臓まで
捨てるところなく使われた。また貯蔵食料として保存するだけでなく、衣
類や履物などの素材としてまた交易品としても幅広く利用されていた。
大自然の恵みいっぱいの天然魚である鮭の栄養面は、良質なたんぱく
質が豊富で19 ～ 22ｇ（100ｇ当たり）含有し人の体に大切な必須アミノ
酸がたくさん含まれている。たんぱく質の栄養価を示すアミノ酸価は
100と高く卵、乳、蓄肉と同等である。エネルギー源としてのみでなく
血となり肉となる良質のたんぱく質の供給源である。
鮭の脂質は産卵回遊と生殖腺の発達に使われて２～４ｇ（100ｇ当た
り）と少ないが、少ない脂肪に青魚に多い不飽和脂肪酸を豊富に含んで
いる。特にエイコサペンタエン酸（EPA）、ドコサヘキサエン酸（DHA)
が含まれてＥＰＡは血液をサラサラにしＤＨＡは記憶力を高める効果が
あり共に血栓症予防効果がある。さらに各種ビタミン、ミネラルが豊富
である。ビタミンＡ、Ｂ1、Ｂ12、Ｄ、Ｅなどが豊富に含まれる。特に骨
のビタミンと言われカルシウムの吸収を促し骨が丈夫に作られるのを助
けるビタミンＤと赤血球が正常に作られるのを助け悪性貧血を防ぐビタ
ミンＢ12含量が多いのが特徴である。ほかにカルシウム、マグネシウム、
リン、鉄分、亜鉛など日本人が不足しているといわれる各種ミネラルが
含まれ体調を整える働きがある。
鮭の身の赤色、サーモンピンクの色素は抗酸化作用のあるアスタキサ
ンチンという物質で加熱しても変わらない。鮭は餌にアスタキサンチン
を含むオキアミやヨコエビの動物プランクトンを主に食べているので身
の色が橙色になる。アスタキサンチンはカロテノイドといわれる天然色
素の一種でカロテノイドにはトマトに含まれるリコピンや人参に含まれ
（52）
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るベータカロテンなどがある。赤か橙色の色素アスタキサンチンは万病
の元になる活性酸素を体内で消去し体を守ってくれる働きがある。人は
酸素が無ければ生きてはいけないが同時に活性酸素によってサビが体内
に作られダメージを与え病気や老化を早める原因になる。アスタキサン
チンはこの活性酸素をおさえ、動脈硬化を抑制し、老化防止する効果が
あり、がん予防効果もあると言われている。いくらや筋子の赤い色もア
スタキサンチンが含まれているので健康効果がある。しかし魚卵にはコ
レステロールやプリン体が多く体に悪いと思われている。魚卵のコレス
テロール含量は高いが不飽和脂肪酸である EPA、DHA が身より多く含
まれ、さらに不飽和脂肪酸は悪玉コレステロールを減らす働きがあるの
でコレステロール含量が高いが低下作用もある。
いくらや筋子のプリン体も他の食品と比べても少ないので赤い色素の
アスタキサンチンの健康効果を魚卵に期待できる。さらに魚卵にはビタ
ミン E、B1、B2、B12やカルシウム、鉄が豊富に含まれひと粒ひと粒がビ
タミンの魚卵である。自然魚の鮭の親子には自然界の未知なる食の安全
と栄養が一匹丸ごとに健康栄養成分パワーが秘められているのである。
現在では鮭の身の三割に相当する廃棄部分に多彩な機能栄養成分があ
ることがわかつてきた。鮭の頭部、内臓、精巣（白子）、卵巣外皮（筋
子の膜）
、
骨、
皮から付加価値を与えた生物資源の有効利用がされている。
鮭の頭部の軟骨からコンドロイチン硫酸を抽出し膝の痛みをやわらげる
健康食品の錠剤や、小腸で脂肪酸の吸収を抑制し肥満防止作用、保湿効
果として目薬や化粧品へ添加される。鮭の鼻の軟骨「氷頭」から糖タン
パク質「プロテオグリカン」が化粧品や機能性食品の原料になったり皮
膚炎やリウマチ、潰瘍性大腸炎の炎症性腸疾患に効果が期待されている
7）

。鮭の皮にはお肌に良いたんぱく質の一種のコラーゲンが含まれてい

るので化粧品や健康食品、医薬品に活用される8）。卵巣外皮（鮭の筋子膜）
からペプチド（アミノ酸結合体）を抽出し化粧品や健康食品の原料にな
っている9）。鮭の白子にはプロタミンという抗菌性たんぱく質が含まれ、
（53）
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核酸のＤＮＡ（デオキシリボ核酸）を豊富に含んでいるので医療分野で
利用が期待され火傷の治療で代用皮膚や環境ホルモンが発ガン物質の吸
着剤としてタバコのフイルターに使用されている10）。鮭の内臓の有効活
用として廃棄処分していた内蔵を発酵させた調味料「漁醤」を製造する
11）

。魚醤は18種類のアミノ酸が含まれ旨味のある調味料として需要も伸

びている。廃棄物に含まれている多彩な鮭の機能成分の技術開発による
研究が進められ、鮭の身以外の廃棄物に有用物質を見出し健康食品、保
湿効果の高い化粧品、医薬品の原料生産などに活用にされている。
（2）鮭の保存法
①乾燥
鮭は季節の食用として食する以外は保存食として加工した。保存用の
鮭は内臓を取り除き、身を離し骨を離し皮を内側にして戸外で乾燥させ
る。このように乾燥させたものをアタッ（干し鮭）という12）。干し鮭は
飢饉に備えて何年も貯蔵することができる。鮭の脂が多いと傷みやすく
長期間保存することができないので産卵を終えた後の脂の抜けた鮭「ホ
ッチャレ」が良く乾燥できて長く貯蔵ができる。食する時は水に浸しも
どしてから鮭をやわらかくなるまで煮て塩と油で味をつけるアタッ（干
し鮭）の塩味炊きや山菜と煮込んで食べる。ホッチャレの鮭は頭をつけ
たまま乾かし叩いて鹿の脂をつけ食べた。これをトパ（頭を二つに割る
ので、
頭二つの意）といった5）。北海道を代表する珍味、秋鮭の乾燥品「鮭
トバ」はアイヌ民族の保存会であるアタッ（干し鮭）、冷たい風で干し
上げた冬菜（トバ）が原形である。干し魚は重要なたん白質の給源であ
った。
白老アイヌ民族博物館では毎年11月末頃から白老沖でとれた鮭の寒風
干し作業が行われポロトコタンに冬の到来を告げている。鮭の寒風干し
は、朝晩の冷え込みと吹き付ける寒風によって鮭の旨味が濃縮されてい
る。
作り方は鮭の塩を洗い流し、二匹ずつひもで尾を結び野外に作られた
（54）
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やぐらに吊るし並べる。干し腹の部分にヨモギの茎をはさんで広げ風通
しをよくし翌年１月まで干しその後チセ（家）の中で約二カ月じっくり
いぶしアイヌ民族の伝統的保存食の「サッチェプ（鮭の丸干し）」13）に
なる。

鮭の寒風干し

②燻煙
寒風の中、天日干しされた鮭の丸干しはチセ（家屋）内の天井につる
し囲炉裏の煙であめ色になるまでいぶし燻製になる。伝統的な保存食の
鮭の丸干しは旨味を凝縮した燻製品で、鮭の丸干しは丸ごと1本ままで
あったり切り分けられ販売される人気商品である。まさに地元でとれた
自然の鮭を食品添加物を一切使わずに地元の自然環境の中で時間と手間
をかけて作られていることが伝統食そのものである。

チセ（家屋）内の天井につるし囲炉裏の煙でいぶす燻製

鮭の丸干し燻製品

③ルイペ（とけるたべもの）
冬季限定の保存法、冬の寒さを利用して鮭全体を寒いところに吊るし
（55）
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て凍らせ冷凍貯蔵する方法でその食べ方をルイペと呼ぶ。アイヌ語のル
はとける、イペはたべもので凍った食料ではなくとける、とけた食料と
いうことである。凍ったまま食べるのではなく、凍らせて貯蔵しておい
た魚を湯の中に入れてとかしながら食べる、凍らせた魚を串に刺し皮の
方を焼いて焚き火にあぶって解凍しながら食べるものであった。
生魚の内臓や筋肉に寄生虫アニサキス幼虫が寄生することがある。魚
介類を生で食べるとアニサキス幼虫が胃壁や腸壁に穿入し激しい腹痛を
おこす。アニサアニサキス幼虫を死滅させるには、充分に加熱すること
と低温に弱いので－20度以下の冷凍にすることである。鮭を一度凍らせ
ることで寄生虫のアニサキスを心配なく食べることできる。ルイペにす
るために一旦冷凍することによって寄生虫の問題はなくなる。鮭を凍ら
せてルイペ・半解凍状態で食べることは体験から学んだくらしの知恵が
生んだ食べ方であろう。
アイヌ料理の保存食に塩引き鮭の保存食はない。塩は交易品で貴重で
あり、保存用に大量使うことはなかったからである。
現在、北海道の伝統料理としての「ルイベ」は生の鮭をいったん冷凍
にしてその身を刺身のように切った「冷凍刺身」である。解凍しないで
凍った鮭の身をお刺身とは違った独特の食感、シャリシャリ感で食べる
のが好まれている。

冷凍の鮭

身を三枚におろし皮を剥ぐ

鮭のルイペ

（56）
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身は三枚におろし皮をは

ぐ。身を刺身用に切って加熱殺菌した海水で鮭のルイぺを食した。海水
そのままでは塩からく、水でうすめて好みの塩加減でおいしく食べた。
（3）鮭の料理
鮭はカムイチエプ（神の魚）、シペ（本当のたべもの）としてアイヌ
の人々には大切な食料で捨てるところ無く全て食べつくされた。アイヌ
料理の基本食、オハウ（汁もの）、サヨ（おかゆ）、ラタシケプ（煮もの）
をはじめ、シト（だんご）、チタタプ（たたき）、チマチエプ（焼き魚）、
ルイペ（とけるたべもの）などアイヌ料理のほとんどに使用される食材
である。秋に捕獲した鮭は生でたべたり焼いて食べたり季節限定の食べ
方をした。また年中食するために、乾燥、燻製、冷凍にして貯蔵し保存
食としてアイヌの人々の食を支えた食材である。
①チエプオハウ
（鮭汁）

②チポロサヨ
（筋子のおかゆ）

④チポロシト（だんご） ⑤チタタプ（たたき）
（筋子たれ）

（たたき）

③チポロラタシケプ
（筋子のラタシケプ）

⑥チマチエプ
（焼き魚）

（57）

金内花枝

アイヌ伝統料理の保存食―動物性食料の加工保存と栄養効果―

⑦ルイペ

⑧チポロ

（とけるたべもの）

⑨鮭の乾燥・燻製

（筋子）

４. 加工保存と栄養効果
アイヌ伝統料理に使用されている食材の多くは加工保存されて年中食
されていた。食材が沢山とれた時には加工保存して食べ物が少ない冬季
に備え蓄えていたのは生きていくために必要不可欠なことであった。
食品の保存の始まりは太陽にあてることや風のあるところに置いた
り、火に当てることで水分が減少し細菌の繁殖を防ぎ、乾燥されて長持
ちすることに気づき保存の利く食料が得られるようになった。食材は乾
燥することで干し魚、干し肉、干し野菜の乾蔵による保存がおこなわれ
た。
植物性の食材はそのまま放置しておいても保存は出来るが動物性食材
の獣肉や魚介類はそのままでは腐ってしまう。保存するためには何かの
方法で加工をする必要がある。肉はたんぱく質、脂質、鉄や多くのビタ
ミンＢ群の重要な給源である。肉の鉄は吸収がよく肉以外の給源からの
吸収は低い。魚類はたん白質や脂質やビタミンＤ、脂の多い魚は多価不
飽和脂肪酸の給源として重要であり、小魚はカルシウムの有効な給源で
ある。
たんぱく質の補給に必要な動物性食材の保存法として獣肉の干し肉や
燻製、魚類の干物や燻製にする乾燥や燻製方法がおこなわれた。これら
の方法は極端な条件化の下でおこなわれるため栄養価に及ぼす影響はあ
まり報告されていないが、くん煙が脂肪を保護するとか乾燥によるたん
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ぱく質の破壊は少ないといった報告がある14）。
季節限定の冷凍による肉や魚の保存法もおこなわれた。特に鮭のルイ
ペはアイヌ語で（とけるたべもの）という意味で北海道の伝統料理「ル
イベ」として現在も好まれている。
冷凍の保存法は解凍や調理の際に水溶性のビタミン類が汁液中に損失
し栄養素に影響する。アイヌ伝統料理のルイペはとかしながら食べる、
とけないうちに食べるので解凍による汁液中の影響の少ない食べ方でビ
タミン摂取の効果的な方法であった。
新鮮な食材で調理する場合は、食材に含まれる栄養素を摂取すること
ができるが同じ食材でも加工することで栄養素の損失がおこる。現代の
食品加工は保存が目的より非可食部の除去による栄養素の損失が大きい
点が問題である。
保存食品はもともとは保存のみを目的として発達したように思われる
が生鮮食品とは異なる新しい食品となっていった。魚や畜肉の乾燥品は
たんぱく質の分解によりできるグルタミン酸やアミノ酸類（干し昆布な
どの旨味と同じ）や核酸の分解によってできるヌクレオチド類（鰹節な
どの旨味）によって旨味が増加する。干した魚介類には生魚にない美味
しさがあることでよくわかる。
乾燥・冷凍・燻煙にした食材や動物の油脂を使った伝統料理は人類が
火を使い料理の知恵から生み出した加工食品であり、飢餓を救い人を育
て栄養が得られるものとして大切に作り継がれて来たのである。

５. おわりに
アイヌの人々は漁労や狩猟、植物採取、農耕により自然界から得られ
る食料は神が与えてくれる恵として感謝し上手に無駄のない食べ方をし
ていた。食生活ばかりではなく生活用具の衣服、靴、物入れなどの材料
の大部分も自然界の植物を頼っていた。海の魚類、貝類、海藻、川の魚
（59）
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類、陸の野菜、根菜、山菜、果物、木の実そして狩猟の動物や鳥類など
動物性、植物性の食料を捨てる部分無く食されたことが栄養面に生かさ
れていた。生存のためには食材を可食化したり保存性を増すために加工
することは不可欠であった。それぞれの食材はそのまま食べるだけでは
なく知恵と工夫により食べ物が不足する冬季間の食料であり、飢饉の備
えとして加工保存し貯蔵されその方法は独特の加工法により行われ今に
伝承されていた。
伝統料理は体験により知ることはできるが、実際に作る経験が無けれ
ばそのとき限りで終わってしまう。筆者は「アイヌ伝統料理の食文化講
座」の貴重な体験をアイヌ食文化の伝承の一つの方法として記録するこ
との必要性を感じた。
体験実習のメニューは伝統料理の一部にすぎないが、伝統料理の栄養
価を算出し数値化したことでおおよその栄養価値を知ることが出来たと
思う。それは「アイヌ伝統料理の栄養的考察」1）2）と「アイヌ伝統料理
の保存食」3）に体験内容の記録をまとめることができた。次に大切なこ
とは実践をともなう伝統料理の伝承方法である。アイヌ伝統料理や伝統
素材の活用や保存法について今にどう伝承できるかである。昔のままの
形で継承されるものでもなく、変化してもよい。アイヌ民族の自然に感
謝することの精神を見習い地域の食材を見直し無駄にすることなく工夫
や変化を加えながら今に受け入れられる作りを伝承することである。伝
統を守りふまえていいものを取り入れてこそ次の世代につながっていく
ことを確信している。
アイヌの人々の食の知恵を体験したこと、まとめた内容が現代社会に
伝えられるきっかけとし、アイヌ伝統料理の伝承に努めたい。
アイヌ伝統料理の食文化講座を指導していただいた講師・村木美幸先
生に深く感謝を申し上げます。
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The First Step: The Development of
TOEIC-based Materials
TOEIC 教材の開発における：初歩

Robert Carl Oslon and Seth Eugene Cervantes
ロバート・カール・オルソン セス・ユージン・セルバンテス

Key Words: TOEIC Mini-TOEIC Materials Activities Test strategies

ABSTRACT:
This paper presents and describes locally developed TOEIC-based materials. It
describes how these materials are integrated in the English as a foreign language
classroom context. It describes how these materials are developed and the protean
character of the materials. Finally it briefly outlines a research project based on the
above materials. The research project will investigate the effectiveness of the materials.
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Teachers want students to succeed. For the student studying
English, success often means getting a high score on the TOEIC.
Murai and Olson (2009) set the goal of a seven-year continues program
as a TOEIC score of 700. They also provided some examples of how
they would help students achieve that goal. They are very much
aware of the “gargantuan” (p.2) task ahead of them. Yet, all journies
start with a first step.
This project is called “first step” for three reasons. The first
reason is that it is designed for students with long-term goals. The
project hopes to follow students over a seven-year period, recording
their experiences and their growth (or lack of it). The second reason is
that the program assumes the learner has only a basic knowledge of
English. In fact, a true-beginner with little or no knowledge of English
would be welcomed into the program. The third reason is that the
“first step” project is our first attempt to develop locally, TOEICbased materials. The materials are protean in the sense that they can
change as need arises.
In Murai and Olson (2009), they only give a small glimpse of what
the materials would actually look like. This paper adds more details to
the program. To achieve this end, this paper (1) provides concrete
examples of selected TOEIC-based materials developed by the
authors, and (2) briefly outlines 1 a research project set up to
investigate the observed effects of the above mentioned TOEIC-based
materials on TOEIC scores.

TOEIC-BASED MATERIALS
TOEIC textbooks teach test-taking strategies, but are clear in
pointing out that the best way for a student to improve their TOEIC
1 The research design is still in its planning stage, which accounts for its incompleteness.
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score is to learn English. Most of the classes we teach focus on the
acquisition of English communication. It is neither our desire nor goal
to teach to any test per se. Nonetheless, a student needs some
certification of his or her English ability. Having spent a few months
abroad or obtaining a degree in “English communication” is no
guarantee to a potential employer of an applicant's English ability.
From the prospective of a university administrator, students' getting
high marks in their English courses is no guarantee of learning. A
better guarantee is proof of progress. It is for this reason that Murai
and Olson (2009) set benchmark TOEIC scores. The benchmarks
average about a 100-point gain on the TOEIC per year.
Mini-TOEIC Exam
The materials we developed are based on the TOEIC. The
materials we present fall into two catageries: evaluation materials and
activities. The evaluation materials mimic as closely as possible the
TOEIC-exam, but take into account the current level of the student.
The “TOEIC mini-test” is one such example. As the name suggests,
it is a TOEIC exam in miniture. The real TOEIC exam is 2-hours
(45-minutes for the listening portion and 75-minutes for the reading
portion). The mini-TOEIC takes 40-minutes (15-minutes for the
listening portion and 25-minutes for the reading portion) to complete.
Not only is the mini-TOEIC shorter, the level is adjusted as well as
the content for the students. The basic idea behind the mini-TOEIC is
to give students a taste of the actual exam. It is by no means a
substitute for the TOEIC. It is, as with all exams used in the
classroom, a part of the students’ course evalution. Because it is
modeled after the TOEIC, the type of strategies a student would
employ on a mini-TOEIC would, it is argued and is the focus of the
（66）
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research project discussed in the proceeding section, carry over to the
TOEIC.
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The mini-TOEIC test is not a
replica of the actual TOEIC exam,
especially in terms of content.
Content is determined by the
teacher. The form of the exam,
however, takes the shape of a
TOEIC exam. Since one class
period is 90-minutes, there is not
enough time to take a full TOEIC
exam. A mini-TOEIC exam is
40-minutes, leaving time for other
language learning activities.

Finally, the mini-TOEIC is a learning as well as evaluative
activity. As a learning activity, it provides a window into the shape
and feel of the TOEIC exam. It provides students with the
opportunity to employ various test taking strategies, such as
predicting and scanning.
TOEIC-Based Activities
Listening. The first part of the TOEIC exam is “Photo.” In Part 1,
students are asked to listen to four descriptions and choose the best
description that matches the photo. Photos and drawings have long
been important tools in the language classroom. The following two
activities show how nouns, verbs and the present continuous can be
（70）
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taught communicatively using TOEIC-based activities.
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Pre-activity: The teacher asks students to look at the picture and
write one or two sentences about it. For instance, possible sentences
are (1) “A man is running” and (2) “The man is wearing short
pants.” The students share their sentences with the class and the
teacher writes them on the board. Notice how in (2) there is a mistake.
Here is a wonderful opportunity for correction, which in the case of (2)
is “shorts” not “short pants.” The correction could come directly
from the teacher as he or she writes it on the board or from another
student who“notices” the mistake and make a self-correction.
Activity 1: The teacher divides the class into two groups: a noun
group and a verb group. As the groups’ names suggest, the noun
group makes a list of nouns related to the drawing/photo and the
verb group makes a list of verbs related to the drawing/photo. Each
group selects one or two members to write their list on the board.
The teach goes over the nouns and verbs with the class.
Activity 2: The teacher than introduces the present continues. The
present continuous expresses that an action is in progress and can be
depicted as

The teacher asks the students to write three or four sentences about
the drawing/photo using the present continuous.
Activity 3: In step 1 the teacher reads five sentences and the
students listen and write them down. The instructor tells the students
to circle the sentences related to the drawing/photo. In step 2 the
teacher writes the answers on the board and the students check and
correct their answers. The first two steps are illustrated below
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This is a variation of a dictogloss.
Activity 4: The students listen to four sentences and choose the
sentences that best describe the photo. Activity 4 resembles Part 1 of
the TOEIC exam.
Strategies
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The following is a
listening activity that
teaches predicting
strategies. In step 1
the teacher tells the
students to read the
questions before
listening. After
reading the questions
the teacher tells the
students to predict
the answers by
putting a check (

)

in the box next to
their prediction. In
step 2 the students
listen to
the CD of a conversation and check their answers. The students listen
to confirm their predictions. In step 3 the students correct any wrong
answers. The content of the CD follows the content of the current
lesson. The above activity is related to Part 2 of the TOEIC exam.
Vocabulary
The Oxford 3000 is a list of the top 3000 words used in spoken and
written language. It is from this list we will target vocabulary most
often used, especially for beginner and high-beginner learners. The
following are illustrations depicting common verbs.
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The teacher can use the cards to play a number of language
learning games in class, and use them to review vocabulary. The
students can collect vocabulary cards and write collocations on the
back. The following is an example of a vocabulary card being used to
write down collocations.

The final two vocabulary activities are designed as online
activities or can be completed in class if time permits. These
vocabulary activities don't correspond to any part of the TOEIC; the
（80）
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activities are designed to help students affectively learn vocabulary.
Of particular importance is keeping a vocabulary “notebook.” There
are various methods for acquiring vocabulary. Traditional methods
of learning vocabulary such as looking up a word in an English
dictionary and writing down its definition to less traditional ways,
such as using i-Phone applications or cell phone video cameras to
remember vocabulary, all have their place. Through these activities
learners become more independent, thus more likely to acquire items
not taught in class.
Questions
The following is an activity that introduces basic questions. Notice
that the activity also includes pronunciation exercises.
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Pre-activity: The teacher asks the students to read the comics. The
teacher then asks the students a few questions about the comics
(1)

What is the man listening to?

(2)

What is the man eating?

The students answer the questions [He's listening to rock ‘n’ roll;
He's eating potato chips]. The following grammar chart is presented.
The teacher can direct the students’ attention to the In Focus part
which briefly explains the grammar and the use in Japanese

Activity 1: In pairs the students practice the two conversations
in the comics. After the students have a few chances to practice,
the teacher directs their attention to the pronunciation challenge.
In the TOEIC, the speakers do not speak slowly. The speakers use
contractions and blend sounds to name two.
Activity 2: The students unscramble the words to make a question.
Then, the students match the question with an appropriate response.
Activity 3: The students are given verb cards like the ones
discussed earlier. The students use the verb cards to create their own
original short conversations.
RESEARCH
The activities and materials discussed in the paper are still under
development. 2 Tomakomai Komazawa University has made plans
to teach a TOEIC preparation class during the 2011 academic
year at Komazawa high School in Tomakomai. In addition to this
2

The materials will never be a finished project, and will always be “under
development.” That is why we described are materials as “protean” in the
introduction.
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program, as part of a way to measure the effectiveness of the
materials, the following research plan will be carried out in the spring
semester of the 2011 academic year. By conducting this research,
the effectiveness of the materials discussed in the paper will be
determined. To determine effectiveness, three groups of incoming first
year students will act as participants in the study. The first group will
use the TOEIC-based materials extensively and the second group will
not. A third group will use the TOEIC-based material occasionally.
The following hypotheses will be tested
H1: Group 1 will make the most significant gains on the TOEIC
exam.
H2: All groups will make some progress.
H3: Group three will make the least progress.
The participants will take the TOEIC IP (or a practice exam) before,
during, and after a two month period. The group scores will be
compared to find statistical significance.
CONCLUSION
This paper starts where Murai and Olson (2009) stopped. It adds a
little more detail and depth, though it is still incomplete. Incomplete in
the sense that the project has yet to be carried out in any systematic
way. Developing locally, TOEIC-based materials and then conducting
research based on those materials makes the project more systematic
and believable. For students to find worth in the program and devote
countless hours to the program,3 first they need to have faith that
their efforts will pay off in the end.

3

We are also aware of the financial costs of foreign language study in Japan, not just
the time spent. See Trew (2006) concerning time needed to improve TOEIC scores, and
Cervantes (2010) for discussions and a critique concerning time spent studying English.
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社会系教科における調べ学習演習
の取り組みと意義
―学校図書館司書教諭課程の授業実践として―
The Practice and Significance of Investigation Learning in

School Subjects Affiliated with Society

菊

地

達

夫

KIKUCHI Tatsuo
キーワード：言語活動の充実
社会系教科

学校図書館

調べ学習

資料の活用

要旨
本研究は、調べ学習のこれまでの問題点を改善するため、学校図書館司書教諭
課程に着目し、受講者に調べ学習演習を体験させ、資料の準備と事前指導の必要
性を気付かせようとするものである。すなわち、調べ学習演習の有効性を検証し
ようとするものである。
その結果、受講者は、課題の成果や感想記述において、調べ学習演習を高く評
価した。その評価は、調べ学習の深化を裏付けるものとなった。
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はじめに

小学校・中学校・高等学校等における新学習指導要領（平成20年）の
改訂の経緯として、７つの改善事項を示している。それらは、①改正教
育基本法等を踏まえた学習指導要領改訂、②「生きる力」という理念の
共有、③基礎的・基本的な知識・技能の習得、④思考力・判断力・表現
力等の育成、⑤確かな学力を確立するために必要な授業時数の確保、⑥
学習意欲の向上や学習習慣の確立、⑦豊かな心や健やかな体の育成のた
めの指導の充実である。
中でも、④は、観察・実験、レポートの作成、論述など知識・技能の
活用を図る学習活動を発達段階に応じて充実させるとともに、各教科等
において、記録、要約、説明、論述といった学習活動に取り組む必要が
あると指摘している。すなわち、言語活動の充実である。
こうした改善事項を受けて、学校図書館は、これまで以上に言語活動
の学習の場として、大いに期待されている。これまでも、学校図書館は、
各教科等の図書資料（視聴覚資料）を揃え、読書活動、資料活用を支援
してきた。
社会系教科における調べ学習では、典型的な資料活用として豊富な授
業実践を蓄積してきた。先行研究は、社会科教育、地理教育、歴史教育
の授業実践研究として報告されている。研究成果は、調べ学習の課題を
設定し、その調査過程、調査結果を考察した上で、学習効果の高さを指
摘している。
他方、調べ学習の事前指導として、どのようなことを行っているのか、
あまり言及していない。すなわち、資料収集の仕方について、どのよう
な指導をしているのか、わからない。
昨今、高等教育機関のレポート課題において、インターネットを利用
したコピー & ペーストの問題がしばしば指摘される。こうした実態は、
（89）
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中学校や高等学校の調べ学習の取り組みでも広がりつつある。図書資料
の場合、１つの資料でまとめるようなこともある。このような問題点が
指摘される背景には、事前指導としての資料収集の方法を、十分伝えて
いないことが考えられる。
加えて、現場教員における学校図書館に対する評価は、依然、温度差
がある。そのため、個々の現場教員の捉え方によって、学校図書館の活
用は大きく異なる。結果、調べ学習を中心とした資料活用は、特定教科、
特定教員に限られやすい。
学校図書館を推進する司書教諭は、学校図書館法の改正により（平成
15年４月以降）
、条件付き（12学級以上の学校）で必置となったが、単
なる資格を有する教員確保に留まるところが多い１）。また、司書教諭は、
適切な授業時数の軽減配慮がなく、本来の学校図書館の職務を行えない
という事例も少なくない。
本研究は、調べ学習のこれまでの問題点を改善するため、学校図書館
司書教諭課程に着目し、それら科目の受講者に調べ学習演習を体験させ、
資料の準備と事前指導の必要性を気付かせようとするものである。すな
わち、調べ学習演習の有効性を検証するものである。
なお、調べ学習演習は、「学習指導と学校図書館」科目の受講者を対
象として、平成22年12月に行った。

Ⅱ
１

社会系教科の調べ学習の位置づけと現状
学習指導要領の位置づけ

本節では、社会系教科の内、本学で取得可能な中学校社会科と高等学
校公民科について述べる。
（１）中学校社会科
中学校社会科の目標は、
「広い視野に立って、社会に対する関心を高め、
諸資料に基づいて多面的・多角的に考察し、我が国の国土と歴史に対す
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る理解と愛情を深め、公民としての基礎的教養を培い、国際社会に生き
る平和で民主的な国家・社会の形成者として必要な公民的資質の基礎を
養う」となっている。このうち、調べ学習に関する内容は、「諸資料に
基づいて多面的・多角的に考察」が該当する。「多面的」は、学習対象
としている社会的事象の様々な面をもっていることを理解するものであ
り、
「多角的」は、社会的事象を様々な角度から考察することであると
説明している。
各分野にわたる指導計画の作成と内容の取扱いでは、調べ学習に関係
するものとして「資料等の活用と作業的、体験的な学習」がある。具体
的には、
「指導の全般にわたって、資料を選択し活用する学習活動を重
視するとともに作業的、体験的な学習の充実を図るようにする。その際、
地図や年表を読みかつ作成すること、新聞、読み物、統計その他の資料
に平素から親しみ適切に活用すること…」とある。
いずれも、特定の資料活用ではなく、複数の資料にあたり、試行錯誤
しながらまとめることを期待している。
（２）高等学校公民科
高等学校公民科の目標は、「広い視野に立って、現代の社会について
主体的に考察させ、理解を深めさせるとともに、人間としての在り方生
き方についての自覚を育て、平和で民主的な国家・社会の有為な形成者
として必要な公民としての資質を養う」となっている。このうち、調べ
学習に関する内容は、「広い視野に立って、現代の社会について主体的
に考察させ、
理解を深めさせる」が該当する。とりわけ、
「主体的に考察」
は、いくつかの資料にあたり、選択活用することを期待している。
各科目にわたる内容の取扱いでは、調べ学習に関係するものとして「資
料の活用」が該当する。具体的には、「情報を主体的に活用する学習活
動を重視するとともに、作業的、体験的な学習を取り入れるよう配慮す
ること。そのため、各種の統計、年鑑、白書、新聞、読み物、地図その
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他の資料を収集、選択し、それらを読み取り解釈すること、観察、見学
及び調査・研究したことを発表したり報告書にまとめたりすることなど
様々な学習活動を取り入れること」である。とりわけ、「資料を収集、
選択し、それらを読み取り解釈すること」は、複数の資料を読み比べて、
思考しまとめることを期待している。
以上から、調べ学習は、中学校社会科と高等学校公民科で、多少の表
現の違いはあるものの、概ね同じような到達目標にあると考えられる。
２

調べ学習の内容と課題

（１）社会系教科における調べ学習
まず、社会系教科の調べ学習について確認しておきたい。日本社会科
教育学会編（2000）によれば、調べ学習について、以下のような流れを
示し説明している。その流れは、①テーマの設定、②調べる計画の立案、
③調べる資料、④資料（情報）の調べ方、⑤まとめや発表である。資料
の選択や活用に限れば、③と④の段階となる。③では、図書資料といろ
いろなメディアに分けて説明している。図書資料では、百科事典、図鑑、
年鑑の紹介と目次、索引の活用について触れている。④では、図書館や
博物館で調べることの重要性を取り上げ、後に聞き取りやインターネッ
ト検索での調べ方を説明している。
以上から、資料の選択や活用に着目すると、図書資料では、複数の資
料の存在、調べ方でも、複数の方法について紹介している。いずれも、
複数の資料や調べ方について、模索することを期待しているものである。
（２）調べ学習の課題
調べ学習の課題は、主体的という名のもと、十分な指導をしない放任
する姿勢にある。すなわち、調べ学習の課題と調べた結果の提出・発表
は、指示するものの、調べ方について触れないというものである。例え、
触れたとしても、図書館で資料を探しなさい、インターネットで調べな
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さいといった程度に留まっている。すなわち、調べ方に触れることが、
主体的学習の障害になると考えている。このような調べ学習の成果は、
安易な資料でまとめたものが多くなる。その具体例が、コピー & ペー
ストのような資料収集、加工の増加である。
その解決策として、複数の資料の選択・活用させる仕組みを、事前に
示す方法がある。事前に調べ方を示すことで、多面的、多角的な考察が
できる資料の収集選択・活用に接近することができる。

Ⅲ
１

調べ学習演習の内容
調べ学習演習の展開

（１）授業内容全体としての調べ学習の位置づけ
すでに述べたように、調べ学習演習は、学校図書館司書教諭課程の「学
習指導と学校図書館」科目で行ったものである。
「学習指導と学校図書館」
科目は、資格取得の必修科目であるが、教職履修者（中学校社会科・英
語科、高等学校公民科・英語科・情報科）の選択科目としても設定して
いる。それゆえ、受講者は、混在しており、約半数は資格取得をしない
ものであった（2010年度）。
授業の到達目標は、①全校的な学校図書館の活用支援について理解で
きること、②教科別の学校図書館の活用支援について理解できること、
③生涯学習として学校図書館の活用支援について理解できることであ
る。
授業内容・展開は、大きく４段階に分かれる。具体的には、①学習指
導要領と資料活用の関係、②メディア活用能力育成の指導計画、③資料
（情報）の収集方法、④調べ学習の支援の方法の順で進めた。調べ学習
演習は、④の体験的な学習として、大学図書館を活用し行ったものであ
り、授業内容全体として総括の意味合いも強い。
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（２）調べ学習演習の詳細
調べ学習演習は、基礎編と応用編に分かれる。基礎編では、社会系教
科内容の重要語句を各自で設定し、それらについて調べさせた。演習時
間は、概ね45分間とした（１コマ講義）。続いて、応用編では、社会系
教科内容に関する調べ学習課題を各自で設定し、それについて複数の資
料にあたり、
模範解答を調べさせた。演習時間は、概ね140分間とした（２
コマ連続講義）
。いずれも、実施方法は、30分程度の事前説明を行い、
直後に各自で取り組ませた。この間、調べ方を含めた質問に適宜対応し
た。ただ、質問には、解答を示すことはせず、あくまで方向性を示す支
援に留めた。今回は、情報源として、図書資料の活用を促す目的から、
インターネットや視聴覚資料は除いた。課題提出は、講義時間の終了時
とした。基礎編では、概ね講義時間内で提出できたが、応用編では、若
干の延滞がみられた。
第１表
基礎編

応用編

90 分 間

18 0 分 間

３０分間

３０分間

調べ学習演習の指導計画の概要
学習内容の展開

調べ学習演習の実施方法の説明

場所
普通教室

１）演習の目的
２）実施方法（調べ方を含む）
４５分間

１５分間

14 0 分 間

調べ学習演習の実践

（連続）

（調べ方等の質問受付・随時）

１０分間

調べ学習演習の成果の確認・提出

図書館

普通教室

調べ学習演習の大きな特色は、重要語句や課題を各自で決めさせたこ
と、
それらについて調べることが可能な複数の資料を挙げさせたこと（分
類番号の記入を含む）にある。この点が、従来の調べ学習とは、本質的
に異なる部分である。
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この特色のねらいは、教員を目指す上で、調べ学習の課題を設定する
時、それらに取り組める資料が適度にあるか、内容は十分理解できるも
のであるか、生徒の目線で実体験してもらうことにある。
これまで、内容を十分に確認しないため、難解な資料であった、課題
を十分調べることが分量的に乏しい等の問題が、課題を提示した後にわ
かるようなことがあった。これらの問題は、指導教員の事前確認が不十
分であったにすぎない。最悪の事例では、資料の事前確認はせず、学校
図書館（司書教諭等）への連絡をしないようなこともある。
２

調べ学習演習の成果
調べ学習演習の成果は、基礎編、応用編ともに、予め様式の定めた用

紙を配付し、それらに記入するよう求めたものである。
（１）基礎演習の成果
基礎演習の成果では、概ね、高等学校公民科、中学校社会科公民的分
野の内容に関する重要語句を取り上げた。調べることが可能な図書資料
は、最低3冊以上を挙げるよう指示した。その結果、３～６冊の範囲で
選択している。
候補となった資料は、２つの傾向がみられた。１つは、重要語句の言
葉が書名にあったものである。事例1は、それに該当する。事例1では、
調べる重要語句は、「高齢化社会」であったが、候補となった資料、い
ずれにもその言葉が含まれている。もう１つは、百科事典などの参考図
書にあたるというものである。事例2は、それに該当する。ただ、事例2
では、参考資料でも、広義的なアプローチのものと狭義的（専門的）な
アプローチのものがあり、多角的なアプローチを模索した点は確認でき
る。
本来は、多面的、多角的になるような両者の混在を期待していたが、
そのような取り組みをした学生は１名にすぎなかった。
（95）

菊地 達夫 社会系教科における調べ学習演習の取り組みと意義―学校図書館司書教諭課程の授業実践として―

また、用語の解説は、候補となった資料から適切な資料を１つ選び、
書かせた。その基準は、学生に任せたが、比較的に情報量の少ないもの
を選択している。その原因は、時間的な制約にあったかもしれない。
基礎演習成果の事例１

【教科名】：高等学校公民科

【専門用語】
：高齢化社会

【調べることが可能な図書館資料（分類番号・書名）】
・『高齢化社会と法』364,04I
・『高齢化社会と年金』364,6K079
・『高齢化社会への道』367,7K079
専門用語の解説
【利用図書館資料の情報】書名（資料名）：高齢化社会と法
○著者・編集者：岩村正彦

○出版社：株式会社有斐閣

○発行年：２０００年７月３０日

○引用ページ：１頁

【用語解説の内容】
「高齢化社会」また「高齢社会」という用語は６５歳以上の人口の割合に着目したもの。６５歳
以上の人の割合が全人口の７％以上１４％未満の社会を「高齢化社会」という。
これは高齢化していく過程にある社会という意味合いで用いる。

基礎演習成果の事例２

【教科名】：高等学校公民科

【専門用語】
：刑罰

【調べることが可能な図書館資料（分類番号・書名）】
・『広辞苑－第六版』813,1S1
・『GERNE JAPONICA－万有百科大辞典１１政治社会』0316,11
・『新版刑法』326M
専門用語の解説
【利用図書館資料の情報】書名（資料名）：GERNE JAPONICA－万有百科大辞典１１政治社会
○著者・編集者：相賀徹夫

○出版社：小学館

○発行年：１９８１年

○引用ページ：１３９頁

【用語解説の内容】
「犯罪を犯した者に科せられる法律上の制裁をいう。現在では、ほとんどすべての国が刑罰権を
独占的に国家の手におさめているので、そこでは、刑罰は、国家が犯罪に対する法効果として私
人に科すところの利益の剥奪を意味することになる。」
（GERNE JAPONICA－万有百科大辞典１
１政治社会）また、
「刑罰は、その剥奪する利益の種類によって、生命刑、身体刑、自由刑、名誉
刑、財産刑に分かれる。
」と記されている。
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（２）応用演習の成果
応用演習の成果でも、高等学校公民科に関する内容がよく選択された
（事例１～３）
。調べ学習の課題内容は、重要語句との区別が難しかった
ためか、期待したような面白みのあるものは少なかった。調べることが
可能な図書資料は、基礎演習同様に３冊以上の明示をしたが、課題内容
の模範解答として、2つ以上の資料活用を義務付けた。よって、受講者は、
複数の資料を読み込み、思考しながら書く必要性が生じた。
候補となった資料は、概ね、基礎演習同様に２つの傾向を示した。ま
た、模範解答は、２つ以上の資料活用を義務付けたが、２～５冊の範囲
で選択している。
模範解答をみると、確かに複数の資料活用の軌跡はあるが、単なる内
容を前後したようなものが多い。十分な資料を読み込み、内容の精選ま
でに至ったものは、１～２名にすぎない。
受講者の声を聞くと、課題内容に適する資料を選ぶことに手間取り、
内容を十分に読み込む時間がなかったと答えたものが多い。提出された
ものをみる限り、そのことが裏付けされている。

Ⅳ

調べ学習演習の評価と考察

本章では、感想記述を手がかりに、調べ学習演習の体験を、どのよう
に評価したのか考察する（第２表）。
感想記述をみる限り、調べ学習演習は高い評価を受けた。具体的には、
２つの評価を確認できる。１つは、調べ学習を通じての重要語句、課題
内容の理解度である。とりわけ、その理解度は、資料の比較という点に
あった。
「民法と刑法の違いについて理解できて良かった」や「様々な
図書に触れ、比較して課題を作る事は、非常に重要であると思った。情
報源を一つにしぼるのではなく、多くの図書を利用する事によって、多
くの知識が身に付くと感じました」の感想記述は、その点を評価してい
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応用演習成果の事例１
【教科・領域名】：公民科

【課題内容】
：民法と刑法の違いについて

【調べることが可能な図書館資料（書名・分類番号）】
・『広辞苑－第六版』813,1S1
・『GENRE JAPONICA－万有百科大辞典２１索引』0316-21
・『GENRE JAPONICA－万有百科大辞典１１政治社会』0316-11
【参考とした利用図書館資料の情報】
資料１：広辞苑－第六版
○著者・編集者：新村出

○出版社：岩波書店

○発行年：２００８年

○引用ページ：８６７頁，２７２５頁

資料２：GENRE JAPONICA－万有百科大辞典２１索引
○著者・編集者：相賀徹夫

○出版社：小学館

○発行年：１９８１年

○引用ページ：２２６頁，７１４頁

資料３：GENRE JAPONICA－万有百科大辞典１１政治社会
○著者・編集者：相賀徹夫

○出版社：小学館

○発行年：１９８１年

○引用ページ：１４０頁，５６０頁

【課題内容の模範解答】
「民法」とは、広辞苑によると、
「人の財産や身分に関する一般的な事項を規律する法。
「民法」
と題する法律のほか、不動産登記法・借地借家法・戸籍法など多数の補充法や特別法が含まれる。
」
と記されている。そして、万有百科大辞典によると、
「われわれの財産関係（売買、貸借、不法行
為など）と家族関係（夫婦、親子、相続）などを規律する法をいう。財産関係を規律する法がす
べて民法であるわけではなく、会社などの企業的な制度や手形などの商業的取引に関するものは
商法が、また労働関係については労働法が、それぞれ独自に発達してきて、今日では民法から独
立した領域となっているので、民法は、結局、これらの法を除いた財産・家族に関する領域を規
律するものであるといえる。」と述べられている。
「刑法」とは、広辞苑によると、「①刑罰の法則・おきて。②犯罪および刑罰を規定した法律。
狭義には刑法典（一八八○年（明治一三）制定、一九○七年全面改正、九五年現代語化改正）を
指すが、広義には犯罪および刑罰に関する法律の総称。」と記されている。一方、万有百科大辞典
によると、
「刑罰を規定した法律をいう。狭い意味では「刑法」
（明治四○年法律四五号）、すなわ
ち刑法典をさすが、広い意味では違反した場合に刑罰を科せられる法律上の規範のすべてを総称
したものである。刑法の特別法である「軽犯罪法」
「爆発物取締罰則」などや、本来は行政法の分
野に属する「道路交通法」「銃砲刀剣類所持等取締法」
「火薬類取締法」なども、その罰則の部分
については広い意味の刑法にふくまれる（前者を特別刑法、後者を行政刑法とよぶ場合がある）。
刑罰は、現在では国家の手によってだけ執行される公刑罰に限定されているから、刑法は国家と
個人とのあいだを規律するいわゆる公法に属し、個人と個人のあいだを規律する私法（民法、商
法など）とは区別される。」として、民法と刑法の違いについて述べられている。
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応用演習成果の事例２
【教科・領域名】：公民科

【課題内容】
：少子化

【調べることが可能な図書館資料（書名・分類番号）】
・『少子化と社会法の課題』334,3T
・『２時間でわかる図解－「少子高齢化」の恐怖を読む』334,31K
・『都市環境と子育て』367,3Y
・『少子化をのりこえたデンマーク』334,33895Y
・『地域の視点から少子化を考える』334,31
【参考とした利用図書館資料の情報】
資料１：少子化と社会法の課題
○著者・編集者：高藤昭

○出版社：法政大学現代法研究所

○発行年：１９９９年

○引用ページ：１６頁~２２頁

資料２：地域の視点から少子化を考える
○著者・編集者：国土庁計画調整局

○出版社：１９９８年

○発行年：大蔵省印刷局

○引用ページ：７頁～１７頁

資料３：少子化をのりこえたデンマーク
○著者・編集者：湯沢雍彦

○出版社：朝日新聞社

○発行年：２００１年

○引用ページ：２０頁

資料４：２時間でわかる図解－「少子高齢化」の恐怖を読む
○著者・編集者：木村文勝

○出版社：中経出版

○発行年：１９９９年

○引用ページ：１４頁~２３頁

資料５：都市環境と子育て
○著者・編集者：矢沢澄子・天童睦子・国広陽子

○出版社：勁草書房

○発行年：２００５年

○引用ページ：１３頁～３０頁

【課題内容の模範解答】
１９９０年代以降、日本では、出生率の低下が社会問題となっている。１９９０年６月、前年
の合計特殊出生率（1.57）が発表されると、マスメディアは「1.57 ショック」という造語を生み
出し、少子化問題というのがクローズアップされてきた。
「合計特殊出生率」というのは「一人の
女性が一生の間に産む子供の数」を示したものである。この水準が１９７５年以降減少し続けて
いるのである。理想とすれば、１組の夫婦は２人以上の子どもを生まなければ人口を維持できな
い。この問題として人口が減少し高齢化が進み労働人口などが減少するというものである。とい
うものの他にも様々な問題を引きおこす。
この少子化は全ての県で進んでおり、東京が低く沖縄がもっとも高い状況だ。政府はこのよう
な問題に対し、様々な立法的対応を行っているが少子化は進む一向である。
このような、少子化の原因・背景としてあるものに、晩婚・晩産・男女雇用機会均等法の整備
による女性の社会進出・未婚化・離婚率の上昇が挙げられている。
少子化が進めば、２１００年には人口が５０００万人になるとも言われており、社会問題化して
いる。
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応用演習成果の事例３
【教科・領域名】：公民科

【課題内容】：｢日米安全保障条約｣について

【調べることが可能な図書館資料（書名・分類番号）】
・『平凡社大百科事典』031H11
・『現代用語の基礎知識』813,7G
・『日米ガイドラインと周辺事態法』393,Y
・『NHK スペシャル－戦後５０年その日本は①』210,76N1
【参考とした利用図書館資料の情報】
資料１：現代用語の基礎知識
○著者・編集者：清水均
○出版社：自由国民社
○発行年：２０１０年
○引用ページ：２０３頁～２０５頁
資料２：平凡社大百科事典
○著者・編集者：下中弘
○出版社：平凡社
○発行年：１９９６年
○引用ページ：３３２頁～３３６頁
資料３：NHK スペシャル－戦後５０年その日本は－第１巻
○著者・編集者：NHK 取材班
○出版社：日本放送出版協会
○発行年：１９９５年
○引用ページ：２７０頁～２７６頁
【課題内容の模範解答】
日米安全保障条約
１９５１年９月８日
調印
１９５２年４月２８日 発効
アメリカと日本の軍事的関係を規定した条約
１９６０年１月１９日 改定条約が調印
６月２３日 批准書が交換され、同日発効
※１９５３年１０月の池田・ロバートソン会談、１９５４年３月日米相互防衛援助協定が
結ばれたことに助けられ、同年７月に自衛隊法が施行され、それまでの保安隊は陸・海・
空の３軍で構成される自衛隊へと変容し、１４万６０００人の兵員を擁するにいたった。
この時期、アジアにおける民族解放戦争の発展や社会主義勢力の伸長をおさえるため、日
本の経済的役割が重視されるようになってきた。
１９５７年、岸信介内閣が安保条約検討のための委員会設置についてアメリカと合意し、
５８年夏から折衝を始め調印にいたった。
旧条約は、本質的には基地貸与条約
新条約は〈相互協力〉を冠し、特徴として
①軍事力の増強
②共同防衛
③アメリカの在日基地使用
大きな問題点として
①憲法の矛盾（９条改正の動き）
②基地の固定化（沖縄問題に代表される）
③事前協議の無力化（核持ち込み・作戦変更など）
④日米地位協定による一方的「協力」（思いやり予算・農産物輸入など）
その後の変化
再定義 １９９０年４月１７日 橋本・クリントン会談
日米安保共同宣言、日米防衛協力のための指針（新ガイドライン）
１９９９年５月 周辺事態安全確保法
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調べ学習演習の感想記述例

○課題をきめるのがなかなか難しかった。又その課題ついて調べることはおもいのほか楽
しい作業であった。
○自身による調べ学習をすることによって、数種類の文献を読むことになり、その種々で
書かれている詳細などが異なるが、それを自分の頭の中でかみ砕きながら理解しようとす
るので、本当に自身の知識構築のためには調べ学習が最適だと思った。
また、実際に私自身の中でうやむやだった「民法」と「刑法」の違いについて理解でき
て良かった。
○教師になった時に生徒にこのような活動をさせて、問題点や解決方法などを自分達で考
えさせることでいい授業になるのではないかと感じた。
○これまで基礎・応用演習課題を実践した感想として、現代インターネットの普及であま
り図書にふれる事がない中で応用演習のような様々な図書に触れ、比較して課題を作る事
は、非常に重要であると思った。情報源を一つにしぼるのではなく、多くの図書を利用す
る事によって、多くの知識が身に付くと感じました。
○実際に自分で調べることによって、ちゃんとした知識として頭に入るし、書くことによ
ってさらに深く覚えると思う。そしてあいまいだったものが事実となって確信することが
できる。これは生徒に達成感を与えることができるはずだと考える。
今の子どもは本を読まないのがほとんどである。知らないようで身近にあるものを調べ
させることから始めると、生徒は興味を持ち、調べるということが出来るのではないか。
最初から難しい問題を投げかけても、めんどうだと思って手をつけなくなる。それは小・
中学校からの教育にも関係してくると思う。
○今回の基礎・応用演習課題を通して、一般的に知られている意味だけではなくその言葉
のルーツを知ることができました。
また、たった一つの言葉でこんなにも深い意味を持つのかと勉強になりました。
○とてもおもしろいとりくみだと思いました。
あらかじめテーマを示されるのではなく、自分が教科担任（又は学級担任）だとして、
どのようなことを児童・生徒に調べさせるか、そのための資料はどのくらいあるのか、時
間はどのくらいかかるのかを体験的にリサーチすることの重要性を強く感じることになり
ました。
「～」について調べなさい。と無雑作に指示する教師がいることはよくききます。図書館
をよく知り、自らが活用してこその調べ学習という担当者の講義の意図もしっかりとうけ
とめられたと思います。
調べる材料があるようで、児童生徒向きに本当にあるのか（さまざまな立場・公平な視
点・新しい情勢に対処できるもの）も課題だと思いました。
良い機会をあたえていただき感謝します。
日本の平和があやしくなっている現在、アメリカとの関係、アジアにおける日本の位置に
ついて注意深く学んでいこうとも思いました。
資料）アンケート調査。

る。２つは、調べ学習の方法についての評価である。とりわけ、課題設
定させた意図を十分に受け止めたようである。「教師になった時に、こ
のような活動をさせて、問題点や解決方法などを自分達で考えさせるこ
とで、いい授業になるのではないかと感じた」や「あらかじめテーマを
示されるのではなく、自分が教科担任（又は学級担任）だとして、どの
（101）

菊地 達夫 社会系教科における調べ学習演習の取り組みと意義―学校図書館司書教諭課程の授業実践として―

ようなことを児童・生徒に調べさせるか、そのための資料はどのくらい
あるのか、時間はどのくらいかかるのかを体験的にリサーチすることの
重要性を強く感じることになりました」の感想記述は、その点を評価し
ている。後者の感想記述は、筆者の調べ学習演習のねらいをより正しく
受け止めている。
一方、調べ学習演習は課題が全くないわけではない。1つは、狭義な
資料選択となった点である。複数の資料にあたる数値的な目的は、確か
に達成したが、様々な分野の資料にあたるような広義な資料選択には課
題を残した。その解決策として、十分な資料選択ができる時間確保が考
えられる。
２つは、複数の資料からの思考力が不十分だった点である。すでに述
べたように、感想記述では、資料の比較ができたことを指摘しているが、
単なる文章を前後に並べたにすぎないものが多い。これまでのレポート
課題でも、余計な内容の記述、重要な内容の説明不足がみられた。これ
らは、課題内容を正しく把握していない等の原因が考えられる。その解
決策として、資料からの取捨選択していく取り組みを、いくつか積み重
ねることが考えられる。

Ⅴ

おわりに

本研究は、調べ学習のこれまでの問題点を改善するため、学校図書館
司書教諭課程に着目し、受講者に調べ学習演習を体験させ、資料の準備
や事前指導の必要性を気付かせようとするものであった。すでに述べた
ように、それは、課題の成果や感想記述より、達成されたものと判断で
きる。今後は、本研究の実践成果を活用しつつ、微調整をしながら継続
していきたいと考えている。
こうした調べ学習演習は、学校図書館司書教諭課程の学生以外の教職
課程の学生に、いかに体験させることができるか、重要である。しかし
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ながら、
調べ学習が多いと言われる社会系の教科指導法（教員養成課程）
でも、図書館資料の活用について十分触れる機会は少ない。むろん、学
校図書館司書教諭課程を有さない大学も多い。
他方、本学の教職課程は、特色を有する。大学における教職課程と学
校図書館司書教諭課程は、分離されている。とりわけ、学校図書館司書
教諭課程の科目は、すべて必修科目であり、資格取得を目指さない学生
が受講するようなことは少ない。本学では、学校図書館司書教諭課程の
科目は、教職課程の選択科目として開講している。そのため、資格取得
の希望有無に関係なく受講できる。混在する形態は指導しにくい面はあ
るが、学校図書館の重要性を強調できる。
すでに、一部の教員養成系大学において、今後の学校図書館の重要性
を認識し、講義科目を開設しているところがある。東京学芸大学では、
2010年度より、１年生を対象に「学校図書館入門」という選択科目を新
設した２）。本科目は、いわゆる学校図書館司書教諭課程の科目とは、異
なるものである。新設した理由として、学校図書館活用のノウハウを身
につけさせることを強調している。
こうした動きからも、本学の教職課程は、新学習指導要領を先取りし
た優れた仕組みを有する。今後も、この仕組みを効果的に活用する可能
性を探りたい。

付記
本稿作成にあたり、2010年度「学習指導と学校図書館」の受講者には、
提出課題の調査資料の利用について理解を得た。記して感謝申し上げる。

注
１）昭和28年制定の学校図書館法では、第5条第1項において「学校には、
学校図書館の専門的職務を掌らせるため、司書教諭を置かなければな
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らない」と明記されている。しかしながら、附則において、当分の間、
司書教諭を置かないことができるという文言があり、長らく未配置の
状態が続いてきた。改正では、平成15年３月31日までに12学級以上の
学校において、司書教諭の必置が決まった。ただ、附則では、依然と
して、11学級以下の学校においては、司書教諭を当分の間置かないこ
とができる文言は残り、全面的な改善に至ったわけではない。とりわ
け、北海道のような小規模校を多く抱える地域では、依然、未配置な
学校が多い。
２）読売新聞朝刊記事2010年12月20日17頁。
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中小企業研究および人事労務管理より
考察する私たちの暮らしと経済
An Overview of Our Economics in the Research of Small and
Medium-sized Enterprises, and in the Research of Human
Resource Management
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NAKAMURA Hiromasa
キーワード：中小企業研究

人事労務管理

私たちの経済学

ＯＪＴ

新しい中小企業金融政策

要旨
私たちの暮らしと経済について、一人ひとりが知恵を持ち寄らなければならな
い時代を迎えようとしている。中小企業研究および人事労務管理の方法から、
「Ｏ
ＪＴ」と「新しい中小企業金融政策」を学際的に研究する。これら２つの概念は「ひ
とづくり」に重要な役割を果たす。中小企業研究は「ものづくり」と「まちづくり」
を対象としながら発展してきた。他方では1990年代より「規制緩和による市場競
争で産業が活性化し、雇用は拡大する」という経済政策が提案されてきたが、現
代の私たちに、人間らしく働けるシステムを提供したであろうか。 技術革新に伴
う経済成長の背景で、その持続を支える源泉とはなにかを明らかにする。
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はじめに
私たちの暮らしと経済について、一人ひとりが知恵を持ち寄らなけれ
ばならない時代を迎えようとしている。経済の国際化は限界に行き着い
ており、私たちが大量生産・大量消費をこれ以上に継続することは望ま
しくなく、資源節約的で価値ある消費を志向してゆくべき現況となって
いる。したがって理論的な側面のみならず、より現実的な意義を持つモ
デルとして、
効率的な資源配分の仕組みが求められる。そうしたなかで、
わが国においては、現在に至っても、海外の人々とくらべて、一人ひと
りの意識のなかに経済の動向を把握する力量が不足しているのではない
かと考えられる。それはなぜなら、これまではそのような意識を持たな
くとも、わが国の経済は右肩上がりの成長を遂げることができ、充分に
生活が成り立ち、雇用があり、家庭を築いてゆける経済的条件が整って
いたからあり、多くのひとにとっては、経済の動向を把握する力量をみ
がいてゆく必要が無かったのである。とくに、わが国における第２次世
界大戦後の高度経済成長は、その後の数十年を豊かにするほどの基盤を
提供することとなり、多くの人々は経済への深い思慮を伴わなくとも、
目の前の諸課題にたいして「よらば大樹の蔭」という合言葉をもって乗
り越えるならば、毎日を充分に暮らしてゆくことができた。その象徴の
ひとつは国家財政の豊かさにも現れていた。
しかしこれまで通りにはゆかない情勢を受け入れるとき、私たちは経
済の方向性を、今なお大樹によりかかる他人の思惑に委ねることなく、
自分たちの思慮に基づいて将来を築いてゆかなければならない。国際的
な現状を鑑みると、必ずしも楽観的にはなれないなかで、せめて私たち
の暮らしだけでも豊かにしてゆこうとすることから始めなければならな
い。
それは自分たち中心のわがままを意味しているのではないと信ずる。
まずわが国の経済成長を地道に実現してゆこうとすることは、私たちど
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うしの責任であると考えられる。
今後、わが国が経済成長を実現するためには、私たちの意識こそ成長
する必要がある。わずかな財源であることを理由にあらゆる可能性を諦
めるのではなく、今ある資源を最大限有効に活用しようとする志向性を
取り入れる。私たちみなが「正しくものを見る道」を少しずつでも究め、
暮らしの豊かさにつなげてゆく。本論では、中小企業研究および人事労
務管理の方法から、既存の経済学が網羅していない「私たちの経済学」
を確立するのだが、その鍵となる概念を２つ提示する。「ＯＪＴ」と「新
しい中小企業金融政策」である。なぜなら、これら２つの概念は、「ひ
とづくり」にとって重要な役割を果たすからである。中小製造業が「も
のづくり」
、中小商業が「まちづくり」において、重要な役割を果たし
てきたように、中小企業における労働と金融もまた「ひと」の心と深く
関わる。
中小企業憲章が、平成22年６月18日に閣議決定された。中小企業は経
済を牽引する力であり、中小企業の持つ個性や可能性を存分に伸ばし、
安定的で活力ある経済と豊かな国民生活が実現されるように、という趣
旨が、前文に記述されている。中小企業が果敢に挑戦できるような経済
社会の実現に向けての決意を政府として宣言する、とあり、基本理念、
基本原則、
行動指針を定めている。こうした憲章が成立する背景として、
これまでの中小企業研究の成果が積み重ねられてきていることを忘れて
はならないだろう。
鶏口牛後という故事を、私たちの暮らしと経済の牽引に役立てようと
するならば、中小企業研究の成果を応用することこそ方法のひとつであ
り、人事労務管理に関する研究の成果とあわせて「ひとづくり」を希求
し「私たちの経済学」を確立する。近年、既存の経済学に基づく政策の
もとで、私たちは、市場経済と対峙する厳しい競争にさらされ続けたあ
げく、労働力として疲れきったのではないだろうか。中小企業研究と人
事労務管理を考察することにより「私たちの経済学」という観点を確立
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することを通じて、経済成長の源泉とはなにかを明らかにする。
１．用語の規定
１．１

中小企業研究とはなにか

中小企業研究とはなにかを規定するうえで、中小企業の定義を確認す
る。わが国における中小企業の定義は、中小企業基本法第２条第１項を
参照する場合が一般的であるが、中小企業研究と表現する場合の「中小
企業」とは、必ずしも一致しないと考えるべきであろう。市場競争のな
かで存立する一般的な企業に対し、規模の小さい立場を余儀なくされて
いる企業を研究対象としている。
むろん中小企業基本法第２条第１項において規定されている（もしく
は海外の場合、各国で数値基準により規定されている場合がある）中小
企業を対象とする研究は、中小企業研究に相違ない。わが国の場合、中
小企業基本法第２条第１項において、中小企業は表１にあるように定義
されている。この定義に基づくと、総務省「事業所・企業統計調査」に
よれば、2006年現在、企業全体に占める中小企業の構成比（企業ベース）
は、非１次産業計で99.7％、14産業のなかでは６産業で99.9％以上、と
表１

中小企業の定義
中小企業者

業

種

（下 記 のいずれかを満 たすこと）
資本金

常 時 雇 用 する従 業 員

３億 円 以 下

300 人 以 下

１億 円 以 下

100 人 以 下

①製 造 業 ・建 設 業 ・運 輸 業
その他 の業 種 （②～④を除 く）
②卸 売 業
③サービス業

5,000 万 円 以 下

100 人 以 下

④小 売 業

5,000 万 円 以 下

50 人 以 下

出所）中小企業庁編（2010）『中小企業白書 2010年版』x 頁．
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なっている。都道府県別では、東京都が99.0％と最も低く、23県で99.9
％以上、となっている。雇用では、企業ベース（常用雇用者数と個人に
おける従業者総数）でみると、非１次産業企業計で69.4％、となっており、
中小企業は多くの人々の勤労生活と深く関わっていることがわかる。し
たがって、地域経済のなかで私たちの暮らしを支える重要な存在である
根拠とされており、中小企業が堅調であることは私たちの暮らしに安心
をあたえ、あるいは万が一の倒産などは地域経済に負の連鎖をあたえる
と考えられている。こうした数値基準による中小企業の定義から更に一
歩進めて、演繹的な定義を置く研究としては、中村宙正（2009）がある。
ここでは、中小企業を「人々が毎日の暮らしのために勤務しているが、
将来への事業展望が磐石とは言えない多くの企業」と定義している。す
なわち、一般的には中小企業であっても、たとえば特許や技術などで他
企業より優位な立場を確保できるならば、中小企業に含まない。または、
ある国や地域のなかでは大企業であっても、世界的に（広域的に）みる
と中小企業である場合がある。企業は、見方によって大企業であり、中
小企業である。
中小企業の定義については、以上のように定められるわけだが、中小
企業研究とはなにかを概して説明するとすれば、まず日本中小企業学会
が2010年をもって創立30周年を迎えたことを念頭に置くべきであろう。
その30年の歩みこそが中小企業研究の積み重ねであると判断される。む
ろん当学会の研究活動のほかに、あるいは海外において、中小企業を対
象とする研究は無限になされてきている。ただし本論における中小企業
研究とは、日本中小企業学会の30年の歩みを踏まえた立場に基づいてお
り、一般的な企業研究ではなく、企業間の決定的な格差を考慮する企業
研究の展開を意味している。先行研究としては、学会創立の４年前に出
版された、巽信晴・佐藤芳雄編（1976）『中小企業論を学ぶ』有斐閣選
書を古典とし、佐藤芳雄編（1996）『21世紀、中小企業はどうなるか ―
中小企業研究の新しいパラダイム― 』 慶應義塾大学出版会、を念頭に
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置く。こうした変遷を受けて、筆者は本学において担当している講義「中
小企業論」においては、渡辺幸男・小川正博・黒瀬直宏・向山雅夫（2006）
『21世紀中小企業論〔新版〕』 有斐閣アルマ、をテキストとして指定し
ている。本論における中小企業研究とは、おもに筆者の講義「中小企業
論」によって要約された内容である。本論は、渡辺幸男・小川正博・黒
瀬直宏・向山雅夫（2006）の記述に基づき、中小企業研究を考察し、私
たちの暮らしと経済を検討する。
１．２

人事労務管理とはなにか

人事労務管理がどのような秩序であるか、それは職場における私たち
のインセンティブ（やる気を引き出すもと）に影響をあたえる。人事労
務管理を理解することは、経営者のみならず、従業員（私たちの多く）
にとっても必要なことである。私たちの労働がどのような基準で査定を
受けているかを確認することは、経営者との意識のズレを最小限にとど
める効果をもつ。なぜなら、従業員（私たち）が毎日の労働においてエ
ネルギーを浪費させないためである。職場によっては、従業員（私たち）
の観点を経営者が理解している向きもあり、労使が一体となって目標に
向かう方が企業として効果的に利益をあげることになると判断される場
合がある（ただし、発展している職場でなければ、この様な観点は理解
されない）
。そして私たちが各位の適職に配属されることは、毎日の暮
らしの充実とも関わり、ひいては職場での仕事への取り組みに正の効果
を生じさせると考えられる。一方、経営者が従業員の観点を適切に把握
している職場であればあるほど、かえって私たちが人事労務管理をどの
くらい理解できているかが問われる場合があり、意欲が湧いてくる職場
を私たちの心掛けによって実現してゆくことが求められる場面も生ず
る。したがって、本論では労務管理の基本的な考え方を整理する。
筆者は本学において担当している講義「労務管理論」において、佐藤
博樹・藤村博之・八代充史（2007）『新しい人事労務管理〔第３版〕』有
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斐閣アルマ、をテキストとして指定している。本論における人事労務管
理とは、おもに筆者の講義「労務管理論」によって要約された内容であ
る。本論は、佐藤博樹・藤村博之・八代充史（2007）の記述に基づき、
人事労務管理を考察し、私たちの暮らしと経済を検討する。
１．３

私たちの経済学について

私たちの経済学を確立する必要はなぜあるのか、考察しておく。既存
の経済学を少し学習してみると、それぞれの分野の経済学には、それぞ
れなりの欠点を伴っていることがわかる。社会経済学の古典であれば、
未完のまま後の世代に引き継がれている大著があり、あるいは概念の定
義が曖昧で、部分的に理論は成立していないが、金融や経済の本質を捉
えるうえで重要な文献がある。マクロ経済学であればケインジアンか否
か、ケインジアンのなかでもどのような立場かが分かれている。国際貿
易論であれば比較優位説が知られるが、あたかも輸出競争力のある産業
を保有する国（または地域）を支持するために説かれているかのようで
ある。計量経済分析であれば、データ（raw data）の信憑性について、
それぞれが均質であるかどうかを確認することは困難であろう。
現在の主流派である新古典派経済学もまた幾つかの前提の上で成り立
っている。プライステーカーの仮定は基本であり、市場の失敗の諸例な
ども知られており、需要曲線と供給曲線が現実の経済を対象とする場合
に描ける概念なのかどうかさえ、定かではない。その最たる仮定は、合
理的人間である。完全情報の仮定を置き、人々の能力は均質化されてい
る。アカデミズムであるから、必ずしも現実を想定した学問ばかりを発
展させる必要はないのだが、この分野は経済学のなかでも主流派とされ
ており、とくにこの10年ほどは、わが国でも世界でも、経済政策を担当
する要職の人選において、多くがこの分野の経済学において実績のある
立場（学識経験者）から採用されてきた。市場経済をどのように理解す
るかについて、余剰分析などをはじめ、本質を視覚的にわかりやすく捉
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えることができる経済学だが、人間への理解にたいしては、人々と表現
するに相応しい見方をしているかのようである。理論モデルのなかで登
場する人間は一人で生きているかのようであり、そうした人が二人、市
場経済を介して出会うかのようである。現実に近づけて考えるならば、
私たちのあいだにいる誰か一人が、他のグループの誰か一人と、市場経
済を介して交易する、というのであれば理解できる。ともあれ、この１
０年ほどの経済政策は、主流派経済学の理論の前提が現実とズレていた
ぶんだけ、私たちにつらく当たったのではなかろうか。
労務管理論との関わりのなかで市場経済を見てみる。 社団法人 日本
労務研究会が刊行する『労務年鑑 2010年版』の「2010年版の刊行にあ
たって」には、次のような記述がある。「従来、非正規雇用といえば、
主婦パートや学生アルバイトに限られた。彼らは、主たる家計維持者で
はなく、家計補助者であり、その数もさしたるものではなかったため、
彼らの去就が社会の耳目を集めることはなかった。しかし、現在では様
相が異なってきた。就業者のうち非正規雇用者が３０％を超え、しかも、
その多くが主たる家計維持者とあっては、働いてもその収入が生活保護
者より少ないとなると、ことは重大である。グローバリズムと手を携え
た市場原理主義が、勤労者をはじめとする国民と社会を疲弊させてしま
った。だが、労働は社会の脊椎である。労働の場がヴィヴィッドでなく
てどうしてわが国の明日があろう。そのためには、もはや労働の場の規
制緩和に手を貸すことなく、人間らしく働けるシステムの再構築に邁進
する必要がある。
」
この市場原理主義や規制緩和の理論的背景として、市場経済を資源配
分の効率的なメカニズムと捉える新古典派経済学が存在している。その
純粋理論においては、効率的な資源配分の枠組みとして、競争均衡であ
るパレート最適が提示されている。ただし本論では、人材の適正な配置
（配備・任用など）を含めた意味において、経済資源の配分機制を検討
するのである。
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私たちの経済学では、人材の適正な配置を考えるにあたり、私たちの
人間としての側面を尊重する。各位が適職のもとで毎日を勤められるよ
うに配慮する。既存の経済学の純粋理論を発展させ、現実の経済におい
て資源配分の効率性を実現するために、本論では合理的人間の仮定を外
す。
私たちの暮らしと経済の現状について、その本質を多くの読者に伝え
うるコラムとして、曹洞宗宗務庁『禅の友』に収録されている「時事を
考える」がある。2009年11月号（通巻第723号）の青木千恵「「感謝しあ
う」はずなのに」には、次のような記述がある。「総務省の労働力調査（速
報）では、09年7月の完全失業率（季節調整値）は5.7％で、現在の方法
で調査を始めた53年４月以来最悪。厚生労働省によると、08年10月から
09年９月にかけ、職を失ったか失う予定の労働者は非正規雇用で23万
2448人、正社員は４万3366人に上る。雇用情勢は悪化し、働きたくても
働けない人が急増した。（中略）一方、99年の派遣業務の原則自由化、
04年の製造業への派遣解禁という規制緩和で、人材派遣業が拡大した。
非正規社員の増加で利益を増したのは、正社員を雇わずに人件費を節約
した派遣先企業と、仲介料を取る派遣元企業という「企業体」である。
（中略）仕事が見つからない、賃金が安い、休日が少ない、正社員にな
れない、社会保険に入れない……と、若い人の雇用状況も悪化している。
これから家庭を築き、社会を背負っていかなくてはならないのに、じっ
くり仕事に取り組めず、職場を転々とするのは辛いだろう。（中略）90
年代初め、多くの専門家が、規制緩和による市場競争で産業が活性化し、
雇用は拡大すると考えていた。予測と違う方向に動いたのは、「利益追
求→産業の活性化→幸福」と考えて、「働くこととは、正しい道を行く
こと」という根本的なことを傍らに置いてしまったのではないか。大切
なのは、
「利益」よりも「正しさ」、「競争」よりも「助け合い」。」温情
のそなわる人間が少なくならぬよう「正しくものを見る道」を究めてゆ
けるような経済的秩序を希求する。
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「正しくものを見る道」を究めてゆこうとする人間を、経済学が仮定
する合理的人間と置き換えてみる。「正しくものを見る道」とはなにか
を考察するにあたり、ここでは道元の禅を参考としたい。自己本位から
則天去私へ、人間が進化してゆくことによって、経済的秩序もまた安定
化へと向かうだろう。本論は、一般の読者に向けて禅を解説した文献と
して、森本和夫（1985）『正法眼蔵入門』朝日選書290、を参照する。「現
成公案」の巻の第一行は、次の通りである。「諸法の佛法なる時節、す
なわち迷悟あり、修行あり、生あり死あり、諸佛あり衆生あり。」 本論
の経済学においても、人間をこの様な存在として捉え直す。森本和夫
（1985）第五章は、豊と倹をテーマとしている。77頁には次のような記
述がある。
「時節若至といふは、すでに時節いたれり、なにの疑著すべ
きところかあらんとなり。つまり、「今、ココ」は、絶対個別的な場所
であると同時に、まさにそのことによって、絶対普遍的な場所なのであ
る。それは、まさしく、「諸法の仏法なる時節」であり、万法ともにわ
れにあらざる時節」なのだ。その双方の「時節」は、なんら異ることの
ない無差別の「時節」であるからこそ、「もとより豊倹より跳出せる」
仏道と合致するわけである。」豊倹を跳出する人間こそ「正しくものを
見る道」を究めている。ただ本論は、豊倹を跳出するがゆえに、知恵を
もって（
「私の」ではなく）私たちの暮らしと経済をより豊かにしてゆ
こうと希求する人間を想定しており、私たちが毎日を適職のもとで暮ら
すことができるよう、豊かで倹しい経済的秩序の構築に貢献しようとす
るものである。
２．
２．１

私たちの暮らしとＯＪＴ
ＯＪＴと既存経済学

本論は、私たちの暮らしと経済を豊かにしてゆくために、既存の経済
学が網羅していない「私たちの経済学」を確立するが、その鍵となる概
念の１つは「ＯＪＴ」である。ＯＪＴとは「on-the-job training」のこ
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とであり、職場内訓練、あるいは仕事に就きながらの訓練を意味する。
すなわち、やさしい仕事から難しい仕事へと少しずつ難易度を上げてゆ
くことによってキャリアが形成される、という考え方に基づいている。
仕事をすることが能力開発（潜在能力、顕在能力、職務遂行能力の向上）
につながるのは事実だが、何の脈絡もない仕事をたくさん経験しても、
能力形成にはならない。能力を身につけるには、目的と計画が必要であ
る。この分野のこういう能力を身につけたいという対象を決め、それを
身につけるにはどうすればよいかを考えなければならない。
能力開発が充実する要点には、次の５つをあげることができる、とさ
れる。第１に、若いときに自分を成長させてくれるような仕事にめぐり
あえるかどうかである。与えられた仕事をいかに自分の成長に繋げてゆ
くことができるか工夫することも必要である。第２に、早い時期に、仕
事上の目標となる先輩や上司を見つけることである。多くの人との出会
いを大切にできているかどうかも問われている。第３に、ある程度実務
を経験した後、仕事全体が見渡せるようなポジションに異動できること
である。そのような機会に恵まれない場合には、今与えられている仕事
の価値をみずから高めてゆくことによって、職業人としての自分の価値
を高め、中高年になったとき第一線で働きつづけることができる可能性
へとつなげてゆく。第４に、新しい仕事を任されたときに、関連の資料
を読みあさるなど寝食を忘れて勉強することである。第５に、仕事を進
めていくうえで、常に中長期の目標をもつことである。
ＯＪＴという能力開発の概念は、（労働経済学などでは基本となる概
念であるが）既存の経済学において人間を理解するうえでは見られない
概念である。需要と供給で価格が決まる、資金需要と資金供給で利子率
が決まる、政府支出の拡大が雇用を創出し国民所得を増大させる、など
の体系では、私たちの毎日の勤労の機微を全く捉えていない。私たちが
適職のもとで適切なＯＪＴを踏まえられることは不可欠のこととして配
慮されてしかるべきであり、またそのような職場を私たちどうしで築い
（116）

苫小牧駒澤大学紀要

第23号

2011年3月

てゆけるよう、お互いの意識の向上を促す意図が「私たちの経済学」の
基盤に内在している。
２．２

ＯＪＴとＯｆｆ－ＪＴに関する一考察

仕事をするのは企業内であるから、企業が能力開発の場となる。毎日
仕事をしていくなかで、人はさまざまな経験を積んでいく。仕事経験は
能力開発の基本であるが、能力開発をより効率的に行うには、仕事の節
目で研修（off-the-job training：Off-JT）を入れることが重要である。
すなわち職場外訓練であり、あるいは座学である。日々の仕事で蓄積し
た経験を整理することによって、経験が体系化され、自分自身の強みと
弱みを知ることができる。能力開発においては、ＯＪＴとＯｆｆ－ＪＴ
を効果的に組み合わせることが重要である。
厚生労働省「2007年度能力開発基本調査」によれば、2006年度のＯｆ
ｆ－ＪＴに支出した費用の労働者１人当たり平均額は2.3万円、自己啓
発支援は0.8万円であった。なお、労働生産性が高いと認識している企
業のＯｆｆ－ＪＴ支出費用は4.0万円と高く、低いと認識している企業
では1.5万円であった。
Ｏｆｆ－ＪＴ費用の内訳をみると、「研修委託費、参加費」が44.4％
と最も多く、
「社外に支払う人件費」19.5％、「社内の人件費」14.5％、
が続いている。事業所調査によると、2006年度に正社員に対してＯｆｆ
－ＪＴを実施した事業所は77.2％と８割弱を占めている。また、労働生
産性が高いと認識している事業所では、88.7％とさらに高い。業種別で
は「金融・保険業」95.2％、「情報通信業」88.9％、「電気・ガス・熱・
水道業」85.1％などで高い。
ただし、Ｏｆｆ－ＪＴとは、あくまで補足の教育訓練機会であり、ど
のようなＯＪＴの路線に乗っているかによって、Ｏｆｆ－ＪＴへの取り
組み方もことなってくる。したがって「私たちの経済学」では、各位に
とって相応しいＯＪＴを享受できるかどうかが、人間として職業の道を
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究めてゆくうえで重要であるという立場をとっており、労働の対償とし
て適切なＯＪＴを提供することが各位の効用を最大化する、という枠組
みを置く。すなわち、本論は「ひとづくり」を、経済政策の目標として
いるのである。
２．３

中小企業研究、私たちの暮らし、ＯＪＴ

経済成長は私たちの暮らしを豊かにする。これまでわが国は「ものづ
くり」と「まちづくり」によって、私たちの暮らしは豊かになってきた。
ただし、国際的な実情を鑑み、資源の節約が求められる現状において、
今後の私たちがより豊かな暮らしと経済を実現してゆくためには「ひと
づくり」を志向することが重要である。自己本位な人々ばかりの経済で
は、あらゆる浪費を容認することとなり、資源配分は効率的ではなくな
る。私たちの暮らしと経済においては、私たちの意識を成長させてゆく
ことによって、わずかな資源の消費により効用の最大化を実現する秩序
を希求できる。労働の対償さえ、所得の向上に求めることなく、適職を
究めるためのＯＪＴにより報われる方法を鑑みる。そのためには、ＯＪ
Ｔを各位に適切に提供する秩序が、私たちの暮らしにとって必要となる。
現状では（一部のエリートを除き）大多数の私たちが適切なＯＪＴを
享受できていないと考える。（享受していると捉える立場は、為政者の
側にあるのであり、私たちの立場とは異なる。）
表２ １世帯当たり平均所得金額の年次推移
９７年
全世帯

（単 位 ：万 円 ）

対 前 年 増 減 率 （単 位 ：

％）

９８年

９９年

００年

０１年

０２年

０３年

０４年

０５年

０６年

657.7

655.2

626.0

616.9

602.0

589.3

579.7

580.4

5 6 3 .8

5 6 6 .8

‑ 0 .5

‑0.4

‑4.5

‑1.5

‑2.4

‑2.1

‑1.6

0.1

‑ 2 .9

0.5

出所）前掲、『労務年鑑 2010年版』、349頁を参照

一方、労働の対償と考慮されている所得について、表２より、わが国
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における１世帯当たり平均所得金額の年次推移を見ると、1997年から
2006年までの10年を通して低下傾向であることがわかる。日毎の労を報
いる方法として、所得の向上という手段は、情勢を鑑みると、今後とも
見込むべきではないと判断される。
適切なＯＪＴが各位に安定的に提供されるためには、一人ひとりを査
定する人事考課が行き届かなければ為し得ない。「能力評価」
「情意評価」
「業績評価」のうち「能力評価」の内容が吟味されることによって、各
位の適性に即したＯＪＴを計画してゆくことができる。人事考課の実務
的側面の発展に委ねてゆくほかないと考えられる。
そのため、中小企業であれば、こうした通常の人事考課の限界をこえ
て、各位に適切なＯＪＴを提供する可能性があることを指摘できる。日
常からお互いに人と人との繋がりを築いている可能性が高いからでもあ
るが、それは中小企業の特性によっても規定される。中小企業がどのよ
うな存在であるか、中小企業研究の成果に基づいて考察してみる。
わが国の中小企業は、とくに製造業であれば、1990年代に東アジア化
という激しい構造変化にさらされながら現代をむかえているのだが、そ
うした経済情勢の変動に常に適応しながら、中小企業はまさに大多数の
人々が働くことを通して自己を実現する場である。そして厳しくリスキ
ーであるが、多様な可能性に富んだ存在である。中小企業の持つ特徴に
ついては、次の５つを提示することができる。第１に、働いている人に
とって、
働いている企業における自分の位置や役割が見えることである。
第２に、中小企業で働く者は、高度な専門化を追求し、しかしその専門
機能を果たす形で働くだけでは生きてゆくことが難しいということであ
る。第３に、大企業では、そこで働くそれぞれの人が、機能的に専門化
し、特定機能のみを行うことで、企業としての存立が可能となるのだが、
中小企業で働くということは、特定の機能の専門化としてそのことのみ
を追求し、その道の最高水準を究めるということを、多くの場合許され
ないのである。第４に、多様な仕事を同時に担うことを強制され、便利
（119）

中村

宙正

中小企業研究および人事労務管理より考察する私たちの暮らしと経済

屋の側面を持たざるをえない。しかし同時にそのようなことを要求され
るがゆえに、高度に専門化した人々の集まりからは生まれないものを作
り出すことができる。第５に、大企業が組織として動き、組織として成
果をもたらすのに対して、中小企業では企業を構成する個々人の行動が、
企業の成果に直接反映する傾向が強い。賃金など労働条件は平均的に見
て悪いのだが、中小企業はそこで働く個々の人々のあり方で、大きく変
わりうる存在である。
中小企業は働く場として相対的に不安定ではあるが、多くの経験を積
める場でもあり、仕事にやりがいを実感できる、自分らしく生きること
ができる、地元に根をおろせる、能力発揮のチャンスが多い、責任ある
仕事を任せてもらえる、など、中小企業ならではの独自の意義と可能性
を持っている。
中小企業は、通常の企業よりも不利な取引を強要されたり、政府が選
定する重要産業に含まれていなければ資材難に陥る場合があり、金融機
関は中小企業向け融資を低位に抑える、などの問題点を克服しながら、
高度な経営体質を兼ね備えている。第１に、低賃金労働が受け入れられ
ているため、過剰労働力を吸収してゆく力が強い。したがって、全部雇
用の理念に近づく可能性をもち、社会秩序の安定に貢献できる。第２に、
経営者自身の強労働である。中小企業ゆえの問題性を抱えている職場で
ある以上、経営者が率先して労働し、旺盛な経営力をいかんなく発揮し
てゆかなければ、従業員を牽引できない。反面、経営者がワンマンすぎ
て従業員の能力を活用しないと、従業員はいつしか能力発揮の意欲を喪
失して、自発的行動よりも経営者の指示を待って行動するようになるこ
とが留意点である。第３に、軽機械工業の輸出型中小企業では、特定の
加工や部品に専業化した専門中小企業の社会的分業システムに変化して
いる。テイラーシステム流の作業分析を基礎に社会的分業が組まれ、各
部品企業では工程が細分化され、単純作業は家庭内職に回され、低賃金
労働も充分利用している。すなわち技術的基盤が強固となっている。
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成長する中小企業とは、企業成長に応じて従業員の能力や組織能力を
活かせるように変容する企業である、と要約することができる。巨大組
織のなかでは個々の従業員の影響力は小さい。固定した人事考課で査定
を受けている実感を伴いかねない。中小企業では環境変化に適合するた
めに企業は絶えず変革を迫られているだろう。既成の人事考課に基づく
能力評価ばかりでなく、不安定ながらも状況に対応しながら事業環境を
見定める中小企業という柔軟なスキームのなかで、従業員（私たち）は
各位に適切なかたちでＯＪＴを計画できる可能性を有しているのであ
る。
２．４

新しい中小企業金融政策

中小企業が私たちの勤労生活と（直接的であれ、間接的であれ）深く
関わっていることは、これまで見てきた通りであり、「職場の継続性」
と「ＯＪＴの継続性」は、私たちの暮らしと経済に大きく影響をあたえ
ることとなる。取引関係にある企業の破綻、もしくは同じ地域に所在す
る企業の破綻さえ、私たちの職場に影響を及ぼし、私たちのＯＪＴを破
壊する場合が生ずる。勤務先、および勤務先の取引関係先の継続性が危
ぶまれるとすれば、私たちの職業能力形成にも歪みが生ずることとなる。
中小企業の継続性は、私たち各位のＯＪＴに深く影響を及ぼしている。
したがって、中小企業の継続性が、私たちの暮らしと経済に貢献して
いる側面については評価されなければならない。現実的には、中小企業
を群として見渡せば、開業と廃業を繰り返す存在であり、
「生あり死あり」
という万事のことと相違ないのであろう。それでも、それぞれの中小企
業を継続的に存立してゆく経済的秩序を希求する。その可能性として、
新しい中小企業金融政策を提示する。
中小企業金融の普遍的な課題としては、次のように要約することがで
きる。中小企業は少額な資本で開業するために、本来的に資金に余裕が
ない。加えて、利益率が低いため内部留保が増加しない。このため、多
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くの中小企業は絶えず資金不足に悩まされている。収益率を高めるには、
技術力の向上や製品開発、ビジネスシステムの開発などが不可欠だが、
その開発を行う余裕と資金とが不足しているのが中小企業の実情であ
る。自己資本の低さを補うために金融機関からの借入を資金調達の方法
の一つとするが、中小企業は信用が低く、支払能力の評価が低いために
融資は得られにくい。また金利の高い資金を調達しなければならず、そ
れがまた収益性の低下を招く。
株式公開を実現できる、充分な担保を保有し金融機関からの融資を受
けられる、特殊な技術をもち事業計画が評価され融資が受けられる、ベ
ンチャーキャピタルからの投資を受けられる、クレジットスコアリング
モデルに基づき融資が受けられる、などの中小企業は、既存の枠組みで
充分に市場競争に対応できているのであるから、本論による新しい中小
企業金融政策の対象とはみなされない。信用保証協会の信用保証制度の
枠組みで救済される中小企業もまた然りである。新しい中小企業金融政
策は、その外側を引き受ける金融機能を整備してゆく。
一方、マクロ経済政策では行き届かない箇所を本論は研究対象として
いる。既存の財政政策では、財源に限りがあり、正規雇用を創出し計画
的に次世代の人材を養成してゆくことが現状でも困難をきわめている。
部分的には適切な対応も見られるが、全体としては、若年世代の雇用不
安が人口構成の高齢化（晩婚化、非婚化、少子化）に影響するという現
象があらわれ、他方では年金受給の年齢まで再就職が無い労働者が存在
するなど、雇用情勢および労働市場は、生身の人間にとって非常に厳し
いものとなっている。とくに人口構成の高齢化は、今後の労働力人口を
ふまえ深刻な現状にあり、人口全体に占める65歳以上の割合は、1950年
には4.9％であったが、1960年には5.7％、1970年には7.1％、1980年には
9.1％、1990年には12.0％、2000年には17.3％、と着実に上昇しており、
2005年には20.1％に到達している。合計特殊出生率（１人の女性が生涯
に産む子供の平均数）は、1950年代から70年代初めまでは２を超えてい
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たが、70年代半ば以降低下傾向が顕著になり、2005年には1.26となって
いる。
一方、既存の金融政策は利子率がゼロに近づいており、これ以上、金
利の引き下げによるＧＤＰの向上が望めない現状となっている。税収の
落込みから公債依存度が高まり、さらなる公債発行が増加するなかで、
金利はなお引き下がる傾向にある。したがって、既存の財政政策や金融
政策では、充分な効果が行き届かないことは明らかとされている。
戦後日本の中小企業金融をテーマとする齊藤正（2003）には、望まし
い金融システムの構築に向けて、249頁に次のような記述がある。「地域
に密着した金融機関をサポートする方向で地域金融システムを再生して
いくためには、地域経済ネットワークともいうべき地域経済の自立化を
支援する取り組みが必要である。自治体、金融機関、中小企業者、地域
住民、自治体労働者、など、地域経済の各主体が同じテーブルについて、
その地域の発展の方向を議論しながら、そのための金融的なサポート、
措置をどういうふうにつくっていくのかについて考えていく場が今求め
られている。それによって初めて、地域の自立も可能になり、日本経済
の持続的成長の方向性が保証されるであろう。」それぞれの地域の実情
に根ざした枠組みを、それぞれの人と人との繋がりのなかで、それぞれ
なりに構築してゆく、という方向性のようである。
海外の金融理論であれば、マイクロファイナンスへの評価が高まって
いる。これは貧困者の支援を目的とした金融であるが、現代に至って、
その手法は発展しており、他の金融技術への応用が展開されてゆくであ
ろう。あるいは地域通貨の運営と、マイクロファイナンスの手法が組み
合わさり、新たな金融技術として展開する可能性もある。ともあれ、人
と人との繋がりのなかで、貨幣の貸借取引が広がりをもつ、そうした金
融機能の整備が進められなければならない。
新しい中小企業金融政策とは「ひとづくり」という理念をお互いに認
め合うことができるところから実現される。
「ひとづくり」という理念は、
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中小企業研究における「ものづくり」と「まちづくり」の理念を基礎と
して発展したのであり、同時に人事労務管理におけるＯＪＴの概念を必
要としている。中小企業研究および人事労務管理の学際性は「ひとづく
り」
を研究対象としている内容に尽きるのである。改めて、
「ひとづくり」
の観点から、
「ものづくり」「まちづくり」「ＯＪＴ」を見てみる。
３．
「ひとづくり」の観点から見た「ものづくり」
「まちづくり」
「ＯＪＴ」
３．１

中小製造業

わが国の「ものづくり」を概観する。まず機械金属工業関連業種の中
小企業の比率が38.4％であり、しかも上昇傾向である（この業種に含ま
れる９業種は、鉄鋼業、非鉄金属製造業、金属製品製造業、一般機械器
具製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業、電子部品・
デバイス製造業、輸送用機械器具製造業、精密機械器具製造業、である）。
一方、繊維工業の中小企業の比率が低下傾向にある。
議論の要点は、下請取引である。生産されるものの内容、形状や材質、
大きさなどの仕様を生産する側が決めるのではなく、発注する側の企業
が決める注文生産取引である。大企業が中小企業に発注する。発注側の
大企業が自社にとっての川上部分の生産活動を外部の企業に発注してい
るにもかかわらず、自社内の工場と同様な形で管理できるような下請取
引関係の一形態を、下請系列関係という。ただし、中小企業は意味なく
大企業に従属しているわけではない。
寺岡寛（2005）は、次のように指摘している。「とりわけ、工業生産
については大企業への集中化が戦時中において進行した。このため、ド
イツの敗戦が確定し、日本の敗戦もほぼ決定したころから、戦後の経済
運営をめぐって、連邦議会や政府部内においてもさまざまな政策論議が
展開していった。課題として重視されたのは、軍需から民需への転換を
短期間に実行して、戦後予想されるインフレーションをいかに乗り切る
かという点に加え、戦時中に大企業に集中した経済力をどのようにして
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抑制するかという点であった。敗戦後に日本にやってきた占領軍の経済
政策担当者はこうした反独占派のニューディーラーたちであり、必然、
こうした論理を日本に持ち込んでいった。彼らは、本国において戦争中
に大企業に集中しすぎた経済力を抑制するために、政府が大企業に貸与
した設備機械を、中小企業を中心に払下げをする政策の立案などにも関
わっていた（127～128頁）。」
大企業は資本不足のゆえに、中核的技術の向上に集中し、系列化され
た中小企業は中核的な大企業の支援を利用し周辺的技術の高度化に努
め、グループ全体としての水準向上を実現している。しかも、系列化に
より大企業は国内の競争相手の利用を排除し、国内大企業間の競争の手
段として下請系列を利用しうる。だからこそ大企業は中小企業を系列化
し、きわめて熱心に育成する。系列化された中小企業から見れば、大企
業の育成対象となることで他の中小企業に対し優位になり、急成長する
大企業からの需要を確保している。
わが国の「ものづくり」の現場とは、大きな利益の流れのなかで形成
されていることは否めない。利益に支えられて、多くのひとの暮らしと
経済が成り立つ。大企業が対応しにくい多様で小さなニーズに対応する
のが中小企業の役割である。労働の現場においても、他のひとでは見つ
けられない、小さな何かをつかむことが大切で、そうした機転を身に着
け合うことが「ひとづくり」の基本となっていると考えられる。
３．２

中小商業

わが国の「まちづくり」を概観する。この30年、私たちの「まち」の
情景に大きな影響をあたえた小売業態は、コンビニエンスストアであっ
た。図１、図２より、社団法人日本フランチャイズチェーン協会が統計
をとり始めた1983年から2008年までの全国の店舗数と売上高の推移を見
てみる。これによると、店舗数と売上高はともに、一貫して上昇傾向に
あることがわかる。1983年には、店舗数は１万１千店、売上高は１億３
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千万円をこえ、1996年には、店舗数は３万１千店、売上高は５億１千万
円に到達し、2008年では、店舗数は４万４千店、売上高は８億１千万円
となっている。ＰＯＳシステム（バーコードによる情報管理を行い、適
時・適量で商品を供給するシステム）、ＥＯＳ（自動発注システム）、Ｅ
ＤＩ（電子データ交換）により、徹底した商品管理、在庫管理、仕入・
流通管理を行い、多くの個人商店を駆逐していった。商店数は、1982年
の172万店から、2002年の130万店まで減少している。大幅な減少を示し
ている業種は、米屋、八百屋、肉屋、豆腐屋、パン屋など、飲食良品を
取り扱う中小商業に多い（通商産業大臣官房調査統計部編『商業統計表』
各年版より）
。中小商業の構造的問題としては、
（１）量販店の成長、
（２）
後継者問題、
（３）商店街に駐車場がない、（４）コンビニエンスストア
の成長、
（５）ディスカウントストアの成長（低価格訴求）、などがあげ
られる。
わが国のコンビニエンスストアの動向について

図１ 店舗数の推移
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わが国の「まちづくり」の現場では、大手流通業の資本が利益をおさ
えにきている様子がうかがえる。「まちづくり」とは、商業をより広い
地域全体の視点から位置づけ直すことによって、地域のすべての担い手
の力を結集しながら生活の場としての地域を維持・発展させていこうと
する新しい考え方である。中小商業はこうした方向を目指すに際して、
大きな力を発揮できる可能性を持っており、地元の暮らしと経済を大切
にするというコンセプトのもと、地元（地域）の「ひとづくり」に徹す
ることが基本となるであろう。
３．３ 「ひとづくり」のための人事労務管理を希求して
人事労務管理の機能とは、労働者の意欲の維持と向上であり、人的資
源の特徴とは、時間とともに職業能力の水準が向上し、質が変化する可
能性をもつものである。賃金とは、労働者のもっている能力を充分に発
揮してもらい、企業の利益につなげてゆくためのものであり、昇進とは、
仕事上の権限拡大とステイタスの上昇という魅力そのものである。労働
時間に関しては、労働基準法によるさまざまな規制がある。労働に関す
るあらゆる法律の制定に尽力した多くの先達の礎に敬意を表す。
ただし、賃金や昇進、余暇時間など、目に見えるインセンティブによ
る意欲の維持と向上に頼っている人間のままでよいだろうか。マリナー
ズのイチロー選手の活躍は年俸とは関係しないと信じたいが、私たちの
仕事のパフォーマンスは、賃金が少しでも高い方が向上する。私たちの
暮らしと経済が右肩上がりではない時代を迎えるからこそ、「ひとづく
り」にはインセンティブによらない労働意欲の維持と向上を希求しなけ
ればならない。適職のもとで「ＯＪＴ」そのものを暮らしの価値として
見出せる、そのような理念を相互共有する。いずれかの世代のみを対象
として「ひとづくり」を推進するのではなく、私たち一人ひとりがお互
いに「そだてあう」ということなのであろう。
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４．新しい中小企業金融政策をどう推進するか
新しい中小企業金融政策は「ひとづくり」の理念にもとづく。一人ひ
とりの「ＯＪＴ」を見極めたうえで貨幣の貸借取引を成立させるのであ
る。通常の金融機関による融資が見込めない領域にあり、市場経済では
対応できない事業なのだが、状況を鑑みて事業の継続を試みなければな
らない中小企業を支援するのである。「もとより豊倹より跳出せる」人
間どうしの貸借として成立するのであり、その政策目標も、「利益」よ
りも「正しさ」
、
「競争」よりも「助け合い」を志向しようとするにほか
ならない。去私を全うしている人間どうしが出会い、状況を判断し、私
たちの「ＯＪＴ」を効果的に継続してゆけるよう、金融市場を補完すべ
く貨幣の融通を成立させていくのである。
むすびにかえて
1990年代に提案された「規制緩和による市場競争で産業が活性化し、
雇用は拡大する」という経済政策は、現代の私たちに、人間らしく働け
るシステムを提供したであろうか。経済政策が、私たちの暮らしにどれ
ほどの影響力をもっているか、私たちはよく把握していなければならな
い。どのような経済学が政策の背景となっているかを、一人ひとりが確
認すべき時代を迎えようとしている。「私たちの経済学」は、私たちを
合理的人間としてではなく「正しくものを見る道」を究めてゆこうとす
る存在として肯定する。働くことを、正しい道を行くことと捉えること
ができるように、
そして資源節約的で価値ある消費を志向できるように、
私たちの知恵を深め合ってゆく。技術革新に伴う経済成長の背景で、そ
の持続を支える源泉とは、私たち人間の器量なのではなかろうか。
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