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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
（http://www.toyo.ac.jp/tsukyo/）にも、
『東洋通信』を掲載しています。
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全学生対象

 2014年３月までに単位修得を必要とする場合の学習別実施期限について
 科目担当教員の変更について
（2014年４月～）
 科目担当教員変更に伴うテキストの配付について
 リポート提出上の注意事項について
 その他
 年末・年始事務室休業のお知らせ 全学生対象 【再掲】
『東洋通信』2014年３月号表紙の投稿写真募集について 全学生対象
 東洋大学文学部伝統文化講座
（12/14）のご案内 全学生対象
 TAのしおり
 学友会からのお知らせ
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12月

行事予定

手続期間

「東洋通信」参照ページ

単位認定試験（筆記）第7回申込開始
（〜12/15）

1（日）日曜3期S③
2（月）
3（火）

連休3期S申込開始（〜12/9）

4（水）
5（木）
6（金）

第4回メディア授業申込締切

7（土）週末2期S①
8（日）2014年度転部・転科試験
9（月）

連休3期S申込締切
2014年3月卒業予定者卒業論文提出
締切 16：00厳守

10（火）
11（水）
12（木）
13（金）
14（土）週末2期S②
15（日）週末2期S③

単位認定試験（筆記）第7回申込締切

16（月）
17（火）

冬期1期S申込開始（〜12/23）

18（水）
19（木）
20（金）第4回メディア授業受講期間（〜1/13）
21（土）連休3期S①
22（日）単位認定試験（筆記）第7回
連休3期S③

連休3期S②

天皇誕生日

冬期1期S申込締切

23（月）通学課程（通年スクーリング）授業実施

通学課程（通年スクーリング）秋学期授業終了

24（火）事務室業務取扱終了
25（水）事務室休業（〜1/5）

P.17

26（木）
27（金）
単位認定試験（筆記）第8回申込開始
（〜1/11）

28（土）

P.5

29（日）
30（月）
31（火）
Ｓはスクーリングを表します
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1月

行事予定

1（水）事務室休業（〜1／5）

手続期間

「東洋通信」参照ページ

元日

2（木）
3（金）
4（土）
5（日）
6（月）事務室業務取扱再開
7（火）
8（水）
9（木）
10（金）
11（土）冬期1期S①

単位認定試験（筆記）第8回申込締切

12（日）冬期1期S②
13（月）冬期1期S③

成人の日

14（火）
15（水）

秋学期リポート提出締切
（〜16：45必着）
秋学期リポート受付停止期間（〜3/31）

16（木）
17（金）
18（土）単位認定試験（筆記）第8回
19（日）
20（月）
21（火）
22（水）
23（木）
24（金）
25（土）
26（日）

単位認定試験（筆記）第9回申込開始
（〜2/9）

27（月）
28（火）
29（水）
30（木）
31（金）
Ｓはスクーリングを表します
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単位認定試験（筆記）第８回 全学生対象
単位認定試験（筆記）第８回を下記の要領で実施します。
◇実施日時

１月18日（土） 12：40集合（時間厳守）

◇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8回
◇受験申請手続期間

12月28日（土）〜１月11日（土）

◇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１月15日（水）から出力が可能です。

◇注意事項
『東洋通信』10月号P.11「2013年度単位認定試験（筆記）
（第５回〜第９回）」を確認してください。
◇試験時間割
１時限目
１科目受験者

２時限目

３時限目

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

15：40〜16：40

◇【法学部対象】 単位認定試験（筆記）における六法の貸出について（重要）
平成25年10月の単位認定試験（筆記）
より法学部専門科目については、自身の六法は持ち
込み不可となり、試験時より大学から貸出される六法を用いて解答することになっています。

6

単位認定試験
（筆記）
第8回
○厳正な試験の実施
法学部では、毎年持込六法への書き込み等の不正行為が問題となり、防止策が喫緊の課題
になっておりました。
そこで、平成25年10月の単位認定試験
（筆記）から試験時に使用する六法を「学生が持ち
込む方式」から「大学が貸出する方式」へ変更することにしました。
試験は、日ごろの学習成果を示す場です。厳正かつ公正なルールの中で、試験六法を駆使
して力試しをしてください。
○注意事項
貸出された六法に書き込みを行うことは不正行為となるので、絶対に行わないこと。
○単位認定試験（筆記）時

大学貸出六法

『ポケット六法』有斐閣

◇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

北線
トロ南
東京メ

都
営
三
田
線

東洋大前

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8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

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）とそこにいる存在は何か。
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

岡本かの子『川』と川端康成『水月』を読み、両作品の構造的な類似点に
ついて考察しておいてください。特に異界への接触、共有、共有後の男女
の関係を考慮してください。

テキスト

岡本かの子『川』と川端康成『水月』を読み、両作品の構造的な類似点に
ついて考察しておいてください。特に異界への接触、共有、共有後の男女
の関係を考慮してください。

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。
教科書の第十二章から出題します。文中で言及されている文学テクスト、
テキスト・
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
自筆ノート・
ください。特に「ジェンダー」という用語の意味、その視点から見た場合
教材プリント
の近代学文学史の問題点について、自分の考えをまとめておくように。
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。左記の物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。

古代日本文学史Ａ
池原
古代日本文学史Ｂ

古代日本文学史

池原

テキスト・
自筆ノート・
教材プリント・ 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）
添削済リポート が試験範囲です。左記の物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。
テキスト・
自筆ノート・
教材プリント・
添削済リポート

古典文法Ａ
田貝

・テキスト（Different Realities）のChapter2、7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10〜96ページ（第一章・
第二章）が試験範囲です。左記の物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。

古典文法Ｂ

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。

古典文法・日本語文法

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。

田貝

不可

8

単位認定試験
（筆記）
第8回
科

目

名

担当教員名 試験場への持込

作家作品研究
（中古）Ａ
古田

テキスト・
自筆ノート

重点的学習範囲
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、スクーリング時の配布プリントは自筆ノートに添付する形であれ
ば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。

作家作品研究
（中古）Ｂ

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、スクーリング時の配布プリントは自筆ノートに添付する形であれ
ば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。

作家作品研究
〈中古〉・
古代日本文学講読

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、スクーリング時の配布プリントは自筆ノートに添付する形であれ
ば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。

古田

テキスト・
自筆ノート

作家作品研究
（近現代）Ａ
早川

全て可

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。

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

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（特にテキスト
9ページで言及がある文献の現代語訳や注釈に目を通すこと）。

早川

全て可

日本の伝統行事Ａ
久野

テキスト・
自筆ノート

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。
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、現在の「鳥追い」「虫送り」の行事について調べて理解を深めて
ください。ムラ・マチの境から災厄や神を送り出す行事もこれに類するも
のとして含めます。民俗学・年中行事の事典で調べましょう。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Ｂ

テキスト『伝承歳時記』秋の章、及び『シラバス』にあげた参考書・事典
などで、盆行事にともなう精霊（ショウリョウ）・先祖霊について理解を深
めてください。その観点から、盆の精霊迎え・精霊送りの事例を調べまし
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』冬の章、及び『シラバス』にあげた参考書・事典
などで、現在の「神楽」の芸能とそれが行われる行事について調べて理解
を深めてください。「神楽」は、地方・地域によって、さまざまな種類や
様態があります。神楽によって神と人がどのように関わるか考えましょう。
地方・地域の神楽について、図書館の都道府県史・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。

久野

テキスト・
自筆ノート

日本民俗学Ａ

テキスト『日本民俗学』の第二部六章「信仰」
（p159〜p180）を読み、
「氏
神信仰」について理解してください。その中で、家で祀る神（屋敷神）、同
族で祀る神（同族神）、ムラ（マチ）で祀る神（村氏神）について理解を深めて
ください。民俗学事典で調べて概要を理解し、都道府県史・市区町村史の
民俗編などを調べて、その地域の「氏神信仰」の事例を集めておきましょ
う。資料の持ち込みはすべて可とします。

久野

全て可

日本民俗学

久野

全て可

テキスト『日本民俗学』の第一部五章「日本民俗学の課題」
（p34〜p49）
を読み、民俗学における「比較研究の方法」
（重出立証法・周圏論など）に
ついて理解してください。テキストだけでは不足なので、民俗学事典や民
俗学の概説書で調べましょう。資料の持ち込みはすべて可とします。

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。

日本民俗学Ｂ

テキスト『日本民俗学』第二部三章「生業」
（p94〜p118）を読み、民俗
学が研究対象とする「生業」における技術の伝承について理解してくださ
い。その観点から、私達の職業やしごとにおいて、親や先輩からどのよう
に「わざ」
（技量や技術）が伝達されたか。自分の身の回りの事例で記録し
ましょう。都道府県史・市区町村史の民俗編も参照しましょう。資料の持
ち込みはすべて可とします。

9

単位認定試験（筆記）
第8回
科

目

名

担当教員名 試験場への持込

重点的学習範囲

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

貸出六法

名雪

貸出六法

小林（秀）

貸出六法

民法Ⅰ部
（総則）

小林（秀）

貸出六法

課題を中心に復習し、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

貸出六法

不法行為の過失相殺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

貸出六法

刑法Ⅱ部
（各論）

武藤

貸出六法

出題範囲：2問中1問選択
1. 殺人罪、自殺関与・同意殺人罪
2. 財産犯総論、窃盗罪（とくに、「死者の占有」）

「商法総則・商行為法」
・
商法Ⅰ部
（総則・商行為）

遠藤

貸出六法

物品運送人の損害賠償責任

会社法
商法Ⅱ部
（会社法）

堀口

貸出六法

課題4に対応

「手形法・小切手法」
商法Ⅲ部
（手形・小切手法）

井上

貸出六法

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・
貸出六法

知的財産権法

盛岡

貸出六法

図書館情報資源概論・
図書館資料論
国語科指導法Ⅱ
国語科指導法
憲法Ａ
憲法Ｂ
憲法
民法Ⅰ部
（総則）
Ａ
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（政）

統治機構から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。
課題を中心に復習し、あわせてテキスト（p.157〜p.260）を熟読しておく
こと。

緊急避難の法的性格
中止犯の刑の減免
中止犯の刑の減免
出題範囲（1問必答）：暴行罪、傷害罪
出題範囲（1問必答）：詐欺罪、強盗罪

私的独占の禁止、不当な取引制限の禁止に関する事例問題
営業秘密について

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

○
『中学校学習指導要領解説 社会編』、『高等学校学習指導要領解説 地
理歴史編』を参照して、改定の基本方針、教科の目標などを学習しなさ
い。
○教科書の第5章及び第6章を学習しなさい。

田中（政）
社会地歴指導法Ⅱ

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。
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単位認定試験
（筆記）
第8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８回

１月18日（土） 10：30～11：30

・学習相談申込期間：12月28日（土）〜１月９日（木）
※12月25日〜１月５日は、事務室休業日となっておりますので、その期間は電話ではな
く、メールまたはFAXでお申込みください。
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

長谷川 勝久
（数学教育学・教育工学）

教育方法の研究（情報機器の活用
を含む）①②
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単位認定試験（筆記）
第8回
201

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】
12

提出

重要なお知らせ【再掲】
重要なお知らせ

図書館司書資格要件の変更について 全学生対象
「図書館法施行規則の一部を改正する省令」
（以下、改正省令と呼称）が2012年４月から施
行されたことにともない、同時に本学開講の履修科目および単位数が変更されました。この
ことにより、以下の対応となりますので、履修にあたっては十分に注意してください。
（１）正科生
（2011年度以前入学生）
 改正省令後の科目の変更はありません。現在学習している改正省令前の本学開講科目
（13科目26単位）をすべて修得し、卒業すること。
※スクーリング必修科目受講時の注意
 2012年３月以前より在籍している学生は、
『資料組織演習』
（２単位）を修得するた
めには、『資料組織演習（前）』と『資料組織演習（後）』のスクーリングを両方受講し、
合格する必要があります。
 同様に『レファレンスサービス演習・情報検索演習』
（２単位）を修得するためには、
『レファレンスサービス演習・情報検索演習（前）』と『レファレンスサービス演習・情
報検索演習（後）』のスクーリング両方を受講し、合格する必要があります。
（２）科目等履修生
■2012年10月・2013年４月以降に図書館司書資格科目の学習を始めた場合
学習科目の読み替えなどは不要です。
出願時に登録した科目（2013年度開講科目）の単位を修得してください。

2012
（平成24）年４月施行の改正省令について
１．1科目２単位の必修科目が追加されます。
２．
「専門資料論」は、選択科目への読み替えとなります。改正省令後の選択科目は２科
目必要ですが、
「専門資料論」を修得している場合にはそれに充当し、１科目に減ず
ることができます。
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教務

全学生対象

2014年３月までに単位修得を必要とする場合の学習別実施期限について
2014年３月までに単位修得を希望する場合、各種学習別の手続きは以下のとおりです。
それぞれの申請・提出期限を確認し、手続きをしてください。
※特に、2014年３月卒業予定者、2014年教育実習の参加要件取得希望者、科目等履修生
（前期生）
は十分注意してください。
学習方法
リポート提出

スクーリング

メディア授業

各種期限

注意事項

2014年１月14日（火）
16：45必着分まで
左記の結果確認後、 単位認定
2014年１月11日（土）〜
試験を受験する場合、最終の単
2014年１月13日（月・祝）
位認定試験申請に間に合うよう
【冬期１期受講分まで】
ToyoNet-Gで申請してくださ
2013年12月20日（金）〜 い。
2014年１月13日（月・祝）
【第４回受講分まで】

単位認定試験
（筆記）受験

2014年２月16日（日）
【第９回受験分まで】

単位認定試験
（論文）提出

2014年２月15日（土）
12：45必着分まで

解答期限は問題出力日より40日
間ですが、受験申請が遅い場合
でも提出期限は左記のとおりで
す。

〔注意〕
○リポート・単位認定試験（論文）は、ToyoNet-Gの申請を期限内に手続きしていても、リポ
ート、論文が期限までに未到着の場合、すべて無効となります。
○リポート受付停止期間

2014年１月15日（水）〜３月31日（月）

（受付停止期間中に届いたリポートは、事務室で保管できないため返送いたします。）
○単位認定試験
（論文）申請・受付停止期間

2014年２月16日（日）〜３月31日（月）

○科目等履修生の履修期間は単年度（１年間）です。履修して単位修得できなかった科目の学
習履歴
（リポート・スクーリング・メディア授業の合格）は、前期生の場合３月31日で無効
になりますのでご注意ください。
○年度単位
（４月〜３月）で「シラバス」は更新します。2014年４月１日以降は、2014年
度の「シラバス」のリポート課題等をご確認いただき学習を進めてください。
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教務

科目担当教員の変更について
（2014年４月〜）
下記科目について2014年４月より科目担当教員が変更となります（2013年11月20日
現在）
。リポート課題やテキスト等に変更の可能性がありますので、以下の科目を履修してい
る学生は、できるだけ早く単位を修得してください。
科目名・
2000〜2003年度
入学生

科目名・
2004〜2007年度
入学生
日本文学文化と風土A
日本文学文化と風土
日本文学文化と風土B
倫理学A
倫理学概説
倫理学B

科目名・
科目名・
2008〜2011年度
2012年度〜
入学生・科目等履修生
入学生
日本文学文化と風土A 日本文学文化と風土A
日本文学文化と風土B 日本文学文化と風土B
倫理学A
倫理学A
倫理学B
倫理学B
経済原論A
経済原論
経済原論
経済原論
経済原論B
地理学A
地理学
地理学
地理学
地理学B
作家作品研究(近現代)A
近現代日本文学講読 作家作品研究〈近現代〉作家作品研究
〈近現代〉
作家作品研究(近現代)B
比較文学文化特講A
比較文学文化特講A 比較文学文化特講ⅠA
比較文学文化特講
比較文学文化特講B
比較文学文化特講B 比較文学文化特講ⅠB
日本の古典籍A
日本の古典籍A
日本の古典籍A
日本の古典籍
日本の古典籍B
日本の古典籍B
日本の古典籍B
王朝文化論A
王朝文化論A
王朝文化論A
王朝文化論
王朝文化論B
王朝文化論B
王朝文化論B
室町文化論A
室町文化論A
室町文化論A
室町文化論
室町文化論B
室町文化論B
室町文化論B
文芸創作
文芸創作
書道科指導法Ⅰ
書道科指導法Ⅰ
書道科指導法Ⅰ
書道科指導法
書道科指導法Ⅱ
書道科指導法Ⅱ
書道科指導法Ⅱ
法学概論
法学概論
法学概論
法学概論
国際私法A
国際私法
国際私法
国際私法
国際私法B
知的財産権法A
知的財産権法
知的財産権法
知的財産権法
知的財産権法B
教育相談
教育相談
教育相談
教育相談

2013年度
担当教員名
今井

上

小坂田英之
太子堂正称
小林

正夫

早川

芳枝

朝比奈美知子
新藤

協三

濱橋

顕一

千艘

秋男

平山

三男

枝元

朗

芦野

訓和

笠原

俊宏

盛岡

一夫

高下

梓

科目担当教員変更に伴うテキストの配付について
科目担当教員の変更に伴う後任者の確定は、３月末になります。それに付随して、後任教
員が指定するテキストの確定も３月になります。テキストが変更になった場合、後期生につ
きましては学習の年度途中となるため、テキストは、５月に大学より配付（無償）いたします。
ただし、 2013年10月に新規で履修登録した科目 が対象です。また、前期生（正科生、科
目等履修生）
および後期科目等履修生は、自費購入となります。年度内に単位修得できるよう
に学習してください。
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教務

リポート提出上の注意事項について
次の課題の学習を進めるにあたっての参考とするため、また不慮の郵便事故等に備えて、
作成したリポート〔含む単位認定試験（論文）
〕は必ずコピーをとり、手元に保管してください。
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その他
年末・年始事務室休業のお知らせ 全学生対象 【再掲】
事務室休業期間 2013年12月25日（水）〜2014年１月５日（日）
郵便物、窓口等での年内受付は、下記日程の到着分までといたします。
証明書発行申請、その他申請…………………12月14日（土） 到着分まで
リポート受付、単位認定試験（論文）受付……12月20日（金） 到着分まで
その他、返信の必要なものは、余裕をもって申請手続をしてください。内容によっては、
年明けの返信・回答となる場合がありますので、注意してください。したがって、上記期限
を過ぎて到着した郵便物等の取扱いについては、１月６日（月）以降となります。

『東洋通信』2014年３月号表紙の投稿写真募集について 全学生対象
『東洋通信』2014年３月号表紙の投稿写真を募集します（たとえばわが町の風景等）。
採用された方には記念品（本学オリジナル図書カード１,000円分）を贈呈します。奮ってご
応募ください。
応募の際には下記２点をまとめて事務室に送付または、メール送信してください。
〈応募期間〉2013年12月１日（日）
～2014年１月16日（木）
応募書類
１
２

学籍番号、氏名、連絡先を明記した任意の用紙
（メールにて提出の場合は、本文に記載してください）
現像した写真または、写真データ（デジタルカメラ使用の場合）
※タテ17ｃｍ以内、ヨコ13ｃｍ以内のもの

〈応募の際の注意〉
①応募は１人につき１枚までです。
②応募写真は、本人が撮影したもので未発表のものに限ります。
③第三者が撮影したものに修整を加えたものは、応募できません。
④採用されたものについての著作権は、東洋大学に帰属します。
⑤応募写真は返却しません。
〈応募先〉
〒112–8606

東京都文京区白山５−28−20
東洋大学通信教育課
『東洋通信』編集係
mail：mltsukyo@toyo.jp

〈問い合わせ先〉 03−3945−7656
※採用写真はトリミングする場合があります。
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その他

東洋大学文学部伝統文化講座（12/14）のご案内 全学生対象 申込不要
王朝貴族の管絃を「遊び」と言いますが、これは、管絃や舞が、本来彼らの“余技”であっ
たことを示しています。しかし、時が進み、管絃の世界にも専門家たちが現れます。すなわ
ち“音楽家”の誕生です。今回は、王朝貴族社会の“音楽家たち”に焦点を当て、その“芸
の力”に触れます。
【内容】

説話の中の音楽家たち
─「遊び」から「芸能」へ─
テーマⅠ
王朝貴族の管絃の「遊び」
・越天楽の演奏
テーマⅡ

【出演】
石川

高

（雅楽演奏家

中村

かほる （雅楽演奏家

琵琶）

中村

仁美

篳篥・筝）

宮田

まゆみ （雅楽演奏家

笙）

八木

千曉

横笛・唱歌）

（雅楽演奏家
（雅楽演奏家

笙・和琴）

【解説】
石田

百合子 （古典文学研究家）

王朝貴族の絃楽器に親しむ
・解説と紹介
テーマⅢ
名人の力
（芸の威力）
・鬼と博雅─横笛
・海賊と用光─篳篥
テーマⅣ
足柄山の秘曲伝授─笙
・源義光と豊原時秋

【日時】 平成25年12月14日（土）
14：40〜16：10（開場14：10）
【会場】 東洋大学白山キャンパス

井上円了ホール

来場は自由、一般にも開放します
【問合せ先】
東洋大学文学部日本文学文化学科
☎03-3945-7367

河地研究室

o-kawaji@toyo.jp

※今回は源義光役を、長野五輪開会式で君が代を演奏された宮田まゆみ氏にお願いします。

源義光と豊原時秋（楊洲周延『日本歴史教訓画』）
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TAのしおり
現代でも古語は生きている
～たとえばお馴染みのあの歌に～
（国文学科・日本文学文化科編）
「古典が苦手なんです！」という声をしばしば耳にします。中にはてこずるあまり「古典文
法とか古語とか、何の役に立つんですか？」と涙目で聞いてくる学生もいます。気持ちはわ
からないでもないのですが、日文の学生にそう言われてはちょっと困ります。
しかし、古語とは言っても日本語です。時には私たちの生活の中にひょっこり顔を出すこ
ともあるのです。
１．過去が似合います
映画は好きですか？最近の映画も迫力があっていいのですが、古い映画の華やかさも時に
はいいものです。たとえば、
『風と共に去りぬ』でスカーレット・オハラを演じたヴィヴィア
ン・リー、きれいでした。この「去りぬ」の「ぬ」も古語で完了の助動詞ですよね。南北戦
争に敗れて南部の栄光は「風と共に去ってしまった」のです。
この作品の２年後にヴィヴィアン・リーが主演した映画のタイトルが『美女ありき』でし
た。
「ありき」の「き」は過去を表す助動詞です。現代語訳してしまうと「美女がいた」とな
ります。もちろん現代語のほうがわかりやすいのですが、どうもさまにならないようです。
この「き」は終止形で、終止形・連体形・已然形「き・し・しか」と活用します。ですか
ら「兎追いしかの山

小鮒釣りしかの川」という歌の「追いし」
「釣りし」の「し」も同じ助

動詞です。連体形ですから「兎を追いかけたあの山

小鮒を釣ったあの川」と訳すことにな

ります。
２．形容詞だって
また映画の話です。今度は邦画。海外でも有名な日本人監督というと、溝口健二、市川崑、
大島渚、最近では周防正行などいろいろな名前が思い浮かびますが、何といっても「オー！
クロサワ！」と外国人の反応がいいのは黒澤明でしょう。
世界の黒澤の作品では地味なほうですが、
『生きる』という映画をご存知でしょうか。昭和
27年の作品です。ただ書類の山を相手に毎日を送っていた市役所の市民課長が胃癌に冒さ
れ、生きた証を残そうと努力に努力を重ねて住民からの要望であった公園を完成させます。
そして、その公園のブランコに揺られて最期を迎えます。そこで市民課長が歌っているのが
「ゴンドラの唄」です。
いのちみじかし

恋せよおとめ

あかきくちびる

あせぬまに

聞いたことがありませんか。映画を見ていない人でも歌のほうは耳にしたことがあるので
はないでしょうか。命は短い、ではなく「みじかし」と歌っています。
なぜか形容詞をこのように表現した歌詞は多いようで「朧月夜」でも「見わたす山の端
霞ふかし」と歌っていますし、
「旅愁」でも「更け行く秋の夜
りなやむ」と、「わびしき」と歌っていますね。
19

旅の空のわびしき思いにひと

TAのしおり
形容詞は「し・く・く・し・き・けれ」と活用するク活用、
「し・しく・しく・し・しき・
しけれ」と活用するシク活用があります。「みじかし」はク活用で、「わびしき」はシク活用
です。
３．係り結びも…
来年の話をすると鬼が笑うそうですが、あと一ヶ月ほどで新年です。年が明けるとテレビ
などでよく流れてくる曲に「お正月」があります。
「年の始めの

例とて…」という、あの歌

です。この「お正月」の歌詞に係り結びが含まれていることは気がついていましたか。
「祝（いお）う今日こそ

楽しけれ」の「こそ…けれ」は「こそ…（已然形）」の係り結びで

す。
お正月よりさらに先の話になりますが、卒業式で歌う「仰げば尊し」の「今こそわかれめ」
も同様の係り結びです。「わかれめ」は「わかれ目」ではありません。「め」は「む」の已然
形です。
「今はお別れいたしましょう」、つまり、いつの日かまた会えるといいというニュア
ンスを含むようです。
卒業式と言えば、
「蛍の光」もよく歌われます。こちらは、ちょっとわかりにくいですが
「あけてぞ今朝は別れゆく」は「ぞ…（連体形）」の係り結びです。「ゆく」は終止形ではなく
連体形なのです。同様に「誰か故郷を想わざる」も「か…（連体形）」です。
係り結びの主な役割は強調なのですが、なるほどどの歌も一番盛り上がるあたりで登場し
ていますね。
いかがですか？探してみると意外と日常的に「古語」に出会うことがあるでしょう？なじ
みが薄いからと敬遠しないで付き合ってみましょう。だって、日本語なのですから。ほんの
ちょっとの違いが乗り越えられれば、昔の人の知恵や優雅さに触れることができるのです。

《古典が読みやすくなる本》
山口仲美
『犬は
「びよ」
と鳴いていた─日本語は擬音語・擬態語が面白い』光文社（2002年８月）
稲着達也『カリスマ早大生が教えるやばい!古文』 ゴマブックス（2007年４月）
山口仲美『日本語の古典』 岩波書店（2011年１月）
鳥光宏『
「古文」で身につく、ほんものの日本語』 ＰＨＰ研究所（2011年３月）


（文学部TA
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関

明子）

学友会からのお知らせ
スクーリング懇親会
（クリスマス・パーティ）のお誘い
東日本大震災から二年半経ちました。この間経済的にも大変な二年でした。ようやく今年
から上向いて来始めました。
一方、皆さまはこの時期、ご自宅での勉学、リポート提出や冬期スクーリングによる勉学
に励んでおられ、心身ともにご負担が多く多忙の日々をお過ごしのことと拝察していますの
で、ここで皆さまの心をリフレッシュされてはいかがでしょうか。
つきましては、学生同士の親睦も深めるため、食事をとりながら、ささやかながら「クリ
スマス・パーティ」を開催いたしたいと存じます。
食べもののほか、飲みもの等も準備しております。皆さまお誘い合わせの上、楽しく情報
交換して親睦を図ろうではありませんか、スクーリングで受講中の学友会会員を含め、広く
皆さまのご参加をお待ちしています。
記
１．日

時：平成25年12月22日（日）16：30～18：30

２．場

所：甫水会館

３．目

的：自宅で勉学されている学友会会員および冬期スクーリングに参加している学友

４階401会議室

会員同士で学習の進め方、受講などの情報交換および懇談を行って交流を図り
勉学意欲を高めることおよび多くの学友が集まることで〈共に勉強している〉
という共学意識を持つようにするため。
４．申込み：〒134－0087
高比良

毅

東京都江戸川区清新町1－1－36－604

宛て

・FAX：03－5675－2354
（電話と同番、FAXの場合そのままFAXボタンを押します）
・E-Mail：t-takahira@mtf.biglobe.ne.jp
○あなたの氏名、学籍番号、所属学部・学科をご記入の上、ハガキ、FAXまたは
メールでお申し込みください。
○申込締切り：12月20日（金）消印有効＊（メール21日午後迄）
＊注：締切りは上記でも、当日申込みもできます。ぜひご参加ください。
（人数
把握のためだけ、早目に出席者を確認するもの）
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〈学生からの投稿〉
協定大学図書館見学会
2013年９月28日
（土）
10：30～17：00、８号館～協定大学図書館（明治大学駿河台キ
ャンパス中央図書館～青山学院大学本館～国学院大学渋谷キャンパス博物館～国学院大学渋
谷キャンパス図書館）、12名出席。


文学部

日本文学文化学科４年

信沢佳菜子（信沢佳月）

今回の協定大学図書館見学会では、山手線沿線私立大学図書館コンソーシアムの内、明治
大学、青山学院大学、国学院大学の３つの図書館、及び、昨年11月完成の８号館を、先輩方
のご先導のもと見学しました。
▼東洋大学８号館見学
東洋大学８号館１階に集合し、最初に、８号館を見学しました。開いてはいませんでした
が、真新しい建物の中を、７階の125記念ホール（特別会議室）、５・６階の法科大学院自習
室・セミナー室・法廷教室等を外から見て回り、２階の国際部（国際センター）へ立ち寄り、
職員の方々の話を伺いました。国際化への、強化された国際部の体制に興味を持って聞くこ
とができました。
▼明治大学図書館見学
東洋大学を出て、地下鉄三田線神保町駅で下車し、少し歩き、明治大学駿河台キャンパス
中央図書館を見学させていただきました。地下３階～１階までの広さで、架蔵図書数も多く、
大きい図書館でした。明治大学図書館では、最初に図書カードを作成していただき、司書の
方の案内の下、館内を迷うことなく見学することが出来ました。地下３階は、新聞記事、洋
図書、地下２階は、社会科学系の図書、グループ閲覧室、貸出カウンター、地下１階は、和
雑誌、１階は、カウンター、参考図書、インターネットや電子資料のマルチメディア、参考
図書エリア、展示資料室と、館内各エリアを案内していただきました。地下では、出入り口
が分かりやすいように工夫されたりもしていました。
司書関連資格も目標にしたりするにも、館内の資料配置なども参考になりましたが、図書
が豊富にあったので、今後の学習の際に、積極的に利用したいです。
見学終了後は、キャンパス内の17階、地上約75mの学生食堂（スカイラウンジ暁）で、会
話も交えつつ昼食となりました。
▼青山学院大図書館見学
少し休んだ後、午後は、地下鉄半蔵門線表参道駅で下車し、青山学院大学本館図書館を見
学させていただきました。青山学院大学図書館も、地下１階から３階までの広さで、大きめ
の図書館でした。こちらは自由見学で、館内を各自見学させていただきました。地下１階は、
和雑誌、洋雑誌、洋書、１階は、貸出返却カウンター、指定図書、新聞、IE図書、参考図書、
22

マルチメディア室、２階は、社会科学と自然科学の和書、OPAC、となっていました。
こちらも、架蔵図書数も多く、図書が豊富にあったので、少し足を伸ばし、積極的に利用
してみたいです。
▼國學院大学、博物館及び図書館見学
青山学院大学を出て、約10分程度歩き、国学院大学渋谷キャンパスへ向かいました。最初
に、国学院大学渋谷キャンパス博物館を見学させていただきました。
「国学」を校名に関した
大学の博物館では、古典籍や古器・古物などのもの、及び、国学院とその設立母体の皇典講
究所関連の資料やコレクションを見て周りました。そのあとに、国学院大学渋谷キャンパス
図書館を見学させていただきました。こちらは、学術メディアセンターという建物内の、地
下２、１階、２階、３階が図書館になっており、神道・国史・国文関係の図書は特に充実し
ていて、少し大きめの図書館でした。こちらも、自由見学で、各自自由に館内を見学させて
いただきました。２階は、参考図書、グループ学習室、検索エリア、コピーエリア、開架書
庫、３階は、カウンター、資料・検索・雑誌各エリア、閲覧室、地下２階は、児童書庫、地
下書庫、カウンター、１階は、準貴重書室、貴重書庫となっていました。
国学院大学図書館は、特に国文関係の学習の際には、とても参考になる図書が多数ありま
した。
国学院大学を出て、バスで永田町駅まで移動し、そこで解散となりました。数箇所の図書
館を回るにも程よいくらいの人数で、楽しみながら各図書館を見学することが出来ました。
今回見学することが出来なかった、他の山手線沿線私立大学図書館コンソーシアムの図書
館もまた、ぜひ見学してみたいです。

2013.9.28

協定大学図書館見学会一同
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東洋通信

東洋大学補助教材
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随 想
『おくのほそ道』と「銀河ノ序」

ふみづき

む い か

さ

ど

つね

よ

に

あまのがは

け ん ぎゆう

周知のように、
『おくのほそ道』の越後路の章には次の二句が仲良く並んで収められてい
る。
あらうみ

文月や六日も常の夜には似ず
荒海や佐渡によこたふ 天 河

私はこの「文月や」の句について〈織姫（織女星）と彦星（牽 牛 星）が相会う前夜の、い

つもと違って華やいで見える空を詠んだ句〉とし、
「荒海や」の句については〈前夜とはうっ

て変わって、逢瀬にはあいにくの空模様となった織姫と彦星の心細さを、佐渡の空に身を横

たえている天の川によって詠んだ句〉と注し、
〈
「文月や」の句と一対の恋の句である〉と結

んだ（
『写真で歩く奥の細道』三省堂、平成二三・三）
。流人の島の悲劇を読み取ろうとする

あん

ぎや

ゑ ち ご

い づ も ざき

とま

かの

芭蕉

従来説を排除し、七夕を主題とする二句という解釈に加担したものだが、従来説の根拠であ

だう

銀河ノ序 
ろく

る俳文を示して、注釈の不足を補っておこうと思う。
ほく

この

いで

北─陸─道に行─脚して、越後ノ国出─雲崎といふ所に泊る。彼佐渡がしまは、海の面十八
さう
は
へだて
とう ざい
ケン ナン
クマ
波を 隔 て、東─
西三十五里に、よこおりふしたり。みねの嶮─
難谷の隈〴〵まで、
里、滄─
め

で たき

はべ

たい

ざいてう

てき

をん

る

さすがに手にとるばかり、あざやかに見わたさる。むべ此嶋は、こがねおほく出て、あ
きこ

マドおし

ひら

罪朝─
敵のたぐひ、遠─
流せら
まねく世の宝となれば、限りなき目出度島にて侍るを、大─
ざん

じ

りよ

しう

ひ

すで

しづん

ぎん

が はん

てん

るゝによりて、たゞおそろしき名の聞えあるも、本意なき事におもひて、窓押─開きて、

ハラワタ

まくら

さだま

すみ

暫─時の旅─愁をいたはらむとするほど、日─既に海に 沈 で、月ほのくらく、銀─河半─天
サヘ
にかゝりて、星きら〳〵と冴たるに、沖のかたより、波の音しば〳〵はこびて、たまし
たもと

ゐけづるがごとく、 膓 ちぎれて、そゞろにかなしびきたれば、草の 枕 も 定 らず、墨の
袂 なにゆへとはなくて、しぼるばかりになむ侍る。
〽あら海や佐渡に横たふあまの川

（森川許六編『風俗文選』所収）
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ほくろくどう

文章はまず、北陸道の旅で出雲崎に泊まった際の体験であることをいう。そして、約七〇

キロメートル先の海上に、東西およそ一四○キロメートル（実際は六○キロほど）の幅でく

す けと も

っきりと横たわる佐渡島に思いをはせて、以下のように感慨を述べる。この島は金山から産

出される金が広く国家の富となる点では愛すべきなのだが、一方で日蓮・日野資朝・順徳帝・

京極為兼、そして世阿弥など、すぐれた人物たちが重罪人として流罪に遭っている歴史を思

うと恐ろしい。あれこれ考えて、旅愁を慰めるべく窓を開けるのだが、太陽は沈んで月もほ
はらわた

の暗い中に、銀河がきらきらと冴えて、佐渡島のある沖の方から響く波の音は魂を削るよう

に、 腸 をちぎるように悲しく聞こえて眠れず、流れる涙に墨染の衣の袖が濡れてしまうの
であった。

快 一

たに

よし
ち

出身

北海道
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「荒海や」の句を遠流の島と解釈する歴史は、長くこの「銀河ノ序」という俳文に寄りかか

ってきた。だが『おくのほそ道』において、芭蕉はこの本文全体を捨てる。芭蕉が捨てたも

のを解釈に使うわけにはいかない。言い古された話だが、作品理解の最大の手掛かりは作品
そのものにあるのだ。

ちなみに、
『おくのほそ道』は、五ヶ月に及ぶ旅の途次やその後に書かれた、たくさんの小

俳文学

さな俳文をもとに再構成された。俳文とは俳意、つまり和歌の美学とは異なる発想や把握を

専攻

含んだ散文詩的文章のことである。

文学部教授

かず

谷 地

オアシス
資料の防災
中

村

規

子

水濡れ、建物の壊滅的損壊などがあり、また、原発事故のため

壊、書架の損壊や転倒、資料の落下、津波による資料の消失や

資料保存コア活動・アジア地域センター長として資料保存の仕

立国会図書館収集書誌部の司書監として、また国際図書館連盟

私は二〇〇八年四月から二〇一二年三月末までの四年間、国

だきたいと存じます。ここでお断りしておきますが、本稿で申

に長期に休館した図書館もありました。被災図書館の復旧は、

事にたずさわってまいりました。資料保存の分野において、防

図書館は資料を保存するために長年、努力しますが、災害に

自治体が機能しない間は着手できなかったこともありましたが、

災は重要課題のひとつとされています。それは先述のように災

し上げる「防災」とは消防法における「防災」と同様、予防だ

国内・県内の図書館協力ネットワーク、出版界、ＮＰＯ、保存

害は資料保存にとって最大の脅威だからです。この間、四川大

より一瞬にして資料を失うことがあります。二〇一一年三月に

修復専門家などの支援を受けて進められてきました。また、国

地震（二〇〇八年）
、ハイチ大地震（二〇一〇年）、ニュージー

けではなく災害発生時の対応や発生後の復旧も含みます。

立図書館の間のネットワークにより米国議会図書館から災害対

ランドのクライストチャーチの地震（二〇一一年）
、タイの洪水

起きた東日本大震災では、揺れによる図書館の建物や設備の損

応の専門職員が派遣されるといった海外からの支援もありまし

（二〇一一年）など世界各地で大災害が発生し、図書館等の文化

（３）

た。しかし、近年、異常気象による災害が頻発し、南海トラフ

施設が被災しました。オランダ王立図書館の小火（二〇〇九年）

（１）

巨大地震などの発生が予想されています。本稿では、図書館の

もありました。そのため、資料防災の重要性は一層認識されつ

（２）

防災、とくに資料の防災について私の経験を基に書かせていた
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（４）

よる変形（皮の表紙など）、消火の際に使用する水や化学物資に

濡れ、流されることもあります。火災の場合、燃焼、煤、熱に

主に火と水によるものです。例えば、水害により、資料は水に

もあります。これらの災害が資料にもたらす実質的な被害は、

道管の破裂、排水管の詰まり、漏電、爆発などによる人為災害

巻などの自然災害、また、戦争やテロ行為、火災、雨漏り、水

図書館をめぐる災害には、地震、津波、集中豪雨、洪水、竜

また、修復には膨大な費用を要しました。その反省から被災資

く、様々な方法が試みられたため失われた資料もありました。

ました。しかし、当時は被災資料の修復に関するノウハウが無

から保存修復専門家が集まり、被災資料の修復に懸命に取組み

した。すぐに図書修復センターが設立され、イタリアの国内外

ドが水をかぶるなど膨大な数の文化財が被災したのが始まりで

のうち貴重書を含む約百万冊、加えて六百万に達する目録カー

ンツェのアルノ川の氾濫により、国立図書館の蔵書約三百万冊

さが言われるようになったのは、一九六六年に発生したフィレ

よる被害があります。地震による被害には前述に加え、地震の

料の修復に関する研究が行われ、予防が大切と考えられるよう

つあります。

二次災害として発生する水道管の破裂や火災などによる被害も

になりました。

（５）

あります。

すので、水濡れ資料を冷凍保存し、後でその都度、処理可能な

発生した場合、すぐに全資料の救済作業を行うことは不可能で

い、乾燥させるというものです。しかし、水濡れ資料が大量に

水濡れ資料の救済方法は、簡単に申しますと、汚れた資料を洗

災害から人命や建物を守るための防災対策はありますが、資料

料防災計画」と呼んでいます。というのも、多くの図書館では

てまとめることが必要であるとし、この総合的な防災計画を「資

料をも守るための総合的な防災対策を策定し、一つの文書とし

略してＩＦＬＡ。以下ＩＦＬＡと言
ciations and Institutions
う。
）は、各図書館は災害から図書館の建物や人命のみならず資

国際図書館連盟（ International Federation of Library Asso-

分の作業を継続して行うという方法など、いくつかの方法があ

をも守る防災対策は講じていないからです。実際、ＩＦＬＡが

そして、資料の被災について対応を急ぐのは水による被害で

ります。その上で、必要に応じて再製本などの修復作業を行い

二〇〇三年に世界の国立図書館一七七館を対象に資料をも含む

す。資料は水に濡れるとカビが発生する可能性があるからです。

ます。しかし、事前に予防対策を講じておけば、災害による被

総合的な防災対策の有無などを尋ねたところ、回答があった七

（６）

害を避けられる、あるいは抑えることができます。一般的な防

三館のうち有すると回答したのは半数強でした。

では、この資料をも含めた防災対策として行うべき具体的内

（７）

災と同様、資料の防災も予防が大切です。
このように図書館の災害について関心が払われ、予防の大切
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考慮することが必要であるとしています。最後に、発生した災

代替資料の入手、再製本など）については保存の必要性などを

保存修復専門家の意見や経費を考慮し、被災資料の措置（廃棄、

優先順位や方法を決めてから進めることとしています。その際、

としています。第四段階は復旧です。復旧作業に当たっては、

いて対応しますが、その際、何より人命の安全を優先すること

アルに従い連絡をとり、災害対応組織のリーダーシップに基づ

段階として、災害発生時の対応の仕方を述べています。マニュ

どを記したもの）、関係者の連絡先リストの作成などです。第三

（優先的に救済する貴重資料の排架位置、電源、水道管の位置な

資料について救済する際の優先順位付け、建物の平面図の作成

図書館内の災害対応組織の設置や訓練の実施、マニュアル整備、

の対応準備です。準備すべきことは、防災の備品や設備の整備、

のリスク管理を行うこととしています。第二段階は災害発生時

けて説明しています。第一段階として建物、設備、備品、環境

容はどのようなものか、と言うと、ＩＦＬＡは次の四段階に分

うかと考えます。

て誰が何をするか明確にしておく、そのあたりから始めてはど

災害対応組織に資料防災担当を置き、災害発生時、資料につい

は簡単ではないと思います。まずは、各図書館の消防計画上の

通常業務に加え防災対策に多大な時間、要員、予算を費やすの

になるからです。予防が大事、と言っても、多くの図書館では

いっぺんに策定し、一つの文書にとりまとめるのは大変な作業

料の保存修復に関する知識・技術まで広範囲にわたりますので、

的な防災計画の対象は、建物・設備・備品や周囲の環境から資

よいのではないかと考えます。というのは、資料をも含む総合

れらを積み重ねて総合的な防災対策としていくことを目指せば

るマニュアルの作成、資料救済の優先順位付けなどを行い、そ

ているはずです。従って、消防計画に加え、資料の防災に関す

整備、災害対応組織の整備や訓練、マニュアル作成などを行っ

ています。各図書館は消防計画に基づき、建物・設備・備品の

めの予防を中心とした消防計画を作成することが義務付けられ

消防法に基づき火災や地震などの災害から人命や建物を守るた

もうひとつ、資料の防災に大切なのは、図書館の他の事柄と

害について分析し、資料をも含む総合的な防災対策の改訂を行
うことが必要であるとしています。

した総合的な防災対策を有する図書館は殆ど無いようです。そ

策を講ずるべきことは長年、言われてきました。ですが、こう

技術を共有し、ネットワークを広げていくことが不可欠です。

ています。そうしたイベントにおいて資料防災の知識・経験・

様々な機関が資料の防災に関するシンポジウムや研修を開催し

同様、関係機関、企業、専門家などとの幅広い協力です。近年、

れは日本の図書館が資料の防災をサボっているからか、と言う

先に東日本大震災により被災した図書館の復旧には様々な立場

日本においても、上記のような、資料を含む総合的な防災対

と、そうではないと思います。日本では、図書館などの施設は
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からの協力支援が行われてきたと申しましたが、その背景には

（

（

うことです。
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国内・県内の図書館協力ネットワークの発展があります。また、
阪神淡路大震災以降、歴史資料の保全や活用を図るため「歴史

（１）シリーズ被災地の図書館は今：『国立国会図書館月報』六

過去をふり返りますと、関東大震災発生後、国際連盟におい
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資料ネットワーク」が構築されてきたことなどもあります。今

て日本の図書館の被災に対し支援を行う決議がなされました。

〜一二頁

せられました。一方で、ＩＦＬＡ資料保存コア活動・アジア地

わる重要な課題として取り組んでいる六つのコア活動のひと

）は略称をＩＦＬＡ／ＰＡ
on Preservation and Conservation
Ｃと言い、国際図書館連盟（ＩＦＬＡ）が世界の図書館に関

（２） http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/data_preserve28.html
（３）国際図書館連盟資料保存コア活動（ IFLA Core Activity

ジョン・ロックフェラー・ジュニア氏からは、焼失された東京
大学の図書館再建のために四百万円の寄付があり、また国内外
（９）

から資料の寄贈もあり、今日に至っています。

域センターは東日本大震災の経験も踏まえ、日本、中国、韓国

つで、世界の一四地域にセンターを置き、各地域の保存活動

東日本大震災に際しては、海外の図書館から大きな関心が寄

にオーストラリアも加えて資料防災に関する保存フォーラムを

を推進する。一九八九年、国立国会図書館はＩＦＬＡ／ＰＡ

（ （

http://www.ndl.go.jp/

開催したり、タイで開催された文書遺産保護のための洪水災害
（

Ｃアジア地域センターに指定された。
〈

（

対策ワークショップに講師を派遣するなど、アジア地域におけ
る協力・支援を行っています。

は、一九九四年のノースリッジ地震（マグニチュード六・八）

紹介します。カリフォルニア州立大学ノースリッジ校の図書館

震の影響について、同地の図書館関係団体からの情報：カレ

三頁〜一四頁、ニュージーランド・クライストチャーチの地

『アジ研ワールド・トレンド』二一〇号、二〇一三年三月、一

災害と図書館） 狩野修二：

により天井が破れ、その後、雨が降ったため、雨水が書庫に流

〉
jp/aboutus/iflapac.html
（４） 四川大地震と図書館（特集

れ込み、二万冊が被災しました。これに対し総合的な防災対策
に基づき適切な対応を行ったため、一冊の消失もなかったとい
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ントアウェアネス・ポータル 二〇一一年二月二三日、〈 http://
〉
、二〇一一年のタイ洪水による
current.ndl.go.jp/node/17657

最後に、資料をも含む総合的な防災対策が功を奏した例をご

（（

（（

図書館への被害状況：カレントアウェアネス・ポータル 二
〉
〇一二年二月八日、〈
http://current.ndl.go.jp/node/201
『図書』三五九号、一九
（５）フィレンツェの水害 藤野幸雄：
七九年七月、四〇頁〜四一頁（災害からの教訓 一九六六─
二〇〇二）
『図 書 館 の 災 害 対 策 ─ 予 防・ 準 備・ 対 応・ 復 旧 ─（翻
（６）
訳）』ＩＦＬＡ資料保存分科会

ワイリー：『歴史学研究』六九四号、一九七七年二月、三五頁
〜四一頁

─なかむら
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〈
http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/iflapac/pdf/disasterplan
〉
ning.pdf
（７） Survey on Disaster Planning in National Libraries. Ma“ Internarie-Therese Varlamoff and Marie-France Plassard:
”   34
（ 2004.12
）
〈 http://archive.ifla.
tional Preservation News
〉
org/VI/4/news/ipnn34.pdf

災と文書遺産ワークショップ

）カリフォルニアの図書館の地震対策 ピーター・ブース・

館月報』六二二号、二〇一三年一月、七頁〜一一頁

─現地報告─：
『国立国会図書

） http://www.ndl.go.jp/jp/aboutus/data_preserve29.html
）シリーズ 被災地の図書館は今 タイ国洪水による資料被

（８） http://siryo-net.jp/
（９） http://www.lib.u-tokyo.ac.jp/sogoto/contents/history2
（
（
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オアシス

あの夜、
「彼」がロンドンの夜空に
輝いていた？

雅

敏

（
〈とりわけ日本社会の労働制度における〉働き過ぎによる
tem

中

私の友人は日本に来て５年。趣味は盆栽。
「休みを楽しむため

田

に働く」といわれているドイツから来た彼は、当初は「働き続

の一語で通用することになっている。
死）となるが、 Karoschi
外来語がドイツ語の単語として取り入れられるとき、問題と

なるのが「名詞の文法上の性」である。印欧（インド＝ヨーロ

けるために休む」といわれる日本の生活に馴染めるか不安で、
過労死の心配もしていたが、日本人の女性と結婚し、今ではす

ゥー語、ラテン語、フランス語、ドイツ語、ロシア語、ギリシ

ッパ）語族の諸言語（サンスクリット、ヒンディー語、ウルド

右の文章に見られる日本語単語のいくつかは、
「私の友人」の

ア語、ペルシア語など）
、またセム語族に属する諸言語（アラビ

っかり日本の生活にとけこんでいる。

出身地であるドイツで話されているドイツ語に外来語として取

雄の別があるものについては、原則として生物学上の性別が文

と呼ばれ、名詞が持つ意味上の性差は関係ない。生物学的に雌

れる代表的な言語群である。この「名詞の性」は「文法上の性」

ア語、ヘブライ語など）は名詞が文法上の性を持つことで知ら
Japanische Kunst,

り入れられている。ひとつは「盆栽」であり、ドイツ語の辞書
にも載っている。これを言い換えようとすると

（鉢植えの樹を育てる日本古来の芸術）と
Zwergbäume zu ziehen
説明しなければならないが、ドイツ語単語になっているおかげ
で言い表せる。また、あまり穏やかではない例で恐縮
で Bonsai
だが、「過労死」 もドイツ語になっている。 辞書的な説明では

）
法上の性別に対応する（たとえば、
「父親」
（ドイツ語では Vater
）は男性名詞で、
「母親」
（同 Mutter
）や「娘」
や「息子」
（同 Sohn
）は女性名詞である）ものの、生物学上は女性であ
Tochter
Tod durch Überarbeitung besonders mit dem japanischen Arbeitssys- （同
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しない。また、ある名詞がある言語で男性名詞であっても、別

る「女の子（少女）」（同 Mädchen
）が文法上は中性名詞になる
など、名詞の性別は意味的、生物学的な区分とは完全には一致

）単独では「睡眠」の意味）
。外来語を見て
シュラーフ（ Schlaf
みると、それぞれの「輸出先」言語の音韻や形態の体系がわか

語でメス（ Mess
）は「計測」の意味）
、
「寝袋」を意味する Schlaf（原音はシュラーフザック）は「シュラフ」となる（なお、
sack

の 言 語 で は 女 性 名 詞 に 割 り 当 て ら れ た り も す る（た と え ば、

ーヒー」
、ウイグル語由来の「ピラフ（ポロ）
」など、どの言語

り面白い。私たちの身の回りには、ロシア語が語源の「イクラ」

）である）。この違いを巧みに利用した推理小
は女性名詞（
lune
説もあるのだそうだ（橋本政義『ドイツ語名詞の性のはなし』
）
。

から「輸入」されたのかが意外と知られていないものも多いの

）でも、フランス語で
「月」は、ドイツ語では男性名詞（ Mond

第一次世界大戦中のロンドンのある公園で、一組の男女がベン

ではないだろうか。

─たなかまさとし・法学部准教授─

ると、案外覚えられるかもしれない。

を勉強するときには、単語の語源（起源）にも関心を持ってみ

でも認知されているということが垣間見られる。外国語の語彙

（たたみ化する）と表現さ
だ様子は、ドイツ語では tatamisieren
れる。日本古来の生活様式が畳と共にあるということがドイツ

なお、冒頭で挙げた「私の友人」が「日本の生活にとけこん」

や、アイヌ語を起源とする「ラッコ」
、アラビア語が語源の「コ

チに座っている。女性が夜空を見上げて、月のあまりの美しさ
”と言う。この he
の一言で、相手
に思わず “ He is very beautiful!
の男性にはこの女性がドイツ人のスパイであることがわかって
しまう─というストーリーである。
や Karoschi
の文法上の性別についてであ
さて、前出の Bonsai
は「芸術作品（ Kunstwerk
）
」
（ドイツ語では中性名
るが、 Bonsai
は「死（ Tod
）
」
（同、
詞）からの連想で中性名詞であり、 Karoschi
男性名詞）との類推で男性名詞である。外来語の性別割り当て
については、既存の関連語から連想されることが多いことがわ
かる。
反対に、ドイツ語単語が日本語に取り入れられるときには、
日本語には名詞の性の区別がないため、性別の情報は無視され
るが、日本語独自の「語の短縮操作」によって、和製ドイツ語

（原音はメッサー）は「メス」となり（ドイツ
Messer

に作り替えられることが少なくない。ドイツ語で「ナイフ」を
意味する
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澤

菱川師宣筆「見返り美人図」の謎
藤

紫

立させ、天和期（一六八一〜八四）には「吉原の躰」などの十

二枚一組の墨摺絵を版行し、これが後の浮世絵版画の基礎とな

─ 11 ─

─美人画の機能を探る─

一、はじめに 「見返り美人図」の謎

二三（一九四八）年に切手趣味週間シリーズ切手の図案にも選

った。その画業の集大成ともいえる「見返り美人図」は、昭和

の祖と称される菱川師宣（一六一八？〜一六九四）最晩年の美

ばれ、多くの愛好者を持つ。この作品の成立背景には、後の浮

「見返り美人図」の通称で知られる本作品【図一】は、浮世絵

人画である。師宣ははじめ絵本の挿絵画家として名を馳せ、上

世絵美人画にファッション誌としての機能を与えることになる、

七六四〜七二）の初年に、日本のフルカラー印刷の先駆けとな

され、江戸のメディア文化の象徴として発展した。明和年間（一

新様式で、木版による大量生産を軸に主に庶民層に向けて発信

そもそも「浮世絵」は一七世紀後半の江戸で確立した絵画の

二、師宣と小袖雛形本

に、浮世絵と版本の関係について述べることとする。

「雛形本」の存在がある。本稿では「見返り美人図」の成立を軸

方の人気作家井原西鶴の『好色一代男』の江戸版の挿絵を担当
するなど様々な版本に筆を尽した。また版本から絵画部分を独
【図一】菱川師宣画「婦女図
（見返り美人図）
」絹本著色一
幅、元禄（一六八八〜一七〇
四）前期、東京国立博物館蔵

思われる（註一）。

〜七二）の初年頃から人気絵師としての基盤を確立したものと

若くして版本の挿絵画家として人気を得、寛文年間（一六五五

の「版本」類であった。師宣は房州（現千葉県）の生まれで、

づけられる菱川師宣が制作活動の初期に手がけたのが、絵入り

の情報文化を先導する存在となった。現在、浮世絵の祖と位置

る木版画「錦絵」の技法が完成すると、
「浮世絵」はまさに江戸

景に寄せて、屏風に掛かった小袖のデザインを見せるなど洒落

が、遊里風俗にも通じた師宣は【図三】のように吉原の室内の

は小袖の意匠が見やすいように衣装の展開図を配した例が多い

業に関わる匠たちの姿をつぶさに描いている。初期の雛形本で

染めの工程、更には師宣の生家の家業でもある縫箔師など染織

手掛けている。巻頭【図二】には、友禅染の下絵を描く職人や

六四）年刊、国立国会図書館蔵）を皮切りに複数の関連書物を

を強調するかのように、
「画師

た演出を試みた。巻末の奥付【図四】には師宣の筆であること

のみならず、彼の生家の家業（縫箔師）である染織業に関わる

署名の絵本『武家百人一首』からわずか二年で、師宣は絵本作

─ 12 ─

師宣は和歌や古典文学などを主題とした一般的な絵本の挿絵

仕事として「小袖雛形本」の作画にも携わった。小袖雛形本は

家としてのみならず、雛形本の絵師としても確固たる地位を築

【図四】菱川師宣画『当世早流雛形』二巻、鱗形
屋版、天和四（一六八四）年刊、国立国会図書
館蔵

菱川真蹟」と書かれている。初

墨摺の衣装の見本帳で、寛文六（一六六六）年頃から刊行が始

いたと知れる。
【図三】菱川師宣画『当世早流雛形』二巻、鱗形
屋版、天和四（一六八四）年刊、国立国会図書
館蔵

まり、師宣も『当世早流雛形』
（二巻、鱗形屋版、天和四（一八
【図二】菱川師宣画『当世早流雛形』二巻、鱗形
屋版、天和四（一六八四）年刊、国立国会図書
館蔵

内ひな鶴」
【図六】は錦絵創始から十年ほどを経た安永（一七七

軒中嶋丹次郎ほか雛形本の専門絵師が活躍している。その一方

辻本定次郎版、享保九（一七二四）年）
【図五】を手掛けた万字

なものとした。師宣没後も、『當流ひいながた鶴乃聲』
（尚書堂

躍の場を広げ、浮世絵が持つメディアとしての機能を一層豊か

確認されているが（註二）、師宣の多彩な活動は後継者たちの活

師宣と同時期に複数の雛形本専門絵師が活躍していたことも

とする、江戸の版元のしたたかな意図を組み事が出来る。同シ

趣向だ。そこからは女性をも「遊女絵」の鑑賞者に取り込もう

意で、遊女の豪奢な衣装がそのまま雛形本の機能を担っている

シリーズ名の「雛形若葉初模様」は「新春の最新衣装情報」の

景には何も描かず三人の立姿を画面ぎりぎりまで拡大している。

際大きく描かれているのがひな鶴、後の二人は見習いの禿、背

れた。吉原の大店、
「丁子屋」お抱えの遊女を描く。右端にひと

二〜八一）中期の錦絵で、江戸の版元西村屋与八版より上梓さ

で、京都の人気浮世絵師、西川祐信（一六七一〜一七五〇）な

リーズは実際に多くの支持者を得たようで、湖龍斎以降、鳥居
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三、浮世絵と雛形本

どが『正徳雛形』
（正徳三（一七一三）年刊）や『西川ひな形』

清長、勝川春山らの浮世絵師に引き継がれ、天明期（一七八一

〜八九）初年にかけて少なくとも一二〇図以上を売り上げた。

（享保三（一七一八）年刊）などの雛形本を上梓した。
また明和（一七

に錦絵（多色摺木
版画の新技法）の
誕生により木版画
が一気に色彩豊か
になると、版画表
現の可能性も、ま
たその需要も一気
に高まった。礒田

丁字屋

湖龍斎画「雛形若
葉初模様

【図六】礒田湖龍斎画「雛形若葉初模様 丁
字屋内ひな鶴」大判錦絵、西村屋与八版、安
永四（一七七五）年頃、東京国立博物館

六四〜七二）初期

【図五】万字軒中嶋丹次郎画『當流模様雛形鶴の声』
尚書堂辻本定次郎版、享保九（一七二四）年、東京
国立博物館蔵

靡した葛飾北斎も、雛形本

形本の専門絵師と一線を画した。その後も『小袖のすがたみ』

絵美人画 の- 始まりの絵師となる師宣は、当時「菱川様」と称賛
された美男美女の立姿を「衣装の着用図」として描き、他の雛

ほかに名所絵で一世を風

雛形』
（藤屋宗兵

衛版、文政六（一八二一）

とる男女を描き続けた。

（一六八二年刊）のように、モデルさながら衣装を着てポーズを

『今様櫛

年刊）
【図七】を上梓してい

し）のふじ」
、
「きゃうか（橋

じ（富士）
」
、
「みこし（見越

「八つがたけ（八ツ岳）のふ

りと描かないことで、却って佇まいの美しさが際立っている。

が箱書きに「半面美人図」
【図八】と認めたように、顔をはっき

ていない。江戸中期の戯作者、山東京伝（一七六一〜一八一六）

を振り返った瞬間を捉えているが、肝心の顔は半分しか描かれ

改めて「見返り美人図」を鑑賞すると、この作品の特色は衣

下）のふじ」
、
「くはいせひ

緻密で華麗な衣装の描写、美しい着こなし、そしてモデルの立

る。本書は櫛と煙管のデザ

（快晴）のふじ」など、約十

姿のごとく完成された後姿。師宣最晩年の傑作「見返り美人図」

装の美であることに気づく。赤い着物を着た女性がふとこちら

年後の天保（一八三〇〜四

は、浮世絵のみならず雛形本作者としても研鑽を積んだ師宣だ

─ 14 ─

イン画を掲載した三冊本で、

四）初年の刊とされる「冨
嶽三十六景」の登場を予感
させるような、奇抜な冨士
の意匠が掲載されている。

浮世絵師はよく現代のイラストレーターに例えられるが、その
守備範囲の広さは更にデザイナーの域にも達するものであった。
五、おわりに 「見返り美人図」に託されたもの
ここまで雛形本と浮世絵師についてその大きな流れを述べ、
美人画のファッション誌としての機能についても触れた。浮世

【図八】山東京伝（一七六一〜一八一
六）筆「婦女図（見返り美人図）」箱
書、文化七（一八一〇）年、東京国
立博物館

雛形』三巻、藤屋宗兵衛版、文政六（一八二
【図七】葛飾北斎画『今様櫛
三）刊、東京国立博物館蔵

からこそ描き得た作品なのである。

（註一、寛文二年（一六六二）刊の『武家百人一首』に「絵師
菱川吉兵衛」の初署名が認められる。
）
（註二、初期雛形本の専門絵師としては、元禄二年刊『色紙雛
形』ほか二点を手掛けた日本橋万町の絵師武平次を皮切りに、
元禄一二年刊『百首歌入り名所ひいなかた』ほか三点を描いた
白葉堂南枝、元禄一一年刊『新板和国ひいなかた大全』ほか三
点を上梓した井村勝吉などの存在が確認されている（丸山伸彦
著『江戸モードの誕生 文様の流行とスター絵師』平成二〇（二
〇〇八）年、角川学芸出版参照）。）

─ふじさわ むらさき・文学部非常勤講師─
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一
有権代理（ 巻９号）

はじめに

小
帰属させる制度をいう。

林

秀

年

このような責任を本人に負わせる理由としては、①本人側の

事情すなわち外観作出についての本人の帰責性が存在すること、

理
Estoppel

そして②相手方の事情すなわち外観信頼＝善意・無過失で代理
権の存在を信頼したことである。

表見代理制度の理論的な根拠としては、英米法の

から、相手方がこれを信頼して代理権があると思って取引関係

の作出例えば実印を所持するような客観的事情が存在すること

一三条一項）にあって、代理権の存在を推測させるような外観

表見代理とは、代理権がないことから無権代理となる場合（一

法定代理にも表見代理を認めるべきかという問題と関連するの

無過失）のほかに、本人の帰責性を要求するかである。これは

代理責任の実質的根拠として相手方の外観信頼（相手方の善意・

とされるに至っている。そして、ここでの重要なことは、
「表見

本人の関与が必要であるとの考えからどの説によるも大差ない
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代理について（その３・完）

二
無権代理（ 巻４・５号）
表見代理（本号）

三
四

表見代理

に入った場合、相手方の信頼や取引の安全を保護するために、

で重要である」と指摘されている（四宮・能見「民法総則［第

理論に基づ
論に基づく禁反言の法理やドイツ法の Rechtsschein
く権利外観法理によるとされているが、近時では、外観作出に

当該無権代理行為を有効な代理行為として、その効果を本人に

（一）表見代理の意義

四

49 48

の関わりにより、代理権授与の表示による表見代理（一〇九条）
、

民法上の表見代理は、代理権が存在するかのような外観作出

裁事件」最判昭和三五年一〇月二一日民集一四巻一二号二六六

の趣旨に照らして、本人の表見代理責任が認められる（「東京地

名義を使用して取引することを他人に許したときは、一〇九条

代理権授与表示があったといえない場合でも、本人が自己の

代理権踰越による表見代理（一一〇条）
、代理権消滅後の表見代
一頁）
。

７版］」弘文堂三〇二頁）。

理（一一二条）の三種が規定されている。

一〇九条の文言からすると拡張的な事例である白紙委任状の

人に代理権を授与したかのような表示をしたために、この代理

実際には代理権が与えられていないにも拘わらず、本人が他

「表示」があると考えることができることから、一〇九条の「代

のように補充しても良いという権限を与えているようにみえる

逸脱したときは、白紙委任状の交付では白紙の部分についてど

流用が問題になろう。白紙委任状の直接受領者が委任の趣旨を

権授与の表示を信頼して取引関係に入ってきた相手方を保護す

理権授与の表示」の有無の問題となろう（通説・判例）。白紙委

（二）代理権授与の表示による表見代理（一〇九条）

る表見代理である。一〇九条は、本人が代理権を授与すること

任状の転得者が流用したときには、委任事項非濫用型（本来は

その利用が予定されていない転得者が委任状を流用したが、委

がない法定代理には適用されない（大判明治三九年五月一七日
民集一二輯七五八頁）。

口頭のどちらでも良い。表示の相手方は、特定・不特定のいず

いるまたは容認している必要がある。なお、
「表示」は、書面・

本人の意識的な行為、あるいは本人がその表示の存在を知って

性の観点から、このような表示があると判断されるためには、

他人に代理権を与えた旨を表示」したことが必要である。帰責

代理権授与の表示〈本人の帰責性〉 本人が「第三者に対して

とができる（最判昭和四一年四月二二日民集二〇巻四号七五二

たといえることから、一〇九条を適用して表見代理を認めるこ

によりあたかも転得者に代理権を授与したかのような表示をし

任状を利用した転得者の取引は無権代理であるが、白紙委任状

では、本人が転得者に何らの権限も与えていないので、白紙委

についても当初の範囲を越える濫用をした場合）がある。前者

を越えていない場合）と、委任事項濫用型（転得者が委任事項

任事項の内容については本人が直接受領者に与えた権限の範囲

れでも良いが、特定している場合はその者に対する関係に於い

頁、事案では、相手方の有過失を理由に表見代理の成立を否定）
。

成立要件

てのみ表見代理となる。不特定の場合は、すべての第三者が保

後者では、白紙委任状を想定外の者が利用したのみならず委任

１

護される。
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一頁）、一〇九条と一一〇条（委任事項の範囲を越えている部分

いとするもの（最判昭和三九年五月二三日民集一八巻四号六二

事項についても逸脱があることから、一〇九条の授権表示がな

判例は、一一〇条は法定代理にも適用されるとしてきたが（大

頼は保護に値しないのではないかという点からも、問題がある。

からも、また、相手方が権限内の行為と信じたとしてもその信

ていることから本人の関与がないこと（本人の帰責性という点）

判昭和四四年一二月一八日民集二三巻一二号二四七六頁）。学説

について）を重畳適用することで表見代理を認める余地を残す

相手方の善意・無過失〈相手方の信頼性〉 表見代理の趣旨か

は、禁反言ではなく権利外観法理に一一〇条の根拠を求め本人

連判昭和一七年五月二〇日民集二一巻五七一頁）、現行民法では

ら、相手方の善意・無過失は当然に必要とされる（一〇九条但

の帰責性は不要であるという理解から法定代理にも一一〇条を

ものがある（最判昭和四五年七月二八日民集二四巻七号一二〇

書）。その証明責任は、本人が負う。そこで、本人が相手方の悪

適用する見解が有力であったが、近時では一一〇条の表見代理

日常家事債務の権限を基礎に一一〇条を類推適用している（最

意または過失を証明することにより、表見代理責任を免れるこ

でも本人の関与と帰責性が必要であるという立場から法定代理

三頁）。

とができる（前掲最判昭和四一年四月二二日）
。

「その責任を負う」とは、他人が相手方との間で行った行為の

を基本代理権として、さらにこの基本代理権の範囲を越える無

代理権授与表示によって一〇九条の表見代理が成立すること

への適用を否定する見解が有力となっている。

効果が、本人に帰属するということである。なお、表見代理は

権代理行為についても一一〇条による表見代理を認めることが

法律効果

広義の無権代理であることから、相手方は一〇九条の表見代理

可能である（一〇九条と一一〇条の重畳適用、最判昭和四五年

２

責任を本人に対して主張することも、無権代理人に一一七条の

七月二八日民集二四巻七号一二〇三頁）。同様に、一一二条によ

部分について一一〇条の適用を考えることができる（一一二条

って生じる表見代理の範囲を基本代理権として、それを越える

責任を追及することも、選択することができる。

（三）権限外の行為の表見代理（一一〇条）

と一一〇条の重畳適用、大連判昭和一九年一二月二二日民集二
三巻六二六頁）
。

何らかの代理権（基本代理権）を有する者がその代理権の範
囲を越えた無権代理行為を行い、これを相手方が代理権の範囲

１

基本代理権〈本人の帰責性〉 代理人に何らかの代理権（基本

成立要件

内の行為と信頼した場合に、相手方を保護する表見代理である。
法定代理への適用については、誰が代理人になるかは法定され
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主張する相手方が、委任状、実印、印鑑証明書、権利証等の存

性なども考慮されるようになる。

事実行為の委託は基本代理権となりうるか、判例によれば基

在などの事実を主張・立証しなければならない。判例は、
「特別

代理権）が、与えられていることが必要である。任意代理では、

本代理権は法律行為の代理でなければならないことを理由に否

な事情」
（当該代理行為に於いて、相手方が代理権の存在に疑問

「正当な理由」は、相手方（第三者）が証明責任を負う（一〇

定する（最判昭和三四年七月二四日民集一三巻八号一一七六頁）
。

を感ずべき客観的事情）がない限り、実印や印鑑証明書がある

本人が授権行為により代理人の越権代理行為の原因を与えたこ

公法上の行為は基本代理権となりうるか、判例によれば基本代

場合は、原則として正当理由があるとしている（最判昭和三五

九条の表見代理と異なる）。具体的には、一一〇条の表見代理を

理権は私法上の行為についての代理でなければならないことを

年一〇月一八日民集一四巻一二号二七六四頁）
。

とから、ここに本人の帰責性が認められる。

理由に否定する（大判昭和七年一一月二五日新聞三四九九号八

２

ることができた場合には、それが厳格な意味での法律行為の代

行為の部分が本人に対する関係で有効になるということである。

表見代理が成立したときに「準用する」とは、その越権代理

法律効果

頁）。近時の学説には、事実行為であっても本人の帰責性を認め

理でなくても基本代理権を認め、後は表見代理の正否判断を相
手方の善意・無過失の問題（「正当な理由」
）として処理するこ

（四）権限外の行為の表見代理（一一二条）

代理権が本人の死亡や委任の解除などで消滅した場合（一一

とが妥当であると説くものがある。
正当な理由（相手方の善意・無過失）
〈相手方の信頼性〉「第

一条）
、第三者からはそのような事実は分かりにくく、代理権授

一〇九条と一一〇条は、法的に代理権の不存在を認めるが、

三者」
（取引の相手方）が代理権を有していると信じ、かつそう

をしていることについて、取引の相手方が、それを知りまたは

それにも拘わらず本人に代理権が存在する場合と同様な責任を

与の外観が残っており、代理権がまだ存続していると信じて取

取引に於いて通常の注意をすれば知り得たであろう場合は、保

認めている。一一二条は、善意の相手方に対して本人は代理権

信ずべき「正当な理由」があること。意味としては、善意・無

護に値しないと言うことである。相手方の善意・無過失は、本

の消滅を主張することができないとして、本人が法律行為の効

引をした場合は、その第三者を保護する表見代理である。

来は、本人の帰責性とは別の問題ではあるが、基本代理権の判

果を拒絶することを認めていない。両者にはこのような相違は

過失と同義である。代理人が与えられた権限を越えて代理行為

断基準が緩和されると善意・無過失の判断に於いて本人の帰責
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するために一括して、表見代理に関する規定としたのである。

過失）を考慮して、代理権の存在を正当に信じた相手方を保護

あるが、民法は、代理における取引の安全（相手方の善意・無

ある。

る以上、相手方が代理権の存在を信頼することは当然だからで

るのである。それは、代理権が消滅してもその外観が残ってい

法律効果

表見代理が成立すると、本人は有効な代理権があった場合と

２

二月二四日民集六巻七五四頁）や学説の多くは適用を肯定して

同様に、代理人が行った行為の効果を引き受けなければならな

一一二条は法定代理に適用されるか、判例（大判昭和二年一

いるが、法定代理の本人には表見代理に必要な帰責性が認めら
い。

成立要件

─こばやし ひでとし・法学部教授─

れないことから適用を否定あるいは疑問視する見解もある。
１
代理権消滅後も代理権存続の外観が存在すること〈本人の帰
責性〉 代理権が消滅したにも拘わらず代理権が存在するかのよ
うな外観を撤回しなかった点に、本人の帰責性が認められるの
である。そこで、本人が代理権存続の外観を除去したときは、
かつての代理人が無権代理行為をしてそれを相手方が信頼した
としても、一一二条は適用されない（最判平成六年四月一九日
民集四八巻三号九二二頁）。
次いで、かつて存在した代理権の範囲内で代理行為が行われ
たことである。その範囲を越えた行為の場合は、前述のごとく
一一〇条の重畳適用が問題となる。
相手方の善意・無過失〈相手方の信頼性〉 表見代理は、取引
の相手方の代理権の存在についての信頼を保護するための制度
であることから、相手方には善意・無過失が要求される。なお、
この証明責任は相手方にあるというよりは、むしろ本人が相手
方の悪意または過失を証明することにより表見代理責任を免れ
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学

灯
満洲郷土化運動と
〈日本文学〉

支えられている。

小

泉

京

美

しての「日本の国土の偽らざる姿」を明らかにするという理念に

──短歌・俳句・歳時記──

新しき国興るさまをラヂオ伝ふ亡ぶるよりもあはれなるかな
（土屋文明『山谷集』岩波書店、一九三五年五月）

「故郷」という概念が国民国家形成に果たした役割はつとに指摘

されてきた。各人に固有の生育地として実体視される故郷に対し

て、個人のアイデンティティを支える場所として、歴史的に構成

云ひ換へれば日本民族が三千年来国民的生活を営んで居るこの地

か。それは只々一刻も早く我々自らが、日本国土の偽らざる姿、

す可き革新的な自覚を振起する学問的並に教育的方法は何である

る。
「広く世界人類文化の趨勢に照し、我が国の現在と将来を見通

号（一九三〇年一一月）に掲げられた「宣言」には次のようにあ

一九三〇年に結成された郷土教育連盟の機関誌『郷土』の創刊

集』二〇〇二年三月）は、国民国家論に呼応して地方へ向けられ

郷」から語られる「郷土」へ」
（
『岩手県立大学短期大学部研究論

ら検証する松本博明「
「郷土」の発見と近代文学─描かれる「故

「故郷」と「郷土」という語彙の成立過程を、日本近代の精神史か

期、転態期、そして変容期」にあたることを指摘する。一方で、

月）は、
「
「故郷」がさかんに語られる時期」が、
「国民国家の成立

郷」という物語─都市空間の歴史学』
（吉川弘文館、一九九八年七

一、満鉄と郷土化運動

理的環境に向つて正しき認識を体得するより他に急務はありませ

たまなざしの背景に、新渡戸稲造から柳田國男へ連なる「郷土研

される幻想としての故郷をクローズ・アップした成田龍一『「故

ん」。この主張は地方（郷土）の研究調査の進展が、その集合体と
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究」
「郷土学」の展開があったことを明らかにした。
文芸復興期にさしかかった文壇では、ふたたび故郷・郷土への

理想として設定」する営みは、大陸開拓文学に先立って、満洲在

住の日本人による文学活動にもみられる。

例えば、満鉄社員会の機関誌『協和』の編集長を務めた歌人の

（３）

関心が高まり、二・二六事件から盧溝橋事件に至る過程で「日本

八木沼丈夫は、大連で発行された詩誌『亞』の創刊同人だった城

（１）

的なもの」をめぐる議論へ接続され、大きな局面を迎えていた。

所英一や富田充らと、一九二九年に満洲郷土芸術協会を結成し、

（４）

そして同じ時期、日本の故郷喪失─故郷回復との連続性を内包し

「満洲を基調とせる郷土芸術の育成を期す」
（
『満洲短歌』一九二九

年五月）として、満洲の風土に即した短歌を促進する『満洲短歌』

（２）

つつ、満洲において故郷喪失─故郷創造のテーマが浮上していた。
故郷・郷土という概念を支えにして、国民国家の始原へと遡及し

を創刊した。富田充は後年「八木沼丈夫先生が哈爾浜から大連の

ルーツ

ていく道のりは、地理的な「日本の地」からも観念的な「あるべ

がり、昭和四年五月、創刊号を世に出した」
（『雲逝きぬ』東京書

満鉄本社弘報課に赴任して来られてから、まもなくして満鉄社員

南満洲鉄道株式会社（以下満鉄）の社員会による満洲郷土化運

房、一九五九年一月）と回想しており、満洲郷土芸術協会の母胎

き日本の田舎の姿」からも遠く離れた場所で、もうひとつの物語

動が本格化したのは一九三七年。この年、広田弘毅内閣は「二十

が『協和』編集部にあったことがわかる。
『満洲短歌』が創刊され

会『協和』編集部の人々を中心に『満洲短歌』創刊の話が持ちあ

ヵ年百万戸送出計画」を策定。一九三九年に発足した大陸開拓文

た月から、
『協和』には「郷土色」のコーナーが設けられた。この

を紡ぎはじめる。

芸懇話会が、移民地の視察を通じて手がけた大陸開拓文学が宣伝

満洲の／遼東半島は祖国の前衛」
。城所英一「地方色といふもの」

号（五月一日発行）の編集担当は城所英一。同欄に掲載された野

移民」や徳永直「先遣隊」など「〈外地満洲〉において「新しい故

（
『満洲短歌』一九三二年七月）には以下のように記されている。

の一端を担った。若松伸哉「〈満洲〉へ移される〈故郷〉─昭和十

郷を建設」する過程を描く」大陸開拓文学を取り上げ、
「そもそも

今や満洲の情勢は明るく転向し、母国の生命線たる意識は

口雨情作詞・佐々木紅華作曲「満洲前衛の歌」から一部引こう。

故郷とは各人それぞれの生まれ育った、他に代えようのない固有

一入判然として来たのである。従来の謂所出稼人根性を完全

年代・大陸（開拓）文学と国内文壇にあらわれた〈故郷〉をめぐ

の土地や環境を指し示すものであり、その意味で、
〈満洲〉に故郷

に揚棄し、此処に定住する気持ちをしつかりと持ち直すこと

「西は大陸欧路に続く／赤き太陽の落ちゆくところ／広漠涯なき南

を創る／移すとは矛盾を含む表現である」と指摘し、故郷を移動

によつて、新たに特殊な感情が甦つて来るであらうし、特色

って─」
（『國語と國文學』二〇〇七年四月）は、湯浅克衛「先駆

可能にする物語の力学を明らかにする。同論で析出される、強い

のある歌が来ると信ずるのである。

マ マ

国家意識に基づいて「〈満洲〉の地に〈新たな日本〉を作ることを
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つまり、土に即し大地に腰を据えることである。新しい郷

「南満洲及び東部内蒙古に関する条約」が締結された一九一五年、

とで日本人の「定住」を促し、「母国の生命線」たる「新しい郷

満洲に独自の短歌を求める動きは、満洲の地方性を発揮するこ

そして今度は、
「満洲国建国」によって同地での永住が現実的なも

し、満洲補充教科書の編纂と郷土科要目の設置が具体化している。

き、在満日本人教育が「内地延長主義」から「適地主義」へ転換

関東州と附属地の租借期限が延長したことだった。例えばこのと

土」、すなわち日本の一地方としての満洲を再構成するという植民

のとして日本人に認識され、
「永住策を樹立する必要」が生じた。

土観念を更めて樹立することである。

地主義的な想像力に支えられていた。

「満洲を『住みよきところ』に」に掲げられた満洲郷土化運動の具

ローカリティ

『協和』誌上で「満洲郷土化運動」が話題になりはじめたのは、

体案は以下のとおりである。

２、吾等
 の生活様式の参考に資すべく満洲土俗の研究資料を
蒐めたる各地の土俗博物館と綜合研究所。

１、吾等の定着精神を常に鼓舞すべき、先烈遺勲を表示すべ
き適当なる記念碑、記念館の建設。

一九三三年九月頃である。九月一日発行号の巻頭言「満洲を『住
みよきところ』に」は「『王道楽土』とは『住みよいところ』を意
味するであらう」と述べ、満洲郷土化運動を提唱する。
満洲が、日露戦役以来、日本人に開かれて、既に三十年の
月日は流れた。（中略）附属地の文化は日本の都市はおろか、
欧米の田舎都市等は到底及ばぬ程、立派な施設に栄えた。忠

三十年間僅に猫額大の州内と附属地の物質的施設にのみ終

『協和』では「郷土色」のコーナーに替わって、同年八月一日に

４、我等の生活環境を美化し、衛生化す為の緑化運動、健康
運動等々。

３、満洲開発研究の源泉たるべき科学博物館、農業、工業、
商業。

始した事は、何と言つても残念である。是に対してはいろ〳〵

掲載された「新京の地方色」を皮切りに、満洲各地方に関するエ

し附属地の外一歩を出づるや、そこには何等邦人の足溜りに

な申訳はあるだらう。だが、諸々の障害を碎破して、斯の地

ッセイ「〜の地方色」の連載がはじまった。こうして地方への関

なすべき所は見出されぬ。

を楽土とすべく一歩でも前進せしむる自発的勇猛心の不足し

心は、
「満洲国建国」を機に、それまで在満日本人の文化の拠点で

る周縁へと広がっていったのである。

あった関東州の大連から新京へと移り、この「国都」を中心とす

て居た責任は、在満同胞の凡てが負うべきであらう。
日露戦争後に日本が租借した、関東州および満鉄の鉄道附属地
から、
「附属地の外」へ拡張して「王道楽土」の実現を目指す満洲
郷土化運動は、前年、一九三二年三月一日の「満洲国建国宣言」
を反映している。在満日本人の故郷（郷土）意識の最初の転機は、
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二、地方へのまなざしとメディア

評論社、一九三八年一二月）に収録された評論の分析を通じて、

「一九三七年の諸論考の底を貫いているのは（中略）
「内地」との

摘する。この時期の満洲文学について、吉野治夫「満洲文学の現

上下関係を切断しようとする、ポスト植民地の意識だろう」と指
「満洲国建国」を端緒とする満鉄の郷土化運動がさらに本格化し

状」
（
『セルパン』一九三九年四月）は以下のように述べる。

満洲に発芽してゐる文学が一つの運動となつてゐるとすれ

たのは、先述のとおり一九三七年のことである。
『満洲日日新聞』
は「 満 洲 郷 土 化 に 満 鉄 社 員 会 の 運 動 」
（
『満洲日日新聞』一九三七

ば、
（中略）その特色は、一、満洲に於いて独自の主題を発見

しようとすること、二、日本文壇依存心を排棄すること、三、

年二月二五日）の見出しで次のように報じている。
満鉄社員会では昨年末評議委員会で社員及びその子弟を第

満洲独自の文学形式を発見しようとすることに雪崩れのごと

右は事変後、殊に昭和八、九年頃より強調され、年々共鳴

二の故郷たる満洲に永住せしめる具体案を樹立することにな
たので近く正式に役員会に上程して承認を得た上、満洲在住

を集め、今では容易に動かし難い信念に近いものにまでなつ

く行進してゐることであらう。

者の郷土化運動と銘打つて積極的に乗出すことになつた、こ

てゐると見て間違ひない。

り調査部によつて研究中であつたがこの程具体案が出来上つ

の運動の内容は左の如くである。

つて自覚した新文化建設に対する責務観と、日本文壇の行詰

その理由としては三十数年来、満洲がほとんど日本から無

主として社員の精神的方向に呼びかけ郷土に即した文芸、
絵画、音楽一般文化の普及につとめ不知不識の中に満洲の

りに対する慊らなさとが挙げられ、これらが支那事変により

一、社員会に文化部を設置する。

風物に親しませる。其方法として社員会に文化部を設置し

更に確信にまで飛躍したものと見ることができる。

へ─「満洲」在住の日本人と言語表現」
（
『
〈外地〉日本語文学論』

壇を騒がせていた。西村将洋「「満洲文学」からアヴァンギャルド

促進運動であった。同じ時期、満洲文学をめぐる議論が満洲の文

の子弟を第二の故郷たる満洲に永住せしめる」という社員の永住

満鉄社員会の郷土化運動は、満洲各地に居住する「社員及びそ

郷土への関心が高まったが、そのとき「満洲国は日本の一地方で

高揚が「新文化建設」の気運を呼び起こしたのだ。ふたたび故郷・

した。
「満洲国建国」によって植民地意識が揚棄され、国家主義の

主題」
「独自の文学形式」を求める「満洲文学」樹立の潮流を形成

高潮に達し、
「日本文壇依存心を排棄」して「満洲国」に「独自の

満洲事変を契機とするこの動きは、日中開戦の一九三七年に最

視されてゐたことに対する反撥と、満洲建国後の新情勢に依

歌会、句会、講習会、座談会、研究会等を開催する。

世界思想社、二〇〇七年三月）は、
『満洲文芸年鑑』第二輯（満蒙
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九三七年五月二日、四日、五日）。日本の郷土研究は地方の風俗文

る唯一の道である」
（「満洲文学の精神」
『満洲日日新聞』夕刊、一

である。郷土愛、つまり郷土愛そのものが五族を同一方向に転ず

くべきこの満洲国をよりよき理想郷を建設しなければならないの

育てて行く。我々の墳墓の地となるべき、我々の子孫に残して行

何のわだかまりもなく、何の猜疑もなく、協力一致して満洲国を

れなければならない。
（中略）五族協和の下に結合された魂と魂は

大連の詩人、城小碓は言う。
「満洲国の建国精神を文学に受け入

成する郷土ではなく、「満洲国」の基礎となる郷土が求められた。

年鑑』第二輯）と「内地延長主義の清算が要求」され、日本を構

存在が要求せらるゝのである」
（大谷健夫「小説界概観」
『満洲文芸

る。そこに日本の一地方文学ではない「満洲文学」と云ふ特殊な

はない。風土や政治経済的環境は、日本内地とは全く異なつてゐ

地方への旅行や行楽へ誘い、土地の歴史や風俗文化への関心を高

外的な宣伝誌であり、同時に、満洲の都市部に暮らす日本人を、

は観光客に「五族協和」と「王道楽土」の「満洲国」を伝える対

る風俗文化の調査成果を観光案内や旅行雑誌に掲載した。これら

に勤めた作家や画家、写真家であり、彼らは満鉄沿線各地におけ

た。満鉄の郷土化運動の文化工作を担ったのは、旅客課や弘報課

れ、新京以北の北満鉄路と国有鉄道の経営が満鉄に委託されてい

及び建設委託契約」
、一九三五年三月に「北鉄譲渡協定」が締結さ

になっている。すでに、一九三三年二月に「満洲国国有鉄道経営

広範囲にわたる地方文化の調査と蒐集は、鉄道網の拡大が前提

族の生活様式を展示した野外民俗博物館の建設を計画していた。

農牧村経営の調査研究を進め、少数民族を含む「満洲国」の各民

できよう。藤山一雄は亜寒帯に適した白系ロシア人の生活習慣や

（満洲帝国教育会、一九三九年一月）もその例として数えることが

（５）

化を調査することで国民国家の始原の姿を発見しようとしたが、

める郷土化運動のパンフレットでもあった。

一九二八年、八木沼丈夫は満鉄の事業を宣伝するグラフ誌創刊

（６）

「五族協和」を掲げる「満洲国」では、
「五族を同一方向に転ずる
唯一の道」として「郷土愛」が模索された。当然、その関心は諸

などにおける地理学的考証は、
「国土」の空間的基盤構築への関心

員会、一九三九年六月）、
『満洲風土』
（中央公論、一九四二年三月）

洲の地方色』
（田口稔、一九二九年七月）
、
『満洲地理点描』
（満鉄社

満鉄図書館の図書館員だった田口稔の数々の著作、例えば『満

淵上白陽とともに新政府の官吏として資政局弘法処に所属、建国

して『満洲短歌』を創刊。一九三二年、
「満洲国建国」に際して、

任となった八木沼丈夫は、前章で述べた満洲郷土芸術協会を結成

して名高い『満洲グラフ』である。一九二九年、満鉄弘報課の主

刊されたこのグラフ誌が、満鉄と「満洲国」のプロパガンダ誌と

のために、写真家の淵上白陽を満洲に招聘する。一九三三年に創

を端的に示している。また、
「満洲国独立宣言」を起草したことで

宣伝に従事する。このとき参加していた満鉄弘報課の金丸精哉は、

民族の風俗文化に分け入っていくことになる。

知られる、国立中央博物館の藤山一雄の一連の活動、例えば『新

淵上白陽と『満洲グラフ』の編集を手がけた俳人だった。

（７）

満洲風土記』
（満日文化協会、一九三七年九月）や『満洲の地理学』
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線各地の風俗文化の調査がもとになっている。金丸精哉の『満洲

などを歳時記を模して発行時期に即して解説したもので、満鉄沿

に「満洲歳時記」を連載している。満洲の歴史・風物・年中行事

いた満洲観光聯盟の機関誌。金丸精哉はこの『満洲観光聯盟報』

『満洲観光聯盟報』は、奉天の満鉄鉄道総局旅客課に設置されて

しながら、
「満洲国」の建国宣伝に接続していたのである。

永住促進という枠組みを超えて、短歌や俳句、写真や絵画を動員

対外宣伝誌としても意識されていた。満鉄の郷土化運動は社員の

を掲載した。掲載写真のキャプションは日本語と英語が併記され、

鉄沿線各地の観光名所や自然風物、諸民族の生活風俗などの写真

編集技術を駆使して、
「満洲国」の都市事業や鉄道新設の進展、満

八木沼丈夫の『満洲短歌』や金丸精哉の『満洲歳時記』をはじ

三、歳時記で国土をつくる

歳時記』
（博文館、一九四三年一一月）や、
『満洲雑暦』
（満洲日日
新聞社出版部、一九三九年一二月）の装丁や装画を手がけた甲斐
（８）

巳八郎は、やはり満鉄弘報課に勤め、一九三四年から『協和』に
（ （

「郷土画譜」を連載した画家である。郷土玩具収集家の須知善一や
（９）

詩人の古川賢一郎らと満洲郷土色研究会や、搬不倒集団を結成し

め、土地の季候や風物と密接に結びつく短歌や俳句が、満洲の郷

土化により敏感に反応したのは当然のことではあった。
『満洲文芸

て、民俗芸能の調査や展覧会などを行った。
これらの活動成果は、
『協和』はもちろんのこと、
『満洲グラフ』

年鑑』第二輯に掲載された甲斐水棹による和歌の概説をみると、

（

でも取り上げられた。『満洲グラフ』はグラフ誌の先駆けとして、

満洲歌壇を構成する主要な四つの歌誌、
『合萌』
（一九二八年創刊）
、

（

最先端の写真技術やタイポグラフィ、フォトモンタージュなどの

宰する『アカシヤ』も、その創刊号（一九三六年一一月）の巻頭

術創造を高揚し北満調建設に努力した」とされる。甲斐水棹が主

だ。また、当時、創刊されたばかりの『北満歌人』は「北満の芸

「内地歌壇の追従に甘んずな」という「気焔万丈」であったよう

後は「内地歌壇の亜流を排せよ」
「満洲歌壇の隔離確立に努めよ」

『合萌』は満洲短歌会の機関誌。甲斐水棹によれば一九三七年前

洲の風土に即した短歌を強く意識していたことがわかる。

カシヤ』
（一九三六年創刊）が、それぞれ「内地」から自立し、満

『満洲短歌』
（一九二九年創刊）、
『北満歌人』
（一九三六年創刊）
、
『ア

（（

言に「本会は更に満洲としての地方色或は植民地人として特殊の
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（（

モダニズムの写真家、淵上白陽が中心と
なった『満洲グラフ』
。満洲の郷土文化も
紹介された（１９３７年５月号）
。

た。定形を遵守することで「日本肇国の精神に胚胎する」ことを

所英一「地方色といふもの」
）である満洲の文学を体現しようとし

また、一九三八年度における俳句の状況を概説した、金子麒麟
（

期した金子麒麟草の「満洲俳句」もこれに通じている。

生活感情の芸術化に留意し」と記している。
（

洲の感銘」といった「満洲俳句の特殊性」＝「郷土味」を基準に、

文話会、一九三九年一一月）は、「満洲の自然」
「満洲の風物」
「満

形式を模して再構成することを試みた。その一連の仕事を貫いて

はなく、
「満洲国」を独立した文化の郷土として発見し、歳時記の

一方で、金丸精哉は「日本肇国の精神」に準じる「特殊性」で

（満洲文話会編『満洲文芸年鑑』第三輯、満洲
草「満洲俳壇展望」

満洲における俳句を三つの傾向に分類する。続けて「満洲の郷土

一九三九年一二月）にまとめられた。また、
『満洲観光聯盟報』に

いるのは、満洲の風土を体系化することで、新しい文化や文学の

一九四一年一月から翌年の一月まで連載された「満洲歳時記」は、

に深き根底を有すると認められた各派の作品」として「郷土色豊

（１） 形式として広義の十七字音（定形律）を肯定する。

単行本『満洲歳時記』
（前掲）として刊行されている。

基盤となる「満洲国」の「国土」を形象化しようとする欲望であ

（２） 内容としての自然感（中略）を欲求する。

『満洲雑暦』には「満洲国祝祭日」
「満洲国民間重要節日祀日記

かなるもの」が選出された。ただし、金子麒麟草は「日本人の伝

（３） 本質として宇宙自然の原理大道をさながらに実現して
ゐる日本肇国の精神に胚胎することを念願する。

されている。
『満洲歳時記』には附録として、満洲の気候の考証に

る。
『満洲日日新聞』夕刊の学芸欄に一九三九年一月から九月、毎

（４） 特殊
 性として前記三項を基調として満洲の人情、風俗、
土地、気候の真実を表現することを理念とする。

基づいて四季の区分を試みた「満洲の季について」や「奉天附近

統的本然の精神」を尊重し、
「民族の個我を満洲建国の大理想」に

金子麒麟草の俳句は「満洲の自然により影響せらるゝ感情」や

に於ける植物の開花期」
、慶祝日や節気表、年中行事をまとめた

月三回ずつ連載された「満洲雑暦」は、一〇月から一一月分が書

「満洲の風物」を、「日本人の伝統的本然の精神」を盛り込む器と

「満洲国時憲書抄」が収録された。
「満洲国時憲書抄」には、新京・

「還元」することで満洲の独自性を俳句に持ち込もうとする。金子

しての「定形律」に流し込むことで、満洲に「郷土味」を付与し

哈爾浜・克山・斉斉哈爾・扎蘭屯・黒河・富錦・東安・牡丹江・

き下ろしで加えられ、単行本『満洲雑暦』
（満洲日日新聞社出版部、

ようとする。このとき、あくまでも「満洲の独自性」は日本を標

綏芬河・延吉・開原・奉天・営口・錦州・承徳・赤峰・銭家店・

麒麟草の「満洲俳句」の四つの指針は以下のとおりだ。

準とする「特殊性」としてのみ処理される。満洲郷土芸術協会の

洮南・索倫・興安・海拉爾・満洲里・大連の観測地順に、平均気

念日表」と「思ひ出の歴史」と題された一年三六五日の暦が収録

『満洲短歌』は、日本の伝統的な文学形式の枠組みに、満洲らしい

温・最高極気温・最低極気温・降水量・降水日数・快晴日数・霜

（ （

素材を代入することで独自性を主張し、
「母国の生命線」
（前掲、城

（（
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（（

に従って各地の日出入時刻及び方位表も収録された。

雪期節などの気象情報が一年間ずつ示されている。さらに、節気

張した文化的な搾取に過ぎなかったのかもしれない。それは、日

学形式の枠組みに、満洲らしい素材を代入することで独自性を主

に故郷を作りだす、満鉄の郷土化運動の延長線上でなされた。

本語・日本文学、あるいは日本人に連繋のない風土、つまり異郷

には「満洲国標準時」が使用され、日出入時刻は「国都」新京が

一九四〇年二月一日、
『協和』は「満洲定着特輯」を組んだ。

気象観測には標準時に基づく同時観測が必要とされるが、これ
標準とされた。観測地は北緯・東経・標高がそれぞれ記されてい

0

0

0

更に又社員会が満洲郷土化運動を試みて続かざりしも、昨夏

嘗て後藤新平、児玉源太郎の二先達は、満洲に五十万人の

0

る。観測地の配置と標準地・標準時の設定は、ひとつの中心「国

0

日本人の移住を以て、大陸開発の礎となさんとせり。以来春

0

都」に収斂される統一的な時空間、すなわち「国土」を構成する。

0

風秋雨、日本人の満洲永住を試みんとせば、内に老後の家計

0

観測記録に基づいた「科学的」な国土表象は、
「普通穀類耕作順

0

に苦しみ、出でては虎狼の如き緑林の秕政に却けられ終りぬ。

0

序」のような農事暦や、「慶祝日」
「満洲国民間重要節日祀日記念
0

また大連農事会社が関東州内に於ける移住を企てしも及ばず、

0

日」といった「伝統的」な暦へ遡及的に連ねられることで、新た
0

に発見された郷土である「満洲国」のかたちに成形された。

再び満鉄人の満洲永住を促さんとて拓殖運動の形となりて再

現す、また機を得たりとせんか。

巻頭言「我等満洲に永住せむ」は、日露戦争で総参謀長として

指揮をとり、満鉄設立委員会の長を務めた児玉源太郎と、満鉄初

代総裁の後藤新平の植民地運営から、満鉄社員会の郷土化運動、

満鉄拓殖委員会の拓殖運動までをひとつらなりのものとして記述

する。たしかに、関東州および鉄道附属地の租借期限延長をみた

一九一五年を節目に、
「母国の生命線」としての満洲を、
「新たな

日本」として郷土化する動きはあり、その動きは「満洲国建国」

を機に郷土化運動へ展開、日中戦争下の国家主義の高揚の中で最

高潮に達したと、一見連続した筋道を辿ったようにみえる。

だが、その過程には大きな論理的断絶があった。関東州および

鉄道附属地の租借期限の延長と、
「満洲国建国」とはまったく事情
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八木沼丈夫や城所英一の短歌や、金子麒麟草の俳句、あるいは
金丸精哉の歳時記は、いずれにしても、日本語・日本文学の形式
を特権的に満洲文学に適用した。それは結局のところ、日本の文
金丸精哉『満洲歳時記』
（博文館、1943
年11月）
。装幀は甲斐巳八郎。

化がもたらす、満洲の郷土化をめぐる論理的飛躍はここでは隠蔽

の拡大だけではなく、租借地から独立国家へという統治形態の変

が異なっている。地理的・民族的環境の異なる地域への日本勢力

隠匿の軌跡を描きだしてもいる。

効化する二重基準を、郷土化運動の名の下に日本文学が行使した

営みは、日本と「満洲国」との境界線をときに強調し、ときに無

あり、
「満洲国建国」によって「子々孫々この地を郷土として」日

いが、それはそこが借り物の土地「第二の故郷」であったからで

額大の州内と附属地の物質的施設にのみ終始した事」は嘆かわし

的変化をたしかに跡付けていた。満洲の日本人勢力の発展が「猫

動を提唱した「満洲を『住みよきところ』に」
（前掲）は、その質

（２） 日 本 と 満 洲 に お け る 故 郷 喪 失 の 問 題 系 に つ い て は、 拙 稿

への問い」
（
『昭和文学研究』二〇一二年三月）を参考にした。

事件前夜─一九三七年の「文学的日本主義」とその「先験」

（１） 古矢篤史「横光利一「旅愁」と「日本的なもの」の盧溝橋

注

「
「満洲」における故郷喪失─秋原勝二「夜の話」
」
（『日本文学

されている。しかし、
「満洲国建国」後に『協和』誌上で郷土化運

本人の「第一の故郷」とするために、
「精神的弾力の涵養維持」と

文化』二〇一一年二月）、
「まなざしの地政学─大連のシュル

レアリスムと満洲アヴアンガルド芸術家クラブ」
（
『アジア遊

「自然を征服すべき科学的研究」が必要とされるのだと。
日本の国民国家形成を支えた郷土研究の進展は、日本語や日本

統的本然の精神」を盛り込む器としての「定形律」に流し込むこ

補完しながら展開した。金子麒麟草は満洲の風物を、
「日本人の伝

とのない矛盾を内包しつつ、同一の磁場において葛藤し、互いを

れることになるはずだった。だが、二つの方向性は解消されるこ

なされた満洲は、これを境にもうひとつの中心をもつ故郷と目さ

ける営みへと転回した。日本を構成する単位、あるいは周縁とみ

分水嶺として、満洲を日本から自立した独自の故郷として意味付

国土に再編成する植民地主義的な欲望の発露は、
「満洲国建国」を

句・川柳の交差点─問題系としての短詩の生成」
（
『日本文学

（４） 短詩と短歌・俳句との相互交渉に関連して、
「詩・短歌・俳

滝口武士の短詩」
（
『日本文学』二〇一〇年二月）に詳述した。

（ゆまに書房、二〇〇九年五月）
、
「
『亜』の風景─安西冬衛と

ション・都市モダニズム詩誌

ニズム詩の本流を形成した。詩誌『亞』については、
『コレク

終刊後は『詩と詩論』
（一九二八年九月創刊）に接続してモダ

創刊した詩誌。短詩運動をはじめとする新詩運動を展開し、

（３）『亞』は大連で一九二四年一一月に安西冬衛・北川冬彦らが

学』二〇一三年八月）に詳しく述べた。

とで、満洲の地に日本文学の「郷土味」を付与しようとした。金

文化』二〇一〇年二月）で、富田充・城所英一に言及した。

文学の体系化とともにあった。満洲を郷土化することで、日本の

丸精哉は「満洲国」の風土を発見し、体系化することで、日本か

（５）「満州国」の民族構成は「満洲新国家には漢、満、蒙、日、

第一期 第一巻 短詩運動』

ら自立した満洲文学の故郷をつくろうとした。それらの不可能な
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鮮、露の六民族が居住することになる」
（佐々木一雄『将来之
満洲国』兵林館、一九三二年六月）というように、しばしば
ロシア革命後に満洲に亡命した白系ロシア人が加えられた。
（６） 藤山一雄と国立中央博物館については、大出尚子「
「満洲
国」国立中央博物館と「満洲国」の建国理念─副館長藤山一
雄の「民族協和」構想」
（『社会文化史学』二〇〇四年一〇月）
お よ び「 藤 山 一 雄 の 民 俗 展 示 場 構 想 と 満 洲 開 拓 政 策 」
（
『文化
資源学』二〇〇八年三月）に詳しい。
（７） 竹葉丈「異郷のモダニズム─『満洲グラフ』と写真画集『光
る丘』」
（『彷書月刊』一九九四年六月）
、長野重一・飯沢耕太
郎・木下直之編『淵上白陽と満洲写真作家協会』
（岩波書店、
一九九八年一〇月）、西原和海「満洲における弘報メディア─
満 鉄 弘 報 課 と『 満 洲 グ ラ フ 』 の こ と な ど 」
（
『國文學』二〇〇
六年五月）を参考にした。

（

（

（

調査研究の成果をまとめている。

） 甲斐水棹（甲斐操子・ミサヲ）は、一九二八年一一月に大

連であかしや短歌会を結成。歌誌『アカシヤ』
（一九三六年一
一月創刊）を主宰した。

） 金子麒麟草は大連日赤病院副院長として満洲に渡り、俳誌

『山査子』を創刊した。金子麒麟草については、西田もとつぐ

「キメラの国の俳句─中国東北部（旧満洲国）俳句史序論─」

（
『俳句文学館紀要』一九九六年一〇月）
、小倉緑村「大陸にお

ける俳句運動─東北地区（旧満洲及び華北）
」
（
『俳句研究』一
九八八年九月）に詳しい。

） 守屋貴嗣『満洲詩生成伝』
（翰林書房、二〇一二年三月）は

城所英一が『亞』における前衛詩から一転して伝統的文学形

式である短歌を選びとり、しかも「形式的には文語定型とい

う「後衛的」な作歌」を目指したことを指摘している。

【付記】本稿は平成二五年度科学研究費補助金（特別研究員奨励

（８）『甲斐巳八郎展』
（福岡市美術館、一九八二年五月）では「満
洲郷土画譜」の連載は一九三三年からとされる。
『協和』誌上

きょうみ・文学部非常勤講師─

費）による研究成果の一部である。
─こいずみ
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11
12
13

に同趣旨の記事が確認できるが、目次に「郷土画譜」
（
「満洲
郷土画譜」）と記されるのは一九三四年二月一五日から。

） 搬不倒は日本の起き上がり小法師に似た粘土製の人形。コ

知善一編『苦力素描』満洲郷土色研究会、一九三七年九月）
。

八郎・国井真・中島荒登・須知善一・内田俊治・山越音（須

（９） 会員は赤羽末吉・古川賢一郎・福富菁生・市丸久・甲斐巳

（

は『満洲土俗人形』
（満洲郷土色研究会、一九四〇年九月）に

レクターの須知善一を筆頭に、満洲郷土色研究会のメンバー

10

一

学

灯

二

取締役による監視・監督

上

貴

也

ムの変遷と今後の展開について若干の考察を行いたいと思う。

そこで、本稿では、会社法が用意する経営の監視・監督システ

構築を図るかに力点が置かれている。

止し、適正かつ透明性のある企業経営を担保する経営システムの

最近の会社法改正の傾向として、企業不祥事を如何に未然に防

る付帯決議がなされた。

（１）

確保するよう努める旨の規律を設ける必要がある旨等を内容とす

所の規律において、上場会社は取締役である独立役員を一人以上

等を見直すことを内容としたものであった。また、金融商品取引

表訴訟制度の創設等、企業統治の在り方や親子会社に関する規律

頼を確保する観点から、監査・監督委員会設置会社制度や多重代

同要綱案は、会社を取り巻く幅広い利害関係者からの一層の信

井

企業経営の監視・監督に関する一考察

一 はじめに
二 取締役による監視 ・ 監 督
三 監査役制度の充実
１ 監査役会
２ 社外監査役
委員会設置会社
監査・監督委員会 設 置 会 社
独立役員
内部統制システム 構 築 義 務
むすびにかえて
四
五
六
七
八

はじめに
二〇一二年九月、法制審議会総会において次期会社法改正に関

わる「会社法制の見直しに関する要綱案」が審議採決され、法務
大臣に答申された。
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会社と取締役との法律関係は委任の規定が適用される（会社三

て、個々の取締役は、
「日常の業務に関与しない場合にも、会社に

。そし
する義務（監視義務）を負っている（会社三六二条二項）

（４）

三〇条）。したがって、取締役が取締役会の構成員として、また代

対し、取締役会に上程された事柄だけ監視するにとどまらず、代

（２）

表取締役として職務を行なうに際しては、善管注意義務を負う（民

取締役会を自ら招集し、あるいは招集することを求め、取締役会

表取締役の業務執行一般につき、これを監視し、必要があれば、

取締役は、民法の一般理論により会社に対し債務不履行に基づ

を通じて業務執行が適正に行われるようにする職務を有する」と

六四四条）。
く損害賠償責任を負う（民四一五条）。しかし、会社法は、特に、

解されている。

（５）

取締役の会社に対する責任については、その責任を強化している

を明らかにするため、取締役の負っている権限に対応するかたち

取締役の負う善管注意義務ないしは忠実義務（会社三五五条）

し、会社の業務及び財産の状況を把握するのに必要な情報を収集

われなければならない。具体的には、取締役は、取締役会に出席

び見識を基準として善良なる管理者の注意を尽くして、誠実に行

この監視義務について、取締役として通常に要求される能力及

で、①具体的な法令の規定に違反する行為をしたことについて、

し、取締役会が一定の権限を他の機関に委譲している場合には委

（会社四二三条）。

「法令」違反行為の責任を追及される場合（＝代表取締役、業務担

譲を受けた機関からその活動を明らかにした報告を受けることを

取締役の監視義務の実効性を担保するため必要となる情報収集

当取締役の責任）、②自己の経営判断の失敗について、取締役とし
及される場合、③他の取締役や従業員の違法行為や任務懈怠を看

を可能ならしめるため、まず、会社法は、取締役の報告義務（会

必要とする。

過ごしたことについて、注意義務に含まれる監視義務に違反する

社三六三条二項）を設けている。これは、取締役会が、代表取締

ての注意義務に違反して、これが「法令」違反となって責任を追

として責任を追及される場合というように類型化が行なわれてき

役などの業務執行について十分に監視権限を行使するために、そ

能を実質化するため、他の取締役（とりわけ代表取締役及び業務

は、それ自体会社の業務執行機関ではないが、取締役会の監視機

社三六二条一項、二項）。取締役会の構成員である個々の取締役

すとともに、取締役の職務執行を監視する権限を有している（会

株式会社の取締役会は、会社の業務執行に関する意思決定をな

二項）
。本条は、特に、取締役が代表取締役をはじめとする他の取

役各人に取締役会の招集権を保障している（会社三六六条一項、

況を取締役会に報告しなければならない。また、会社法は、取締

を担当する取締役は、少なくとも三か月に一回は、会社の業務状

産の状況を正確に把握している必要があるとの趣旨により、業務

の前提として取締役会を構成する各取締役が、会社の業務及び財

（３）

た。

担当取締役）の職務執行を、善良なる管理者の注意をもって監督
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する規定である。このようにして得られた情報を基づき、適切な

にその請求をした取締役が自ら取締役会を招集することを可能に

に対し、取締役会の招集を求め、招集権者がこれに応じない場合

締役の業務執行に不信を抱いた場合に、招集権限を有する取締役

は、監査役会の存在とは関係はない。

これに対し、監査役の責任の負い方法について（つまり、独任制）

提出等については監査役会にその権限が移されることになった。

く監査役会に所属し、職務の分担、監査役の監査報告書の作成、

ることにした。この改正では大会社に限り、監査役は当然のごと

（６）

監査役の任期

一九九三年改正で監査役の身分を保障し、監査の効率を高める

１─３

措置を講ずることが必要であり、それを怠ると監視義務違反を生

監査役制度の充実

ずることとなる。
三

ため、監査役の任期が三年に延長された。この改正は、単に従前

二年のものが三年に伸びたというにとどまらず、監査役の任期が

監査役会
一九九一年六月に発覚した証券・金融不祥事事件（証券会社の

取締役のそれより長いという点に社内での監査役の地位に重みを

１

一部の投資家に対する損失補填、金融機関の偽造の預金証書を担

増すという効果が期待された。一九五〇年改正で一年となってい

監査役の員数

されていたものが、一九九三年商法特例法の改正により三名以上

大会社にあっては、一九八一年改正では監査役の員数は二人と

１─４

インパクトを与える内容のものとなった。

の改正で、取締役より長くなったという点が、実務界においても

た任期が一九七四年改正で取締役と同じ二年になり、一九九三年

保とする融資）を契機として、監査制度を充実ための改正がなさ
が Principles of Corpoれた。一九九二年、アメリカにおいて A.L.I
を刊行したこともあり、会社の運営についてか
rate Governance
の取締役の行為基
なりの改善がみられた。わが国においても ALI
準について紹介された。監査役という制度を持たない米法におい
ては、取締役会の一委員会として位置づけられる監査委員会（

Au-

）の役割を参考にし、監査役制度の改善しようとする
dit Comitte
動きが高まった。

必要とされるにいたった。このように、大会社に関してだけ監査

運営ができなくなる恐れがあるのみならず、監査役会の決議が一

役の増員が認められたのは、従来どおりの二名では、監査役会の

従来、監査役は独任制の機関であるため、監査役会という合議

対一で意見が決裂した場合、その意思決定すらもできないという

監査役会制度の創設

体を設けることにはかなりの抵抗があった。しかし、一九九三年

状況を回避するため改正されたものである。

１─
２

改正では、監査役の独任制を維持しながら監査役会制度を創設す
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社外監査役制度

変更する五〇年ぶりの抜本改正と評された。「委員会等設置会社」

では、監査役を置かず、委員会制度および社外取締役制度を基盤

とした取締役会による業務執行のいわば一元的監督と執行役によ

２
二〇〇五年改正前商法二七六条の監査役の兼任禁止の要件につ

る弾力的かつ迅速な業務執行体制を採用するこの制度は、画期的

（７）

いては、大会社については就任から五年間遡らせた要件をもつこ

かつ斬新なものとして注目された。

としても、社内の情報を得る点には常勤監査役との格差が生ずる

創設と密接に関連する。社外監査役は、独立性の面では問題ない

強化の一方策として現実化された制度であるが、監査役会制度の

させようという趣旨である。この制度は、監査役の地位の独立性

ってきた業務執行が執行役に移り、取締役会の権限は基本的な経

務執行機能とが分離されている。これにより、従来、取締役が行

執行を担当する役員として執行役が置かれ、経営の監督機能と業

査委員会、報酬委員会の三つの委員会を設置するとともに、業務

委員会設置会社では、社外取締役を中心とした指名委員会、監

（９）

とと、制度上、監査役を社外監査役として少なくとも一名は在職

ので、監査役会を通じて情報の伝達が適切になされるようにとい

各委員会はそれぞれ取締役三名以上で組織され、その過半数は

営事項の決定と執行役およびその職務執行の監督となる。

監査役会設置会社（会社二条一〇号）においては、監査役の半

社外取締役で構成される。指名委員会によって取締役候補者が選

─ 34 ─

う立法措置されたものである。
数以上は、
「社外監査役」すなわち過去にその会社または子会社の

た、取締役・執行役の職務に関しては監査委員会がその適否を監

定され、報酬委員会によって個人別の役員報酬が決定される。ま

うべき社員）
・執行役・使用人となったことがない者（会社二条一

査する。このように三つの委員会が株主の利益を擁護する見地に

取締役・会計参与（会計参与が法人であるときは、その職務を行
六号）でなければならない（会社三三五条三項）
。

立って、厳正な監督を行うことが期待された。

グローバルに活動する企業が増えてきた昨今、事実上の世界標

実務を見ると、社外監査役の少なからぬ割合は、①親会社等関
連会社の出身者、②取引金融機関等主要取引先の出身者などによ

（

準となっているアメリカ流のコーポレート・ガバナンスに近づけ

（

って占められており、これらの者が業務執行担当者からの独立性

る必要性も、委員会設置会社導入の背景にあった。

（８）

の点で期待に合致した人選であるかという批判がある。

改正当時の問題点の指摘としては、①委員会等設置会社の立法

れたのか、③委員会等設置会社のモニタリング・システムがこの

が目指す基本的目標は何かが明確でない、②なぜ選択制が採用さ

二〇〇三年四月に施行された商法特例法の一部改正により「委

制度の基本的考え方にふさわしい実質を備えたものとはなってい

委員会設置会社

員会等設置会社に関する特例」が新設された。会社制度の構造を

四

（（

（

（

数が社外取締役で構成される指名・報酬委員会の決定は取締役会

日本では委員会設置会社が選択されない原因として、その過半

役に決定の委任をすることができないものとされている事項を除

（ただし、重要な業務執行のうち、委員会設置会社において、執行

る場合に、一、定款で「取締役会の決議によって重要な業務執行

監査・監督委員会設置会社の取締役の過半数が社外取締役であ

では覆すことができず、両委員会の権限が強すぎることである。

く）の全部又は一部の決定を取締役に委任することができる」旨

ないことが指摘されていた。

経営陣の指名・報酬の決定を社外取締役の判断に全て委ねてしま

を定めた場合に限られる。

現在、上場企業の多くが採用している「監査役会設置会社」で

うのは、日本企業の取締役会の人事構造に鑑みれば日本の慣行と
は相容れない部分があると指摘できる。

あると、監査役会で半数以上、即二名以上の社外監査役を招く必

法務省法制審議会は、二〇一一年一二月七日、
「会社法制の見直

名以上の社外役員が必要とることが想定される。しかし、監査・

名以上選任することが必要となる予定であり、将来的には合計三

要がある。そこに加えて、上場規制等によって、社外取締役を一

しに関する中間試案」を公表し、パブリックコメントを求めた。

監督委員会設置会社を選択すれば、社外監査役は不要になり、二

監査・監督委員会設置会社

会社法制部会において「企業統治の在り方」や「親子会社に関す

名以上の社外取締役を確保すれば十分なため、なるべく社外者を

五

る規律」に係る会社法の改正に向けた議論が行われた。今回の中

少なくしたいという企業のニーズに合致するようである。

（ （

間試案においては、①社外取締役の選任の義務化、②「監査・監

「監査・監督委員会設置会社」制度について、簡単にいえば「委

重代表訴訟制度」の創設、などについての考えを示されていた。

督委員会設置会社制度」の創設、③社外役員の独立性強化、④「多

三年に導入した「委員会設置会社」も社外人材の不足などから普

てはあまり関心を集めなかった。欧米型の経営形態として二〇〇

会社法改正議論で「監査・監督委員会設置会社」の新設につい

東京証券取引所に株式を上場している会社は、
「独立役員」の選

独立役員

をすることができないものとされている事項を除く）の決定を取

が生じるおそれのない社外取締役または社外監査役を一名以上確

任が求められる。一般株主保護の観点から、一般株主と利益相反

トがある。

締役（取締役会ではない）に委任することができるというメリッ

六

透明である。

（ （

及したとは言えず、新たな経営形態に移行する企業が増えるか不

監査・監督委員会設置会社の取締役会は、その決議によって、

イプの会社である。

員会設置会社」で必要とされる指名委員会と報酬委員会のないタ

（（

重要な業務執行（委員会設置会社において、執行役に決定の委任

（（
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（（

保することが企業行動規範の「遵守すべき事項」として規定され

要望する。
」との付帯決議がなされた。

取引所での手続において、関係各界の真摯な協力がされることを

平成二五年九月一〇日にホームページに公表された資料を基に

る（上場規程四三六条の二）。上場会社には、独立役員の確保に係
る企業行動規範の遵守状況を確認するため、東証へ「独立役員届
上場会社は、一般に、監査役会設置会社または委員会設置会社

定時株主総会により、全ての三月期決算会社は独立役員を確保済

八社が独立役員を確保済みとの届出を行っている。平成二五年の

すると、集計対象となった上場会社の九九・九％にあたる二二六

であるから（会社三二八条一項）、社外取締役または社外監査役を

みとの状況になっている。平成二五年の定時株主総会において独

出書」の提出が求められる（施行規則第四三六条の二）
。

置いているが、社外取締役・社外監査役が親会社の業務執行取締

立役。独立役員を二名以上確保している旨の届出を行っている上

（ （

役や主要取引先の関係者である例も少なくなく、これらの者は一

場会社は、全体の五一・一％で、上場会社一社あたり、平均で一・

（

般株主と利益相反の関係に立つ可能性がある。親会社の業務執行

九九名の独立役員が確保されているとのこと。

当該上場会社から多額の報酬を得ている専門家（コンサルタント、

外取締役のみを届け出ている上場会社が一〇・二％、社外監査役

独立役員を確保済みとの届出を行っている上場会社のうち、社

（

者（過去にそうであったものを含む）、主要取引先の業務執行者、
弁護士等）である社外取締役・社外監査役は独立役員としての資

のみを届け出ている上場会社が六九・三％、両方を届け出ている

二〇一二年九月七日に、法務大臣の諮問機関である法制審議会

社外取締役のみを届け出ている上場会社の割合及び社外取締役と

上場会社が二〇・五％となっている。規模が大きい上場会社ほど

（

によりとりまとめられた「会社法制の見直しに関する要綱」
（以下、

社外監査役の両方を届け出ている上場会社の割合が高くなっいる。

（

格を充たさないとされている。

「要綱」）では、最大の論点であった社外取締役の選任の義務付け

のべ四，五二七名の独立役員が届け出られており、平成二四年

法制審議会は要綱案を議決した際に、
「一、社外取締役に関する

年から一〇六名増加）が社外取締役、七四・六％にあたる三、三

独立役員のうち、二五・四％にあたる一，一五二名（平成二四

の四，一八〇名から三四七名増加している。

規律については、これまでの議論及び社外取締役の選任に係る現

七五名が社外監査役。上場会社の規模別では、規模の大きい上場

られず見送りとなった経緯がある。

状等に照らし、現時点における対応として、本要綱案に定めるも

会社ほど社外取締役の割合が高くなっている。
るからと思われる。

規模の大きな上場会社ほど委員会設置会社の形態を採用してい

ののほか、金融商品取引所の規則において、上場会社は取締役で
ある独立役員を一人以上確保するよう努める旨の規律を設ける必
要がある。二、一の規律の円滑かつ迅速な制定のための金融商品
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（（

（（

には賛否両論があり、会社法制部会においては最後まで合意が得

（（

内部統制システム構築義務

体制は、
「内部統制システム」と呼ばれることが多い。

内部統制システムを扱った代表的な裁判例は大和銀行株主代表

が法令・定款に適合することを確保するための体制、⑤会社・親

的に行われることを確保するための体制、④使用人の職務の執行

の管理に関する規程その他の体制、③取締役の職務の執行が効率

聯務の執行に係る情報の保存・管理に関する体制、②損失の危険

大和銀行はこの損害を米国当局に隠匿していたとして、罰金三億

して、大和銀行に一一億ドルの損害を与えた事件である。さらに、

の損失を隠蔽するために顧客、大和銀行所有の財務省証券を売却

外に米国財務省証券の取引を行って一一億ドルの損失を出し、こ

大和銀行ニューヨーク支店において、同行の行員が無断かつ簿

七

会社・子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するた

四〇〇〇万ドルを支払った。これに対し株主は巨額損失に対する

訴訟事件が有名である。

めの体制につき、取締役の過半数をもって決定しなければならな

損害賠償責任として経営陣に計一四億五〇〇〇万ドルの支払いを

よび「忠実義務」があったのにこれを怠り、その他の取締役及び

大阪地裁は、原告の主張を認め、
「健全な会社経営を行うために

（
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法務省令では、取締役会設置会社以外の大会社は、①取締役の

い（会社則九八条一項）。また、⑥取締役が二人以上ある場合には

求め株主訴訟を提起した。

原告株主らは、当時の代表取締役及びニューヨーク支店長の地

業務の決定が適正に行われることを確保するための体制、および、
⑦監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制を
決定の内容は、事業報告に記載されることにより開示され（会

監査役は、代表取締役らが内部統制を構築しているか監督する義

位にあった取締役は、内部統制を構築すべき「善管注意義務」お

社則一一条二号）、内容の相当性が監査役による監査の対象となる

務があったのにこれを怠ったため、行員が刑事訴追の対象となっ

決定に含まなければならない（会社則九八条二項・四項）
。

（会社則一二九条一項五号）。
方針にかかわる重要な決定であるため、取締役の過半数による決

は（中略）リスク管理が欠かせず、会社が営む事業の規模、特性

た虚偽記載等を行うことを防止できなかった、と主張した。

定を要し（会社三四八条三、項四号）、監査役設置会社以外の会社

等に応じたリスク管理体制（いわゆる内部統制システム）を整備

大会社以外においても、その決定をする場合には、会社の基本

である場合には、⑧取締役が株主に報告すべき事項の報告をする

（

することを要する。
（中略）会社経営の根幹に係わるリスク管理体

（

ための体制（会社則九八条三項）を決定に含まねばならない。

（

制の大綱については、取締役会で決定すること。
」と判示した。

つぎに、日本システム技術事件を紹介する。

会社が業務の適正を確保するためには、ある程度以上の規模の
会社にはその組織体制構築が必要であるとの考え方に基づくもの

株式会社（Ｙ）の従業員らが営業成績を上げる目的で架空の売

（（

で、会社法の制定時に大会社に対して義務づけられた。これらの

（（

最高裁は、
「上告人は、職務分掌規定等を定めて事業部門と財務

式を取得した株主（Ｘ）が、損害を被ったと主張した事案である。

同事実が公表されて会社の株価が下落し、公表前に当該会社の株

上を計上したため、有価証券報告書に不実の記載がされ、その後

反面、社外取締役を中心とした監査を念頭に置いた委員会設置会

う流れに変ってきた。また、監査役の権限強化が図られていった

流れは、一般株主保護の観点から会社と独立した地位の確保とい

監査役強化が図られてきた。二〇〇五年会社法が制定され、その

行為を防止し得る程度の管理体制は整えていたものということが

クローズアップされている。内部統制システムの構築は経営判断

ある一定規模以上の会社にあっては内部統制システムの構築が

社が生まれ、監査役の権限強化の流れにも変化を来した。

でき、代表取締役であるＡに、本件不正行為を防止するためのリ

に関わる問題であり、どの程度のシステムを構築するか、平成二

部門を分離するなど、通常想定される架空売上げの計上等の不正

スク管理体制を構築すべき義務に違反した過失があるということ

一年の最高裁判決が方向性を示してくれている。また、上場企業

担保された下でのコーポレートガバナンスの下で企業不祥事が起

の独立役員について届出率は九九．九％となっており、独立性が

はできないと」判断した。
本件は、代表取締役の「職務」遂行に過失があったとして会社
の不法行為責任（会社三五〇条）を問うたという特徴がある。

こらないことを期待したい。

《註》
（１） 出典「法務省・法制審議会総会のホームページ」
（２） 以下、
「会社法」は「会社」と略す。
（３） 吉原和志「判批」
『会社判例百選〔第六版〕
』別冊ジュリ一四九号一一二
頁（有斐閣、一九九八年）
。
（４） 山田純子「取締役の監視義務‐アメリカ法を参考にして‐」
『企業の健全
性確保と取締役の責任』所収二二一頁（有斐閣、一九九七年）
。
（５） 最判昭和四八年五月二二日民集二七巻五号六五五頁。
（６） 堀口亘『新版注釈会社法（六）』一〇九頁（有斐閣、一九八七年）
。
（７） 会社法制定前の商法の条文：商法二七六条 監査役ハ会社若ハ子会社ノ
取締役若ハ支配人其ノ他ノ使用人又ハ子会社ノ執行役ヲ件ヌルコトヲ得ズ
（８） 江頭憲治郎『株式会社法〔第四版〕
』四八二頁（有斐閣、二一一一年）
。

） 委員会設置会社は現在わずか八七社で（二〇一一年八月時点）、しかも委
員会設置会社から監査役設置会社に戻ってしまった会社は五〇社（二〇一

（９） 元木伸『監査役と監査役会の実務』二二頁（中央経済社、一九九七年）。
（
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本件第一審・原審では、Ｙの内部統制システムには上層部が企
図すれば容易に不正行為が行えるような欠陥があったものと認定
したのに対し、最高裁は、通常予想される不正行為を防止し得る
程度の管理体制は構築されており、また、以前に同様の不正行為
が起こっていなかった以上、Ａらの不正を予見すべき特段の事情
も認められないと判示している。すなわち、体制整備義務は、
「通
常容易に想定し難い方法による」不正行為までをも回避できるよ
うな水準を要求するものではなく、予見できない不正行為に備え

おわりに

て体制を改善する必要もないことを明らかにした。
八

大王製紙事件、オリンパス事件と企業不祥事が相次いだ。実効
性あるコーポレートガバナンスという観点から、商法改正の度に

10

一 年 一 一 月 時 点 ） に も の ぼ る（ 監 査 役 協 会 調 べ ）
。なお、
「委 員会 設置会 社
は海外売上比率（特に製造会社は四三％と高い）や外国人持株比率（上場
会社は二三％、また純粋持株会社は二八％）が総じて高い。日本監査役協
会・ ケ ー ス・ ス タ デ ィ 委 員 会 （ 二 〇 一 一 年 一 〇 月 二 七 日 ）
。監査役協会の
を参照。
Web
（ ） 出口正義「委員会等設置会社の立法」ジュリ一二二九号四九頁（有斐閣、
二〇〇二年）。
（ ） 日本経済新聞二〇一一年一二月八日 朝刊一頁。
（ ） 日本経済新聞二〇一二年一〇月八日 朝刊一五頁。
（ ） 佐々木元哉「独立役員届出書の提出状況」商事一八九八号二八頁（二〇
一〇年）。
（ ） 東 証 で は、 平 成 二 三 年 三 月 一 日 以 後 に 終 了 す る 事 業 年 度 に 係 る 定 時 株 主
総会後においても独立役員を確保していない場合には、公表措置等の実効
性確保手段の対象とする方針を明らかにしていた。これに該当する会社は
ないということになっ た 。
（ ） 独立役員届出書の集計結果（平成二三年八月一六日）
http://www.tse.
or.jp/listing/yakuin/
（ ） 大阪地判平成一二年九月二〇日、判例時報一七二一号三頁、判タ一〇四
七号八六頁。
） 最判平成二一年七月九日判時二〇五五号一四七頁。
（

─いのうえ たかや・法学部教授─
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