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2月

行事予定

手続期間

1（水）白山キャンパス内への入構禁止（〜16：00まで）

「東洋通信」参照ページ
P.49

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

P.49

8（水）
9（木）
10（金）
11（土）建国記念の日

（〜18：00まで）

12（日）
13（月）

単位認定試験（筆記）第8回申込締切

14（火）
15（水）
16（木）

秋学期単位認定試験（論文）提出締切
16：45必着
単位認定試験（筆記）第8回受験票出力
可能日

17（金）

秋学期単位認定試験（論文）申請受付
停止期間（〜3/31）

P.34

18（土）
19（日）単位認定試験（筆記）第8回
20（月）
21（火）
22（水）
23（木）
24（金）
25（土）卒業論文説明会・指導会（前期）10：00〜12：30

P.11

26（日）白山キャンパス内への入構禁止期間（〜2/27）

P.49

27（月）

（〜16：00まで）

28（火）
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3月

行事予定

手続期間

「東洋通信」参照ページ

正科生（前期生）休学手続・復学手続
P.26、27
（〜3/28）
科目等履修生（前期生）出願開始
通信教育課程ホームページにて2017 P.37、39
年度シラバス・年間スクーリング日程
公開

1（水）

2（木）
「司書教諭修了証書」申請受付開始
（〜3/13）

3（金）
4（土）白山キャンパス内への入構禁止期間（〜3/6）

P.39、40
P.49

5（日）
6（月）

（〜17：00まで）

7（火）
8（水）
9（木）
10（金）
11（土）2017年度教育実習参加者事前面接

P.46

12（日）
13（月）

「司書教諭修了証書」申請受付終了

14（火）

科目等履修生（前期生）出願締切

15（水）
17（金）窓口・電話取扱停止
18（土）窓口・電話取扱停止
19（日）
20（月）春分の日
21（火）窓口・電話取扱停止
22（水）窓口・電話取扱停止

事務室移転引越作業
のため閉室
（新事務室は白山キャンパス
号館 階）

16（木）

8
2

学位記授与式・卒業式 10：00〜（日本武道館）
13：30〜（白山キャンパス）
窓口・電話取扱停止

P.14

23（木）卒業証書授与式
24（金）

25（土）事務室休業（全学休業）

P.49

26（日）
27（月）
正科生（前期生）休学手続・復学手続締
切

28（火）
29（水）
30（木）
31（金）「介護等体験」事前指導会

13：00〜17：00

5

P.15

4月

行事予定

手続期間

「介護等体験」事前指導会（予備日）
13：00〜17：00

1（土）

履修登録期間（〜4/6）
通年スクーリング対象科目公開日
（4/1〜）
卒業論文題目登録申請（〜4/15）

「東洋通信」参照ページ
P.42
P.45
P.12

2（日）
3（月）

正科生
（前期生）
学費納入期間
（〜4/17） P.26、27

4（火）
5（水）
6（木）

履修登録締切

7（金）
8（土）
9（日）
10（月）通学課程（通年S）春学期授業開始
11（火）
12（水）
13（木）
14（金）
15（土）

卒業論文題目登録申請締切

16（日）
17（月）

正科生（前期生）学費納入締切

18（火）
19（水）
20（木）
21（金）
前期新入生オリエンテーション
10：30〜12：30

第1回

22（土）学習の進め方・リポートの書き方説明会①

P.16

13：30〜15：00

23（日）
24（月）
25（火）
26（水）
27（木）
28（金）
事務室休業

29（土）昭和の日

通学課程（通年S）授業実施

30（日）
Ｓはスクーリングを表します
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【重要なお知らせ】平成30（2018）年度以降の学生募集（科目等履修生含む）停止について
平成28年12月８日付で、本学通信教育課程ホームページおよびToyoNet-Gにてお知ら
せした内容を改めて掲載いたします。また、その際あわせてお知らせした「学生募集停止に
伴うＱ＆Ａ」も、次ページに掲載します。なお、平成30（2018）年度以降の再入学はでき
ませんので、ご自身の在学可能年数を確認の上（P. 28参照）、単位修得を進めてください。
【掲載内容】
通信教育課程在学生及び科目等履修生の皆様
東洋大学通信教育課程の学生募集（科目等履修生含む）停止のお知らせ
本学ではこの度、文学部日本文学文化学科と法学部法律学科の通信教育課程における
平成30
（2018）年度以降の学生募集を停止することと決定いたしました。
文学部日本文学文化学科と法学部法律学科の通信教育課程は、今日まで50有余年にわ
たり、学祖井上円了先生の教育理念であります「余資なく、優暇なき者」に対する教育
サービスの提供という目的の下、実施されてきました。しかしながら、近年、両学科が
通信教育という手段によって提供してきた教育サービスに対する社会的ニーズの変化、
少子化の急速な進展、国の教育制度に関する政策の変更等により、大幅な定員未充足が
続き、私立学校の経営上、看過し難い状況となるに至りました。もちろん、大学としま
しても、こうした状況をふまえ、学習方法の改善や授業料制度の改革等考えうるあらゆ
る対策を講じてまいりましたが、それにもかかわらず入学者の減少を抑えることが叶わ
ず、将来の見通しを確保できない状況にあることから、誠に残念ではございますが、平
成30年度以降の学生募集を停止するという苦渋の判断をせざるを得ませんでした。
学業の遂行につきましては、入学年度のカリキュラムに応じまして、今後も同様の教
育サービスを卒業されるまで提供いたします。従いまして、来年度からも、これまでと
同様に、学業に打ち込んで頂くことができますので、ご安心ください。
特に学業が滞っている方は、在学可能年限内に、必修科目を中心としてできるだけ早
期に単位を取得し、卒業できるように履修計画を立ててください。
なお、募集停止後も皆様の在学・卒業に関する記録は東洋大学において保存されます
ので、将来の資格取得や就職・転職に際して、各種の証明書を発行する業務につきまし
ては、滞りなく行ってまいります。
上記以外にもご心配な点が多々あろうかと思われますので、何かありましたなら遠慮
せずにご相談いただければと思います。
在学生、卒業生の皆様には、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。
平成28年12月８日
東洋大学
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通信教育部長

清水

宏

平成30（2018）年度以降の学生募集
（科目等履修生含む）
停止について
〔平成30
（2018）
年度以降の〕学生募集停止に伴うQ＆A
Ｑ１．募集停止を行なった理由は何ですか？
Ａ１．入学者が入学定員を大きく下回る状況が続き、回復の見込みが立たず、通信教育課程
の目的である大学教育の可能性を広げ、多様な学習の要求に対応する教育を将来にわ
たり提供することが難しくなったことによります。
Ｑ２．通信教育課程は、何年先まで続くのですか？
Ａ２．在学生が卒業等して在籍者がすべていなくなるまでは継続します。新入生の受け入れ
は、平成29年10月入学が最終となりますので、開講期間は平成39年９月
（２年間休
学した場合は平成41年９月）
までとなります。なお、入学を許可された年次から起算
して、１年次入学生は10年間、２年次入学生は９年間、３年次入学生は８年間、４年
次再入学生は７年間在学できます。
Ｑ３．休学はできますか？
Ａ３．休学は、従来どおり通算２年間を限度として可能です。
Ｑ４．再入学はできますか？
Ａ４．平成29年度までは、審査に通れば従来どおり再入学できます。しかし、募集停止とな
る平成30年度からは再入学できません。
Ｑ５．スクーリングは従来どおり開講されますか？
Ａ５．スクーリングは卒業要件となっているため開講いたします。しかし、受講者が少なく
教育効果に支障が出る場合は学習方式を変更する場合があります。
Ｑ６．メディア授業は従来どおり開講されますか？
Ａ６．開講科目の変更はありますが、メディア授業は今後も開講いたします。
Ｑ７．通年スクーリングの開講はどうなりますか？
Ａ７．通年スクーリングは、通学課程の授業を聴講する制度のため、通学課程の方針により
開講が変わります。また、通学課程のカリキュラムが変わることにより、通信教育課
程の科目と対応しなくなることもあります。
Ｑ８．科目等履修生の募集はどうなりますか？
Ａ８．科目等履修生は、平成29年度は募集を行ないますが、正科生同様、平成30年度より
募集を行ないません。計画的に学習を進めてください。
Ｑ９．証明書類の発行はどうなりますか？
Ａ９．証明書類は、引き続き通信教育課で発行いたします。
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個別学習相談会（期間開催）のお知らせ 正科生対象
個別学習相談会
（期間開催）
のお知らせ

─学習が進まず、単位がなかなか修得できずに困っている方へ─
正科生のみなさん、毎日の学習は進んでいらっしゃいますか。自学自習による通信教育で
はなかなかはかどらないと困っている方、誰に相談すればよいかわからず、ひとりで悩んで
いる方もいらっしゃるでしょう。そこで、通信教育部では文学部・法学部のＴＡ
（ティーチン
グアシスタント）
が中心となり、学習を進めるときの参考となるよう個別学習相談会を開催い
たします。正科生を対象に学習全般にわたり、学習上で困っていることがあればどんなこと
でも相談を受け付けます。
申込手続きは、次ページの申込書に必要事項を記入の上、通信教育課宛てにメールまたは
ファックスにて送付・予約してください。
今回は、下記期間に開催いたします。時間に余裕のあるときに大学へ来て、是非、個別学
習相談を受けてください。また、都合で来校できないなどの場合には電話、メール等でも相
談できます。各学部TAが、みなさん一人ひとりに見合った学習方法がみつかるよう一緒に解
決策をさぐり、学習がはかどるよう支援してまいります。
ぜひ積極的に相談を受けて不安を取り除いてください。
記
１．開催期間

2
 017年３月７日（火）〜３月31日（金）
※日・祝日および３月17日（金）・18日（土）・21日（火）の窓口・電話
取扱停止日、３月25日（土）の全学休業日を除く

２．受付時間

月〜金
土

9：30〜12：45
9：30〜12：45

14：00〜16：45

※
３．相談申込受付期間
2017年２月14日（火）〜３月４日（土）
※３月４日（土）以降に申込をされる場合は、相談希望日を申し込み日から２日後以降
の日に指定してください。ただし、日程調整をさせていただく場合もあります。

【個別相談時の注意点】
個別相談を受けるにあたり、現在学習がどれだけ進んでいるか、学習の進捗状況がわかる
学習計画表、あるいは科目ごとに作成しているノート、資料等がありましたら持参してく
ださい。
【連絡先】

通信教育課 学習相談受付係
ＴＥＬ 03−3945−7348
ＦＡＸ 03−3945−7584
メールアドレス mltsukyo@toyo.jp
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個別学習相談会（期間開催）
のお知らせ
2017年

月

日申込

個別学習相談申込書
下記のとおり、個別学習相談を受けるため、相談申込いたします。

氏

名

学籍番号
学部学科

７
学部

メールアドレス

学科
＠

電話番号（携帯電話等）

（

）

相談方法

通信教育課へ来室・電話・メール

相談希望日

第１希望：

月

日（

）

時

分

第２希望：

月

日（

）

時

分

（メールによる相談
の場合は記入不要）

※○をつける

相談内容（学習に関して相談したい事項を具体的に書いてください。
電話、メールでの相談を希望する場合も本申込書に記入してください）

東洋大学通信教育課
ＴＥＬ 03−3945−7348
ＦＡＸ 03−3945−7584
メールアドレス
10

mltsukyo@toyo.jp

卒業論文説明会・指導会 前期生対象 【再掲】

卒業論文説明会・指導会

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ならびにTAによる諸注意を含めた作成指導を行います。
卒業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〉卒業論文題目登録申請の条件
2016年度内
（2017年３月31日
（金）
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
●卒業論文説明会・指導会
月

日

2017年２月25日（土）

時

間

10：00〜12：30（予定）

場

所

白山キャンパス

対

象

2018年３月卒業予定者（前期生）

参加方法

※教室はToyoNet-Gのお知らせ
「教務関係」
にてお知らせします。

上記日時に教室に入室してください（事前申込は不要です）。

＊以前に卒業論文説明会・指導会に参加した学生で、2018年３月卒業予定者として卒業論
文の題目申請をする予定の学生は、改めて説明会に参加するか、P.13「●請求方法」の手
続にて資料を請求してください。
＊説明会に出席できない学生は、次ページ下段の「◆卒業論文説明会・指導会配布資料の請
求について」をよく読み、必ず資料を入手してください。
＊2018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。
＊会場が当日変更となる場合には通信教育課前の掲示板にてお知らせします。
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卒業論文題目登録申請について 前期生対象【再掲】
卒業論文題目登録申請について
前期生のうち、下記の条件を満たす学生は、2018年３月卒業に向けて、卒業論文題目登
録の申請を必ず行ってください。
この手続を所定の期日までに行わない場合、2018年３月の卒業に向けた卒業論文の
執筆ができなくなるので、注意してください。
●卒業論文題目登録申請の条件
・2018年３月に卒業の意思がある前期生であること
・2017年３月末までに卒業必要単位（124単位）の内、84単位以上を修得していること
・2018年３月末までにスクーリングでの卒業要件単位を修得できている、または修得の
見込があること
・題目登録申請期間までに、卒業論文の指導を希望する教員に内諾を取っていること
（教員
との連絡方法は、卒業論文説明会・指導会配布資料を参照）
●卒業論文題目登録申請方法
卒業論文題目登録は、ToyoNet-Gで行います。
手続方法は卒業論文説明会・指導会配布資料を参照してください。
（説明会・指導会に参加できない学生は、次ページの方法に従い資料請求してください）
●申請期間
2017年４月１日
（土）0：00〜４月15日（土）23：59
※ToyoNet-Gは、毎週木曜日の21：30〜23：30に定期メンテナンスを実施するため、
利用できません。予めご了承ください。
●卒業論文題目登録申請に関する注意事項
卒業論文題目登録申請を行う学生は、予め卒業論文説明会・指導会に参加するか、卒業論
文説明会・指導会配布資料を請求し熟読してください。
※以前に卒業論文の題目登録申請を行い、提出に至らなかった学生が、2017年度卒業論
文作成にとりかかるためには、改めて今年度の資料を入手し、教員への内諾・卒業論文
題目登録申請を行うことが必要です。
◆卒業論文説明会・指導会配布資料の請求について
卒業論文説明会・指導会に参加できない学生は、次ページの手続にて資料を請求してく
ださい。卒業論文提出時に必要な書類も同封していますので、2016年度以前に説明会・
指導会に参加した学生であっても必ず今年度のものを入手してください。
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卒業論文題目登録申請について
●請求方法
以下を同封し通信教育課に提出してください。
・任意のＡ４用紙に、学部学科、学籍番号、氏名、
「卒業論文説明会・指導会配布資料送付
希望」と明記したもの
・返信用封筒（角２封筒、郵便番号・住所・氏名記載済）
※文学部：205円分の切手、法学部：140円分の切手を貼付してください。
請求期間：2017年２月28日（火）〜３月15日（水）必着
※資料は上記請求期間に窓口でも配布しております
（日・祝ならびに事務室休業日・入試実施
に伴う入構禁止期間を除く）。
●その他
※過去に提出された卒業論文の一部を通信教育課で保管しています。閲覧希望の方は窓口に
申し出てください。
※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、2018年３月末までにスクーリング単位が満たせるよう、計画的にスクーリングを受
講してください。
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2017年3月学位記授与式・卒業式、証書授与式
日時：2017年３月23日
（木） 10：00

開式（15分前までに入場のこと）

場所：日本武道館
（千代田区北の丸公園）
学位記授与式・

地下鉄

都営新宿線、東京メトロ東西線・半蔵門線「九段下」徒歩５分

卒

地下鉄

都営三田線・新宿線、東京メトロ半蔵門線「神保町」徒歩10分

業

式

※入場の際には学生証が必要ですので、忘れずに携帯してください。

※当日は大変混み合いますので時間に余裕をもって入場してください。
日時：2017年３月23日
（木） 13：30
証 書 授 与 式

場所：東洋大学白山キャンパス

開式

125記念ホール（８号館７階）

※証書授与式の会場については変更となる場合がありますので、当日、キャン
パス入口
（警備室の掲示）
または通信教育課前の掲示板を確認してください。

201７年３月学位記授与式・卒業式、証書授与式については上記のとおりです。
卒業単位充足者発表は３月上旬にToyoNet-Gの「お知らせ
（教務関係）」にて掲示します。
ToyoNet-Gメニュー「履修・授業照会」内「履修登録確認表
（通信）」ページにある「卒業
判定」欄は、卒業式直前まで反映できませんので、上記「お知らせ（教務関係）」で確認をし
てください。
卒業決定者
（卒業論文提出者で卒業単位充足者）
には、３月中旬までに別途卒業決定通知案内
を郵送します。

日本武道館案内図
至新宿

中

市ヶ谷

線

至高田馬場

下
地

中等教育

学校 文

新
鉄
線

宿

日本武道館

14

九段下

清水門・竹橋駅
（東西線）

九段会館

田安門

東京

メト

ロ半

蔵門

線

至大手町

至御茶ノ水

区立九段

飯田橋

東京
メ
ト
ロ東
西線

営
都

靖国神社

央

（東京メトロ有楽町線・南北線・
都営地下鉄大江戸線）

2017年度「介護等体験」事前指導会 体験対象者のみ
2017年度「介護等体験」に参加を希望する者は、
「介護等体験」事前指導会に必ず参加し
てください。
以下の実施日もしくは予備日のどちらにも参加ができなかった場合、2017年度の介護等
体験には参加することができなくなりますので、ご注意ください。
月

日

時

間

対象者
場

所

実施日：2017年３月31日（金）
予備日：2017年４月１日（土）
13：00〜17：00（予定）
2016年11月12日
（土）
実施の「介護等体験」登録説明会参加者のみ
白山キャンパス
（対象者には、３月下旬にToyoNet-Gの「お知らせ
（教
務関係）」にて通知します。）
・
「介護等体験」参加にあたる諸手続説明（＊詳細は対象者に通知）

内

容

・全学合同オリエンテーション（実施日：３月31日（金）のみ）
※予備日【４月１日（土）】では、一部、３月31日（金）に行われた説
明・講義等を録画した映像を視聴します。

15

学習の進め方・リポートの書き方説明会 第1回
学習の進め方・リポートの書き方説明会

第1回

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

日

2017年４月22日（土）

時

間

13：30〜15：00

場

所

白山キャンパス
筆記用具

※教室はToyoNet-Gの「お知らせ
 にてお知らせいたします。 （教務関係）」

メモ用紙

『ゼミナール・卒論の手引き』
（文学部正科生のみ）
持参物

『学習の手引』
（法学部正科生のみ）
『履修要覧』
『東洋通信』
（最新号のもの）

説明会に参加を希望される方は、次ページに綴じ込みの参加申込票に必要事項を記入のう
え、下記までFAXまたは郵送、あるいは通信教育課窓口に持参にて４月12日（水）必着で申
し込んでください。
〒112－8606 東
 京都文京区白山５－28－20
東洋大学通信教育課
FAX

03－3945－7584

＊会場が変更となる場合がありますので、当日、通信教育課前の掲示板を確認してくださ
い。
＊リポートを作成するうえで、気になっている点がありましたら、併せてご連絡ください。
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学習の進め方・リポートの書き方説明会


2017年

月

第1回
日提出

「学習の進め方・リポートの書き方説明会」
（４/22実施）参加申込票
フリガナ

氏 名

学籍番号（10桁）

入学年度
（西暦）

年

電話番号
（自宅・携帯電話）
メールアドレス

7

学部・学科
（

学部

学科

）

@

ＦＡＸ番号

（

）

2017年４月22日
（土）
実施の「学習の進め方・リポートの書き方説明会」に参加します。
＊

＊

＊

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

《具体的な科目等に対する質問》

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

科目名「
」
：

《その他》

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



説明会への参加をお申込みいただき、ありがとうございました。説明会の席上でお目にかかれま
すのを楽しみにしております。
＊本票をコピーのうえ、FAX・郵送するか、あるいは窓口へ持参してください。
＊2017年４月12日
（水）
（必着）
までにご提出いただいた質問には、TA
（ティーチングアシスタン
ト）
が当日会場にて回答をお渡しいたします。
宛先
（郵送の場合）
：〒112−8606 東京都文京区白山5−28−20 東洋大学通信教育課
FAX：03−3945−7584

東洋大学通信教育課
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単位認定試験（筆記）第8回 【再掲】
単位認定試験（筆記）第8回
単位認定試験
（筆記）第８回を下記の要領で実施します。
◇申請から実施までのスケジュール
№

第８回

１

申請期間

2017年１月30日（月）〜２月13日（月）

２

受験票出力

2017年２月16日（木）から可能

３

試験日

2017年２月19日（日）

４

集合時間

12：40（時間厳守）

５

開催地

東

京

◇開催地・会場
開催地

東
※１

京

会

場

所在地

本学白山キャンパス※1 東京都文京区白山5－28－20

電

話

03－3945－7348

試験教室は、受験者宛に試験実施日の約５日前よりToyoNet-Gの「お知らせ
（教務関係）
」に
掲出します。学内では、キャンパス入口
（警備室の掲示）
及び通信教育課前掲示板に掲出します。

◇受験申請手続
ToyoNet-Gで申請手続を行ってください。
筆記試験申請方法
（ToyoNet-G）

〔注〕
「ToyoNet-G」で行う「単位認定試験（筆記）」の申請は、システムメンテナンス時
（毎週木曜

21：30〜23：30）を除き、通信教育課休業日も利用可能です。
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単位認定試験
（筆記）第8回
◇実施科目
基盤教育科目・共通総合科目
授業コード
科目名

担当教員名

Y700191010 現代日本文学A

早川

芳枝

Y700201010 現代日本文学B

早川

芳枝

Y705098020 英語Ⅲ①
Y705099020 英語Ⅲ②

幸代

Y706131010 スポーツ健康科学講義 金田

英子

科目名

科目名

担当教員名

Y719601010 図書館情報資源概論 大塚奈奈絵

ジェイムズ ダニエル ショート
高波

文学部専門科目
授業コード

図書館司書科目
授業コード

担当教員名

Y715022010 日本文学文化概説A② 石田

仁志

Y715032010 日本文学文化概説B② 石田

仁志

Y715141010 古代日本文学史A

池原

陽斉

Y715151010 古代日本文学史B

池原

陽斉

Y716241010 古典文法A

田貝

和子

Y716251010 古典文法B

田貝

和子

Y715261010 古典文法

田貝

和子

Y716501010 作家作品研究（中古）A 大野

祐子

Y716511010 作家作品研究（中古）B 大野

祐子

〈中古〉 大野
Y715371010 作家作品研究

祐子

Y716561010 作家作品研究（近現代）A 宮内

淳子

Y716571010 作家作品研究（近現代）B 宮内

淳子

Y715401010 作家作品研究〈近現代〉 宮内

淳子

Y715411010 日本の伝統行事A

久野

俊彦

Y715421010 日本の伝統行事B

久野

俊彦

Y715641010 日本の古典籍A

和田

琢磨

Y715651010 日本の古典籍B

和田

琢磨

Y715661010 日本民俗学A

久野

俊彦

Y715671010 日本民俗学B

久野

俊彦

Y709591010 国語科指導法Ⅱ

大貫

眞弘
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法学部専門科目
授業コード
Y741421010
Y741431010
Y740021010
Y742131010
Y742141010
Y741461010
Y741471010
Y740031010
Y742111010
Y742121010
Y741441010
Y741451010
Y740071020
Y741541010
Y741551010
Y740061010
Y741561010
Y741571010
Y741351010
Y741101010
Y741481010
Y741491010
Y740081020
Y741661010
Y741671010
Y741281010
Y740091010
Y741681010
Y741691010
Y741291010
Y740101010
Y741701010
Y741711010
Y741301010
Y740111020
Y742001010
Y742011010
Y741161010
Y709621010
Y709631010

科目名
憲法A
憲法B
憲法
民法Ⅰ
（総則）
A
民法Ⅰ
（総則）
B
民法Ⅰ部
（総則）
A
民法Ⅰ部
（総則）
B
民法Ⅰ部
（総則）
刑法Ⅰ
（総論）
A
刑法Ⅰ
（総論）
B
刑法Ⅰ部
（総論）
A
刑法Ⅰ部
（総論）
B
刑法Ⅰ部
（総論）
民法Ⅳ部（債権各論）A
民法Ⅳ部（債権各論）B
民法Ⅳ部
（債権各論）
民法Ⅴ部（親族・相続）A
民法Ⅴ部（親族・相続）B
民法Ⅴ部（親族・相続）
民法Ⅴ部
（身分法）
刑法Ⅱ部
（各論）
A
刑法Ⅱ部
（各論）
B
刑法Ⅱ部
（各論）
商法総則
商行為法
商法総則・商行為法
商法Ⅰ部（総則・商行為）
会社法A
会社法B
会社法
商法Ⅱ部
（会社法）
手形法・小切手法A
手形法・小切手法B
手形法・小切手法
商法Ⅲ部（手形・小切手法）
経済法A
経済法B
経済法
社会地歴指導法Ⅰ
社会地歴指導法Ⅱ

担当教員名
名雪 健二
名雪 健二
名雪 健二
小林 秀年
小林 秀年
小林 秀年
小林 秀年
小林 秀年
小坂
亮
小坂
亮
小坂
亮
小坂
亮
小坂
亮
大坂 恵里
大坂 恵里
大坂 恵里
中村
恵
中村
恵
中村
恵
中村
恵
武藤 眞朗
武藤 眞朗
武藤 眞朗
遠藤 喜佳
遠藤 喜佳
遠藤 喜佳
遠藤 喜佳
堀口
勝
堀口
勝
堀口
勝
堀口
勝
井上 貴也
井上 貴也
井上 貴也
井上 貴也
多田 英明
多田 英明
多田 英明
田中 政美
田中 政美

単位認定試験（筆記）第8回
◇試験時間割
１時限目
１科目受験者

13：00〜14：00

２科目受験者

13：00〜14：00

２時限目
14：20〜15：20

◇注意事項
受験時
・受験会場内ではすべて試験監督の指示に従うこと。
・
「学生証」
（または「科目等履修生証」）、「単位認定試験（筆記）受験票」
（ToyoNet-Gより
各自で出力
（P.18の図を参照））を必ず持参し、机上に提示する。
・試験開始後20分までに入室しないと受験資格を失う。また開始後30分を経過したら退
出できる。
・中途退出した場合、当該試験時間内の再入室は認めない。
・２科目の受験者で、１時限目を欠席した場合、２時限目の試験は「受験票」の２時限目
に表示されている科目のみ受験を許可する。
・解答に必要なもの以外は机上に置かず、カバン等の中に入れること。
・試験実施中、携帯電話、スマートフォン等の電源は必ず切ること。また、これらを時計
の代わりとして使用することも禁止する。
・受験会場での電子機器
（電子辞書、電子図書、ポケットコンピュータ等）
の使用は認めない。
・解答用紙の所定欄に、万年筆またはボールペンの黒かブルーブラック
（消せるボールペン
の使用は不可）
で学籍番号・氏名を記入する。解答は、鉛筆書きでもよい。
・受験会場への持込が許可されているものの学生間での貸し借りは不正行為とみなす。
・不正行為を行った場合は、東洋大学通信教育課程学生等の学習における不正行為に対す
る取扱要綱に則り、処分する。
○持ち込み可の試験について
 テキスト・プリント教材・自筆ノート等は、現行の科目担当教員が指定しているものに
限ります。
○【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）
 単位認定試験
（筆記）において、法学部専門科目については、当日、受験会場にて貸出さ
れる六法を用いて解答することになっています。指定六法
（大学貸出六法）
は、
『ポケット六
法』
（有斐閣）
です。個人で所有する六法は試験中に使用できませんのでご注意ください。
※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。
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単位認定試験
（筆記）第8回
◇会場案内図

東洋大学 白山キャンパス

〒112–8606 東京都文京区白山5–28–20
アクセス

至巣鴨

千石
駅

●都営地下鉄三田線「白山」駅5分

本駒込2

●都営地下鉄三田線「千石」駅7分
●東京メトロ南北線「本駒込」駅5分

り
本郷通

千石駅前

北線
トロ南
東京メ

都
営
三
田
線

●東京メトロ千代田線「千駄木」駅15分

東洋大前

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
第８回
（２月19日実施分） 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

現代日本文学A
早川（芳）
現代日本文学B

テキスト

泉鏡花の「龍潭譚」を読み、以下の点について考えをまとめておいてくだ
さい。
主人公「われ
（千里）」が異界へと赴く時と、異界からこちら側へ戻る時に
どのような境界が設定されていますか。これは場所だけとは限りません。
作品の流れに沿って、何が境界を飛び越える契機となっているかを考えて
おいてください。
試験範囲は課題1及び2で学んだ部分全てとなります。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下さい。

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

日本文学文化概説A②
石田

重点的学習範囲

「水月」を読み次の二点について自分の考えをまとめておいてください。①
京子は「前の夫」との間で鏡を媒介にした異界を共有していたが、時間の
テキスト・
流れの中で（新婚時代〜死後）その異界はどのように変化をしていったか。
教材プリント ②京子と「後の夫」との間には何らかの異界の共有があったかどうか。特
に②については意見が分かれる問題かもしれません。テキストを読んで自
分の考えをあらかじめ固めておきましょう。

すべて可

・テキスト（Different Realities）のChapter2、10から出題します。
・分からない単語が無いよう、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『健康・スポーツ科学講義 第2版』の第2章、および第8章〜第
11章を中心に、復習をして下さい。
なお、平成28年度よりテキストを変更していますが、もし以前のテキス
ト（『健康・スポーツ科学の基礎』）を、すでに持っている場合は、第2章、
第3章と第7章、第8章を中心に、復習をして下さい。
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B②

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。

古代日本文学史A

指定テキスト
（
『日本古典文学史』）
の10〜48ページ
（第一章）
が試験範囲で
す。左記の物が持込可ですが、事前に該当範囲を確認してください。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。事前の予
習を怠らないでください。

池原
古代日本文学史B

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』）
の50〜96ページ
（第二章）
が試験範囲で
採点済リポート
す。左記の物が持込可ですが、事前に該当範囲を確認してください。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。事前の予習を怠らないでください。

古典文法A
田貝

不可

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

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8回
科

目

名

担当教員名 試験場への持込

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よく理解しておいてください。
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
布プリントは持ち込み可とします。

作家作品研究
（中古）A

作家作品研究
（中古）B

作家作品研究
〈中古〉

重点的学習範囲

テキスト・
大野（祐） 自筆ノート・
教材プリント 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よく理解しておいてください。
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
布プリントは持ち込み可とします。
試験問題は、リポート課題、スクーリングの講義内容から出題されます。
テキスト・
テキストを通読し、シラバスの解説などもよく理解しておいてください。
大野（祐） 自筆ノート・
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
教材プリント
布プリントは持ち込み可とします。

作家作品研究
（近現代）A
宮内

テキスト・
自筆ノート

谷崎潤一郎が昭和8年に発表した随筆「陰翳礼讃」を読みましょう。その
上で、ここで示された美学が、
『吉野葛』
『蘆刈』
『春琴抄』の世界とどうつ
ながっているか、考えておいてください。
「陰翳礼讃」は、谷崎潤一郎全集
に入っています。
『鑑賞日本現代文学8 谷崎潤一郎』
（角川書店、1982年）
にも解説があります。

作家作品研究
（近現代）B

『草迷宮』には「稲生物怪録」の妖怪話や、子産石の伝説、毬歌などが織
り込まれている。その効果について、考えておきましょう。

作家作品研究
〈近現代〉

①谷崎潤一郎が昭和8年に発表した随筆「陰翳礼讃」を読みましょう。そ
の上で、ここで示された美学が、
『吉野葛』
『蘆刈』
『春琴抄』の世界とど
うつながっているか、考えておいてください。
「陰翳礼讃」は、谷崎潤一
郎全集に入っています。
『鑑賞日本現代文学8 谷崎潤一郎』
（角川書店、
1982年）にも解説があります。
②『草迷宮』には「稲生物怪録」の妖怪話や、子産石の伝説、毬歌などが
織り込まれている。その効果について、考えておきましょう。

宮内

テキスト・
自筆ノート

日本の伝統行事A
久野

自筆ノート

テキスト『年中行事読本』春の巻、及び『シラバス』にあげた参考書・事
典などで、
「花見」の行事について調べて理解を深めてください。4月・5
月に行なう野遊び・ハイキング・遠足などの野外での遊楽もふくめて、春
に花や緑を見に出かけることの意味を考えましょう。民俗学・年中行事の
辞典で調べましょう。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『年中行事読本』夏の巻、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。

日本の古典籍A

教科書『書誌学入門』の86頁から115頁までの範囲を中心に、知識問題
を出します。ゴシック体になっている重要語を中心にしっかりと勉強して
おいてください。用語は暗記するだけでなく、説明もできるようにしてお
いてください。また、くずし字の問題を出しますので、基本的な文字は読
めるようにしておいてください。こちらは、翻字と字母を尋ねる問題を出
します。

和田（琢）

不可

日本の古典籍B

教科書『書誌学入門』の187頁から221頁までの範囲を中心に、知識問
題を出します。用語は暗記するだけでなく、説明もできるようにしておい
てください。また、くずし字の問題を出しますので、基本的な文字は読め
るようにしておいてください。こちらは、翻字と字母を尋ねる問題を出し
ます。

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。民俗学辞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
日本民俗学B

全て可

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、師匠・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。
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単位認定試験（筆記）第8回
第８回
（２月19日実施分）
科

目

名

担当教員名 試験場への持込

重点的学習範囲

国語科指導法Ⅱ

大貫

テキスト
（二種）

今年度のリポート課題、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〕に記した各点
をしっかりと理解し習熟しておくこと。持込可とするテキストは以下の2
冊。
・田近・鳴島編著『中学校・高等学校 国語科教育法研究』東洋館出版社
・長沼行太郎他編『新編国語総合 言葉の世界へ』教育出版（文部科学省
検定済教科書）

図書館情報資源概論

大塚（奈）

不可

テキスト全体より幅広く出題します。テキストの図書館情報資源の特質を
まとめておいて下さい。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）、出版についての基本的な知識について
も整理しておいて下さい。

名雪

指定六法

名雪

指定六法

憲法A
憲法B
憲法
民法Ⅰ
（総則）
A
民法Ⅰ部
（総則）
A
民法Ⅰ
（総則）
B
民法Ⅰ部
（総則）
B
民法Ⅰ部
（総則）
刑法Ⅰ
（総論）
A
刑法Ⅰ部
（総論）
A
刑法Ⅰ
（総論）
B
刑法Ⅰ部
（総論）
B
刑法Ⅰ部
（総論）
民法Ⅳ部
（債権各論）
A

小林（秀）

指定六法

小林（秀）

指定六法

小坂

不可

民法Ⅴ部
（親族・相続）
A
民法Ⅴ部
（親族・相続）
B
民法Ⅴ部
（親族・相続）
民法Ⅴ部
（身分法）
刑法Ⅱ部
（各論）
A
刑法Ⅱ部
（各論）
B
刑法Ⅱ部
（各論）
商法総則
商行為法
「商法総則・商行為法」
商法Ⅰ部
（総則・商行為）
会社法A
会社法B

統治機構（国会、裁判所）から2問出題。
基本的人権（精神的自由、人身の自由）から2問出題。
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。
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。
緊急避難の法的性格
共謀共同正犯

小坂

不可

大坂

指定六法

民法Ⅳ部
（債権各論）
B
民法Ⅳ部
（債権各論）

基本的人権（精神的自由、人身の自由）から2問出題。

緊急避難の法的性格
役務提供型契約全般、とくに委任契約について十分に勉強しておいてくだ
さい。
不当利得について十分に勉強しておいてください。

大坂

指定六法

中村（恵）

指定六法

中村（恵）

指定六法

武藤

指定六法

武藤

指定六法

遠藤（喜）

指定六法

遠藤（喜）

指定六法

堀口

指定六法

不当利得について十分に勉強しておいてください。
親権に関する事例問題を出します。
（法定）相続人に関する事例問題を出します。
親権に関する事例問題を出します。
殺人罪、同意殺人・自殺関与罪
詐欺罪、強盗罪
殺人罪、同意殺人・自殺関与罪
問屋に関する問題
問屋に関する問題
問屋に関する問題
課題2に対応
課題2に対応
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科

目

名

担当教員名 試験場への持込

会社法
商法Ⅱ部
（会社法）
手形法・小切手法A
手形法・小切手法B
手形法・小切手法
商法Ⅲ部
（手形・小切手法）
経済法A
経済法B
経済法

堀口

指定六法

井上

指定六法

井上

指定六法

多田

指定六法

多田

指定六法

テキスト・
自筆ノート

社会地歴指導法Ⅰ

田中

社会地歴指導法Ⅱ

重点的学習範囲
課題2に対応
課題1〜2について十分に復習をしておくこと。
課題1〜2について十分に復習をしておくこと。
課題1〜2について十分に復習をしておくこと。
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
不公正な取引方法の禁止（19条）に関する事例問題
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
○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。
（例 江戸時代と明治時代の教育制度の違い）
また近代国家が社会系の教科に期待した役割についても学習しなさい。
◯学校教育における教育課程の意義を学習しなさい。教科書の第2章及び
参考文献序章、第5章が参考になります。
◯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。参考文献の第2章及びリポート課題1が参考にな
ります。
◯わが国の戦後の社会系の教科・科目の変遷を学習しなさい。教科書の第
3章とリポート課題1が参考になります。

○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
や参考書を参照して1年間の授業の計画が立てられるよう、その科目の
章立てや内容の構成をよくまとめておきなさい。
年間授業計画には、「教科・科目名」
「単位数」のほか、「学習目標」…生
徒を指導する上での学習の目標や学修到達基準、
「学習方法」…主な授業
方法及び学習方法、
「月ごとに単元及び学習内容、指導上の留意点」、
「評
価の観点と方法」が記載されるのが標準形です。教科書の第7章「学習
テキスト・
指導案の作成」及びリポート課題1「単元の指導計画」を参考にして下
自筆ノート・
さい。
定規
○授業を組み立てるには教材が必要です。授業での教材の役割や教材の持
つ意味について学習し、どのようにして教材を作るか考えをまとめてお
いてください。
○現行の『中学校生徒指導要録』、
『高等学校生徒指導要録』について、学
習評価に関する評価基準や特色を学習しなさい。教科書の第17章及び
文部科学省のホームページ、社会地歴指導法Ⅰの参考文献の第6章が参
考になります。
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正科生の在籍手続について（休学手続・休学からの復学手続を含む） 前期生対象
前期生
（４月入学生）
は2017年４月１日から新年度が始まります。引き続き在籍するため
には、下記の手続が必要となります。
◆学費の納入について
学費の振込用紙は2017年３月末頃に大学から送付します。振込用紙に印字されている金
額を期間内に納入してください。
学費内訳

振込期間

2017年４月３日（月）〜４月17日（月）厳守

新２〜新４年生

授業料

100,000円

原級生

授業料

80,000円

休学する場合

休学料

20,000円

＊振込期間に学費を納入しなかった学生は、東洋大学通信教育部学則第28条により除籍とな
ります。
◆学生証裏面シールの更新について
学生証の有効期限は2017年４月15日までです。通信教育課から学生証裏面シールを３
月下旬に送付しますので、貼りかえてください。学生証裏面シールの有効期限の切れた学生
証は無効となり、単位認定試験受験・スクーリング受講・図書館の利用ができません。また、
通学定期・学割等の購入にも利用できません。
◆休学手続について

手続期間

2017年３月１日（水）〜３月28日（火）必着

振込期間

2017年４月３日（月）〜４月17日（月）厳守

休学を希望する学生は下記２点を手続期間内に通信教育課へ送付してください。休学用の
振込用紙
（金額20,000円）
が送付されますので、その振込用紙を使用してください。
休学中は、リポート提出、スクーリング受講などの一切の学習ができません。
また、休学は在学中２回（２年間）が限度となります。
必

１

２

要

書

類

等

「休学願」
（今月号P. 31に綴じ込まれています）
※本人と保証人（大学に届け出ている方）の署名・別々の印影での捺印が必要
※保証人の署名・捺印は未成年者以外の方も必ず記入が必要
※保証人はToyoNet-G「学生メニュー」→「個人情報管理」内「保証人情報照会」
より確認可能
返信用封筒
（長３〈縦23.5ｃｍ×横12ｃｍ〉サイズ）
宛名明記
（
「様」をつけること）、82円分切手貼付

※学生証自体の送付は不要です。
26

学籍
◆休学からの復学手続について

手続期間 2017年３月１日（水）〜３月28日（火）必着
振込期間 2017年４月３日（月）〜４月17日（月）厳守
2016年度に休学し、2017年度復学を希望する学生は下記２点をまとめて手続期間内に
通信教育課へ送付してください。３月末頃に学費の振込用紙を送付しますので振込期間内に
納入してください。
2016年度に休学した学生は、復学手続を行わなければ、2017年度に学習することはで
きません。
必

１

２

要

書

類

等

「復学願」
（対象者には２月下旬に送付します）
※本人と保証人（大学に届け出ている方）の署名・別々の印影での捺印が必要
※保証人の署名・捺印は未成年者以外の方も必ず記入が必要
※保証人はToyoNet-G「学生メニュー」→「個人情報管理」内「保証人情報照会」
より確認可能
返信用封筒（長３〈縦23.5ｃｍ×横12ｃｍ〉サイズ）
宛名明記（「様」をつけること）、82円分切手貼付

※学生証自体の送付は不要です。
◆在籍手続についての注意
○一旦納入された学費は、返還できませんので注意してください。
○休学・復学許可書
（手続期間中に受付した申請が対象）
については、６月中旬に送付します。

退学手続について 前期生対象


手続期間 2017年３月１日（水）〜４月17日（月）必着
事情により、退学を希望する学生は下記３点をまとめて手続期間内に通信教育課へ送付し
てください。
必

１

要

書

類

等

「退学願」
※通信教育課程ホームページの「申請・届出」内にある本学通信教育課程指定書
式の「退学願」を使用してください。
※本人と保証人（大学に届け出ている方）の署名・別々の印影での捺印が必要
※保証人の署名・捺印は未成年者以外の方も必ず記入が必要
※保証人はToyoNet-G「学生メニュー」→「個人情報管理」内「保証人情報照会」
より確認可能

２

学生証（必ず返却してください）

３

返信用封筒（長３〈縦23.5ｃｍ×横12ｃｍ〉サイズ）
宛名明記（「様」をつけること）、82円分切手貼付

〈注意〉
○書類を郵送する際は紛失等に備え、
「特定記録郵便」を利用してください。
○退学許可書（手続期間中に受付した申請が対象）については、６月中旬に送付します。
○振込期間内に学費の納入がなく、「退学願」を提出しない場合は、除籍となります。
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【重要】在学可能年数の確認について 全正科生対象
正科生の方は、通信教育部学則第12条に基づき、在学できる年数が定められています。正
科生が在学できる年数は休学期間を除き、入学を許可された年次から起算して、１年次入学
生は10年間、２年次入学生は９年間、３年次入学生は８年間、４年次再入学生は７年間で
す。
なお、平成29年度までは、審査に通れば従来どおり再入学することができますが、募集停
止となる平成30年度からは再入学することができません。
平成29年４月に再入学を希望する方は、平成29年２月10（金）までに通信教育課までメ
ール
（mltsukyo@toyo.jp）または電話にてご連絡ください。
今一度、ご自身の在学可能年数を確認し、計画的に学習を進めてください。
在学可能年数について不明点がある場合は、通信教育課までお問い合わせください。

在学年限超過に伴う除籍について 前期生対象
次の表１に該当する前期生で平成29
（2017）
年３月に卒業できない学生は、平成29
（2017）
年３月31日付で在学年限超過で除籍となります。この場合は、いかなる理由があっても、在
学年限の延長はできません。
表１
学籍番号の年度

これまでの休学期間

①

07

なし

②

06

１年

③

05

２年

◆除籍時に単位修得に至らなかった履修途中の科目の学習履歴は、すべて無効となります。
◆対象者には、３月中旬に通知書を郵送します。
◆在学年限超過に伴う除籍後、引き続き学業の継続を希望する場合は、審査のうえ再入学
を許可することがあります。ただし、2018年度以降の学生募集停止に伴い、再入学で
きるのは、2017年度（４月再入学・10月再入学）が最終となり、2018年度からは
再入学できません。再入学を希望する場合は、申請を行ってください。なお、申請書類
は、対象者に２月上旬に送付します。
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科目等履修生の登録期間終了について 前期科目等履修生対象
2017年３月31日で科目等履修生の登録期間は終了します。
終了後、科目等履修生証を「特定記録郵便」にて速やかに通信教育課まで返却してくださ
い。※通信教育課窓口での返却も可能です。
返却期限：2017年４月７日（金）
＊次年度も科目等履修生の登録を希望する場合は、次の項目を確認してください。
・登録期間終了日
（2017年３月31日）
までにToyoNet-G「学生メニュー」の「学習
状況」 で、 自身の学習履歴を必ず確認してください。2017年４月１日以降は
ToyoNet-Gにログインできなくなります。

科目等履修生で改めて次年度の登録を希望する場合 前期科目等履修生対象
下記の要領で改めて次年度の登録手続が必要です。
対

象：2017年４月１日以降も改めて登録を希望する方

出願期限：2017年３月14日（火）
（当日消印有効）
出願方法：インターネット出願
「2017年度募集要項」に基づいて、東洋大学通信教育課程2017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。
募集要項の入手方法：通信教育課程入学案内サイト（http://www.toyo.ac.jp/site/
tsushin/）から「2017年度募集要項」をダウンロードまたは冊
子版を資料請求してください。
注意：2016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継がれませんので、ご注意ください。
な
 お、2018年度以降は科目等履修生の募集を行わないため
（P. 7参照）、2017
年度（４月登録・10月登録）が最後の募集となります。
計画的に学習を進めてください。
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科目等履修生の証明書発行時の注意について 科目等履修生対象
2012年度より科目等履修生の適用カリキュラムが変更になったことに伴い、下記対象者
の該当証明書は、２枚での発行となります。
＊対象者

登
 録期間が2011年度と2012年度にまたがる科目等履修生

＊該当する証明書

「成績・単位修得証明書」および「学力に関する証明書」

・登録期間が上記以外の方は、１枚の証明書にて発行が可能です。
・登録期間を十分確認し、お申し込みください。
下記のような科目等履修生は２枚での証明書発行となります。
【例】登録期間：2008〜2013年度
・
「成績・単位修得証明書」
2008〜2011年度分… ……………………………１枚（手数料300円）
2012〜2013年度分… ……………………………１枚（手数料300円）
合計２枚（手数料合計600円）
・
「学力に関する証明書」
2008〜2011年度分… ……………………………１枚（手数料300円）
2012〜2013年度分… ……………………………１枚（手数料300円）
合計２枚（手数料合計600円）
※手数料は郵便局発行の定額小為替のみの取り扱いとなります（現金・切手不可）。
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2017年

休

学

月

日

願（前期生用）

東洋大学長 殿
学部・学科
学籍番号

学部

学科

7

在学中
学

・

休学中

年

年

フリガナ
㊞
氏

名
携帯電話など連絡先

（

）

保 証 人
氏
名

㊞

各自署名・捺印するこ
と（印鑑は異なる印影
のものを使用）
保証人については大学
に届け出ている保証人
と同一者であること。

キ リ ト リ 線

（※未成年者以外の方も
保証人の署名・捺印は必要）

私は、以下の理由により、2017年度（2017年4月1日〜2018年3月31日まで）
休学したく、許可されますようお願いいたします。
休学の理由

１．家庭の事情のため

２．勤務の都合のため

○をつけること

３．病気療養のため

４．ケガ治療のため

５．経済的事情のため

６．進路再考のため

７．その他

通信教育部学則

第26条第 2 項

休学の期間は、在学年数に算入しない。ただし、通算２年を限度とする。
〔必要書類等〕
「休学願」に返信用封筒（長3〈縦23.5cm×横12cm〉サイズ、宛名明記、82円分の切手貼付）
を同封の上、送付してください。
※
「休学願」の受付後、休学料（20,000円）の振込用紙を送付しますので、期日までに納
入してください。
大学記入欄

事務室受付

学籍担当

学費担当

委員会審議

教授会審議

決

裁

東洋大学

教務
2017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【再掲】
2017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、手続きおよび学習をしてください。
※特に、2017年３月卒業予定者、2017年度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。
※次ページ以降の「秋学期の単位認定試験（論文）の申請および提出期限について」、「リポー
ト・単位認定試験
（論文）
提出時の体裁について」、P. 37「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。
体裁に不備がある場合は、受付することができません。
学習方法

各種期限

単位認定試験（筆記）受験

2017年２月19日（日）
【第８回受験分まで】

単位認定試験（論文）提出

2017年２月16日（木）
16：45必着分まで

注意事項

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

2017年１月13日（金）〜３月31日（金）

（受付停止期間中に届いたリポートは、通信教育課で保管できないため返送いたします。）
※正科生・科目等履修生の後期生はP. 37〜38「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。
○単位認定試験（論文）申請・受付停止期間

2017年２月17日（金）〜３月31日（金）

○科目等履修生の履修期間は単年度（１年間）です。履修して単位取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2017年３月31
日で無効になりますのでご注意ください。
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秋学期の単位認定試験（論文）の申請および提出期限について
秋学期の単位認定試験（論文）の申請および提出期限は、下記のとおりです。
◆単位認定試験
（論文）申請・提出期限：2017年２月16日（木）16：45【必着／厳守】
※消印有効ではありませんので、ご注意ください。
※各種学習方法の期限詳細については、次の内容を確認してください。
１）P . 33「2017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」
もしくは、４月号P. 50「2016年度の各種期限について」
２）通信教育部ホームページ「シラバス」→「▽資料」項目「学年暦カレンダー」
上記、提出期限以降の単位認定試験（論文）申請・提出については以下のとおりです。
■前期
（４月入学）
：正科生の方■
2017年度の「在籍手続」
（４月３日〜）完了後、単位認定試験（論文）の受験申請が可能と
なります。
「在籍手続」の詳細は、P.

26「正科生の在籍手続について（休学手続・休学からの復学手
続を含む）
」を確認してください。
なお、2017年２月16日までに提出できなかった試験の申請および解答については無効
となりますので、
「在籍手続」の完了後に改めて受験申請から行ってください（試験問題は
受験ごとに変更になることがあります）
。
■前期
（４月登録）
：科目等履修生の方■
2017年３月31日をもって登録期間が終了となります。
そのため、2017年２月17日
（金）
以降は単位認定試験
（論文）
の申請・提出はできません。
引き続き学習を希望する場合は、2017年４月登録生として改めて出願してください
（P. 29
参照）
。
なお、単位修得に至らなかった科目のリポート・スクーリングおよびメディア授業合格の
履歴は引き継がれませんのでご注意ください。
■後期
（10月入学／登録）：正科生および科目等履修生の方■
2017年４月１日より単位認定試験（論文）の受験申請が可能となります。
なお、2017年２月16日までに提出できなかった試験の申請および解答については無効
となりますので、2017年４月１日以降に改めて受験申請から行ってください
（試験問題は
受験ごとに変更になることがあります）
。

34

教務

リポート・単位認定試験（論文）提出時の体裁について【再掲】
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『東洋通信』
12月号P. 42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」
より指定の解答用紙を片面印刷で出力（※
・用紙サイズ以外の原稿用紙の指定なし
②）。HPからも出力可。用紙は白黒出力
・市販のA４判用紙（片面印刷）に20字×20
カラー出力両方可。
行で作成
・ワープロ使用の可・不可は科目担当教員 ・縦使用縦書きで手書きのみ⇒ワープロ使
用不可、全科目共通（ただし「情報サービ
の指示による（※①）
ス論」を除く）
・鉛筆及び消せるボールペンの使用は不可
・鉛筆及び消せるボールペンの使用は不可
（※③）
（※③）

・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
4 添削指導用紙

・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）
・年齢、職業の記入欄あり、必ず記入する
こと

添付しない（※④）

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

添付しない（※⑤）

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
（※⑥）

その他

※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：「不可」と表記
※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：鉛筆または消せるボールペン等を使用すると改ざんされるおそれがあるため、使用した形跡
がみられる場合は、受付をせず、返却する（リポートの場合）。
なお、単位認定試験（論文）は返却しない。あらためて消えないボールペン、ペン等を使用し
て書き直すこと。
※④：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。
※⑤：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。
※⑥：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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科目担当教員の変更、休講科目について（2017年４月〜）
【重要】
下記科目については、2017年４月より科目担当教員が変更、あるいは休講措置がとられ
ることになります（2017年１月18日現在）
。そのことにより、リポート課題やテキスト等
が変更となることもあります。つきましては、該当科目を履修している学生はできるだけ早
く単位修得してください（語学・実技・演習・実習科目は除く）。
【休講科目】
科目名
科目名
科目名
（2004〜2007年度（2008〜2011年度（2012〜2015年度
入学生・科目等履修生）
入学生）
入学生）

科目名
（2016年度
入学生）

比較文学文化史Ａ

比較文学文化史Ａ

比較文学文化概説Ａ

比較文学文化概説Ａ

比較文学文化史Ｂ

比較文学文化史Ｂ

比較文学文化概説Ｂ

比較文学文化概説Ｂ

2016年度
担当教員名
信岡

朝子

【担当教員の変更】
科目名
科目名
科目名
（2004〜2007年度（2008〜2011年度（2012〜2015年度
入学生・科目等履修生）
入学生）
入学生）

科目名
（2016年度
入学生）

スポーツ健康科学講義 スポーツ健康科学講義 スポーツ健康科学講義 スポーツ健康科学講義
古代日本文学史Ａ

古代日本文学史Ａ

古代日本文学史Ａ

古代日本文学史Ａ

古代日本文学史Ｂ

古代日本文学史Ｂ

古代日本文学史Ｂ

古代日本文学史Ｂ

日本美術文化史Ａ

日本美術文化史Ａ

日本の美術Ａ

日本の美術Ａ

日本美術文化史Ｂ

日本美術文化史Ｂ

日本の美術Ｂ

日本の美術Ｂ

日本出版文化史Ａ

日本出版文化史Ａ

出版文化事情Ａ

出版文化事情Ａ

日本出版文化史Ｂ

日本出版文化史Ｂ

出版文化事情Ｂ

出版文化事情Ｂ

江戸文化論Ａ

江戸文化論Ａ

江戸文化論Ａ

江戸文化論Ａ

江戸文化論Ｂ

江戸文化論Ｂ

江戸文化論Ｂ

江戸文化論Ｂ

2016年度
担当教員名
金田

英子

池原

陽斉

藤澤

紫

和田

博文

藤澤

紫

──

──

図書館情報技術論

図書館情報技術論

大塚

敏夫

情報サービス概説

情報サービス概説

情報サービス論

情報サービス論

兼松

芳之

読書と豊かな人間性

読書と豊かな人間性

読書と豊かな人間性

読書と豊かな人間性

村井

信彦

樋口

咲子

櫻本

正樹

近藤

和貴

学校経営と学校図書館 学校経営と学校図書館 学校経営と学校図書館 学校経営と学校図書館
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Ⅰ

書道科指導法Ⅱ

書道科指導法Ⅱ

書道科指導法Ⅱ

書道科指導法Ⅱ

民事執行法（４単位） 民事執行法（４単位）
政治学原論

政治学原論

民事執行法Ａ

民事執行法
（２単位）

民事執行法Ｂ

──

政治学原論Ａ

政治学原論Ａ

政治学原論Ｂ

政治学原論Ｂ

※通信教育課程の学習方法では学習できません。
【担当教員の変更】
（第２部通年スクーリングのみで開講）

科目名
科目名
科目名
（2004〜2007年度（2008〜2011年度（2012〜2015年度
入学生・科目等履修生）
入学生）
入学生）
国際私法

国際私法

経済法

経済法

行政学

行政学

科目名
（2016年度
入学生）

国際私法Ａ

国際私法Ａ

国際私法Ｂ

国際私法Ｂ

経済法Ａ

経済法Ａ

経済法Ｂ

経済法Ｂ

行政学Ａ

行政学Ａ

行政学Ｂ

行政学Ｂ
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2016年度
担当教員名
徐

瑞静

多田

英明

箕輪

充智
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科目担当教員変更に伴うテキストの配付について 後期生対象
科目担当教員の変更に伴う後任教員の確定は、３月になります。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
（正科
生）
につきましては学習の年度途中となるため、新テキストを、５月に大学より配付
（無償）
い
たします。ただし、 2016年10月に新規で履修登録した科目

が対象です。

2017年度『シラバス』について【重要】
2017年度『シラバス』については、ToyoNet-Gの学生メニューの「シラバス・教員プ
ロフィール」を参照してください
（３月中旬に公開予定）。
また、３月１日には、通信教育課程のホームページ
（http://www.toyo.ac.jp/site/tsukyo）
で科目等履修生
（前期生）
の募集用に2017年度『シラバス』が公開されます。
（ホームページ
に掲載される『シラバス』の内容については、一部変更の可能性がありますので、ご了承く
ださい。
）

リポート提出上の注意事項について 正科生・科目等履修生（後期生）対象
2017年１月13日
（金）
〜３月31日
（金）
まではリポート提出停止期間ですが、この期間を
利用して新たに学習計画を立て、４月からのリポート提出に向けて準備することができます。
この期間の学習方法として、テキストを精読したり参考文献を調査、情報収集を行うなどし
ておくことをお勧めします。
１．４月からのリポート提出の際の注意
 2017年４月１日以降は、 2017年度『シラバス』
（詳細は上記「2017年度『シラバ
ス』
について」参照）にもとづく学習となります。
 そのため、開講年度が「2016」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2016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。2017年４
月１日以降に改めてリポート申請のうえ、開講年度が「2017」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。
■前期
（４月入学）：正科生の方■
2017年度の「在籍手続」
（４月３日〜）完了後、リポート申請・受付が可能となります。
「在籍手続」の詳細については、P.

26「正科生の在籍手続について（休学手続・休学から
の復学手続を含む）」を確認してください。
な
 お、2017年４月１日以降は2017年度『シラバス』のリポート課題に基づく学習とな
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るため、2017年１月12日（木）までに提出できなかったリポートの申請と提出用表紙は
無効となります。
■後期
（10月入学／登録）：正科生および科目等履修生の方■
2017年４月１日よりリポート申請・受付が可能となります。
ただし、年度単位
（４月〜３月）
で『シラバス』が更新となりますので、2017年４月以降
は2017年度『シラバス』のリポート課題での学習となります。
そのため、2017年１月12日（木）までに提出できなかったリポートの申請と提出用表紙
は無効となります。
※『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４月より新しい『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、2016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2017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」のページをあらためてご確認くださ
い。
３．リポートのコピー保管について
 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、作成したリポートおよび単位認定試験（論文）は、必ずコピーをとり、手元
に保管してください。

成績の確認について
ToyoNet-G「学生メニュー」の「学習状況」で、自身の学習履歴が確認できます。
学習を進めながら、随時、履歴の確認をしてください。
＊学習状況の内容に関して質問がある場合は、返信用封筒（宛名明記・切手貼付）、学生証の
コピーを同封のうえ、質問用紙にて問い合わせてください。電話での質問には応じられま
せんので、ご注意ください。
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2017年度年間スクーリング日程 【重要】
2017年度開講予定のスクーリング日程は、2017年３月１日から、通信教育課程ホーム
ページ
（http://www.toyo.ac.jp/site/tsukyo/）で公開します。

「司書教諭修了証書」申請について 前期生対象
「司書教諭修了証書」大学一括申請（申請手数料600円）の申込受付を下記のとおり行いま
す。ただし、編入学生・科目等履修生は、個人申請が必要となりますので申込できません
（2017年３月本学通信教育課程卒業見込者および本学通信教育課程卒業生は大学一括申請が
可能な場合がありますので、通信教育課に問い合わせてください）。
なお、大学一括申請した場合の「司書教諭修了証書」の交付は、2018年５月中旬頃とな
ります。
１．申請資格
・司書教諭の資格に必要な単位（５科目10単位）が修得済であること。
・教育職員免許状の取得または2017年５月末までに「教育職員免許状授与証明書」の
発行を受けられる見込であること。
２．手続について
上記申請資格がある者で大学一括申請を希望する学生は、次ページの「司書教諭修了証書
申請書」をＡ４判に拡大してコピーし、必要事項を明記のうえ、返信用封筒
（長３定形封筒に
宛名明記・242円切手貼付）
を同封し、2017年３月３日
（金）
〜３月13日
（月）
必着で通信教
育課宛に申し込んでください。
なお、申請者には2017年６月頃に申請手続および手数料納入について、お知らせいたし
ます。
３．個人申請について
文部科学省の官報での告示後、文部科学大臣委託学校に所定書類を提出（講習書類参加）す
ることで修了証書が授与されます。
詳細は文部科学省ホームページの告示「学校図書館司書教諭実施要領」に掲載されていま
す。
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司 書 教 諭 修 了 証 書 申 請 書
本

電話番号
携帯電話
メールアドレス

都・道

籍

府・県
〒

現住所

−

（
（

@

）
）

都・道
府・県

ふりがな
氏 名

男 ・ 女
昭和
平成

生年月日

年

月

日

学

歴

学部
昭和 ・ 平成

卒業時学籍番号

学科
年

月

7

日卒業 ( 見込 )

東 洋 大 学 長 殿
文部科学省より司書教諭修了証書の交付を受けたく申請の手続をお願いいたします。
2017 年

（2016 年度在籍の所属を記入）
学部

所属

学

科

日

学 籍 番 号

7

通信

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

月

−

都・道
府・県

電話番号

（

）

携帯電話

（

）

教育職員免許状の有無

有 ・ 無（平成

年

月 取得予定）

卒 業 後 の 進 路

司書教諭 ・ 教諭 ・ 司書 ・その他（

）

※修了証書受渡（2018 年 5 月頃を予定）までの間に、上記記入事項が変更となる場合は、
早急に通信教育課まで届け出てください。（TEL：03-3945-7348 E-mail：mltsukyo@toyo.jp）
※Ａ4 に拡大コピーをし、記入してください。
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GPA算出に伴う履修登録科目の取り消しについて
2014年度の１年次入学生よりGPA（Grade Point Average）制度を導入しています。
GPAとは、授業科目ごとの成績に対して、4.0〜0.0のグレード・ポイントを付与し、こ
の１単位あたりの平均を算出したもので、学生の学習到達度をはかる指標として国内外の大
学で広く使われています。
以下の対象に該当し、学習しない科目がある場合は、３年次の学年末のみ履修の取り消し
が可能です。
対 象 者：2014年度の１年次前期入学生
2015年度の２年次前期入学生
2016年度の３年次前期入学生
手続期間：2017年３月７日（火）〜11日（土）
詳細や注意事項については、対象者のみ、３月上旬にToyoNet-Gの「お知らせ」にて配信
いたします。
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予告 履修登録について 正科生対象
履修登録は、ToyoNet-Gを利用した手続になります。
手続方法はToyoNet-G「各種資料」掲載の『ToyoNet-G利用ガイドブック』
「 履修登録を
行う
（通信教育課程）」のページを確認してください。
１．履修登録期間
・2017年４月１日
（土）〜４月６日
（木）
※ToyoNet-Gは、毎週木曜日の21：30〜23：30に定期メンテナンスを実施するため利
用できません。予めご了承ください。
※夜間・履修登録期間後半などはアクセスが集中しやすいため、時間に余裕をもって履修登
録を行ってください。
２．履修登録単位数
前期生

上限40単位

前期生の履修登録は４月のみで40単位登録を行います。
後期生

上限20単位（年２回）

後期生は年度途中の入学であり、確定しているスケジュールが翌年の３月までであること
から、科目選択に不明なことが多い中で履修登録を行うこととなります。そのため、履修登
録については10月と４月の２回に分割してそれぞれ上限20単位ずつ登録を行います。
３．対象学年
１〜新４年生
※原級生の方は新規履修登録できません（諸資格科目は除く）。
４．継続履修
やむなく、前年度に履修登録した科目で前年度内に単位の修得まで至らなかった場合は「継
続履修」として自動的に科目が登録され、引き続き学習ができます
（テキストが変更になって
も、配本はありませんので各自でご用意ください）。


《次頁につづく》
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５．追加履修科目
次の
（１）
〜
（４）に該当する科目は「追加履修科目」です。
追加履修科目は、年間の新規履修登録単位の上限の40単位には含まれず、テキスト配本も
ありません。
（１）卒業要件に含まれない教職科目を履修する場合
（２）編入学・転入学生が編入学・転入学年より低学年次配当の必修科目を履修する場合
・2016年度入学学年別

低学年次配当科目一覧

2016年度２年次編入学・転入学生
（2017年度より３年次）

2016年度３年次編入学・転入学生
（2017年度より４年次）

基礎ゼミナール

基礎ゼミナール
日本文学文化概説Ａ・Ｂ
日本語概説Ａ・Ｂ

文学部

法学概論
憲法A
憲法B
刑法Ⅰ部
（総論）
A
刑法Ⅰ部
（総論）
B
民法Ⅰ部
（総則）
A
民法Ⅰ部
（総則）
B

法学部

（３）法学部の学生が、図書館司書科目・学校図書館司書教諭科目を履修する場合
６．履修科目変更について
履修登録済みの科目について、以下の場合のみ同科目の別コースへ変更することが可能で
す
（履修登録期間中に限る）。手続方法等詳細は、３月下旬に送付する「履修の手引き」を参
照してください。
（１）演習・実習科目のスクーリングに参加できないことによる科目変更
（２）学習方法をメディア授業に変更：日本史A・B、日本文学文化概説A・B
日本文学文化特講《古典》Ａ、日本文学文化特講《古
典》Ｂ、日本語学特講Ｂ
ただし、変更前のコースで学習した学習履歴は無効となり、変更後のコースのテキストが
変更前のコースの配付済のテキストと異なる場合、そのテキストの変更は自己負担になりま
す。予めご了承ください。
７．受講条件対象科目について
受講条件のある「卒業論文」・「教育実習」・「教職実践演習」は通信教育課で確認のうえ、
履修登録します。
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科目等履修生の履修について 科目等履修生対象 後期生対象
科目等履修生
（後期生）については年度途中の登録であり、出願手続時に科目の登録を行っ
ている関係から、分割登録はせず、変更届の提出をもって履修登録科目およびコースの変更
を認める措置をとることにいたします（この場合も配本は行いません）。
この場合、変更前の科目の学習履歴は無効となります。
また、科目の追加や削除はできませんのでご注意ください。
・科目変更手続期間：2017年４月１日（土）〜６日（木）
※詳細や注意事項については、３月下旬にToyoNet-Gの「お知らせ」にて配信します。

卒業要件の充足と卒業の時期について【再掲】
原則として、前期生
（４月入学生）
は３月卒業、後期生
（10月入学生）
は９月卒業ですが、卒
業の時期に、単位修得が不足して卒業要件が満たされない場合、卒業は見送られます。その
後は前期生・後期生に関係なく、卒業要件単位を充足した直近の９月または３月に卒業とな
ります。
教育実習や資格取得の関係で、翌年や半年先の在籍を希望する学生は、その時期に卒業要
件を充足するように、学習計画を立ててください。卒業要件を充足した状態で卒業を見送る
ことはできません。
【例】
前期生で、2017年３月の卒業を目指し、卒業論文の単位は修得したが、卒業要件単位数
が２単位足りずに卒業できなかった。その後、2017年６月に不足していた２単位を修得し
た。
→この場合、前期生であっても2017年９月に卒業となります。
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2017年度通年スクーリングの受講について
正科生・通年スクーリング受講希望者対象
正科生は通年スクーリングとして、通学課程（文学部第１部・第２部、法学部第２部）の授
業をその学年配当にしたがって受講することができます。
◇履修条件
認定卒業単位
卒業までの
正科生以外
学部 履修課程 履修
履修可能単位 学籍番号の入学年度 学籍番号の入学年度
の履修
08以降の学生
00〜07の学生
文
法

第１部

○

30単位

第２部

○

30単位

第１部

×

第２部

○

◇申請登録期間

１部、２部
合わせて40単位

１部、２部
合わせて30単位

×
×
×

40単位

40単位

同左

×

2017年４月１日（土）〜４月６日（木）

◇申請登録手続
１〜新４年生……４月１日よりToyoNet-Gの「お知らせ」に通年スクーリング対象科目を
公開します。それに基づいて、各自ToyoNet-Gにて申請登録を行ってく
ださい（「学務システムToyoNet-G利用ガイドブック」参照）。
原級生……………原級生は新規履修登録ができないため、ToyoNet-Gからの申請登録はで
きません。通信教育課程で履修している科目を通年スクーリング科目の
受講に変更する場合のみ対象となります。
手
 続方法につきましては、別途ToyoNet-Gの「お知らせ」に掲載しま
す。また、４月１日よりToyoNet-Gの「お知らせ」に通年スクーリング
対象科目等を公開します。
なお、受講にあたっては以下の注意事項を確認してください。
■注意事項
① 通信教育課程で履修している科目を通年スクーリング科目の受講に変更する場合は、別
途申請が必要です。詳細は４月１日より公開のToyoNet-Gの「お知らせ」で確認してくだ
さい。
 ただし、変更に伴って、これまで通信教育課程で学習したリポート・スクーリング等の
合格履歴はすべて削除されますので、十分検討のうえ申請をしてください。
② 通学課程の授業を受講する制度ですので、通学課程の学生による履修登録が最優先され、
科目ごとの定員に達した場合は履修できない場合があります。
③

テキストの配本はありませんので、各自で準備してください。
45

教職
2017年度教育実習参加者事前面接について
2017年度教育実習参加要件を満たした学生（2017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「お知らせ」および文書で
通知します。
月

日

2017年３月11日（土）

時

間

12：00集合（14：00終了を予定）

場

所

白山キャンパス 教
 室はToyoNet-Gのお知らせ
「教務関係」にてお知らせいたします
「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
□2017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）
□2017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
「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
該科目の教科指導法（※）」
修得済みであること
□2017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（21単位）、高
校は32単位の３/４以上（24単位）
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
□2017年４月中に健康診断を受診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のない者
□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ない者
□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
□2017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、2017年度の教育実
習を辞退することを了解している
□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）が中止となる場合、その
指示に従える者
（※）
2016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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2017年度の「教職実践演習」の履修について
「教職実践演習」は、2017年３月１日
（水）
に通信教育課程ホームページで公開予定の2017
年度「シラバス」でお知らせするとおり、東洋大学通信教育課程の教育実習に参加している
ことが受講要件となっております。
2017年度教育実習参加者は、2017年３月11日（土）に行われる事前面接の際に受講の
詳細をお知らせします。
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その他
登録情報の変更について
氏名・住所・電話番号・勤務先・保証人など、既に登録している事項に変更が生じた場合
は次の方法で変更手続をしてください。正科生と科目等履修生では手続方法が異なります。
◇正科生：
①住所・電話番号・勤務先の変更……………ToyoNet-Gより変更してください
②上記以外の変更
（氏名・保証人の変更等）…………通信教育課程ホームページの「申請・届
出」内にある「変更届」に記入し、学生証のコピーを同封の上、お送りください。
◇科目等履修生：
全ての変更………通信教育課程ホームページの「申請・届出」内にある「変更届」に記入し、
科目等履修生証のコピーを同封の上、お送りください。
氏名・住所・電話番号はもちろんのこと、勤務先・保証人項目などについても正確な届出
がなされなかった場合、
『東洋通信』発送、個人への連絡等に支障をきたす場合がありますの
で、必ず届け出てください。また、住所変更の際は、郵便局への「転居届」提出も必ず行っ
てください。
なお、大学からの送付物の発送予定（2017年３〜４月）は、下表のとおりです（在学生の
み、教職課程履修者等の個別送付分は除く）。
「変更届」を提出することが必要な学生は、確
実に送付物の受取りができるよう、３月上旬までに手続を完了してください。
各種資料等

対

象

学費振込用紙

正科生（前期生のみ）

一括送付書類

正科生

（履修の手引き、学生証裏面シール等） （ただし、学生証裏面シールは前期生のみ）

『東洋通信』４月号

正科生
科目等履修生（後期生）
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発送予定日程

３月末

その他

証明書申請の定額小為替について
証明書発行申請の際に必要な定額小為替は、発行日から４ヵ月以内のものを使用してくだ
さい。
また、受取人住所・氏名（おところ・おなまえ欄を含む）や裏面の委任欄などは記入する必
要はありません。何も記入せず、そのまま送付してください。
発行日から４ヵ月以上経過したものおよび記入のあるものは、受付できず、返却いたします。

白山キャンパスの入構禁止期間および3月の通信教育課
事務室の窓口業務取扱時間・休業日のお知らせ
下記の期間は通学課程の入学試験実施に伴い、白山キャンパス内への入構が禁止されてい
ます。単位認定試験（論文）や各種提出物は通信教育課窓口で受付できませんので、郵送にて
提出してください。
【入構禁止期間】
・2017年

1/31（火）22：00〜 2/1 （水）16：00

・2017年

2/7 （火） 0：00〜 2/11（土・祝）18：00

・2017年

2/26（日） 0：00〜 2/27（月）16：00

・2017年

3/4 （土） 0：00〜 3/6 （月）17：00

３/17
（金）
・３/18
（土）
・３/21
（火）
・3/22
（水）
は通信教育課事務室移転引越のため
（新
事務室は白山キャンパス８号館２階）
、3/25
（土）
は全学休業につき、事務室は休業いたしま
す。また、3/23（木）は学位記授与式・卒業式のため、窓口・電話取扱を停止いたします。
上記および祝日を除き、窓口業務取扱時間は、次のとおりです。
月〜金

９：30〜12：45、14：00〜16：45

土

９：30〜12：45（３月25日を除く）

【図書館からのお知らせ】前期生の４年生
（原級生含む）
の
春季特別長期貸出利用上の注意について
前期生の４年生（原級生含む）は、修得単位数に関わらず「３月卒業予定者」とみなされま
す。
図書館の春季休暇に伴う長期貸出を利用する場合は、返却期限日は2017年３月９日
（木）
となりますのでご注意ください（貸出延長を行った場合は2017年３月23日）。
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先人の経験に学びましょう
～卒業論文提出にまつわるエトセトラ（法学部編）～
序論──問題提起
学生の皆様におかれましては日夜の学習にお励みのことと思います。法学部TAの始澤でご
ざいます。２月の寒さも本番となり、新年度が近づいてまいりました。気持ちを新たに爽や
かに、新年度を迎えるべく、今回は卒業論文の書き方について、説明会等で多く寄せられる
質問も交えながら、着手から完成に至るまでに必要な準備等をご紹介させていただきます。
第１章──卒業論文とは何か
卒業論文の心構えとして、作成に取りかかる前に、卒業論文とはどういうものなのか、今
一度考えてみることが重要です。卒業論文とは、これまでの学習の集大成であり、東洋大学
通信教育課程において積み重ねてきた学習を「論文」という形にまとめて完成させるもので
す。後述致しますが卒業論文とはテキストにある情報を貼り付けるような作業ではなく、問
題を発見し、資料を収集し、論理的に考え、それらを文章化するものなのです。

第２章──卒業論文を書くためのアドバイス
卒業論文を執筆する上で重要なことは多々ありますが、本章はその中でも特に質問の多い
（１）
テーマ設定、
（２）指導担当の先生との連絡、（３）執筆にあたっての注意点についてご説
明致します。
（１）テーマ設定
卒業論文は、
「テーマ設定の良し悪しで結果の６割は決まる。」といわれます。卒業論文を
書く上で重要なことは、例えば法学部なら、問題を法的に捉えてその論点を指摘し、解決の
ために、判例や学説を提示し、考えを述べることです。これらのことは全て、過去に発表さ
れた研究成果に基づき論じなければなりません。そのため、新たな説を述べたりすることは
不要です。それゆえに、テーマは奇抜なものではなく、ありふれたものでよいのです。海外
の問題や時事問題を選ぶと存外に資料が少なく、行きづまってしまうこともあります。あま
りにテーマを広げすぎて関係ないことを書いたり、論点がそれないように常に気をつけたい
ものです。つまり、論文のテーマは狭ければ狭いほどよいとされます。一つの事をより深く
考察してください。
（２）指導担当の先生との連絡
テーマ設定と同じくらい重要となるのが指導教員の選択です。研究選考テーマに精通した
先生に指導していただくことが重要です。その決定方法には二つの傾向があります。
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①テーマを決める→指導教員を選択する
書きたいものがあらかじめ決まっている場合は、そのテーマを研究分野にしている先生に
お願いすることが一般的な方法です。前年度から積極的に連絡を取っておくようにするとよ
いでしょう。
②指導教員を選択する→テーマを決定する
スクーリング等で面識のある先生に指導をお願いする方式です。そのためテーマは、その
先生の研究分野に限定されます。
卒業論文説明会・指導会でお話しする内容はあくまでも原則であり、論文の体裁等最終的
な判断は指導教員です。文字数・引用方法・表紙・書式等、必ず指導教員に確認を取ること
が必要です。通信教育課程の学生は、定期的に先生と連絡を取り合うことが難しくても、メ
ール等で論文の進行状況を報告してみてください。
（３）執筆にあたっての注意点
その①

年間計画

はじめに年間計画をイメージして下さい。３月卒業希望の場合、卒業論文提出年度の４月
にはToyoNet－Gにて題目申請手続きを行うことになりますので、テーマ・内容・指導教員
を考えておいてください。指導教員とはこまめに連絡を取り合い、なるべく早い段階で初稿
を指導教員にお見せください。提出期限直前では十分な修正は難しくなります。おおよそと
しては、卒業論文提出４ヶ月前を目標に下書きを完成させてください。なお、提出は必ず時
間的な余裕をもって行ってください。不測の事態、例えば交通機関の遅延や体調不良等もあ
り得ます。必ず時間的にも精神的にも余裕をもって、あらかじめ提出日を決めておきましょ
う。
卒業論文についても心配なことはTAの学習相談をご利用下さい。卒業論文提出期限１ヶ月
くらい前から卒業論文に関する質問は増えますが、夏頃は質問者が少ないので学習相談・問
い合わせの時期としてお勧めです。
その②

構成

卒業論文はリポートとは異なり、目次・章立てが必要になります。書き方は「序論・本論・
結論」や「起承転結」等がございます。はじめに問題提起・研究の目的・研究方法を示しま
す。なぜこのテーマに興味を持ったのか、どのように研究を進めるのか、どのような法的な
解決策を導くのかを示します。この問題提起を受けて、結論に至るまでどのような根拠があ
ったのか、法律の条文・学説・判例等の先行研究を整理し、自身の見解を示します。その結
論は、先行研究と同じでかまいません。そして論文の終わりには、はじめに示した法的問題
の解決について論じてください。
その③

資料収集
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卒業論文にはたくさんの著作・資料・判例が必要になります。論文を書いている最中にも
次々に必要な資料が出てきます。提出が近づくと読みたい本が借りられて入手できない、と
いうこともあります。そのため、論文の構成やテーマがある程度固まりましたら資料を入手
するようにして下さい。判例・新聞・研究論文等、資料捜索に苦労する学生の声も多く聞き
ます。なお、コピーを取る際には、出典記述のため奥付もコピーしておくと便利です。ホー
ムページを利用する際は、官公庁や図書館のデータベース等、信用のおけるものを利用して
下さい。
その④

剽窃の禁止

序論で問題提起を行い、探した資料をもとに書きすすめる一方、関連ある学説・判例を整
理し、さらに論旨を展開させていきます。このときに、出典を忘れずにつけることが大切で
す。剽窃は厳禁です。剽窃があるものは論文として成り立ちません。どの文献のどの部分か
ら引用したのか正確に記載して下さい。著者名・タイトル・出版社・出版年・頁を忘れず記
入し、出版年は元号・西暦のどちらかで統一して下さい。引用方法に不安のある方はTAにお
尋ねください。
その⑤

製本について

卒業論文は製本して提出していただきます。製本は、専門業者に作成を依頼する方法と、
自分で専用キット等を購入して作成する方法があります。それぞれの特徴を紹介します。
専門業者に依頼する…製本のできる専門店に依頼します。
・良い点：表紙が金文字や白文字で印字できる。装丁が美しくよい記念になる。
・悪い点：製本の作成期間が必要であるため早めに原稿を完成させなければならない。
専用キット等を購入して自分で製本する…大学生協・文具店・通販等で専用のバインダーが
購入できます。表紙は自分でシールに題目を書いたり、テプラで作って貼るなどの方法があ
ります。
・良い点：製本依頼するよりも安価で作成できる。作成依頼期間がないので時間に制約が
ない。
・悪い点：うまく綴じないと美しく仕上がらない。
第３章──失敗例とあれやこれ
卒業論文を書くのは誰でも初めてです。どのようなことに注意したらよいのかについて、
ご存じない方がほとんどだと思います。そのため、実際にあった失敗例をご紹介させていた
だきます。
その①

清書編

・先生に質問したいのに先生と連絡が取れない
（先生方もご多忙です。また、すぐに連絡がつ
52

TAのしおり
かないこともあります。日にちに余裕を持って指導の依頼をしましょう）
・パソコンで清書中にデータが消失した
（データ保存はこまめにUSB・CD・デスクトップ等
複数箇所にしましょう）。
・提出日が近いのに病気になった（手洗いは念入りに！

質のよい睡眠と栄養を取りましょ

う）
。
その②

装丁編

・提出用バインダーに上手く綴じられず、原稿に皺が入った
（かなり多いトラブルです。落ち
着いて行いましょう）。
・専門店に持っていったら閉店していた
（営業時間と印刷可能な締切日をきちんと確認しまし
ょう）
。
・両面印刷にしたら枚数が少なくなりボリューム不足に見えた
（原則は片面印刷です。こちら
のほうが読みやすいです）。
その③

提出編

・提出期限日に提出しようとしたら当日の悪天候で交通機関が遅延し、提出が締め切り時間
ぎりぎりになった（提出締切一日前に提出するのもよいです）。
・卒業論文と共に提出しなければならない書類
（「住民票」と「氏名・生年月日届」）
を忘れた。
・印刷機の故障、コピー機の紙詰まり
・大学で印刷しようと思っていたらデータを家に忘れた。
・手書きの論文で書き直しが必要になり、提出日に30枚書き直して締切時間に遅れそうにな
った
（手書きの場合の修正は早め早めに行いましょう）。
結章──卒業論文のもつ意義
卒業論文とはこれまでの学習の集大成であります。製作には、多大な知識・資料と共に、
考察力に加え、膨大な労力と時間が必要です。時間と手間のかかるものであり、長い期間を
かけて論文を仕上げる方もいらっしゃいます。論文が完成したときの達成感は大変なものが
あります。執筆するからには、自分の満足いく論文を提出し、自身の研究成果を披露してく
ださい。


（法学部TA

53

始澤真純）

東洋通信

東洋大学補助教材



2017年

第53巻

第6号

Contents

【随

筆】

司法におけるAI化の波… …………………………… 清

水

宏… 2

【学 習 室】
萩原朔太郎「死なない蛸」を読む … ……………… 野

呂

芳

信… 4

民法94条 2 項の類推適用について … ……………… 小

林

秀

年… 7

就学と修学

本

典

裕…11

乱世を彩る独断──『太平記』の天皇たち──… … 和

田

琢

磨…15

取締役の義務とCSRに関する一考察 … …………… 井

上

貴

也…30

【論

教育を考えるひとつの視点 … ……… 藤

文】

─1─

随 筆
司法におけるＡＩ化の波

ＡＩ（人工知能）の利用が様々な分野で期待され、また、実施されていることは、いささ

か旧聞に属すると言っても過言ではなくなっている。たとえば、医療の分野においては、医

者でも判別の難しい病名を正確に診断したとか、適切な治療法を発見して命を救ったとか、

素晴らしい成果が報告されている。こうしたことは、マンパワーに大きく依存する（？）司

法の分野には縁遠いことのように思われる方もいらっしゃるかもしれないが、実のところ、
着々と実用化に向けた研究がおこなわれている。

すなわち、たとえば、法とコンピュータ学会や情報ネットワーク法学会などにおいては、

裁判例の蓄積を、ある意味ビッグデータとして、量刑や損害賠償金額の判断に用いることが

検討されてきた。また、裁判記録をテキスト形式の文書ではなく映像で記録し、かつ、検索

機能等を強化して参照の便宜を高める技術も検討されてきた。さらには、情報通信機器を利

用して、裁判所など公的施設と利用者との物理的な距離をゼロにすることも検討されてきた。

もちろん、コンピュータを用いた司法判断の可能性についても、主として理論的な面から検
討が行われてきた。

そうした中でロンドン大学、ペンシルヴァニア大学およびシェフィールド大学の共同研究

において、コンピュータに司法判断をさせる実証実験が行われたというニュースに接した。

これは欧州人権裁判所に提訴された事案を利用して、コンピュータに判断を行わせたという

ものであった。裁判例の蓄積を用い、多くの事案にみられる共通の要素を分析し、量刑や賠

償金額を統計的に処理し、一定の判断を行うことは、コンピュータにとって難しいことでは

ないであろう。現に、倒産処理の分野ではＡＩがデュー・ディリに用いられている。そうす

ると、この実験のどこが目新しいのかということになるが、今回用いられたＡＩは、道徳的
な側面に配慮した判断が可能であったとのことである。
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たとえば、量刑判断に際しては、情状の酌量が行われる。また、損害賠償金額、わけても

慰謝料額の判断に際しても、被害者の苦痛の程度、財産状態、職業、社会的地位や年齢、過

失の程度とともに加害者の悪性などが考慮される。こうしたことから、コンピュータによる

「機械的な」判断では「正しい」判決とならないのではとの指摘があったところである。とこ

ろが、ＡＩが道徳的判断能力を身に付けたということは、人間である裁判官が行う「正しい」

裁判に近いものとなっていることを意味するのである。現在のところ精度は七一パーセント

と報告されているが、今後さらに高まることは容易に想像のつくところである。

さて、この状況は国にとっては司法予算削減の好機、裁判官にとっては失職の危機のよう

宏

し

みず

ひろし

法学部教授

専攻：民事手続法

出身：愛媛県
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に映るが、それにはまだ早いようである。判断が分かれるような事案では、コンピュータも

判断に迷うところがあったことも併せて報告されていることに鑑みれば、前例のない事件に

ついて法創造を行うという点では、まだ人間である裁判官に一日の長があると言えよう。そ

の文脈においては、法に関して「哲学する」ことの重要性が再認識されるところである。

なお、本学では来年度からＡＩを研究領域に持つ情報連携学部が新設されることになって

いる。仮にこの分野での法学部との連携が行われれば、大学祭に際して行われている模擬裁

水

判がＡＩによる模擬裁判となる日も来るかもしれない。

清

学 習 室
萩原朔太郎「死なない蛸」を読む

呂

芳

信

鬼、天人、妖精等と呼ばれ、我等の身辺に近く住んで、宇宙の

野
萩原朔太郎の散文詩「死なない蛸」ははじめ「新青年」（昭２・

至る所に瀰漫してゐる。水族館の侘しい光線がさす槽の中で、

蝕まれた環境

或る水族館の水槽で、 ひさしい間、 飢ゑた蛸が飼はれてゐた。 地

一

る作品本文は『宿命』に収録された形のものである。

下、その前提で考察をすることとする。なお、次節から引用す

深い意志のイデア〉がこめられているということになろう。以

したがって、本作の蛸には人間としての
（主に朔太郎の）〈執念

スチツクな主観ではないだらう。
〉と解説されている。

不死の蛸が永遠に生きてるといふ幻想は、必しも詩人のイマヂ

び まん

４）に発表され、その後『虚妄の正義』（昭４・ 、第一書房）
、
『宿命』（昭 ・９、創元社）
に収録された。
『宿命』収録時には巻

成のような作品であると思われる。本稿では散文詩に込められ
た生きた思索を読んでみたい。
本作の主人公は水槽の中の一匹の蛸である。とはいえ、右に
述べた『宿命』の自註においては、
〈生とは何ぞ。死とは何ぞ。
肉体を離れて、死後にも尚存在する意識があるだらうか。私は
かかる哲学を知らない。ただ私が知つてることは、人間の執念
深い意志のイデアが、死後にも尚死にたくなく、永久に生きて
ゐたいといふ願望から、多くの 精 霊 を創造したといふことであ

下の薄暗い岩の影で、 青ざめた玻璃天井の光線が、 いつも悲しげに

スピリツト

る。それらの 精 霊 は、目に見えない霊の世界で、人間のやうに

漂つてゐた。 ／だれも人人は、 その薄暗い水槽を忘れてゐた。 もう

スピリツト

飲食し、人間のやうに思想して生活してゐる。彼等の名は、餓
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10

末に自註も載せられている。本作は詩人朔太郎の喪失感の集大

14

が、埃つぽい日ざしの中で、いつも硝子窓の槽にたまつてゐた。

久しい以前に、 蛸は死んだと思はれてゐた。 そして腐つた海水だけ

食物が全く尽きてしまつた時、 彼は自分の足をもいで食つた。 まづ

も、おそろしい飢饑を忍ばねばならなかつた。どこにも餌食がなく、

硝子のこと）
に遮られてこの与えられた環境
（宿命）
から逃れるこ

件の悪さが強調される。しかも〈青ざめた玻璃天井〉（
「玻璃」は

〈腐つた海水〉
〈埃つぽい日ざし〉 等、 蛸にとっての世界の条

胃袋から。どこもかしこも、すべて残る隈なく。完全に。

蛸は、彼の身体全体を食ひつくしてしまつた。外皮から、脳髄から、

ひはじめた。 少しづつ他の一部から一部へと。 順順に。 ／かくして

かりおしまひになつた時、 今度は胴を裏がへして、 内臓の一部を食

その一本を。 それから次の一本を。 それから、 最後に、 それがすつ

ともできない。そのうえで人々から忘れ去られ、死んだと思わ

あり、欲望するように作られた生命体である。しかし誰からも

飼われている。これは蛸の責任ではない。蛸は〈飢ゑた蛸〉で

蛸は好きでこの水槽にいるわけではなく、有無を言わさずに

ない自己の宿命を自覚し、精神的に満たされない飢餓状況に陥

れば、思春期以降、個人に目覚め、たちまち周囲と理解しあえ

決定されてしまったのだろう。蛸が朔太郎の思いを表すのであ

蛸には岩影に隠れ眠る時期があった。その間に飢餓の宿命は

れているのは、悪意なき偶然としか言いようがない。

世話をされず、欲望だけを持たされたままで放っておかれてい

われる。それは、生きるとは欲望することであり、しかし世話

これらの点は、後期の朔太郎の世界観をよく表していると思

む自壊の様子を表現する。蛸は先に脳髄を食べ、後に胃袋を食

べて残る隈なく。完全に。
〉といったリズムが、着々と確実に進

い自壊作用の連続であった。
〈一部から一部へと。順順に。
〉
〈す

ったことと合致している。その後の生活は、求めた救済も来な

をする存在（神など）もない世界に無目的に捨て置かれ、そこを

べているように取れる書き方となっている。理性よりも深いと

るといえよう。

出ることもならず、そして欲望が満たされることもない、とい

ころに欲望の本体があるということであろうか。そして満たさ

神なき人間の宿命、理不尽な人生

もしれない。飢餓は永遠に満たされないのである。

れない欲望から発する詩作も、自らを食い殺す行為であるのか

う不条理であろう。

二

三

肉体の消滅
けれども動物は死ななかつた。 蛸は岩影にかくれて居たのだ。 そ

して彼が目を覚した時、 不幸な、 忘れられた槽の中で、 幾日も幾日
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よした海草とが動いてゐた。 そしてどこの岩の隅隅にも、 もはや生

た。 曇つた埃つぽい硝子の中で、 藍色の透き通つた潮水と、 なよな

或る朝、 ふと番人がそこに来た時、 水槽の中は空つぽになつてゐ

当する部分である。これをもって、
「死なない蛸」は結ばれてい

願望から、多くの 精 霊 を創造したといふこと〉とあったのに該

デアが、死後にも尚死にたくなく、永久に生きてゐたいといふ

冒頭に引用した『宿命』の自註に〈人間の執念深い意志のイ

蛸が消滅した後、水槽では潮水と海草が動いていた。蛸の苦

精霊等を生み出してきた。作中の〈尚ほ且つ永遠にそこに生き

れない欲望、そして不死の願望から、太古から人類は死後の生、

しほみづ

物の姿は見えなかつた。 蛸は実際に、 すつかり消滅してしまつたの

る。

スピリツト

である。

しみとは無関係に持続して存在し続ける外界のイメージであろ

てゐた〉
〈人の目に見えない動物が生きて居た〉という断定の繰

この理不尽な世界において不思議と存在してしまった満たさ

うか。もはや蛸については何の痕跡もないようであるが、作品

り返しからは、願望の強さがありありと感じられる。

色の透き通つた潮水〉になっている。蛸が飢餓をしのぐために

〈不死の蛸が永遠に生きてるといふ幻想〉
くの 精 霊 を創造した〉

とはいえ、自註の〈永久に生きてゐたいといふ願望から、多

しほみづ

の冒頭で〈腐つた海水〉であったものが、ここでは不思議と〈藍

どのように微細なものであろうとも食べつくしたために海水が

などの部分からは、詩人の主観だけでない人類の願望であると

5

ない。

─のろ よしのぶ・文学部教授─

蛸」の願望をもう一度主張しつつ、否定もしているのかもしれ

ないことを明かしてしまってもいる。 この自註は、「死なない

スピリツト

透明度を増したのであれば、ここに蛸の恐ろしいまでの生存の

はいえ、死後の生や精霊等が、願望からくる創造、幻想にすぎ

欲望する霊魂の不死幻想

執念が感じられるのかもしれない。

四

5

けれども蛸は死ななかつた。 彼が消えてしまつた後ですらも、 尚
5

ほ且つ永遠にそこに生きてゐた。 古ぼけた、 空つぽの、 忘れられた
水族館の槽の中で。永遠に──おそらくは幾世紀の間を通じて──
或る物すごい欠乏と不満をもつた、 人の目に見えない動物が生きて
居た。
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学 習 室
条２項の類推適用について

林

秀

年

〈設問１〉 甲は、債権者の執行を免れるために自己所有の土

偽の意思表示の通謀、である。虚偽表示の効力は、当事者間で

応する効果意思の不存在 （ハ）表意者と相手方との外形上の虚

民法

小

（イ）表意者と相手方との間で外形上
条１項の成立要件は、

地（以下、本件土地という）について、乙と謀って仮装の売買を

は無効である
（民法

の意思表示を作出 （ロ）表意者の外形上の虚偽の意思表示に対

行いあわせて登記名義を乙に移転した。乙は登記名義が自己に

としては、当事者間の虚偽表示の無効は、善意の第三者に対抗

はじめに

あることから、事情を知らない丙に本件土地を売却した。この

することができない
（同２項）
。
「善意」とは、甲─乙間の譲渡が

一

場合に、甲は丙に対して本件土地の返還を請求することが認め

通謀虚偽表示であることを知らないことであり、外形上の法律

条１項）
。第三者に対する虚偽表示の効力

られるか検討しなさい。なお、丙は移転登記を得ていないこと

94

虚偽表示について善意であることが必要とされる。
「第三者」と

関係とは別個の原因によって利害関係を有するに至った時点で、

〈検討〉

は、虚偽表示の当事者およびその包括承継人以外で外形上作出

前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗

有スルニ至リタル者」をいう
（大判大５年 月 日民録 輯２０

された法律関係に別個の原因により新たに「法律上利害関係ヲ

民法 条
（虚偽表示）
① 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、

とする。

94

22
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94

８９頁）
。

17

無効とする。
②

することができない。

11

94

乙と通じて締結する行為は、通謀虚偽表示に該当する
（民 条１

甲が債権者からの執行免脱のために仮装の売買契約を相手方

がないことは法律家や裁判官の間で意見が分かれたりすること

ていたのであるが、法の解釈が唯一の真理を明らかにすること

法の解釈は法の規範的意味を明らかにすることであるが、具

を見れば明らかであろう。

いが、事情を知らない丙は善意の第三者であることから、甲は

体的な社会的事実をどのように処理することが妥当であるかと

項）。通謀虚偽表示は、甲─乙間ではなんらの効力も生じていな

甲─乙間の無効を丙に対抗することはできないことになる
（同２

いう価値判断や法政策的考慮が加わることは避けられないこと

であろう。法の解釈を行うにあたっては、法的安定性と具体的

項）。以上のことから、甲は丙に対して本件土地の返還を請求す
ることは認められない。

妥当性との調和をどのように行うかという重要な問題が存する

金も支払ったが、税金対策上本件土地の登記名義を子供Ｂの名

解釈、類推解釈、反対解釈などの技術が用いられる。法の解釈

法の解釈においては、文理解釈、論理解釈、拡張解釈、縮小

のである。

義とした。事情を知らないＢはそれを奇貨として本件土地をＣ

にどの技術によるべきか困難であるが、その法規の適用される

〈設問２〉 Ａは甲から土地を買い
（以下、本件土地という）
代

に売却した。この場合に、ＡはＣに対して本件土地の返還を請

社会的事実を、どのように処理すべきという実質的判断があり、

になる。
民法

我妻栄先生によれば、類推適用とは、
「類似した甲乙二つの事

三

条２項の類推適用

それを法規から理由付けるのに適する解釈方法が取られること

求することが認められるか検討しなさい。なお、Ｃは移転登記
を得ていないこととする。
成立要件からすると〈設問１〉は甲─乙間に通謀虚偽表示が
存するが、
〈設問２〉はＡ─Ｂ間に通謀虚偽表示が存しない場合
である。この場合、ＡはＣに本件土地の返還を請求することが
認められるのであろうか。

実のうち、甲についてだけ規定のある場合に、……（略）
……乙

一つの条文について唯一の正しい解釈が存在するのか、それ

何故に甲の事実について一定の法律効果が認められているかの

の前提となる甲の事実と乙の事実とが相似であるかどうかは、

についても甲と同様の結果を認めるもの」であるが、
「類推解釈

とも複数の解釈が成り立つのか。概念法学は唯一の正しい解釈

判断いかんによって異なる」としている。

法の解釈

が存在して、法の解釈はそれを明らかにするものであると考え

二

94
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94

条２項は、当事者間の虚偽の意思表示によって作出された
年８月

日民集８巻８号１５０５頁）。未登記建物

に、ＺからＹ名義に移転登記をすることを承認した事案である
（最判昭和

の所有者Ｘが他人に右建物の所有権を移転する意思がないのに、

外形を伴う法律行為の無効を善意の第三者に対抗することがで
きない旨を規定している。当事者間に虚偽の通謀がない場合あ

条２項の類推適用を行っている
（最判昭和 年３月 日民集

Ｙの承諾を得た上でＹ名義の所有権移転登記を経由したときに

条２項を類推適用して、外観を真実であると信頼した者に対

日民集

経由したときに 条２項の類推適用を行っている
（最判昭和 年
７月

巻７号１１１６頁）。

その後、真正権利者が不実登記を作出した場合に、民法 条

45

その虚偽性をマイナス要因とみて第三者を保護したと考えるこ

が善意の第三者に不測の損害を与える場合に、帰責の観念から

思うに、むしろ、意図して虚偽の外形を作出した者の権利主張

法においては、このことを是認することはできないであろう。

８８頁、最判昭和

経由された場合がある
（最判昭和 年 月 日民集 巻 号２１

る不実登記作出が与因となって他人により不実の所有権登記が

２項と民法１１０条に言及する判例としては、真正権利者によ

28

43

24 10

22

10

号１４２４頁）も、善

た場合
（最判昭和

日民集 巻

表示があるとはいえない場合においても、意図的に作出された

意の第三者を保護している。

45

22

24

10

真正権利者の主導によるケースであった。真正権利者ＸがＺか

極的な関与をしておらず、また、不実登記を放置していたとみ

登記がなされても真正権利者が虚偽の外形作出について何ら積

証明書などが利用されて当該不動産について不実の所有権移転

不動産の所有者が交付した登記済証、白紙委任状、印鑑登録

年９月

虚偽の外形を信頼した第三者が保護される法律構成はどのよう

（２）類推適用が認められなかった裁判例

（１）類推適用が認められた裁判例
最高裁判所が最初に民法 条２項の類推適用を認めた事案は、

17

年６月２日民集 巻６号４６５頁、最判昭
26

45

が他人の作出した不実登記の抹消を求めず、このことを放置し

11

な理由によるのであろうか。判例の展開を概観してみよう。

当事者間に通謀虚偽が無い場合あるいは虚偽ではあるが意思

和 年 月 日民集 巻９号１７１５頁）
。さらには真正権利者

94

ものであろうか。登記の外形を信頼したという公信性にその根

94

24

とができよう。

拠を見いだすのであれば、登記に公信力を認めないわが国の民

24

条２項が善意の第三者を保護したのはいかなる理由による

巻３号４５１頁）
。不動産の所有者Ｘが、Ｙにその所有権を移転

18

して、虚偽および不実であることを主張することを制限する考

41

する意思がないのに、Ｙの承諾を得ることなくＹ名義の登記を

20

るいは虚偽ではあるが意思表示が存するとはいえない場合にも、

20

え方が判例を中心に展開されてきている。

94

47

ら不動産を買い受け、Ｙにその所有権を移転する意思がないの

94

─9─

29

94
94
94

ることもできない場合には、民法 条２項の類推適用を認めな
94

おわりに

かった（最判平成 年６月 日判時１８３１号 頁）
。
四

13

99

条２項を類推適用して善意の第三者を保護するのが判例の態

真正権利者が不実登記の作出に積極的に関与した場合、民法

〈設問２〉を検討してみよう。

15

日）
、その

度である。なお、判例は当初、不実登記の名義人の承諾を得る
ことを要するとしていたが（前掲最判昭和 年３月
日）
。

意の第三者である場合、判例は民法 条２項を類推適用して、

の登記という外形を信頼して名義人Ｂと取引関係にあるＣが善

子供Ｂの虚偽の登記名義を作出したのである。このような不実

本件土地に対してＡは、自己所有の土地であるにも拘わらず

後、不要とするに至っている（前掲最判昭和 年７月

18
24

41

45

または 条２項および１１０条の法意に照らして保護すること

94

─こばやし ひでとし・法学部教授─

Ｃが善意・無過失の第三者でない場合は認められることになる。

Ｃに対して本件土地の返還を請求することは認められないが、

以上のことから、Ｃが善意・無過失の第三者の場合は、Ａは

るのである。

ために第三者に善意・無過失を要求することにより保護してい

としている。これは、外観尊重および取引の安全保護に資する

94

─ 10 ─

94

学 習 室

はじめに

就学と修学

本

典

裕

教育を考えるひとつの視点
藤

を与えられなければならず、人種、信条、性別、社会的身分、

経済的地位又は門地によって、教育上差別されない」と規定し

この教育を保障する責務について日本国憲法は明文規定を持

ている。

されなければならない。義務教育は子どもたちが学校に通い教

たないが、第二六条第一項の条理解釈としてこの責務は国家が

教育を受けることは国民の権利であり教育機会は均等に保障

育を受ける義務ではない。このことは法律の規定上は自明であ

負うものとされる。

ることなく、この法律及び他の法律の定めるところにより行わ

教育基本法は第一六条第一項で「教育は、不当な支配に服す

るが、我々の学校教育体験は必ずしもそうではない。そこで、
学校に通うこと、教育を受けること、教育を保障することを、
教育を受ける権利を念頭にあらためて考えてみたい。

れるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切

日本国憲法第二六条第一項は「すべて国民は、法律の定める

育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策を総合的に策

ばならない」とした上で、
「国は、全国的な教育の機会均等と教

な役割分担及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなけれ

ところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利

定し、実施しなければならない」（同条第二項）
、
「地方公共団体

教育を受ける権利とその保障

を有する」と規定し、教育基本法第四条第一項はこれをうけて

は、その地域における教育の振興を図るため、その実情に応じ

一

「すべて国民は、ひとしく、その能力に応じた教育を受ける機会

─ 11 ─

た教育に関する施策を策定し、実施しなければならない」（同条

規定されているが、権利保障の実態は法の趣旨を実現するもの

教育に関わる義務

とは言えない。
二

第三項）
とし、さらに「国及び地方公共団体は、教育が円滑かつ
継続的に実施されるよう、必要な財政上の措置を講じなければ
ならない」（同条第四項）
と国・地方公共団体の教育保障義務を規

て教育基本法第五条第四項は、国・地方公共団体の設置する学

条第二項後段「義務教育は、これを無償とする」
）
。これをうけ

義務教育の無償制をもって具体化が図られる
（日本国憲法第二六

に経済的地位による差別を禁じている。この権利の保障はまず

保障されなければならない。前記教育基本法第四条第一項は特

教育を受ける権利・教育機会はすべての国民に対して平等に

せる義務を負う）
は、いずれも子どもに普通教育を受けさせるこ

は、次条に定めるところにより、子に九年の普通教育を受けさ

権を行う者のないときは、 未成年後見人）をいう。 以下同じ。
）

う）
、学校教育法第一六条
（保護者
（子に対して親権を行う者（親

に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負

う）
、教育基本法第五条第一項
（国民は、その保護する子に、別

ろにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を負

日本国憲法第二六条第二項
（すべて国民は、法律の定めるとこ

校における義務教育については授業料を徴収しないことを規定

とを保護者の義務と規定している
（教育義務）
。

定している。

し、同条第三項は経済的理由によって修学が困難な者に対する

び義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律により、

また、義務教育諸学校の教科用図書の無償に関する法律およ

え保護者であっても、子どもの教育を受ける権利を妨げてはな

に
（私的負担によって）整えることでもない。教育義務は、たと

教育
（通学）
を強制することではなく、子どもの教育条件を個別

教育義務は、保護者自らが教育する義務ではなく、子どもに

設置主体にかかわらず義務教育段階の教科用図書は無償とされ

らないこと、当然のこととして教育を受けさせなければならな

奨学の措置を義務づけている。

ている。

難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者に対しては、市

という手段をもって教育義務を履行することを保護者に義務づ

学校教育法は、第一七条において、子どもを学校に通わせる

いことを意味している。

町村は、必要な援助を与えなければならない」と規定し、これ

けている
（就学義務）
。

さらに学校教育法第一九条は「経済的理由によつて、就学困

を受けて市区町村は就学援助制度を実施している。
このように教育を受ける権利とそれを保障する責務は法的に

─ 12 ─

第一七条第一項
義）
。

を子どもの年齢（満六歳から満一五歳）で決定している（年齢主

以上のように、子どもの教育を受ける権利は、まずは学校に

就学と修学

学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の課程を修了しない

通うこと
（就学）
で保障されようとしている。しかしこれで十分

三

ている年齢の子どもを学齢児童および学齢生徒と言う。

なお、保護者が就学義務を、市区町村が学校設置義務を負っ

保護者は、子の満六歳に達した日の翌日以後における最初の
学年の初めから、満十二歳に達した日の属する学年の終わりま
で、これを小学校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校
の小学部に就学させる義務を負う。ただし、子が、満十二歳に

ときは、満十五歳に達した日の属する学年の終わり
（それまでの

ではない。子どもは各学校段階で準備されている教育課程を履

達した日の属する学年の終わりまでに小学校の課程、義務教育

間においてこれらの課程を修了したときは、その修了した日の

修し、必要な知識や能力を身につけなければならない。このこ

とを課程の修了という言葉で表現し、この事実を修学という。

属する学年の終わり）までとする。
同条第二項

を充足させるということになる。我々が手にした卒業証書は、

子どもは学校に在籍
（就学）し十分に学ぶ
（修学）
ことでその権利

特別支援学校の小学部の課程を修了した日の翌日以後における

各学校段階の課程を履修して修了したことを証明する課程修了

保護者は、子が小学校の課程、義務教育学校の前期課程又は

最初の学年の初めから、満十五歳に達した日の属する学年の終

証明書である。

ところで保護者は子どもを就学させることを義務づけられて

わりまで、これを中学校、義務教育学校の後期課程、中等教育
学校の前期課程又は特別支援学校の中学部に就学させる義務を

いるが修学を義務づけられているわけではない。では子どもの

保護者の就学義務の実質化を図るため、 学校教育法（第三八

職員は入学してくる子どもたちに十分に配慮された教育を行い、

それは、まずは学校・教職員の責務と考えられる。学校・教

負う。

条、第四九条）
は市区町村に対して、区域内に住む学齢児童・生

課程の修了
（修学）
を保障しなければならない。すべての学校で

修学を保障するのは誰の責務なのだろうか。

徒を就学させるのに必要な学校を設置することを義務づけてい

修学が保障されることを条件に、子どもの就学する学校が市区

町村教育委員会によって指定される
（学校教育法施行令第五条）

る（学校設置義務）。
学校教育法はこの就学義務と学校設置義務の始期および終期

─ 13 ─

と考えられる。
しかし学校が十分な教育を実現するためには、必要な教職員
の配置、教育のための施設・設備の充実、必要な予算の確保な
どさまざまな条件が整っていなければならない。前述のように、
これを保障する義務は国・地方公共団体に課されている
（教育保
障義務）。
おわりに
以上、教育を受ける権利とその保障について簡単に整理した。
法規定上、子どもの教育を受ける権利は保障されている。しか
し、子どもの貧困が深刻な社会問題となり、教育を受ける前提
となる家庭や社会的関係を奪われている子どもが少なくない。
子どもの社会的排除を克服し、
「貧困の連鎖」を絶つという広
い視野に立って、教育を受けることの意味、教育を受ける権利
の保障について考えることが求められている。

─ふじもと のりひろ・文学部教授─
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論

文
乱世を彩る独断
──『太平記』の天皇たち──
和

田

琢

磨

翔に亡ぶと。ここを以て、前聖慎んで法を将来に垂るること

を得たり。後昆顧みて誡めを既往に取らざらんや。

南都北嶺・禅宗の僧と、あらゆる立場の人々を分け隔てなく批判

代文学である。天皇・公家、足利将軍・有力守護大名、さらには

『太平記』は、為政者・権力者を厳しく批判する南北朝時代の現

川右馬頭西国より上洛の事」は、細川頼之が管領職に就いたこと

作品の枠組みを規定しているといってよい。すなわち、巻四十「細

この理念は『太平記』の最後の部分と対応していて、表面的には

臣」という二つの存在が国を守るという儒教思想が示されている。

一、「明君」不在の物語

する、四十巻にもおよぶ大作だ。その批判の基準は冒頭部に置か

で北朝の後光厳天皇─将軍足利義満─管領細川頼之という新たな

ここには、
「天の徳」を体現した「明君」と、それを支える「良

れた「序」に、次のように示されている。

君臣関係が成立したことを示し、
「中夏無為の代になりて、目出度

もうひそ

蒙竊かに古今の変化を探つて、安危の所由を察るに、覆つて

かりし事どもなり」と結んでいるのである。

る。若しその徳欠くる則は、位ありと雖も持たず。所謂夏の

棄つることなきは地の道なり。 良臣これに則つて社 稷 を守

たりと云ふ」からも理解されよう。
「貞永・貞応」とは北条義時・

それは「諸事の沙汰の途轍、少し先代の貞永、貞応の旧規に相似

ただし、頼之は理念どおりの人物とされているわけではない。

しゃ しょく

外なきは天の徳なり。明君これに体して国家を保つ。載せて

桀は南巣に走り、殷の紂は牧野に敗る。その道違ふ則は、威

泰時の時代を指し、巻三十五「北野参詣人政道雑談の事」におい

と てつ

ありと雖も保たず。曾て聴く、趙高は咸陽に死し、禄山は鳳
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て、泰時は理想的な為政者の一人に数えられてる。頼之の政治手

は、雲景の問いに答える中で、天狗が政道論を語っている場面で

に、その答えを探ってみよう。ここ
景未来記の事」（
「雲景未来記」）

４

腕はこの泰時らの政治手法に近いとされているが、所詮「少し」
ある。

本のみである。誤脱であろう。したがって、理想的執権とされて

を欠く伝本は、管見に入った限りでは玄玖本と神宮徴古館本の二

て、諸に親疎あり。されば、神明三宝の冥鑑に背き、人望を

はよく行はんずるものをと思ひしかども、 上暗く、 下 諂 ひ

この人々世を取りし始めは、一日も四海を持ちたらば、政道

１

なのである。この部分、諸本間に異同が認められるものの、
〝少〟

いた義時・泰時に〝少し似る〟というのが『太平記』の本来の姿

失ひしによつて、わが非をば知らず、誹り合ふ心あり。ただ

政にあらず。ただ人の歎きのみなり。それ仁とは、恵みを四

へつら

だと考えられるのだ。
『太平記』 における頼之は、「序」 が説くよ

獅子の虫の獅子を喰らふが如し。たまたま仁政と思ふも、仁

２

うな「良臣」とまではいえないのである。
この「序」に続く後醍醐天皇登場場面において、
「明君」不在ゆ

おさ

海に施し、深く民を憐れむを仁と云ふ。政とは、道なり。万

づ国を理め、人を撰んで浅深を知る。しかれども、善悪親疎

えに長きにわたる乱世が続いたという認識が明示されている。
ここに、本朝人皇の始め神武天皇より九十六代の帝、後醍醐

を分かず撫育するを、政と申すなり。

にも語られているから、
『太平記』では仁政が理想的な政治とされ

かず撫育する」仁政を求めている。同じことは「北野通夜物語」

天狗は、
「恵みを四海に施し、深く民を憐れ」み「善悪親疎を分

天皇の御宇に、武臣相模守平高時と云ふ者ありて、上には君
の徳に違ひ、下には臣の礼を失ふ。
（巻一「後醍醐天皇武臣を亡ぼすべき御企ての事」
）

ここには、
「序」の理念に反した後醍醐天皇と北条高時の存在が

しかるに、政徳聊かもかくの如くならず。内心は欲深く、放

ていることが理解されよう。右に続き、天狗はさらに続けている。

降「今に至るまで三十余年」もの間乱世が続いたと語っているの

逸にして、君臣父子の儀をだにも分かず。況んや、その外の

示されている。
『太平記』は、この二人のために世が乱れ始め、以
だ。北条高時を中心とした鎌倉幕府が滅亡するまでを語る巻十一

徳政憐 恤 の儀に於てをや。

な為政者は存在しない。それは、後醍醐天皇も例外ではないとい

仁政を行う為政者こそが理想的なのだが、この世にはそのよう

れんじゅつ

までは高時批判を中心に据え、表だって後醍醐を批判することは
３

ほとんどない。だが、後醍醐は最初から暗君として位置付けられ
ているのである。

先朝、随分賢王の行ひを学びしかども、真実の仁徳、撫育の

う。すなわち、

「序」や巻三十五「北野参詣人政道雑談の事」（
「北野通夜物語」
）
と

叡慮は惣じてなし。絶えたるを継ぎ、廃れたるを興し、神明

では、「明君」とはどのような存在なのか。政道批判を展開し、
並び『太平記』の思想をよく表しているとされている巻二十七「雲
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きょうしょく

仏陀を御帰依あるやうに見えしかども、 矯 飾 のみあつて、

る。しかし、彼らが活躍することはほとんどない。主君に否定さ

と評しているのである。さらには、他の人に比べ賢王であったか

崇光・後光厳──は、なぜ「明君」たり得ていないのか。そして、

では、
『太平記』の天皇たち──後醍醐・後村上・光厳・光明・

れ、その結果、
「君」を批判する存在となっているのである。

ら一時的に世を治めることがあったものの、所詮は相対的に評価

彼らの行動は如何なる結果を招いているのか。天皇たちの行動と

実儀ましまさず。

されただけの存在であったがために、結局「高時に劣る足利に世

世の動向との関係が直接的に結びついている、天皇が自らの意思

『太平記』に登場する重要人物の一人に後醍醐天皇がいる。長坂

二、
『易経』の文言が見えない後醍醐天皇

６

をば奪」われてしまったというのだ。では、もう一方の皇統であ

を押し通して決断を下す場面、すなわち独断を下す場面を中心に、

たの

る持明院統の光厳天皇はなぜ世を治められているのかというと、
ことわ

右の疑問について考えていきたい。

やつこ

「権を執り運を開く武家に順はせ給ひて、ひとへに幼児の乳母を憑
むが如く、 奴 と等しい」存在で、「 理 りをも欲心をも打ち捨て」
たからであるという。持明院統の天皇も理想的な人物であったわ
いという認識が示されているのだ。後醍醐に対する批評や先の細

、巻二「南都北嶺行幸
成行氏は、巻一「関東調伏の法行はるる事」

けではない。他に比べて悪くはないといった程度の存在に過ぎな
川頼之の位置付けと同様、
『太平記』が為政者を如何に見ていたか

の事」
、 巻三「先皇六波羅還幸の事」
、巻四「先帝遷幸の事、 并俊

「明君」が行うべき政治といえよう。国が平和になるには、
「良臣」

私欲を捨て、人々を慈しみ大切に育てる「仁政」は、まさにこの

天を模範にして国を治める人物ということになる。ということは、

した人物とされている。つまり、恵みや慈愛を与える存在である

ここで改めて「序」を見ると、
「明君」とは「天の徳」を模範と

自分勝手に切り捨てる人物像を浮かび上がらせた。その上で、怨

王・万里小路藤房・楠正成・新田義貞らの臣下を都合よく使い、

着心」
「我意に任せての狭量さ・傲慢さ」を指摘し、大塔宮護良親

叙述から、後醍醐の「意志的・積極的な態度」
「あくことのない執

馬を船上に進せらるる事」
、巻十七「堀口還幸を押し留むる事」の

明極参内の事」
、巻七「船上臨幸の事」
、巻十一「千種頭中将殿早

７

が理解されよう。

に支えられながら、
「明君」が「仁政」を行わねばならないという

霊となった後も後醍醐が作品世界に影響を及ぼしていることを指

８

また、中西達治氏は、後醍醐と光厳の行動は「ポジとネガの関

たのである。

摘し、
『太平記』における後醍醐像の重要性について初めて言及し

のが「序」の説くところなのである。
だが、
『太平記』には「明君」は存在しない。故事・説話には登
場するものの、それは実在する君主を批判するための例に過ぎな
５

い。一方で、楠正成や万里小路藤房など「良臣」は僅かに存在す
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し続ける」一方で「光厳天皇のほうはあくまで受動的」であるこ

実現するために、後醍醐天皇は、あくまで主体的、意志的に行動

係で完全にパラレルに呼応する」と考え、
「自らの思想をこの世に

御覧ぜらるべくや候ふらん」と申したりければ、当座の諸卿、

居を移され候はで、諸国へ綸旨を成し下され、東国の変違を

り。
『君子は刑人に近づかず』と申す事の候へば、暫くただ皇

雌雄を計るに、御方は、わづかに十にしてその二、三を得た

『北野天神縁起』の醍醐天皇像と重ね合わ
とえば、北村昌幸氏は、

考えに至った。だが、後醍醐はそれに納得できなかった。そこで

すると、右の如く諸卿は皆、しばらく様子を見るべきだという

悉 くこの儀に同ぜられける。

ことごと

とを指摘した。
９

せられることで、怨霊後醍醐が「六道世界の枠に縛られながら神

後醍醐は自ら易経を開き、都に戻るか否かを占ったのである。そ

これ以降、後醍醐に関する論考はいくつも発表されていて、た

仏に膝を屈する存在」
「絶対的な力を有してはいない存在」となっ

の占いの結果を見てみたい。
しょう

たも

「師は貞なり。丈夫は吉なり。咎
御占、師卦に出でて云はく、

しのけ

ていることを指摘し、怨霊後醍醐に限界があったからこそ太平が
導かれたという『太平記』の構想を考えている。

▼

「上六は、大君命を有つて国を開き、
無し」と。 象 に曰はく、
つ

それでは、このような『太平記』における後醍醐天皇は、どの

家を承がしむ。小人をば用ゐること勿かれ」と。王弼が注に
お

ように現実と向き合い、為政者として振る舞っているのだろうか。

云はく、「師の極に処つて師の終りなり。 大君の命を有つと

くに

巻十一「千種頭中将殿早馬を船上に進せらるる事」を中心に見て

は、功を失はざるなり。国を開き、家を承ぐとは、以て邦を

寧んずるなり。小人をば用ゐること勿かれと云ふは、その道

やす

みたい。ここは、
「周囲の反対を押し切って帰京を決意する後醍醐
の強い意志を描く」ために、わざわざ諸卿僉議を創作し挿入した

に非ざればなり」と注せり。

たという報告があったが、鎌倉がどうなったかはまだ分からない

赤松円心から、伯耆船上山の後醍醐のもとに六波羅探題を亡ぼし

の分に応じ、ある者には諸侯として国を開かせ、ある者には卿大

賞の道を言う。戦いに勝てば大君たる者、命を下して、それぞれ

ゴシック部分の解釈は、
「上六は師卦の終りであるから、論功行

▲

と北村昌幸氏が指摘している場面である。すなわち、足利尊氏や

状況であった時に、後醍醐は帰洛すべきかどうか迷い、次のよう

夫として家を受けさせるべきであるが、たとえ功績があっても小

人は任用してはならない」（高田真治・後藤基巳氏訳『易経（上）
』

レバナリ
レ

邦也」（神宮徴古

シャウ

これについて諸卿僉議あつて、則ち還幸なるべきや否やの意

（必力）

用□乱

ト云ハ
レ

岩波文庫、一三五〜一三八頁）
となる。この部分、諸本間に本文異
勿
ヲバ

見を献ぜらるる時、勘解由次官光守、諫言を以て申されける

功 ヲ也、 小人
スルヲ
レ

同が認められ、 たとえば、 ▼▲で挟んだ部分が「 象 曰、 大君有
テ
命以 レ
正
ト云ハ
レ

は、「両六波羅すでに没落すと云へども、 千剣破発向の朝敵
等、なほ畿内に満ちて、勢ひ京洛を呑めり。（中略）
今、一戦の
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10

に公家達に対策を話し合わせたというのである。

11

のである。それは、後醍醐の随一の賢臣
（巻十三「北山殿御隠謀の

建武の新政を開始した直後から公平性を欠いた論功行賞を行った

だが、後醍醐はこの部分を理解していなかった。だからこそ、

けていたのに対し、巻十一では正確に予見できていないことを問

後述する巻三の楠正成登場場面では後醍醐は的確に夢の内容を解

ことは、すでに濱崎志津子氏も指摘している。ただ、濱崎氏は、

ところで、この『易経』を後醍醐が正確に読んでいないという

ができなかったと考えるのである。後醍醐の目には、
「王弼」以下

事」）
万里小路藤房さえ、
「今の政道、ただ抽賞の功に当たらざるの

題視し、
「未来を悟り、働きかけていくことのできた超人・後醍醐

館本）
となっている伝本も多いものの、倒幕後の公正な論功行賞の

みにあらず、かねては綸言の 掌 を 翻 す憚りあり」と批判する

から、その権力を剥奪する手始め」と、後醍醐像の変質の転換点

の文章も確かに映っていた。だが、見えてはいなかったのだ。

ほどであった。藤房はこれに続き、足利尊氏の登場と建武政権の

と考えている。だが筆者は、後醍醐の普遍的な性格の一面がこの

必要性を説いていることに違いはない。

崩壊を予言し
（巻十三「藤房卿遁世の事」
）
、実際にそのとおりとな

部分にも認められると考えており、濱崎氏とは見解を異にする。

ひるがえ

っているのである。巻十二「公家一統政道の事」に「内奏の秘計」

以下に、筆者の考えを具体的に述べていくことにしよう。

たなごころ

により公正な論功行賞が行われず、藤房ら数人の奉行が辞任せざ

にも認められる。俊明極の予言は「叡慮に憑み思し召す御事」で

自分の意に適った部分だけを取り入れ決断する後醍醐の性向は、

こういった事態が生じてしまったのは、
「師は兵衆・軍隊の意。

あった。幕府に捕らえられ、退位を要求されるという絶体絶命の

るを得なかった様子が語られていることからも、この問題により

（中略）これを統率する人が老成した丈夫
（長老）
であれば、吉であ

状況下にあっても強硬に意志を貫いたのは、この予言が心の支え

たとえば、宋朝の俊明極の「この君、亢龍の悔いありと云へども、

って咎はない」（岩波文庫『易経（上）』）
と訳される冒頭部の、特に

となっていたからだというのである。だが、
「勢位を極めておごり

後醍醐政権が混乱を来したことが知られる。
『易経』が誡めていた

「咎はない」の部分だけを後醍醐が受け入れたからに他なるまい。

（上）
』
亢ぶればかえって悔をのこすことにもなる」（岩波文庫『易経

二度帝位を践ませ給ふべき御相あり」という予言を信じ、帝位に

「この上は、何をか御疑ひあるべき」と、諸卿の諫言を退け、自ら

八一頁）
という意の「亢龍の悔い」の部分には、後醍醐はまったく

不正な論功行賞が、建武政権崩壊の大きな要因だったと『太平記』

帰洛を即決した場面からは、一日も早い復権を望む後醍醐の姿し

関心を寄せていない。ここでも、自身に向けられた不都合な批判

）
こだわったとする場面
（巻四「先帝遷幸の事、 并俊明極参内の事」

か読み取れない。この後醍醐の強い思いが、
『易経』を読み誤らせ

には目を向けず、復権に関する点にしか注目していないのである。

は語っているのだ。

ることにつながったのではないか。後醍醐の目には都合のよい文

また、建武政権誕生時に「龍馬」が献上されたことを万里小路

たか

言しか入ってこなかった。それゆえに『易経』を正確に読むこと
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12

ことができる。ここで発せられた、「天馬の遠きより来たれる事、

した場面
（巻十三「藤房卿遁世の事」）
にも同様の志向性を指摘する

すべきと理を尽くして説いたところ、
「龍顔少し逆鱗の御気」を示

藤房のみ「不吉の表事」
「ただ奇物の翫びを止めて、仁政の化を致」

のである。

崩壊させ建武の乱を惹起してしまったと、
『太平記』は語っている

に物事を判断できない一面が後醍醐にはあり、それが建武政権を

ないだろうか。批判・諌言や想定外の事態を認められず、客観的

反する状況を無意識のうちに黙殺してしまうことがあったのでは

このように後醍醐像を見ていったときに、濱崎氏が取り上げて

吉凶の間、諸臣の勘ふる例、すでに先に畢んぬ。藤房いかが思へ
る」という後醍醐の問いかけは、すでに諸卿から吉事であるとい

いた楠正成の登場場面についても考えてみる必要がありそうだ。

「奇物」（これは、巻一「後醍醐天皇武臣を亡ぼすべき御企ての事」
、

いう答えを引き出し、満足したかったのだ。だが、藤房は天馬を

事は、古へより今に至るまで、正成程の者は未だあらず」という

「智仁勇の三徳を兼ねて、 死を善道に守り、 功を天朝に 播 す
る。

『太平記』 において、 楠正成は数少ない理想的人物とされてい

三、後醍醐天皇は夢を正確に解けたのか

う答えを得た上でのものである。それにもかかわらず、またあえ
て同じ質問をしているのは、諸卿同様藤房も後醍醐の善政ゆえに
現れた「吉事」であると答えるはずだという期待があったからに

巻五「犬の事」に認められる語で、いずれも北条高時の悪政を批

語り手の絶賛は、正成の位置付けを端的に示している。人々は、

違いない。後醍醐は、遅れて参上した賢臣藤房からも「吉事」と

判している）と認識し、「仁政」を行うことを要求した。期待どお

正成の死を「王威武徳を傾くべき端」（神宮徴古館本等多くの諸本

ほどこ

りの答えが返ってこなかった挙げ句に、批判
（藤房の諫言）
された

は「聖主再び国をうしなひ、逆臣横 に威を振ふべき其の前表」と

シマ

ために後醍醐は怒りの表情を見せたのだろう。

『太平記』 の正成は特別な人物として登場している。
「敏達天皇

する）
と認識した
（巻十六「正成討死の事」
）
。事実、この直後に後

の君にあらず、臣も忠烈の臣にあらず」（巻二十一「先帝崩御の事」
）

四代の孫、井出右大臣橘諸兄卿の後胤」で、母が「信貴の毘沙門

このような後醍醐像を踏まえると、
『易経』の文面を正確に読み

と、死してなお天皇すらも自身の思いどおりにしようと考えてい

に参つて、夢想を感じて儲けたる子」だったので「幼名を多聞」

醍醐は都落ちし、ついには吉野の山中で非業の死を遂げることに

たほど、自身を絶対的な存在と考えていた人物である。他に例を

と名乗ったと、笠置寺の成就房律師の口をとおして最初に紹介さ

解けなかったのも、やはり、後醍醐の性格に因むと考えられるの

見ない、驚くほどに自己中心的で絶大な自信を持っていた人物だ

れているのである
（巻三「笠置臨幸の事」
）。つまり、天皇の血を引

なるのである。

ったのだ。そのような人物だったからこそ、自分の予想・期待に
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14

ではないか。後醍醐は、
「もし命を背き、義を軽んぜば、君も継体

13

き毘沙門天から授かった申し子という、貴種性と聖性とを併せ持

ここで注目したいのは傍線部をめぐる後醍醐の解釈である。後

後醍醐は、笠置山で窮地に追い込まれているときに、夢想を通

ていないのだ。さらにいえば、童子が「暫くここにおはしまし候

と認識していながら、
「その陰」の部分についてはまったく考慮し

醍醐は「その陰に南に向かつて座せよと、二人の童子教へつるは」

じてこの正成を見いだした。その夢の内容を見てみよう
（巻三「笠

へ」と述べている点にも注意を払っていない。諸本に共通して「暫

った人物として物語に登場しているのである。

置臨幸の事」）。

三公、百官位によつて列座す。南へ向かひたる上座に、御座

の陰茂りて、南へ指したる枝、殊に栄えはびこり、その下に、

所は紫宸殿の庭前と覚えたる地に、大きなる常盤木あり。緑

の性質が認められると考える。以下に論じていこう。

ない部分であるが、ここにも『易経』解釈の場面と同様の後醍醐

完全に見落としてしまっているのである。従来注目されてきてい

く」と制限が設けられているにもかかわらず、後醍醐はこの点も

「一天下の間に、
て、主上の御前に 跪 いて、涙を袖にかけ、

せ給ひたる処に、 鬟 結ひたる童子二人、忽然として来たつ

に、誰を設けんための座席やらんと、怪しみ思し召して立た

人的な活躍は周知のとおりである。だがその正成は、後醍醐に切

赤坂城で幕府軍と戦う。これ以降、千早城での合戦など正成の超

ば、聖運はつひに開かるべしと思し召し候へ」という言葉を残し、

正成は後醍醐と対面し、
「正成未だ生きてありと聞こし召し候は

し

の畳を高く布いて、未だ座したる人はなし。主上、御夢心地

暫 くも御身を隠さるべき所なし。但し、かの木の陰に、南へ

り捨てられる形で死地へと向かう
（巻十六「正成兵庫に下向し子息

ててこのお告げについて考えた。その結果、ゴシック部分から「木

後醍醐は「これは天の朕に告ぐる所の 験 」と認識し、漢字を当

続く、子息正行に対する遺言中の「正成すでに討死すと聞きなば、

醍醐の決断であったと語っていることが分かるのである。これに

さんなれ」という諸本に共通した正成の思いから、
『太平記』は後

ひざまず

びんずら

向かへる座席あり。 これ、 御ために設けたる 玉 扆にて候へ

に遺訓の事」
）
。正成の進言を突っぱねて自身の面子を重視する後

に南と書きたるは、楠と云ふ字なり」と考え、傍線部から、
「朕二

天下は必ず将軍の代となるべしと心得べし」は、登場時の後醍醐

しばら

ば、暫くここにおはしまし候へ」と申して、童子は遥かに天

醍醐の決断が、正成を死に追いやったのだ。
「討死せよとの勅定ご

度南面の徳を治めて、天下の士を朝せしめんずる」
、すなわち再び

に対する発言と見事に対応しており、以降、正成の予言どおりに

ぎょく い

に登り去りぬと御覧じて、御夢はやがて覚めにけり。

天下を治めることを童子が示してくれたと理解した。
「自ら御夢を

物語は展開していく。

しるし

合はせられ」た後醍醐は、素直に「憑もしく」思い喜ぶばかりで
あった。この夢占いの結果、楠正成が紹介され、後醍醐のもとに
参上するという展開になるのである。

座とともに「三公、百官」が楠の枝の下に並んでいた意味も、童

このように『太平記』の叙述を整理してみると、夢の中で、玉

16
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15

子が「かの木の陰に」と言っていた意味も理解されるのではない
か。未来を知る童子は、正成だけが後醍醐の運命を担う存在であ
るということを伝えていたのである。その文脈で語られていた「暫

四、天皇の意思と介入

められる上述の後醍醐像の個性は、乱世を導く要素として確かに

ら南北朝時代にかけての動乱を語っていく中で、倒幕活動中に認

は直接的に批判するようになる。このような姿勢で鎌倉時代末か

ている間は後醍醐をほとんど批判していないが、建武の新政以後

と考えてよかろう。前述のように、
『太平記』は、倒幕活動を語っ

いる天皇は他にはいない。よって、この点は後醍醐天皇像の特徴

『太平記』において、このように夢や易経等の予言を読み違えて

く、私欲が客観的に物事を判断する力を奪ったと考えるのである。

に対する並々ならぬ思いが深く関わっていよう。先の場合と同じ

た重要なメッセージを正確に理解できなかったのは、やはり復権

ててしまい、自身の世をも失ってしまったのである。童子が伝え

であり、その意を解せなかったからこそ、後醍醐は正成を切り捨

足利方からの降人を受け入れた後村上の判断は適切であったとは

している。結局、南朝が京都を回復できなかったことを考えれば、

多くの諸卿の反対を押し切って、戦局を見据えた独自の判断を下

のみならず、伊勢の国司、顕能朝臣の城も心安くなりぬべし」と、

でも「義長御方に参りなば、伊賀、伊勢の両国、官軍に属すべき

衛門佐敵と為る事」
）
。また、巻三十六「仁木京兆南方に参る事」

しつつ山名の申し入れを独断で受け入れている
（巻三十二「山名右

を出だされて、同時に京都を攻めらるべし」と、自ら作戦を口に

てきた際、後村上は「山陰道より攻め上らば、南方よりも、官軍

足利将軍方から離反した山名時氏が南朝に荷担する旨を申し入れ

同様に自らの意思に基づいた判断を下す天皇であった。たとえば、

すでに北村昌幸氏が指摘しているように、後村上天皇も後醍醐と

最初に、後醍醐を継いだ後村上天皇像について考えてみたい。

──後村上・光厳・光明・崇光・後光厳──

機能しているのである。個人的感情を差し挟んでしまった後醍醐

いえまい。やはり、後村上の意思も世を乱す一因となってしまっ

敗れ、吉野の後村上のもとに参内した際の模様が語られている。

るる事」にも指摘できる。そこでは、南朝の大将脇屋義助が戦に

る人物とされている。それは、巻二十三「脇屋刑部卿吉野に参ら

右の二例からも感得されるように、後村上は戦に口を出したが

ているのである。

17

義助が後村上に対面した場面を見てみよう。
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く」には僅かに正成在世中という限定の意味が込められていたの

の独断が、乱世を継続させた一因であったと語られているのだ。
では、他の天皇は自身の思いを反映させた判断を下すことはな
かったのだろうか。節を改め、
『太平記』に登場する他のすべての
天皇像について考えてみよう。

18

参内して、龍顔に謁し奉れば、君、玉顔殊に 麗 しくして、こ

「賞を厚く」したのだとさえ語っている。やはり、後村上には後ろ

自身に敗戦の原因があることを後村上は知っていて、それゆえに

うるわ

の五、六年が間、北征の忠功、他に異なる由を感じ仰せられ

めたいところがあったのである。かつて後醍醐が新田義貞を見捨

「玉顔殊に麗しく
てようとしてばれたときに見せたのと同じ表情、

て、更に敗北の無念なる事をば仰せ出だされず。
後村上は脇屋義助の敗北をまったく責めることをせず、忠功を
兵にまで恩賞を与えたという。敗将に対する後村上の異常ともい

『太平記』は戦場
構であることが指摘されている。こうまでして、

しかも、脇屋義助を南朝方の大将とする『太平記』の叙述は虚

して」義助に対面したのにも理由があったのだ。

える厚遇に対して洞院実世が批判を加えたのも当然のように思わ

の武士までも直接自分の支配下に置こうとする後村上天皇像を創

出しているのだ。後醍醐が亡くなった直後から、後村上は父親と

四年・一三四一）
十月頃までの約一年間の越前と美濃における義助

は、南朝の興国元年
（暦応三年・一三四〇）
七月から興国二年
（暦応

に、古態本の『太平記』は巻二十二を欠いていて、鈴木登美惠氏

いる。すると、正儀は慎重に振る舞った方がよいという意見を述

てきた細川清氏の進言に対する見解を、後村上が楠正儀に求めて

皇の性格を知る上で無視できない。そこでは、足利方から寝返っ

また、巻三十六「細川清氏以下南方勢京入りの事」も後村上天

同様の性格を持った人物として位置付けられているのである。

の合戦の様子が語られていたと推定している。しかし、幸運にも

べながらも、天皇の決断に従うと申し上げた。その結果、後村上

勅裁を下され、わづかに山中祗候の身を以て、軍用を支へた

大将の挙状を帯せずと云へども、士卒直に訟ふる事あれば、

後村上だけの問題とはいえない。だが、客観的状況よりも希望を

始めまゐらせて、竹園椒房、諸司諸衛に至るまで」とあるから、

顧みず」京都の足利軍の攻撃を命じたのである。ここは、
「主上を

は清氏の進言を支持し、
「住み馴れし都の恋しさに、後の難儀をば

る北国の所領を望む人あれば、事問はず聖断をなさる。これ

優先させて判断を下した後村上天皇の姿が語られているのも事実

ほしいまま

によつて、大将の威軽く、士卒心を 恣 にして、義助、つひ

った。これは、先に楠正儀が不安に思っていたとおりである。
『太

できずに、足利にまたすぐに奪い返されてしまうというものであ

四条隆資によると、後村上の勝手な介入が義助の威信を低下さ

平記』は私欲を優先させたがゆえの後村上天皇の判断ミスを語っ

だ上の御沙汰の違ふ所に出でたり。

である。その結末は、一度は京都を奪還したものの、体制を維持

を立つる兵法の事」）。

別の巻で義助の敗因が明らかにされているのである
（巻二十三「将

は巻二十二に語られていたはずであるが、よく知られているよう

だが、実世は真実を知らずに批判していたのである。その真実

れる。

讃えるばかりであった。その上、義助の一族のみならず彼に従う

20

せ、軍勢の統率を乱し、敗戦に導いたというのである。しかも、
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に百戦の利を失へり。これ全くかれが戦ひの罪にあらず。た

19

次に、持明院統の光厳天皇（院）・光明天皇
（院）
像について見て

れば、御世務の事、思し召しはなたざりけるにや、その上、

後日に事の心を案ずるに、尊氏卿に院宣を故院なされし事な

即くことができたのである。この時、語り手は、

みよう。持明院統は足利将軍の立場を保障する存在であった。そ

尊氏卿も内々申し入るる旨やありにけん。

ているのである。

れは、巻十六「尊氏卿持明院殿の院宣を申し下し上洛の事」で、

身の立場を保障する院宣を出してくれた恩に報いるべく、その反

だ歴史を踏まえ、多くの人々が光厳の重祚に反対したのだが、自

そこでは、光厳が天皇だった際に三年も保たずに鎌倉幕府が亡ん

って再び天皇の位を与えられたと語られていて、それが正しい。

厳院殿重祚の御事」では、光厳は院宣を出したからこそ尊氏によ

ただし、後伏見院というのは『太平記』の誤りである。巻十九「光

後伏見院が足利尊氏の要請に応じて院宣を与えたことに始まる。

志的行動・野心が認められるわけである。

醍醐と対照的に「受動的」人物像と評されている光厳院にも、意

は、光厳の仮病を仄めかすものと理解してよかろう。つまり、後

えなのであり、連行される間際になって体調を崩したという叙述

から、持明院統に皇位回復の野心があったというのが語り手の考

出会った場面でも「聖運やしからしめけん」と批評を加えている

と、光厳の野心を仄めかしている。光厳・光明達が尊氏の使者と

22

ったと述べている。だが、仮にこれが後々の気持ちであったとし

かば」（巻三十九「光厳院禅定法皇崩御の事」
）
と重祚は不本意であ

意 をも留めざりしかども、一方の戦士、われを強ちに本主とせし

この時のことを回想し、
「重祚の位に望みをもかけず、万機の政に

対意見を尊氏が押し切ったことが語られている。後に光厳院は、

嘗会を行うか否かを「法家の輩」に意見を求めた。すると、当然

のように明らかに不吉な事件が起きたにもかかわらず、上皇は大

えてきて、院の御所に置いて行ってしまったというのである。こ

際の事件が語られている。一匹の犬が三歳くらいの子供の首を加

よう。巻二十六「持明院殿御即位の事」には、崇光天皇の践祚の

同様に、光厳・光明・崇光が自らの意思を貫いた場面を見てみ

こころ

ても、尊氏から皇位を認められた際の本心ではなかったはずであ
る 。具体的に確認しておこう。

ただ宜しく叡慮に在るべし」と答えた。これを聞いた三人の態度

主上も上皇も、この明清が勘文御心に叶ひて、げにもと思し

光明ら持明院統の皇族達を比叡山に連行しようとしたことが語ら
つて、暫く出御を押さへられけり」と、光厳が急に体調不良を訴

召されければ、今年大嘗会を行はるべしとて、武家ヘ院宣を

を以下に引用しよう。

えたために、持明院統の皇族達は比叡山に移らなかった。その結

成し下さる。

れている。そのとき、
「すでに出御なりけるが、俄に御不豫の事あ

清だけが「神道は王道によつて用ゐる所なりと云へり。しかれば、

の如く皆「一年の触穢」と答えたという。だが、一人前大判事明

25

果として、尊氏と出会うことができ豊仁親王
（光明天皇）
が皇位に
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巻十六「持明院殿八幡東寺に御座の事」には、後醍醐が、光厳・

24

見を紹介している。つまり、持明院統の皇族達の私欲が招いた事

足利政権を批判した上で、大嘗会を行うことを批判する人々の意

みあつて、聊かもこれぞ仁政なると思ふ事もなし」と持明院統─

文を支持し、大嘗会を強行したのである。語り手は、
「人の歎きの

光厳院達は、自分たちの希望に添った内容だったから明清の勘

『太平記』は作品を閉じているのである。やはり、人々の意見を無

細川頼之の管領就任と天下静謐が取って付けたかのように語られ、

する世上の混乱が語り続けられていく。そして、義詮の死に続き、

寺と南都による前代未聞の刃傷事件・将軍足利義詮の死と、連続

倉公方足利基氏の死・南禅寺と三井寺の対立・宮中における延暦

以上からも判明するように、後村上・光厳・光明・崇光・後光

視した後光厳の勝手な判断が乱世を導いているのである。

けられていくことを踏まえれば、多くの人々の意見を無視し、私

厳のいずれの天皇の場合も、臣下の意見を聞き入れず、私心・私

態を批判しているわけだ。これ以降、観応の擾乱の模様が語り続
心に基づいて下したこの持明院統の皇族の判断に乱の遠因が求め

は『太平記』に登場するすべての天皇に共通した性格といえるの

欲を差し挟み、独断で物事を決することがあった。つまり、これ

さらに言えば、持明院統のもう一人の天皇、後光厳天皇の場合

である。
『太平記』は、臣下の意見を無視し、我をとおした天皇の

具体的な活動が語られている場面は少なく、生前のような存在感

断の仕方に注目してみたい。

最初に物語の内容を簡単に説明しておこう。後醍醐は同じく怨
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られていることは明白である。
も同様である。巻四十「中殿御会の事」には、後光厳天皇が中殿

独断が、乱世を継続させた一因であると語っているのだ。

五、頷くだけの怨霊後醍醐

るのだろうか。最後に、この点に触れて本論を閉じよう。

では、このような天皇の性格は怨霊になった天皇にも認められ

御会を強引に開催したという虚構が語られている。近臣が皆「中
殿の宸宴は大儀なる上、毎度天下の凶事にて先規快からざる」旨
を述べたにもかかわらず、後光厳は中殿御会は「皆聖代の洪化」
であり、現在は世が治まっているので開催するに適した時期であ
ると強く主張し、希望どおりに開催したことが語られているので
ある。その時の様子は、次のように語り手の口から重ねて述べら
さても、中殿の御会と云ふ事は、わが朝不相応の宸宴たるに

があるわけではない。そのような中で、巻三十四「吉野御廟神霊

後醍醐は怨霊となっても『太平記』の中で活動している。だが、

よつて、毎度、天下に重事起こると、人皆申し慣はせる上、

の事」には怨霊後醍醐の姿が詳しく語られており、怨霊後醍醐像

ひそ

（巻四十「将軍御参内の事」
）
引なかりけり。 
後光厳の行動は、臣下の「諫言」を無視した独断によるもので
あったというのである。これに続き、天変地異・天龍寺炎上・鎌

を考える上で無視できない。僉議の場面における怨霊後醍醐の判

近臣悉く眉を嚬めて諫言を上りたりしかども、つやつや御承

れている。

27

26

（て）
議定あつて、討手を定め
「この事は、すでに魔醯修羅王の前に

もをば、誰にか仰せ付けて罰すべき」と尋ねた。すると二人は、

れることなく決定され、遂行されている。つまり、後醍醐天皇は、

そこでは、怨霊たちの計画は、後醍醐や大塔宮の私心が差し挟ま

故事・説話を除くと、怨霊の僉議場面はこの二箇所だけである。

いう展開である。

られ候ふ」と答えた。すかさず後醍醐が「さて、いかに定めたる

怨霊となってからは、独りで決めることはなくなり、臣下の意見

霊となった日野俊基・資朝を呼び、
「君を悩まし、世を乱る逆臣ど

ぞ」と重ねて尋ねると、二人は怨霊となった楠正成・菊池武時・

を素直に聞ける人物となっているのだ。生前と異なり、個を抑え

ま けいしゅ ら おう

土居・得能・新田義興らに命じて計画を遂行することになったと

て臣下と協調した施策だったからこそ、怨霊後醍醐は計画どおり

後醍醐は満足しているだけである。この他に怨霊後醍醐が人間界

見て取れよう。自身不在の魔醯修羅王の前で話し合われた内容に

一読して、右の決定に後醍醐の意思が反映されていないことが

九）
が、その後に展開したのは、前述した後光厳の独断に起因する

（巻三十
いか一時的に世に静謐がもたらされたかのように思われた

の在家を焼く事」に語られる貞治改改元により力を失う。そのせ

かくして、怨霊後醍醐の計画はうまく進むも、巻三十八「兵庫

え

述べた。これを聞き、後醍醐は「誠に御快げに打ち咲ませ給ひて」

を乱すことを指示していたとする場面は一箇所しかない。巻二十

乱世であった。天皇の独断が乱世の演出に一役買ってしまってい

に人間世界を乱せたのだろう。

四「正成天狗と為り剣を乞ふ事」の「先帝の勅定にて、正成参り

るのである。

満足したというのである。

向かつて候ぞ」という怨霊正成の発言中だけである。つまり、怨

と、観応の擾乱を引き起こす計画を話し合う様が語られている。

大塔宮護良親王が怨霊化した峯僧正春雅・智教上人・忠円僧正ら

巻二十六「大塔宮の亡霊胎内に宿る事」がある。ここでは、怨霊

また、巻三十四と同様に怨霊の僉議の様を語っている章段に、

貢献していないということなのだろう。これが「明君」不在の物

皇の姿は認められない。私心を優先させる天皇は、
「中夏無為」に

終わり方である。その「中夏無為の代」を迎えた最後の場面に天

に提示し、その中に乱れ続ける世界を包み込んでいるかのような

登場をもって終わる。まるで、
「序」の理念に沿った枠組みを強引

このように続いてきた『太平記』の乱世は、細川頼之の突然の

その話し合いの進め方はやはり巻三十四のそれと同じである。す

語『太平記』の語り収め方なのである。

霊後醍醐の姿はほとんど描かれていないのである。

なわち、峯僧正春雅が「さても、この世の中を、いかがしてまた

【注】

騒動せさせ候ふべき」と聞いたところ、忠円僧正が具体的な計画
を語る。そして、それを聞いた大塔宮護良親王以下の怨霊が「い

１

筆者が調査した伝本を列挙する。西源院本・織田本・神宮徴

しくも計らひ申されたる事かな」と賛同し、計画が実行されると
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29

28

古館本・玄玖本・松井本・神田本・南都本・相承院本・筑波大

──」（
『太平記・梅松論の研究』汲古書院、二〇〇五年。初出は

５ 『太平記』の中で批判されていない希有な二人である。増田欣

一九九一年一二月）
等参照。

本・毛利家本・米沢本・前田家本・梵舜本・天理大学本・神宮

氏「
『太平記』における漢籍の影響」（
『
『太平記』の比較文学的研

学本・簗田本・宝徳本・正木本・今川家本・書陵部本・吉川家
文庫本・学習院大学本・慶長七年古活字版・慶長八年古活字版・

もちろん公卿僉議の結果を踏まえて天皇が判断を下す場合も

究』角川書店、一九七六年）
参照。
６

天正本・教運本・野尻本・京大本・豪精本・神戸大学附属人文
科学図書館本・中京大学本。神田本・今川家本・神戸大学附属

ある。北村昌幸氏「
『太平記』における諸卿僉議──南朝の意思

シモ

…… 不 二相

図書館本は当該巻を欠く。 なお、 野尻本は「少

決定をめぐる諸問題」（
『太平記』国際研究集会編『
『太平記』を

タカ

ヒ
違 一」、学習院大学本は「少 モ……不 二違 相
似 リ」と、頼之が完全

長坂成行氏「帝王後醍醐の物語──『太平記』私論──」（「日

中西達治氏「太平記における光厳院」（
『太平記の論』 おうふ

う、一九九七年一〇月。初出は一九九〇年一一月）
参照。

８

本文学」三一－一、一九八二年一月）
参照。

７

とらえる第二巻』笠間書院、二〇一五年一〇月）
参照。
シモ

に義時・泰時に似ているという文章になってる。これは、梵舜
本系本文（梵舜本・天理大学本・神宮文庫本・宝徳本）
の「少

リ 梵舜本）
……相似 タ」（
という乱れた本文を整合化させようとした

細川頼之像の評価をめぐる研究史と、本論とは異なった観点

結果だろう。
２

本論と関わる代表的な論考のみ紹介しておく。北爪幸夫氏「後

醍醐の死に対する幕府および北朝の対応」（
「太平記研究」三、一

９

け」（『『太平記』生成と表現世界』新典社、二〇一五年〔以下、

九七三年六月）
・長坂成行氏「
『太平記』欠巻前後─後醍醐物語

からの筆者の考察は、和田 「細川頼之の管領就任記事の位置付
拙著〕。初出は二〇一一年一一月）でも論じているので参照され

の変貌」（奈良大学文学部国文学研究室編『

鈴木弘道教授
退 任 記 念

国文学論集』

たい。

和泉書院、一九八五年三月）
・今井正之助氏「後醍醐怨霊譚の機

──」（
「国語国文学報」五〇、一九九二年三月）
・濱崎志津子氏

和田「第一部の構造」（拙著。初出は二〇一五年一二月）
参照。

れるが、大森北義氏により「太平記の太平記らしい性格を特徴

「太平記における後醍醐像の屈折点」（「新潟大学国語国文学会誌」

３

的に表現している章段」と評価されている。大森氏「太平記に

三五号、一九九三年五月）・中西達治氏「後醍醐天皇について」

構──『太平記』巻二十三「上皇祈精直義病悩之事」を中心に

みる観応の擾乱（二）「雲景未来記事」を中心として」（
「鹿児島短

（
『太平記の論』
。初出は一九九六年三月）・鈴木登美惠氏「後醍

この章段は神宮徴古館本等にはない後補された章段と考えら

期大学研究紀要」一〇、一九七二年一一月）
・小秋元段氏「
『太

醐天皇崩御と太平記の政道批判」（軍記文学研究叢書９『太平記

４

平 記 』 観 応 擾 乱 記 事 の 一 側 面 ── 「 雲 景 未 来 記 事 」 を 中 心 に
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の世界』汲古書院、二〇〇〇年九月）
・森茂暁氏『後醍醐天皇
南北朝動乱を彩った覇王』（中公新書、二〇〇〇年）
・大坪亮介氏
「『太平記』における後醍醐天皇と北野天神──「北野通夜物語」
の構想──」（「国語国文」七七－一二、二〇〇八年一二月）
。
北村昌幸氏「怨霊後醍醐の役割」（『太平記世界の形象』 塙書

房、二〇一〇年）参照。
注６論文参照。

注９論文参照。

「仁政」の対極に位置する語で、この他には、巻三十二「芝宮

御位の事」に「遊宴、奇物」を好まない承胤親王を賞賛する場

底本の西源院本は公卿僉議の結果を後醍醐が伝えたという文

章になっている。だが、正成の進言を受け入れるべきだという

諸卿僉議の結果が出たにもかかわらず、坊門清忠だけが天皇の

面子・威光を損ねるからといって、正成の意見を退けるべきだ

と主張し、その清忠の意見を後醍醐が取り入れたという神田本

等の本文が古い形だったと考えられる
（小秋元段氏「神田本『太

平記』 本文考──巻十六を中心に」
〔
『太平記』 国際研究集会編

『
『太平記』をとらえる第二巻』笠間書院、二〇一五年一〇月〕
）。

筆者も、正成が「勅定」と認識していることからも、後醍醐の

意思を反映した判断だったというのが本来の姿と考える。
注６論文参照。

鈴木登美惠氏「太平記欠巻考」（
「国文」 一一、 一九五九年七

四月）
参照。

忠 鉢 仁 氏 「 降 人 を 以 て 大 将 と は せ ず ── 太 平 記 作 者 の 視 点

──」（長谷川端氏編『太平記とその周辺』新典社、一九九四年

中西達治氏「楠木正成について」（『太平記論序説』桜楓社、一九
八五年。初出は一九六八年五月）
・今井正之助氏「正成一人未タ
生テ有ト聞食候ハ──『太平記』における楠正成の位置──」
（「国語と教育」三、一九七八年一一月）
・加美宏氏「南北朝期に
おける楠木正成像」（『太平記享受史論考』桜楓社、一九八五年。
初出は一九七八年一一月）
・大森北義氏「楠木正成の死」（
『
『太平
記』の構想と方法』明治書院、一九八八年）
・佐倉由泰氏「
『太
平記』と「気」」（佐伯真一氏編『中世の軍記物語と歴史叙述』竹
林舎、二〇一一年四月）。その他に注５論文も参照されたい。
注１の諸本参照。ただし、神田本・南都本・京大本は巻三を

欠く。

月）
参照。

詳細は、和田「武家の棟梁抗争譚創出の理由──新田義貞像

の役割──」（拙著。初出は二〇〇四年三月）
参照。

鈴木登美惠氏「その後の義貞・義助」（鈴木登美惠氏・長谷川

端氏『鑑賞日本の古典 太平記』尚学図書、一九八〇年六月）
参
照。

和田「天皇と将軍／将軍と武将」（拙著。 二〇〇三年九月）参

13

本論に関わる正成像を取り上げた代表的な論考を紹介してお

く。増田欣氏「楠正成」（「国文学」一二－四、一九六七年三月）
・

面に用いられているだけである。

16
18 17

19

20

21

光厳重祚は虚構と考えられる。詳細は注８論文参照。

照。

22

23
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10
13 12 11
14
15

社本武氏「太平記に描かれた天皇たち」（
「古典」一二、一九六

一年一月）参照。
濱崎志津子氏「天狗と動乱──『太平記』の批判の方法──」

（「新潟大学国語国文学会誌」三四、一九九一年三月）
は、この記
事が虚構である可能性を指摘されている。
川添昭二氏『今川了俊』（吉川弘文館、一九九四年新装版第二

刷）六四頁・北村昌幸氏「動乱期の例証と歴史叙述」（
『太平記世
界の形象』）参照。
中西達治氏「怨霊の系譜」（『太平記論序説』
。初出は一九七五

年二月）・注７論文・大森北義氏「先帝後醍醐の崩御と〝怨霊〟
の跳躍──第三部の「発端部」について──」（
『
『太平記』の構
想と方法』）・注９今井正之助氏および大坪亮介氏の論文・注
論文参照。

論文等参照。
注

10

引用本文は、西源院本を底本とした兵藤裕己氏校注『太平記』

た方々に記して感謝申し上げる。

会秋季大会での口頭発表を元にしている。席上、御教示いただい

であり、二〇一五年一二月一五日に開催された早稲田大学国文学

記』の異本生成過程の研究」（ＪＰ２６７７００８８）
の成果の一部

本論は、ＪＳＰＳ科研費
（若手研究Ｂ）「室町時代における『太平

【付記】

初出は二〇一一年一一月）参照。

詳細は、和田「細川頼之の管領就任記事の位置付け」（拙著。

10

（岩波文庫）
を用い、基本的にルビは省略した。その他の諸本の本

たくま・文学部准教授─

文は原本・紙焼き写真・影印本によった。

─わだ
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24
25
26
27
29 28

一

論

文
取締役の義務とＣＳＲに関する一考察

上

貴

也

説明し、委任の規定が適用される
（会社法三三〇条）
。したがって、

井
一 はじめに

取締役が取締役会の構成員として、また代表取締役として職務を

二

善管注意義務・忠実義務

取締役の義務

の決議を遵守し会社のため忠実にその職務を遂行する義務を負う」

昭和二五年改正において「取締役は法令・定款の定めと株主総会

取締役の善管注意義務と忠実義務との関係について、商法は、

１

ＳＲについて若干の考察を試みたい。

そこで、本稿では、主に取締役の一般的義務の観点から見たＣ

討が必要になると解せられる。

会的責任をどのように読み込むかが、取締役の裁量との関係で検

うことになる
（民法六四四条）。この一般的義務において企業の社

行うに際しては、善良な管理者の注意義務〔善管注意義務〕を負

二 取締役の義務
三 ＣＳＲ
四 おわりに

はじめに
わが国では、昭和四〇年代に「企業の社会的責任」について大

いに論じられた。その後、「 Corporate Social Responsibility
」（以
下、
「ＣＳＲ」と略す。）
という呼び方に変わったが、ＣＳＲ報告書
やＷｅｂ等で積極的な取り組みが紹介されている。
企業の社会的責任との関係で法的な問題になるのは、定款によ
る会社の目的のところ、または取締役の一般的義務のところで論
じられることが多い。
取締役の一般的義務については、会社と取締役との法律関係を
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（２）

の大法廷判決は、この忠実義務は「商法二五四条三項〔会社法三

締役の忠実義務と呼ばれ、会社法三五五条に継承された〕
、最高裁

定した事項は、代表取締役等の業務執行取締役が執行する。その

は取締役の職務の執行を監督する」と規定し、取締役会で意思決

③監督義務違反については、会社法三六二条一項で「取締役会

管注意義務を尽くさなくてはならない。

三〇条〕、民法六四四条に定める善管義務を敷術し、かつ一層明確

執行は取締役会の決定に反するものであってはならないので、取

とする規定を導入したが
（平成一七年改正前商法二五四条ノ三）〔取

にしたにとどまり、通常の委任関係に伴う善管義務とは別個の高
（１）

締役に三か月に一回以上職務執行の状況を取締役会に報告するこ

監督権限に資するため、法は、代表取締役および業務執行担当取

締役会は代表取締役等の業務執行を監督する権限を有する。この

善管注意義務の具体的内容

度な義務を規定したものではない」と解している。
２

大会社の取締役会は、
「取締役の職務の執行が法令及び定款に適

とを求めている
（三六三条二項）
。

に対する責任、②業務の執行に対する責任
（＝代表取締役、業務担

合するための体制その他株式会社の業務の適正をするために必要

善管注意義務の内容について具体化すると、①業務執行の決定
当取締役の責任）、 ③取締役の監督義務違反に対する責任、 とい

号、委員会設置会社は四一六条一項一号ホ）
を、定めている。その

なものとして法務省令で定める体制の整備」（会社三四八条三項四

すべての取締役は、取締役会の構成員として地位に基づきその

ため、ＣＳＲに関する事項があれば、内部統制システムを構築す

う、取締役の権限の違いに基づいた分類がなされる。
職務を行う（会社法三六二条二項一号）
。取締役会は会社の業務執

る際に決定をし、この体制に組み込んでおく必要がある。

会社の業務執行について善良なる管理者の注意義務を払ってあた

害汚染に端を発し企業に対する不信感が高まった。そのため企業

わが国では、高度成長時代の一九六〇年代、全国に広がった公

ＣＳＲ

らねばならない義務を負う。平成一四年商法改正では、誰に業務

には厳しい目が向けられ、企業の責任が厳しく問われた。七〇年

三

行を決定し、かつ取締役の職務の執行を監督するものであるから
（会社法三六二条二項二号）、取締役共通の職務の執行に関する責
任として①および③が考えられる。また、代表取締役や業務担当

執行権限があるかを法文上明定し、会社法もそれを引き継いでい

代には政界を巻き込んだロッキード事件等の企業不祥事の再発防

総説

る（会社法三六三条一項）。①代表取締役、②代表取締役以外の取

止対応のための商法改正、八〇年代、バブル景気による好業績か

１

締役で取締役会決議により取締役会設置会社の業務を執行する取

ら企業メセナに注目が集まり、九〇年代にはバブル経済の崩壊や

執行取締役は会社の業務を実際に行うことをその職務とするから、

締役として選定された者が自らの業務を執行するにあたっては善
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銀行・証券会社といった金融機関の企業不祥事が多数発生し、法
的規制のあり方、企業統治、いわゆるコーポレートガバナンス論、
企業の倫理などコンプライアンス、株主代表訴訟が話題になり、
数年前からはＣＳＲが強調されるに至っている。
ところで、従来から「企業の社会的責任」は、論者によりその

２

コンプライアンスとＣＳＲ

（１）コンプライアンスについて

近年、企業は企業行動憲章を定め、コンプライアンス体制
（倫理

を含むので法令等の遵守といわれる）
の整備を推進している。コン

定され、コンプライアンス・プログラムの策定・実施があれば連

プライアンスは、一九九一年に米国で連邦量刑ガイドラインが策

ＥＵのグリーン・ペーパーでは「ＣＳＲとは、企業が営業活動

邦法違反の懲罰的罰金を五％まで軽減し、なければ四倍増額でき

内容が千差万別であるため定義できないとされていた。
や利害関係者との関係において社会及び環境の関心を自主的に組

るとされたことから、米国企業で急速に普及した経緯がある。

九八九年のココム規制違反事件を契機に、コンプライアンス・プ

わが国で「コンプライアンス」という言葉が普及したのは、一

み込むこと」 と定義され、 二〇〇二年のホワイト・ ペーパー
Communication from the Commission Concerning Corporate Social

その後、証券業界における損失補填問題、金融機関における不正

ログラムとして輸出管理規制を制定し、実施したときからである。

わが国では、たとえば「企業が、経済・環境・社会等の幅広い

融資問題が発覚を契機として、一九九一年に経済団体連合会が「経

では「責任ある行動が持続可能なビジネスの成功に
Responsibility
繋がるという認識を企業が持つこと」が追記された。
分野における責任を果たすことにより、企業自身の持続的な発展

団連企業行動憲章」を制定し、これをコンプライアンスと称する

（３）

を目指す取り組み」、「法令遵守を中心に倫理実践、社会貢献を含

経団連行動憲章は、一九九六年に改訂され、同時に「実行の手

ようになり、各企業はこれを参考にして各社の行動憲章を策定し、

きに活用し、しかも消費者、従業員、市民などの賛同や協力を導

引き」が策定されたが、二〇〇二年に企業の不祥事件の続発から

み、倫理実践とは法令の背景にある基本の考え方まで積極的に守

、
「企業活動の
きながら、持続可能な社会づくりに寄与すること」

「企業行動憲章─社会の信頼と共感を得るために」と、また二〇〇

Ｗｅｂページで公表をしている。

プロセスに社会的公正性や環境への配慮などを取り込み、ステイ

四年には「企業の社会的責任（ＣＳＲ）
推進にあたっての基本的考

り実践していくことで、社会貢献は、自らの社会的影響力を前向

クホルダー（株主、従業員、顧客、環境、コミュニティなど）
に対

え方」が公表された。二〇一〇年には経団連行動憲章および同手

（４）

してアカウンタビリティを果たしていくこと。その結果、経済的・

引きも第六版が制定された。

（５）

企業の社会的責任という言葉は、その言葉の示す範囲が広がり、

（６）

、などと多様
社会的・環境的パフォーマンスの向上を目指すこと」
な説明がされている。
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でなく、倫理など法以外の規範を視野に入れた活動を行わなくて

ー
（株主、従業員、顧客、コミュニティなど）との対話を通じて、

企業が社会的公正や環境への配慮などを行い、ステークホルダ

ではない。

はならなくなった。では、法以外の規範に従うといった場合、そ

経済的・社会的・環境的パフォーマンスの向上を目指す社会的責

その結果、企業の活動が法令に従うという最低ラインを守るだけ

のガイドライン（基準）はどこに求めたらよいのであろうか。企業

任
（ＣＳＲ）
の取組は、わが国社会の持続的発展にとって重要ある。

が行われてきました社会的責任に関する国際規格
（ＩＳＯ２６００

このような中、国際標準化機構
（ＩＳＯ）
において規格策定作業

）
との関係を認識
を取り巻く様々なステークホルダー
（ Stakeholder
し、それぞれのステークホルダーの利害に合致するような行動を
取ることを企業には求められるのである。

機関、規制や監督を行う行政官庁、マス
（集合体）
としての顧客で

ホルダーとは、出資者である株主、経営支援を行ってくれる金融

を有する人々・団体をいう。従来、企業が重視してきたステーク

権、③労働慣行、④ 環.境、⑤公正な事業慣行、⑥消費者に関する
課題、⑦コミュニティ参画および発展という七つの課題を挙げて

する手引」が規定され、社会的責任について、①組織統治、②人

ＩＳＯ２６０００では、第六章で「社会的責任の中核主題に関

０）
が二〇一〇年十一月一日に発行された。

あった。しかし、今日のステークホルダーはもっと多様で、多様

いるが、これらの七つの中核課題を総称して「七つの中核主題」

ここにいう、ステークホルダーとは、企業と何らかの利害関係

なニーズを持つ個々顧客や消費者、工場や事業所の近隣住民、取

ＣＳＲ活動を具体的に推進するにあたっては、ＣＳＲテーマの

ＣＳＲテーマの設定

と呼ばれている。
４

引先、そして企業で働く従業員などへも配慮した企業活動をする

ＩＳＯ２６０００

ことが求められる時代になった。
３

設定と取り組むべきテーマの選定が重要になる。ステークホルダ

も、ステークホルダーの視点で設定されなければならない。各社

ＣＳＲテーマ設定については、
「共通テーマ」と、
「個別テーマ」

ーをいかに満足させるか考えなければならず、ＣＳＲテーマ設定

））
では、規模及び所在地に関係なく、あらゆる種類
responsibility
の組織を対象にしたもので、説明責任、透明性、法令遵守、人権

のＷｅｂページを見るとＩＳＯ２６０００のガイドラインも踏ま

ＩＳＯ２６０００
（社会的責任に関する手引き
（ Guidance on social

の尊重など社会的責任に関する七つの原則をはじめ、組織の中で

え、次に述べるようなテーマ設定を行っている。

この規格は、それぞれの組織の特徴に合わせて必要な部分を活

に大きく分類して設定されている。
「共通テーマ」とは、コンプラ

（７）

社会的責任を実践していくための具体的な内容等を規定している。
用することを促すものであり、認証を目的として策定された規格
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イアンスやリスクなど、多くのステーク

ホルダーの関心が高く、部門を超え全社

として取り扱うべきテーマをいい、
「個別

テーマ」とは、品質・製品安全ならば消

費者、雇用ならば従業員、人権の問題な

らばＮＰＯといったようにその個別テー

マで対象となるステークホルダーのター

ゲットを絞ることができ、各部門レベル

で取り組むべきテーマを設定できるテー

マをいう。各企業のホームページで紹介

（８）

されているＣＳＲのテーマ設定もほぼこ

のような枠組みで構成されている。

（９）

「共通テーマ」、
「個別テーマ」のそれぞ

れの項目を列挙すると表１のようになる。

〈共通テーマ〉

①コンプライアンス、②環境、⑨コー

ポレートガバナンス、④リスク、⑤情報

開示、

〈個別テーマ〉

①品質・製品安全、②労働安全衛生、

③雇用・人材、④人権、⑤社会貢献、

⑥情報セキュリティ、⑦個人情報保護
表１

基本原則
コンプライアンス・企業倫理 ○企業倫理の徹底を図る。 ○法令を遵守する。
情報

○ステークホルダーに適時適切に情報を開示するとともに対話チャ
ネルを充実する。 ○情報を適切に管理する。

環境

○環境に配慮した事業活動を展開する。 ○環境情報を提供する。

人権・労働

○企業の活動によって影響を受ける人々の人権を尊重する。
○従業員を尊重する。

製品と安全

○高品質かつ安全な製品・サービスを、安全な方法で生産・提供する。

社会貢献

○健全で持続可能な社会づくりのために社会貢献活動を展開する。

この基本原則のベースに各ステークスホルダーにターゲットを絞った「個別テーマ」を設定する。
「顧客・消費者」を例にする。
消費者・顧客
コンプライアンス・企業倫理 ○公正取引・競争の徹底

○消費者関連法令の遵守

情報

○顧客対応に関わる情報の提供 ○製品・サービスに関する適切な
情報の提供○コミュニケーションの促進 ○プライバシーの保護

環境

○環境負荷低減のための製品・サービスの開発と提供

人権・労働

○消費者に不快感を与えない宣伝・広告

製品と安全

○高品質かつ安全な製品・サービスの提供

社会貢献

○企業の社会貢献活動に対する理解促進と支援
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５

環境

企業は、消費者のニーズを正しく把握し、これに基づいた品質

消費者側は、高品質でありかつ十分な安全性を備えた商品を望

目標を設定して、目標を達成するために製品企画、開発・設計か

企業が環境への配慮として何をなすべきだろうか。たとえば、

んでおり、企業側もそれに応えるため、製品そのものの承認や認

企業にとっては、工場跡地の土壌汚染の社会問題化、産業廃棄

製造業の場合には、原料の調達から輸送、製造、梱包、製品の使

定を行なう『製品認証』を取得したり、製品の生産プロセスを認

ら生産・販売・アフターサービスに至る各段階において、所定の

用、廃棄と各段階で環境と関連している。各段階における具体的

証する『品質システム認証』を取得したりする。認証の取得が企

物処分場の逼迫化など、企業が環境問題について、何も配慮しな

な取組みとして、原料調達においては、可能な限り再生品を使用

業の自発性に委ねられている規格・基準もあれば、製品の分野に

品質を確保・確認する必要がある。

するとか、輸送でもトラック輸送中心から鉄道、船舶の利用を進

よっては、認証を得ることが行政当局による強制、すなわち法規
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いというわけにはいかない時代になってきている。

める、製造段階では大気、河川、土壌への環境負荷物質の利用を

制で扱われるものもある。

品質・製品安全に関する、具体的な取組みとしては、

積極的に進めることが考えられる。梱包材も、リサイクル品を使
用し、焼却時のダイオキシンが発生しないような配慮をすること

●ＩＳＯ９００１の認証取得

消費者である顧客満足を向上させていくための品質マネジメン

も考えられる。
環境配慮に先進的な企業では、環境配慮活動やその成果を内部・

トシステムの国際規格であるＩＳＯ９００１の認証を取得する。

（

外部のステークホルダーに情報開示するために、
「環境報告書」や

●信頼性設計の実施

（

「ＣＳＲ報告書」を刊行している。

製品欠陥の発生を防止するために、①セーフライフ
（最悪条件下

による設計）
の考慮、②フエイルセーフ
（故障時の安全側での機能

停止）
の考慮、③リダンダンシー
（冗長設計）
の適用、④保全、サー

品質・製品安全
製品に関する品質・安全に向けられる消費者の目は厳しくなっ

消費者が使用する製品のうち、安全性の確保が求められる製品

ビス性の確保
（容易な点検・整備）、⑤取扱説明書の工夫がある。

つながった場合には、被害者への補償・賠償に多大なコストが発

については、製造・輸入する事業者が、技術基準に適合している

ており、低価格でも安全性に問題がある製品は、安全性に懸念が

生するだけでなく、自社製品に対する社会的信用が致命的な打撃

ことを自主的に検査して確認する必要がある。法が要求する場合

●製品安全に関する法令の遵守

を受けることになることは最近の企業不祥事からも理解できる。

生じた段階で購入対象からはずされる。製品の安全性が、事故に

６

（1

付する必要がある。

には、国に登録された検査機関での検査を受けて認証マークを貼

金の寄附、地域社会への財産上の奉仕、各種福祉事業への資金面

的遂行のうえに必要なものであるとするを妨げない。災害救援資

その意味において、これらの行為もまた、間接ではあっても、目

割を果たすために相当な程度のかかる出捐をすることは、社会通

での協力などはまさにその適例であろう。会社が、その社会的役

●適正なリコールの実施
製品による事故の発生の拡大可能性を最小限にするため、事業
者は、回収や交換、改修または引取りを実施する必要がある。

会社としてむしろ当然のことに属するわけであるから、毫

も株主その他の会社の構成員の予測に反するものではなく、した

念上

の意識向上のための教育や研修、③事故・クレーム情報等の収集

がって、これらの行為が会社の権利能力の範囲内にあると解して

①リコールを隠蔽しない企業体質、②経営トップを含む全社員
体制等の整備、④製品の販路や追跡情報の把握体制の整備、⑤緊

」との判
も、なんら株主等の利益を害するおそれはないのである。

（

急時対応マニュアルの整備、⑥報告等を要する行政機関等の確認、

断を示している。会社は、災害救援資金の寄付、地域社会への財

ている。

会的役割を果たすためになされた場合には認められると判断をし

（

⑦責任範囲の明確化、⑧リコールに要する費用の確認などが必要

産上の奉仕、各種福祉事業への資金面での協力などは、会社の社

会社が行う寄付

となる。
７

八幡製鉄政治献金事件の最高裁大法廷判決による会社の政治献

昭和四五年最高裁大法廷判決は、取締役の忠実義務の規定は「善

八幡製鉄政治献金事件において、最高裁判所は、
「会社は、他面

て、ある行為が一見定款所定の目的とかかわりがないものである

管義務を敷街し、かつ一層明確にしたにとどまる」のであって、

金の容認を前提として、政治資金規正法が改正され、会社等の資

としても、会社に、社会通念上、期待ないし要請されるものであ

「取締役が会社を代表して政治資金の寄附をなすにあたっては、そ

において、自然人とひとしく、国家、地方公共団体、地域社会そ

るかぎり、その期待ないし要請にこたえることは、会社の当然に

の会社の規模経営実績その他社会的経済的地位および寄附の相手

本金の額または出資の金額の区分に応じた寄付の総額の制限など

なしうるところであるといわなければならない。そしてまた、会

方など諸般の事情を考慮して、合理的な範囲内において、その金

の他（以下「社会等」という）の構成単位たる社会的実在なのであ

社にとっても、一般に、かかる社会的作用に属する活動をするこ

額等を決すべきであり、右の範囲を越え、不相応な寄附をなすが

が規定されている
（政資二一条以下）
。

とは、無益無用のことではなく、企業体としての円滑な発展を図

ごときは取締役の忠実義務に違反するというべきである」として

るから、それとしての社会的作用を負担せざるを得ないのであっ

るうえに相当の価値と効果を認めることもできるのであるから、
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（1

諸外国の立法例

いる。
８
企業の社会的責任について、会社法典に一般的規定が置かれた
事例について触れておく。
（１）ＡＬＩのコーポレートガバナンスの原理
アメリカ法律協会『コーポレート・ガバナンスの原理』（以下、
条
（ｂ）
項において、たとえ企業収益お
ＡＬＩ原理」という）
の 2.01
よび株主利益が増進させられない場合においても、①自然人と同

る。現代の会社は、その関係する従業員・顧客・供給者・地域社

会の構成員のような多様なグループとの相互依存をもたらしてお

（

（

り、そのようなグループの期待に応ずることによって、会社の長

期的収益が得られる、と説明をしている。
（２）イギリス会社法

Duty

二〇〇六年改正において会社法では取締役の一般的義務が成文

化された。一七二条では、「会社の成功を促進すべき義務」（

）
の利益を考慮する必要があると明記している。
（ stakeholders
（１）会社の取締役は、当該会社の社員全体の利益のために会社

）
が、取締役の義務の履行
to promote the success of the company
にあたり、会社のほか、顧客、取引先、地域社会等の利害関係者

考慮を加えることができ、並びに③公共の福祉、人道上、教育上、

の成功を最も促進しそうであると誠実に考える方法で行為しなけ

様に、法が定める範囲内において行動しなければならず、②責任

及び慈善の目的のために合理的な額の資産の充当を行うことがで

ればならず、かつ、そのように行為する際に、特に以下の事項を

ある事業活動にとって適当であると合理的にみなされる倫理上の

きる。

考慮しなければならない。
（ｂ）当該会社の従業員の利益

（ａ）一切の意思決定により長期的に生じる可能性のある結果

条（ｂ）項では、 会社が経済上の
ＡＬＩ原理コメントでは、 2.01
制度であると同時に社会的な制度でもあるという認識が反映され
）
の
ており、したがって、会社の経済的目的
（ economic objective
追求は、社会的要請により制約されなければならず、また社会的

（ｄ）当該会社の営業活動による地域社会及び環境に対する影響

（ｃ）当該
 会社と供給業者、顧客、その他の者と当該会社の間の
事業上の関係の発展を促す必要性
long-

（ｅ）当該
 会社がその事業活動の水準の高さに関する評価を維持
することの有用性

必要性により適格でありうることを認めるものと考えられている。
）
および株主の利益を得ることである。したがって、
run protability
より大きな長期的な利益を適切に達成するために短期的なコスト

さらに、本項にいう会社の経済的目的は、長期的な収益性（

を伴う行為は、経済的目的から逸脱するものではない。法の遵守、

（ｆ）当該
 会社の社員相互間の取扱いにおいて公正に行為する必
要性

倫理的考慮、公共心のある行為への指向は、通常、これに該当す
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（1

促進するとは、当該目的を達成することをいうものとしてその効

て、第（１）項は当該会社の社員の利益のために当該会社の成功を

（２）会社の目的（ The purposes
）が、その社員の利益以外の目
的から成るとき、または社員の利益以外の目的を含む限りにおい

必要がある。

ステークホルダーの利害についても考慮する体制を構築しておく

が増えている。企業としては、こうした法令の遵守のみならず、

取り巻く利害関係者の声を反映して、利害関係者を保護する法律

２つ目は、ＣＳＲ関連の内部管理体制に対する法・規制の整備

消費者を保護するための法律の整備も活発である。昨今、企業を

力を有する。
（３）本条により課される義務は、取締役に対し一定の状況にお

である。大企業にあっては、二〇〇六年五月施行の会社法により

のとして法務省令で定める体制の整備」を大会社に義務づけてい

めの体制その他株式会社の業務の適正を確保するために必要なも

「取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するた

企業経営者に内部統制システム構築義務が課されることとなった。

いて当該会社の債権者の利益を考慮し、または当該会社の債権者
）
の利益において行動することを要求する一切の法規
（ enactment
）
に従うことを条件として
またはコモンロー・ルール（ rule of law
会社・株主以外のステイクホルダーに対する考慮とは、会社・

る
（会社法三四八条四項、三六二条五項、四一六条二項）
。これに
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その効力を有する。
株主の利害と同等に他のステイクホルダーの利害を考慮する義務

より、大企業においては、コンプライアンス体制を確保するため

仕入先に対して、法令順守、人権・労働、環境、企業倫理などに

る。多国籍企業には、社会的影響力の大きさから自社はもちろん

さらに、ある企業では、
「ＣＳＲ調達」を実施している企業もあ

を課すものではなく、あくまでも会社の株主価値を高める過程に
（

のガイドラインやプログラム作りがさらに活発化する。

（

おいて必要な配慮をするのみにとどまり、仮に失敗しても取締役

おわりに

配慮した企業行動を促す施策が期待されている。サプライチェー

ＣＳＲについて、わが国会社法の取り組み、企業の取り組み、

ＣＳＲに関連する法・規制を整備しようとする動きも活発にな

備である。 例えば、 わが国では、 環境問題に対して、「環境基本

外国法制の取り組みについて概観してきたが、基本的な法的枠組

ン全体で社会的な責任を実践する「ＣＳＲ調達」の推進が行われ

法」（一九九三年施行）
を出発点として、
「資源有効活用促進法」
、
「家

の整備のみならず、企業の積極的な取り組みなどにより更なる充

ってきている。法・規制整備の動きは、大きく二つに分類される。

電リサイクル法」等の循環型社会のための法整備が進められてき

実が求められる。

ている。企業の自発的取り組みによる展開が期待される。

た。また、「消費者契約法」、「個人情報の保護に関する法律」等、

一つ目は、個別の事業活動や個別テーマに関連する法・規制の整

四

が責任を追及されるようなものではない。

（1

（注）
（１）最大判昭和四五年六月二四日民集二四巻六号六二五頁。
たさない（会社法二条一五号）。また、「業務執行者」とは、「業務執行取締役

（２）会社法上、「業務執行取締役」とは、取締役は「社外取締役」の要件を満

職務上関与した者として法務省令で定めるもの」 をいう〔分配可能額を超え

（委員会設置会社では執行役）その他当該業務執行取締役の行う業務の執行に
た剰余金分配について責任を負う〕（四六二一項）
。
（３）ＫＰＭＧビジネスアシュアランス編『ＣＳＲ経営と内部統制』別冊商事法
務二七八号三頁（佐藤文昭執筆）（商事法務、二〇〇四年）
。
（４）高巌＝日経ＣＳＲプロジェクト『ＣＳＲ企業価値をどう高めるか』二六頁
（日本経済新聞社、二〇〇四年）。

してＩＳＯ（国際標準化機構）によって一九八七年に制定された。日本では一
九九一年にＪＩＳとして制定されて以来、 企業活動に大きな影響を与えてい
る。 ＩＳＯでは、 五年ごとに規格の見直しを行い、 二〇〇〇年の第三版では
ＩＳＯ９００１を通して、 顧客満足の提供、 改善活動の継続を実施すること

「品質マネジメントシス テ ム 」 と な っ た 。
により、 社会的信用の維持と共に競争力の向上が図られ、 企業の発展に役立
つこととされている。
（ ）最高裁判所大法廷判決昭和四五年六月二四日民集二四巻六号六二五頁。

“ Principles of Corporate Governance: Analsis
（ ） The American Law Institute,
§§ 1.01 to 6.02
” p.57
（ 1994
） .
and Recomendations Parts I-IV

（

）

“ Company Law 3rd ed
” p.188
（ Oxford,2012
） .
Hannigan

─いのうえ たかや・法学部教授─

─ 39 ─

（５）谷本寛治編著『ＣＳＲ経営』五頁（中央経済社、二〇〇六年）
に掲載されている。
（６）最新版は、 http://www.keidanren.or.jp/policy/csr.html
http://iso26000.jsa.or.jp/contents/
（８）清水克彦著『社会的責任マネジメント』一八八頁
（共立出版、二〇〇四年）
。

（７）

二〇〇五年）。

（９）トーマツＣＳＲグループ『よくわかるＣＳＲ』五四頁（日本実業出版社、
（ ）ＩＳＯ９００１とは、品質管理および品質保証のための国際標準モデルと
10
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