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掲示板は、学習に関する留意点や事務手続をお知らせするページです。
毎月必ず目を通してください。
なお、通信教育課程ホームページ
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掲示板を掲載しています。

目

次

 行事予定
 2013年９月学位記授与式・卒業式
 後期新入生オリエンテーション

第１回 新入生対象

 学習の進め方・リポートの書き方説明会

第３回 全学生対象

 単位認定試験
（筆記）
第５回 全学生対象
 学籍

後期生対象

 正科生の在籍手続について
（休学手続・休学からの復学手続を含む）
 退学手続について
 在学年限超過に伴う退学について【再掲】
 科目等履修生の登録期間終了について
 科目等履修生で改めて次年度の登録を希望する場合
 科目等履修生の証明書発行時の注意について

科目等履修生対象

 教務
 予告 履修登録について 後期正科生対象
 各種期限について 前期生対象 【再掲】
「司書教諭修了証書」申請について 後期生対象
 成績の確認について

後期生対象

 本学へ入学する前に修得した単位の認定について 後期１年次入学の正科生対象
 放送大学において修得した科目の単位認定について 後期１年次入学の正科生対象
 卒業論文題目登録申請について 後期生対象 【再掲】
 学生へのお知らせ
 その他
 登録情報の変更について 全学生対象
 正科生
（後期生）
の図書館利用について 後期生対象
 通信教育課９月の業務取り扱い時間のお知らせ
「第27回 法学部長杯争奪法律討論会」開催と立論者募集のお知らせ 法学部学生対象
 社会貢献センター
（エクステンション課）から秋期公開講座のご案内
 TAのしおり
 司書教諭修了証書申請書
 学友会からのお知らせ

1

目
【随

次

想】

「学習は、自分の知識世界で」
 ������������ 田

中

雅

敏…  2（81）

哲学を持つことの大切さ �������������� 長谷川

勝

久…  4（79）

選択的模倣戦略 ������������������ 室

松

慶

子…  6（77）

内

瑞

恵…  9（74）

藤

武

秀…13（70）

『うつほ物語』の今上帝と乳母………………………………… 古

田

正

幸…17（66）

職業の自由と営業免許制─最高裁判例の傾向─…………… 宮

原

【オアシス】

【学 習 室】
ちょうしょう し

木下 長 嘯 子の「百人一首」受容…………………………… 大
日本統治下台湾における親族関係の変遷
─妾について─……………………………………………… 後

【学

灯】

2

均…27（56）

９月

行事予定

手続期間

「東洋通信」参照ページ

1（日）
2（月）
3（火）
4（水）

後期生（科目等履修生）1次出願締切

5（木）
6（金）
7（土）窓口業務停止（事務室休業）
8（日）
9（月）
10（火）

後期生（科目等履修生）2次出願開始

11（水）
12（木）
13（金）
14（土）窓口業務停止（事務室休業）
15（日）
16（月）敬老の日
17（火）
18（水）
19（木）
20（金）
21（土）学位記授与式・卒業式

後期生（正科生）5期出願締切
10：00〜

法律討論会立論者募集開始（〜9/27）

22（日）
23（月）秋分の日
24（火）
25（水）
26（木）
27（金）
28（土）
29（日）
30（月）
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P.5
P.29

10月

行事予定

手続期間

「東洋通信」参照ページ

後期生（科目等履修生）2次出願締切
後期生学費納入期間（〜10/15）
P.16
後期生（正科生）履修登録期間（〜10/8） P.20
2014年9月卒業予定者卒業論文題目 P.25
登録申請開始（〜10/8）

1（火）
2（水）
3（木）
4（金）
後期新入生オリエンテーション 第1回
10：00〜12：00
5（土）学習の進め方・リポートの書き方説明会③
13：00〜14：30

P.5
P.6
単位認定試験（筆記）第5回申込開始
（〜10/20）

6（日）

P.8

7（月）
後期生（正科生）履修登録締切
2014年9月卒業予定者卒業論文題目
登録申請締切

8（火）
9（水）
10（木）
11（金）
12（土）
13（日）
14（月）体育の日

通学課程（通年スクーリング）平常授業

15（火）

後期生学費納入締切

16（水）
17（木）
18（金）
19（土）
20（日）

単位認定試験（筆記）第5回申込締切

21（月）
22（火）
23（水）
24（木）法律討論会

13：00〜

P.29

25（金）
26（土）
27（日）単位認定試験（筆記）第5回
28（月）
29（火）
30（水）
31（木）
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2013年９月学位記授与式・卒業式
通信教育部では、９月21日に新たな卒業生を送り出します。
つきましては、通信教育部学位記授与式・卒業式を下記のとおり挙行しますので、お知ら
せいたします。
１．日
２．場

時：９月21日（土） 10：00〜（開式）
（列席者は10分前には着席してください）
所：８号館７F 125記念ホール

＊卒業祝賀会（学友会主催）
１．日 時：９月21日（土） 12：00〜
２．場 所：甫水会館４F 401会議室
※卒業判定の日程の都合上、卒業予定者への卒業決定通知は、９月中旬の発送となります。
ご了承ください。

後期新入生オリエンテーション 第１回 新入生対象
後期新入生オリエンテーション第１回を下記のとおり開催します。大学での学習に必要な
履修登録やリポート学習の進め方、学習を始める際の諸手続および学習上のポイントなどに
ついて、説明します。
オリエンテーションは必ずしも参加しなくても、大学からの配布物を熟読し理解すれば学
習には支障ありませんが、参加することにより教職員からの学習指導および図書館利用の説
明が直接受けられます。
これからの学習に役立ちますので、積極的に参加することをお勧めします。
なお、内容は前期新入生オリエンテーション第１回、第２回と同じです。在校生で参加で
きなかった方および再度参加したいという方も是非ご参加ください。
１．日

時：10月５日（土） 10：00〜12：00

２．会

場：白山キャンパス

5B12教室［５号館B1F］
（予定）

＊会場が変更となる場合がありますので、当日、キャンパス入口掲示も確認してください。
＊事前申込不要です。
＊事前確認として、
『履修要覧』、ToyoNet-Gの『シラバス』に目を通しておいてください。
＊後期新入生入学式および後期新入生オリエンテーション第２回は、11月９日（土）
を予定
しています（詳細は『東洋通信』11月号でお知らせします）。
後期新入生入学式

11月９日（土） 10：00〜

後期新入生オリエンテーション第２回

11月９日（土） 10：30〜
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学習の進め方・リポートの書き方説明会 第3回 全学生対象
「入学して学習を始めたけれどなかなかリポートが書けない」「リポートの書き方の基本的
なことから教わりたい」「学習に行き詰まってしまったのでなんとかしたい」「諸事情があっ
て今まで学習が滞っていたが、心機一転、学習を再開してリポートを提出したい」等のご要
望にお応えするため、下記の日程で学習の進め方・リポートの書き方説明会（講義形式・事前
予約制）
を開催いたします。
原稿用紙の使い方等、基本的なことから説明し、個別質問も受け付けます。この機会に今
まで聞きづらかった疑問点を解決して、今後のリポート作成に役立ててください。
月

日

10月５日（土）

時

間

13：00〜14：30

場

所

白山キャンパス

6205教室［６号館２階］
（法学部）
筆記用具

持参物

6204教室［６号館２階］
（文学部）

メモ

「演習・卒論の手引き」
（文学部正科生のみ）
「学習の手引」
（法学部正科生のみ）

説明会に参加を希望される方は、P.７綴じ込みの参加申込票に必要事項を記入のうえ、FAX
または郵送にて９月24日（火）必着でお申込ください。
＊会場が変更となる場合がありますので、当日、キャンパス入口掲示も確認してください。
＊リポートを作成するうえで、現在気になっている点がありましたら、併せてご連絡くだ
さい。
〒112－8606

東京都文京区白山５－28－20
東洋大学通信教育課
FAX

03－3945－7584
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学習の進め方・リポートの書き方説明会


2013年

第3回

月

日提出

「学習の進め方・リポートの書き方説明会」
（10／５実施）参加申込票
（フリ

学籍番号（10桁） 7

ガナ）

氏 名

入学年度
（西暦）

年

電話番号
（自宅・携帯電話）
メールアドレス

学部・学科
（

学部

学科

）

@

ＦＡＸ番号

（

）

10月５日
（土）
実施の「学習の進め方・リポートの書き方説明会」に参加します。
＊

＊

＊

参加を希望される方のうち、学習を進めるうえで疑問に思っていることや質問してみたいと思っ
ていること、あるいは科目の内容や履修順序について知りたいと思っていることがあれば、下欄に
記入してください。ただし、単位の履修方法や履修状況に関する質問については、別途、電話・
FAX・メール・質問票・窓口等を通じて、お問い合わせください。
《リポート学習の状況確認》 ※A〜Cに○印をつけ、必要事項を記入してください。
A．これまで、リポートの作成にまったくとりかかったことがない。
B．リポートの作成にとりかかったが、一度も提出したことがない。
C．リポートを
（
）
通程度提出したことがある。
A・Bの理由：

《具体的な科目等に対する質問》

質問がある方は下欄に記してください。ただし、課題の内容に
関する質問は、過去にリポートを一度以上提出している方に限ります。また、単位認定試験（筆
記・論文）
に関する質問には回答できません。
科目名「
」
：

科目名「
」
：

《その他》

学習を進めるうえで困っていること、相談したいこと、意見や感想等があれば、具体
的にお書きください。



説明会への参加をお申込みいただき、ありがとうございました。説明会の席上でお目にかかれま
すのを楽しみにしております。
＊本票をコピーのうえ、FAX・郵送するか、あるいは窓口へ持参してください。
＊９月24日（火）
（必着）までにご提出いただいた質問には、TA（ティーチング・アシスタント）が
当日会場にて回答をお渡しいたします。
FAX：03−3945−7584

東洋大学通信教育部
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単位認定試験（筆記）第５回 全学生対象
単位認定試験
（筆記）第５回を下記の要領で実施します。
◇実施日

10月27日（日）

◇開催地・会場
開催地
東

京

会

場

所在地

本学白山キャンパス

電

東京都文京区白山5－28－20

話

03−3945−7348

◇実施科目
共通総合科目
授業コード

図書館司書科目
科目名

担当教員名

授業コード

科目名

担当教員名

Y705098020 英語Ⅲ①

J・D・ショート

Y719121010 児童サービス論

島谷

祐枝

Y705099020 英語Ⅲ②

高波

幸代

Y719571010 児童サービス論

島谷

祐枝

Y701141010 現代日本文学

早川

芳枝

Y719551010 図書館サービス概論 島谷

祐枝

Y700191010 現代日本文学Ａ

早川

芳枝

Y719171010 図書館サービス論

祐枝

Y700201010 現代日本文学Ｂ

早川

芳枝

Y719601010 図書館情報資源概論 大塚奈奈絵

Y706131010 スポーツ健康科学講義 金田

英子

Y719191010 図書館資料論

文学部専門科目
授業コード

島谷

大塚奈奈絵

法学部専門科目
科目名

担当教員名

授業コード

科目名

担当教員名

Y714251010 近現代日本文学講読 早川

芳枝

Y740101010 商法Ⅱ部
（会社法） 堀口

勝

Y715401010 作家作品研究〈近現代〉 早川

芳枝

Y741291010 会社法

堀口

勝

Y716561010 作家作品研究（近現代）Ａ 早川

芳枝

Y741161010 経済法

多田

英明

Y716571010 作家作品研究（近現代）Ｂ 早川

芳枝

Y740071020 刑法Ⅰ部
（総論）

小坂

亮

Y709481010 国語科指導法

幸田

国広

Y741441010 刑法Ⅰ部
（総論）
Ａ

小坂

亮

Y709591010 国語科指導法Ⅱ

幸田

国広

Y741451010 刑法Ⅰ部
（総論）
Ｂ

小坂

亮

Y714221010 古代日本文学講読

古田

正幸

Y740081020 刑法Ⅱ部
（各論）

武藤

眞朗

Y715371010 作家作品研究〈中古〉古田

正幸

Y741481010 刑法Ⅱ部
（各論）
Ａ

武藤

眞朗

Y716510090 作家作品研究（中古）Ａ 古田

正幸

Y741491010 刑法Ⅱ部
（各論）
Ｂ

武藤

眞朗

Y716511010 作家作品研究（中古）Ｂ 古田

正幸

Y740021010 憲法

名雪

健二

Y714161010 古代日本文学史

池原

陽斉

Y741421010 憲法Ａ

名雪

健二

Y715141010 古代日本文学史Ａ

池原

陽斉

Y741431010 憲法Ｂ

名雪

健二

Y715151010 古代日本文学史Ｂ

池原

陽斉

Y709491010 社会科指導法Ⅰ（地歴） 田中

政美

Y715261010 古典文法

田貝

和子

Y709621010 社会地歴指導法Ⅰ

田中

政美

Y716241010 古典文法Ａ

田貝

和子

Y709631010 社会地歴指導法Ⅱ

田中

政美

Y716251010 古典文法Ｂ

田貝

和子

Y740091010 商法Ⅰ部（総則・商行為） 遠藤

喜佳

Y714211010 日本語文法

田貝

和子

Y741281010 商法総則・商行為法 遠藤

喜佳

Y714012010 日本文学文化概説② 石田

仁志

Y740111020 商法Ⅲ部（手形・小切手法） 井上

貴也

Y715022010 日本文学文化概説Ａ② 石田

仁志

Y741301010 手形法・小切手法

井上

貴也

Y715032010 日本文学文化概説Ｂ② 石田

仁志

Y741191020 知的財産権法

盛岡

一夫

Y714311010 日本の伝統行事

久野

俊彦

Y740031010 民法Ⅰ部
（総則）

小林

秀年

Y715411010 日本の伝統行事Ａ

久野

俊彦

Y741461010 民法Ⅰ部
（総則）
Ａ

小林

秀年

Y715421010 日本の伝統行事Ｂ

久野

俊彦

Y741471010 民法Ⅰ部
（総則）
Ｂ

小林

秀年

Y713251010 日本民俗学

久野

俊彦

Y740061010 民法Ⅳ部（債権各論） 大坂

恵里

Y715661010 日本民俗学Ａ

久野

俊彦

Y715671010 日本民俗学Ｂ

久野

俊彦
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単位認定試験
（筆記）
（第5回）
◇受験申請手続期間

10月６日（日）〜10月20日（日）

◇受験申請手続
ToyoNet-G
（学務システム）で申請手続をおこなってください。
※ToyoNet-Gでの申請方法は、DVD「東洋大学通信教育課程システムガイド」および下
図を確認してください。

※１ 単位認定試験（筆記）受験票は10月23日（水）から出力が可能です。

◇注意事項
『東洋通信』４月号P.11「2013年度単位認定試験（筆記）
（第１回〜第９回）」を確認してください。
◇試験時間割
１時限目

２時限目

１科目受験者

13：00〜14：00

２科目受験者

13：00〜14：00

14：20〜15：20

３科目受験者

13：00〜14：00

14：20〜15：20
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３時限目

15：40〜16：40

単位認定試験（筆記）
（第5回）
◇会場案内図

東洋大学 白山キャンパス

〒112–8606 東京都文京区白山5–28–20
アクセス

至巣鴨

千石
駅

●都営地下鉄三田線「白山」駅5分

本駒込2

●東京メトロ南北線「本駒込」駅5分
●東京メトロ千代田線「千駄木」駅15分

り
本郷通

千石駅前

東洋大前

北線
トロ南
東京メ

都
営
三
田
線

ampm

三井住友
銀行

125周年記念館
（8号館）

1F

通信教育課（事務室）

125周年記念館（８号館）
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単位認定試験
（筆記）
（第5回）
◇担当教員による学習上のアドバイス
科

目

名

担当教員名 試験場への持込

重点的学習範囲
試験範囲は課題1および2で学んだ部分すべてとなります。試験問題の多
くが課題の設問と同じ、もしくは類似した問いとなるため、課題で勉強し
たところを何度も復習して試験に臨んでください。

英語Ⅲ①

ショート

不可

英語Ⅲ②

髙波

テキスト・
自筆ノート

スポーツ健康科学講義

金田

不可

テキストの第2章、第3章と第7章、第8章を中心に、復習をしておいてく
ださい。

テキスト

『Kの昇天』と『補陀落渡海記』を次の観点から読み直し、考えをまとめて
おいてください。
①同じ異界の存在を信じる、あるいは異界に対して共通認識を持つことで、
異界を共有している人物は誰か。②その異界がどのような場であるかが分
からない状況でも、異界の共有は可能であるか。

テキスト

太宰治の「魚服記」とその「解説」を読んで次のことを整理しておいてく
ださい。①スワにとって日常世界の外部（異界）にいる存在は何か。②それ
らはスワの成長に従ってスワとの関わりをどのように変化させているか。

テキスト

『Kの昇天』と『補陀落渡海記』を次の観点から読み直し、考えをまとめて
おいてください。
①同じ異界の存在を信じる、あるいは異界に対して共通認識を持つことで、
異界を共有している人物は誰か。②その異界がどのような場であるかが分
からない状況でも、異界の共有は可能であるか。

現代日本文学Ａ
早川
現代日本文学Ｂ

現代日本文学

早川

教科書の第九章から出題します。文中で言及されている文学テクスト、作
家、用語、事項について自分で調べ、しっかりと内容を理解しておいてく
ださい。特に「日本主義」「日本的浪漫」という用語についてはしっかり
と勉強しておくように。

日本文学文化概説Ａ②
石田
日本文学文化概説Ｂ②

日本文学文化概説②

石田

テキスト・
自筆ノート・
教材プリント 教科書の第十三章から出題します。文中で言及されている文学テクスト、
作家、用語、事項について自分で調べ、しっかりと内容を理解しておいて
ください。特に美術と文学作品との関係について自分の考えをまとめてお
くように。
教科書の第十章から出題します。文中で言及されている文学テクスト、作
テキスト・
家、用語、事項について自分で調べ、しっかりと内容を理解しておいてく
自筆ノート・
ださい。とくに「相関文化」とはどのような歴史的背景から説明できるか、
教材プリント
考えてください。

古代日本文学史Ａ
池原

テキスト・
自筆ノート

池原

テキスト・
自筆ノート

古代日本文学史Ｂ

古代日本文学史

古典文法Ａ
田貝
古典文法Ｂ

・テキスト（Different Realities）のChapter9、10から出題します。
・わからない単語がないよう、辞書でしっかり調べておきましょう。
・英文訳も出題します（各Chapterから3題ずつ）。
※テキストと自筆ノートのみ、持ち込み可とします。

不可

指定テキスト（『日本古典文学史』双文社出版）の10〜48ページ（第一章）
が試験範囲です。テキストと自筆ノートを持込可としていますが、事前に
該当範囲をよく確認してください。とくに、『古事記』と『万葉集』に関
する問題を中心に出題しますので、この二つの作品に関する個所を、脚注
も含めて熟読してきてください。
指定テキスト（『日本古典文学史』双文社出版）の50〜96ページ（第二章）
が試験範囲です。テキストと自筆ノートを持込可としていますが、事前に
該当範囲をよく確認してください。とくに、『古今和歌集』編纂までの和
歌史と『古今和歌集』自体、また『源氏物語』前後の物語に関して出題し
ますので、以上の個所について、脚注も含めて熟読してきてください。
指定テキスト（『日本古典文学史』双文社出版）の10〜96ページ（第一章・
第二章）が試験範囲です。テキストと自筆ノートを持込可としていますが、
事前に該当範囲をよく確認してください。主な出題範囲は、『万葉集』か
ら『古今和歌集』に至るまでの和歌史に関してです。また、『古事記』や
『源氏物語』のような散文作品についても出題しますので、以上の範囲を
脚注も含めて熟読してきてください。
設問は大きく四題にわかれています。具体的には（一）詞と辞（二）文節の相
互関係（三）単語の分類（四）用言の活用の種類と活用形です。
テキストを良く理解し、〔課題〕はもとより、本文中の例題も文節・単語
に分け、品詞や用法を確認すると良いでしょう。
設問は大きく四題にわかれています。具体的には（一）詞と辞（二）文節の相
互関係（三）単語の分類（四）辞の種類と用法、活用形です。
文法は理解の積み重ねで成り立っています。ですから古典文法Aの範囲も
含まれていますので、十分注意してください。
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単位認定試験（筆記）
（第5回）
科

目

名

古典文法・
日本語文法

担当教員名 試験場への持込

田貝

不可

作家作品研究
（中古）
Ａ
古田

テキスト・
自筆ノート

古田

テキスト・
自筆ノート

作家作品研究
（中古）
Ｂ

作家作品研究〈中古〉
・
古代日本文学講読

作家作品研究
（近現代）
Ａ
早川

全て可

早川

全て可

作家作品研究
（近現代）
Ｂ
作家作品研究
（近現代）
・
近現代日本文学講読

重点的学習範囲
設問は大きく五題にわかれています。具体的には（一）詞と辞（二）文節の相
互関係（三）単語の分類（四）用言の活用の種類と活用形（五）辞の種類と用法、
活用形です。
テキストを良く理解し、〔課題〕はもとより、本文中の例題も文節・単語
に分け、品詞や用法を確認すると良いでしょう。
試験問題はリポート課題、スクーリングの講義内容から出題されます。テ
キストを通読し、シラバスの解説などもすみずみまでよく理解してノート
にまとめておいてください。なお、添削済みのリポートおよびリポートの
採点文、スクーリング時の参考資料は持ち込んでかまいませんが、その他
の参考書などのコピーは持ち込み不可とします。
試験問題はリポート課題、スクーリングの講義内容から出題されます。テ
キストを通読し、シラバスの解説などもすみずみまでよく理解してノート
にまとめておいてください。なお、添削済みのリポートおよびリポートの
採点文、スクーリング時の参考資料は持ち込んでかまいませんが、その他
の参考書などのコピーは持ち込み不可とします。
試験問題はリポート課題、スクーリングの講義内容から出題されます。テ
キストを通読し、シラバスの解説などもすみずみまでよく理解してノート
にまとめておいてください。なお、添削済みのリポートおよびリポートの
採点文、スクーリング時の参考資料は持ち込んでかまいませんが、その他
の参考書などのコピーは持ち込み不可とします。
結末で浦島が年をとることをどう解釈するか、浦島伝説を収録している古
典文学と類似の漢籍に目を通してまとめておいてください。
芥川龍之介「鼻」を読み、禅智内供が自身の鼻の大きさを気にする理由を
鼻の大きさの変化ごとにまとめておいてください。
結末で浦島が年をとることをどう解釈するか、浦島伝説を収録している古
典文学と類似の漢籍に目を通してまとめておいてください。
テキスト『伝承歳時記』冬の章、及び『シラバス』にあげた参考書・事典
などで、1月15日前後の「小正月行事」について理解を深めてください。
その観点から、「小正月行事」
（道祖神祭り・どんど焼き・さぎちょう・ま
ゆ玉など）を捉えてください。都道府県史・市区町村史の民俗編で調べて
ノートにまとめましょう。事前に調べたノートの持ち込みは可です。

日本の伝統行事Ａ
テキスト・
自筆ノート

日本の伝統行事Ｂ

テキスト『伝承歳時記』夏の章、及び『シラバス』にあげた参考書・事典
などで、
「夏祭り・祭礼行事」について理解を深めてください。その観点
から、あなたの地域の祭礼、または見聞した一つの祭礼を捉えてみましょ
う。新しい祭りも調べる対象に含みます。祭りを行う側（氏子・運営主体）
に立って祭りを調べましょう。都道府県史・市区町村史の民俗編で、行事
の事例を調べてノートにまとめましょう。事前に調べたノートの持ち込み
は可です。

日本の伝統行事

テキスト『伝承歳時記』夏の章、及び事典などによって、青森県下北半島
の「恐山大祭」について理解を深めてください。下北の「恐山参り」につ
いて調べましょう。その観点から、身近な「霊場参り・寺院巡拝」の事例
を捉えてみましょう。霊場や寺院巡拝に関する本や都道府県史・市区町村
史の民俗編で、「霊場巡拝・寺院巡拝」の事例を調べてノートにまとめま
しょう。事前に調べたノートの持ち込みは可です。

久野

久野

テキスト・
自筆ノート

日本民俗学Ａ
久野

全て可

テキスト『日本民俗学』の第二部七章「芸能」
（p181〜p192）を読み、
「民
俗芸能」について理解してください。その中で、神楽・田楽・風流（ふり
ゅう）に相当する具体的な事例を、都道府県史・市区町村史の民俗編や民
俗芸能の書物にあたって調べ、把握しておいてください。資料の持ち込み
はすべて可とします。

日本民俗学Ｂ

テキスト『日本民俗学』第三部一・二・三章（p193〜p243）を読み、民
俗学が研究対象とする「口承文芸」の種類（p199〜p202）について理解
してください。その観点から、なぞ・ことわざ・民謡・語り物を捉えてく
ださい。身近な「なぞ・ことわざ・民謡」を再確認しておいてください。
資料の持ち込みはすべて可とします。

日本民俗学

テキスト『日本民俗学』第二部四章（p119〜p138）を読み、民俗学が研
究対象とする「衣食住」について理解してください。その観点から、はれ
着・ふだん着・仕事着、はれの食・ふだんの食について、または、住まい
の間取りと各部屋の家具の配置と部屋の使い方についてを捉えてください。
自家の事例を記録するか、都道府県史・市区町村史の民俗編を参照しまし
ょう。資料の持ち込みはすべて可とします。

久野

全て可

12

単位認定試験
（筆記）
（第5回）
科

目

名

担当教員名 試験場への持込

重点的学習範囲

児童サービス論

島谷

不可

テキスト全体より、主にサービスの種類と内容の理解に関して出題します。
児童サービスで行われる特色のあるサービスについて、実施の際の注意点
も含めて確認しておいてください。

図書館サービス概論・
図書館サービス論

島谷

不可

テキスト全体より、主にサービスの種類と内容の理解に関して出題します。
公共図書館では地域により行われているサービス内容に違いがありますが、
なぜそういうことが起こっているのかについても理解を深めておいてくだ
さい。

図書館情報資源概論・
図書館資料論

大塚

不可

テキスト全体より幅広く出題します。図書館情報資源の特性をまとめてお
いてください。図書館の各業務（資料の収集と蓄積・保管、評価のプロセ
スやメディア変換など）についても整理し、理解しておいてください。

幸田

テキスト
（二種）

リポート課題、スクーリングの学習内容をよく復習しておくこと。特に、
教材研究については〔リポート課題への取り組み方〕に記した諸点をしっ
かり理解・習熟しておくこと。

名雪

指定六法

名雪

指定六法

国語科指導法Ⅱ
国語科指導法
憲法Ａ
憲法Ｂ
憲法

基本的人権から2問出題。2013年度のリポートの課題からは出題しない。

民法Ⅰ部
（総則）Ａ

統治機構（天皇を除く）から2問出題。2013年度のリポートの課題からは
出題しない。
基本的人権から1問出題。
統治機構（天皇を除く）から1問出題。
2013年度のリポートの課題からは出題しない。
課題1と課題2を中心に復習し、あわせてテキスト（p.1〜p.156）を熟読し
ておくこと。

小林(秀）

指定六法

民法Ⅰ部(総則）

小林(秀）

指定六法

課題1〜課題4を中心に復習し、あわせてテキストを熟読しておくこと。

民法Ⅳ部
（債権各論）

大坂

指定六法

第三者との関係における賃貸借の効力について十分に勉強しておいてくだ
さい。

小坂

不可

小坂

不可

武藤

指定六法

刑法Ⅱ部
（各論）

武藤

指定六法

出題範囲：2問中1問選択
1. 暴行罪・傷害罪
2. 詐欺罪・強盗罪

「商法総則・商行為法」・
商法Ⅰ部
（総則・商行為）

遠藤

指定六法

商号選定の原則について

会社法
商法Ⅱ部
（会社法）

堀口

指定六法

課題1に対応

「手形法・小切手法」
商法Ⅲ部
（手形・小切手法）

井上

指定六法

課題1から課題4について十分に復習をしておくこと。

経済法

多田

テキスト・
指定六法

知的財産権法

盛岡

指定六法

民法Ⅰ部
（総則）Ｂ

刑法Ⅰ部
（総論）Ａ
刑法Ⅰ部
（総論）Ｂ
刑法Ⅰ部
（総論）
刑法Ⅱ部
（各論）Ａ
刑法Ⅱ部
（各論）Ｂ

社会地歴指導法Ⅰ

社会科指導法Ⅰ
（地歴）

田中

可罰的違法性（判例の流れを中心として）。
違法性の錯誤。
違法性の錯誤。
出題範囲（1問必答）：暴行罪、傷害罪
出題範囲（1問必答）：財産犯（財産罪）の客体

私的独占の禁止、不当な取引制限の禁止、事業者団体に対する規制に関す
る事例問題
不正競争防止法2条1項1号・2号、3条等を十分に理解しておくこと。

テキスト・
自筆ノート

○わが国の戦後（1945年以降）の教育制度の変遷について、時代の背景と
教育行政の変化も含めて学習しなさい。
○わが国の戦後の学習指導要領の変遷を、時代の背景と教育施策の変遷を
含めて学習しなさい。
○わが国の戦後の社会系教科の変遷を学習しなさい。

テキスト・
自筆ノート・
定規

○中学校社会科の1分野又は高等学校地理歴史科の地理、世界史、日本史
からの1科目を選択して、自分が授業をする場合の1時間分の学習指導
案を板書内容を含めて考えなさい。
○教科書の第5章を学習しなさい。

テキスト・
自筆ノート

○近世までの学校と比較して、国民国家としての近代国家が必要とした教
育制度を学習しなさい。社会系の教科に期待された役割についても学習
すること。
○わが国では社会系の教科は総合的な「社会科」であった。総合的な「社
会科」について学習しなさい。
○明治時代から戦前（第二次世界大戦）までのわが国の教育制度（学校制度）
について学習しなさい。

田中
社会地歴指導法Ⅱ

課題1と課題2を中心に復習し、あわせてテキスト（p.157〜p.260）を熟
読しておくこと。
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単位認定試験（筆記）
（第5回）

教員による学習相談 全学生対象
単位認定試験
（筆記）実施当日、各試験会場にて下記の試験監督教員による学習相談を受け
付けます。
この相談は日頃学習をおこなう上で疑問や不安に思っていること等を試験監督担当の各学
部教員と個別で相談することができます。相談希望者は、必ず受験申請期間内に通信教育課
事務室に電話
（TEL 03−3945−7348）、メール（メールアドレス mltsukyo@toyo.jp）等
で申込みをするとともに、次頁の「学習相談申込書」を事務室にFAX（03（3945）7584）
してください。
当該会場における事前相談申請者がいない場合および単位認定試験受験者がいない場合に
は学習相談は実施しませんので、あらかじめご承知おきください。
なお、実施の有無については、試験日の１週間前に通信教育課事務室に電話、メールにて
お問い合わせください。
・第５回

10月27日（日） 10：30～11：30

・学習相談申込期間：10月６日（日）〜10月18日（金）
会

場

東京会場
（白山キャンパス）

対応教員（専攻）

通信教育課程での担当科目

松田 正照
（刑事訴訟法）

刑事訴訟法
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単位認定試験
（筆記）
第5回
2013年

月

日

学習相談申込書
学部・学科
氏

学部

名

7

学籍番号（10ケタ）
現

学科

住

所

〒

電話番号（日中連絡がつく番号）
メールアドレス（ある場合）
相談希望会場

会

場

相談内容
（学習に関する相談事項を具体的に書いてください）

※A４サイズに拡大コピーをし、記入後、FAXしてください。【FAX：03（3945）7584】
15

提出

学籍 後期生対象
正科生の在籍手続について（休学手続・休学からの復学手続を含む）
後期生（10月入学生）は10月１日から新年度が始まります。引き続き在籍するためには、
下記の手続が必要となります。
◆学費の納入について
学費の振込用紙は９月末頃に大学から送付します。振込用紙に印字されている金額を期限
内に納入してください。今年度より、振込後に振込用紙の一部を事務室に送付する必要はな
くなりました。
学費内訳

振込期間

10月１日（火）〜10月15日（火）厳守

新２〜４年生

授業料

100,000円

原級生

再学料

80,000円

＊振込期限までに学費を納入しなかった学生は、東洋大学通信教育部規程第28条により除籍
となります。
◆学生証裏面シールの更新について
学生証の有効期限は2013年10月15日までです。事務室から学生証裏面シールを９月下
旬に送付しますので、貼りかえてください。学生証裏面シールの有効期限の切れた学生証は
無効となり、単位認定試験受験・スクーリング受講・図書館の利用ができません。また、通
学定期・学割等の購入にも利用できません。
◆休学手続について

手続期間

9月２日（月）〜 9月26日（木）
必着

振込期間

10月１日（火）〜10月15日（火）厳守

休学を希望する学生は下記２点を手続期間内に事務室へ送付してください。休学用の振込
用紙
（金額20,000円）
が送付されますので、その振込用紙を使用してください。
休学中は、リポート提出、スクーリング受講を含む一切の学習ができません。
また、休学は在学中２回（２年間）が限度となります。
必
１
２

要

書

類

等

「休学願」
（今月号巻頭に綴じ込まれています）
※本人と保証人の署名・別々の印影での捺印が必要
返信用封筒
（長３〈縦23.5ｃｍ×横12ｃｍ〉サイズ）
宛名明記
（
「様」をつけること）、80円分切手貼付

※学生証自体の送付は不要です。
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◆休学からの復学手続について

手続期間

9月２日（月）〜 9月26日（木）必着

振込期間

10月１日（火）〜10月15日（火）厳守

2012年度休学し、2013年度復学を希望する学生は下記２点をまとめて手続期間内に事
務室へ送付してください。９月末頃に学費の振込用紙を送付しますので振込期間内に納入し
てください。
必
１

要

書

類

等

「復学願」
（対象者には８月下旬に送付します）
※本人と保証人の署名・別々の印影での捺印が必要
返信用封筒（長３〈縦23.5ｃｍ×横12ｃｍ〉サイズ）
宛名明記（「様」をつけること）、80円分切手貼付

２

※学生証自体の送付は不要です。
◆在籍手続についての注意
○一旦納入された学費は、返還できませんので注意してください。
○休学・復学許可書（手続期間中に受付した申請が対象）については、11月中旬に送付しま
す。
○2012年度に休学した学生は、復学手続を行わなければ、2013年度学習することはで
きません。

退学手続について


手続期間

9月２日（月）〜10月15日（火）必着

事情により、退学を希望する学生は下記３点をまとめて手続期間内に事務室へ送付してく
ださい。
必
１

要

書

類

等

「退学願」
（本人と保証人の署名・別々の印影での捺印が必要）
※通信教育課程ホームページの「各種申込の方法」内にある本学指定書式の「退
学願」を使用してください。

２

学生証（必ず返却してください）

３

返信用封筒（長３〈縦23.5ｃｍ×横12ｃｍ〉サイズ）
宛名明記（「様」をつけること）、80円分切手貼付

〈注意〉
○書類を郵送する際は紛失等に備え、
「特定記録郵便」を利用してください。
○退学許可書（手続期間中に受付した申請が対象）については、11月中旬に送付します。
○振込期間内に学費の納入がなく、「退学願」を提出しない場合は、除籍となります。
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在学年限超過に伴う退学について【再掲】
次の表１に該当する後期生で2013年９月に卒業できない学生は、2013年９月30日付
で在学年限超過退学となります。この場合は、いかなる理由があっても、在学年限の延長は
できません。
表１
学籍番号の年度

これまでの休学期間

①

03

なし

②

02

１年

③

01

２年

◆退学時に単位認定に至らなかった履修途中の科目の学習履歴は、すべて無効となります。
◆対象者には、９月中旬に郵送にて通知をします。
◆在学年限超過に伴う退学後、引き続き学業の継続を希望する場合は、再入学を申請する
ことができます。
※手続方法の詳細については、通知書と共に送付する再入学手続書類を確認してください。

科目等履修生の登録期間終了について
2013年９月30日で科目等履修生の登録期間は終了します。
速やかに事務室まで科目等履修生証を「特定記録郵便」にて返却してください。
返却期限：2013年10月11日（金）
＊学習の継続を希望する場合は、次の項目を確認してください。

科目等履修生で改めて次年度の登録を希望する場合
下記の要領で改めて次年度の登録手続が必要です。
対象：2013年10月１日以降も改めて登録を希望する方
期限：2013年10月１日（火）
（当日消印有効）
願書の入手方法：HP（http://www.toyo.ac.jp/site/tsukyo）から「2013年度募集要
項」等をダウンロードしてください。
出

願

方

法：
『2013年度募集要項』に基づいて、東洋大学通信教育課程2013年
度インターネット出願ガイダンスを熟読の上、出願してください。

注意：11月開始のスクーリング受講を希望する場合、この出願手続は９月４日（水）ま
でに完了してください。
なお、2012年度単位修得に至らなかった科目のリポート合格やスクーリング
合格などの学習履歴は引きつがれませんのでご注意ください。
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科目等履修生の証明書発行時の注意について 科目等履修生対象
「成績・単位修得証明書」または「学力に関する証明書」の発行について、登録期間が複数
年にわたり連続している場合は、その間に修得した単位を１枚の証明書にて発行が可能でし
たが、2012（平成24）年度より科目等履修生の適用カリキュラムが変更になったことに伴
い、今後は２枚での発行となります。
詳細は下記をご確認ください。
【対象者】
登録期間が2011（平成23）年度と2012（平成24）年度にまたがる科目等履修生
【対象証明書】
・
「成績・単位修得証明書」
・
「学力に関する証明書」
下記のような科目等履修生は２枚での証明書発行となります。
【例】登録期間：2008（平成20）〜2012（平成24）年度
・
「成績・単位修得証明書」
2008
（平成20）〜2011（平成23）年度分… ……１枚（手数料300円）
2012
（平成24）年度分… ……………………………１枚（手数料300円）
合計２枚（手数料合計600円）
・
「学力に関する証明書」
2008
（平成20）〜2011（平成23）年度分… ……１枚（手数料300円）
2012
（平成24）年度分… ……………………………１枚（手数料300円）
合計２枚（手数料合計600円）
※手数料は郵便局発行の定額小為替のみの取り扱いとなります（現金・切手不可）。
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予告 履修登録について 後期正科生対象
履修登録は、ToyoNet-Gを利用した手続となります。
手続方法は『学務システムToyoNet-G利用ガイドブック』P.19〜20で確認してくださ
い。
１．履修登録期間
・10月１日
（火）
〜８日（火）
下記「３．対象学年」に該当する学生は、履修登録の手続を怠ると東洋大学通信教育部規
程第28条により 除籍 となるので、注意してください。
２．履修登録単位数
上限20単位
（年２回）
後期生は年度途中の入学であり、確定しているスケジュールが翌年の３月までであること
から、科目選択に不明なことが多い中で履修登録を行うこととなります。そのため、履修登
録については10月と４月の２回に分割してそれぞれ上限20単位ずつ登録を行います。
３．対象学年
後期正科生１〜４年生（原級生を除く）
※原級生は新規に履修登録できませんが、諸資格科目の履修については事務室にお問い合
わせください。
４．継続履修
やむなく、前年度に履修登録した科目で前年度内に単位の修得まで至らなかった場合は「継
続履修」として科目が登録され、引き続き学習ができます（テキスト配本はありません）。
５．追加履修科目
次の
（１）
〜
（５）
に該当する科目は「追加履修科目」です。
追加履修科目は、年間の新規履修登録単位の上限の40単位には含まれず、テキスト配本も
ありません。
（１）卒業要件に含まれない教職科目を履修する場合
（２）編入学・転入学生が編入学・転入学年より低学年次配当の必修科目を履修する場合
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入学学年別

低学年次配当科目一覧
２年次編入学・転入学生

３年次編入学・転入学生

文学部

基礎ゼミナール

基礎演習
日本文学文化概説A・B
日本語概説A・B

法学部

法学概論
憲法Ａ・Ｂ
民法Ⅰ部（総則）Ａ・Ｂ
刑法Ⅰ部（総論）Ａ・Ｂ

憲法
民法Ⅰ部（総則）
刑法Ⅰ部（総論）
商法総則・商行為法
民法Ⅱ部（物権）
刑法Ⅱ部（各論）

（３）2012年度以降の文学部の編入学・転入学の正科生で、図書館司書資格を自由科目（卒
業単位に含まれない）である新法で履修する場合（2013年度２年次編・転入は除く）
（４）学籍番号の入学年度が2004年以前の文学部の学生が、図書館司書科目・司書教諭科目
を履修する場合
（５）法学部の学生が、図書館司書科目・司書教諭科目を履修する場合（※本学での卒業が資
格取得に必要です）
６．履修科目変更について
履修登録済みの科目について、以下の場合のみ同科目の別コースへ変更することが可能で
す。
（１）学習方法がスクーリングのみの科目
（２）学習方法をメディア授業に変更する場合
日本史Ａ・Ｂ

日本文学文化概説Ａ・Ｂ

ただし、変更前のコースで学習した学習履歴は無効となり、既に配布している科目のテキ
ストから新規に登録するコースのテキストに変更する場合は、そのテキスト代は自己負担に
なります。予めご了承ください。
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各種期限について 前期生対象 【再掲】
●リポートについて
該当年度内の単位修得を必要とする場合のリポートの提出期限
2014年３月卒業・
単位修得予定者
転部・転科試験受験予定者
2014年３月修了予定
科目等履修生

提出期限

注意事項

2014年１月14日
16：45（必着）

左記提出期限までにリポートを提出
すれば、下記単位認定試験申請に間
に合うよう、結果を返送します（予
定）
。

※７月21日
（日）
〜９月30日（月）はリポート受付停止期間となりますのでご注意ください。
●スクーリングについて
該当年度内の単位修得を必要とする場合のスクーリング受講期限
受講期限
単位認定試験の
受験が必要な科目
2014年３月卒業・
単位修得予定者
転部・転科試験受験予定者
2014年３月修了予定
科目等履修生

スクーリング試験で
単位修得となる科目

冬期１期まで
（1／13終了分）

注意事項

単位認定試験の受験が
必要な科目の受験申請
は、スクーリングの合
格後に手続できます。

●メディア授業について
メディア授業の受講期限（予定）
学習申込期間

受講期間

注意事項

2014年３月卒業・
単位認定試験の受験が必要な科
単位修得予定者
第４回まで
転部・転科試験受験予定者
目の受験申請は、メディア授業
（2013年12月20日〜2014年１月13日）
2014年３月修了予定
の合格後に手続できます。
科目等履修生

●単位認定試験について
該当年度内の単位修得を必要とする場合の受験および提出期限
単位認定試験
（筆記）
受験
2014年３月卒業・
単位修得予定者
転部・転科試験受験予定者
2014年３月修了予定
科目等履修生

2014年２月16日

単位認定試験（論文）
提出期限

注意事項

2014年２月15日
（12：45必着）

単位認定試験（論文）に
ついて、解答期限は問題
出力日より40日間です
が、申請が遅い場合でも
左記期限どおりです。

※８月21日
（水）
〜９月30日（月）
は単位認定試験（論文）の申請・受付停止期間となりますの
でご注意ください。
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「司書教諭修了証書」申請について 後期生対象
「司書教諭修了証書」大学一括申請（申請手数料600円）の申込受付を下記のとおり行いま
す。ただし、編入学生・科目等履修生は、文部科学省へ個人申請が必要となりますので申込
できません
（2013年９月本学卒業見込者および本学卒業生は大学一括申請が可能な場合があ
りますので、事務室に問い合わせてください）。
なお、大学一括申請した場合の「司書教諭修了証書」の交付は、2015年５月中旬頃とな
ります。
１．申請資格
・司書教諭の資格に必要な単位（５科目10単位）が修得済であること。
・教育職員免許状の取得または2014年５月末までに「教育職員免許状授与証明書」の
発行を受けられる見込であること。
２．手続について
上記申請資格がある者で大学一括申請を希望する学生は、P. 39の「司書教諭修了証書申
請書」をＡ４判に拡大してコピーし、必要事項を明記のうえ、80円切手と宛名シール１枚
（住所・氏名明記）
を同封し、2013年９月20日（金）〜27日（金）必着で事務室宛に申し込ん
でください。
なお、申請者には2014年６月頃に申請手続および手数料納入について、お知らせいたし
ます。

成績の確認について 後期生対象
ToyoNet-G「学生メニュー」の「学習状況」で、自身の学習履歴が確認できます。
学習を進めながら、随時、履歴の確認をしてください。成績表は送付しません。
＊学習状況の内容に関して質問がある場合は、返信用封筒（宛名明記・切手貼付）、学生証の
コピーを同封のうえ、質問用紙にて問い合わせてください。電話での質問には応じられま
せんので、ご注意ください。

本学へ入学する前に修得した単位の認定について 後期1年次入学の正科生対象
以下の条件に合致する本学入学前に修得した単位がある場合、審査のうえ、教育上有益と
認められる場合は、卒業要件中、共通総合科目として最大30単位まで認定を受けることが可
能です。
単位認定の審査を希望する学生は、下記の対象・条件に照らし合わせて期間内に申請して
ください。なお、この制度に該当する方は、主として大学中退または短期大学中退で正科生
として１年次に入学された方となります。
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対

象：学籍番号の入学年度が“02”〜“12”の学生（１年次入学の正科生のみ）

条

件：以下の２点をすべて満たすこと
１．本学入学前に修得した単位であること
２．大学または短期大学において履修した授業科目について修得した単位である
こと

申請期間：2013年９月2日（月）〜９月９日（月） 必着
申請方法：以下の書類を長３定形封筒に、80円切手を貼付、宛名明記のうえ、事務室まで郵
送してください。
１．入学前の既修単位認定申請書
２．当該大学・短期大学の成績証明書
注

意：審査の結果、単位の認定が受けられない場合があります。
単位認定は2013年10月１日修得として認定されます。
「入学前の既修単位認定申請書」は事前に事務室へご請求ください。
請求方法は、
「入学前の既修単位認定申請書」希望とＡ４用紙に明記し、長３定形
返信用封筒に住所・氏名を明記、80円切手を貼付し、送付してください。

放送大学において修得した科目の単位認定について 後期1年次入学の正科生対象
以下の条件に合致する科目がある場合、審査のうえ、教育上有益と認められる場合は、卒
業要件中、共通総合科目として最大30単位まで認定を受けることが可能です。
単位認定の審査を希望する学生は、下記の対象・条件に照らし合わせて期間内に申請して
ください。なお、この制度は編入学・転入学での入学者は除きます。
対

象：学籍番号の入学年度が“02”〜“12”の学生（１年次入学の正科生のみ）

条

件：放送大学の選科履修生または科目等履修生として修得した単位であること

申請期間：2013年９月２日（月）〜９月９日（月） 必着
申請方法：以下の書類を長３定形封筒に、80円切手を貼付、宛名明記のうえ、事務室まで郵
送してください。
１．放送大学において修得した科目の単位認定申請書
２．当該大学の成績証明書
注

意：審査の結果、単位の認定が受けられない場合があります。
単位認定は2013年10月１日修得として認定されます。
「放送大学において修得した科目の単位認定申請書」は事前に事務室へご請求くだ

さい。
請求方法は、
「放送大学において修得した科目の単位認定申請書」希望とＡ４用紙
に明記し、長３定形返信用封筒に住所・氏名を明記、80円切手を貼付し、送付し
てください。
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卒業論文題目登録申請について 後期生対象 【再掲】
後期生のうち、2013年９月30日（月）までに下記の条件を満たす学生は、2014年９月
卒業に向けて、卒業論文題目登録の申請を必ず行ってください。
なお、この手続を所定の期日までに行わない場合、2014年９月の卒業に向けた卒業論
文の執筆ができなくなるので、注意してください。

●卒業論文題目登録申請の条件
卒業必要単位（124単位）の内、84単位以上を修得していること
●申請方法
卒業論文題目・指導教員の申請登録は、ToyoNet-Gで行います。
手続き方法は『学務システムToyoNet-G利用ガイドブック』P.27〜29で確認してくだ
さい。
●申請期間
2013年10月１日（火）〜10月８日（火）
詳細は、卒業論文説明会資料に掲載しています。
卒業論文説明会・指導会を欠席した学生は、資料請求してください。
■請求方法
封筒に「卒業論文説明会・指導会資料送付希望」と明記のうえ、以下を同封してください。
・返信用封筒
（角２封筒、郵便番号・住所・氏名記載済）
※文学部：200円切手

法学部：140円切手

を貼付してください。

※過去に提出された卒業論文の一部を事務室で保管しています。閲覧希望の方は窓口にお申
し出ください。
※卒業の条件として、卒業に必要な単位（124単位）のうち、30単位分（２年次編入生は23
単位、３年次編入生は15単位）のスクーリング単位が必要ですので、未充足の卒業予定者
は、計画的にスクーリングを受講してください。
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学生へのお知らせ
今年６月、リポート課題の作成において法学部の学生が他人の答案を引き写すという不正
行為をおこなったことが発覚し、審議の結果、懲戒処分となりました。
学生のみなさんにおかれましては、このようなことをおこなわないよう、十分に注意して
ください。
東洋大学通信教育課程学生等の学習（リポート・試験スクーリング・メディア授業）におけ
る不正行為に対する取扱要綱
本学の通信教育課程における学習等において、本学の規則に反し又は学生等の本分に反す
る行為
（以下「不正行為」という。）を行った学生等は、東洋大学通信教育部規程第76条に則
り懲戒処分とする。懲戒処分は、下記の基準により、通信教育委員会の議を経て、当該学生
等が所属する学部教授会に報告するものとする。
［不正行為の懲戒処分基準］
１．不正行為者に対する懲戒の種類
① 譴責
② 停学
③ 退学
２．懲戒とその対象となる不正行為
（１）譴責の対象となる行為
① 持ち込みが認められているものの貸借
② 答案またはリポートを故意に他人に見せる、もしくはそれを見る行為
（インターネット上での行為を含む）
③ 教職員からの注意等を無視した行為
④ 他の答案またはリポートと著しく類似する等、本人以外が作成に関わったこと
が強く推定される答案またはリポートの提出
⑤ その他、前各号の一つに準ずる行為
（２）停学対象となる行為
① 答案用紙またはリポートを交換する行為（インターネット上で公開する行為も含
む）
② 許可されていないもの（カンニングペーパーおよびそれに類するもの）の持ち込
み
③ 書き込みを許可されていない持ち込み許可教材、机上、手掌等へ書き込みをし
ての受験、またはこれに準ずる行為
④ 教職員・実習先指導員等からの注意に対する暴言
⑤ その他、前各号の一つに準ずる極めて悪質な行為
（３）退学の対象となる行為
① 替玉受験・替玉受講、リポート・試験の剽窃
② 在学中における再度の不正行為
③ 教職員・実習先指導員等に対する暴言・暴力行為
④ その他、前各号の一つに準ずる極めて悪質な行為
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３．懲戒に伴う措置
（１）懲戒の種類に伴う措置は、次のとおりとする。
① 譴責または停学の対象となる不正行為のあった科目については、当該科目の履
修を無効とする。
② 停学の期間は12カ月未満とし、停学期間中のリポート提出・スクーリング・メ
ディア授業受講並びに単位認定試験（筆記・論文）受験・外部での実習のすべて
を認めない。
③ 退学の対象となる不正行為のあった科目については、科目の履修を無効とする。
（２）停学期間は、当該学部で処分を決定した日（通信教育委員会議決日）の翌日から算定
する。
（３）決定した懲戒内容については、不正行為者が所属する学部の学部長が、本人及び保
証人と面接のうえ通達する。
（４）停学期間中は、不正行為者に対してその所属する学部が教育的指導を行う。
（５）２．
（１）〜（３）における、
「譴責の対象になる行為①及び②」、
「停学１ヵ月の対象と
なる行為①」、
「退学の対象となる行為①」の不正行為に関与した者に対しても、懲
戒の種類に応じて３．
（１）の各号を適用する。
（６）不正行為発生日から懲戒処分決定までの間のリポート提出・スクーリング・メディ
ア授業受講並びに単位認定試験（筆記・論文）受験の扱いは、処分決定をもって扱う
ものとする。
（７）３．
（１）〜（６）に係り、不正行為者が所属する当該学部教授会は、当該案件につい
ての審議及び決定を通信教育委員会に委託し、通信教育委員会は、その結果を不正
行為者が所属する当該学部教授会に報告するものとする。
４．科目等履修生についても本要綱を適用し、正科生と同等の処分とする。
５．不服申立て
（１）不正行為の指摘を受けた学生は、その日から１週間以内に通信教育部へ文書による
不服申し立てをすることができる。
（２）不服申し立てがあった場合、当該学部の通信教育課程主任は、事実を調査のうえ報
告書を作成する。なお、報告書作成にあたり、必要に応じて不服を申し立てた学生
等および当該教職員等関係者から事情を聞くことができる。
（３）当該学部の通信教育課程主任は、不服申し立て書、調査報告書を通信教育委員会に
提出し、その懲戒についての審議を依頼する。
（４）通信教育委員会が不服申し立て者の懲戒を決定した場合は、「3.懲戒に伴う措置」
が適用される。
（５）通信教育委員会が、不服申し立てが正当であると判断した場合は、懲戒処分は行わ
ない。
６．この要綱の改正は、通信教育委員会の議を経て、通信教育課程を置く学部教授会の承認
を得るものとする。
附
１

則
この要綱は、平成24年４月１日から施行する。
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登録情報の変更について 全学生対象
氏名・住所・電話番号・勤務先・保証人など、既に登録されている事項に変更が生じた場
合は次の方法で変更手続をしてください。
①住所・電話番号・勤務先の変更……………ToyoNet-Gより変更してください
②上記以外の変更…………通信教育課程ホームページの「各種申込の方法」内にある「各種
申込用紙」に記入し、学生証のコピーを同封の上、お送りください。
氏名・住所・電話番号はもちろんのこと、勤務先・保証人項目などについても正確な届出
がなされなかった場合、
『東洋通信』発送、個人への連絡等に支障をきたす場合がありますの
で、必ず届け出てください。また、住所変更の際は、郵便局への「転居届」提出も必ず行っ
てください。
なお、大学からの送付物の発送予定
（2013年９〜10月）は、下表のとおりです（在学生の
み、教職課程履修者等の個別送付分は除く）。「変更届」を提出することが必要な学生は、確
実に受取りができるよう、９月上旬までに手続を完了してください。
各種資料等

発送予定日程

学費振込用紙

９月末

『東洋通信』10月号

９月末

正科生（後期生）
の図書館利用について 後期生対象
９月20日卒業の学生は、本学図書館の図書および雑誌の最終返却期限が９月25日（水）ま
でとなります。 また、入学年度が2008年度以前の学生（後期生）も上記と同じ扱いです。
ただし、今後も本学学生として継続の意志があり、学費納入以前で図書館資料の貸出を希
望する学生には、図書館１Ｆカウンターに学生証を提示することにより、９月25日までの貸
出期限を９月30日
（月）までに延長することを認めます。
なお当該資料の最終貸出期限は９月30日（月）までであり、10月以降の貸出は新しい学生
証で改めて行ってください。
《参考》
学籍番号 ７１４００８２００１
入学年度「200８」

通信教育課９月の業務取り扱い時間のお知らせ
・９月１日
（日）
〜９月30日（月）
（土曜・日曜・祝日を除く）
９：30〜12：45、14：00〜16：45
※ただし、９月21日（土）・28（土）のみ９：30〜12：45を業務取扱時間とします。
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「第27回 法学部長杯争奪法律討論会」開催と立論者募集のお知らせ
法学部学生対象
本学法学部学生が同一テーマについて研究発表し、意見を交換することによってリーガル
マインドを培うことを趣旨とした、
「法学部長杯争奪法律討論会」を下記の要領で開催します
ので、奮って参加してください。
なお、質問者は申込不要ですが、立論発表者は下記６〜12の要領にしたがって申し込んで
ください。
記
【開 催 要 領】
１．開催日時
平成25年10月24日（木） 13：00〜16：10
２．会
場
５号館地下２F 井上円了ホール
３．討論課題
民法分野
出題者
中村 恵 准教授
※課題は次ページ参照
４．討論方法
立論者よりそれぞれ10分ずつ発表した後、参加者からの質問を受け付
け、討論を行う。
５．表
彰
［立論の部］ ３位まで入賞とし、賞状・賞品を贈呈する。
また、優勝者には法学部長杯を贈呈する。
［質問の部］ ３位まで入賞とし、賞状・賞品を贈呈する。
（質問者は申込不要。当日会場で質問できる。ただし、立

論者は質問の部の表彰対象としない。）
【立論者募集要項】
６．募集人数
６名
（応募者多数の場合は、書類選考をして立論者を決定します）
７．募集対象者
本学法学部学生（第１部・第２部及び通信教育部学生、学年不問）
８．申込先 申込用紙に記入の上、レジュメと一緒に下記アドレスへメールで申し込むこと。
申込提出メールアドレス
mlhou＠toyo.jp
９．立論者の選考 ａ）受 付期間に応募者が６名を超えた場合には、提出されるレジュメ
（A４×１枚）
によって立論者を予備選考して、10月４日（金）に立論
者を発表する。
ｂ）受付期間に応募者が６名に達しない場合には、先着順で６名に達す
るまで延長する。
（最終受付は10月２日（水）午後５時までとする。）
10．提出書類 申込書＋レジュメ
（A４×１枚 横書き 10.5ポイント。書式は自由とする。
表題は「第27回法律討論会レジュメ」として氏名を記載する。）
（添付ファイルの形式は原則としてワードとする。）
11．受付期間 平成25年９月21日（土）〜27日（金）
12．その他
授業の出席振替措置は行いませんが、立論希望者は窓口で相談してください。
※開催要領、立論者募集要項に変更等がある場合はToyoNet-G、法学部掲示板等でお知らせ
します。
ToyoNet-Gで募集要領・申込用紙のダウンロード、
および法律討論会の案内を見ることができます。
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《第27回法律討論会 課題》
出題分野：民法分野
出題教員：中村

恵

准教授

Ｘは平成18年ないし平成19年当時未成年者であり、母Ａが親権者であった。Ｘの亡
父の弟であるＢが経営するＣ会社はＤ銀行から資金を借受けるため、Ｙ信用保証協会と
の間で信用保証委託契約を結び、ＹはＤ銀行に対しＣ会社の借受金債務を保証する旨約
した。その際、ＡはＸの親権者として、Ｙとの間で、平成18年11月に、Ｘ所有の土地
甲につき、ＹがＣ会社に対して保証委託取引に基づき取得する求償債権を担保するため、
債権極度額を3,000万円とする根抵当権を設定する旨の契約を結び、さらに、平成19
年２月に、債権極度額を4,500万円に変更する旨の契約を結んだ。これらの契約に基づ
き、Ｙを権利者とする根抵当権設定登記および極度額変更の付記登記がなされた。契約
書の作成および根抵当権の設定登記はＡの承諾のもとにＢが代行した。ところで、当該
土地甲は、もともとＸの祖父の所有であったが、平成11年から翌12年にかけて、Ｘの
祖父、祖母、父
（祖父母の長男）
が相次いで死亡したため、Ｂを中心とした遺産分割協議
によりＸが取得したものである。Ｂはその後も、当該遺産分割協議に基づく登記手続き
を代行したり、遺産としてＡが取得した集合住宅の管理をするなど、諸事にわたりＡら
母子の面倒をみていた。また、Ｃ会社がＤ銀行から借受けた資金は、Ｃ会社の事業資金
のためのものであり、Ｘの利益のために使用されるものではなく、ＸとＣ会社の間には
格別の利害関係もなく、根抵当権設定および極度額変更の各契約締結の際、Ｙはこのよ
うな事情を知っていた。
成年に達したＸは、Ａの行為は法定代理権の濫用にあたるところ、Ｙはその事実を知
っていたのであるから、民法93条ただし書の規定を類推適用して、Ｘには根抵当権設
定契約および極度額変更契約の効果は及ばないとして、当該土地甲の所有権に基づき、
根抵当権設定登記の抹消登記手続を求めた。Ｘの請求は認められるか。
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社会貢献センター
（エクステンション課）
から秋期公開講座のご案内

社会貢献センター（エクステンション課）から秋期公開講座のご案内
秋期公開講座がスタートします。講座の詳しい内容などは、東洋大学の公開講座のホーム
ページ
（http：//www.toyo.ac.jp/site/koza/）またはパンフレットをご覧ください。
エクステンション講座（有料）についてはホームページからもお申し込みができます。
ご希望の方には、パンフレットを無料で送付いたします。また、通信教育課・エクステン
ション課の事務室でもパンフレットを配布しております。
■パンフレット請求はこちら
東洋大学社会貢献センター（エクステンション課）
http://www.toyo.ac.jp/site/koza/
Tel：03－3945－7635

Fax：03－3945－7601

◆学術講演会
（無料）
テーマ名・講師名
選挙制度

会場

─どう考え、何を選ぶか─

講師：加藤

秀治郎（東洋大学法学部教授）

地域はあなたの活躍を期待しています。
地域活動に参加するための処方箋。
講師：小瀬

博之（東洋大学総合情報学部教授）

開催日

時間

白山
キャンパス

10月23日 10：30〜12：00
（水）
（90分）

白山
キャンパス

11月28日 10：30〜12：00
（木）
（90分）

◆市民大学講座（無料）
朝霞キャンパス市民大学講座
ライフデザイン学の探求とその実践
10月26日（土）・11月９日（土）・11月30日
（土） 全３回
10：30〜12：00（90分） 定員：30名
会場：朝霞キャンパス
第１回

10/26 「リサイクル・リユース可能な素材を使った生活支援機器のデザイン

─椅子と遊具を中心に─」
繁成
剛（東洋大学ライフデザイン学部教授）

第２回

11/9

「健康なまちづくりのエッセンス」

齊藤

恭平（東洋大学ライフデザイン学部教授）

第３回

11/30 「高齢者の生きがいと思い出の力」

野村

豊子（東洋大学ライフデザイン学部教授）
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社会貢献センター（エクステンション課）
から秋期公開講座のご案内
川越キャンパス市民大学講座
高齢者から子供までビギナーのための山登り講座─必要な知識を身につけスポーツ登山を楽しもう！─
10月５日（土）〜10月26日（土） 毎週土曜日
全４回
13：00〜15：00（120分） 定員：50名
会場：川越キャンパス
第１回


10/5

「山登りのための基礎知識（地図の見方、コース選択、歩き方など）
」
佐々木 亨
（山岳ライター・フォトグラファー）

第２回


10/12 「山登りに必要な運動生理学（高山病予防など）
」
小河 繁彦
（東洋大学理工学部教授）

第３回


10/19 「山登りのためのトレーニング・ストレッチ
（実際にやってみよう）
」
佐々木 亨
（山岳ライター・フォトグラファー）

第４回


10/26 「山登りのためのウォーキング（実際に歩いてみよう）
」
小河 繁彦
（東洋大学理工学部教授）

板倉キャンパス市民大学講座
シニア世代の健康体力づくり講座
10月５日（土）、10月19日（土） 全２回
10：00〜12：00（120分） 定員：150名
講師：佐藤 征夫（東洋大学名誉教授）

会場：板倉キャンパス

清水町総合スポーツセンター小学生対象講座
スポーツを楽しもう
10月27日（日） 10：00〜11：00（60分）
11月９日（土）・11月16日（土） 10：00〜12：00
（120分）
定員：30名
会場：清水町総合スポーツセンター
第１回


10/27 「リズム遊び

第２回

11/9


第３回


全３回

音楽に合わせて身体を使って遊ぼう」
安則 貴香
（東洋大学経営学部講師）

「ミニサッカー

サッカー技術の個人戦、またはミニサッカーのチーム戦を通
してサッカーの本来の楽しさに接してもらう」
角南 俊介
（東洋大学経済学部准教授）

11/16 「バスケットボール

バスケットボールのゲーム実践を通して、競技としての
楽しさに接する。また、基礎的なプレーの練習法の紹介も行う」
谷釜 尋徳
（東洋大学法学部准教授）
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社会貢献センター
（エクステンション課）
から秋期公開講座のご案内
◆エクステンション講座A（有料） 会場：白山キャンパス
講座名・講師名
恋─愛の日本文学 ─現代への架橋─
10月17日（木）〜11月21日（木）
毎週木曜日
講師

竹内

蓮見

河地

受講料
（税込）

10：00〜12：00
（120分）

全６回

9,000円
（全６回分）

18：30〜20：45
（135分）

全５回

15,000円
（全５回分）

18：30〜20：30
（120分）

全８回

12,000円
（全８回分）

行廣（東洋大学文学部教授）

『源氏物語』全巻を読む
─さらなる旅立ち、若菜以降の世界へ─
─「若菜下」巻後半部
10月21日（月）〜12月16日（月）
※11/４は除く 毎週月曜日
講師

回数

清己（東洋大学名誉教授）

書道実技講座
書道の古典に学ぶ
─顔真卿─爭坐位帖（稿）をテーマに─
10月18日（金）〜11月22日（金）
※11/１を除く 毎週金曜日
講師

時間

修（東洋大学文学部教授）

33

社会貢献センター（エクステンション課）
から秋期公開講座のご案内
◆エクステンション講座B（有料） 会場：白山キャンパス
日本を知る、日本人を知る─日本文学文化と女性たち─
10月12日（土）〜11月９日（土） 毎週土曜日 ※11/２は除く
10：30〜12：00（90分） 受講料2,000円（全４回分）
第１回


全４回

10/12 「戦後の女性作家たちの苦悩と歓びとを探る」
石田
あ ぶつに

千艘

秋男
（東洋大学文学部教授）

第３回


10/26 「二条后高 子の「凍れる泪」はとけたのか？」
河地

修
（東洋大学文学部教授）

第４回

11/9

第２回

10/19 「阿仏尼はなぜ鎌倉へ向かったのか!？」

仁志
（東洋大学文学部教授）

たかいこ

「西鶴が描く女性たちは、おもしろい！」 中山

尚夫
（東洋大学文学部教授）

水源林を守るということ─都民生活に影響する山村社会の変化─
10月12日（土）〜11月16日（土） 毎週土曜日 ※11/２は除く
14：00〜15：30（90分） 受講料2,500円（全５回分）

全５回

第１回


10/12 「若い人を呼び込む─小菅村行政に身を置いて」
柳澤

第２回

10/19 「奥会津豪雪山村の挑戦─在地の自然と文化を活かした誇りと愛着に満ちたふ

るさとづくり」
立柳
聡
（福島県立医科大学講師）

第３回


10/26 「山梨県小菅村の変化─奥会津只見川水系山村と比べて」
松本 誠一
（東洋大学社会学部教授）

第４回


11/9

第５回


11/16 「源流から河口まで─多摩川の自然を守る住民運動」
柴田 隆行
（東洋大学社会学部教授）

久智
（山梨県小菅村職員）

「多摩川水系の自然と人文─源流部地域論に向けて」
小俣 利男
（東洋大学社会学部教授）

北欧古代のバイキング社会の掟と中世の商業交易
10月12日（土）〜11月16日（土） 毎週土曜日 ※11/２は除く
15：00〜17：00（120分） 受講料2,500円
（全５回分）
第１回

10/12 「北欧北方の定義」

第２回


10/19 「古代アイスランド文学とスカンディナヴィア社会における血の復讐」
中里 巧
（東洋大学文学部教授）

第３回


10/26 「ハンザ同盟と交易１

ドイツ内部」
山舘 順
（サレジオ工業高等専門学校准教授）

第４回


11/9

北欧との関係」
山舘 順
（サレジオ工業高等専門学校准教授）

第５回


11/16 「古代スカンディナヴィア社会の神話とキリスト教受容過程」
中里 巧
（東洋大学文学部教授）

「ハンザ同盟と交易２

中里

全５回
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巧
（東洋大学文学部教授）

社会貢献センター
（エクステンション課）
から秋期公開講座のご案内
東洋思想・文化へのいざない ─東洋思想・文化における「こころ」と「からだ」─
11月16日（土）〜12月21日（土）毎週土曜日※11/23は除く
全５回
10：30〜12：00（90分） 受講料2,500円
（全５回分）
第１回


11/16 「修行と悟り─禅は「こころ」と「からだ」をどうみるか─」
伊吹
淳
（東洋大学文学部教授）

第２回

11/30 「般若心経の世界」

渡辺

章悟
（東洋大学文学部教授）

第３回

12/7

山田

利明
（東洋大学文学部教授）

第４回

12/14 「宋明儒学思想における「心」と「身」
」

第５回

12/21 「纏足にみる女性観」

「中国の身体論」

小路口

坂井

聡
（東洋大学文学部教授）

多穂子
（東洋大学文学部准教授）

ドイツ的なものと日本的なもの─よりよい異文化理解のために─
11月30日（土）〜12月21日（土） 毎週土曜日
全４回
13：00〜14：30（90分） 受講料2,000円
（全４回分）
第１回


11/30 「ドイツ的なものの見方、日本的なものの見方－異文化体験を通して－」
斎藤 佑史
（東洋大学経済学部教授）

第２回


12/7

第３回

12/14 「ドイツの20世紀と観光」

第４回


12/21 「ドイツの四季と日本の四季─日独の詩歌を味わう」
三浦 安子
（東洋大学名誉教授）

「日本に浸透したカントの倫理・政治思想」
ライナ・シュルツァ
（井上円了記念学術センター客員研究員）
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垣本

せつ子
（東洋大学国際地域学部教授）

TAのしおり
卒論のテーマ設定：動機の説明をしよう
（法律学科編）
はじめに
こんにちは、通信教育部TA（ティーチング・アシスタント）の門脇です。
先日、卒業論文説明会・指導会が開催されました。卒論の申し込みを検討されている方は、
どのようなテーマにするか、あるいはテーマは何となく決まっているが更にどのように絞り
込むかについて悩んでおられるのではないでしょうか。テーマを設定するための糸口はいく
つかあります
（例えば、T.A.のしおり2012年９月号参照）。しかし、初めから完璧にテーマ
を設定することは難しく、完璧には設定しきれない中で指導をお願いする担当教員の研究室
へ行くことになります。そこで今回は、そのような状況の中で、事前にどのような準備を行
う必要があるかについてご紹介いたしたいと思います。
１．レジュメを持参しよう
理想としては、
「レジュメ」を持参して担当教員の研究室へ行きましょう。
「レジュメ」は、
要約を意味します。リポートのように考察や論証をすべて文章化するのではなく、一目で簡
潔に内容が理解できるように箇条書きも用いながらテーマの全体像をまとめたものです。よ
り具体的には、次のような内容によって構成されます。一般的には、報告の日付、科目名（「卒
業論文」と記載）
、指導教員名（「内諾後」に記載）、卒業論文の予定題目、報告者の所属・学
籍番号・氏名、報告内容（１．はじめに

２．先行研究

３．本論

４．まとめ）、参考文献

一覧です。
ここで気になるのは、報告内容です。どのように書けばよいのでしょうか。初めての担当
教員との相談の機会です。従って、初回はテーマや研究目的がある程度明確になっている内
容が望ましいと言えます。
「１．はじめに」では、研究の目的を２行くらいの文章でレジュメ
にまとめておきましょう（以下に取り上げる「動機」もこの部分で取り上げます）。もし、ま
とめることがどうしても難しい場合には、５つくらいのキーワードを書き出しましょう。当
該内容を報告することができれば、たとえ不完全な内容であったとしても、聞き手はテーマ
や目的について話し合うきっかけを得ることができます。
次に、
「２．先行研究」をレジュメにまとめます。もし、平素のジャーナリスティックな関
心だけでなく、既に何らかの学術論文を読んだ上で、テーマや目的を設定したならば、その
論文を挙げましょう。未だ読んでいない場合には相談前に少しでもよいので、手始めに刊行
年の新しい論文から読んでおくのもよいでしょう。新しい論文は、刊行当時までの最新の議
論をまとめているので、どのような議論が行われてきたかを簡便に理解できるからです。更
に、論文を単に挙げるだけでなく、各論文の簡単な内容を紹介しておくのもよいでしょう。
その際、各論文の結論で何が残された課題なのかをまとめてくことも大切です。自分の論文
のテーマを絞り込む際のヒントになるかもしれないからです。
「３．本論」は、通常、「なぜそのような問題が起きているのか」あるいは「どのような問
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題状況となっているのか」をまとめます。しかし、今回は、テーマや目的を設定したばかり
ですから、あまり多くのことを述べることは難しいのではないでしょうか。最初の報告に限
っては、
「１．はじめに」と「２．先行研究」が事実上の「３．本論」となります。最初の報
告では、まだまだテーマや目的が荒削りで場合によっては、担当教員に上手く問題関心が伝
わらないかも知れません。そこで、鍵を握るのが「動機」です。次にこの点について触れた
いと思います。
尚、
「４．まとめ」は、今回の報告の要約や今後の展開として、どのような作業をしていく
つもりかを示しておくと何らかの助言が担当教員からあるかもしれません。
２．動機を説明しよう
ここで言う「動機」は、特に私的な動機です。私的な動機について述べることに批判的な
意見もあるかもしれません。しかし、もし私的な動機を説明することに意義があるとすれば、
その理由は、二つあります。
ひとつは、私的な動機にこそ本当の問題関心が潜んでいるからです。とにかく、初めから
完璧であることは稀で、テーマや目的をまとめたつもりでも、本当の問題関心が活字として
反映できていないことはよくあることです。その際に、私的な動機を説明することで、担当
教員が何らかの問題関心を読み取る可能性があります。
もうひとつは、そのようなやり取りを通して、関心のあるテーマが本当に指導をお願いし
ている担当教員の専門に関係するものであるのか否かを明確にすることがあるからです。即
ち、自分の研究テーマないし本当に関心があるテーマは、実は他の法分野に係る内容である
かも知れないからです。
まとめにかえて
以上のように、担当教員に初めて相談をお願いする際には、テーマや目的などをまとめた
レジュメを準備する必要があります。準備することで、自分の問題関心を担当教員により円
滑に伝えることができるからです。しかし、その際にレジュメには本当の問題関心を表現し
きれない可能性があるため（表現しなければならないのですが）、試みとして私的な動機を説
明することをおすすめしました。
最後に、レジュメ作成については例えば高橋（2010）のような書籍を一冊手元に置いてお
くことをおすすめします。書店で自分に合ったものを選びましょう。また、担当教員との相
談前に、TAへの相談も受け付けております。


以上

参考文献
高橋みどり編『大学生のための「論文」執筆の手引』
（秀和システム、2010年）287p.


（法学部TA
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門脇

邦夫）

○『東洋通信』７・８月号「TAのしおり」の訂正
『東洋通信』７・８月号の「TAのしおり」P. 43におきまして、プリントミスにつき訂正
があります。ご確認ください。


TA

齊藤諒

【正】
『東洋通信』７・８月号（第50巻第４・５号）P. 43
【参考文献】
・植村長三郎編著 『図書館学・書誌学辞典』
有隣堂

1967年10月30日

・渡邊正亥著 『図書・図書館用語集成』
近畿大学印刷局

1983年３月25日

・日本図書館協会用語委員会編 『図書館用語集』三訂版
日本図書館協会

2003年11月20日（1988年１月20日初版発行）

・日本図書館情報学会・用語辞典編集委員会編著 『図書館情報用語辞典』第３版
丸善

2007年12月25日（1997年９月初版発行）
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司
本

書

教

諭

府・県
〒

現住所

−

了

証

書

申

電話番号
携帯電話
メールアドレス

都・道

籍

修

請

書
（
（

@

）
）

都・道
府・県

ふりがな
氏

名

男

生年月日

昭和

年

月

歴

学部

卒業時学籍番号

学科
年

月

女

日

学

昭和 ・ 平成

・

7

日卒業 ( 見込 )

東 洋 大 学 長 殿
文部科学省より司書教諭修了証書の交付を受けたく申請の手続をお願いいたします。
2013 年

（2013 年度在籍の所属を記入）
学部

所属

学

科

学

籍

番

卒
業
後
の
住
所 〒
(修 了 証 書 送 付 先 ・ 帰 省 先)
現住所と同じ場合、
「同上」
と記入

−

府・県
（

）

携帯電話

（

）

教育職員免許状の有無

有

卒

司書教諭 ・ 教諭 ・ 司書 ・その他（

の

号

都・道

電話番号

後

日

7

通信

業

月

進

路

・

無（平成

年

月 取得予定）
）

※修了証書受渡（2015 年 5 月頃を予定）までの間に、上記記入事項が変更となる場合は、
早急に通信教育課事務室まで届け出てください。（TEL03-3945-7348）
※Ａ4 に拡大コピーをし、記入してください。
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学友会からのお知らせ
〈後期卒業祝賀会のお誘い〉
皆さま、ご卒業おめでとうございます。
つきましては、卒業生同士などと親睦を図るため、今までの学習、受験など乗り越えた苦
労をお互いにねぎらい、ＴＡ、先生方と最後の懇談をされませんか。
証書授与式の後、ぜひお集まりください。
ささやかですが飲み物、食べ物も準備しております。皆さまお誘い合わせの上ぜひご出席
ください。
記
１．日

時：平成25年９月21日（土）12：00予定

２．場

所：白山キャンパス

３．目

的：卒業生同士、先生、ＴＡなどと懇談を行って、交流を図り、卒業しても、これ

甫水会館

４Ｆ

401会議室

からのお互いのコミュニケ─ションをとるステップとして、語り合いこれから
の人生に役立つ懇親をおこなうもの。
４．対

象：卒業生、ＴＡ及び先生方

５．参加費：無

料

〈文学講演会のお誘い〉
来る９月23日
（月）秋分の日、祝日ではありますが河地

修先生による講演会を下記開催い

たします。ぜひ、お誘い合わせの上、学部を超えてご出席ください。
講演会終了後には、学外懇親会も予定しております。奮ってご参加ください。
記
１．日

時：平成25年９月23日（月）15：00〜17：00

２．場

所：東洋大学甫水会館

引続き懇親会：17：30〜19：00（希望者だけ外部にて）
４Ｆ

401会議室

３．講演会：文学講演会
【演題】『源氏物語』を愉しむ
【要旨】河地先生は、源氏物語がもっている深い観察力、表現力などお話しして

こられています。また、決して「源氏物語」を古典文学で資料的なものとして
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表面的に見るのではなく、その文に秘めた情念、情感などが持つ、源氏物語本
来の面白い部分のご講義をされてきました。今回も真髄をつくお話が期待でき
ます。
ぜひ皆様お気軽にご参加ください。
４．会

費：無料
（ただし、年間パスポートのない方は、￥1,000または￥2,000で会員登
録料を払って頂きパスポートを取得して頂きます）懇親会費自己負担。

５．申込み：〒134－0087
高比良

毅

宛て

東京都江戸川区清新町１－１－36－604
FAX：03－5675－2354
（電話と同番なので、そのままFAXボタンをON）
E-Mail：t-takahira@mtf.biglobe.ne.jp

○あなたの氏名、学籍番号、連絡方法（電話、FAX、E-Mailなど）
をご記入の上、ハガキ、FAXまたはメールでお申し込みください。
○申込み締切り＊：９月21日（土）消印有効（メール23日午前まで）
＊注：締切りは上記でも当日申込みできます。ご参加をお待ちしております。

〈協定大学図書館等見学会へのお誘い〉
東洋大学図書館は、他大学の図書館を相互利用できるよう協定を結んだ大学図書館があり
ます。
今年はそれらの大学図書館を見学したいと思います。また、昨年は、創立125周年記念会
館落成の年であり、大幅に白山キャンパスの建物環境が変わった年でした。通信教育部生は、
キャンパスを訪ねる機会も少なく、学内の歩き方、図書館の利用の仕方など、基礎的なこと
がなかなか分からないので、相互に研修会も併せ行いたいと思います。ぜひ、新入生、在学
生、４年生問わず参加されて、協定大学の図書館、８号館などを歩き、その後相互研修した
いと思います。万障お繰り合わせの上ご参加ください。
記
１．日

時：2013年９月28日（土）10：30〜17：00

２．集合場所：甫水会館（当日指定場所表示）
３．見学コース：協定大学図書館〜８号館─食堂、２号館図書館ほか
（学生証を持参すること）
４．ご指導：先輩諸氏
５．会

費：500円（年間パスポート申込みの方は無料。別途申込み受付はいたします）

６．申込み：〒134－0087
高比良

毅

宛て

東京都江戸川区清新町１－１－36－604
FAX：03－5675－2354
（電話と同番なので、そのままFAXボタンをON）
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E-Mail：t-takahira@mtf.biglobe.ne.jp
○あなたの氏名、学籍番号、連絡方法（電話、FAX、E-Mailなど）
をご記入の上、ハガキ、FAXまたはメールでお申し込みください。
○申込み締切り＊：９月27日（金）消印有効（メール28日（土）午前９まで）
＊注：締切りは上記でも当日申込みできます。ぜひご参加ください。
（人数把握のためだけ出欠をとるものです。ご了承ください）

〈秋の文学散歩へのお誘い〉
今年度２度目の文学散歩を企画いたします。先輩たちも参加します。
４月は、雨の文学散歩になりましたが、昔日の明治を垣間見ることができました。
今回は、江戸から感じてみましょう。すてきな秋の文学散歩です。
平山三男先生と一緒に秋の浅草を訪ねてみようではありませんか。みなさんお弁当と
飲み物をご持参ください。お昼は食べないで来てください。
今度は、大学前からスタートです。
（浅草寺まで直線で4,500mの道のり）
法学部、文学部の皆さま、いい季節なのでお友達と共に奮ってご参加ください。
１．日

時：平成25年10月12日（土） 13：00集合（雨天決行）

２．集合場所：甫水会館前
３．行

程：白山〜バス利用〜墨田区浅草寺

４．講

師：平山

５．費

用：実費・・（会費は500円、ただし年間パスポート所有者は無料）

三男

先生

昼食はお弁当各自持参
飲み物も各自持参
交通費は、各自負担
６．その他：①歩きますので、履きなれた靴でお出かけください。
（傘はお忘れなく！）
②終了後、自由参加の懇親会を行います。
（各自2,000円は超えない原則）
懇親会は、浅草付近予定
７．申込み：〆切りは10月

11日（金）深夜

〒134－0087
高比良

毅

宛て

東京都江戸川区清新町１－１－36－604
FAX：03－5675－2354
（電話と同番なので、そのままFAXボタンをON）
E-Mail：t-takahira@mtf.biglobe.ne.jp

○あなたの氏名、学籍番号、連絡方法（電話、FAX、E-Mailなど）
をご記入の上、ハガキ、FAXまたはメールでお申し込みください。
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〈法学講演会のお誘い〉
今回は、参議院議員選挙等との関連で関心の高い日本国憲法について、憲法がご専門の名
雪健二教授をお迎えし、講義していただきます。
法学生、文学生を問いません。多数の方のご参加をお待ちしております。
講演会終了後には、懇親会も予定しております。奮ってご参加ください。
記
１．日

時：2013年10月26日（土） 15：00〜17：00

２．会

場：東洋大学、甫水会館

３．演

題：
「憲法を学ぶ」

４．講

師：法学部教授

５．会

費：・500円（ただし、年間パスポート保有者は無料）

２Ｆ

202会議室

名雪健二先生

・懇親会費は希望者のみ別途各自ご負担ください
６．申込み：〒134－0087
高比良

毅

宛て

東京都江戸川区清新町１－１－36－604
FAX：03－5675－2354
（電話と同番なので、そのままFAXボタンをON）
E-Mail：t-takahira@mtf.biglobe.ne.jp

○あなたの氏名、学籍番号、連絡方法（電話、FAX、E-Mailなど）
をご記入の上、ハガキ、FAXまたはメールでお申し込みください。
○申込み締切り＊：10月18日（金）消印有効（メール19日午前10時まで）
＊注：締切りは上記でも当日申込みできます。ぜひご参加ください。
（人数把握のためだけ出欠をとるものです。ご了承ください）
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随 想
「学習は、自分の知識世界で」

近年、
「何％の確率で雨が降るかどうか知っていますか？」といったタイプの日本語表現が

増えつつある。実際に使っている人がいる以上は「この文はおかしい」とは言いにくいが、

しかし、少なくとも文法的に言えばこの文は標準的ではない。
「何％の確率で雨が降るか知っ

ていますか？」と言うことはできるし、
「雨が降るかどうか知っていますか？」とも言える。

冒頭の文が不自然なのは、
「何％（の確率で）
」という疑問詞表現と「〜かどうか」という疑

問接続詞が同一文で共起できないことに由来する。疑問を表す語句（疑問文マーカー）が一
つの文に二つも要らないのである。

このように、文法上はありえない表現も実際には生成されてしまう。これは日本語に限っ

たことではない。筆者が専門とするドイツ語でも文法の揺れが指摘されている。ドイツ語で

は「ＸにＹを尋ねる」というとき、Ｘが直接目的語で、Ｙは前置詞表現となるのが標準的で

ある。ドイツ語をご存知ない方のために説明しておくと、
（とりわけ初級の）ドイツ語文法で

は、日本語の「〜に」に対応するのは間接目的語、
「〜を」に対応するのは直接目的語であ

る、と説明される。
「ＸにＹを」が間接目的語と直接目的語の構文になるのは、
「私は父（Ｘ）

に靴下（Ｙ）を贈った」のようなケースである。その一方で、ドイツ語の「尋ねる」の表現

では、
「Ｘに」となっているのに実際には直接目的語としなければならず、
「Ｙを」は目的語

どころか前置詞表現にしなければならない。この制約は、直接目的語は受身文の主語になれ

るという構造に由来する。
「観光客が警察官（Ｘ）に道（Ｙ）を尋ねた」という文を受身文に

すると「Ｘ（警察官）はＹ（道）を尋ねられた」となり、
「Ｙ（道）はＸ（警察官）に尋ねら

れた」とはならない。ところが（
「贈る」と同列に）Ｘを間接目的語、Ｙを直接目的語として

表現する母語話者が増えている。専門家が理論の上に安座しているのを横目に、言葉は揺れ
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ているのである。

専門家は、専門知識のない人に説明するとき、自分の世界観に閉じこもってはいけない。

冒頭の「何％の確率で雨が降るかどうか知っていますか？」という文をどう判断するか、家

人に尋ねてみたところ、
「不自然である」という答えが返ってきた。これは期待どおりであ

る。ところが、
「なぜおかしいと思うのか」を尋ねてみると、
「よく分からないが、不自然だ

から不自然であるとしか答えられない」と言う。
「何％」と「かどうか」が共起しているのが

おかしい、などという答えが返ってくるはずもなかった。ここで理論を振りかざして説明し

たところで、専門家ではない人には何の効果もない（筆者も、冒頭の「同一文に複数の疑問

専攻

ドイツ語学・言語学

出身

兵庫県

─3─

文マーカーは要らない」の説明で言いたいことが十分に伝わったと思いあがってはいけない）
。

これは、学習者にとっても同じことが言える。授業で、その分野の専門家である教員が説明

したことをそのまま受け入れてみても、それはその教員の持つ知識と世界観で発せられた言

葉に過ぎない。それを一度自分の言葉で噛み砕いてみてはじめて、意図されていることが学

法学部准教授

習者本人の知識世界で理解されるのである。

とし
まさ
なか
た

雅 敏
田 中

オアシス
哲学を持つことの大切さ

発されたものである。光ファイバーも、核戦争に備えて、核爆

勝久

最近、ふと自分が学生時代のゼミ担当の先生がいつも言われ

発を起こしてもネットワークの回線がパンクしないようにする

長谷川

ていた言葉を思い出す時がある。それは、正確ではないが、お

のが開発の目的であった。文系の方々は馴染みが薄いと思うの

で、少し解説をすると、核爆弾が爆発すると、放射線の一種で

およそ、次のような内容であったと記憶している。
「テクノロジーは哲学がない人間が使うと人類を滅ぼすことに

子から電子をはじき出して、空中放電が起こるのである。この

あるガンマ線という電磁波を出す。このガンマ線が空気中の分

私は、大学時代は、工学部で伝熱工学を学んでいた。この分

時、情報通信を、銅線を介して行っていたら、その電気を拾っ

もつながりかねない。」

野は、原子力エネルギーやサーモグラフィ、スターリングエン

てしまい、過大電流が流れ、端末機がやられてしまうことにな

これらは、テクノロジーのほんの一部を紹介したにすぎない

ジン、ハイパサーミアセラピィー（がんの温熱療法の一つ）な

や、追撃ミサイルなど、エンジンの熱を感知してミサイルが戦

が、そのほとんどの技術が、
「戦争」に関わって発展してきたも

る。光で情報通信を行えば、このようなことは生じない。

闘機などに追従する技術は、伝熱工学にかかわりが深いもので

のであることがわかる。技術を学んできた者として、大変悲し

ど、様々な分野で適用されている。もちろん、核弾道ミサイル

ある。先に紹介したサーモグラフィは、もとをたどれば、人工

いことである。

昨今、核実験や原発のことをニュースで聞くことが多い。特

衛星から核弾道ミサイルの熱を察知して、核弾道ミサイルが、
どこから発射されようとしているのかをいち早く知るために開

─4─

に、原発については、先の恩師が次のようなことを言われてい

は、確固たる哲学をもったエンジニアになってほしい」といっ

恩師がゼミでこのようなことを言われた数ヶ月後に、あのチ

た内容である。

を放出しているように、自然のエネルギーではあるので、研究

ェルノブイリの原発事故が起こった。ゼミの恩師の専門は「原

たことを思い出す。それは、
「原子力は、太陽が核融合であの熱

は進める必要がある。しかし、現段階では実用化すべきではな

子力工学」であられた。しかし、その専門を捨て、太陽エネル

つまり、テクノロジーは、使う人間によって悪にもなれば、

い。それは、現状では、使用済み燃料を２万年（プルトニウム

璧ということはあり得ない。万一、事故が起こったときに対処

善にもなる。その人間を育てることに従事するのが「教師」で

ギーや風力発電などの研究に従事され、後に太陽エネルギー学

できる技術は、人類にはまだない。百歩譲って、放射能が漏れ

ある。私が担当する「教育方法研究（情報機器の操作を含む）
」

の半減期は約２万年）人間が安全に管理できる技術を持ち合わ

て、その影響でガンになっても、それが治療できる技術があれ

は、教育の方法と技術、すなわちテクノロジーに関する科目で

会の会長になられた。

ばまだよいが、それも今の医療技術では１００％治療できる状

あり、教員免許を取得するための必修科目でもある。この恩師

にまでに浄化して海に流している現状があるが、自然放射能の

のみではなく、人間性豊かな人材を育成することを目指して、

の言葉を胸に、東洋大学の学祖、井上円了の「諸学の基礎は哲

─はせがわ

かつひさ・文学部教授─
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せているとは思えないからだ。また、安全基準に至っても、完

況にはない。また、原発の冷却水等を自然放射能の１／ 程度

だから安全なのではない。地球上の生物は、何万年とかけ
１ /10
てそれに耐えうるように進化してきた。しかし、わずか、数十

皆さんと共に学び、前進していきたいと思う今日この頃である。

捕らえて食する人間への影響はないのだろうか。皆さんは、将
来エンジニアとして世の中に出て貢献することになるのだろう
が、絶対にだまされない知識と、どんなに研究としては高度な
ことで興味がわくようなことでも、また、報酬が多くもらえる
ようなことでも、本当に人類にとって幸せになるものなのかを
見破る知識と技術をもったエンジニアになってほしい。つまり

学にあり」という言葉に象徴されるように、単にテクノロジー

年の歴史の中で、自然放射能の１／ も含んだ水が海へ放出さ

10

れたら、生態系はどうなるのだろうか。また、その水域の魚を

10

オアシス

まず、ロールモデルが見つからない、という前に自分が本当

選択的模倣戦略

「学ぶ」は「真似る」と同源であるというから、お手本となる

にきちんと観察しているのかどうかを今一度考えよう。観察さ

子

人物が日常的に存在すれば理想的である。なりたい自分を目指

れるモデルの魅力ばかりでなく、観察者、すなわちロールモデ

慶

すとき、なりたい自分と重ね合わせることのできるロールモデ

ルを求める側の特質も重要である。受動的に感覚情報を吸収す

松

ルは指標となる。現在の自分とロールモデルとの間のギャップ

るのではなく、自ら注意を向けて探索する能動的な観察が必要

「つまり、観察者の認知的なコンピテンスや知覚的な構えなど

─6─

室

を直接認識することができる。また、そのようなロールモデル

だ。バンデューラ（１９８５：

）から引用すると以下のよう

が存在すれば、なりたい自分というものを発見することが容易

ロールモデルの存在する範囲は、日常で直接接する人間関係

によって、 あるものが（他のものよりも） より良く、
（より多

である：

やテレビ等のメディアの中である。観察学習を提唱したバンデ

く）探し求められていくわけである。このようにして、観察者

になる。

ューラによると、数多くあるモデル事象からどのモデルに注目

の推理や期待の内容は、自らが探し求めているものに道を開く

うことや、見たり聞いたりすることをどのように解釈するかと

し、どのモデルを無視するかは、モデルの魅力やモデルの示す

しかし、そもそもロールモデルとしたい魅力的な人物が周り

いうことなどにも、多かれ少なかれ影響を与えていくのである。
」

だけではなく、観察によってどのような特徴を抽出するかとい

に存在しないという場合は、あきらめるしかないのであろうか。

行動の機能的価値によって決定される。

71

に注意を向け、効果的な構成要素を識別しようと観察する。一

もいた。ロールモデルと自分を比較対照し、自分自身のスキル、

人か二人を頼りとする者もあれば、広範囲の人々を観察する者

）
。
洋通信』２０１３年第 巻第 ・ 号 pp.6-8
いや、自分は積極的にアンテナを張っているのだが、お手本

好み、傾向や価値観に最も適合する、あるいは適合しない、ロ

従って、まず積極的な観察が必要となる（ 「
『東
cf.選択的注意」

としたい人がいないのです、という場合には、アメリカで行わ

昇進か解雇かという階層的な投資銀行とコンサルティング会

どうか、査定を行う。魅力に基づいてもロールモデルを評価し、

舞いに実現可能性があるかどうか、自分にとってうまくいくか

ールモデルの振る舞いの要素に注目する。ロールモデルの振る

社において若者がどのように昇進し脱落していくのか、という

ロールモデルを見つけた者もあれば、見つけなかった者もいた。

れる仕事をしなければ解雇となる。そのような厳しい状況で若

するよりも自分に忠実であることを重視し、なじみの薄い振る

ロールモデルを見つけても、模倣しなかった者がいた。模倣

舞いをすることを拒否した。模倣しなかった者は新しい役割に

その研究では、新しいポジションにおいて自分はどのようであ

ションのハードルとして顕著であったことがわかった。そして、

いのかをどのように構築していくのか、ということがトランジ

立ったロールモデルをまねる傾向があった。典型的には、これ

体的に模倣するパターンである。自分に最も近い、あるいは目

ロールモデルの魅力を特性、能力、価値観等丸ごと評価し、全

模倣した者には二つのパターンが見られた。一つは、一人の

うまく適応できなかった。

るべきか自己を構築していく過程が示されている。ここではそ

まで近くで働いていた年長者である。しかし、彼らはこの方法

い役割に要求される自分の思い込みに基づくが、経験すること

して模倣するのではなく、広い範囲の様々なモデルから別個の

もう一つのパターンは、ある特定のロールモデルをお手本に

に限界があることに気づいていた。

によってそれが次第に明らかになっていき、その役割に適した

特性や行動を選択して模倣することである。異なった人々から

昇進初期には、そのポジションに望まれるイメージが、新し

の中から、ロールモデルに関連する部分をみてみよう。

研究の結果、自分がどのようなプロフェッショナルになりた

いう研究である。

者は昇進後の新しい役割にどのように適応していったのか、と

自分が将来彼らのようになりたいかどうかを決める。適合する

）
。数年のスパン
研究プロジェクトが実施された（ Ibarra, 1999
で段階的に昇進していくのだが、昇進前後では仕事の内容が異

適合と不適合の両方を見つけた者もいた。

11

なるため、その都度新たな役割が求められる。各段階で求めら

れた以下の研究が参考になる。

10

なりたい自己がはっきりしてくる。成功しているロールモデル

─7─

49

際立った要素を断片的に抽出し、自分の好みに合ったモデルを
作り出して模倣するのである。より洗練された、選択的模倣で
ある。モデルの多様性が多く、より多様なレパートリーを自由
に使えるのである。
このような選択的な戦略をとった者は、態度、振る舞い、自
己呈示のスタイルのレパートリーにより多くの多様性を加えた
だけではなく、これらの要素を様々なコンビネーションでアレ
ンジする大きな受容性をもった。その結果、模倣しなかった者
や、特定の一人を丸ごと模倣した者よりも、新しい役割に対し
てうまく適応することができた、と研究は示している。
身近にロールモデルとしたい特定の人物が見当たらない場合、
選択的模倣戦略は有効であろう。また、そのような環境要因と
は別に、これまでの慣習ややり方が通用しなくなってきている
現代は、上司や先輩の中に現在の自分が求める一人のロールモ
デルを見つけるのは難しいかもしれない。また、現時点で理想
的なロールモデルがこれからも理想的であり続けるかどうかは
わからない。時代が大変なスピードで変化して、将来が予測し
難いからだ。いずれの場合にせよ、模倣したい要素を様々なお
手本から抽出し、その選択した多様な要素も自分の成長や時代
の変化に応じて改訂していく必要があるだろう。

─むろまつ けいこ・法学部教授─

─8─
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ちょう しょう

し

木下長嘯子の「百人一首」受容
大

内

瑞

しょう て つ

恵

六─一六八〇）は、室町期の歌人 正 徹（徹書記とも。一三八一

きの した ちょう

安土桃山時代から江戸時代前期にかけて生きた歌人に木下 長

き

─一四五九）と長嘯子とを並べ、正徹に及ばないと文句を言い

しょう し

きき が

嘯 子がいる。ただ、この人はどうもわかるようでよくわからな

注１

つつ長嘯子の『挙白集』からおもしろい歌を抜書していた。後
れいげん

い。同時代の人にとっても妙に気になる歌人でり、後世の人に

徹書記長嘯の事を申上たれば、徹書記、事の外上手也。

水尾院が霊元天皇に語った逸話集『聴賀喜』に記されている。

木下勝俊（長嘯子）は、永禄十二年（一五六九）に生まれ、

長嘯とは各別の間あるべし。挙白集を一ぺん御覧被成て、

とっては憧れの隠者であった。

慶安二年（一六四九）に亡くなった。かぞえで八十一歳の大往

二十首 斗 歌御書ぬき被成たるが面白く思召歌也。

後日歌合の御製ども、長嘯はきゝつる歟と、阿野大納言

な さ れ

生である。彼は、戦国時代に生まれ、安土桃山の華やかな空気

また一方では自分（後水尾院）の歌合の歌を長嘯子は聞いてい

天下分け目の合戦であったと同時に、当然のことながら多くの

に御たづねありつれば、いかにもうけ給つると申上しほ

ばかり

の中で青春時代を過ごした。しかし、慶長五年（一六〇〇）
、に

るだろうかと気にしている。

人の人生の分かれ目でもあった。この合戦の後、武将・木下勝

どに、何と申たるぞと御尋有れば、いつもうけ給候に、

か

関ヶ原の合戦を迎えその人生を大きく変える。関ヶ原の合戦は

俊は隠者・長嘯子となり、その後五十年近く隠逸の歌人として

ことの外出来しておもしろきも候が、是はいづれも御不
出来なるよし申候しと也。

生きた。
ごみずのおいん

江戸前期の堂上（朝廷）歌壇を作り上げた後水尾院（一五九

─9─

が、長嘯子に自分の歌はどのように評されていたのかを気にし

江戸前期にあって徳川家と渡り合い、朝廷に君臨した後水尾院

きなかったのであろう。

さりとて〈異端〉として抹消もしくは無視することもで

とは確かで、批判されるべき欠点もあったに違いないが、

は談林の俳人である。惟中の『誹諧破邪顕正返答』には次のよ

注３

要であったのではなかろうか。岡西惟中（一六三九─一七一一）

しかし俳諧ではおもしろさ・言葉に対する新たな発見こそ重

和歌史的にはそのように見るべきであろう。

ていたのである。後水尾院が主催した歌合について、長嘯子は
「いつも聞いていますとことのほかおもしろいものもあります
が、今回はどれも不出来」と長嘯子と縁戚であった阿野大納言
実顕に語ったという。
注２

この逸話について久保田啓一氏は次のように述べている。

を、院もまた甘受する気持があったからこそ、霊元天皇

ある意味では傲岸不遜の謗そしりを免れない長嘯子の言

子をおいて他にはいなかったのではなかろうか。そして、

ほせらるる事こそ歌のやうに聞ゆれ、書付てみんとて見

かりふく宿のうちにて、さぞ、といへば、前なる人のお

京なる女こどもの、けふはいふらん、思ふらん、あやめ

かの長嘯子の吾妻に行給ふ道の記のうちに、「五月三日、

あ ずま

に逸話を語ったのだろう。三十歳近くも年長の長嘯子は、

ければ、妻子どものけふいはふらんおもふらんあやめか

うな記述がある。

院にとって特別の存在であり、自らが宮廷和歌の確固た

りふくやどのうちにて となん」
、是長嘯子の全体の歌に

院に対してこれほど率直な批判が可能な人物は当時長嘯

る基盤を築きつつある自覚と自信をさらに強固にするた

成たる也。今の梅翁師も、俳諧に至りては言句に皆俳諧

ごうがん ふ そん

めに必要な相対化の視点を、晩年の長嘯子に求めていた

也。

月三日 京にいる女子どもが、「今日は言うだろう、思うだろ

長嘯子の「吾妻に行き給ふ道の記（吾妻のみちの記）
」に、五

のではないか。
『難挙白集』の批判とは全く別次元で後水
尾院は長嘯子を受けとめている。もっとも烏丸光雄述・
お か に し い ちゅう

そうだろう」と言うので、前にいる人がおっしゃることこそ歌

岡西惟 中 記『光雄卿口授』には、
長嘯の歌、法皇勅云、いづれも用ゐがたし。おのれが
物とみゆる歌すくなし。あれの言葉、これの詞などに

のように聞こえるでしょう、書き付けて見ましょうといって見

と、長嘯子の歌に対する厳しい批判の言も伝わっていて、

の歌はこのように（自然に口ずさんで歌に）なっている。今の

ると、確かに歌のように見えると記されている。これは長嘯子

う、菖蒲を刈って軒に葺く（挟んで邪気を祓う）宿のうちにて、

よりてそれをしたててよみしものなりとぞ。

後水尾院が全面的に長嘯子に心服していたのではないこ

─ 10 ─

梅翁師（惟中の師の西山宗因）も、俳諧においては言葉・句み
な俳諧であるという。
この二つの話は表裏をなしている。和歌において、さまざま

① 霞たつ逢坂山のさねかづらまたくりかへし春は来にけ
り

② 若菜摘むたが白妙の袖ならん雪はのこらじ春日野の原
おと め ご
③ 雪もなほ布留野の若菜袖さむみつむ乙女子やたぶさふ
くらし

な言葉の組み合わせは新しさの一方、ともすれば伝統から逸脱
した異端とも見える。しかし、何気ない会話でも、口に乗せて

④

⑤

中々にとはれし程ぞ山里は人もまたれてさびしかりつ

葉をしげみつれなくたてるうつほ木の中はくだけて物
をこそ思へ

⑧

⑦

吉野山花のさかりにひとめなどかれぬとおもへば雪の
古郷

例えば①歌は、
「逢坂山のさねかづら」という語から、「百人一

黒髪もながかれとのみかきなでしなど玉の緒のみじか
かりけむ

る

⑥

草

いつきえておのが春をも待えまし富士の高ねの雪の下

みたときに思いがけず歌になるものを楽しむ。これは言葉に対
する新たな発見である。そして、和歌としては斬新であり、俳
諧の手法としては魅力的であろう。和歌の表現に新しい時代の
言葉を次々と組み合わせた、この不思議で型破りなところが長
嘯子の歌の魅力であり、俳人たちをひきつけ、現代のわれわれ
をも魅了するのではないだろうか。

その木下長嘯子は細川幽斎（一五三四─一六一〇）から「百
注５

人一首」を学び、山本春正（一六一〇─一六八二）に伝えてい
注４

た。その記録が『百人一首抄』である。
中世から近世にかけて、
「百人一首」は和歌を学ぶ者にとって

首」にも採られた三条右大臣の「名にしおはばあふさか山のさ

ねかづら人にしられでくるよしもがな」が思い起こされるだろ

必須の知識となっていた。
細川幽斎の永青文庫蔵『百人一首注』跋には「此百首は二条

う。
「逢坂山のさねかづら」が「逢う・寝る」という名を持って

注６

家の骨目なり。此歌をもて俊成定家のこゝろをさぐりしるべき

いるならば、そのさねかづらの蔓を手繰ればくるように、人に

知られないで来る方法があればよいのにの意である。これを山

事とぞ師説侍りし」と記され、重視されている。
では、その「百人一首」を長嘯子はどのように自分の歌に取

本春正『百人一首抄』では「さねかづらはこれを引とるに、し

注７

げみなどにあるものなれば、いづくよりくるとも見えぬなり、

り入れたのか。長嘯子の家集『挙白集』を見ると次のような歌
が見られる。

─ 11 ─

其ごとく、わがおもふ人も世にしらずしてくるよしもがな」と

６ 荒木尚編『百人一首注釈書叢刊３ 百人一首注 百人一首
（幽斎抄）
』
（一九九一年 和泉書院）

新編
（一九
 国歌大観編集委員会編『新編国歌大観 第九巻』
九一年 角川書店）、吉田幸一編『長嘯子全集』
（一九七三

解説している。さねかづらの蔓を引くと、茂みなどに生えてい

私の思う人も世間の人に知られないように来る（行く）方法が
年

７

あればよいのにということである。このように「逢坂山のさね

ン日本歌人選 木下長嘯子』
（二〇一二年 笠間書院）は抄

るため、どこから手繰り寄せられるのか見えない。同じように、

かづら」と言えば、
「くる」を導く語として詠まれている。そう

出・解説。

拙稿
（二〇一一
 「山本春正伝授『百人一首抄』とその講義」
年十一月『東洋通信』四八巻八号）

─おおうち みずえ・文学部非常勤講師─

古典文庫）
。大内瑞恵編・和歌文学会監修『コレクショ

してみると、人知れずひっそりと春が訪れていたことを、霞み
たつ山の様子から気づいたことをしみじみと詠んだ歌であると
もいえるだろう。
このように、「百人一首」は中世以降、さまざまな歌人が学

４

吉田幸一編『長嘯子続集』
（一九八六年 古典文庫）

─ 12 ─

び、自分の歌の中に取り入れていったものである。本歌取りと
明確に見えるものもあれば、一見ではそうとわかりづらいもの
もある。それらを読み解くのも「百人一首」の楽しみといえよ
う。

明治書院）
近世和歌集』
（二〇〇

近世和歌研究会編『近世歌学集成』
（一九九七年

注記
１

２ 久保田啓一編『新編日本文学全集
二年 小学館）

５

３ 『古典俳文学大系』
（一九七二年 集英社）
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はじめに

項

藤

武

本島人及清国人ノ刑事ニ関スル事項

秀

本律令により、本島人すなわち領台以前より台湾に居住して

二

一 本島人及清国人ノ外ニ関係者ナキ民事及商事ニ関スル事

現行ノ例ニ依ル

訴訟法及附属法律ニ依ル、但左ニ掲クル事項ハ別ニ定ムルマテ

民事商事及刑事ニ関スル事項ハ民法商法刑法民事訴訟法刑事

後

日本統治下台湾における親族関係の変遷
─妾について─

一八九五（明治二八）年にはじまる台湾統治の時期において、
現地固有の慣習を尊重することが統治の基本方針とされた。す
なわち、領台後間もない同年一一月一七日より施行された日令
第二一号に、
審判官ハ地方ノ慣例及条理ニ依リ訴訟ヲ審判ス

すなわち現地の慣習と条理に基づいて処理することとされた。

いた人と清国人のみが関係する民事事件については「現行ノ例」

もっとも、この時期はいまだ台湾全土が平定されていたわけで

一九〇八年に発布された台湾民事令においても、第三条に、

と規定され、台湾の慣習を利用した紛争処理が求められた。

はなく、軍事支配が行われていた時期であるから、これは臨時

本島人及ヒ支那人ノ外ニ関係者ナキ民事ニ関スル慣習及ヒ土

と規定され、もともと台湾に居住していた人と清国人のみが

ルモノニ限リ尚ホ従前ノ通リ効力ヲ有ス

地ノ権利ニ関スル慣習ハ本令其他ノ法令ニ規定ナキ事項ニ関ス

応急の措置であった。
その後、民政に移行すると、台湾統治の基本法としての六三
法ができ、これに基づき一八九八（明治三一）年、次のような
民事及商事ニ関スル律令を発布した。

─ 13 ─

うえ、台湾固有の慣習が根強く機能している家族法の分野には

本内地法の多くが台湾に導入されたが、総督府評議会で審議の

が、一九二一（大正一〇）年の法三号である。法三号により日

を直接適用することを旨とする内地法延長主義へと転換したの

このような現地事情を優先する特別統治主義から日本内地法

関係する事件については慣習によるという方針が維持された。

期の儀式により妻となるべき女子が男家に入る日にちを決め、

納徴である。日本の慣習で言えば、結納にあたるであろう。請

る。そして、婚約締結の証として聘財を女家に納める。これが

凶が占われ、吉であれば納吉の儀式によりこれを女家に伝達す

べき女子の生年等を問う問名が行われる。これを基に婚姻の吉

とは、男家が女家に礼物を納めることを言い、同時に妻となる

る。納采、問名、納吉、納徴、請期、親迎がこれである。納采

え入れる。台湾ではこのような儀式は必ずしも行われていたわ

日本内地法を適用することはせず、従来通り、慣習を尊重する

このように、家族に関する慣習は日本統治時期を通じて一貫

けではないが（同上、二八二頁）
、聘財の授受は聘金の慣行とし

親迎すなわち定められた日に男子が女子の家に行き妻として迎

して尊重され、裁判の場においては慣習に従った判断が行われ

て行われ、その性質を巡って様々な議論が行われてきた。また、

こととした。

た。とはいえ、時代の進展に伴って慣習には変化が生じる。ど

婚姻の期日時刻を占いによって決めることは今日においても行

台湾における婚姻は、一夫一妻制である。しかし、変則的な

のように慣習が変化していったかという問題は、台湾の家族制

は、日本内地に存在しない家族関係の一つである妾を取り上げ

婚姻が認められていた。その第一は、妾（ショウ）である。妾

われている。

て、それが裁判においてどのように取り扱われ、どのような変

は、日本統治時期に台湾独自の慣習として容認された。

の変遷を研究する上で、大きな関心事である。そこで、以下で

化が認められるかを見ていこう。

妾は、台湾における相続制と密接に関係している。台湾では、

すなわち共諾を必要とせず、父母その他の尊長が主婚者となっ

家族は、婚姻によって形成される。婚姻は、両当事者の合意

子には相続権がなかった。それ故、男子を設けることが一家存

いた。また、財産相続についても男子の均分相続が行われ、女

ないことが望まれ、しかも祭祀相続の主催者は男子に限られて

祭祀相続が相続の重要な内容とされてきた。祖先祭祀を絶やさ

て両当事者を婚姻させることが行われたが、実際には両当事者

続の要件とされた。そのために正規の夫婦間に男子がない場合、

妾

の意思を確認していたようである（
『台湾私法第二巻下』二七八

妾を招き入れて男子の出生を期待した。本来このように一家存

二

頁）。婚姻の手続きには、中国の伝統に六礼と称される儀式があ
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のようなことは上流社会の一部に行われているだけで、多くは

続の目的から生まれた制度であるが、台湾の実際においてはこ

年齢の長幼によって姉、妹とする場合もあれば、年齢の長幼に

る場合、妾と妾の間も姉妹のような関係でお互いを呼ぶ。妾の

正妻が夫以外の男と婚姻すれば重婚罪を構成するが、妾の場

関係なく妾となった時期の先後に従って姉、妹と称する場合も

島ニ於テハ古来蓄妾ノ風習存シ今モ尚夫カ妾ヲ迎ヘ之ヲ戸内ニ

合は重婚罪に問われることはなかった。明治三七年の覆審法院

欲望の満足のために行われているとの指摘もある（同上四二九

容ルルモ妻ハ敢テ之ヲ咎メサルノミナラス妾ト同棲シテ厭ハス、

判決に、
「妾カ他人ト結婚シタリトスルモ為ニ重婚罪ヲ構成スル

ある。地域によっては正妻と妾の年齢の長幼によって姉妹が決

世人モ亦之ヲ怪マサル風アルハ顕著ナ事実ナリ」と述べられて

モノニアラス」とある（姉歯、一三六頁）
。妾には正妻と同一の

頁）。もっとも、妾を有することは社会的に非難されることでは

おり（姉歯松平『本島人のみに関する親族法並びに相続法の大

貞操義務は負わされていなかったと解するのが相当であろう。

まることもあったようである（『台湾私法』四三七頁以下）
。

要』一三二頁）、当時の台湾社会で一般に承認されていた慣習で

婚姻契約の解消、すなわち離婚の場合も、正妻と妾では取り

なかったようである。大正一三年の高等法院上告部判決に、
「本

あると見てよい。夫妾婚姻は、日本統治時期の台湾においても

られるには特定の原因がなければならない。それには、配偶者

扱いが異なっていた。正規の婚姻関係の場合、裁判離婚が認め

明らかにされてきているので、いくつかの判決を見ながら、そ

が重婚をなしたとき、夫が姦通罪により刑に処せられたとき等

多く行われていたようであるが、その法的性質は、裁判の場で

の特質を考えてみよう。

婚姻の場合、離婚請求は、特定の原因を必要とすることなく、

の原因が認められている（姉歯、一二一頁以下）
。しかし、夫妾

裁判所は、
「妾ハ所謂準妻、副妻ナレハ先ツ正妻アリシ者又ハ之

夫、妾のいずれかの請求であれば認められた。大正一三年の高

まず、夫妾婚姻は、すでに正妻がいる場合にのみ認められる。

アル者ニシテ始メテ蓄妾スルコトヲ得ト為ス慣習存在ス」
（大正

トキハ其ノ何レヨリモ有効ニ離縁ノ請求ヲ為シ得ルハ顕著ナル

等法院上告部の判決に、
「条理上変更ヲ受ケタル近時ノ慣習ニ依

妾は妻に準じる地位を認められることから、夫、正妻、夫の

事実ナリトス、妾ノ其ノ夫ニ対スル離縁請求権ノ行使ニシテ何

九年高等法院覆審部判決、姉歯松平、一三一頁）と判示してい

父母及び夫の宗族との間に親族関係が発生する。それ故、夫妾

等ノ制限ヲモ受ケサルモノトセハ其ノ離縁請求ノ原因事実ノ有

レル夫及妾カ各夫妾関係ヲ持続スルコトヲ欲セサルニ至リタル

は相互に扶養の義務を負う。正妻と妾は姉妹のような関係にあ

無ニ関セス直ニ其ノ請求ヲ理由アリト判示スヘキモノトス」と

ることから、正妻のいない者が妾を迎えることはできない。

り、妾は正妻を姉と呼び、正妻は妾を妹と呼ぶ。複数の妾がい
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ある。このように、夫妾婚姻の場合にのみ特定の離婚原因を必

いては判断の対象としないという立場を採用した。

夫妾関係の解消を求めているかどうかだけを判断し、原因につ

と考えられる。別の判決に、
「夫妾関係ハ本島ノ因習久シク慣行

望ましくない慣行に対しては、裁判所は慣習を改変していった

在であった。しかし、裁判所は日本内地で行われていた一夫一

台湾においても慣習の尊重という立場から制度上容認された存

妾は台湾に伝統的に存在してきた身分であり、日本統治下の

おわりに

セラレ来リタル所ニシテ今直ニ之ヲ廃止スルヲ得スト雖、文化

妻制が望ましい婚姻形態であるとの観点から、裁判上の夫妾婚

三

要とせず裁判所に離婚請求があればこれを容認するという判断
は、日本統治時期に始まったものと考えられる。そもそも、民

漸ク進ミ内地ノ風習漸次移入セラレ、内台共通ノ道徳慣習年ヲ

姻解消などの分野で旧来の慣習を改め、容易に夫妾婚姻が解消

事については台湾の慣習に従うというのが基本的立場であるが、

逐テ醸成セラレ、今ヤ本島ニ於テモ夫妾関係ノ如キハ可成的其

できる道を用意していった。

─ごとう たけひで・法学部教授─

ノ発生ヲ抑止シ既ニ発生シタルモノハ可成的其ノ存続ヲ絶止シ
軈テ之カ絶滅廃止ヲ期セントスル状勢ニ進ミタルコトハ当部ニ
顕著ナル所」であり、
「既ニ発生シタル夫妾関係ハ夫又ハ妾ニ於
テ当該夫妾関係ノ持続ヲ欲セサルニ当リタルトキハ、何時ニテ
モ又其ノ持続ヲ欲セサルニ至リタル原因ノ如何ニ関係ナク、各
自相手方ニ対シ有効ニ離縁ノ請求ヲ為シ得ヘキコトハ、近時本
島ニ於ケル慣習トシテ是認シ来リタルトコロ」であると述べら
れている（昭和一〇年、高等法院上告部判決、姉歯一四〇頁）
。
この判決文からは、裁判所が夫妾関係の存在そのものを好まし
いものと考えておらず、一夫一妻制を採用する日本内地の民法
の原則が台湾の同化につれて台湾社会に浸透していくことが時
代の変遷であると見て、裁判所がこのような望ましくない慣習
を否定していこうとする立場が見て取れる。裁判所としては、
夫妾関係解消の請求を受けるにあたっては、専ら請求者が真に
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そこで本稿では、
『うつほ物語』における宮中の乳母、とくに今

上帝に関わる乳母の挿話を取りあげ、乳母から『うつほ物語』作

中の宮中の舞台背景を探ってみたい。

『うつほ物語』には「乳母」の語が一〇六例見られる。用例数で

一、
『うつほ物語』の今上帝と乳母の関係

『うつほ物語』に帝や
を参照しにくい傾向がある。そうした中で、

は『源氏物語』の一二八例を下回るが、国譲・巻で即位する今上

今上帝の乳母は、今上帝の東宮時代から物語に描かれる。あて

─ 17 ─

『うつほ物語』の今上帝と乳母

めのと

平安時代の作り物語には多くの「乳母」が登場する。物語上の
（１）

乳母や、乳母を含む「侍女」の研究は盛んに行われてきたが、物
語の侍女は私的な「家の侍女」が中心であり、史料・古記録の類
東宮に仕える、官女としての乳母の活動が描かれていることは、

帝を中心に、帝と乳母の関係が描かれている。

（２）

近い時代に成立した『落窪物語』や『源氏物語』など、現存する
『うつほ
他の作り物語に見られない特徴といえる。周知のように、

宮の東宮入内の折、東宮の元に上るあて宮は「靫負の乳母、御使

（３）

物語』には、事実をありのままに伝えるかのような日記的記録性

）と乳母に迎えられる。これ

に来たり」
（
『うつほ物語』あて宮

（４）

『うつほ物語』の乳母に関する研究は必ずしも
が指摘されてきた。

は、あて宮に対する東宮の心遣いの現れであるとともに、東宮の

（６）

『う
多くないが、乳母と「養い子」の人間関係を検証する際にも、

結婚に際して乳母が近侍していることをうかがわせるものである。

（５）

つほ物語』が捉えた乳母は興味深い研究対象といえる。

359

母子で、東宮の蔵人の「これはた」に次のように述べる場面が描

部では、東宮に対してあて宮（藤壺）が返答を拒否し、自身の乳

内を求める東宮と拒否するあて宮との間の応酬が展開する。巻末

また、国譲・中巻においては、若宮の立坊問題をめぐって、参

いことだというのである。元々「これはた」は、東宮が次のよう

れはた」の解任は、あて宮自身のためになることであり、喜ばし

がため」は下に続く「喜び」と同意と考えてよい。すなわち、
「こ

給はば」という仮定条件が二度繰り返されることになるので、
「わ

これは、
（あて宮の）乳母子とて、
（あて宮が）いとらうたく

に考えて召しつかっていた者である。

「ただ、参りて、『御返りも聞こえず』と、乳母たちして申さ

（
『うつほ物語』国譲・中 ）
する者 
「これはた」は乳母子であることで、あて宮から返事を引出すこ

かれる。
（『うつほ物語』国譲・中 ）
せよ」 
ここでは、東宮との仲介役として乳母が指名される。東宮が反
発しにくい乳母から伝えさせることで、あて宮は自身の意志を東

とが期待されていた人物であった。その「これはた」が解任され

あて宮の拒否を受けた東宮は「これはた」を蔵人から解任すれ

とっては弱みがなくなることを喜ぶべきだ、という、あて宮の強

め」の「喜び」とは、
「これはた」が蔵人でなくなれば、あて宮に

れば、あて宮は気兼ねなく返答を拒否できる。すなわち、
「わがた

ば、あて宮が苦言を呈するための反応を見せると考え、
「これは

い意志を示した台詞と考えられる。

（『うつほ物語』国譲・中 ）
び』 と思はむ」 
この箇所は傍線部に「罪し給はずは喜び」との異文があること

「御使を罪し給はば、わがためにぞあらむ。罪し給はば、
『喜

いう側面から見直せば、それだけ乳母の存在感が大きいことが看

乳母を解任することは難しい。このことを乳母と今上帝の関係と

を動かしうる存在として対比的にその存在が描かれる。しかし、

東宮の乳母とあて宮の乳母子は、双方共に東宮・あて宮の意志

で知られ、異文の本文を採用する『旧大系』は、
「わがため」を

取できる。結果的に、あて宮を参内させたい東宮と、立坊の問題

御乳母たち、命婦・蔵人などは、
「かかる物の初めに、面白く

母や命婦、女蔵人たちが帝を心配する場面が描かれる。

今上帝については、帝として即位する直前にも、次のように乳

東宮には、あて宮の乳母子を謹慎させることはできても、自身の

「私の罪」とし、「御使をお罰しにならなかったら、まあよかった
（

に決着がつくまで反応を示したくないあて宮との間に生じた軋轢

（

と喜びましょう」と解釈する。一方、底本を尊重する『新全集』
（

に際して、明らかに東宮が劣勢に立つ構図が立ちあらわれる。

に述べていたことを実現させるものでしかなかった。

た」を謹慎させる。しかし、この反応はあて宮が次のように事前

宮に対して押しとおそうとするのである。

741

は「わがため」を「私のためにつごうのよいことであろう、の意
（

（９）

「罪し
きの解釈を示す。底本の本文のまま解釈を行うのであれば、
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741

741

『うつほ物語全』は「春宮が、それだけ私
か」とする。そのほか、

（

のことを大切にお思いだということだろうの意か」とし、留保付

（

興あることをこそ。かく、物をのみ思ほし嘆き、日々に御か

『うつほ物語』の今上帝は、即位後も自身の乳母を近侍させ、重ん

関連づけて、最も東宮に近しい侍女として描かれる。その際に強

がわかる。即位前の東宮の乳母たちは、東宮が寵愛するあて宮に

最も近く仕える存在として「御乳母たち」が定位されていること

痩せ衰えていくことを敏感に察知する。帝に仕える者の内でも、

ことを嘆く東宮について、乳母ら官女たちは、日々東宮の容姿が

（『うつほ物語』国譲・下 ）

吉事を持って迎えるべき治世のはじめに、あて宮が参内しない

物語』は、先述のあて宮が東宮へ安易に返答しないことも含めて、

泉帝の近くに仕える侍女の姿などもとくに描出されない。
『うつほ

即位前の冷泉帝の周辺でそうした懸念が語られる場面はなく、冷

の動きがあったことが橋姫巻に語られるものの、物語の前半では、

氏物語』にも、冷泉帝の即位が必ずしも順調でなく、八の宮擁立

いなど宮中の政治上の動きを積極的に描くことが指摘できる。
『源

由としては、
『うつほ物語』が蔵開巻から国譲巻を中心に、立坊争

じる帝なのである。

調されるものは、乳母たちが養い子たる東宮を思いやる姿である。

立坊をめぐって源氏・藤原氏の両陣営が互いに駆け引きをする場

たちの衰へおはしますこと」など言ふ。

その今上帝の乳母たちが最後に描かれる場面は、楼の上・下巻

面が描かれる。結果として、宮中にいる東宮・今上帝自身の姿も

味を持つ一文ではない。しかし、当該箇所の「乳母・内侍・命婦・

れる。そうした関係を示す象徴的な例として、次の国譲・下巻の

『うつほ物語』の今上帝には、最も近しい官女として乳母が描か

二、新帝即位と乳母の加階

ける乳母の重要性を示すものと考えられる。

の際に乳母が重んじられることは、
『うつほ物語』が描く宮中にお

多く描かれ、その東宮に最も近しい侍女も登場するのである。そ

こうした宮中の侍女と帝の関係が『うつほ物語』に描かれる理

において、俊蔭の娘の琴の音が、内裏にまで響き、帝と共に次の
ように描かれる場面である。
高きも、さらぬも、候ひ給ふ御乳母・内侍・命婦・蔵人、下
の品のも、泣く泣く、あはれがり、あやしと思ふ。
（『うつほ物語』楼の上・下 ）

琴の奇瑞を描く物語の本筋からすれば、帝だけでなく後宮にい

蔵人の記述順は、先の国譲・下巻の「御乳母たち、命婦・蔵人」

今上帝即位に際しての、
「乳母の加階」をあげることができる。

る官女までもが涙を流し感動したという以上に、さほど重要な意

（『うつほ物語』国譲・下 ）との記述と、
「内侍」を除いて一致す
る。
「高きも、さらぬも」と身分の上下が対比的に記されているこ

かくて、爵賜ひに、皆人加階し給ふ。
（中略）女爵に、女御・

）

更衣、皆爵賜はりぬ。乳母たち、加階す。蔵人たち、爵得な

（
『うつほ物語』国譲・下

とからしても、今上帝に近侍する官女の序列を示していると考え



どす。

763
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762

930

てよい。乳母はその筆頭に置かれる重い立場であることになる。

762

た形で用いられているため、意味するところが若干捉えにくい。

「加階」、
「爵」との表現が、一連の文章において複数の人物に似

従五位下 。
並天皇之乳母也。
嶋。正六位下竹首乙女並授 二
一

乙未（三日）
。従六位上阿倍朝臣石井。正六位上山田史日女

かうぶり

女御・更衣については予め決定の場面が描かれているため、后妃

（『続日本紀』巻一七③ ）

孝謙天皇の乳母の叙位は七月で、天皇の乳母であることが明記

女蔵人の中に五位に叙爵されたものがいることを示すと考えられ

であろう。一方、
「蔵人たち」すなわち女蔵人の「爵得などす」は、

延暦七年に、安殿皇太子（平城天皇）の元服の際に例が見られる。

い。皇太子の乳母に対する叙位は、
『続日本紀』では他に巻三九の

されるので、即位に際しての乳母に対する臨時の叙位と考えてよ

の地位を実際に与えられることを「爵賜はりぬ」と表現したもの

る。すると、前述のように女蔵人より重んじられる「乳母たち」

こうした叙位は、
『うつほ物語』が成立したと思しき九〇〇年代

うに、帝の乳母への加階と考えてよい。その根拠としては、東宮

とする説がある。解釈が分かれることになるが、諸注指摘するよ

全』、『新全集』などが帝の乳母とすることに対し、あて宮の乳母

ここで「加階」された乳母については、
『旧大系』
、
『うつほ物語

ありえず、即位の際の叙位のみ確認できるが、基本的には皇太子

服の折の乳母の叙位を記録する。女帝である孝謙天皇には元服は

二月一九日条の『小右記』や『日本紀略』は、いずれも皇太子元

の記事や、師貞親王（花山天皇）が元服した天元五年（九八二）

服した応和三年（九六三）二月二八日の『東宮冠礼部類記』所引

後半になっても継続された。例えば、憲平親王（冷泉天皇）が元

亮などを含む、明らかに東宮関係者の叙爵の場面であること、お

の元服の際に乳母に対し叙爵が行われ、即位に際して階を進めら

（

よび、歴史上天皇の即位や元服に際して、乳母への叙位が行われ

れたと見られる。

爵」は、直前に「御即位、
（八月）二十三日あるべし」
（
『うつほ物

月上旬と一一月下旬に行われていた。この『うつほ物語』の「女

通例の女官に対する叙位、いわゆる女叙位は、平安中期には一

に確認しにくい。例えば、前述の孝謙天皇の場合、天皇即位前の

もっとも、乳母であることで位階が優遇される事例は早い時期

りあて宮ではなく、今上帝の乳母に対するものと解すべきである。

『うつほ物語』における「乳母たち、加階す」との記述は、やは

下どまりである。一方、光明皇太后の国忌御斎に供奉したことで

に際しての臨時の女叙位と考えられる。
史上、乳母に対しての叙位が確認できる最も早い例は、天平勝

加階された竹首乙女は、最終的に従四位下まで上った。天皇の乳
（

宝元年（七四九）七月二日の孝謙天皇の即位に際し、翌日の三日
（

母であることよりも、皇太后への供奉が位階につながったと考え

阿倍内親王の名が採られた乳母、阿倍朝臣石井であっても正五位

語』国譲・下 ）とあるので、通常の女叙位ではなく、新帝即位

（

てきたことが確認できることがあげられる。

れたことを示すのではないか。

の「加階」は、この時点で乳母たちが四位あたりに位階が進めら

86

に乳母が叙されたものである。

（（
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（（

762

られる。このことから、乳母であることのみで高い位階が与えら

令制では正七位相当であるため、史上名前の見える例は少ない。

最初に「尚闈」と見える人物でもある。尚闈は 闈 司 の長官で、

みかどのつかさ

れるわけではなく、むしろ奈良時代には他の理由が必要とされた

しかし、閤門の内庭で天皇への取次、勅答を得て諸官に伝奏する

以上の極めて高い位階に叙せられる風習は、一般に円融天皇の乳

その傾向は、平安時代前期にも続いたとみられる。乳母が三位

宮の外部に伝える役割を担っていたと考えられる。道成が位階の

ないものの、道成はその晩年まで、嵯峨天皇の意を直接受け、後

役割を担っていた。内侍のように殿上で天皇に近侍する役割では

（ （

ことがうかがえる。

母、良峯美子が従三位の典侍に任じられ、慣習化して以降のこと

相当よりも低い尚闈であったことは、尚闈が天皇と対面する職掌

（

と説明される。ただし、乳母は他の官職と兼任することもあるた

であったことが影響していよう。宮中の乳母と養い子としての天

（

め、必ずしも叙位に際して乳母であることが明記されるとは限ら

皇との間に深い関係があったことを想起させる事例としては、最

（

『日本後紀』に完本が伝わらない
ない。とくに平安時代前期には、

も早い時期のものといえる。

平安中期にいたると、複数の乳母の名前が史料中に残ることも

（

ことも影響して、現行の史料からは確認できない特別な叙位もあ
った可能性はある。特例としては、嵯峨天皇の乳母に対する叙位

多く、嵯峨天皇の乳母が三位に上った事例が慣習化された形跡が

（

が確認できることは見逃せない。『日本後紀』巻一七、大同三年
（

（
『日本後紀』巻一七 ）

以降、笠道成は、弘仁三年（八一二）五月には従五位上から従

叙 一。
無位笠朝臣道成従五位下、道成皇太弟乳母也、特有 此
二

（（

位階につき、後宮を差配するようになる時期は、通説どおり円融

四位下へ、弘仁十年五月に正四位下から従三位へ上る。薨じた天

一三年（七九四）一二月に従五位下に叙された朝原忌寸大刀自な

その際、平安時代以降の無位の乳母は、笠道成の他にも、延暦

天皇の乳母の事例以降と考えて大きな誤りはあるまい。

長二年（八二五）正月には 尚 闈 従三位とされる。道成とは一見

どからも、概ね従五位下に叙されることが通例と考えられる。
『う

みかどのかみ

男のような名であるが、平安時代前期は中性的な名前が多い時代
（

つほ物語』は、今上帝元服の場面を描かないので正確には不明で

（

傍線部に「特に此の叙有り」とあるように、笠道成は嵯峨天皇
の皇太子時代に、乳母であったことから特別に従五位下に叙せら
れ、最終的に従三位にまで上る。そして、道成は現存する資料中、

そして、前節で指摘した今上帝に近侍する乳母の文脈をふまえ

上ったと考えることは十分可能であろう。

して考える場合、即位に際してさらに階を進められ、四位以上に

あるが、歴史上の皇太子元服に際する乳母の五位の叙爵を前提と

であった。尚闈という後宮十二司の官位に付いていることからも、

466

類例を見ない特別な関係があったと見られる。乳母が三位以上の

確認できないことは事実といえる。嵯峨天皇と笠道成とは、他に

（（

（八〇八）一二月条には、次の記述がある。

（（

確実に女性の乳母と考えられる。

（（
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（（

男皇子一所は、立ちて歩き給ふ。乳母三人。今一所は、這ひ

も次のようにある。

の一種の返礼や褒美とも捉えることができる。治世が長く続けば

給ふ。御年二つ。乳母、同じ数なり。

ると、作品中における即位に際しての加階は、今上帝から乳母へ
さらなる昇叙が期待できよう。今上帝の乳母は、将来的な高い位
階が予感される存在であることになる。

（
『うつほ物語』沖つ白波 ）

ここでも若宮と二の宮に乳母が三人ずついることが述べられて

いることになる。乳母の人数の「三人」との描写に、物語上の一

『うつほ物語』国譲・下巻がいつ頃成立した巻であるか、正確な
ところはわからないものの、現行の諸説を多少幅を持たせて整理

定の配慮を考えることは可能だろう。

この若宮の乳母については、従来の研究では『後宮職員令』の

（

（

までには成っていたと見做してよい。乳母の高い位階が通例とな

『後宮職員令』の
規定を直接的にふまえた記述と解釈されてきた。

（

りはじめた時期は、想定される『うつほ物語』国譲・下巻の成立

乳母の支給に関する規定は、次のものである。

加階は、ほんの短い記述ではあるものの、作り物語内部の展開の

母 一。親王三人、子二人。所 養
子年十
凡親王及子者、皆給 乳
二
レ

『うつほ物語』における今上帝と乳母の関係性については、親と

は注意を要する。仮に物語の記述が令の規定どおりであるとすれ

東宮なので、誕生時点での若宮や二の宮は、二世王にあたること

宮職員令』と『うつほ物語』の記述には齟齬があることになる。

しての今上帝の意向と関わる、若宮の乳母についても同様に考え
あて宮巻巻末近くでは、あて宮が東宮の若宮と二の宮を相次い

がある。一般には後宮十二司の制度は、平安前期から変容をはじ

かは論者の立場によって幅があり、一概には言いきれないところ

のかは明確に線を引きがたい。令制がどの程度影響力を持ちえた

こうした乳母に関する令の規定が歴史上いつ頃まで守られたも

ば、若宮に公的に支給される乳母は二人でなくてはならない。
『後

が支給されたことになる。あて宮巻においては今上帝は即位前の

（
『後宮職員令』第三 ）

これによれば、親王・内親王には三人、二世王には二人の乳母

202

るべき記述がある。

三、若宮の乳母の人数と出自

母身死 一
、不 レ
得 更
立替 一。
三以上、雖 乳
二
二

（

年次と重なる。
『うつほ物語』国譲・下巻における今上帝の乳母の

しても、概ね円融天皇の治世の末年から、一条天皇の治世の初期

461

みならず、史上の乳母の栄達とも重ねあわされる記述といえる。

（（

め、中期の村上天皇の代にいたって大幅に再編されたと解される。
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（（

で出産したことが語られる。その際、若宮には次のような乳母が
付けられた。
御乳母三人、一人はわかんどほり、二人は大弐の娘。
（
『うつほ物語』あて宮 ）

また、年紀上不審が残るものの、沖つ白波巻の巻末部の絵解に

372

乳母の人数の描写も令の規定と無関係に、作品成立当時の状況を

定される『うつほ物語』の成立時期は、後宮制度改変の後であり、

るにせよ、乳母が三人以上見られる親王は決して珍しくない。想

また、平安時代中期には、人物の認定によって多少人数が前後す

母が増える養い子が描かれる。主人公仲忠の娘、いぬ宮である。

しまえばそれまでである。しかし、
『うつほ物語』には、他にも乳

よう。若宮の乳母が一人増えているだけであれば、偶然といって

侍女が子を生んだために乳母とした、などの偶発的事情もありえ

御乳母ども召し集めたり。一人は民部大輔の娘、今二人は、

いぬ宮には、誕生時に次のように三人の乳母が付けられた。

この若宮の乳母の人数は、令の規定とは別の問題を有する。国

反映した、と考える方が穏当であろう。
譲・上巻においては、
「若宮の御方、乳母四人」
（同、国譲・上 ）

『うつほ物語』蔵開・上 ）
五位ばかりの人の娘ども。  （
いぬ宮の乳母については、人数と一人が主だった乳母であり、

とされる。この描写が誤写や誤解でないことは、今上帝即位後、
新東宮となった若宮の乳母が、次のように描かれることから明ら
かである。
（若宮の）御車に、乳母二人は候ふ。今二人は、蔵人二十人と
（『うつほ物語』国譲・下 ）
歩み入り給ふ。 
今上帝とあて宮の間に生まれた若宮には、途中で一人乳母が増
やされていることになる。

五位の二人が低い扱いという点で、若宮の乳母の構成と似通う。

いぬ宮自身は親王ではないので、先述の令の規定とはやはり無関

）と増える。乳

係であることはいうまでもない。そして、このいぬ宮の乳母は、

後に「御乳母五人」
（
『うつほ物語』楼の上・上

母の構成だけでなく、増員する構図までもが類似していることに

なる。若宮といぬ宮の乳母の人数が増えることにはどのような意

何故乳母が増やされ、乳母間の待遇に差異が生じるのだろうか。

に二人待遇の低い乳母がいることをうかがわせるものでもある。

母の内二人だけが若宮の車に同乗し、後の二人が歩くことは、共

が王族、二人が大弐の娘と区別されること、今上帝即位後に、乳

令の規定との関連性はない。その一方で、出産時の三人が、一人

の乳母の増員を積極的に授乳と関わりを持たせて考える必要はな

か栄養が取れない年ごろは過ぎているはずで、この点からも若宮

とも密接に関わるため、安易に結論が出せない。しかし、乳でし

把握しにくい。とくに『うつほ物語』においては登場人物の造型

四歳前後と見做される。作り物語において、子が乳を吸う年限は

今上帝の若宮に乳母が増えている国譲・上巻では、若宮自身は

味があるのだろうか。

乳母が多く必要となる理由としては、乳が細い・出ないなどの

いであろう。一方、他に考えられる理由の内、対人関係的な問題

（

生理的な問題や、子が懐かない、親との折り合いが悪い、性格上

は物語中に確認できない。それでは、乳母に期待された教育係と

（

不向きなどの対人関係的な問題、教育係としての教養や出自の問

しての、教養や出自などの問題はどうだろうか。

（（
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478

題、乳母の家の財力など、さまざまな要因が考えられる。身近な

この場合も、四人への増員は今上帝即位前のことであるから、

853

654

797

今上帝とあて宮の間に生まれた若宮には、当初王族の乳母一人
と、大弐の娘の乳母二人が配された。四人目の乳母を、後日手配
した高い出自の者と考えると、国譲・下巻で車に同乗する乳母と、

出自を持つ、侍従と呼ばれる別の乳母に懐いている。

嵯峨の院の親王の、兵部卿にておはせしが御娘

（『うつほ物語』楼の上・下 ）

いぬ宮が懐いた侍従の乳母は、兵部卿の娘であった。作品内に

考えられる。今上帝とあて宮の間に生まれた四の君に、親王の「上

された高貴な乳母が車に同乗し、大弐の娘の乳母二人は歩いたと

（若宮）入内が示唆される。教育係としての乳母に着目すると、若

は、嵯峨院の孫にあたる。楼の上巻では、将来的ないぬ宮の東宮

おいても、侍女とすべき人物でないことまでが語られるこの乳母

歩く乳母二人の差異は納得しやすい。つまり、王族と新たに増員

野の宮」の子・孫王の君が「今宮の御乳母、孫王の君」
（
『うつほ

宮と同じ王族の乳母から養育されていることが、后としての優れ

ができない。今上帝とあて宮の子育てには、意識的に王族の出自

さらに、こうした傾向は『うつほ物語』物語全体を貫く、王族・

『うつほ物語』楼の上巻は、琴の伝承という物語が大団円を迎え

源氏優勢の思想とも合致する。
『うつほ物語』の若宮やいぬ宮の乳

の選定に気が払われ、より高貴な乳母が求められるようになって

る一方で、今上帝の若宮以降の治世が示唆される筋書きを有する。

その背景には、より良い育児の環境を、良い乳母に求める作品

いったことは、やや時代がくだるものの『栄花物語』巻一一の禎

『うつほ物語』は、次期東宮と将来の東宮妃とに対する子育ての問

母に王族出身の者が選ばれることは、物語内部の思想の潮流が新

子内親王出産の記事などにくわしい。『うつほ物語』の若宮には、

題として、王族の乳母を求める今上帝をはじめとした親の姿を描

成立当時の貴族社会の志向の反映が認められる。令の規定が形骸

誕生後、日が経った後でも、より高貴な出自の乳母が求められる。

いた。そうした描写は、例えば『源氏物語』澪標巻において、光

東宮たる若宮を含め、王家に伝わっていくことを意味する。

そしてその際、若宮の乳母の出自として、王族の血が求められる

源氏が明石の姫君の乳母に高い身分の乳母を求める挿話の、作り

（ （

ことは、村上朝以降の乳母の心象と合うところがある。

化する一方で、親や親族によって、誕生した親王や内親王の乳母

を持つ乳母が求められている。

た性格を保証する表象として描かれたと考えることができる。

物語』国譲・下 ）として、乳母となっていることも見逃すこと

885

宮が、やはり王族の乳母に養育されることも偶合ではないだろう。

このように考えると、若宮のみならず、仲忠の鍾愛の娘・いぬ

母が求められつつあった、同時代の感性が認められよう。

景には、より高い身分の父親を持つ乳母や、高貴な血筋を持つ乳

物語における先蹤例としても捉えることができるだろう。その背

（

母と考えられる。しかし、いぬ宮は楼の上・下巻では次のような

（

これとても、作品成立当時の世相を考えればかなり身分の高い乳

いぬ宮の乳母は、先述のとおり当初は民部大輔の娘を筆頭とした。

（（
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797

（（

仮名や傍線など、表記は私に改めた箇所がある。

以下、貴人に仕える女性の総称として、
「侍女」を用いる。

おわりに
１


ここまで、
『うつほ物語』の後宮の乳母をとりあげ、今上帝に関

─紫式部日記との接点」
『源氏物語の想像力─史実と虚構』
（笠

例えば『源氏物語』については、藤本勝義「源氏物語の女官

した後の、村上朝以降の宮中における乳母のありようを反映する

間書院・一九九四年、初出一九八一年）が「源氏物語の女房

２

と考えられること、その一方で乳母の選定が物語内部の王族・源

の描写の特徴は、その具体的な仕事ぶりの欠落にあるといっ

して、乳母の栄達や王氏の血筋が尊ばれるさまが、令制が形骸化

氏優勢の思想とも矛盾しない、若宮やいぬ宮の教育に関わる問題

てよい」とし、私的な生活面の描写が多いと指摘するとおり

野口元大「第一部の世界」
『うつほ物語の研究』
（笠間書院・一

「天皇」と呼称して使いわける。

以下、物語において帝位にあるものを「帝」
、史上の天皇を

である。

として捉えられることなどを述べてきた。
『うつほ物語』の今上帝の乳母が、帝に近侍すること以上に、後
３
４

九七六年、初出一九六七年）など。
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宮の乳母ならではの特殊な役割を担っているとは言いにくい。し
かし、今上帝即位前から、即位後の後宮にいたっても乳母が存在
感を持って描かれていることも事実であり、そうした様子は後に
成立した『源氏物語』には見られないものであった。ほぼ同時代

５ 『うつほ物語』の乳母を対象とした研究としては、吉海直人

「
『宇津保物語』の乳母達」
『平安朝の乳母達─『源氏物語』へ

の後宮を描く際に、帝と乳母との様子を描いた『うつほ物語』は、
通説である記録的な描写を超えて、乳母を作品の展開に活かす現

以下、乳母が世話する子を「養い子」と呼ぶ。

の階梯』
（世界思想社・一九九五年、初出一九八四年）がある。
６

存最古の作り物語として評価できる。従来、物語に乳母に関する
考察は『源氏物語』以後が中心的であったが、
『うつほ物語』の乳

河野多麻校注『宇津保物語』日本古典文学大系（岩波書店・

吉海直人「
『宇津保物語』の乳母達」
（前掲）は、作中に登場

物語全』と略す。

室城秀之校注『うつほ物語全改訂版』
（前掲）
、以下『うつほ

一九九九〜二〇〇二年）、以下『新全集』と略す。

中野幸一校注『うつほ物語』新編日本古典文学全集（小学館・

一九五九〜一九六二年）、以下『旧大系』と略す。

７

９

８

母にも着目する必要があるだろう。作品ごとの乳母、あるいは乳
母を含む侍女を考えることで、各作品の共通点、相異点を探って
いく必要があるのではないだろうか。
（お
注 『 うつほ物語』は、室城秀之校注『うつほ物語全改訂版』
うふう・二〇〇一年）により、引用部の末尾に全集における各
作品の収められた巻数と、ページ数を示した。ただし、漢字、

10

しないあて宮の乳母への加階と認定し、あて宮求婚譚で乳母
が登場しないことと関連づけ、
「乳母達があて宮への求婚者達
を無視し続けた努力が、今こうして報われていると読める」
とする。
続日本紀』
（岩波書店・一九八九〜一九九八年）により、

『続日本紀』の本文は、青木和夫他校注『新日本古典文学大

系
引用部の末尾に全集の巻数とページ数を示した。
角田文衞「官女制の再編成」
『日本の後宮』
（学燈社・一九七三

年）など。
角田文衞「仁明天皇の乳母たち」
『王朝の明暗』
（東京堂出版・

一九七七年、初出一九七一年）は、
「時には兼任の乳母もあっ
たから、乳母の員数と言っても、一律には論じられない」と
する。
黒板伸夫、森田悌編『訳注日本史料日本後紀』
（集英社・二〇

〇三年）による。
角田文衞「平安時代前期」
『日本の女性名』上（教育社・一九

八〇年）。
須田春子「十二女司」
『平安時代後宮及び女司の研究』
（千代田

書房・一九八二年）。
吉海直人「『宇津保物語』の乳母達」
（前掲）は、若宮の乳母

が当初三人であることを「これはまさしく「後宮職員令」の
親王の定員に等しい数であった」としたうえで、後に四人と
されることを「定員以上の乳母を付けることによって、いか
にこの皇子（次期東宮候補）を大切にしているかを提示して

いることになる」と説く。

井上光貞ほか校注『律令』
（岩波書店・一九七六年）による。

『後宮職員令』の規定が物語にも無条件に反映されていること

がわかるのであれば、二世王として誕生した若宮に二名の乳

母が支給され、もう一人は私的に付けられた乳母、と推測す

ることも可能であるが、あくまでも想像の域を出ない。

角田文衞「後宮十二司の解体」
、
「官女制の再編成」
『日本の後
宮』
（前掲）
。

『うつほ物語』俊蔭巻では、仲忠が三歳で乳を飲まなくなる一

方、楼の上・上巻では六歳のいぬ宮が乳を欲しがる場面が描

かれる。
『うつほ物語』にとって授乳は人物の造型に関わる問
題と考えられる。

角田文衞編、西井芳子増訂「日本古代後宮表」
『平安時代史事

典』資料・索引編（角川書店・一九九四年）によれば、姓氏

が確認できる乳母で、源氏・平氏など王族の血筋を引く乳母

が最初に確認できるのは、天暦四年（九五〇）五月の冷泉天
皇乳母源正子が最も早い。

民部大輔は、中世以降の資料から五位相当と説かれることが

多いが、平安中期においては四位相当であり、公卿にいたる

ものも存した。詳細は別稿にて論じたい。

まさゆき・文学部非常勤講師─

【付記】本稿は平成二四年度井上円了記念研究助成の成果の一部で
ある。
─ふるた
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これらの規制は、職業の自由を保障する憲法には違反しないと判

学
職業の自由と営業免許制

はじめに

断する場合が多い。その際に裁判所は制約の「目的」と「手段」

─最高裁判例の傾向─

第一章 職業選択の自 由 の 意 義

に着目し、両者の関連性等を検討することにより、結論を導き出

均

第二章 職業の自由へ の 制 約 と 審 査 基 準

す傾向がある。非常に詳細な議論が展開されているが、それぞれ

原

第三章 目的二分論と 判 例 の 傾 向

の判決相互の関係については必ずしも矛盾なく説明できるとはい

宮

第四章 立法事実

えない。そこで、本稿では、職業規制立法に対する裁判所の審査
みたい。
第一章

職業選択の自由の意義

方法を、主として「目的・手段」の観点から紹介・分析を試みて

まとめ

はじめに
職業を選択し、これを継続していくことは、憲法に根拠がある

憲法二二条一項は「何人も、公共の福祉に反しない限り…職業

職業の自由

型が免許制であり、その要件としての距離制限等である。これら

選択の自由を有する。
」と規定している。職業は、単に、経済活動

一

の規制は、事前にその業界への参入を阻止するものであり、職業

として自らの生活を支えるばかりではなく、その実践により技術・

自由である。しかし、現実には様々な規制に服している。その典

への制約はかなり強度である。それにもかかわらず、裁判所は、
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能力・人格を高め、形成し、その社会的存在を確認するものであ

重を必要とする。
」と規定している。

公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊

これらの条文は、
「職業の自由」に限らず、すべての人権保障を

る。そこで、個人の尊厳を最大の価値とする日本国憲法において、
いかなる職業が自分に適しているかを判断し、選択する自由が保

考える場合に参照されなければならないが、
「公共の福祉」
「濫用」

もっとも、これら文言が具体的に何を意味するかを明らかにす

障されている。更に、同項の文言は、職業「選択」の自由となっ

思われる。例えば最大判昭和四七年一一月二二日刑集二六巻九号五八六頁は「職

ることは難しいが、要は、人は一人で生きているのではなく社会

という文言が用いられ、それぞれの自由が全くの無制限ではない

業選択の自由を保障するというなかには、広く一般に、いわゆる営業の自由を

や他人の中で生活している。個人に認められた自由もこうした社

ているが、その選択したところを「継続」していく自由も保障さ

保 障 す る 趣 旨 を 包 含 し て い る 」 と し、 最 三 判 平 成 四 年 一 二 月 一 五 日 民 集 四 六 巻

会・他人の存在を前提とし、これと調和する形で認められている

としている点に注意が必要である。

九 号 二 八 二 九 頁 も「 憲 法 二 二 条 一 項 は 、 狭 義 に お け る 職 業 選 択 の 自 由 の み な ら

ということである。すなわち、自由の「履き違え」、その行使の

れることは当然といえよう （この点につき最高裁において争いはない、と

。そこ
ず、職業活動の自由をも包含するものと解すべきである」としている）

規制され不利益を受けても、憲法による救済は行われないという

「行過ぎ」は、もはや憲法の保障の対象外となり、法令等によって

職業の自由とその「濫用」の禁止

で、以下、単に「職業の自由」と記述していく。
二

る技術・能力が身についていない者が、その職に就くことは許さ

ないことが保障されているにとどまる。具体的な職業に求められ

されているわけではない。あくまでその機会や可能性を閉ざされ

まず、自分が希望しさえすれば、常にその職業に就くことが保障

自由ではなく、一定の制約があることは他の自由と同様である。

の取得を条件としたり、行政による営業所等への立入検査を義務づけ、その拒

には違反しないことが理解できよう （一定の職業については、国家資格

由の「濫用」
「公共の福祉違反」にあたるとして規制しても、憲法

実践が他者・社会の安全等に不利益をもたらすならば、職業の自

の技術・能力を職業に就くための要件とすること、また、職業の

こうした総則の考え方を職業の自由にあてはめるならば、一定

ことである。

れない。職業は、他者・社会と密接に関わることをその本質とす

。
否に刑事責任を負わせたりする等、現実には様々な態様の規制が行われている）

このように、最も尊重されるべき職業の自由であるが、全くの

るからである。これについて、人権の総則規定である、憲法一二

三

共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。
」とし、同法一三条

て「公共の福祉に反しない限り」と規定している。これは単なる

ところが、職業の自由を保障する憲法二二条一項は、あらため

政策的観点からの制約

条は「…国民は、これを濫用してはならないのであって、常に公
は「…生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、
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。職業の実践等の経済活動が放置
あ る （積極的規制等と呼ば れ て い る ）

わち社会・経済政策を理由とする制約も認められるということで

わち、憲法一二条・一三条で予定しているのとは別の制約、すな

査基準を示し、これに基づいて判断をする傾向がある。そこで、

違反するとの判断も示してきた。そして、その際にはいわゆる審

一定の場合には、職業の自由を制約する法律が憲法二二条一項に

そこで、最高裁は、職業の自由の相対性に理解を示しつつも、

れてしまうであろう。

されれば、富の偏在をもたらし、そのことは、多くの人々の生存

本稿においても、この審査基準とその適用という視点を中心に、

文言の繰り返しではなく、特別の意味があるとされている。すな

権 （憲法二五条）を脅かすことにつながる。また、グローバルな視

職業の自由への制約と審査基準

最高裁の判例法理を紹介・検討していく。
第二章

点からは、国内産業の保護・育成のためにも積極的な政策が必要
になり、これにより、職業の自由に制約がもたらされることも少
なくない （例えばＴＰＰへの参加により、どのような職業が、利益を受ける・

により、制約を受けることがありうるということである （工藤達郎

ず、国家全体のバランスという観点から、その時々の様々な政策

の経済活動は必ずしも「濫用」といえるものでないにもかかわら

範に及び「個人の自由な経済活動からもたらされる諸々の弊害が

識されているということである。そして、その制約の範囲は、広

は、上述のとおり、職業の自由は様々な制約に服し得ることが認

最高裁の審査基準を考えるにあたり、まず、ポイントとなるの

制約の「目的」と「手段」

「経済的自由の違憲審査基準」法学教室一二三号三九頁は、通説は、一二条・一

社会公共の安全と秩序の見地から看過することができない」場合

一

三条の「公共の福祉」は、人権相互の調整を予定した内在的制約の根拠であり、

（消極・警察・内在的規制）から、
「福祉国家的理想のもとに、社会経

。すなわち、自ら
受けない・不利益を被る等の議論が活発になされている）

二二条の「公共の福祉」は社会権実現のための政策的制約の根拠である、と理

済の均衡のとれた調和的発展を企図し…生存権を保障し…勤労権

を保障する等、経済的劣位に立つ者に対する適切な保護政策」が

。
解してきたと指摘する）
このように、職業の自由は、その時々の経済政策等による制約

特に後者について「憲法は、国の責務として積極的な社会経済

要請されている場合 （積極的規制）までも含まれるのである （前掲最

める法律等に一切ゆだねられるのであろうか。もし、そうである

政策の実施を予定し…国民経済の健全な発達と国民生活の安定を

をうけることを前提とする、相対的な自由であることがわかる。

とすれば、一定の政策を掲げさえすれば、職業の自由への制約は

期し、もって社会経済全体の均衡のとれた調和的発展を図る」こ

。
大判昭和四七年）

すべて許され、裁判所による救済は認められないことになり、そ

とを目的に、必要かつ合理的な範囲にとどまる限り、個人の経済

では、その具体的な内容・範囲は、政府による政策及び国会の定

もそも職業の自由を、最高法規である憲法が保障した意味が失わ
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活動に対し、一定の規制措置を講ずることは許されるとしている
①明白性の基準

活動の機会を適正に確保し、かつ、小売商の正常な秩序を阻害す

その際に最高裁が重視しているのは、職業の自由を規制する「目

このように、例えば、社会経済政策の実施という目的からも、

る要因を除去する」との目的、つまり「積極的目的」に基づき、

（なお、浦部法穂「財産権制限の法理──積極目的・消極目的二分論をめぐっ

、その具体的
職業の自由を制約することが許されるが （積極規制）

その「手段」として小売市場を許可制とし、その要件として過当

的」であり、そのいかんにより審査方法を変えるということであ

内容をいかなるものとするかについては、立法府の判断が重視さ

競争の防止を掲げたことが問題になった。最高裁は、
「小売市場の

て」公法研究五一号九六頁は、経済的自由に対して政策的制約を行う場合、必

れるとするのが最高裁の立場である。その理由は、いかなる法的

許可制は…中小企業保護政策の一方策として…その目的において、

る。前掲最大判昭和四七年においては、
「国が社会経済の調和的発

規制措置が必要であるか、必要であるとすれはどのような手段を

一応の合理性を認める…その規制の手段・態様においても、それ

ずしも弱者の生存権保護を目的とすることに限定されず、これとは無関係に、

用いるべきかを適正に判断するためには「社会経済の実態につい

が著しく不合理であることが明白であるとは認められない」とし

展を企図するという観点」から「経済的基盤の弱い小売商の事業

ての正確な基礎資料が必要」であり、具体的な規制措置が社会経

た。

。
経済政策・金融政策から経済活動への制約がなされ得るとしている）

済にどのように影響するか、どのような利害得失をもたらすか、

を尊重するのを建前とし、ただ、立法府がその裁量権を逸脱し、

ある」。こうした前提の下で、「裁判所は、立法府の右裁量的判断

であり、
「立法府こそがその機能を果たす適格を備えた国家機関で

理解されるようになった。
「目的」と審査基準の関係を一層明確に

明白であるかを審査する「明白性の基準」により、判断されると

実現するためにとられた「手段」が、著しく不合理であることが

る社会経済の調和的発展」等の積極的なものである場合、これを

これにより、最高裁においては、
「目的」が「中小企業保護によ

当該法的規制措置が著しく不合理であることの明白である場合に

説明しているのが、最大判昭和五〇年四月三〇日民集二九巻四号

等「相互に関連する諸条件についての適切な評価と判断が必要」

限って、これを違憲と」判断すべきであるとしている。

五七二頁の薬局距離制限事件である。
②ＬＲＡ基準

では、どのような場合に裁量権が逸脱され、裁判所は、これを
どのように判断していくかが問題になる。これについて、裁判所

この事件では、職業の自由の規制にあたっては、立法政策に関

方を踏襲すると同時に、営業許可制には「消極」と「積極」二つ

する立法府の裁量を尊重すべしとの前掲最大判昭和四七年の考え

は審査基準を示し、これに基づいて判断するものと考えられてき
目的二分論

た。
二
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する」とした。これはＬＲＡ基準と呼ばれ、最高裁は実際にこの

右の目的を十分に達成することができないと認められることを要

制に比べて職業の自由に対するよりゆるやかな制限…によっては

弊害を防止するための消極的、警察的措置である場合には、許可

積極的な目的のための措置ではなく…社会公共に対してもたらす

しい審査を行うとした。すなわち「社会政策ないし経済政策上の

の目的があり、前者は後者と比べて「手段」に対して裁判所は厳

三

されたのである。

的な手段である「適正配置」をあえて行う必要性は存在しないと

によっても「目的」は達成されるとし、職業にとって、より制限

れた。その結果、
「行政上の是正措置」等の、よりゆるやかな手段

開業を断念させる「適正配置」という「手段」の必要性が議論さ

各種業者の業務活動に対する規制」にとどまり、これに加えて、

是正措置、行政機関による強制捜査がある。これらは「薬事関係

る大きな制限的効果を有する」ことを確認する。そして「大きな

うる…開業場所の地域制限は、実質的には職業選択の自由に対す

「特定場所における開業の不能は開業そのものの断念にもつながり

。その上で
供給の防止のための手段」であるとする （消極的目的）

定化の防止も、それ自体が目的ではなく、あくまで不良医薬品の

のための規制措置であり…薬局等の過当競争及びその経営の不安

民の生命及び健康に対する危険の防止という消極的、警察的目的

最高裁は、まず、本件の適正配置規制の「目的」が、
「主として国

「配置の適正」を掲げ、その基準を都道府県条例にゆだねていた。

この事件では、薬局の開設に許可制がとられ、その要件として

月二六日刑集九巻一号八九頁は、距離制限は公衆浴場の偏在・濫立がもたらす

ついては、公衆浴場の距離制限規制をめぐり議論がある。最大判昭和三〇年一

二つながらの「目的」を有したとしても不思議ではない （この点に

消極・積極いずれとも決めかねる場合がないとはいえず、また、

る「目的」であるが、それほど明確であるのかということである。

がら、これにはいくつか疑問点がある。まず職業の自由を制約す

法判断を行うことは、明快でわかりやすいと思われる。しかしな

になった。確かに、
「目的」に「審査方法」を機械的に対応させ憲

適用するというのが最高裁の判断方法であるのか議論されるよう

れに対応する形で審査基準を「ＬＲＡ」と「明白性」とに分けて、

この判決をきっかけに、
「目的」を消極・積極の二つに分け、こ

目的二分論への批判

厳格な基準を用いて違憲判決を下した。

制限的効果」をもたらす「適正配置」という「手段」について、

国民の「不便」と「衛生設備の低下」すなわち消極目的から定められたとして

として「自家風呂を持たない国民にとって必要不可欠な厚生施設である公衆浴

よりゆるやかな「手段」によっても「目的」を達成できるかどう
この点について最高裁は、現行法上すでに有害な医薬品の供給

場自体を確保」することを挙げると同時に、「既存公衆浴場業者の経営の安定」

いた。しかしながら、最三判平成元年三月七日判タ六九四号八四頁は、
「目的」

を防止するための措置として、例えば調剤に関する遵守規定と違

も挙げている。なぜ、既存業者の保護が「目的」であるかについて、公衆浴場

かを審査している。

反者への罰則・免許取消等、不良医薬品の廃棄命令等の行政上の
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もある （目的二分論の問題点に関して、学説を整理するものとして、浦部・

定した時に想定していたものに厳格に拘束されるのかという問題

。更には、「目的」は、立法府が法律を制
あることが挙げられている）

制 さ れ、 利 用 者 の 範 囲 が 地 域 に 限 定 さ れ 、 自 家 風 呂 の 普 及 に 伴 い 経 営 が 困 難 で

が日常生活上必要不可欠な厚生施設であることを前提に、入浴料金が低額に統

の自由である、財産権を規制する立法に関し、目的二分論を用い

。これについて、まず、職業と同じ経済活動
を受けていると思われる）

る。公衆浴場の距離制限が問題になった前掲最三判平成元年は、この説に影響

由を専ら独占から生ずる不当な利益を抑制する制度がなかったことに求めてい

いような工夫があることを挙げている。そして薬局距離制限が違憲とされた理

程に公共性が高いこと、及び独占的地位から既存業者が不当な利益を得られな

第三章

目的二分論と判例の傾向

ないで審査した事件があるので紹介しておこう。

。
前掲論文九三─九四頁）
確かに、
「目的」に厳格さがかなり異なる審査方法をリンクさせ
て法律の合憲・違憲、有効・無効を判断しようとする場合、肝心
の「目的」がいかなる内容・性質であるか正確に特定できなけれ

最大判昭和六二年四月二二日民集四一巻三号四〇八頁は、共有

共有森林分割制限事件

極目的から職業の自由を規制する場合には、何故、積極目的の場

森林を分割するためには、持分価額の過半数を必要とする森林法

一

合と比べて、裁判所による厳格な審査を受け、違憲無効とされる

一八六条が問題になった事件である。共有物については何時でも

ば、実務に混乱を生ずることは避けられないであろう。更に、消

可能性を高めなければならないのかという根本的な問題がある （工

分割請求できるとする民法二五六条の規定は、憲法二九条二項の

財産権の保障の内容であるとし、これを制約する森林法一八六条

藤・ 前 掲 論 文 四 一 頁 は、 消 極 規 制 は す べ て の 人 権 に か か わ る 内 在 的 制 約 で あ る
から必要最小限、他方、積極規制は経済的自由にのみ関わり、社会権実現のた

すなわち、職業の自由を財産権の文言に置き換えて、制約の目

は違憲・無効であるとされた事件である。職業の自由ではなく財

このような批判を受けて最高裁も、目的二分論に必ずしも固執

的は積極的なものから消極的なものまで種々様々である。その審

めの政策的制約であるので大幅な制約もやむなしとすることは、一応体系的な

しないで判断を下す傾向を示すようになってきた （山内一夫「営業許

査にあたっては「立法の規制目的が…公共の福祉に合致しないこ

産権が問題になった事件であるが、最高裁は、審査の方法に関し

可制（三）」法曹時報三一巻一一号六頁は、こうした距離制限は、許可申請者の

とが明らかであるか、又は規制目的が公共の福祉に合致するもの

説 得 力 を 有 す る と し な が ら も、 制 約 の 種 類 に 対 応 し て 審 査 基 準 が 異 な る 必 然 性

開業を抑制し、その職業選択の自由を制約する一方、既存の業者が独占又は寡

であっても規制手段が右目的を達成するための手段として必要性

ては前掲最大判昭和五〇年を引用している。

占の地位を利用して不当な利益を得る危険がある。そこで、これを合憲という

合理性に欠けていることが明らかであって、そのため立法府の判

。
はないと指摘する）

た め に は、 既 存 の 業 者 に 独 占 等 を 認 め て そ の 役 務 の 継 続 性 を 図 る 必 要 性 が あ る
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この前提に立って、森林法一八六条の目的は「森林の細分化を

断が合理的裁量の範囲を超える」場合に違憲無効とされるとする。

化を防止することによって森林経営の安定を図らなければならな

ある。これらに比べて、森林法一八六条により「当該森林の細分

有者の協議による現物分割」
「民法九〇七条による遺産分割」等で

更に、森林法一八六条が分割を認めない森林の範囲・期間に限

防止することによって森林経営の安定を図ること」にあるとする

林経営の安定化が「ひいては森林の保続培養と森林の生産力の増進を図り、も

定がなく「必要な限度を超える極めて厳格なもの」としている。

い社会的必要性が強く存すると認めるべき根拠…を見出すことが

って国民経済の発展に資する」としている。このことは、法律の審査を行う場

すなわち、森林の安定的経営のために必要な最小限度の森林面積

（最高裁は、森林の水資源かん養、国土保全及び保健保全等の公益的機能の維持

合には、直接の「目的」のみに着目すべきなのか、それとも間接的なものも含

を定め、これを下回るかを問うことなく一律に分割を規制するこ

できない」とする。

。しかしながら、最高裁は、
「目
め て 議 論 す べ き な の か、 問 題 と な ろ う ）

とは、目的を達成するための手段としては「合理性に欠け、必要

又は増進を図ることは、
「直接の立法目的」ではないとしている。もっとも、森

的」が「消極」又は「積極」いずれにあたるかを明確にすること

な限度を超えるもの」とした。

また、森林の伐採期や計画森林の完了期を考慮せず「無期限に

なく、法一八六条の分割制限が「立法目的達成のための手段とし
て合理性又は必要性に欠けることが明らか」であるかを審査して

ながり、結局のところは「手段」と「目的」との間には「合理的

しうるにとどまり、このことは森林の荒廃およびその永続化につ

対立した場合、分割請求が制限されると、共有者は保存行為をな

している。その結果、共有森林の管理・変更等をめぐって意見が

限」と「目的」との間に「合理的関連性」があるかどうかを審査

そのためにまず、
「手段」である「持分価額過半数による分割制

関する立法府の判断は、その合理的裁量の範囲を超える」とした。

ずれも肯定することができないことが明らかであって、この点に

えず、一律にこれを認めないとすることは「合理性と必要性のい

、分割請求権の行使は、直ちに森林の細分化を来すとはい
持する）

価を支払わせる、また、分割請求者のみ単独所有を認め他の者の共有関係を維

割も可能であり （その例として、持分価格以上の現物を取得させ超過分の対

である。そこで、共有森林の性質や共有状態に応じた合理的な分

分割請求を禁止することも…必要な限度を超えた不必要な規制」

関連性のないことは…明らかである」としている （民法二五二条但書

以上、最高裁の審査について特徴的なことは、まず、法律の「目

いる。

は 森 林 法 に も 適 用 さ れ、 こ う し た 事 態 に 対 応 す る た め 同 法 二 五 六 条 一 項 は 定 め

極・積極という性質に区別することにこだわらず、このことは「手

的」と「手段」に着目していることである。しかし、
「目的」を消

また、森林の細分化は現実には認められている。森林の単独所

段」の審査にあたり「明白性」
「ＬＲＡ」といった先例が指摘した

。
られたが、この規定を森林法一八六条は排除している）
有者が「細分化し、分割後の各森林を第三者に譲渡すること」
「共
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基準を形式的にあてはめて判断することに固執しないことにつな

その拒否要件として「経営の基礎が薄弱」が掲げられていること

最高裁は、まず、職業の自由を制限する立法の司法審査につい

が問題になった。

反していないこと、
「手段」が「目的」達成のために合理性・必要

て、前掲最大判昭和五〇年を引用して「目的が公共の福祉に合致

がっていく。ただ、一貫していることは、
「目的」が公共の福祉に
性に欠けていないこと、そして、経済規制立法に関しては立法府

限り、立法政策上の問題としてこれを尊重すべきである」とする。

する…以上、そのための規制措置の具体的内容及び必要性と合理

では、裁判所は、具体的にどのように「逸脱」を判断するかと

ただ、この合理的裁量の範囲は広狭があるとし、本件で問題とな

の裁量が重視され、
「合理的裁量の範囲が逸脱」されているかどう

いうと、複数の判断が組み合わされた、合わせ技が用いられてい

っている免許制は「職業の自由に対する強力な制限」であること

性については、立法府の判断がその合理的裁量の範囲にとどまる

る。すなわち①「目的」と「手段」がかみ合っていない （合理的関

が強調され、これを合憲とするためには「重要な公共の利益」の

かを裁判所が審査する、ということである。

、②「目的」に掲げた細分化は、実際には多くの場合
連性の欠如）

ために「必要かつ合理的な措置」であることが必要であるとする。

。免許制と財政目的の関連性は少々理解しづ
的」に含まれるとする）

で認められているにもかかわらず、なぜ森林法において、格別に、

分論の画一・形式的な適用によらず、複数の視点から「手段」の

らいが、酒税の徴収方法において「庫出税」方式が採られている

次に、酒類販売業免許制の「目的」は「租税の適正かつ確実な

必要性・合理性を考え、立法府が裁量を逸脱しているかを審査す

ことに関係がある。この方式の下では「酒類製造者に…［酒税］

細分化を防止しようとするのか、その必要性・合理性は説明され

る方法は、
「職業の自由」規制立法の審査に関しても引き継がれて

の納税義務を課し、酒類販売業者を介しての代金の回収を通じて

賦課徴収を図るという財政目的」であるとする （前掲作間論文四号三

いく。これについて、酒類販売業者の免許制が問題になった事件

その税負担を最終的な担税者である消費者に転嫁する」のである。

ていない、③「目的」達成のために過度な「手段」が用いられて

を紹介しよう （この問題について、詳細に論ずるものして、作間忠雄「酒類

その結果、酒税の納税義務者とされた酒類製造者のために、販売

六頁は、酒類製造者等と比較して経済的弱者の地位にある販売業者の保護も「目

販 売 業 免 許 制 の 研 究（ 上 ）
（下）」税経通信三九巻四号三一頁、税経通信三九巻

代金の確実な回収を妨げるおそれのある酒類販売業者を、免許制

いる、等である。このように「目的」
「手段」に着目しつつも、二

。
五号二二頁）

によって排除しようとしているのである。

更に、酒類販売免許制が、国家の財政を目的としていることに

酒類販売業免許取消請求事件

最三判平成四年一二月一五日民集四六巻九号二八二九頁におい

より「租税法律主義」を定める憲法八四条 （憲法三〇条）との関係

二

ては、酒税法九条・一〇条において、酒類販売業が免許制とされ、
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正配分、景気の調整等の諸機能を有しているから、その決定には

して、租税は、国家の財政需要の充足、所得の再配分、資源の適

については「法律の定めるところにゆだねる」とされている。そ

が問題になっている。すなわち、同条は租税の賦課徴収の方法等

の「手段」選択の問題であり必要最低限度の原則が適用される。この制度は「既

に認められるが、税収確保のための措置は、具体的な「目的」を達成するため

批」判例評論三一六号二三頁は、租税政策の内容については広汎な裁量が国会

ために採られた合理的な措置」である （これに対して、今村成和「判

酒税の適正かつ確実な賦課徴収を図るという重要な公共の利益の

存の製造業者及び販売業者の利益を、潜在的な競争者及び競争の受益者である

「財政・経済・社会政策等の国政全般からの総合的な政策判断を必
要とするばかりでなく…極めて専門技術的な判断を必要とする」
。

。
一般消費者の犠牲において擁護しようとするもの」と批判されている）

更に、免許基準である「経営の基礎薄弱」についても必要性・

その結果、
「租税法の定立については…立法府の政策的、技術的な
判断にゆだねるほかはなく、裁判所は、基本的にはその裁量的判

必要性と合理性についての立法府の判断が…政策的、技術的な裁

家の財政目的のための職業の許可制による規制については、その

のである。結局、
「租税の適正かつ確実な賦課徴収を図るという国

意味での「裁量」が立法府に認められていることを明らかにした

の賦課徴収の具体的方法の決定に関する「裁量」という、二重の

自由とその具体化にあたって認められる「裁量」に加えて、租税

これにより、酒類販売業の免許制は、憲法二二条一項の職業の

はできず…憲法二二条一項に違反するものということはできない」

の裁量の範囲を逸脱するもので、著しく不合理であるということ

なものということができる」
。したがって、これら規定が「立法府

場合を規定したものということができ…立法目的からして合理的

代金の回収に困難を来すおそれがあると考えられる最も典型的な

ができる旨を定めるものであって、酒類製造者において酒類販売

弱であると認められる場合に、酒類販売業の免許を与えないこと

許の申請者が破産者で復権を得ていない場合その他その経営が薄

合理性が認められるとした。すなわち酒税法一〇条一〇号は「免

量の範囲を逸脱するものでない限り、これを憲法二二条一項の規

とした。

断を尊重せざるを得ない」としている。

定に違反するものということはできない」とした。

収を確実にさせることによって消費者への酒税の負担の円滑な転

税の納税義務者とされた酒類製造者のため、酒類の販売代金の回

免許制を定めたことに裁量の逸脱はないとした。その理由は「酒

酒販業免許制が合憲であるとする考え方はほぼ固まってきたとい

、
た同一の上告人に対する数件の判決・それぞれ税務訴訟資料二三七号に登載）

六日判タ九七三号一一二頁、平成一〇年七月一六日最高裁第一小法廷で下され

三判平成一〇年三月二四日刑集五二巻二号四九二頁、最一判平成一〇年三月二

この事件の後、最高裁は同様の判断を繰り返しているので （最

嫁を実現する目的で、これを阻害するおそれのある酒類販売業者

える （学説の多くは判例の傾向に批判的であるとされている。これらを整理す

このように広範な裁量が立法府に認められていることを前提に、

を免許制によって酒類の流通過程から排除することとしたのも、
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。しかし、その
る も の と し て、 占 部 裕 典「 判 批 」 判 例 評 論 四 二 一 号 二 五 頁 ）

このように、最高裁は、庫出税という租税の賦課徴収方法及び

実」が存在することが前提になっている （この制度が導入された昭和

これを機能させるために「経営の基礎薄弱」な酒類販売者を排除

最高裁は、まず、免許制・免許要件は、
「憲法二二条一項の保障

一三年当時、多くの酒販業者が濫立・過当競争により倒産し酒類製造者が売掛

中でもやや注目すべき事件があるので紹介しておく。最二判平成

する職業選択の自由に対する規制措置である」ので、限定列挙と

代金の回収に多大の困難を来し、銀行からの融資等により酒税納付金をねん出

することは、立法府の裁量の範囲であり、憲法二二条一項に違反

みるべきで、これに該当しない場合には申請通りに免許が与えら

しなければならなくなり、廃業を余儀なくされる場合もあったことを指摘する

一〇年七月三日税務訴訟資料二三七号一七頁では、酒税法一〇条

れなければならないとする。そして、免許の消極要件である「酒

。この「事
ものとして、浦野正幸「判批」税務弘報三四巻一三号一二九頁。
）

しないとした。しかしながら、この判断は、酒税の国税全体に占

類の需給の均衡を維持する」は抽象的な文言をもって規定されて

実」が存在するからこそ、はじめて免許制という強力な措置をと

一〇号「経営の基礎薄弱」に加えて同条一一号「需給の均衡を維

いるので、これを拡大して解釈適用するときは、立法目的である

ることに合理性が認められるのである （前掲・園部補足意見は、更に、

める割合が高く、これを確実に徴収する必要性が高い、という「事

「酒類の販売代金の回収を確実にさせることによって消費者への酒

。
「酒税の国税としての重要性が極めて高いこと」を挙げている）

持する必要」が問題になった。

税の負担の円滑な転嫁の実現」を逸脱し、
「事実上既存業者の権益

とする刑事事件と免許申請に対する拒否処分の取消請求という行政事件との双

と思われる （なお、一連の酒販免許事件においては、無免許での販売を理由

事実の変化が、法律の運用面に反映していくことを示唆している

た原判決を破棄して差戻しの判断を示している。次に述べる立法

反する」とした。この前提のもとで、申請への拒否処分を肯定し

この「立法事実」は酒販販売免許においても問題になっている。

あろう。このような議論や検討をおこなうのが立法事実論である。

なかったならば、
「規範」は砂上楼閣となり、違憲無効とされるで

が定められるのである。そこで、もしも肝心の「事実」が存在し

実」に基づき、あるいはこの「事実」に対処するために「規範」

定の「事実」が存在することを前提としている。そして、この「事

（ルール）を定める場合には、一
ところで一般に、一定の「規範」

方において、酒税法一〇条の違憲性が問題とされうるが、前者の場合、免許要

法廷意見は、酒税の国税に占める割合が高いという「事実」は、

を保護するため新規参入を規制することにつながり、憲法…に違

件及びその運用に関して法廷で主張する適格があるかを問題とするのが前掲最

酒税法制定時に存在したが、現在においてはその割合が低下して

要性及び合理性を否定する程度にまで落ち込んでいるとはいえな

いることを認めている。しかし、免許制を存置しておくことの必

。
三判平成一〇年の園部逸夫裁判官の補足意見である）
第四章 立法事実
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れを予測し判断するためにはやはり政策的専門的裁量を立法府に認める必要が

の淘汰が進みつつある。こうした中、酒販免許制を撤廃すればどうなるか、こ

大 型 量 販 店 に よ る 安 売 り な ど に よ り、 経 営 が 厳 し く な る 小 規 模 小 売 店 が 多 く そ

円だったものが、同七年度には逆に二兆一七二〇億円に増加している。更に、

七 年 度 に は 四・ 〇 ％ と 下 が っ て い る が 、 金 額 は 昭 和 五 一 年 度 が 一 兆 〇 一 八 五 億

入された昭和一三年当時は一一・七％、昭和五一年においては六・一％、平成

いとした （例えば、酒税が国税収入に占める割合について、酒販免許制が導

者を免許制にすることは疑問であるとされている。

業者が販売した商品の代金を円滑に回収するために、酒類販売業

許制の下に置くことは認められるとする。その一方で、酒類製造

判断にゆだねられるべき領域に属し、その際に、酒類製造者を免

坂上裁判官は、庫出税方式そのものは立法府の政策的、技術的な

三判平成一〇年三月における坂上壽夫裁判官の反対意見である。

在化し、維持できないものになっていると指摘するのが、前掲最

変わってくるのは当然であろう （この代表的なものが公衆浴場距離制限

より、いったん定められた「規範」が維持されるべきかの評価が

変化する場合がある。この変化により、また、その変化の程度に

このように、時の経過により、立法当時に存在した「事実」が

、職業の自由への強力な規制である免許制
差異がないとの指摘もある）

はあるとしても （もっとも、酒類販売業の免許制採用の前後で酒税滞納率に

する。そして、酒類販売業者の免許制は、税収確保に多少の効果

引条件 （特に代金の決済条件）を自らが工夫して対処すべきであると

おいてなされるべきだからである。すなわち、取引先の選択や取

その理由は、本来、販売代金の回収は、酒類製造業者の責任に

である。当初、
「目的」は、浴場の衛生設備の低下防止等とされていたが、これ

を行ってまで維持する必要性及び合理性は、
「立法事実」の変化し

。
あるとの指摘もある。「判例匿名解説」判タ九七三号一一三頁参照）

に加えて「既存公衆浴場業者の経営の安定」も含まれるとされるようになった。

た今日においては、存在しないと主張されるのである。

税に占める割合の相対的低下にもかかわらず、庫出税方式により、

。法廷意見は、酒税の国
で あ る こ と に 変 わ り は な い、 と い う こ と で あ る ）

り、その具体的な範囲と内容については、裁判所は立法府の裁量

判例法理を紹介した。最高裁は、職業の自由が相対的な自由であ

以上、職業の自由に関し、免許制が問題になった事件を中心に

まとめ

この背景には、昭和三〇年代には公衆浴場の過当競争が問題であったが、その
後、自家風呂の普及により公衆浴場の需要が減少し、経営が困難になってきた。

納税義務者である酒類製造業者のため、酒類販売代金の確実な回

的判断を重視すべきとする立場を一貫して採っている。しかしな

そ れ に も か か わ ら ず、 自 家 風 呂 を 持 た な い 者 に と っ て は 必 要 不 可 欠 な 厚 生 施 設

収を阻害する酒税販売業者を、免許制により排除することの合理

る方法により認定していくかで議論がある。しかし、これについ

がら、その「逸脱」については審査の対象になり、これをいかな

しかしながら、
「事実」の変化、つまり酒税の国税に対するウエ

ても、
「目的」と「手段」の二つの側面から検討することについて

性は失われていないとした。
イト・ダウンに従い、免許制に内在していた、ある種の無理が顕
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は争いがないと思われるが、問題なのは両者をどのように把握し、
これを「逸脱」の判断に結びつけるかである。
前掲最大判昭和五〇年においては、その明確化のために、
「目
的」を消極及び積極の二つに区別し、前者には厳格な基準、後者
にはゆるやかな基準をリンクさせ、裁判所による審査方法を客観
化・明確化する試み──いわゆる目的二分論──がなされた。し
かしながら、こうした形式・画一化は、複雑多様な職業制約立法
の審査には必ずしも適していないのではないかとの批判がなされ、
最高裁も目的二分論に必ずしも固執しない方向にあるように思わ
れる。
そこで、現在では、「目的」とそれに対応する「手段」の合理
性・必要性を具体的事案に即して審査するという、柔軟な姿勢を
見せているように思われる。そして、注目されるべきは「立法事
実」に目を向け、その判断の根拠としてこれを重視する方向にあ
るのではないかということである。もっとも、立法事実の検討は
以前からも行われており、ＬＲＡ基準で紹介した前掲最大判昭和
五〇年も、本稿ではＬＲＡ基準に関して引用したが、違憲判決の
決め手はむしろ「立法事実」にあったのではないかとの見方もで
きる。
─みやはら ひとし・法学部教授─
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