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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
秋学期リポート提出締切
（〜16：45必着）

14（火）
15（水）

P.20

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）
単位認定試験（筆記）第9回申込開始
（〜2/9）

26（日）

P.6

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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2月

行事予定

手続期間

1（土）白山キャンパス内への入構禁止

「東洋通信」参照ページ
P.5

2（日）
3（月）
4（火）
5（水）
6（木）
7（金）白山キャンパス内への入構禁止期間（〜2/11）

P.5

8（土）
9（日）

単位認定試験（筆記）第9回申込受付締
切

10（月）
11（火）建国記念の日
12（水）
13（木）
14（金）
15（土）
16（日）単位認定試験（筆記）第9回

秋学期単位認定試験（論文）提出期限
（〜12：45）
秋学期単位認定試験（論文）申請受付
停止期間（〜3/31）

P.20
P.6

17（月）
18（火）
19（水）
20（木）
21（金）
22（土）卒業論文説明会・指導会

P.5

23（日）
24（月）
25（火）
26（水）白山キャンパス内への入構禁止期間（〜2/27）

P.5

27（木）
28（金）
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2014年度入学試験実施に伴う白山キャンパス構内への入構について
下記の期間は、白山キャンパス内への入構が禁止されていますので単位認定試験（論文）や
各種提出物は通信教育課事務室窓口で受付できません。郵送にてお送りください。
・2014年２月１日（土）
・2014年２月７日（金）〜11日（火・祝）
・2014年２月26日（水）〜27日（木）

卒業論文説明会・指導会 前期生対象
卒業論文説明会・指導会を開催します。
卒業論文の作成から提出までの手続や注意事項などの事務説明のほか、各学部教員からの
執筆にあたっての心構え並びにTAによる諸注意を含めた作成指導を行います。
論文申請を予定している方は、積極的に参加してください。
〈参考〉卒論題目登録申請の条件
2013年度内（2014年３月31日（月）まで）に卒業必要単位（124単位）の内、84単位以上
を修得済であること
月

日

2014年２月22日（土）

時

間

９：30〜12：00（予定）

場

所

白山キャンパス

対

象

2015年３月卒業予定者（前期生）

1404教室

＊2015年９月卒業予定者（後期生）も参考として参加することができます。
卒論題目登録申請の詳細は、卒業論文説明会資料に掲載しています。
卒業論文説明会・指導会に出席できない学生は、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、以下の２点を同封して資料請求してください。
・文学部：200円切手、法学部：140円切手
・返信用封筒
（角２サイズの封筒で、あて先
（学生本人の住所、氏名、郵便番号）を記載のこと）
※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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単位認定試験（筆記）第９回 全学生対象
単位認定試験
（筆記）第９回を下記の要領で実施します。
◇実施日時

２月16日（日） 12：40集合（時間厳守）

◇開催地・会場
開催地
東 京
大 阪
名古屋
仙 台
札 幌
福 岡

会 場
本学白山キャンパス
大阪ガーデンパレス
愛知県青年会館
ショーケー本館
札幌創成高等学校
都久志会館

所在地
東京都文京区白山5－28－20
大阪市淀川区西宮原１－３－35
愛知県名古屋市中区栄１－18－８
仙台市青葉区五橋５－11－１
札幌市北区北29条２丁目－１
福岡市中央区天神４－８－10

電 話
03−3945−7348
06－6396－6211
052－221－6001
022－266－2784
011－726－5507
092－741－3335

◇実施科目
共通総合科目
授業コード
Y705098020
Y705099020
Y701141010
Y700191010
Y700201010
Y706131010

図書館司書科目
科目名
英語Ⅲ①
英語Ⅲ②
現代日本文学
現代日本文学Ａ
現代日本文学Ｂ
スポーツ健康科学講義

担当教員名
J・D・ショート
高波 幸代
早川 芳枝
早川 芳枝
早川 芳枝
金田 英子

科目名
児童サービス論
児童サービス論
図書館サービス概論
図書館サービス論
図書館情報資源概論
図書館資料論

担当教員名
島谷 祐枝
島谷 祐枝
島谷 祐枝
島谷 祐枝
大塚奈奈絵
大塚奈奈絵

法学部専門科目

文学部専門科目
授業コード
Y714251010
Y715401010
Y716561010
Y716571010
Y709481010
Y709591010
Y714221010
Y715371010
Y716510090
Y716511010
Y714161010
Y715141010
Y715151010
Y714211010
Y715261010
Y716241010
Y716251010
Y714012010
Y715022010
Y715032010
Y714311010
Y715411010
Y715421010
Y713251010
Y715661010
Y715671010

授業コード
Y719121010
Y719571010
Y719551010
Y719171010
Y719601010
Y719191010

科目名
担当教員名
近現代日本文学講読 早川 芳枝
作家作品研究〈近現代〉 早川 芳枝
作家作品研究（近現代）Ａ 早川 芳枝
作家作品研究（近現代）Ｂ 早川 芳枝
国語科指導法
幸田 国広
国語科指導法Ⅱ
幸田 国広
古代日本文学講読 古田 正幸
作家作品研究〈中古〉古田 正幸
作家作品研究（中古）Ａ 古田 正幸
作家作品研究（中古）Ｂ 古田 正幸
古代日本文学史
池原 陽斉
古代日本文学史Ａ 池原 陽斉
古代日本文学史Ｂ 池原 陽斉
日本語文法
田貝 和子
古典文法
田貝 和子
古典文法Ａ
田貝 和子
古典文法Ｂ
田貝 和子
日本文学文化概説② 石田 仁志
日本文学文化概説Ａ② 石田 仁志
日本文学文化概説Ｂ② 石田 仁志
日本の伝統行事
久野 俊彦
日本の伝統行事Ａ 久野 俊彦
日本の伝統行事Ｂ 久野 俊彦
日本民俗学
久野 俊彦
日本民俗学Ａ
久野 俊彦
日本民俗学Ｂ
久野 俊彦

授業コード
Y740101010
Y741291010
Y741161010
Y740071020
Y741441010
Y741451010
Y740081020
Y741481010
Y741491010
Y740021010
Y741421010
Y741431010
Y709491010
Y709621010
Y709631010
Y740091010
Y741281010
Y740111020
Y741301010
Y741191020
Y740031010
Y741461010
Y741471010
Y740061010
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科目名
担当教員名
商法Ⅱ部
（会社法） 堀口
勝
会社法
堀口
勝
経済法
多田 英明
刑法Ⅰ部
（総論）
小坂
亮
刑法Ⅰ部
（総論）
Ａ 小坂
亮
刑法Ⅰ部
（総論）
Ｂ 小坂
亮
刑法Ⅱ部
（各論）
武藤 眞朗
刑法Ⅱ部
（各論）
Ａ 武藤 眞朗
刑法Ⅱ部
（各論）
Ｂ 武藤 眞朗
憲法
名雪 健二
憲法Ａ
名雪 健二
憲法Ｂ
名雪 健二
社会科指導法Ⅰ（地歴） 田中 政美
社会地歴指導法Ⅰ 田中 政美
社会地歴指導法Ⅱ 田中 政美
商法Ⅰ部（総則・商行為） 遠藤 喜佳
商法総則・商行為法 遠藤 喜佳
商法Ⅲ部（手形・小切手法） 井上 貴也
手形法・小切手法 井上 貴也
知的財産権法
盛岡 一夫
民法Ⅰ部
（総則）
小林 秀年
民法Ⅰ部
（総則）
Ａ 小林 秀年
民法Ⅰ部
（総則）
Ｂ 小林 秀年
民法Ⅳ部（債権各論） 大坂 恵里

単位認定試験
（筆記）
第9回
◇受験申請手続期間

１月26日（日）〜２月９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２月13日（木）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）
2013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、試験時に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。
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単位認定試験（筆記）
第9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、2013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、貸出六法を駆使
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

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9回
◇地方試験会場案内
大阪

大阪ガーデンパレス

住所：大阪市淀川区西宮原1−３−35
TEL：06（6396）6211
※大阪ガーデンパレスシャトルバ
スのご案内
◇地下鉄御堂筋線をご利用の場合
地下鉄ホームA・B階段を降り、
改札口を出て右へ、②号出口階段
を降りてすぐ左側です。
（梅田方面
からは最前部、千里方面からは最
後部の車両が便利です。）
徒歩の場合④号出口より約８分
◇新幹線・東海道本線をご利用の
場合
3階中央改札口を出て右へ約
300M直進し、西口を出て右へ自
動車専用道路沿いに直進、約50M
先右側の連絡階段を降り、地下鉄
②号出口階段を降りてすぐ左側で
す。
徒歩の場合西口より約10分

名古屋

㈶愛知県青年会館

アクセス
●タクシー
●市バス
●地下鉄

住所：愛知県名古屋市中区栄1−18−8
TEL：052−221−6001

JR名古屋駅より約5分
名鉄向かい20乗車 納屋橋下車
→リッチモンドホテル角 南へ250m
「伏見駅」下車 7番口 西へ300m
→旧名宝会館角 南へ250m
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単位認定試験（筆記）
第9回
仙台

ショーケー本館

住所：仙台市青葉区五橋二丁目11－１
TEL（022）266－2784 FAX（022）227－8620

【交通手段】
①仙台市地下鉄 五橋駅下車
「南１番」出口から徒歩１分
②タクシー 仙台駅から５分

札幌

札幌創成高等学校

住所：札幌市北区北29条2丁目−1
TEL：011−726−5507
●地下鉄南北線／北34条駅下車 徒歩約６分
●地下鉄南北線／北24条駅下車 徒歩約８分
●中央バス／北30条西５丁目下車 徒歩約４分
●中央バス／運輸支局下車 徒歩約２分
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単位認定試験
（筆記）
第9回
福岡

都久志会館
住所：〒810−8583 福岡市中央区天神４−８−10
TEL：092−741−3335 FAX：092−781−2348

●地下鉄 天神駅下車徒歩約８分
●車
（高速道路） 都市高速天神北ランプから約５分
●バス JR博多駅交通センター１F２番のりばから
行先番号
（２）
（32）、天神郵便局前下車徒歩約３分
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単位認定試験（筆記）
第9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

『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補陀落渡海をしない一般の人々
にとって補陀落に渡海する僧はどのような存在として捉えられているか。

テキスト

岡本かの子『川』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かの女と直助は川に対してどのような共通認識を持っていたか。②
川は何と何を区切る境界として機能しているか。

テキスト

岡本かの子『川』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かの女と直助は川に対してどのような共通認識を持っていたか。②
川は何と何を区切る境界として機能しているか。

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
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「相関文化」とはどのような歴史的背景から説明できるか、
考えてください。

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

テキスト・
自筆ノート・
教材プリント 教科書の第十四章から出題します。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「曖昧性」や「テクスト」「脱構築」という用語の意味す
るところについて、よく考えてください。

石田

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
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。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
教材プリント
と勉強しておくように。

池原

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
テキスト・
自筆ノート・ してきてください。
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』と『源氏物語』前後の物語
史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。

池原

テキスト・
自筆ノート・
教材プリント・
添削済リポート

古代日本文学史Ａ

古代日本文学史Ｂ

古代日本文学史

・テキスト（Different Realities）のChapter3、8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。

古典文法Ａ
田貝

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。出題範囲は、上代の散文（『古事記』）から中
古の物語への流れと、『万葉集』、『古今和歌集』という古代文学を代表す
る二つの歌集についてです。とくに、
『古事記』、
『万葉集』、
『古今和歌集』、
『源氏物語』について、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
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単位認定試験
（筆記）
第9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

太宰治が「お伽草紙」の中に「桃太郎」を加えなかったのはなぜか。執筆
当時の日本と太宰を取り巻く状況を整理しておいてください。

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

日本の伝統行事Ａ
久野

テキスト・
自筆ノート

芥川龍之介「地獄変」について次の二点の見解をまとめておいてください。
①この作品は誰が語り手となっているか。②この語り手にストーリーを語
らせることで作品にどのような効果を生み出しているか。
芥川龍之介「地獄変」について次の二点の見解をまとめておいてください。
①この作品は誰が語り手となっているか。②この語り手にストーリーを語
らせることで作品にどのような効果を生み出しているか。
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、「初詣」について理解を深めてください。その観点から、あなた
の家や地域での初詣について捉えてみましょう。観光的に訪れる寺社参詣
も学習対象に含みます。現代のわれわれが、初詣に行って、参拝・お札・
縁起もの・おみくじなどに対してどんなことをして、どんな意味を与えて
いるかを客観的に捉え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、盂蘭盆会（うらぼんえ）や施餓鬼会（せがきえ）などの寺院の盆行事
について調べて、寺院や仏教で説明している盆行事の由来について理解し
ましょう。都道府県史・市区町村史の民俗編や、仏教関係の本で行事の事
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、「初詣」について理解を深めてください。その観点から、あなた
の家や地域での初詣について捉えてみましょう。観光的に訪れる寺社参詣
も学習対象に含みます。現代のわれわれが、初詣に行って、参拝・お札・
縁起もの・おみくじなどに対してどんなことをして、どんな意味を与えて
いるかを客観的に捉え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
久野

全て可

テキスト『日本民俗学』の第二部六章の「俗信」
（p174〜p181）を読み、
「妖怪」について理解してください。妖怪に関する本はたくさんあります
ので、具体的事例を知っておきましょう。民俗学では「妖怪について語る
こと・聞くこと・読むこと」
「妖怪を描くこと（描かれた妖怪を見ること）」
を研究の対象としています。そうした人々の妖怪に対する行動にどんな意
味をみいだせるでしょうか。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』第二部四章（p119〜p138）を読み、民俗学が研
究対象とする「住生活」について理解してください。その観点から、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捉えてください。
自分の身の回りから調べて記録し、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。

日本民俗学

久野

全て可

テキスト『日本民俗学』第三部四章（p244〜p271）を読み、民俗学が研
究対象とする「昔話と伝説」について理解してください。その観点から、
あなたの身近な地域の伝説、または日本のいずれかの地の伝説について捉
えてください。文学や歴史と伝説との関連で捉えても興味深いです。伝説
があることで、地域の過去や歴史がどのように捉えられるかという伝説の
役割も考えてみましょう。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。
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単位認定試験（筆記）
第9回
科

目

名

担当教員名 試験場への持込

重点的学習範囲

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

貸出六法

名雪

貸出六法

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

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。
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。

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

工作物責任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. 逮捕監禁罪
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

貸出六法

商593条〜商596条について

会社法・
商法Ⅱ部
（会社法）

堀口

貸出六法

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

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

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

テキスト・
自筆ノート

社会地歴指導法Ⅰ
田中（政）
社会地歴指導法Ⅱ

社会科指導法Ⅰ
（地歴） 田中（政）

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。

同意傷害
共謀共同正犯
共謀共同正犯
出題範囲（1問必答）：殺人罪、同意殺人・自殺関与罪
出題範囲（1問必答）：財産犯（財産罪）の客体

不公正な取引方法に関する事例問題
特許権と著作権の相違点について
○教科書と参考文献をもとに教育課程の基礎について学習しなさい。
○わが国の戦後（1945年以降）の中学校・高等学校の社会科系教科の変遷
を学習しなさい。
○『中学校学習指導要領解説 社会編』を参照して、改定の趣旨、改定の
要点、各分野の目標及び内容を学習しなさい。

○教科書の第5章及び参考文献「中等社会科の理論と実践」を学習しなさ
テキスト・
い。
自筆ノート・
○高等学校地理歴史科の地理、世界史、日本史から1科目を選び、教科書
定規
や参考書を参照して、科目の章立てや構成をよくまとめておきなさい。

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。
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単位認定試験
（筆記）
第9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９回

２月16日（日） 10：30～11：30

・学習相談申込期間：１月26日（日）〜２月９日（日）
会

場

対応教員（専攻）

通信教育課程での担当科目
導入ゼミナール（法学部）
国際法Ａ・Ｂ
国際法

東京会場
（白山キャンパス）

齋藤 洋
（国際法学）

札幌会場
（札幌創成高等学校）

松田 正照
（刑事訴訟法）

刑事訴訟法

仙台会場
（ショーケー本館）

谷釜 尋徳
（スポーツ史）

スポーツ健康科学実技Ａ④・Ｂ④・ＢＢ

名古屋会場
（愛知県青年会館）

信岡 朝子
（比較文学・文化論）

大阪会場
（大阪ガーデンパレス）

和田 琢磨
（日本中世文学）

福岡会場
（都久志会館）

英語ⅠＡ（初級会話）②・ⅠＡＢ
比較文学文化概説Ａ・Ｂ
比較文学文化史Ａ・Ｂ
比較文学文化概論
中世日本文学史Ａ・Ｂ
中世日本文学史

長谷川 勝久
教育方法研究（情報機器の活用を含む）①・②
（数学教育学・教育工学）
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単位認定試験（筆記）
第9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】
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提出

予告 2014年度からの変更事項について
１．
『東洋通信』の刊行回数の変更について
2014年４月からの『東洋通信』は、次のとおり偶数月の隔月刊（年６回刊）に変更となり
ます。
○『東洋通信』発行回数
現行

2014年４月より

年10回刊
（４月号、５月号、６月号、７・
８月号、９月号、10月号、11月号、12
月号、１・２月号、３月号）

年６回刊（４月号、６月号、８月号、10月
号、12月号、２月号）

※各月１日発行
２．メディア授業の配信方法変更について
2014年度のメディア授業は、受講者アンケート等を鑑み、授業動画データの記録した
microSDカードの郵送からインターネット配信方式に変更します。Webブラウザやインタ
ーネット接続に関する推奨環境は、次のとおりです（ToyoNet-Gの動作推奨環境があれば視
聴できます）
。
項目

推奨環境

Webブラウザ

Microsoft Internet Explorer7以上
または、Firefox 3.6以上

インターネット接続環境

通信速度10Mbps以上
※インターネットに接続するためのプロバイダ料金およ
び接続料は、各自の負担となります。また、料金プラ
ンについては、使い放題の定額制にしてください。

３．単位認定試験（筆記）の地方会場の変更について
現在、単位認定試験（筆記）は、東京白山キャンパスのほか下記５会場で年２回おこなわれ
ております。しかしながら、会場によっては受験者がいないこともあり、試験が実施されな
い場合があります。
つきましては、2014年度からは地方会場は仙台・京都のみ実施することといたします。
したがいまして、札幌・名古屋・大阪・福岡会場にて実施される地方試験は2014年２月16
日
（日）
が最終となります。地方会場で受験を予定されている方にはご迷惑をおかけしますが、
なにとぞ、ご理解くださいますようお願いいたします。
【地方会場】
現行
札幌

仙台

名古屋

2014年４月より
大阪

福岡

仙台
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京都

学籍 前期生対象
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：2014年４月１日以降も改めて登録を希望する方
期限：2014年４月９日（水）
（当日消印有効）
願書の入手方法：HP（http://www.toyo.ac.jp/site/tsukyo）から「2014年度募集要
項」等をダウンロードしてください。
出

願

方

法：
『2014年度募集要項』に基づいて、東洋大学通信教育課程2014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：2013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。

科目等履修生（特修コース）の前期生で入学資格認定に必
要な単位を修得し、
正科生入学を希望する場合
共通総合科目の人間探究分野16単位を修得し、正科生への入学を希望する科目等履修生
（特修コース）
の方は正科生入学資格審査の申請手続が必要です。
申請手続に必要な書類は特修コースの方全員に２月中旬発送予定です。詳細は必要書類と
共に発送する「正科生入学資格審査申請方法について」を確認してください。

科目等履修生（特修コース）の前期生で継続の登録を希望する場合
科目等履修生
（特修コース）の学習期間は１年間ですが、学習が修了せず正科生入学資格を
得るまで単位が取りきれず、来年度も登録手続を希望する場合は、改めて科目等履修生（特修
コース）
として、登録手続が必要です。また、過去の単位取得に至っていない学習履歴は継続
されませんのでご注意ください。
下記の要領で改めて次年度の登録手続が必要です。
対象：2014年４月１日以降も改めて登録を希望する方
期限：2014年４月９日（水）
（当日消印有効）
出願方法：HP
（http://www.toyo.ac.jp/site/tsukyo）から「2014年度募集要項」お
よび東洋大学通信教育課程2014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。
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2014年3月卒業予定者の卒業総合面接について 前期生対象
卒業論文の提出は、2013年12月10日
（火）で締め切りました。卒業論文提出後は、卒業
総合面接試験を必ず受けなければなりません。
卒業総合面接試験とは、①卒業論文そのものに関する口頭試問

②当該学部を卒業する学

力を有するかどうかの試問を指します。
面接では、卒業論文指導教員が皆さんの提出した卒業論文を中心に試問し、審査すること
になっています。どこから質問されても要旨を簡明に答えられるように準備をしておいてく
ださい。面接日には、卒業論文の下書き（コピー）、執筆に使用した資料・文献も２、３持参
するとよいでしょう。
面接日は2014年１月14日
（火）～１月31日（金）の間で、審査教員が指定した日となりま
す。指定された日時の変更はできませんのでご注意ください。面接日・時間・場所等の詳細
については、12月下旬頃に対象者にToyoNet-Gおよび文書にて通知していますので、ご確
認ください。
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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 全学生対象 【再掲】
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。
※次頁以降の「リポート・単位認定試験（論文）提出時の体裁について」、「リポート提出上の
注意事項について」もあわせて確認してください。
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。
・受付停止期間中は、ToyoNet-Gの「リポート申請」及び「リポート情報一覧」が使用で
きません。
○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）
・受付停止期間中は、ToyoNet-Gの「単位認定試験（論文）申請」及び「単位認定試験（論
文）
情報一覧」が使用できません。
○リポートや単位認定試験の採点結果等は、「学習状況」からご確認ください。
○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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リポート・単位認定試験（論文）提出時の体裁について 全学生対象
リポート・単位認定試験（論文）の提出にあたっては、それぞれ下表の№１〜６を揃えて、
過不足なく体裁を整えるよう注意してください。なお、詳細については『履修要覧』もあわ
せて確認してください。
また、原稿用紙の使い方や引用のしかた、注の記入方法などについて不明点がある場合は、
提出する前にTAに相談してください（TAの学習相談および在室時間については26ページを
参照）
。
№

添付内容等

1

表紙

2

原稿用紙

リポート

単位認定試験
（論文）

・ToyoNet-G「学生メニュー」
→「リポート申請」後
「リポート情報一覧」より印刷

・ToyoNet-G「学生メニュー」
→「単位認定試験
（論文）
申請」後
「単位認定試験
（論文）
情報一覧」より印刷

・ToyoNet-G「お知らせ」内「教務関係」
・用紙サイズ以外の原稿用紙の指定なし
より指定の解答用紙を片面印刷で出力
（※
・A４判用紙（片面印刷）に20字×20行で
②）
作成
・手書きのみ⇒ワープロ使用不可、全科目
・ワープロ使用の可・不可は科目担当教員
共通（ただし「情報サービス論」
・
「情報サ
の指示による（※①）
ービス概説」を除く）
・鉛筆書き不可
・鉛筆書き不可

・上記「原稿用紙」
（解答用紙）
と共に出力さ
・ToyoNet-G「お知らせ」内「教務関係」 れる用紙を添付
（末尾ページ）
3 参考文献用紙
より出力し添付
・年齢、職業の記入欄あり、必ず記入する
こと
・上記「参考文献用紙」と共に出力される
用紙を添付（２ページ目）
4 添削指導用紙
・年齢、職業の記入欄あり、必ず記入する
こと
5 質疑応答用紙

・担当教員に質問がある場合のみ
ToyoNet-G「お知らせ」内「教務関係」
より出力し添付

6

・不合格になった課題の再提出の場合
【必須】
⇒直前回の不合格リポート一式（表紙・本
文・添削指導用紙などを含む全て）を添付
（※⑤）

その他

添付しない（※③）

添付しない（※④）

※①：ToyoNet-G「シラバス・教員プロフィール」の【リポート課題（Report exercise）】内「ワ
ープロ使用可否」欄参照。
ワープロ使用可の場合：
「可」と表記、ワープロ使用不可の場合：空欄
※②：指定の解答用紙以外の用紙を使用した場合には受け付けない。
※③：解答用紙は返却しないため、添削指導は行わない。試験結果はToyoNet-Gの「学習状況」な
どで確認すること。
※④：試験問題に関わる質問は、内容のいかんに関わらず一切受け付けない。
※⑤：不合格リポートの添付がない場合は上表の体裁不備とみなし、受付せずに返却する。
添付する際は、再提出するリポートの下に直前回の不合格リポート一式を重ねてホチキス止
めすること。
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リポート提出上の注意事項について 全学生対象
１．リポート提出の際の注意
 2014年４月１日以降は、 開講年度が「2013」と表示されたリポート表紙が添付さ
れている場合は内容が2013年度と変更のない科目であっても受付不可として返送しま
す。改めてリポート申請のうえ、開講年度が「2014」と表示されたリポート表紙を添
付して提出してください。
※『シラバス』の有効期限は、４月から３月までの１年間となっています。このため、
後期生は年度途中で新しい『シラバス』による学習に切り替わります。上記注意事
項については、十分ご注意ください。

２．不合格リポート再提出の際の注意



 一度、不合格になったリポートの課題を再提出する際には、原則として 直前回の不合
格リポート一式
（表紙・本文・添削指導用紙など全て）を添付 する必要があります。
 再提出するリポートの下に直前回の不合格リポート一式を重ねて、あわせてホチキス
止めをしてください。この添付がないリポートは受付できませんので、返却いたします。
 「継続履修」で学習している科目が、前年度までの『シラバス』によるリポート課題に
おいて不合格となった場合、再提出は2014年度の課題内容に基づいて作成したリポー
トとなります。ただし、この場合も直前回の不合格リポートの添付は必須です。
『履修要覧』に記載の「不合格リポートの再提出」の項をあらためてご確認ください。
３．リポートコピーの保管について
 次に提出する課題の学習を進めるにあたっての参考とすること、および不慮の郵便事
故に備えて、作成したリポート〔含単位認定試験（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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放送大学・専門学校科目の受講について
学籍番号の「入学年度」が“00”～“13”の学生に適用している学科教育課程表の「共
通総合科目」内の「放送大学・専門学校科目」を受講する方法についてお知らせします。本
学に在学しながら、この制度による受講を希望する学生は、次にあげる受講条件や手続方法
等に注意して取り組んでください。
１．適用対象学生
2000年度以降入学生（正科生）で、該当する課程表に
共通総合科目

放送大学科目・専門学校科目

～30

の表記がある学生

２．受講対象科目等
（1）放送大学の場合

放送大学科目等履修生に在籍し、修得した単位を対象とする。

【資料請求先】放送大学広報課
〒261-8586

http://www.ouj.ac.jp/

千葉市美浜区若葉２－11

TEL 043－276－5111（代表）
（2）専門学校の場合

次の条件を満たした学校における学習結果であること。

①専修学校の専門課程のうち、修業年限が２年以上であること。
②文部科学省認可を受けた教育課程の修了に必要な総授業時数が1700時間以上で
あり、その成績が試験により評価されたものであること。
③その学習内容が、大学教育に相当する水準を有するものと本学が認めたものであ
ること。
３．受講手続
学生自らが受講申請に必要な資料等を放送大学ないし専門学校から取り寄せ、その大学（学
校）
が定めるところにより学生自ら受講手続を行うこと。
４．学習結果の単位認定申請
放送大学あるいは専門学校において学習した結果、合格した科目の単位について、本学の
単位認定を希望する学生は、次により単位認定を申請することができる。
（1）所定の単位認定申請書に「単位修得証明書」
（単位数もしくは授業時間数明記のもの）を添
えて、当該年度末までに通信教育課に届け出ること。
（2）認定単位数の上限は「放送大学科目・専門学校科目」の単位をあわせて30単位とする。
（3）編入学・転入学の学生で、入学時に「放送大学科目・専門学校科目」または「一括認定
科目」として既に認定された科目は、この制度による単位認定の対象とはならない。
５．その他
（1）この制度の学習に係る学費等は、すべて学生の負担とする。
（2）本学入学以前にこの制度に合致した単位を修得済みの学生で、単位認定を希望する者は、
審査の対象となるので、所定の単位認定申請書を提出することができる。
ただし、編入学時等に認定された科目は除かれる。
（3）その他、不明な点・疑問点は通信教育課へ問い合わせること。
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科目担当教員の変更について（2014年４月〜） 全学生対象
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12月11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【再掲】
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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教職
2014年度教育実習参加者事前面接について
2014年度教育実習参加要件を満たした学生（2014年度「教育実習許可願」提出者）は、
下記「教育実習参加の要件チェックリスト」を再度確認するとともに、下記日程で行われる
教育実習参加のための事前面接に必ず参加してください。この面接では教職に就きたい理由
を聴取し、人物的に派遣が可能であるかを判断するものです。
なお、面接対象者および実施要領は、２月下旬にToyoNet-Gの「私へのお知らせ」や文書
で通知します。
月

日

2014年３月８日（土）

時

間

9：45集合（12：00終了を予定）

場

所

白山キャンパス

甫水会館２F

201会議室

「教育実習参加の要件チェックリスト」
該当する項目の□にチェックを入れること
以下の項目すべてにチェックが入らない場合は教育実習に参加できない
□2014年３月末までに卒業に必要な単位数を98単位以上（共通総合科目28単位以上、専
門科目62単位以上）修得済みであること（大学既卒者を除く）
□2014年３月末までに、教職に関する科目のうち「教職概論」
「教育基礎論Ⅰ・Ⅱまたは教
育基礎論」
「教育心理学」「生徒指導論」「教育相談」「当該科目の教科指導法Ⅰ・Ⅱまたは
当該科目の教科指導法（※）」
「教育実習事前指導」
「教科教育論（中学校での実習の場合のみ）」
を修得済みであること
□2014年３月末までに、教科に関する科目を中学校は28単位の３/４以上、高校は32単
位の３/４以上修得済みであること
□教育実習の趣旨をよく理解していること
□教職に就く意思がある者
□教壇に立って授業を行うに必要な学力を有していること
□教育実習先の指導教員の指示のもとに、実習生としてふさわしい行動のとれる者
□2014年度健康診断を受診（４月中）することができること
□受け入れ校の正常な教育活動を妨げる恐れがある者でないこと
□伝染の恐れがある疾患もしくは教育実習を行ううえで妨げとなる精神障害がある者でない
こと
□今後、ガイダンス・説明会などが実施される場合、すべてに参加できる者
□今後、必要になる手続を期日内に不備なく行うことのできる者
□2014年３月末までに、本学教育実習参加要件を満たさない場合は、2014年度の教育実
習を辞退できる者
□その他、大学（または実習校）の判断で教育実習（派遣手続を含む）の中止をするなどがある
場合、その指示に従える者
（※）
2013年度以降の入学で、教育実習参加を希望する学生については、出身大学等で既に
取得希望の指導法（中学校普通免許状取得希望の場合は加えて教科教育論に相当する科目
の単位）
を修得済であっても、本学で「取得希望の教科指導法」
（中学校普通免許状取得希
望者の場合は加えて「教科教育論」）を履修・修得することが必要です。
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その他 全学生対象
ＴＡ（ティーチング・アシスタント）の学習相談および在室時間について
通信教育課程には、皆さんが日頃の学習において疑問に思ったこと、不安に感じたことな
どに適切なアドバイス・回答をしてくれるティーチング・アシスタント（以下TAと略します）
が文・法両学部に在籍しています。質問・相談があればTAによる学習相談制度を大いに活用
してください。
下記の在室曜日・時間帯には各々のTAが必ず通信教育課事務室に待機しています。また、
在室日以外でも、対応可能な場合もありますので、必ず事前に連絡を取ってください。
連絡方法は電話、メール、FAXのいずれでも可能です。ただし、時間帯によっては相談が
集中することも予想されますので、あらかじめ、ご承知おきください。
曜日

時間帯

担

月

11：00〜12：30

火

14：00〜15：00

廖海濤
（法学部

水

15：00〜17：00

長瀬真理子
（教職科目担当）

木

16：00〜17：00

門脇邦夫
（法学部

金

11：00〜12：30

関明子
（文学部

当

A

上代〜中世文学文化・近世散文・日本語学・比較

文学文化・国語教育担当）

齊藤諒
（文学部

私法・共通総合科目担当）

公法・共通総合科目担当）

近世韻文・近現代文学文化・書道・図書館司書資

格科目担当）

〈TAへの連絡方法〉
Eメール：mltsukyo@toyo.jp
TEL：03−3945−7348

T

FAX：03−3945−7584
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その他

『東洋通信』2014年３月号表紙の投稿写真募集について【再掲】
『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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トピックス 全学生対象
2014年度入学説明会のご案内
東洋大学では下記により2014年度入学（４月・10月）に向けた説明会を行います。通信
教育課程の仕組み・学習内容・教員免許状や諸資格取得方法等についての説明・ご相談に応
じますので、お気軽にお越しください。
なお、入場は無料で事前申込も不要です。時間内に直接会場へお越しください。
ホームページにも記載しています。
URL

http://www.toyo.ac.jp/tsukyo/

◆東洋大学主催
（会場＝文京区白山）
開催月日（曜）

時

間

１月25日（土）

11：00〜15：00

★３月25日（火）

10：00〜14：20

★６月15日（日）

10：00〜15：20

●７月21日（月・祝） 11：00〜15：00
●８月23日（土）

11：00〜15：00

●９月13日（土）

11：00〜15：00

会場所在地

アクセス

都営地下鉄三田線「白山」駅下車
東京メトロ南北線「本駒込」駅下車
文京区白山５－28－20 いずれも徒歩５分
JR山手線「巣鴨」駅より都営バス５分
「東洋大学前」下車すぐ

★：“学び”LIVE模擬授業にて、通信教育課程のコーナーを設置して説明会を行う予定です。
●：オープンキャンパスにて、通信教育課程のコーナーを設置して説明会を行う予定です。
上記以外においても事前にご連絡いただければ、事務室にて随時ご相談に応じます（土・日・
祝日を除く）
。
◆１月25日
（土）
について
開催場所・内容・説明者等
場

所

内

容

学部・学科の説明や学習に関する相談
教職・諸資格関係の説明や相談
入学等に関する全般的な相談
８号館１階
通信教育課前
ロビー

説明者等
教員、TA
教員、職員
職員

【配布物】
『入学案内』
【閲覧資料等】
学部、大学院、科目等履修生関係募集要項
公開講座関係資料
大学紹介のビデオ上映
テキスト、使用教材等の展示
卒業論文の模範例紹介（寄贈現物）

＊それぞれの日時・会場は変更になる場合があります。実施月の初旬頃に東洋大学
通信教育課程のホームページでご確認ください。
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トピックス
◆合同入学説明会（私立大学通信教育協会主催）
開催月日（曜）

時

間

会

場

名

会

場

所

在

地

【東京会場】
２月 2日（日）
２月16日（日）

11：00〜16：00

新宿エルタワー
サンスカイルーム

新宿区西新宿１−６−１
新宿エルタワー30F

12：00〜17：00

さいたまスーパーアリーナ
さいたま市中央区新都心８番地
TOIRO

11：00〜16：00

梅田スカイビルタワーウエスト

大阪市北区大淀中１−１−30
梅田スカイビルタワーウエスト10F

12：00〜17：00

名古屋ガーデンパレス

名古屋市中区錦３−11−13
名古屋ガーデンパレス３F・２F

【埼玉会場】
２月 8日（土）

【大阪会場】
２月 9日（日）

【名古屋会場】
２月15日（土）
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TAのしおり
リポート学習と単位認定試験
（論文）
における注意点
１．はじめに
こんにちは。教職科目担当TA（ティーチング・アシスタント）の長瀬です。
今回は教職一般科目と社会科科目リポートと単位認定試験（論文）について、いくつか気に
なる点を述べたいと思います。
２．教職一般・社会科科目のリポートにおける注意点
リポートや単位認定試験（論文）は、課題内容に正対しているかどうかが大切です。しかし、
書き上げるにあたって、基礎的な事柄が整っているかどうかも重要な要素です。つまり、提
出者が規定をきちんと読み理解しているか、課題に取り組む上で適切かつ重要な文献を読ん
だか、学術上のルールやマナーを身に付けているかどうかもわかるからです。大学では、そ
れらを身に付けることも大切な学習なのです。
以下、年間通して多く見られる点をいくつか挙げたいと思います。自分が該当しているか
どうかも含め、チェックしてみてください。
（１）参考文献欄の添付なし
提出されているリポートの中で、参考文献欄が未添付のものを最近よくみかけます。
参考文献のリストは本文末尾に記入するのではなく、質疑応答欄と同様に、ToyoNet-Gの
お知らせより出力します。漏れのないように記入し、添付してください。
（２）年齢・職業欄が掲載されたページが添付されていない
参考文献ページ、或いは、添削指導ページの下に、年齢・職業欄があります。添削指導を
する際に、先生が参考にするものでもありますので、必ず記入するようにしてください。見
落としがちな場所にありますのでご注意ください。
（３）参考文献欄に参考ページ・出版社名・出版年月日・HP参照年月日時刻の未記入
①参考文献とは
参考文献とは、単に学習の上で目を通した本、というものではありません。
学問とは過去の研究の蓄積の上にあり、リポートや論文もその流れに入ります。どのよう
な参考文献の、何に依拠して論じているかを示すことは、大変重要なことです。先人達がま
とめた研究の一端を使用させてもらうのですから、どの文献の、どのページを使ったかを示
すのは、学術上のマナーというだけではなく、感謝と敬意を示す行為でもあるのです。
なによりも、出典元を示さずに執筆した場合、どこからか丸々書き写したのではないかと
いう、剽窃の疑いを持たれかねません。注意しましょう。
なお、文献から引用している部分がある場合は、本文中の該当部分に註を付けましょう。
引用のルールについては各学部・学科によっても異なる部分もありますので、詳しくは「学
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習の手引」等をご確認ください。
また、専門辞書・事典類を使用した場合は、調べた用語・項目名とページ数の他に、その
項目の執筆者が分かればそちらも記入してください。
※注意！

一般的な国語辞書やWikipediaで意味を調べても、それは「参考文献」とはみ

なされません。学術文献を利用しましょう。
②所定の欄の未記入
参考文献欄リポート学習の上で使用した文献名、著者名の記入はあるものの、ページ数が
未記入であるケースが最も多く見られます。
次いで出版社名、出版年月日・HP参照年月日時刻が空欄のまま提出されています。特に
最近ではインターネット情報を使用されている方が多いのですが、情報を閲覧した「時刻」
が抜けているケースが目立ちます。
インターネット情報は書籍等と異なり、削除・変更が行われやすいものです。リポート・
論文執筆時には閲覧可能であっても、後日その情報にアクセスできなくなることもあります。
そのため、その情報ページがいつ作成されたかよりも、いつそれを閲覧したのかを示すこと
がより大切になります。
（４）敬体
（ですます調）、或いは、敬体と常体（だ、である調）が混在している
リポートや論文での文末表現は、基本的に「～だ、～である」という言い切る形の常体で
執筆します。先生に提出するものとはいえ手紙（私信）ではありませんので、本文を敬体で執
筆することは一般的ではありません。
リポートの場合、曖昧な表現を排除し、簡潔かつ客観性の高い叙述を行うことが求められ
ています。丁寧な表現で書こうとする姿勢は大切なことですが、そういった文体は「質疑応
答欄」や先生宛の「手紙」を出される際に使用し、リポート等では常体で統一しましょう。
また、参考にした文献等が敬体で書かれていたとしても、リポートにまとめる時は混在さ
せないようにしてください。時折、
「～です。～である。～と思いました。～だった。～でし
ょう」という具合に、文体が混在しているリポートをみかけます。
あるいは、
「～だと思いますが、～である」といった一文の中で混在しているものもありま
す。書き慣れていない故の文体の未統一だと思われますが、提出前に一度リポートを音読し
てみるのも見直しには有効です。
（５）本文中に空白行・氏名・課題名・課題内容が書かれている
提出するリポートには字数・行数・枚数制限があります。空白行を用いるとその分、本文
が圧迫されてしまいます。読みやすさのために空白行を使用しているのだろうと思われるケ
ースが多々ありますが、リポートには不要のことです。空白行を作らずに詰めて論述するよ
うにしてください。
また、氏名・課題名・課題内容等も本文中には不要です。ToyoNet-Gから出力された表紙
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に記載されていますので、リポートには直接本文を執筆してください。
３．おわりに
以上のことは通年、合否の内容に関係なくみかけます。提出前にもう一度、確認してみま
しょう。リポートの提出形式や書き方の詳しい内容については、『履修要覧』や『学習の手
引』
（法学部）
、
『演習・卒論の手引き』
（文学部）をご参照ください。これらは、東洋大学通信教
育部のホームページからダウンロードできます。
また、単位認定試験や各種申請をおこなう場合は、提出期限や申し込み期限について、特
にご注意ください。
（法学部TA
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長瀬

真理子）

学友会からのお知らせ
〈法学研修会へのお誘い〉
法学研修会の今年度の最後は、沼田

良 通信教育部長に、ご専門の行政学、地方自治論の

中から、
「行政学のあれこれ」をお話しいただきます。
地方自治体とか、公務員、教員は学生にとっても大切な勉学の対象です。
卒業された先輩諸兄も出席されます。また、法学部、文学部を問わずお誘い合わせの上、
多数のご参加をお待ちしております。
記
１．日

時：2014年３月８日（土） 15：00〜17：00

２．会

場：東洋大学甫水会館（当日会場を掲示します）

３．演

題：「行政学のあれこれ～公務員と教員のはざまで～」

４．講

師：沼田

５．参加費：無

良

法学部教授

料

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＊：３月７日（金）消印有効（メール８日朝まで）
＊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）


以上
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〈学生からの投稿〉
国立国会図書館見学会に参加して


日本文学文化学科

４年

花澤

和美

イチョウの黄葉が待ち遠しく、朝から肌寒かった11月15日（金）、小雨の降る中、肩をす
くめながらも心踊る面持ちで、国会議事堂と道を隔てて君臨する国立国会図書館に足を運び
ました。敷地は想像を超えてとても広く、建物も大きく、私が日頃利用する横浜市中央図書
館とは比べものにならず、圧巻でした。新館入口で集合したのは計８名。私を含む６名にと
っては、初めての国会図書館でした。
校友会の先輩に手順を教えて頂き、入館証を新館入口で各自作成。身分証明書を提示し、
メールアドレスとパスワードも共に登録。仕上がるまで待つこと約10分。その間も次々と新
規の入館証を申請する方たちが絶え間なく訪れ、予想以上に多くの人が利用することに驚き
ました。
午後２時。いよいよ館内見学会の始まりです。
館内の方に案内され、デモルームにてビデオで「国立国会図書館について」お勉強。その
後、用意されたビジターカードを首にかけて、ツアー開始です！「一般の利用者が入れない
ところに行くので、館内の方から離れないように」と注意され、少し緊張。
「ミステリー小説
のように一人ひとりいなくなったりして…」と、みんなでありそうもないことを想像し、笑
いながら歩き出しました。
「国立国会図書館における資料の利用は、館内のみです。通常、閲覧を申請し、必要であれ
ば有料ですがコピーを依頼し、持ち帰ることができます。」など説明を受けながら、閲覧を申
請する端末や、対応してくれる各カウンターなど、利用者の方たちの邪魔にならない程度離
れたところから、紹介していただきました。
その後、図書館案内には載っていない新館の地下に移動です。靴底の汚れや菌が保管所に
入って残らないようにと、靴にカバーを履かせました。汚れは厳禁です。まるでクリーンル
ームに入る心境でした。そして一般利用者は乗ることの出来ないエレベータで地下８階に降
りました！新館最下層である地下８階は通常、殆ど人目につかない書物の保管場所のため、
ひとけはなく、どこかひっそりとしていて寂しい気がします。また、地上から随分離れてい
るため、ひんやりとした空気を感じました。
エレベータ前にあるガラスドアを開けた向こうに一度出て、地下８階から地上へ繋がる非
常階段を見せていただきました。とても洒落たつくりで、まるで撮影現場のようでした。頭
上には、地下まで日が入り込むように工夫されたガラスの屋根が見えます。作業員の方達へ
の健康の配慮から、外の光がさしこむように設計されたそうで、光輪（ひかりにわ＝光り庭＝
ガラス屋根が新館の３～４階からみると庭のようなので、掛けたことばのようです）と呼ばれ
ます。外の天気は灰色がかっていましたが、その光ですら明るく、自然光の力強さを目の当
たりにしました。
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そして同じエレベータで地下４階に上がり、明治時代の新聞を見せていただきました。歴
史を感じながら当時はどのようなことが新聞で取り上げられたのか、みんな興味津々でした
が、残念ながら読む時間は殆どありませんでした。また地下４階には日刊アルバイトニュー
ス等、多岐に及ぶ情報誌や雑誌なども含む書物が保管されていました。アルバイトニュース
は、当時と現在の労働条件を比較するのに役立つ情報だそうです。
最後にデモルームに戻り、質疑応答。みなさん国会図書館についていろいろ理解して、満
足でした。館内の方に入り口まで見送って頂き、全員で「ありがとうございました」と挨拶
をすると、７名しかいません！「ミステリー小説の展開では！？」と少し騒いでいると、１
名、遅れて出てきました。
あらゆる書物を保管する国立国会図書館は、知識の宝庫です。中には、古典総合情報室、
憲政資料室、地図室など、様々な専門室があります。卒論を書くころには私も少し通うこと
になりそうです。国会図書館で東洋大学のみなさんと、偶然会ったら楽しいだろうな～。と、
ひとり想像しながら、日々、課題や論文試験などを前に、精一杯がんばります！

光輪と書いて
「ひかりにわ」全体
青いガラス天井は
地下８階までの灯りとり
になっている。
国立国会図書館見学会一同
地下８階から、地上２階にある
ガラス天井を見る。高さ30ｍ。

マンガが書庫にあるのは
国会図書館だけという。

１辺が90ｍの真四角な図書館本館
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随 想
二〇一三年度アジアカップ（国際法模擬法廷大会）
日本予選と学部授業

昨年に続き（
『東洋通信』第五十巻第一号「オアシス」参照）
、今年も八月に開催されたア

ジアカップ日本予選に東洋大学国際法ゼミナールが参戦した。当該大会は、東大、京大、早

稲田、慶応、同志社、上智、東北大など、我が国のトップクラスの法学部を有する大学が常

連校として参加しており、関東地方で言う日東駒専やＧＭＡＲＣＨなどの中で数年間連続出

場を果たしているのは東洋大学と法政大学だけといっても過言ではない。

同時に参加校が絞られているだけあってレベルも高く、容易に第六位以上の総合入賞に入

るのは難しい。しかし、東洋大学が徐々に力を付けてきていることは確実で、今回の大会で

も、原告チーム及び被告チームからそれぞれ一名の優秀弁論賞を獲得した者が出た。原告と

被告の双方から当該個人賞を獲得するのは、本学チームにとって初めてのことである。それ

も原動力になったのか、ゼミ生たちは、今度は十二月に開催される国連主催・外務省後援の

ジェサップ国際法模擬法廷大会日本予選への参加を早々に決め、夏季休暇が終わる前から課

題問題（英文）の翻訳に取り組み始めた。ゼミナールの担当教員としては、とても嬉しい限
りである。

このような学生の頑張っている姿を間近で見ていると、関係科目（国際法）を担当してい

る教員も勇気と一層のやる気を学生から貰っているような気持になり、学部の授業（講義）

にも自然と力が入る。その結果、今まで以上に国際判例を示したり、学説（国際司法裁判所

規程による裁判基準の補助手段の一つ）を詳細に説明することになる。それがそのまま模擬

法廷大会の論理構成や弁論につながるからである。授業のレベルは自ずと高くなる。ところ

が、学期末に実施される授業アンケートを見ると、法学部の学生でさえも「授業が難しい」
と評価している。

さて、ここで考えなければならないのは、
「授業が難しい」と評価した学部の学生たちが、

「難しいけれどそのまま継続してほしい」のか、
「難しいからもっと易しくしてほしい」のか、

どちらの希望を持っているのかが判らないことである。そこで他の質問事項と組み合わせる
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と、例えばこの授業を受けて当該分野に興味を持ちましたか、という趣旨の質問の回答は学

部平均を下回っている。これは「難しいから興味を持つまでに繋がらなかった」のか、ある

いは「難しいこと自体に興味を殺がれてしまったのか」が不明なのである。

つまり、この点が東洋大学（法学部）の学生たちの分岐点になるのではないかと思う。難

しいからもう少しだけ自分で本を読んで勉強してみよう、という思いを持つか、難しいから

やる気を失った、単位だけ取れればよい、と思ってしまうのか、
「難しさ」からの出発の問題

なのである。模擬法廷大会に常に上位入賞を果たしている大学の学生たちと懇親会で話をす

ると、
「難しさ」から踏み出す強さを持っていることが肌で感じられる。授業が難しい方が大
変だけど嬉しいというのだ。

とう

国際法

出身

埼玉県

（了）
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この気持ちを東洋大学の学生も持つことができれば、必ず上位入賞の常連校になれるに違

いない。それが就活にも好影響を与えるだろう。
「難しさ」を受け入れる他大学の学生たちか

らエネルギーを貰うと、学部授業が難しいのは当たり前で、そこからどのように踏み出せる

ようにするかを考えなければならないと思う。つまり工夫すべきは授業を「分かり易くする」

ことではなく「難しい授業」が当たり前だという発想を学生たちに持たせることではないだ

ろうか。これは教員の自己弁護・自己正当化ではなく、実際に他大学の学生たちから学んだ

法学部教授

ことなのだ。東洋の学生を他大学の学生に伍する様にするためには、
「難しい」を出発点にし

専攻

なければならないと思う。 

さい

ひろし

藤

洋
齋

オアシス
長州五傑と日英交流１５０周年
三

宅

和

子

彼らの後を追うように、一八六五年には薩摩藩からも、一五

名の留学生と四名の使節団がイギリスの地を踏んでいる。明治

今から一五〇年前、日本は国中が攘夷か開国かで揺れていた。
その幕末期の一八六三年、長州藩の五人の若者が、日本国の存

になってからは、明治政府によって多数の留学生がイギリスに

はなく、ロンドンのＵＣＬであった。当時の英国では、１８２

送り込まれた。これら初期の留学生が学んだ大学は、後の留学

亡をかけてイギリスに密航した。彼らは辛苦を乗り越え、ロン
＊１

生の多くが学んだオックスフォード大学やケンブリッジ大学で
The Choshu

）の聴講生として勉
ドンのＵＣＬ（ University College London
学に励み、やがて帰国して多方面で活躍。新生明治の日本を支
える存在となる。伊藤俊輔（博文）をはじめとする

７年創設のＵＣＬだけが、信仰、⼈種、国籍の違いを越えてす

ほど大きいかというと、これを契機に日本から続々と留学生が

記念行事がとり行われた。密航者だった彼らの存在がなぜそれ

節目となる年。ロンドン大学、在英日本大使館を中心に各地で

流が語り継がれているからだ。ウィリアムソン教授は、差別や

サンダー・ウィリアムソンとその妻の、留学生たちとの深い交

のには、もう一つの理由がある。ＵＣＬの教授であったアレキ

長州五傑の存在が日英文化交流の端緒として取り上げられる

べての学徒に開かれた大学だったのである。

訪れ、政府の役人、学者、商人、サービス業の人々など、訪英

偏見がまだ厳しかった当時、日本からの留学生を大学の自らの

（長州五傑とも）と呼ばれる若者たちだ。
Five
二〇一三年は、彼らがイギリスの土を踏んでから一五〇年の

や在英する人々が増え、日英交流が盛んになっていくからであ

化学教室に受け容れて教育した。そればかりか、生活面でも援

＊２

る。一九一〇年にはロンドンで日英博覧会も開催されている。
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助を惜しまず、遠国より到来したばかりでまだ言葉も喋れない
学生たちを自宅に迎え入れ、病気になった留学生を自宅で看護
するなど、人間的慈愛に満ち溢れた接し方で温かく見守ってく
れたのである。
ウィリアムソン教授の墓は、ロンドン郊外、ブルックウッド
墓地に建立された、ロンドンで客死した留学生４名の墓の隣に、
ひそやかに佇んでいる。
このような交流秘話をも含めて、二〇一三年には、ＵＣＬで
両国の学術交流を記念して、ウィリアムソン教授夫妻顕彰碑除

（松田龍平ほか出演）の
The Choshu Five

幕式をはじめとする式典が催されたほか、長州五傑を描いた二
〇〇六年制作の映画
上映会も行われた。

＊１ ロンドン大学はカレッジ制の大学である。一九のカレッ
ジと一二の研究機関から構成され、所属カレッジの合計学生数
は一〇万人を超える。ＵＣＬはロンドン大学の中の一つである。
＊２ 日本とイギリスの交流開始は実は幕末よりずっと早い。
一六〇〇年、日本に漂流した航海士ウィリアム・アダムス（ケ
ント州ジリンガム出身）こと、三浦按針の日本到来まで遡る。
しかしその後の鎖国により交流は途絶えていた。

─みやけ かずこ・文学部教授─

アレキサンダー・ウィリアムソン教授

長州五傑

［１］伊藤博文（上段右当時二二歳）：日本の憲法制定の父。初代内閣総理大
臣に就任。大日本帝国憲法として発布し、日本を立憲主義国家に導き
政治を確立させた。

［２］山尾庸三（下段右当時二六歳）：日本の工業の父。見習工として働きな
がら科学を学び造船技術を習得。世界初の工学部の前身となった工部
大学校を設立した。

［３］井上
（下段左当時二八歳）
：近代日本外交の父。初代外務大臣に就任。
 馨
政治的・経済的に欧米列強国と並ぶために不平等条約改正に尽力した。
［４］遠藤謹助（上段左当時二七歳）：近代日本の造幣の父。大阪貨幣局長と
なり、造幣技術者の養成を通じ日本人技師の力による造幣を確立した。

［５］井上勝（中央当時二〇歳）：日本の鉄道の父。イギリスで鉄道や鉱山学
を学び、帰国後には鉄道頭に従事。日本人だけの力による鉄道建設を
実現した。
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オアシス
中国の大学

この数年、中国の大学を訪問する機会が増えてきた。一九九

後

藤

武

秀

都市の協定を結んでおり、那覇の中心部にある福州園は、その

福州市を代表する大学が福州大学である。以前は、福州西郊

記念に作られた中国式の庭園である。

を取り巻く環境と今の環境には数段の差があるので、最近の大

の怡山近くの八八七年創建の古刹である西禅寺の隣にあったが、

〇年代初めにも、北京の大学をよく訪問したが、その頃の大学

学事情を紹介しよう。私の目に映った大学像であって、個人的

今は、大部分が大学城という地区に移転している。次頁の写真

はバスで四五分程度と、かなり離れている。福州大学のほか、

れた研究教育機関を集中した地域である。福州市の中心部から

はその正門である。福州大学城は二〇〇〇年から開発が進めら

な印象であることをお断りしておく。

福建省の大学
福建省は、中国の南東部にあり、台湾海峡に面している省で

る。八〇四年、遣唐使一行の一人として留学の途についた空海

五四路近くの開元寺には平安時代の僧空海の像が安置されてい

市である。福州市は、古来日本との関係が深く、市内中心部の

ほどである。キャンパスは広大であることから、キャンパス内

るが、法学部も設置されている。四年制の学生数は二万四千人

学であり、今年創立五五周年を迎える。化学、工学が有名であ

福州大学は、中国教育部と福建省政府が協力して設立した大

福州師範大学や福建医科大学などが立地している。

は、暴風雨により福建省の長渓県に漂着した。福州との関係は、

を移動するためのミニバスが走っている。学生は、中国の大学

ある。場所柄、台湾との交易も多く行われている。省都は福州

これに由来するのであろう。今日では、福州市は那覇市と友好
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すべてがそうであるよう

学らしい重厚さと年代の古さを感じさせる。観光客があまりに

厦門大学は、シンガポールで財をなした華僑の陳嘉庚が一九

多く、一階の教室などは授業中に観光客がのぞき込むこともあ

分とかからないのである

二一年に私財を投じて設立した大学である。その後、南京政府

に、大学内の寄宿舎に住

が、自転車で行き来する

により国立の大学として位置づけられた。陳嘉庚は、自身の出

り、授業に支障が出ているようで、大学関係者以外は校門で身

学生が目につく。法学部

身地が厦門島から数キロしか離れていない福建省同安県である

んでいる。それぞれの学

研究室棟の横にはかなり

ことから、厦門周辺の教育に尽力した。現在、高速道路の同安

分証明書を提示して入校許可を受けなければならない。

大規模な模擬法廷があ

インターチェンジの近くにある集美大学も彼の設立した大学で

部の校舎まで歩いても十

り、裁判などの実務研修

ある。また、厦門大学のすぐ近くには彼の収集品を展示した華

厦門大学は、教育部直属の全国重点大学の一つであり、華南

に利用されるようであ

公務員ないし民間企業に

地区を代表する大学である。風光明媚なキャンパスだけでは狭

僑博物館がある。こちらも観光地の一つとなっている。

進出していくようであり、法曹を目指す学生はそれほど多くな

隘化してきたことから、厦門島対岸の漳州にゴルフ場を敷地内

る。しかし学生の多くは

いようである。そのせいか、模擬法廷は講演会などに利用され

に持つキャンパスを作り、さらに厦門島の反対側の対岸の翔安

生の語学教育などを行うこととされているので、留学生は新キ

地区にもキャンパスが作られている。こちらでは、外国人留学

ている。

厦門大学

学も観光地の一つになっている。というのも、キャンパスの美

る。厦門市は、海岸線の優美さで有名な観光地であり、厦門大

大学法学部の記章にも廌という神獣が描かれているが（次頁写

の由来を記した石碑がある。次頁の写真右がそれである。厦門

法学部棟の入り口にある廌園と呼ばれる小さな庭園には、廌

ャンパスで学ぶことになる。

しさは中国随一とも言われているからである。確かに、キャン

真左）
、これは廌が法という言葉の語源の一部を成していること

厦門大学は、福建省の第二の都市である厦門市に立地してい

パスの中央には美しい池があり、煉瓦造りの校舎も寄宿舎も大
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者に触れて之を去る所以

に従ふ、廌は直ならざる

にすること水の如し、水

「灋は刑なり、之を平らか

である『説文解字』には、

される最古の部首別字典

後一〇〇年に成立したと

漢の許慎の手により紀元

灋である。この字は、後

法という漢字の原字は

んだものであろう。このような神獣を法学部の記章に用いたり、

に擬せられている。日本の神社に必ずある狛犬もその流れを汲

い）とか獬廌（かいち）と呼ばれており、墓や建築物の守り神

の他の見解では神獣が出てくる。この空想上の動物は、獬（か

強制を主とする見解では神獣は出てこないようであるが、そ

めば、さらに法の語源の解明が進んでいくものと期待される。

するという見解もある。金石文など古代の文字記録の解明が進

灋ははみ出る行動を抑える枠という意味であり、強制性を意味

るとして、水のあらわす公平性を重視する見解、あるいはまた

は口を意味しており水を流し去らないように口で囲う意味であ

言葉は神意裁判を表しているという説や、あるいは廌という字

いる。神獣が正邪の判断をつかさどるのであるから、法という

のものなり、故に去に従

法学部棟の入口に庭園を造ったりして、学生に法の語源につい

による。

ふ」と説明されている。

たけひで・法学部教授─

て意識させているのが、興味深いところである。

─ごとう

日本の事典類もこの説明
を採用している。例えば、
『大字典』では、
「水と廌
と去の合字、水は其面平
らかにして公平の義。廌
は一種の神獣、性罪を知
る故に之を触れしむれば
直ちに罪の有無を知る。
法は悪を去り善に就かし
むるの意」と説明されて
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学 習 室
ニホンかニッポンか
─企業名をもとにして─
木

村

一

ニホンもしくはニッポンか、折に触れて話題となることであり、さまざまな論考のみな
らず、テレビ番組、新聞記事などで目にするのに加え、ネット上で検索しただけでも多く
のページがヒットする。また、放送用語の観点からも話題となるが、いずれも使用するこ
とができる。
さまざまな説明がなされているために、ここでの繰り返しを避けるべきであるのかもし
れないが、全体にわたる見解について小池（2003）をもとにまとめてみると次のようなこ
とになろう。
字音には主に呉音、漢音、唐音があり、
「日」を「ニチ」と読むのは呉音によるものであ
る。これはもともとの発音である［nit］
（T 入声）を開音節化（ここでは母音［i］を後接
し、子音＋母音のユニットの音節構造に展開し、日本語として安定化させる）し、
「ニチ」
［niti］が生み出された。
それに対して、
「ニホン」の「ニ」はいわゆる呉音、漢音、唐音としては存在せず、呉音
系の慣用音として扱われる。それは「ニチ」が促音（ツ）で「ニッ」と発音されたのを書
き記すにあたり、促音の表記の定着が他の仮名に対して遅れたために書き記すことができ
ない時期があったことによる。それは、促音を発音しようとしても実際の音が観測できな
い、もしくは観測し難いために、 1 モーラ分が無音になる状態（すべてのケースで無音に
なるわけではないが）を表記し得なかったことにある。あわせて、古代日本語に促音が存
在しなかったことも要因である。
一方、撥音（ン）はどうであろう。こちらも、古代日本語に存在し得ず、促音同様、字
音を起源としている。しかし、「促音」と異なるのは、音の種類が［n］
、
［m］
、
［ŋ］
、
［N］
などと、後接する子音によりさまざまに調音点が変化することにある（条件異音）
。その理
由は促音とは相反するが、やはり表記の定着を遅らせることとなったのである。
─ 1₃ ─

以上、ニッポンを表記する際にいろいろと面倒が起こることが確認できた。それは、①
促音の表記、②撥音の表記、③半濁音符の表記である。表記の定着の時期と言うことでは、
さまざまなとらえ方があるが、ここでは①と②は鎌倉時代（②がやや先行する）
、③が室町
時代以後とする。そのために「ニホン」と書きながら読み手は「ニッポン」と解していた
ことになる。しかしながら、識字率の上昇はさまざまなレベルの人々を輩出することにも
つながり、そのまま字面で「ニホン」と読み進める「文字読み」が定着していくこととな
る。「文字」を「モンジ」ではなく「モジ」
、
「合点」を「ガテン」とすることも同様であ
る。「文字」については例えば「大文字焼き」となることからも分かる（
「もんじゃ焼き」
は諸説あり）。このことは「文」を「モ」、「日」を「ニ」と読むことが、それぞれ「文字」
と「日本」しかないことから分かる。
よって、
「ニホン」という読み方が日本語の歴史の上では、誤読と言うことになり、正当
性を欠くこととなる。それに対して、お札やパスポートなどでの「ニッポン」の使用は、
このような背景をもとにオーセンティックであると言える。
その他にも、
「日」を「ジツ」と漢音で読んだ「ジッポン」が『日葡辞書』
（1603−1604・
〔図〕）で確認できる。これは、長安周辺の音が日本に伝わったものが漢音であり、東に向
かったことで「ジッポン」となった。一方、西に向かったことで「ジパング」となったと
いった見解がある。

〔図〕『日葡辞書』 Nifon（ニホン）、Nippon
（ニッポン）
、Iippon
（ジッポン）
それでは、「日本」は、現代ではどのように読まれることが多いのであろうか。例えば、
読売新聞（月日などの詳細は参考文献）にあるようなコーパスに触れた記事もある。
本稿では、試みに J-NET 株式会社による大学が共同参加して求人票を受け付けるための
─ 12 ─

インターネットサービス「求人検索 NAVI」
（http://www.jnet-inc.co.jp/index.htm）を用い
て、それぞれ「ニホン」または「ニッポン」と名のつく企業を抽出した（2012年 ８ 月29日
調査）。このサービスは上場企業のデーターベースではなく、求人が参加大学に対して生じ
たかということをもとにしているために、役所といった公的機関や、大学などの教育機関
も含まれている。
抽出の結果は、企業名のカナ読みをもとにしたのであるが、
「ニホン」が1,116社、
「ニッ
ポン」が275社と約 ４ 倍の開きが生じた。
ただし、支社・支店や事業所の異なり、また重複などがあるために、それらを一社とし
て数えなおしたところ（関連会社としてあがるものはそのままとして数えた）
、1,038社と
253社に整理できた（〔表〕）。ニホンかニッポンかの差については、創業年や設立年、また
社名変更年などとの関わりから整理し、考察を行う必要があるのであるが、
「求人検索
NAVI」にはそれらのデータが存在しないため、確認は全体においてかなわなかった。
「求人検索 NAVI」は「分類コード」によって「日本標準産業分類（http://www.e-stat.
go.jp/SG1/htoukeib/TopDisp.do?bKind ＝10）」と対応するようにデータが示されている。
抽出企業について整理すると〔表〕のようになる。
〔表〕 企業名における「ニホン」と「ニッポン」
分類
コード
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
計

項目名

ニホン

農業、林業
漁業
鉱業、採石業、砂利採取業
建設業
製造業
電気・ガス・熱供給・水道業
情報通信業
運輸業、郵便業
卸売業、小売業
金融業、保険業
不動産業、物品賃貸業
学術研究、専門・技術サービス業
宿泊業、飲食サービス業
生活関連サービス業、娯楽業
教育、学習支援業
医療、福祉
複合サービス事業
サービス業（他に分類されないもの）
公務（他に分類されるものを除く）
分類不能の産業

3
0
1
63
236
4
174
35
130
33
45
73
15
16
29
33
3
81
1
63
1,038

比率
0.29％
0.00％
0.10％
6.07％
22.74％
0.39％
16.76％
3.37％
12.52％
3.18％
4.34％
7.03％
1.45％
1.54％
2.79％
3.18％
0.29％
7.80％
0.10％
6.07％
100.00％

※「求人検索 NAVI」では Z を「分類不能の産業」としている。
─ 11 ─

ニッポン
1
0
0
14
98
1
40
14
30
12
9
4
6
8
3
2
0
5
0
6
253

比率
0.40％
0.00％
0.00％
5.53％
38.74％
0.40％
15.81％
5.53％
11.86％
4.74％
3.56％
1.58％
2.37％
3.16％
1.19％
0.79％
0.00％
1.98％
0.00％
2.37％
100.00％

〈E

製造業〉で、
「ニホン」とするものが236件で22.74％、
「ニッポン」が98件で38.74％

と、例数では「ニホン」が優勢でありながらも、
「ニッポン」の中で〈E

製造業〉が占め

る比率が高いことが分かる。
一方、
〈L

学術研究、専門・技術サービス業〉では「ニホン」が73件で7.03％、
「ニッポ

ン」は ４ 件で1.58％となる。同様に〈R

サービス業（他に分類されないもの）
〉の81件で

7.80％が「ニホン」、 ５ 件で1.98％が「ニッポン」と、やはり「ニホン」が多い。その他、
〈T

分類不能の産業〉についても同様の結果となった。抽出例全数で、
「ニホン」と「ニ

ッポン」では ４ 倍程度の開きがあることを加味しても、差が生じていると考えられそうで
ある。
そこで、上記の〈L
れないもの）〉、
〈T

学術研究、専門・技術サービス業〉
、
〈R

サービス業（他に分類さ

分類不能の産業〉のそれぞれ「ニッポン」とする ４ 件、 ５ 件、 ６ 件に

ついて挙げると次のようである（以下、企業名、および企業名のカナについてはデータの
ままに記す）。設立年は個別に調べた上で、
（
〈L

）に示したが定かではないものも含まれる。

学術研究、専門・技術サービス業〉

日本電気トランスミツシヨンエンジニアリング㈱
ニツポンデンキトランスミツシヨンエンジニアリング
（不明）
㈱日本ＳＰセンター

ニッポンエスピーセンター （1967）

㈱日本デザインセンター

ニッポンデザインセンター （1960）

大日本コンサルタント㈱

ダイニッポンコンサルタント （1963）

〈R

サービス業（他に分類されないもの）
〉

一般（社）日本海事検定協会

ニッポンカイジケンテイキョウカイ （1913）

公益（財）日本体育協会

ニッポンタイイクキョウカイ （1911）

（社）日本電機工業会
日本年金機構
（財）日本武道館
〈T

ニッポンデンキコウギョウカイ （1936・1948改称）
ニッポンネンキンキコウ （2010）
ニッポンブドウカン （1962）

分類不能の産業〉

静岡日本電気ソフトウェア㈱

シズオカニツポンデンキソフトウエア
（1975

NEC ソフトとして）

損保ジャパン日本興亜キャリアスタッフ㈱

秋田センター

ソンポジャパンニッポンコウアキャリアスタッフ
（1892・2001改称
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日本興亜損保として）

㈱日本電装サービス茨城

ニツポンデンソウサービスイバラキ
（1949

日本電装として）

日本マニュファクチャリングサービス㈱
ニッポンマニュファクチャリングサービス （1990）
㈱日本マンパワー

ニッポンマンパワー （1967）

日本レコードセンター㈱

ニッポンレコードセンター （1978）

設立年についても整理すると（ただし、設立後の改称などの可能性も留意したが限りが
あった）、15社のうち、1910年代 ２ 社、1940年代 ２ 社、1960年代 ５ 社、1970年代 ２ 社、1990
年代 １ 社、2000年代 １ 社、2010年代 １ 社、不明 １ 社と幅広い結果となった。しかし、15社
中11社が1970年代までの設立であり、1990年代以降の ３ 社のうち ２ 社については、歴史的
に古い（日本興亜損保）、また国からの委託（日本年金機構）といったこととなった。全体
を通しての確認が必要ではあるが、
「ニッポン」から「ニホン」へシフトしていることがう
かがわれるそうである。あわせて、分水嶺となるような時期も気になるところである。
以上、全体にわたり「ニホン」が多いことには数値から明らかなことであるが、第二次
産業（〈Ｅ

製造業〉）において「ニッポン」が多く、第三次産業で「ニホン」が多い傾向

があることは確認できたと思われる。また、全体における設立年の関わりから逆に「ニホ
ン」を含む名称がどこまで遡れるのかといった関心が残った。
参考文献
小池清治（2003）
『日本語は悪魔の言語か？』角川書店
読売新聞（2005）
「話し言葉「ニホン」圧勝」 ５ 月11日夕刊記事
中山綠朗・飯田晴巳・陳力衛・木村義之・木村一編（2009）
『みんなの日本語事典』
明治書院
─きむら
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はじめ・文学部准教授─

学 習 室
「政治の改善と討論の意義」
竹

島

博

之

現状の政治を改善しようとする場合、大きく分けて次の二つ

第一八回全国中学・高校ディベート選手権（通称「ディベート

二〇一三年八月一〇─一二日に東洋大学白山キャンパスで、

しい制度へと改めたり置き換えたりする、という方向性である。

していると思われる、もしくは効果的に機能すると思われる新

代にそぐわなくなった政治の仕組みを変更し、それを現状に適

のアプローチが考えられる。一つは、問題のある政治制度や時

甲子園」）が開催された。私は最終日の八月一二日に、井上円了

いわば、
「制度」や「仕組み」を変えることで政治を改めよう、

はじめに

ホールにて「政治とディベート──市民的資質の育成に向けて」

というわけである。

一

というテーマでディベート甲子園の特別講演を行った。

治や政治学の視点からディベートや討論について考えるきっか

ていた。このような政治腐敗をなくすために、日本は選挙制度

リクルート事件、佐川急便事件など多くの不正や汚職が横行し

例えば、一九九〇年代までの日本政治には、ロッキード事件、

けとなった。そこで本稿では、今回の経験を踏まえた上で、現

を大きく変更することによって、政治とカネの問題に対処しよ

今回のディベート甲子園での中高生の様子や特別講演は、政

代の政治や政治学にとって討論がどのように位置づけられるの

新しい制度へと変更したのである。その結果、日本における政

注１

れてきた選挙制度を、小選挙区比例代表並立制というまったく

うと試みた。具体的には、中選挙区制という日本で長く実践さ

政治を変える二つのアプローチ

かを考えたい。
二
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治腐敗や汚職事件は、以前に比べて大きく減少した。このよう
に、既存の政治を改善するには、制度や仕組みを変えるという
方法がありうる。
政治を改善するもう一つの方法としては、教育や実践経験を
通じて市民の政治的資質を向上させる、という方向性がある。
いわば、
「制度」ではなく「人」を改善し、政治家や市民の資質

（１）熟議民主主義

現代政治学では、近年、
「熟議民主主義」や「討議デモクラシ

ー」といった政治理論が盛んに論じられている。これらの民主

主義の構想は、一定のルールの中でじっくりと話し合う「熟議」
を重視する点が共通している。

民主主義というと「多数決」による決定がイメージされがち

その具体的な実践例として、イギリスをはじめ様々な国で導

な結論へと高めていくことが想定されている。つまり、熟議は

な意見を広く取り入れ、できるだけ多くの人が支持できるよう

である。しかし、議決に至る前にはじっくりと話し合って、様々

入されつつあるシティズンシップ教育が挙げられよう。例えば、

多数決の前提なのであり、熟議なき多数決は、多数派の意見を

を高めることで政治を改めよう、というわけである。

大きな国政選挙に合わせて中高生に模擬投票をさせる授業実践

少数派に一方的に押し付ける「多数者の専制」に陥ってしまう

注２

などによって、選挙権のない中高生のうちから政治判断力を養

おそれがある。民主主義の名を借りた専制政治を防ぐには、熟

議によって多様な少数意見をできるだけくみ取るプロセスが不

う試みがなされている。
現実の政治を改善するには、以上述べてきた「制度の改善」

わらず、これまでの現実政治や政治学は、どちらかというと制

う人たちと意見をまとめていくには、自分の立ち位置や信念、

熟議を通じて自分とは異なる立場を理解したり、考え方の違

可欠なのである。

度の改善の方に力点が偏り、市民の資質をいかに育成するかと

利害をいったん棚上げしなければならない。討論やディベート

と「資質の向上」の両方の視点が欠かせないはずだ。にもかか

いう課題は、十分に扱われてこなかった。したがって今後の政

を教育に活用することで鍛えられるのは、まさにこうした種類

注３

治学は、政治現象を人々にどう教えるかという市民や国民の方

の信念や利害や立ち位置を脇に置いて、むしろ自分とは異なる

場で論陣を張らねばならない。このような場合、いったん自分

成）の立場で論じるよう指定されれば、自分の本音とは逆の立

るいは反対）の考えを持っていたとしても、反対（あるいは賛

の資質である。例えばディベート甲子園では、論題に賛成（あ

現代政治理論と討論

に目を向けることが必要なのではないだろうか。
三

市民の資質の向上という視点から見た場合、討論やディベー
トには、どのような意義があるだろうか。
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視点に深く入り込み、逆の立場から問題そのものと向き合わざ

ここでも、熟議民主主義とは別な形で、討論が重要な役割を果

ない政治を構想するのが、ラディカル・デモクラシーである。

以上のように、現代政治理論では、民主主義における討論の

おわりに──新たな政治の可能性

がる。こうした資質は、多元的な現代社会における民主的な意

重要性に注目が集まっている。多数派の意見が通りがちになる

四

たす政治が提案されている。

るをえない。
討論やディベートは適切に教育へと取り入れられるならば、
他者の様々な意見を聞き、みずからの立場を相対化する機会と

思決定やそのための熟議を行う際にきわめて重要となるであろ

という民主主義の欠点を乗り越え、社会の少数派や社会的弱者

なり、異なる複数の視点に立つという資質を鍛えることにつな

う。

の要望を政治に届ける有力な手段として、じっくり話し合う熟

ル・デモクラシー」という民主主義論が注目を集めている。こ

から見れば、こうした民主主義の新たな可能性を切り開くこと

ディベートや討論を教育へと活用することは、政治学の立場

議や差異を表出させる討論が提起されているのである。

（２）ラディカル・デモクラシー
また現代政治理論では、熟議民主主義のほかに、
「ラディカ

れは、意見を激しく闘わせることを肯定し、それによってこれ

にもつながる。また討論やディベートは、様々な、ときには正

注４

まで隠されてきた対立をあぶり出すことを目指す政治構想であ

反対の立場に立って問題と向き合うことを要請するので、市民

与するであろう。

の政治的資質を育成し、現実政治の質を向上させることにも寄

る。
討論や話し合いというと、一般的には「合意」に至ることが
最終目標だと思われがちである。けれども、ラディカル・デモ

注記

クラシーによれば、合意を目指す話し合いは、共通の意見や共
通の利益に基づいて多くの人が賛同できる結論を導き出そうと

１

シティズンシップ教育については、クリスティーヌ・ロラ

ンーレヴィ／アリステア・ロス編『欧州統合とシティズンシ

２

を参照。

何を変えれば政治が変わるのか』
（中公新書、二〇〇三年三月）

日本の選挙制度については、加藤秀治郎『日本の選挙──

する。そのため社会の多数派の意見や利益が反映される傾向に
あり、少数派の意見や利益が犠牲にされてしまうおそれがある。
合意を目指す中で普段は隠蔽されてしまう対立や紛争をあぶ
り出し、それらを積極的に政治の場に表出させること。それに
よって社会の多様性や多元性を尊重し、マイノリティを抑圧し
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ップ教育──新しい政治学習の試み──』
（中里亜夫・竹島博
之監訳、二〇〇六年三月、明石書店）
、バーナード・クリック
『シティズンシップ教育論──政治哲学と市民』関口正司監訳

熟議民主主義とラディカル・デモクラシーについては、川

〇一二年一一月、四一七─四一八頁。

プ』岡崎晴輝・施光恒・竹島博之監訳、法政大学出版局、二

語の政治──ナショナリズム・多文化主義・シティズンシッ

拙訳「シティズンシップ教育」
、ウィル・キムリッカ『土着

（法政大学出版局、二〇一一年九月）所収を参照。
３

４

崎修・杉田敦編『現代政治理論〔新版〕
』有斐閣、二〇一二年
三月、一六三─一七一頁を参照。

─たけしま ひろゆき・法学部准教授─
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学

一、はじめに

灯

川

「建国の聖地」比定運動に見る統合と分裂
──鳥見霊畤の顕彰運動を一例に
早

１

芳

枝

する役割を担っている。このような思想の延長線上にあるのが各

国への『風土記』編纂の詔勅であり、その意を受けた各国の『風

土記』が伝説や風俗、地勢などの情報とともに、地名起源説話を

ふんだんに書きとめているのは当然の結果といえよう。風俗や地

勢、地質、森林の状態などその土地の利用価値を把握することの

古代文学、とりわけ為政者側の正統性を主張する史書において
は、環境や風土の把握・支配は非常に重要な意味合いを持ってい

では翻って古代の史書や文献に登場する地名や土地は、その後

みならず、歴史と成り立ちを把握すること。それが支配するため

る。
『古事記』中巻の崇神天皇記の系譜記事の直後（つまり崇神時

もその名をとどめるのかというと、むろんそんなことはない。近

た。たとえば疫病の流行は、天の下の支配者たる天皇がしかるべ

代の初めの出来事）や『日本書紀』崇神天皇五年の条には、三輪

年でも平成の大合併でその名が消えた市町村はいくつもあり、今

に必要な情報と捉えられていたのである。

山伝説と関連づけられる形で疫病と大物主神の祭祀の実態が語ら

なお消えていく地名は存在する。またすべてが現行のどの地名に

き方法で神を祭ることができていないからおこると考えられてい

れる。直接・間接に伝えられる神からのメッセージを受信し、正

当たるのかが判明しているわけでもない。この問題で最も大きな
は異論はないだろう。

論争を巻き起こしているのが邪馬台国をめぐるものであることに

しく祭祀を執り行うことが天皇に求められているのである。
またしばしば反乱者の平定や天皇の地方巡幸とともに地名の起
源が語られるが、これもその土地の支配者としての正統性を主張
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のような経緯とはまた違った事情で、比定地探しとその認定が行

よって盛り上がりを見せることもある。しかしながら、かつてこ

古代になればなるほど、発掘調査にともなう遺構や遺物の出土に

誘致を目的に時折眼にすることがある。またとりわけその対象が

張合戦などは、現代でも観光資源の開発とそれにともなう観光客

邪馬台国論争に代表されるような比定地探しや候補地同士の主

ち入り調査が許可された箸墓古墳は、記紀の当時から現在まで所

れていたが、その比定が明治までずれ込んでいたものもある。立

多くの天皇陵古墳および皇族のものとされる古墳は比定が進めら

られていた。たとえば江戸後期の尊皇攘夷思想の高まりの中で、

をもとに何かを比定するという作業は困難をともないながら進め

大政奉還によって事実上の王政復古が行われた明治にも、古文献

も存在した。それが、
「建国の聖地」比定地問題である。そもそも

現在は紀元二六七三年である。これを聞いて、果たして何を言

ある。すでに平安時代末期には少なくない数の古墳で、誰がどこ

在地が明らかで、なおかつ比定地がぶれていない例外的な存在で

２

われた時期があった。
っているか了解できる人間がどれぐらいいるのだろう。かくいう

神社や陵墓などは現実に建造物が建っていたり遺物や遺構など

に埋葬されたかを記した『延喜式』の「陵墓一覧」と実際の陵墓

皇が橿原宮で即位してから今日までの年数である。むろんわれわ

が残っていたりすることもある。だから学術的に判明している建

私も、戦中における古典の受容と利用を研究対象とするまで、紀

れは、これが学術的根拠を持った事実ではないことを十分承知し

造年代に隔たりがあっても、地理的に近いという理由で比定が行

が結びついて認識されなくなっていた。

ていて、知らずにいることも知っていて無視することも許されて

われてその後改められないままの例がいくつか存在する。また遺

元節というものを具体的には知らなかった。曰く、初代の神武天

いる。しかし当然ながら、一九四五年の敗戦を迎える以前は、非

構や遺物がなくとも、かつて天皇の宮の所在地だったと思われる

一九四〇年当時、時代は紀元二六〇〇年という記念すべき節目

れは時に開発か保存かで大きく意見が割れる事態を引き起こすこ

土地を伝承地として比定していくことも行われていた。そしてそ

３

常に大きな拘束力を持つ「事実」だった。
の年であった。国や地方公共団体レベルで祝賀会が開催され、こ

ともあった。

が結成され、橿原神宮の拡張・整備工事が大々的に行われている。

仕隊」という今の視点で見れば物々しい名前のボランティア集団

ては、主に歴史学の分野から研究が進められている。たとえば高

皇による支配の正統性を強調するために行われてきたことについ

明治以降、とりわけ神武天皇に関する所在地比定が、天皇と天

４

の年の完成を目指した様々な事業が行われた。たとえば、
「建国奉

何しろ橿原神宮は、初代の神武天皇が宮をおいて即位儀礼を行っ

木博志は橿原神宮や神武天皇陵の整備拡張を、近代的な景観を重

視しつつ「聖蹟」を創造しようとする運動として分析している。

５

た（ことになっている）
「建国の聖地」の中心なのである。
一方でこれとは逆に、この年までに決着をつけておきたいこと
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されたのかを明らかにすることにつながるだろう。
『日本書紀』は

た国史が、近代化の渦中にどのような政治的意図をもって再利用

されるに至ったのか。それは、本来政治的意図を持って作成され

『日本書紀』に見えるこの土地が、どのような背景と経緯で比定

を明らかにしたい。

時の「建国の聖地」整備顕彰運動の実態と、学術研究のかかわり

後に祭祀を行った場とされている「鳥見霊畤」を手がかりに、当

論じられたことは皆無に等しい。本稿では、特に神武天皇が即位

しかしながら、文学の側からこのような運動の背景とその影響が

に成功したことは間違いない。

ことから、この主張が、少なくとも貴族院のお墨付きを得ること

して「貴族院ハ願意ノ大体ハ採択スヘキモノト議決致候」とある

が鳥見霊畤跡であることを宣言していることが窺える。それに対

皇祖天神ヲ祭リ以て大考ヲ申ヘサセ給ヒシ」と榛原町内の天ノ森

原町大字萩原字天ノ森ノ地ハ往昔天武天皇ノ霊畤ヲ立テサセラレ

〇六年三月二七日の貴族院本会議の記録からは、
「大和国宇陀郡榛

族院に対して鳥見霊畤顕彰の請願を行ったことにはじまる。一九

は、一九〇六（明治三九）年に宇陀郡榛原町の有志が帝国議会貴

鳥見霊畤顕彰運動が比定地争いの様相を呈するようになったの

日本で、どのように利用されたのか。あるいは対立を引き起こし

く一人前の近代国家たるべく国民を統合しようとしていた当時の

ことを対外的に示すために作成された史書である。それが、同じ

る。大塚は先年に宇陀郡榛原町からあった請願に対して、
「併シソ

九〇九（明治四二）年には大塚広三郎が衆議院に請願を行ってい

の榛原のみではなかった。この請願が認められてから三年後、一

しかしながら、鳥見霊畤伝承地という認識を持つ地域は宇陀郡

６

当時の東アジア世界で、国史と律令を備えた一人前の国家である

たのか。
日本というナショナルかつローカルなアイデンティティを求めよ

ゼラレタイ」と主張している。大塚は磯城郡桜井町の鳥見山を鳥

デアラウト云フコトヲ調査シテ、サウシテ之ヲ保存顕彰ノ途ヲ講

レハ此鳥見山ニアルト云フコトガ確カデアラウカラ此所ヲドチラ

うとする動きが盛んになりつつある状況を見つめ直すことと同義

見霊畤跡地と考えており、学術的調査を経て鳥山が霊畤跡と認め

それはとりもなおさず、グローバル化が進む現在の社会の中で、

となるはずだ。本稿では本来日本という国の古き来歴を示す『日

られることを願っているのである。

の上で「之ハ調査スルノ価値アルコトヲ認メテ採択スルコトニ決

間ニ於テ議論ノアルト云フ発議」があったことを述べている。そ

辺ノコトニ最モ委シイトコロノ藤沢代議士」の言葉として「学者

霊畤伝承地が複数あることを知った議会では、請願委員中で「此

７

本書紀』が、紀元二六〇〇年記念という国民の統合を意図したイ
ベントで、どのような分裂を引き起こしたか、その実態を明らか
にしたい。
二、鳥見霊畤とその顕彰運動

シマシタ」と学術的調査を行って霊畤跡を決定し、顕彰・保存す
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たのは一九四二（昭和一七）年である。明治の末から約三〇年間

（昭和一五）年になってからで、当時の文部省が報告書を完成させ

てそんなことはない。調査とその報告が行われるのは、一九四〇

このような過程を経て、早速調査が行われたかというと、決し

野離宮考』を著わし、鳥見霊畤を丹生川上の山上に比定すること

当時春日神社の禰宜を務めていた森口奈良吉が『鳥見霊畤考・吉

当村であるという説を展開している。一九二九（昭和四）年には、

来の本拠地であった当村に現れたこと、当然霊畤をおいた鳥見は

の金鵄会が『金鵄発祥史蹟考』によって金鵄はナガスネビコの旧

９

いていたわけではない。一九一四（大正三）年には生駒郡北倭村

が経過してからのことであった。この間、鳥見霊畤跡の名のりは

を主張している。

ることが承認された。

他のいくつかの地域からも上がっていく。

有力かという判断はなされていない。

いる。それぞれの説をただ紹介するという姿勢で、どちらがより

見霊畤跡の候補地として桜井と宇陀が列挙される形で掲載されて

年四月に奈良県が発行した『大和に於ける神武天皇聖蹟』では鳥

所が有力候補と地と認識されていたようだ。一九一六（大正五）

ていたのは、宇陀と桜井だった。そのため、一般的にもこの二箇

とはいえ早くから伝承地としての自覚を持って積極的に主張し

する地は総計で六つとなった。

行され、これ以前に名乗りを上げた候補地とともに比定地を主張

村や富雄村などからも霊畤跡である旨を主張する本が相次いで刊

に疑いの余地はない。一九三九（昭和一四）年にはさらに南生駒

拍車をかけたのが紀元二六〇〇年という一大イベントだったこと

りせず、複数の候補地が乱立する事態となっていた。この傾向に

このように神武天皇が即位後初めて祭祀を行った場所ははっき

い。たとえば本居宣長『古事記伝』では霊畤所在地を榛原町と推

こに当たるかが必ずしも明確であるかというと決してそうではな

『万葉集』には「トミ」と読める地名が現れるが、それが現在のど

文献を引用しているのである。確かに『日本書紀』や『古事記』
、

ているが、この著書のタイトル通り「トミ」に関するあらゆる古

行し、あらためて宇陀郡榛原を霊畤の所在地であることを主張し

さらに同年一二月には菊井惣鉄が『皇祖霊畤旧説伝説記』を刊

らの調査が、各地に候補地としての自覚を「促した」ことは想像

年には報告に基づいて文部省自体が調査に乗り出している。これ

天皇聖蹟伝承地の報告を命じている。その後一九三八（昭和一三）

報告』には、一九三六（昭和一一）年に奈良県を含む各県に神武

た感は否めない。文部省宗教局保存課による『神武天皇聖蹟調査

的にいうと、この県や国レベルでの調査が候補地の乱立をあおっ

を確定しようとする意図はあったに違いない。しかしながら結果

このような候補地乱立の事態を前に、国や県でも本当の霊畤跡

８

定しているが、同書はこのような注釈書ではない文献も含めて網

に難くない。

鳥見霊畤に対する現地調査が行われたのは一九三九（昭和一四）
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11

羅的に「トミ」を掲載している。
さて、この宇陀と桜井の比定地争いに他の候補地が手をこまね

11

奉祝会までに終了することを目指して行われており、学術的な裏

る。この調査と比定地の確定は一一月に行われる紀元二六〇〇年

年六月、報告は翌一九四〇（昭和一五）年五月三日付となってい

素直に矛を収めるわけではなかった。とりわけ『日本書紀』古注

となった。とはいえ、これによってそれ以外の候補地が納得して

天皇聖蹟調査委員会によって支持され、国のお墨付きを得ること

以上のような候補地乱立状態の中で、最終的には桜井説が神武

ものである。早くも一九四〇年一〇月に鳥見山中霊畤顕彰会は『敢

付けを以て確定できない場所については、確定見送りもされてい
これらの調査と軌を一にして、多くの候補地が自説を主張する

て天下の識者に問ふ』と題する小冊子を発行し、霊畤は榛原にあ

釈の支持を多く得ている榛原町にとってこの決定は承伏しがたい

ために独自の「研究」結果を刊行している。まず一九三九年二月

りと改めて主張している。

る。

には富雄村説を唱える矢追隆家の『金鵄の黎明』が大倭鵄龍会か
畤趾考証』が発行され、先に挙げた北倭村の『金鵄発祥史蹟考』

ら発行されている。さらに四月には南生駒村説を掲げる『鳥見霊

あるわけではない。さらに「トミ」と読める地名やその轉訛の可

候補地にもここが霊畤であると確実に証明できる遺構や出土物が

霊畤とはあくまで祭祀を行った場所でしかない。だからどこの

保田与重郎は「鳥見霊畤」
（『コギト』一九四〇年一二月）や「聖

も六月に第四版を発行。むろん桜井説、宇陀郡榛原町説を主張す

このような状況の中で翌一九四〇年八月に刊行された高橋城司

蹟指定について」
（
『科学知識』一九四〇年一二月）で、地元桜井

能性を完全に否定できない地名は複数あり、極端に言えば少しで

『大和に於ける神武天皇聖蹟』
（盛文館）には桜井、宇陀郡榛原町、

が鳥見霊畤の聖蹟指定を受けたことをさも当然と断じている。し

る立場の文献も相次いで出版されている。同じ六月に村井良一『栄

丹生川上、桃尾山、南生駒村、富雄村の六候補地が列挙されてい

かし以上概観してきたようなある種の「お国自慢合戦」を考慮す

も「トミ」であった可能性のある地域や場所があれば、候補地と

る。桜井説として引用されるのはやはり久米邦武の「金鵄の光」
、

ると、さして強力な根拠もなしに主張される偏狭なお国自慢にし

光の鳥見』が磯城鳥見山霊畤顕彰会から、八月には榛原町役場の

榛原説の根拠には『日本書紀』の注釈書、丹生川上説は森口奈良

か見えないのである。保田は桜井鳥見山が聖蹟指定を受けたのは

して名のりを上げてしまう。神武天皇が祭祀を行った「聖蹟」の

吉の研究がそれぞれ紹介されている。高橋は日吉神社の宮司であ

久米邦武の業績であると賞賛している。さらに「鳥見霊畤」にお

鳥見霊畤顕彰会が『鳥見山中霊畤阯に関する研究』を発行してい

り、内務省の調査委員として史蹟調査を行った経験もあることか

いては「史料の外に文学者としての絶対感をもつてゐたのである」

称号は、当時それぐらい魅力的だったことがうかがい知れる。

ら、文献的な裏付けを重視する立場をとる。そのため特に桜井と

と自身の幼時の体験に基づく感覚を根拠にまでしている。保田は

る。まさに主張合戦の様相を呈する状態である。

榛原を有力候補と見なしている。
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11

の「お国自慢合戦」の一形態のようにも見えてしまう。

足場にものを論じるが、この件に関する動向を見る限り、同時代

しばしば故郷桜井を古代と地続きの特権的な場所として、それを

示していたのか。あるいはかなり広い範囲を指してこの辺りとい

当時鳥見と言えば当然ここだと思われる場所があってそこを指し

必要があるだろう。これほどまで候補地が存在するということは、

を覚えるのである。そして「おらが町」が国のお墨付きを得たと

主張し合い、相手の説を否定しあっている不毛さに薄ら寒いもの

場の考えが紀元二六〇〇年という節目に提示され、互いに自説を

いるわけではない。だが確定的根拠がない状況の中で、様々な立

のものが支持する場所が正しいだろうという安直な考えを持って

いるのは地名というよりは「郊祀」という事実である。中国の史

下小野榛原、用祭皇祖天神焉」がそれである。ここで重視されて

祀天神用申大孝者也。乃立霊畤於鳥見山中、其地号曰上小野榛原

問題の霊畤が現れる一節は神武天皇四年の条に存在する。
「可以郊

はないので、問われるのは編纂当時の編纂者たちの意識である。

言うまでもなく、神武東征という確固とした史実があるわけで

う程度の認識だったのだろうか。

いう事実を喜び、そこに無邪気に自分の体験と感覚を開示して便

書に登場し、歴代皇帝が行ってきた郊祀を我が国の天皇は国の初

むろん論者は確定的な資料的裏付けがない状態で、比較的多数

乗する保田の態度に違和感を感じざるを得ない。

県という狭い範囲の中で論争が繰り広げられるというのは、なん

と。そんな当時の時代状況を反映するような運動によって、奈良

すること。一つの正統を求め、それ以外を誤りとして排除するこ

故郷あるいはなじみのある地域が正統たる「聖蹟」であると主張

」と『漢書』における用例を引く。また「榛原」の「榛」
帝（後略）

秦襄公攻戎救周。列為諸侯而居西。自以主少昊之神。作西畤祠白

していることからも窺える。霊畤の「畤」の注として「漢書云。

日本紀』が『漢書』と『後漢書』の郊祀を引き合いに出して説明

これは鎌倉末期に成立した日本書紀の注釈書である卜部兼方『釈

めから行っていた。それを主張することにこの一節はある。

とも皮肉な事態である。それも紀元二六〇〇年という節目の時に、

には「兼方案之」と自説であることを断った上で『後漢書』の霊

多様な解釈が可能な文献をそれぞれの立場から解釈し、自らの

『日本書紀』という当時聖典とされた書物の記述によってである。

帝が上畤と下畤を作った例を引き合いに、上小野榛原で天神を下

小野榛原で地祇を祭ったという推測を述べている。

そもそも『日本書紀』編纂時、この鳥見という場所が現実のど

卜部兼方はそのことを踏まえ、神武天皇が設けた霊畤にも天神を

都の南と北にそれぞれ祭りの場を設けてそれぞれ天と地を祭る。

そもそも郊祀とは都の郊外で神を祭る古代中国における祭祀だ。
こであると意識される場所であったのか。編纂者たちにとってそ

祭るものと地祇を祭るものがあっただろうと考えているのである。
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11

れほど重要なトポスであったのか。まずはそのことから確認する

三、鳥見と霊畤─注釈史と解釈

11

の「丙本」には、「霊畤」に「祭乃庭」
（まつりのには）という訓

『日本書紀』を当時の博士が講義した記録である『日本書紀私記』

山地の東側と考える。ナガスネビコは『古事記』においては「登

鵄が出現した場所を、ナガスネビコの本拠と考えられている生駒

富雄村や北倭村、南生駒村を所在地と主張する立場では、この金

まさにこの部分をどう読むかでいかようなる主張もできてくる。

（はいはら）という訓注が付され
注があり、榛原には「波伊波良」

美能那賀須泥毘古」
（とみのながすねびこ）と呼ばれ、登美という

とはいえ霊畤の所在地がどこでもよかった訳ではない。たとえば

ている。祭祀の場が設けられ、そこは「はいはら」と呼ばれるよ

土地を本拠としているものと捉えられている。だが、平安期の講

義録に基づく情報から多くの古注釈の支持を集める榛原町に対し

うになったと認識されていた可能性を指摘できる資料だ。
「榛原」には「アキハラ」と傍訓が存在する写本もあるので、必
しれない。現実の場所はどこであれ、少なくとも平安期には霊畤

「迹見駅家」
（とみのうまや）は桜井町の外山（とび）に比定され

たとえば桜井説の補強に出される天武天皇八年の記事に見える

て、これらはやや分が悪い印象を受ける。

の所在地が「はいはら」と捉えられていた可能性は高い。後代の

ている。飛鳥から初瀬を経由して東国方向へ抜ける途上にあるか

ずしも現実の宇陀郡榛原町を指していると断定するのは早計かも

『日本書紀』注釈書の多くは、これを根拠に鳥見霊畤の所在地を宇

載があり、これが鳥見山の現等彌神社を指すという傍証などがあ

らである。他にも延喜式神名帳に「大和国城上郡等彌神社」の記

一方、桜井や富雄村を支持する立場にも根拠がないわけではな

る。しかし後者に関していえば、神社の立地やその名前などは大

陀郡榛原町に比定していくことになるのである。
い。まず桜井町はナガスネビコ敗退の原因となった金鵄出現の地

きく変遷しており、神名帳の等彌神社をもってそこが鳥見霊畤で

これは富雄村に関しても大同小異だ。そこは確かに古代におい

であることを全面的に主張する。そこは『日本書紀』中で、金鵄

ある。ナガスネビコによって大阪湾からの大和入りを阻まれてし

て「トミ」と呼ばれていた。では本当に鳥見霊畤の「トミ」であ

あったと断定はできない。古代からこの一帯が「トミ」と呼ばれ

まった神武天皇は、わざわざ熊野・吉野・宇陀を経由して大和に

るかというと、決定的証拠があるわけではない。それでも桜井町

にちなんで「鵄邑」
（とびのむら）と呼ばれるようになり、現在は

入ってきた。ナガスネビコの撃退後に大和郡山町の新木へ軍を遣

鳥見山周辺に榛原、小野堰という字が存することが比定の際の根

ていたことが確認できるだけである。

わしていること、神武天皇自身はその間磐余（現桜井市磐余）に

拠の一つとなっている。これは榛原町にしても同じことで、大字

なまって「鳥見」
（とみ）と呼ばれているという記述があるからで

とどまっていたと読めることもその根拠となっている。
『日本書

萩原の天ノ森がある一体は鳥見山と呼ばれているのである。古文

献に残っていない小字の名が、一体どれぐらいまでさかのぼれる
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11

紀』をどう解釈するかという点で、榛原説と見解を異にしている
のである。

11

ものなのか。
文部省の調査では金鵄が出現した地を富雄村、霊畤が置かれた

こす結果となった。それは裏返すなら、当時金鵄の出現地と祭り

の場が求められていた、金鵄の再出現が望まれていたということ

い。しかしながら長らく当地こそ鳥見霊畤の所在地と考えてきた

れてしまったのである。確かにいずれの地も確定に至る根拠は弱

呼称されてきた地域が鳥見霊畤または金鵄出現地の比定から外さ

ている。古訓で「はいはら」と読まれ、現実にも「はいばら」と

ノ森は橿原宮からは遠く、郊祀を行うにしては不自然として退け

て現在の「榛原」という地名によって霊畤の場所を宇陀郡榛原町

る。榛原町には「トミ」と確実に呼ばれていた場所がない。よっ

年）では霊畤の場所を榛原町萩原ではなく、桜井町外山としてい

きるだろう。吉田東伍の『地名辞典』
（第二版、冨山房、一九〇七

を持つようになったことを示す一つの事例と位置づけることがで

その一方で、この一件は我が国のアカデミズムが古注以上に力

でもあるのだろう。

人々にとって、かなりの衝撃と悲嘆を与えたであろうことは想像

に比定するのではなく、あくまで「トミ」をもとに比定地を考証

場所を桜井町の等彌神社南方の高台と認定している。榛原町の天

にかたくない。

する立場をとる。

かくして現在、鳥見霊畤は桜井市鳥見山をその設置場所と想定

に感じられる。だがこの時期、盧溝橋事件（一九三七年）による

てこのような論争を引き起こすなど、ずいぶん大げさであるよう

今日の視点で振り返るなら、たかだか祭祀の場の比定をめぐっ

本稿においては比定地論争をとやかくいって蒸し返すつもりはな

くところといへ、地理に無智だつた翁の謬見」といいきれるのか。

ると断定できるのか。保田与重郎がいうように「例へ本居翁の説

ら」をもって宇陀郡榛原町萩原に比定することが全くの誤りであ

四、おわりに

日中戦争の勃発、第二次世界大戦（一九三九年）と世相はどんど

い。しかし国の「お墨付き」を求めて互いに争い、その認定に一

して書かれたものと見なされている。
『日本書紀私記』の「はいは

ん戦時色を強めていく。それに歩調を合わせるように、国家総動

実態のないものを求めて争い、正統か正統でないかを断じて、

喜一憂するような状況が「建国の聖地」をめぐって行われていた

そのような流れの中で紀元二六〇〇年祭は、国民を国家の防衛

非正統とされるものを排除して攻撃する。正統と認められれば、

員法（一九三八年）の公布や大政翼賛会（一九四〇年）の発足が

と戦争への勝利という目的のもとに統合させる装置として機能し

当然とばかりにその権威を笠に着る。そのような誤謬にだけは陥

ことは確かなのである。

ていたはずだ。しかしながら「鳥見霊畤」に関していえば、史書

りたくないものである。

続き、国民は戦時体制という枠組みの中へと押し込まれていった。

の解釈や「トミ」の比定をめぐって、不毛な争いと分裂を引き起
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注
１

一般的に『続日本紀』和銅六年五月甲子の条にある詔勅が『風
土記』の編纂と提出を求めたものと考えられている。
たとえば互いに近い顕宗天皇陵と武烈天皇陵の比定は一八八
九（明治二二）年である。
特に有名な例が継体天皇藍野陵の比定である。大阪府茨木市

一九四〇年一〇月）

小島憲之他校注『新編日本古典文学全集２ 日本書紀①』
（小

日本書紀私記・釈日本紀・日本

学館、一九九四年四月）より原文を引用。
黒板勝美『国史大系第八巻

逸史』
（吉川弘文館、一九六五年四月）
前掲

によった。

神武天皇即前紀戊午年一二月条に「時人仍号鵄邑。今云鳥見

14

２
３

13
14
16 15

是訛也」とある。本文は前掲

─はやかわ よしえ・文学部非常勤講師─

13

の太田茶臼山古墳が比定されているが、出土物の年代から同府
高槻市の今城山古墳を藍野陵と見なす説が有力となっている。
一九三八（昭和一三）年には道路拡張工事にともなって開化
天皇春日率川宮伝承地が道路なることに反対する運動がおきて
いる。
高 木 博 志「 近 代 に お け る 神 話 的 古 代 の 創 造 」
（
『京都大学人文

岡本大蔵編『敢て天下の識者に問ふ』
（鳥見山中霊畤顕彰会、
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４

５
学報』二〇〇〇年三月）

６ 「第二十二回帝国議会貴族院議事速記録第二十一号」
（明治三
九年三月二七日）

池尾宥祥編『金鵄発祥史蹟考』
（金鵄会、一九一四年七月）

一二月）

菊地惣鉄『皇祖霊畤旧説伝説記』
（大日本皇恩会、一九一六年

号外、一九〇九（明治四二）年三月二七日）

７ 「第二十五回帝国議会衆議院議事速記録」第十九号（
「官報」
８
９

森口奈良吉『鳥見霊畤考・吉野離宮考』
（木原文進堂、一九二

文部省宗教局保存課『神武天皇聖蹟調査報告』
（一九四二年）

九年一〇月）

10
12 11

学

灯
処分性拡大論について
──形式的行政処分論と相対的行政処分論

木

英

行
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髙

これら「処分性拡大論」を再考し、あるべき処分性論構築に向け

た一定の《準備作業》を行う。具体的には、一九七〇年代頃から

本格化してきた「形式的行政処分」論と、一九八〇年代頃から展

１．はじめに
「処分性」とは、「行政活動」の抗告訴訟対象適格性を問う、行

開してきた「相対的行政処分」論という、二つの代表的な処分性

４

政事件訴訟法 （以下「行訴法」）の〈訴訟要件〉問題である （行訴法三

拡大論 （以下併せて「両拡大論」）をとりあげる。
２．形式的行政処分論

。伝統的な処分性の考え方によると、処分性の認められる
条二項）
１

行政活動とは、行政法総論でいう「行政行為」のこととされてき

２では「形式的行政処分」論の主唱者、原田尚彦氏の議論を検

た。この「処分性公式」に従えば、行政行為以外の行政活動、例
えば行政計画、行政立法、行政指導等には処分性が認められない

討する。 において、同氏の比較的初期のまとまった研究である

５

こととなる。実際にも判例では、同公式が厳格に解釈適用され、

「抗告訴訟の対象について──処分性の拡大要因と縮小要因──」

（初出一九七一年）論文について、本稿の観点から整理紹介する。ま

２

しかし二〇〇四年行訴法改正前後から、最高裁は処分性を拡大

〇一二年）の関連記述を紹介する。

では原田説の特徴を分析する。

（二
た で同氏教科書最新版『行政法要論［全訂第七版補訂二版］
』

抗告訴訟が不適法とされる傾向にあった。

2.1

的に解釈し、従来なら処分性を認めなかったような行政活動につ
３

いてまでも処分性を認めてきている。もっとも近時の処分性拡大
判例以前にも、処分性拡大を志向する「学説」があった。本稿は

2.3

2.2

「抗告訴訟の対象について」

まず原田氏は、
「権利」でなくとも「法律上保護された利益」と
６

橋事件 （東京地決昭和四五年一〇月一四日行集二一巻一〇号一一八七頁）に

ついては、
「事物の本質を直視した画期的事例」で、
「これからの

権力的行為」であれば、訴訟の現実として処分性を認め抗告訴訟

政行為」でなくとも「国民の利害に重大な係わりをもつ行政庁の

大」を見てとる。そして取消訴訟の救済機能を重視するなら、
「行

。「抗告訴訟は行政行為 （＝行政庁が優越
用しよう （傍点は原文のまま）

にかえって不利益をもたらすとの批判がある。原田氏の反論を引

て係争行為に公定力や不可争力といった権力的性質が生じ、国民

しかし処分性拡大論に関しては、通説的見解から、拡大に伴っ

抗告訴訟の救済機能を方向づける」と高く評価する。

の対象に組み入れざるをえず、処分性も原告適格や狭義の訴えの

的地位に立って国民の権利義務を個別的に決定する行為）には、実体法上、

処分性を肯定するにとどまるところ、さらに緩和すべきとする。

しかし従来の判例は、行政行為に準ずる権力的な公役務活動の

の公定力を支える唯一の実定法上の根拠であるとしても、いまや

達したとしても、また、今日では取消訴訟制度の存在が行政行為

が沿革的には権力的行為につかえる権力擁護の訴訟形式として発

７

利益との「三位一体」の関係をなして拡大していかざるをえない

適法性ないし有効性の推定が働くことを前提として、これに対す

というのも、福祉国家時代の国民生活において適法性が問題にな

これをできるだけ救済の具として国民のために活用することを妨

８

とする。実際にも下級審裁判例のなかで、本来は行政行為と言え

る『抗告』手続として成立した。だが、このように抗告訴訟制度

るのは、契約、行政指導、事実行為といった「非権力的な行政活

0

げるべき理由はない。なぜなら、公定力などの権力的徴表は行政

0

動」をめぐってであり、その違法性の追求・是正をはかるために

0

の行為の実体法上の客観的属性として認められるものであり、訴
0

は、契約の履行強制や損害賠償の請求を予定してつくられた「民

0

訟手続のうえで抗告訴訟の手続が利用されるか否かによって作り

ただし原田氏は、両論につき「あまりにも技巧的」と評価する一

行為と擬制して抗告訴訟 （越権訴訟）の対象とすることを挙げる。

め、その過程にある権力的要素を持つ部分を抽出し、それを行政

（ドイツ）があり、非権力的行政過程の裁判統制をはかるた
段階説」

して、その違法即無効を主張しうべき性質が失われるものではな

れとは別途に、本来の姿において通常の民事訴訟等の先決問題と

ない行政の行為は、たとえ抗告訴訟の対象にされたとしても、そ

然公定力などをともなうことになるいわれはない。本来公定力の

そのことによって本来公定力や不可争力をもたなかった行為が突

行政行為以外の行政庁の行為が抗告訴訟の対象とされたとしても、

0

事訴訟」や「当事者訴訟」よりも、
「抗告訴訟」のほうが実効的な

11

出されるものではないから、たまたま救済の便宜をはかるために

９

ないものの処分性を肯定した事例が見受けられるという。

「取消訴訟の救済機能の拡
言えれば原告適格を認める緩和動向に、

11

ことが多いからである。
また諸外国でも、「分離しうべき行為の理論」（フランス）や「二

11

方、
「非権力的な行政過程そのもの」の処分性を肯定した国立歩道

11

11
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11

2.1

行政行為以外の行為は、たとえ抗告訴訟の対象にされることはあ

る救済は、抗告訴訟を唯一排他的な訴訟形式とせざるをえないが、

いはずである。それゆえ、（本来公定力をともなった）行政行為に対す

択による解決を示唆する。

が生じるおそれがあるとし、訴訟類型に関して原告市民の自由選

と当事者訴訟・民事訴訟との間の選択をめぐり原告市民に不利益

を導き出し、処分性の有無が微妙な行為形式について、抗告訴訟

『行政法要論』

っても、抗告訴訟をもって排他的な訴訟形態とみる必要はないの
である」。このように原田氏は、処分性の拡大は救済の便宜からに
すぎず、公定力や不可争力は問題とならないという。

「取消訴
処分性公式に対抗する考え方として次のように論ずる。

為概念と〝救済法的〟行政処分概念との峻別である。

を考慮して弾力的に考察すれば足りる」
。いわば〝総論的〟行政行

面として、むしろ具体的妥当性を重んずる立場から救済の実効性

えで、抗告訴訟の〝訴えの利益〟ないし〝争いの成熟性〟の一側

公役務活動で、国民生活を他律的に規制するもの〟と措定したう

の考えから、処分概念は「いちおう〝行政庁の一方的に実施する

地に基づき、具体的利益状況に応じ事案ごとに決すれば足りると

に救済を与えるに際し抗告訴訟の形式を選ぶのが適切か否かの見

がある。他方で抗告訴訟の対象となる「処分」の範囲は、関係人

為をとくに「行政行為」と呼び、これを厳格に概念規定する必要

する。一方で、その「処分」のうち、公定力や不可争力をもつ行

訴訟その他の手続によっては救済が求めにくい場合には、これを

に不利益を受け、または受けるおそれがあるにかかわらず、民事

生活を一方的に規律するものであり、かつ国民がこれにより現実

定力をともなわない）行政庁の行為であっても、それが実質的に国民

として活用する道が開かれてもよいとする。行政行為以外の （公

訟を違法な公行政の活動から国民生活を擁護する道具 （救済手段）

行政行為の公定力を否認するだけに限定する必要はない。取消訴

力を否認することができない。しかし、今日、取消訴訟の働きを

は取消訴訟の排他的管轄に属し、取消訴訟によらなければその効

似の制度として誕生した。よって、公定力をともなう『行政行為』

訟はたしかに沿革上は行政行為の公定力を否認するいわば上訴類

関連して原田氏は抗告訴訟の対象である「処分」を二つに区別

2.2

足性」を強調するわけで、当事者訴訟や民事訴訟による救済を否

概念を厳格に解釈する余地も示唆する。すなわち「抗告訴訟の補

ないし、また民事訴訟・当事者訴訟を身近に利用できるなら処分

だが、他に有効で確実な救済が可能なら抗告訴訟を認める必要が

かくして原田氏は、処分性の拡大と抗告訴訟の活用を認めるの

とする救済本位の訴訟観に立つものといってよいであろう。
」

見方は取消訴訟を国民の実生活を擁護する道具として役立てよう

訴訟の手続を借りて争うことを認めるべきであるとの、こうした

のそれ自体は公定力をもたない行為にも、
『処分性』を承認し取消

る。救済の必要性が存するかぎり柔軟に対応して、行政行為以外

取消訴訟の対象に加えて争うことを認めるべきだというわけであ

22
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22

11

定しない。とはいえ抗告訴訟の補足性が「平行訴訟禁止の原則」

11

11

また、
「救済の便宜のために、必要がある場合には行政行為以外

ろう。この点、原告適格等の他の論点でも見出される、原田氏の

一般的なスタンスのようにも思われる。

消訴訟による救済の途を開くだけのことで、国民の救済にマイナ

ができる。この点を確認しておけば、処分性の拡大は関係者に取

訟で形式的行政処分の違法＝無効を主張し権利保護を求めること

ればならないけれども、それ以外の関係者は、取消訴訟以外の訴

式的行政処分に対しても終始取消訴訟の手続に従って対応しなけ

取消訴訟を提起した原告は、いったん取消訴訟を選んだ以上、形

といった実体法上の効力を帯びるとみるべきではない。むろん、

に取消訴訟の排他的管轄に服することとなり、公定力や不可争力

めに、取消訴訟の手続を借りて争うことを許しても、それが当然

「形式的行政処分は、もともと権力性をもたない。救済の便宜のた

式的行政処分論により生じうる問題に関して次のように論ずる。

提である、
（ｉ）処分性を拡大しても排他的管轄は適用されないと

排他的運用ではなく、融通的運用である。そしてこの（ｈ）の前

利用に消極的なわけではない。原田説の眼目は（ｈ）訴訟類型の

大し抗告訴訟の活用を主張するが、だからと言って当事者訴訟の

えの利益に係る「三位一体説」である。さらに（ｇ）処分性を拡

合」して解釈する特徴も見られる。原告適格・処分性・狭義の訴

も関連して、
（ｆ）処分性と原告適格とを「峻別」ではなく、「融

条）との関係で理解する意識があるようである。さらに（ｅ）と

「法律上の争訟」（裁判所法三
行使」（行訴法三条）との関係でよりも、

がある。この傾向の実定法的背景には、処分性を（ｅ）
「公権力の

決定問題としてではなく、紛争の成熟性問題として議論する傾向

加えて（ｂ）
（ｃ）との関連で、（ｄ）処分性につき行為の性質

の行為にも処分性を拡大し取消訴訟の利用を認めようとする」形

スの効果をもたらすとはいえない。」

22

に原田説の展開を検討しよう。

の議論である。本稿ではこの最後の（ｉ）の論点に絞って、さら

22

この背景には、処分性解釈に当たって、
（ｃ）立法府の一律的な法

定義を示すとはいえ、その有無の判断を裁判所に広くゆだねる。

実施する公役務活動で、国民生活を他律的に規制するもの〟等の

している。また（ｂ）形式的行政処分につき〝行政庁の一方的に

政処分＝行政行為」という処分性公式を明確に否定した上で成立

行為よりも概念的に広いと理解し、処分性を拡大する。いわば「行

原田説の特徴をいくつか挙げよう。まず（ａ）行政処分は行政

にいって承認しがたい」という批判──に対し、以下のように反

ゆる形式的行政処分のようなものの存在を認めることは、論理的

対象と認めておきながらも、公定力や不可争力を帯びない、いわ

有することになると考えざるをえない。したがって、取消訴訟の

象となる以上は、その反射的効果として公定力のような効力を帯

理的誤り」とする批判──具体的には「ある行為が取消訴訟の対

例えば原田氏は、ある文献において、形式的行政処分論を「論

若干の検討

22

論している。
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22

制定ではなく、裁判所の個別事案での法運用を重視する傾向があ

22

2.3

いこと》が正当化されうるのかまでは具体的に述べられていない。

仮にこの紹介を通じ、
「取消訴訟の対象としつつも、その排他的管

とはいえ原田氏としては、
「救済の便宜」を論拠に、この点の論

つぎに原田説では、形式的行政処分にはもともと権力性がない

かし〝行政庁の一方的に実施する公役務活動で、国民生活を他律

22

公定力等の効力が「取消訴訟制度の存在によって支えられてい
ると解することに賛成であるが、しかし、そのことから、ただち

しても、形式的行政処分を取消訴訟の排他的管轄としなければな

証も可能との考えかもしれない。しかしそうすると、
《処分性》の

4

らないとする論理的必然性は認められない。取消訴訟の対象とし

拡大も「救済の便宜」から行ない、その付随問題たる《排他的管

4

つつも、その排他的管轄から外しておくという選択も、論理的に

轄》の不適用も、
「救済の便宜」から正当化するということになろ

4

は十分可能だからである。」、
「取消訴訟の存在が行政行為に公定力

う。この点すでに小早川光郎氏は、原田氏の「機能的考察方法」

4

轄から外しておくという選択も、論理的には十分可能」との命題

等を認める法的根拠であると理解しても、そのことからただちに、

を分析するなかで、
「十分な実定法的または方法論的な基礎をもた

4

に取消訴訟の対象とされる『処分』には、すべて公定力等が付着

取消訴訟の対象となる『処分』はすべて公定力や不可争力を帯び

ないままに、みずからが主観的に社会的要請であると考えるもの

4

が論証できるとの立場に立ったとしても、その選択をしなければ

なければならぬと速断し、形式的行政処分の論理的存立可能性を

を、直接、法解釈論に持込むことは、まさに著者［原田氏：髙木

4

しなければならないといった逆命題が、論理必然的に導き出され

ならないとの命題を導くのは、日本の法制度を踏まえた上での別

いっさい否認してかかるのは、いささか短絡した議論であるよう

注］のいう『政治的法理論』との誹りを受けることになろう。」と

4

てくるとはいえない」、「かりに救済の便宜を期して、形式的行政

途の論証が必要となるのではないか。

におもわれる」、「筆者は、形式的行政処分を承認することは、体

批判するが、的を射ているように思われる。

4

処分を肯認しこれを取消訴訟の手続をかりて争うことを認めると

系美学のうえからみて適当でないとする議論はありえてよいとお
もうが、その成立を論理的に不能とみるのは、非論理的であると
もっとも以上の反論の具体的論拠として原田氏が挙げるのは、

的に規制するもの〟などとの形式的行政処分の定義のなかには、

から、公定力 （取消訴訟の排他的管轄）は問題とならないとする。し

フランスでは規範的行政行為 （行政立法）の違法につき越権訴訟で

事実上、従来からの行政行為概念に含まれているのと同様の「権

4

争えるばかりでなく、その出訴期間経過後であっても適法性審査

力」的な要素が、暗黙のうちに紛れ込んでいるのではないか。こ

4

訴訟によりその無効を主張しうるとの外国法紹介のみである。し

の点、すでに村上武則氏からの、
「形式的行政処分の場合、その権

4

かしこの紹介によって、わが国の法制度において、どのような論

33
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22

力性は形式的な訴訟技術的なものといわれるが、実際は実体的に

考えている。」

33

33

理でもって、
《形式的行政処分を認めても排他的管轄が適用されな

22

も権力性を前提としているのではないだろうか。
」との指摘がある

して定義しておきながら、
「効果」面でその処分にはその種の権力

田説は、
「要件」面で形式的行政処分を実体的な権力類似の行為と

が、あらためて留意すべきであろう。そしてそうだとすると、原

用されないのか、仮にその不適用が市民の権利救済という実践的

も、何ゆえその処分性に随伴する排他的管轄という法的帰結が適

ーズを真摯に受け止めるべきとの原田説の趣旨に賛成するとして

思うに、裁判所が処分性を拡大的に解釈し、市民の権利救済ニ

をえないだろう。

性がない （だから排他的管轄もない）という議論をしていることにな

観点からみて極めて妥当であるにしても、原田説は、「法解釈論」

として、また「法原理論」に遡って、積極的に論証していく必要

ろう。もちろん必ずしも論理的な矛盾とまでは言えないにしても、
かなり違和感のある議論ではないだろうか。

4

4

4

4

4

4

4

4

4

があるはずではないか。戦後の行政訴訟論において形式的行政処

4

さらに原田説では、取消訴訟を提起した原告はいったん取消訴

4

分論がもたらした功績が多大なものであるにせよ、この点に関し

4

訟を選んだ以上は、形式的行政処分に対しても終始取消訴訟の手

4

てはやはり問題があったのではないか。とはいえこの「形式的行

4

続に従って対応しなければならないとする。この帰結そのものは
4

政処分」論の課題点をも踏まえて、新たに登場してきた処分性拡

4

バランスのとれた解決策と評価しうる。しかし問題なのは、この
4

大論が「相対的行政処分」論である。

4

処分性の対人的理解

３．相対的行政処分論

ような「縛り」が何を根拠として導き出されたものなのか、明確
でない点である。そもそも、理論的には複数の訴訟類型の選択利
用が考えられるのに、制度上ある一つの訴訟類型しか選択が許さ
れないということは、まさしく「排他的管轄」のことではないだ

33

以下３では、相対的行政処分論の提唱者である阿部泰隆氏の代

ているのではとの疑念である。そうだとするなら、形式的行政処

の帰結の行き過ぎを是正するために、
〈排他的管轄〉が持ちだされ

に、「救済の便宜」が根拠として持ちだされ、その「救済の便宜」

はないか。つまりは、〈排他的管轄〉の行き過ぎを是正するため

ら、それを「裏口」では肯定し事実上適用してしまっているので

めぐって、
「正面」では取消訴訟の排他的管轄を否定しておきなが

ここでまたうがった見方をすれば、原田氏は形式的行政処分を

告の便宜では解釈論的に説得力がないとする。しかしだからと言

一行政活動に対する民事訴訟・抗告訴訟の併用説の理由付けが原

のための形式的行政処分といえども一応は公定力がある、また同

政処分論の問題点として、抗告訴訟の対象とした以上救済の便宜

中心に、本稿の観点から整理紹介する。まず阿部氏は、形式的行

（初出一九八二年）を
一九八三年）並びに「相対的行政処分概念の提唱」

（初出
表的な論文、
「抗告訴訟の守備範囲──いわゆる処分性──」

ろうか 。

3.1

って伝統的処分観に逆戻りするのは性急で、非権力行政の司法的

33

33

33
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33

分論の理論的整合性の欠如を批判する高木光氏からの批判もやむ

33

33

め、よりきめ細かな理論構成をする必要があるという。

統制の必要という形式的行政処分論の問題提起を正面から受け止

訴えの変更を促す積極的釈明や請求の趣旨の善解等、もっぱら裁

たその他にも、救済ルール統一のための解釈論的な方向性として、

判所の訴訟指揮を重視した「法技術的解決」を念頭に置かれてい
るようである。

た「行政行為」と「行政処分」の区別論に対し異議を申し立てる

同氏は、形式的行政処分論が立脚する、公定力の有無を前提とし

分なる観念を認めている」点で賛成しえないとする。このように

ず、処分性拡大提唱派に対しても、公定力を有する実体的行政処

りえない」との観点から、
「伝統的処分観に賛成しえないのみなら

るから、抗告訴訟の対象とするかどうかの判断基準にはおよそな

する行為』などという一個の文節の解釈で決定しようとすること

うした複雑多様な場面にわたる法解釈を『国民の権利義務を確定

どの側面が争われているかなど種々存在する。
」のであって、
「こ

めないかどうか、刑事訴訟との機能分担、どの段階で争わせるか、

ほかにも、
「そもそも救済方法を認めるかどうか、国家賠償しか認

処分性が問題となる場合は、抗告訴訟と民事訴訟との機能分担の

以上の新「併用説」を踏まえ阿部氏は処分性公式を批判する。

つぎに阿部氏は、形式的行政処分論 （併用説）が「救済ルール明

といった基準を提示する処分性拡大論にも当てはまる。阿部氏は、

え （たとえば、現業公務員の配置転換についての抗告訴訟と民事訴訟）を提

らす利益状況は相手により異なることがある。処分性とは抗告訴

そこでこの考察の具体的展開として、同氏は、
「行政活動がもた

「負担過重にあえ」ぐよりも、むしろ「処分性が問題となる場面ご

起し、その両者の結論が矛盾するなどということは稀なのであり、

訟でとりあげるかどうかという問題であるから、争う角度なり争

ルールが不明確な場合はいずれの訴えも認め、訴訟間の調整はつ

そうした稀な事態が起きるとしても、その不合理は原告が過失な

う人次第で処分性の有無やその理由が異なり、個々に吟味するこ

とに分解して、抗告訴訟による救済を認めるべきかどうかを機能

くして選択した訴えを却下されて救済手段をいっさい失う不合理

とが必要」として、行政処分をめぐる〈対人的〉観点からの相対

ぎの課題としても、その不合理は相対的に受忍できるのではない

に比べればまだ小さい」からと指摘する。もっぱら二重訴訟 （民

的理解を正当化する。すなわち、
「抗告訴訟の対象性を行為の性質

的に考察」すべきとする。

事訴訟法一四二条、行訴法七条）の事態を念頭に置きつつ、不合理性の

により一律に決める考え方を放棄して、誰が争うか、争う理由は

かと思う。なぜなら、現実に同一の事件で、両立しない複数の訴

こうした「一個の言葉」に「あまりにも多くの場合の解釈を求め」、

るべき 」との主張を導き出す。

」このような無理は、
「国民を現実に支配する行為」
に無理がある。

ことによって、
「公定力を抜きにして抗告訴訟制度のあり方を考え

するものではなく、抗告訴訟の対象とした結果発生する現象であ

そこでまず阿部氏は、
「公定力は抗告訴訟の対象とする前に存在

44

比較衡量を論拠に排他的管轄不適用を導くものと言えようか。ま

44

44
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44

44
44

44

確性の要請」を提起したとの理解のもと、
「現状においては、救済

44

ある以上、指定を対象に取消訴訟で争わせるべきという。ここで

指定替の違法性を争えと求めることは事実上無理ないし不適切で

他人が受ける建築確認をめぐって取消訴訟等を提起し、その中で

境悪化の防止を求めて指定替を争おうとする「住民」に対して、

の制限効果」との二側面に着目する。前者の側面、すなわち住環

地域指定 （以下「指定」）のもつ、「環境維持効果」と「建築の自由

「用途地域指定替」を採り上げその論旨を見よう。阿部氏は用途

となるかどうかが異なる」との相対的行政処分論である。

何かという紛争の利益状況次第で、同じ行為でも抗告訴訟の対象

」
認めるべきであろう。

は、その出訴期間徒過後も、建築確認等の段階に違法性の承継を

うにはなっていないと思われるので、用途地域指定制度について

争わないと、もはや建築確認等の段階で争えないことがわかるよ

し討ちである。そして、用途地域の指定制度では、指定の段階で

を生じたとして、救済の機会を奪われるであろう。これではだま

らないと思って出訴しなかったのに、行政処分であるから公定力

限るべきである。さもないと、国民は当該行為が行政処分に当た

訴期間内に争わなければならないことが一般に理解できる場合に

そうしたことが正当化されるのは、当該行為が行政処分として出

若干の検討

は、原告 （住民）の利益をめぐって、そもそも何らかの訴訟を通じ
て救済すべきかどうかが処分性として問題となる。
これに対し後者の側面、すなわち土地の高度利用を求めて争お

状況を踏まえて処分性を議論していこう、そして──指定に関し

して問題となる。このように阿部説では、各当事者ならびに紛争

権者）の利益をめぐって紛争のどの段階で救済すべきかが処分性と

違法性につき取消訴訟で争わせるべきという。ここでは、原告 （地

待つまでもなく、指定段階で紛争が成熟している以上、指定替の

し、その複雑性を行為形式の「効果」という定式で無理やり受け

論ずる。さらに処分性判断が複雑な考慮要素に基づくことを直視

ット論にまで踏み込んで、抗告訴訟を通じた権利救済の実効性を

元する。またこの際、抗告訴訟と民事訴訟とのメリット・デメリ

考え方を明確に拒否し、処分性を抗告訴訟の対象適格性問題に還

の前提とする、処分性解釈に当たっての行政行為の公定力という

阿部説の特徴を整理しよう。まずは、形式的行政処分論も暗黙

ては結論として両側面とも処分性を肯定するのだが──場合によ

止めるのではなく、むしろ事案類型ごとに機能的に考察して受け

なお指定の処分性を認めると不測の不利益が市民に生じるとの

なさを指摘する一方、しかし結論として自説でもその帰結を認め

とそれに基づく併用的構成につき、形式的行政処分論の説得力の

止めていくことを主張する。加えて阿部説は、排他的管轄不適用

指摘につき、いわく。
「たしかに一般には抗告訴訟の対象となる行

る議論をする。

めよう とする点に特徴がある。

55

55
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55

っては誰が争うかによって処分性の有無が異なるという結論を認

うとする「地権者」にとって、建築確認等の後続行政処分段階を

3.2

44

44

為について出訴期間内に争わないと公定力が生ずるものであるが、

55

展開してきているのか考察しよう。

拡大に伴う排他的管轄問題について、阿部説がどのような議論を

ここで最後の点、すなわち原田説でも問題となっていた処分性

が大切であるとの視点から、いずれも適法であるとの併用説を採

いものはないという硬直的な発想をやめ、裁判を受ける権利こそ

とも、どの訴訟が適法かが微妙なケースでは、いずれかしか正し

るべき」とも主張する。

上、
「このルールが明確でない場合には、いずれのルートを通って

法がなくなるという制限が付くと考えるのは違憲の発想」とした

いって、その段階で取消訴訟を出訴期間内に提起しないと救済方

なされるべきで、その点の明示がないまま、処分とされたからと

るが、利用強制は裁判を受ける権利の制限であるから、明示的に

訟の利用強制のしくみが付いて不利になるという問題が指摘され

かった形式的行政処分論と比べると、一歩進んだ議論をしている。

は、
「救済の便宜」以上の具体的な論拠を十分に展開しきれていな

での論証を積極的に試み、かつ、それを精緻化してきている点で

れば、排他的管轄不適用の正当化に当たっての「法原理」レベル

（憲法三二条）の観点を提示していること、言うな
判を受ける権利」

拠として、
「救済ルール明確性の要請」
、
「予測可能性」の保障、
「裁

このように阿部説では、排他的管轄不適用 （＝併用的構成）の根

「処分概念を拡張すると、それに抗告訴
例えば阿部氏は、近年、

もよいという併用説を採るべき」とし、またこの場合「公権力と

さらに阿部氏は早くから、
「救済ルール明確性の要請」という法

「処分とはっきりしていればよいが、そうではな
また最近でも、

ていた。その限りで法解釈論としても説得力のある構成を提示し

の善解等の、民事訴訟法の議論水準をも適確に押さえた議論をし

4

く、判例で処分とされた場合には予測可能性がないのであるから、

ていると言えよう。しかし少なくとも、排他的管轄問題について、

4

それに不可争力を付けるのは権利救済の拡張の逆であり、事後立

個別の裁判所の訴訟指揮にゆだねる方向での解決策には限界があ

4

法による救済禁止につながり、違憲の発想」と指摘し、
「法の不明

「救済ル
るのではないか。むしろ同問題に関して求められるのは、

4

確性の中で、ある者は処分として取消訴訟を提起し、ある者は当

ール明確性の要請」等に抵触する以上、裁判所の訴訟指揮以前の

4

事者訴訟を提起する場合、いずれも適法と解すべき」と主張する。

問題として、
「行訴法」の解釈を通じて、原告市民が当然に不測の

4

さらに二〇〇四年行訴法改正の「国会附帯決議においては、
『国民

不利益から保護されるとの帰結を導く論理構成──あたかも次に

4

が多様な権利救済方式を適切に選択することができるように配慮

述べる出訴期間の限定解釈→違法性の承継論のような──である

4

する』ことが求められている。」ことにかんがみ、
「解釈論として

ように思われる。

原理的要請を踏まえ、訴えの変更を促す積極的釈明や請求の趣旨

55

も、裁判所は、原告の提起した訴訟類型が不適切と考えても、適

ない。」と指摘する。

して、抗告訴訟の対象としたところで、いわゆる排他性は発生し

55

また阿部氏は、先のように用途地域指定の処分性の文脈におい

55
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55

法な訴えを提起したことになるように配慮すべきである。少なく

55

55

ルール明確性の要請」という法原理的要請を踏まえ、行訴法一四

てであるが、出訴期間の適用問題をめぐっても、早くから、
「救済

依拠しつつ、積極的に論証する点で相違があった。この点、同問

行政処分論では「救済ルール明確性の要請」等の一定の法原理に

以上の積極的な論拠を提示しえていなかったのに対して、相対的

4

条の出訴期間規定の〈限定解釈〉をして、
「違法性の承継」を認め
4

題につき「原理原則」にまで遡って議論する必要性を明らかにし

4

るべきとの議論を展開していた。その限りでやはり法解釈論とし

た点、また「併用的構成」と「違法性の承継」両論を踏まえた解

4

ても説得力のある構成を提示していると言えよう。しかし他方で

釈論を展開している点で、今日の処分性拡大論のあり方を考える

4

阿部氏は、近時の文献において、同じく用途地域指定の処分性を

に当たっても重要な示唆を与えよう。もっとも相対的行政処分論

そして今日、処分性拡大判例の常態化状況のもとでは、まさに

4

認めた上で、建築確認段階で指定が遡って争われると混乱するこ

が、行訴法の「解釈論」として、排他的管轄不適用という帰結を

より指定の処分性が認められた段階、その限りでは「救済ルール

両拡大論が十分深め切れなかった以上の正当化論こそが、喫緊の

4

とになるから、出訴期間を適用し、違法性の承継を遮断すべきと

どこまで論理的に正当化しきれているのか疑問がなくはない。

明確性の要請」に抵触しなくなった段階を念頭に置く議論という

解釈学的課題となっているように思われる。もっとも近年、学説

4

論ずる。後者の場合は、基本的には、将来において判例変更等に

ことであろうか。

な権利救済ないし実効的な紛争解決に資するのかという点、また

の法原理的要請を踏まえて、どのような法解釈論的構成が実効的

管轄問題に対処するに当たっては、
「救済ルール明確性の要請」等

ともあれ阿部説の到達水準を踏まえると、少なくとも、排他的

の検討が、今日の処分性拡大論を検討していくための「準備作業」

るのか、今後さらに検討を進めていく必要がある。それゆえ本稿

る。これらの学説が両拡大論の不十分さをどこまで克服できてい

ではこの正当化論をめぐり、様々な論理構成が提案されてきてい

八四頁等参照。
３ （ａ）二項道路一括指定事件（最判平成一四年一月一七日：民集五六巻一号

２

注
１ 最判昭和三九年一〇月二九日（民集一八巻八号一八〇九頁）
。
「公権力の主
体たる国または公共団体が行う行為のうち、その行為によって、直接国民の
権利義務を形成しまたはその範囲を確定することが法律上認められているも
の」
。
原田尚彦『行政法要論［全訂第七版補訂二版］
』
（学陽書房、二〇一二年）三

であることを、あらためて指摘しておきたい。

66

処分性拡大に伴う問題への対応策としての、
「排他的管轄の不適
用」と「出訴期間の限定解釈」という両帰結が、法解釈論として
いかなる形で整合的に構成しうるのかという点が、処分性拡大論

して検討してきた。一方で形式的行政処分論では「救済の便宜」

以上本稿は両拡大論、そのなかでも排他的管轄不適用問題に関

４．むすびにかえて

の今日的問題として浮かび上がってくるように思われる。

66
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66

念論文集『国際化時代の行政と法』
（良書普及会、一九九三年）一頁以下、
『行
政法要論［全訂第七版補訂二版］』
（学陽書房、二〇一二年）等もある。原田

一頁）、（ｂ）労災就学援護費不支給決定事件（最判平成一五年九月四日：判
時一八四一号八九頁）、（ｃ）食品衛生法違反通知事件（最判平成一六年四月
二六日：民集五八巻四号九八九頁）、（ｄ）登録免許税拒否通知事件（最判平
成 一 七 年 四 月 一 四 日： 民 集 五 九 巻 三 号 四 九 一 頁 ）
、
（ｅ）病院開設中止勧告事
件（ 最 判 平 成 一 七 年 七 月 一 五 日 ： 民 集 五 九 巻 六 号 一 六 六 一 頁 ）
、
（ｆ）病院病
床数削減勧告事件（最判平成一七年一〇月二五日：判時一九二〇号三二頁）
、
（ｇ）土地区画整理事業計画決定事件（最判平成二〇年九月一〇日：民集六二
巻八号二〇二九頁）、（ｈ）保育所廃止条例事件（最判平成二一年一一月二六
日：民集六三巻九号二一二四頁）、（ｉ）有害物質使用特定施設使用廃止通知
事件（最判平成二四年二月三日：民集六六巻二号一四八頁）
。
４ 本 稿 の 内 容 は、 す で に 拙 稿 「 処 分 性 拡 大 論 に 関 す る 一 考 察 」 洋 法 五 六 巻 三
号（二〇一三年）一頁以下でまとまったかたちで論じている。本稿は、この
拙稿の検討内容を適宜要約し再構成したものであり、関連学説等の詳細な議
論 は、 こ の 拙 稿 を 参 照 さ れ た い 。 ま た 本 稿 で 掲 載 す る 参 照 文 献 も 必 要 最 小 限
度とし、詳細はやはりこ の 拙 稿 に ゆ だ ね る 。
５ 原田尚彦「抗告訴訟の 対 象 に つ い て 」
『訴えの利益』
（弘文堂、一九七三年）
一三六頁以下参照（初出一九七一年）。なお同書は処分性に関わる初期論考と
し て「 訴 え の 利 益 」
（初出一九六五年）一頁以下、
「行政行為の『権力性』に
ついて」
（初出一九六九年）八九頁以下、「歩道橋反対訴訟の訴訟要件」
（初出
一 九 七 〇 年 ） 一 二 一 頁 以 下 も 収 録 す る。 ま た 同 書 が 収 録 し な い 初 期 論 考 と し
て、
「取消訴訟の対象は『行政行為』に限らるべきか」判タ二〇五号（一九六
七年）三二頁以下もある。さらに同書以降の関連論考として、
「行政事件訴訟
における訴えの利益」
『環 境 権 と 裁 判 』
（弘文堂、一九七七年）二七〇頁以下、
「 行 政 処 分 と 行 政 行 為 」 塩 野 宏・ 原 田 尚 彦『 行 政 法 散 歩 』
（有斐閣、一九八五
年）一六六頁以下、
「行政訴訟概観」
『行政判例の役割』
（弘文堂、一九九一年）
六〇頁以下、
「行政法上の『公権力』概念」成田頼明先生横浜国立大学退官記

消訴訟の出訴期間（不可争力）に関して、例えば山内一夫『行政法論考』
（一
粒社、一九六五年）八〇頁脚注（一）は、
「行政庁のある法律的行為に対して

８ 原田一九六五年一頁以下や同一九七七年二七一頁も参照。
９ 東京地決昭和四〇年四月二二日行集一六巻四号七〇八頁（医療費告示の処
分性）等。
原田一九六五年二一頁脚注（二）によると、
「行政が契約締結または解除に
至る過程で行なう、契約自体とは分離し得る行政庁の一方的意思表示の中に、
公権力の発動たる契機を見出し、その違法を独立して越権訴訟により攻撃せ
しめんとする理論」
。
原田一九六五年二一頁以下脚注（二）によると、
「行政が公益的活動を私法
形式の意思表示（たとえば補助金の交付のごとし）によって行なう場合にも、
それに先行する行政庁の基本的態度決定行為の中に公権力の発動たる要素が
いわば二段階的に内在すると観念し、この権力的行為の部分に対し利害関係
人が取消訴訟を提起するのを認めようとする」理論。
原田一九六七年三六頁以下も参照。
〈横断歩道橋の設置行為〉を構成する個々の行為（起工決定、工事請負契
約、工事実施）につき、住民との関係において、行政庁による「一体的行為」
と把握した上で、行訴法三条にいう「公権力の行使に当たる行為」に該当す
ると解し、処分性を肯定した事例。ただし本判決以降、同様の考え方に立つ
判例は存在しないので、判例法として否定されているという。阿部泰隆『行
政訴訟改 革論』
（有斐閣、一九九三年）
【阿部『改革論』
】六八頁や同『行政法
解釈学Ⅱ』
（有斐閣、二〇〇九年）
【阿部『解釈学』
】一〇八頁等参照。
原田一九七〇年一二八頁以下も参照。
取消訴訟の排他的管轄（公定力）に関して、例えば芝池義一「公共工事と
行政訴訟」ジュリ九二五号一〇七頁以下は、
「本来なら取消訴訟の対象とはな
らない行為といえども取消訴訟の対象として認められると、これについて取
消訴訟の排他的管轄が認められる（いわゆる公定力が付着する）ことになり、
民事訴訟の提起が認められならなくなるのではないか」と指摘する。また取

氏 関 連 文 献 の 出 典 表 記 は、 以 下 原 則 と し て【 原 田 一 九 七 一 年 】 と い っ た 形 で
６

原田一九六七年三二頁 も 参 照 。

原田一九六五年八頁以下や原田一九七〇年一三三頁も参照。

行う。
７

取消訴訟を提起することができるということは、その法律的行為について有

利な司法救済があるということと同じ意味に受けとる人々がいるが、決して

そうではなく、それは出訴期間による不可争性の不利益を伴なうものであり、

決して、無条件によろこぶべきことではない。
」と指摘する。さらに処分性拡
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大に伴い仮処分排除（行訴法四四条）の適用も拡大され、市民に不利益が生
ずるおそれに関しては、遠藤博也『行政法スケッチ』
（有斐閣、一九八七年）
三 八 五 頁 以 下 等 参 照。 以 上 の ほ か 成 田 頼 明 「 非 権 力 行 政 の 法 律 問 題 」 公 法 二
八号（一九六六年）一六 二 頁 等 も 参 照 。
原田一九六七年三二頁以下、同一九六九年一〇七頁以下、同一九七〇年一
三〇頁以下、同一九七七年三〇〇頁以下、同一九八五年一七三頁以下、同一
九九一年七八頁以下、同一九九三年二〇頁も参照。
原田一九六五年一四頁以下、同一九六九年一〇八頁、同一九七〇年一二六
頁、同一九八五年一七四頁以下、同一九九三年二〇頁も参照。
関連して原田一九六五 年 一 三 頁 も 参 照 。
原田一九六七年三六頁 以 下 も 参 照 。
ただし原田一九七〇年一二六頁以下も参照。
原田二〇一二年三八六 頁 頁 以 下 。
原田一九七〇年一二九 頁 も 参 照 。
例えば原田一九九一年 三 頁 以 下 も 参 照 。
関 連 し て 小 早 川 光 郎「 紹 介 ・ 原 田 尚 彦 著 『 訴 え の 利 益 』
」
『行政訴訟の構造
分析』
（ 東 京 大 学 出 版 会、 一 九 八 三 年 ）
【小早川「紹介」
】二八四頁や西鳥羽和
明「抗告訴訟の訴訟類型改正の論点」法時七七巻三号（二〇〇五年）四一頁
も参照。
原田二〇一二年三六一 頁 も 参 照 。
原田一九八五年一七七 頁 以 下 参 照 。
原田一九六九年一〇八頁並びに一一二頁脚注（七）も参照。なおフランス
法に係る詳しい検討は、原田一九六七年三三頁以下参照。
原田一九八五年一七八 頁 も 参 照 。
関連して原田一九七一年一四七頁以下は、無効の瑕疵ある行政行為（取消
訴訟の対象にもなしうる）につき出訴期間を問うことなく無効確認訴訟等で
争えること、違法性の承継が認められうる場合があること、継続的性質を有
する権力的事実行為に関して処分性を認める一方で公定力や不可争力の適用

を 否 定 す る 有 力 な 議 論 が あ る こ と、 立 法 行 為 や 一 般 処 分 に 関 し て 処 分 性 を 認
めても不可争力を認めることは適当でないこと等を指摘する。またこれらの
ことを根拠に、
「訴訟手続において行政庁のある種の行為に取消訴訟の対象た
る『処分』性を認めるかどうかということと、それに公定力や不可争力が附

随するということは、いちおう次元を異にする問題」であるとする。さらに
この指摘を根拠に、
「一定の利益状況のもとにおいて、利害関係人が救済を求
めるのにもっとも有効適切な訴訟形式が抗告訴訟である場合には、行政行為
以外の行政庁の行為について『処分』性を認めて、国民に救済の途を開いて
も、少なくとも国民の側に不可争性の不利益が生ずる必然性はないといって
よい。
」とする。しかし以上の議論を通じて、仮に「不可争性の不利益」が
〝生じる必然性がない〟ことが論証できているとしても、それが〝生じない必
然性がある〟ことまでは十分に論証されていないように思われる。原田一九
六九年一〇七頁以下も参照。
ちなみに前東京高裁判事の時岡泰氏は、塩野宏ほか「研究会：現代型行政
訴訟の検討課題」ジュリ九二五号（一九八九年）四七頁において、
「法令の根
拠なしに、専ら救済の便宜という観点から形式的行政処分を認める考えは、
実務上とりえないと思われます。」と発言する。
小早川「紹介」
・前掲注（ ）二八〇頁以下（参照文献は省略）
。
なお原田一九六九年一〇五頁は、
「行政行為の権力的要素」として、
「一 方
性」──「行政庁は、相手方となる国民との合意によらなくても、法律の定
める要件に従い、一方的に相手方の権利義務その他法的地位を決定すること
ができること」──と、
「公定性（または拘束性）
」──「行政庁の決定は、
その適法違法にかかわらず、正式に取消されるまでは、原則として（絶対無
効の場合を除いて）民事の法律関係において有効なものとして通用すること」
の二つを挙げている。関連して原田二〇一二年一三四頁以下も参照。また原
田説が、公定性（公定力）という権力性がないがゆえに、排他的管轄（＝公
定力）は生じないという論理を採っているとするなら、やはり理由付けにな
っていないように思われる。
村上武則「二段階論、行政行為一元論および形式的行政行為論」
『給付行政
の理論』
（有信堂高文社、二〇〇二年）七四頁。また同頁で村上氏は、形式的
行政行為と本来的行政行為が相対的な区別にすぎないと指摘するとともに、
権力性の有無によって両者を区別することに疑問を提起する。

関連して宇賀克也『行政救済法［第三版］
』
（有斐閣、二〇一一年）一五五

24

頁や藤田宙靖『行政法Ⅰ総論（第四版改訂版）
』
（青林書院、二〇〇五年）三

高木光『事実行為と行政訴訟』
（有斐閣、一九八八年）三三八頁以下参照。

七三頁も参照。
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この点例えば仮処分排除（行訴法四四条）をめぐる原田説にもあてはまる。
すなわち原田一九七一年一六二頁脚注（一）では、同法三条を拡大的に解釈
しつつも、同法四四条の対象は公定力を持つ行為に限定すべき（＝形式的行
政処分には仮処分は可能である）と主張する一方、
「この間の解釈の齟齬は、
古い救済の手段をもって新しい需要に応じるために生じたものでやむをえな
い。」として「救済の便宜」を示唆するのみで、具体的論証を放棄する。
阿部『改革論』・前掲注（ ）四三頁以下参照。
阿部『改革論』・前掲注（ ）八七頁以下参照。
阿部『改革論』・前掲注（ ）五五頁以下参照。
阿部『改革論』・前掲注（ ）四九頁参照。
阿 部『 改 革 論 』・ 前 掲 注（ ） 五 一 頁。 関 連 し て 阿 部『 解 釈 学 』
・前掲注
（ ）六〇頁以下も参照 。
阿部『改革論』・前掲注（ ）五二頁。同八八頁以下も参照。
阿部『改革論』
・前掲注（ ）六〇頁。関連して原田一九七一年一五一頁脚
注（六）や同一九七七年 三 〇 一 頁 も 参 照 。
阿部『改革論』
・前掲注（ ）六〇頁参照。そのほか、民事訴訟と抗告訴訟
の併合、出訴期間の緩和、移送裁判の拘束力の準用を挙げる。これらの議論
につき詳しくは、阿部泰隆『行政救済の実効性』
（弘文堂、一九八五年）
【阿部
『実効性』】一頁以下参照。また阿部『解釈学』
・前掲注（ ）七六頁も参照。
阿部『改革論』・前掲注（ ）六一頁以下参照。同八八頁以下も参照。
阿部『解釈学』・前掲注（ ）九一頁も参照。
阿部『改革論』・前掲注（ ）七八頁。
阿部『改革論』・前掲注（ ）八九頁。
阿部『改革論』
・前掲注（ ）八九頁以下参照。関連して同七八頁以下も参
照。
例えば〈環境基準〉につき、「公害被害住民」がその違法性を争う場合に
は、 改 善 命 令 等 の 後 続 行 政 処 分 等 も な く そ の ほ か 有 効 な 救 済 方 法 が な い こ と

から、処分性を認めるべ き と す る の に 対 し 、
「公害発生源」が争う場合には、
改善命令等の後続行政処分等があり、その段階で争わせれば足りるので、環
境基準の処分性を認めるべきではないとする。阿部『改革論』
・前掲注（ ）

分性を否定する。同一三七頁以下参照。また阿部『解釈学』
・前掲注（ ）一
二二頁以下も参照。
阿部『改革論』
・前掲注（ ）一〇七頁。
阿部『改革論』
・前掲注（ ）六〇頁以下参照。同じく取消訴訟のメリッ
ト・デメリットを論じた上で、処分性拡大に慎重な姿勢を採る芝池義一『行
政救済法講義［第三版］
』
（有斐閣、二〇〇六年）二九頁以下も参照。
なお形式的行政処分論の中にも相対的行政処分的な議論があったことに関
しては、阿部『改革論』
・前掲注（ ）一五九頁以下参照。例えば原田一九七
〇年一二六頁は、国立歩道橋事件が住民との関係において処分性を認めた点
を強調している。関連して同「処分性と救済の利益との関係」塩野宏ほか著
『演習行政法新版』
（有斐閣、一九八九年）一五三頁以下も参照。また原田氏
は阿部説に好意的である。原田二〇一二年三八八頁以下等参照。
阿部『解釈学』
・前掲注（ ）一三六頁以下参照。
阿部「転換」
・後掲注（ ）五頁参照。
阿部『解釈学』
・前掲注（ ）七五頁以下参照。同「行政訴訟における訴訟
要件に関する発想の転換」判時二一三七号（二〇一二年）
【以下阿部「転換」】
四頁や同「政策法学演習講座」自セ五一巻一二号（二〇一二年）七頁も参
照。
関連して阿部「転換」
・前掲注（ ）四頁や同二八頁も参照。
例えば「訴えの変更」
（民訟法一四三条）を促す積極的釈明（同法一四九条）
──阿部『実効性』
・前掲注（ ）三六頁以下──の「許容性」を基本的には
認めるのが判例多数説とする、大濱しのぶ「判批」民訴百選［第四版］
（二〇
一〇年）一一三頁等参照。
例えば上田徹一郎『民事訴訟法［第七版］
』
（法学書院、二〇一一年）三三
九頁以下によると、
「訴えの変更を示唆する釈明」は、
「原則として釈明義務
の範囲外」という。もっとも阿部『実効性』
・前掲注（ ）三九頁も参照。

13

阿部『解釈学』
・前掲注（ ）一〇四頁参照。なお同書六五頁、一一七頁以

44

下、一七九頁も参照。

なお関連して阿部『解釈学』・前掲注（ ）一三六頁以下参照。
関連して前掲注（３）に挙げた、
（ｆ）の藤田宙靖裁判官補足意見並びに

（ｇ）の近藤崇晴裁判官補足意見等参照。

─たかぎ ひでゆき・法学部准教授─
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13

「地元中小小売店」が争う場合に処分性を肯定し、
「大型店」が争う場合に処
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一二三頁以下参照。同様の理由から〈大規模小売店舗面積削減勧告〉につき、
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