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【論文】 

知識構成型ジグソー法を用いた教員養成大学における 

授業開発に関する一考察 

―｢外国史概説｣における授業実践例― 

井上 敏孝 

 

 

1 はじめに 

本稿は、筆者が小学校・中学校社会・高等学校地歴の教員免許取得を目指す学生に対して

行った授業実践の成果と課題をまとめたものである。具体的には教員養成大学である兵庫

教育大学の「外国史概説」において、｢知識構成型ジグソー法｣という学習技法を導入した。

「ジグソー法」とは、学生間の話し合いを重視した授業技法であり、わが国のアクティブラ

ーニングの最も有力なメソッドのひとつと位置付けられている。筆者は「ジグソー法」を発

展させた「知識構成型ジグソー法」を取り入れ、学生同士が対話を通して、主体的、協働的

に課題に取り組むための授業をデザインした。そして参加した学生が、授業で習得した知識

を定着・活用させ、さらには世界史及び日本史の内容を捉え直し理解を深化させることを目

的とした授業実践を行った。 

日本国内において、教育現場に「ジグソー法」を取り入れ、その実践事例を初めて明らか

にした研究としては、蘭千寿「学級集団の社会心理学－Jigsaw 学習法を中心として―」が

挙げられる(1)。しかしながら、彼が対象としたのは小学校高学年の社会の授業であった。

また中学校教員による「ジグソー法」の教育実践をまとめた研究として筒井昌博『ジグソー

学習入門－驚異の効果を授業に入れる 24 例－』があるものの(2)、対象となったのはあくま

で中学校の授業である。一方、高等教育機関における実践例としては、緒方巧「看護教育に

協同学習法を取り入れる 2「ジグソー学習法」を用いた基礎看護技術演習」があるが(3)、同

研究は看護士養成課程における授業での導入事例であった。大学教育における「ジグソー法」

を導入した授業実践がまとめられたのは 2015 年の戸田まり「大学での演習にジグソー学習

を取り入れた試み」を皮切りとしており(4)、その後 2016 年の友野清文「教職科目における

ジグソー法の実践と課題」(5)、児玉典子・小山淳子「初年次教育における統合教科の学習を

促進するファクターとしてのジグソー法の試み」(6)を始めとして少なからず実践が積み重

ねられつつある。しかしながら、教員養成科目の授業に「ジグソー法」を取り入れた実践と

いう点で見ると、その事例は、先の友野のみである。同研究の前年に発行された国立教育研

究所の『教員養成教育における教育改善の取組に関する調査研究～アクティブ・ラーニング

に着目して～」(7)では実践例が示されているものの、実際の大学の授業で実施した内容で

はなく、あくまで授業プランとして紹介されているに過ぎない。教員養成科目において同法

が採用され、実践がまとめられた研究は極めて限定的であるのが現状である。さらには「ジ

グソー法」を発展させた「知識構成型ジグソー法」を、将来の教員を目指す学生を対象とし

た授業で採用し、実践事例として明らかにした研究は極めて少ない(8)。 

 以上のことを踏まえて本稿は教員養成課程において「知識取得型ジグソー法」の手法を採

用した授業の実践報告を行うとともに、授業の内容が参加学生の授業意欲の変化や学習内

容の定着に果たした成果と課題を考察するものである。そして本研究の成果は大学授業を

アクティブラーニング化するための研究の一つの事例になればと考えている。 

 

 

2 受講生の概要 

筆者は 2016 年度より、兵庫教育大学の非常勤講師として「外国史概説」を担当させてい

ただいている。「外国史概説」は学校教育学部の内、主に社会系コースの 2 年生が履修する。

履修する学生の内、多くは中学校社会科・高等学校地理歴史の教員免許状を取得する学生で

あるが、小学校教員免許状のみ取得する学生も参加している(9)。2016 年度の受講者は 30



 

 

名で、うち学部生 22 名、大学院生 2 名、留学生 6 名、男女比はおおむね半分ずつであった。 

「外国史概説」全 15 回の授業の流れは表 1 の通りである。本稿で取り上げるのは表 1 中第

14 回目の授業である。参加学生は第 1～13 回の授業の中で台湾を中心とした東アジアの近

代史についての学修を終えており、本稿で取り上げる第 14 回目は、それまでの授業内容を

振り返り、本講義のまとめを行う回との位置づけで授業を行った。学生へは事前に①「「ジ

グソー学習」あるいは｢知識構成型ジグソー法｣について聞いたことがある。」②「「ジグソー

学習」あるいは｢知識構成型ジグソー法｣を取り入れた授業を実際に受けたことがある。」③

「これまで受けてきた中学校社会及び高等学校世界史・日本史・地理の授業はどのような進

め方であったか」。との 3 点についてアンケートを実施した。結果は①については数名の学

生が「「ジグソー学習」については聞いたことがある」と答えたものの、②について「ある」

と答えた学生は 0 名であった。そして③については、留学生を除くほぼ全ての学生が、プリ

ント等を使った講義形式・一方的な授業であったと解答した。 

以上のことを踏まえ、参加学生が既習してきた一方向型の授業ではなく、教師及び学生参

加型の双方向型の授業の一例として、「知識構成型ジグソー法」を取り入れた授業を実施し

た。双方向型で、なおかつアクティブラーニング化された授業に参加することで、学生が同

教育技法の成果と課題を実感する機会となることを狙いとした。また同活動を講座のまと

めとなる 14 回目に実施することにより、下記の目標を達成・深化できると考えた。 

①港の歴史を切り口として、東アジア地域における港の存在が周辺地域との対外交流に

いかなる影響を与えたかについて、各時代及びターニングポイントとなった歴史的事象

との関連性の下で明らかにする。 

②歴史的知識の習得のみならず、幅広い文献や地図等の歴史的資料を分析する力の習得

を目指す。 

③学生が小学校・中学校・高等学校における「主体的で対話的で深い学び」の実現に向け

た授業を開発・デザインする力を養う。 

 

 

3 「知識構成型ジグソー法」について 

授業で導入を試みた「知識構成型ジグソー法」の元となるジグソー法は社会心理学者のエ

リオット・アロンソンが 1971 年に考案したグループ学習の技法である(10)。その方法は、

「小集団があるテーマについて学習する目標を与えられ、各成員が別の集団におもむき

別々の関連テーマについて学び、その後、元の集団に戻ってそれぞれの学習内容を伝えて全

体的な理解を深めることを狙った協同学習の一方式」と定義づけされている(11)。つまりグ

ループ（ジグソーグループ）で課題(担当部分)を分割し、同じ課題を担当する生徒が別にグ

ループ（エクスパートグループ）を作って答えを導きだし、その後、元のグループに戻って

各自の担当部分を教え合うことになる。この手法では、上述の“元のグループに戻った”時

点ではジグソーグループ内のメンバーは自分が担当した課題しか答えを知らないことにな

る。したがってメンバー全員が全体を理解するためには同じグループのメンバーの説明を

良く聞いて理解しなければならず、グループのメンバー同士で“教え合う”活動が非常に重

要となるのである。加えてメンバー全員が理解できるよう、自分の担当の内容は責任を持っ

て答えを見出し、その内容を他のメンバーに伝えなければならない。こうしたことから「ジ

グソー法」を用いた学習は「技能としての協力」を学ぶことにもつながるとされている(12). 

以上の「ジグソー法」を発展させ、「個々人の知識の統合を支援する方法として」さらに

は小・中・高校における「主体的で対話的な深い学び」いわゆるアクティブラーニング推進

のための指導方法として開発されたのが、「知識構成型ジグソー法」である(13)。同方法は東

京大学大学発教育支援コンソーシアム推進機構（略称 CoREF）が独自に開発したものであ

り、2015 年頃より、埼玉県教育委員会を始め、全国の都道府県教委委員会等と連携し、小・

中・高校での授業実践を重ねてきている。その授業実践の成果や課題は同機構の HP や同機

構が発行する『協調学習 授業デザイン ハンドブック―知識構成型ジグソー法を用いた授

業づくり―』にも掲載され、その数は 2015・2016 年度の 2 年間で小・中学 411 事例、高等



 

 

学校 1040 事例の計 1451 事例にのぼっている(14)。さらには、各教育委員会が主催する教

育研究会を始め、学校単位で開催される校内研修等においても、同方法を取り上げた授業実

践や実践例が見られるようになっている。そのため、今回の学習指導要領改訂と連動して、

今後より一層、その動きは広がりを見せていくと考えられている(15)。 

「知識構成型ジグソー法」についての具体的な方法については、CoREF のホームページ内

の「知識構成型ジグソー法」の説明を引用し以下に示す(16)。 

 

自分の言葉で説明したり、他人の説明に耳を傾けたり、わかろうとして自分の考えを変え

たりといった、一連の活動を繰り返すことで、考え方や学び方そのものが学べることがわ

かってきています。知識構成型のジグソー法は、型が明確・簡単で、多様な展開が可能な

ので、協調学習を目指した実践に適しています。 

なお、この手法は CoREF が独自に開発した学習法であり、Aronson（1978）のジグソー

法とは異なる狙いや手法の特徴を持っています。Aronson の狙いが人種の融合など児童

生徒の関わり合いの促進にあったのに対し、知識構成型ジグソー法の狙いは関わり合い

を通して一人一人が学びを深めることにあります。したがって、知識構成型ジグソーは手

法としても、明確な問いを設定して、学習の前後で問いに対する回答を二回求めるなどの

特徴を持ちます。 

 

上記の説明を踏まえて、なおかつ CoREF の HP を参照しつつ「知識構成型ジグソー学

習」の流れをまとめると、図 1 のようになる。 

以上の CoREF の定義と図 1 から、前述した「ジグソー法」と「知識構成型ジグソー法」

の最大の違いは、前者がグループ学習・協同学習の実施に重きを置き、その活動自体を目的

としていることに対して、後者は協同学習を手段として、学習者個人の知識構成・学びを深

めることに重きを置いている点にあることが分かる。したがって本稿で取り上げる授業で

「知識構成型ジグソー法」を導入するにあたっては、従来の「ジグソー法」を取り入れた授

業形態にプラスして、「ジグソー法」型授業の開始前後で「個人学習の時間」を取り入れる

ことを試みた。 

「知識構成型ジグソー法」を採用した授業実践の具体的な流れは次節で詳述したい。 

 

 

4 授業の流れ 

「知識構成型ジグソー法」を取り入れた「外国史概説」第 14 回目の授業時は 22 名の学生

の参加があった。実際の授業の流れおよび手順、詳細な内容については以下で述べたい。ま

ず当日の授業計画案については以下の表を参照されたい。 

 

 本時の学習及び指導計画 

時間 学習者の活動 授業者の説明・指示・支援 使用ツール 

導入 

10 分 

①本時の授業の流れを把握する。 

②ジグソー学習の方法を把握す

る。 

③班の決定・各班に荷物を持って

移動する。 

授業の大きな流れを説明。 

ジグソー学習の仕組み・流れを説

明。 

各班の分け方等を説明。 

 

PC 

プロジェクター 

スクリーン 

黒板 

ホワイトボード 

配布プリント 



 

 

展開① 

15 分 

④ジグソー学習で解決するテーマ

を理解する。 

⑤自分が担当する(調べる)課題を

確認する。 

⑥配布プリントを読み込み各自の

課題の答えを探す。 

ジグソー学習で解決するテーマを

説明。 

担当する 4 つの課題を説明。 

 

まずは自力で資料を読み込み、答

えを探すことを伝達。 

PC 

プロジェクター 

スクリーン 

配布プリント 

展開② 

15 分 

⑦同じ課題を調べている人同士で

グループを作る。 

⑧新たなグループで調べた内容を

共有。他の学生と教え合い・確認

し合い理解を深める。 

適宜、議論や学習が深まるよう教

員から声掛けや質問を行う。 

元の班に戻った際、他のメンバー

に説明できるように準備を促す。 

PC 

プロジェクター 

スクリーン 

配布プリント 

展開③ 

15 分 

⑨元の班に戻る。 

⑩他のメンバーに自分の担当箇所

を説明し合う。 

グループの全員が「ジグソー学習

シート」を完成させる必要がある

ことを伝える。 

PC 

プロジェクター 

スクリーン 

配布プリント 

展開④ 

15 分 

⑪各自で調べた内容をキーワード

を使ってグループ協働で図式化す

る。 

⑫他のメンバーとともに発表者は

説明の準備をする。 

図式化の方法を説明。 

前例を掲示。 

 

発表者の決定。 

PC 

プロジェクター 

スクリーン 

模造紙 

メモ用紙 

マジック 

のり 

まとめ 

20 分 

⑬各グループの代表者が説明・発

表する。 

⑭机などを元に戻し「ジグソー学

習シート」及び「今回の振り返り

シート」を完成させる。 

⑮教員の補足説明等 

⑯プリント及び模造紙を提出。 

グループごとの課題達成度を見

る。 

学生の活動の様子や成果を説明。 

 

 

 

各自の「ジグソー学習シート」及

び模造紙を回収する。 

模造紙 

 

「ジグソー学習

シート」プリン

ト 

「今回の振り返

りシート」プリ

ント 

模造紙 

以下の①～⑯は図 1 の「本授業で試みた授業の流れ」及び以下の表中の「学習者の活動」

の具体的な中身及び学習の流れを列挙したものである。 

①本授業の冒頭で本時の進め方についてガイダンスを行う。 

本講座の通常の授業とは、流れが異なるため、学生には、本時はこれまでの授業で学んだ

内容のまとめとなる点、さらに特殊な方法を使って授業を進める点を伝える。 

②ジグソー学習の概要について説明を行う。 

③4 人班の決定・各班に荷物を持って移動する。 

授業内で、班の割り振りを発表し出席学生全員を 4 人班に割り振る。また本授業で取り

扱うテーマについて 4 つの視点に分かれて分析を行うため 1 グループ 4 名のジグソー班を

複数班作る。端数の学生が出た場合、一部のグループを 5 名とする。当日は 4 名のグルー

プが 3 つ、5 名のグループが 2 つの計 5 グループに分けることができた。 

④ジグソー学習で解決するテーマを発表。 

授業で折り扱うテーマを発表する。具体的にはテーマを「台湾の港は、歴史的にどのよう

な役割を果たしたのか」とした。本テーマについては、本講座の第 1～13 回において授業

で取り上げ、説明を行った内容を設定した。 

⑤班の中で調べる内容の担当部分を決める。 

⑥で発表したテーマに対して、4 つの視点に分けて、解答を導き出す。班員 1 人が 1 つの



 

 

視点を担当できるよう、ジグソー班の中で各自が担当する 4 つの視点を発表し、自分が担

当する(調べる)課題を確認する。今回、テーマを検証するべく設定した 4 つの視点はそれぞ

れ(イ)「経済的な面から」、(ロ)「戦争との関係から」、（ハ）「外国との関係から」、(ニ)「技

術者や技術の面から」とした。 

⑥自分 1 人で調べ学習を行う。（約 5 分） 

まずは上述の（イ）～（ニ）のうち、自分が担当する視点の答えを、本講義で学んだ内容

や資料を用いつつ自力で答えを見つけ出す作業を行う。 

本講義では、授業ごとに文献資料や地図等の歴史的資料を数多く配布している。その上で

配布した資料は毎回持参することを学生にはルール化しており、その内容は初回のガイダ

ンス時に学生に伝達している。したがって本時においても学生は、これまでの配布済みプリ

ントを用いつつ、なおかつ学修してきた内容を踏まえて、ある程度の答えを導くことが可能

であると考えられる。当日においても参加学生は、既習の知識と、配布プリント、さらには

ネット上の情報等を活用し、多くの学生がおおまかな答えを導き出すことに成功していた。 

⑦同じ課題を調べている人同士でグループを作る。 

個人での調べ学習を経た後、4 つの視点のうち、同じ視点を調べているメンバーが集まる

よう、新たな 4 人ないし 5 人のグループを作る。具体的には、⑥で発表した 4 つの視点(イ) 

「経済的な面から」、(ロ)「戦争との関係から」、（ハ）「外国との関係から」、(ニ)「技術者や

技術の面から」のうち、同じ視点を調べているメンバー同士に分かれてグループを作り直す。

いったん集まっているグループから再度の移動が必要となるため、迅速な移動と参加者の

協力が必要である旨を学生に伝え、当日はスムーズにグループの移動が実現した。元のジグ

ソーグループが 5 つとなったため、(イ)～(ニ)をそれぞれ調べるグループ内のメンバー数は

5 ないし 6 名となった。 

⑧新たなグループで調べた内容を共有。他の学生と教え合い・確認し合い理解を深める。 

1 つのテーマ対して、同じ視点で答えを探し出している人同士が集まることで、⑥時に 1

人で調べた内容の正誤を確認する。また他のメンバーの意見や内容を聞き、調べた解答の訂

正・追加・深化を図る。また自力で解答を導き出せてない場合は、このタイミングで、グル

ープ内の他のメンバーに教えてもらい、解答の理解を進める。さらに班のメンバー全員が答

えを導き出せた場合は、元の班に戻った際、他のメンバーに自分が担当した視点について説

明できるように各自に準備を促す。実際の授業時は、比較的どのグループでも議論や意見交

換が活発に行われていたため、予定していた 15 分間(移動を含む)を若干超過することとな

った。 

⑨元の班に戻る。 

 ⑧での活動で習得した情報及び解答を持って③の時に分かれた班に戻る。 

⑩他のメンバーに自分の担当箇所を説明し合う。 

⑥及び⑧を通して得た知識や情報等を踏まえて、担当した視点から見たテーマに対する

解答を自分の言葉で、ほかのメンバーに伝え、班のメンバー内で教え合う。そして 4 つの視

点の解答をグループ内の全員が共有できたところで、テーマの内容「台湾の港は、歴史的に

どのような役割を果たしたのか」に対する答えを、グループのメンバーで協力して導き出し、

その答えを共有する。 

⑪グループで調べ共有できた内容を、キーワードと矢印を使ってグループ協働で図式化す

る。 

各ジグソーグループごとに、模造紙とキーワードを書く画用紙を配布。授業時は柱とする

キーワード数を 3 つ使うよう指定した。そのため各グループには 1 枚の模造紙と、3 枚の画

用紙を配布。図式化するに当たっては、見やすさ・簡潔さ・そして分かりやすさを重視して、

書き込むよう声掛けを行った。 

⑫他のメンバーとともに発表者は説明の準備をする。 

 図式化が完了したグループから発表及び説明時の準備を行うよう声掛けを実施。 

⑬各グループの代表者が説明・発表する。 

 模造紙を使いながら、グループの代表者が他のグループに向けて、テーマの解答と作成し



 

 

た図式の説明を行う。グループごとに、オリジナリティのある図式紹介及び説明がなされ、

発表時には、聞き手側から歓声や共感の意見が出るなどの光景が見られた。そのため、発表

時間に関しては予定時間を超過する結果となった。実際に各グループが作成した図式は図 2

～6 を参照されたい。 

⑭机などを元に戻し各自「ジグソー学習シート」「今回の振り返りシート」を完成する。 

 「ジグソー学習シート」には、「台湾の港は、歴史的にどのような役割を果たしたのか」

という本時のテーマに対する学生個人の解答及び解釈を記述式で記入させることとした。 

⑮教員の補足説明等 

⑯各プリント及び模造紙を提出。 

 以上が本時の授業の手順と流れとなる。前節でも取り上げた通り、「知識構成型ジグソー

法」を授業に採用する狙いは、「関わり合いを通して一人一人が学びを深めること」にあり、

同法の特徴は「知識構成型ジグソーは手法としても、明確な問いを設定して、学習の前後で

問いに対する回答を二回求める」ことであった。この点を踏まえて、以上の手順及び流れを

検証すると上述の「明確な問い」は、本時では「台湾の港は、歴史的にどのような役割を果

たしたのか」となり、「学習の前後で問いに対する回答を二回求める」という点については

手順の⑥と⑭が、それに充当しているといえる。したがって本時で行った授業実践の内容は、

「ジグソー法」、強いては「知識構成型ジグソー法」を採用した授業実践と位置付けること

ができよう。 

 

 

5 授業後の学生の振り返り及び評価 

 授業終了時に、本時の授業内容及び進め方について自由記述でのアンケートを行った。 

重複する内容は省き学生の記述内容を示すと以下の通りである。 

・ グループ学習の中で、説明することでより自身の理解が深まった。 

・ 自己紹介をしていない、知らない人とも話をして学ぶことができた。 

・ 多くの班で使われていたキーワードは、とても重要であると思った。 

・ 同じ内容のことを調べても、人によって観点が違っていてたくさんの情報を得られてよか

ったです。まとめも班によって違っていて面白かった。 

・ 集めた情報を班員に広めるというミッションがあるので、他人任せにできないので、全員

参加できる活動という点が良いなと思った。 

・ ジグソー学習を通して、いままでのまとめという感じで振りかえれてよかった。 

・ グループワークは苦手ですが、今回のは割とスムーズに考えたり、人の考えが分かってよ

かったです。 

・ いままでに学んだことを確認しながらできるので、知識が身についている感がすごいで

す。今までの授業の集大成のような感じがする。 

・ 他の班の図式化がどれも異なっていて、同じ情報でも書き方や捉え方が変わるなと感じ

た。 

・ ジグソー学習を行ったことで、1 人で調べる時間・調べたことを共有する時間があり、よ

り多くの情報が得られてよかったです。 

・ 同じことを共有しているのに、発表や表現の仕方が班様々で面白いなと思いました。 

・ 1 人 1 人が緊張感を持って取り組めた。 

・ 発表も班によって、どこを重視しているのかが分かって面白かった。 

・ この学習を通して自分たちが気づかなかった新たな発見ができると思った。また責任感が

生まれるので授業に対して積極的になれると思った。 

・ 知らない人と話すことに憂鬱でしたが、この方法であればやってみると楽しく参加でき

た。 

・ 同じテーマでも自分が知らなかったこと、勘違いしていたことなど、周りの人に教えても

らってよかったです。 

・ 1 人で調べたことに加えて、グループで調べたことを加えたことで、よりテーマに対して



 

 

イメージができた。 

・ いままで学んだことをフルで活用できた授業だった。 

・ 発表することで、調べなおすとあまり理解できていなかったと思った。また最後に文章に

まとめて、内容が整理できた。 

・ 日本人の学生とチームワークを組んで学習に取り組めた。(留学生) 

・ 同じ班員の人がやさしかった。(留学生) 

・ 学力や理解力の異なる人同士でも協力して学習できた。(留学生) 

学生の記述を見ると、協同学習に対する前向きな意見が多く見られた。この点に関しては

従来の一方的な講義中心の学習形態とは、異なるという点で、一過性的なものであるという

点や見新しさ等もあり、やや偏った評価となったかと思われる向きもある。しかしながら、

自分が担当した課題をグループの他の学生に説明する必要があるとの点で、緊張感を持っ

て授業に参加できたという意見。また責任感が伴うことで、積極的に取り組めたとの記述を

見ると、学生の学習意欲・授業参加のための意欲向上に「ジグソー法」が果たした役割が少

なくなかったと考えられる。加えてアンケートの記述にもあるように日本人学生と留学生

が混成のグループが複数あったにも関わらず、どのグループもテーマに対する答えを協同

学習で導き出せていた。このことは、学力や理解度、さらには意欲の差異がある学生同士が

学習を進めるにあたっては、同手法をもちいた授業形態が一定以上の効果を発揮すること

を示す事象であるといえよう。 

さらには課題となるテーマについて 1 人で調べたことを他の学生と共有したことで、1 人

の時より、より多くの情報を得た、あるいはイメージを膨らませることができたという意見

も複数見ることができた。こうした意見が出てきた要因としては、まずは 1 人の学習→グ

ループ学習→1 人の学習という①個人での学びと②協同学習を相互に組み合わせた形態を

採ることで、協同学習だけでは得られない、より深い学びを学生自身が実感できたためであ

ると考えられる。また協同学習終了後、学生が「ジグソー学習シート」に、テーマに対する

解答を記述することで、学んだ内容を整理することができたという意見もあった。学生個人

レベルでの「知識の統合を支援する」という「知識構成型ジグソー法」の効果であったと認

められる(17)。そしてシートの記述内容を見れば、各学生一人一人の学びの質や理解度を評

価することが可能となるということは、「グループの評価はできても、各個人の評価をする

ことができない。」という従来の「ジグソー法」を授業に取り入れた際の課題を克服する 1

つの方法になると思われる(18)。 

 

 

6 おわりに 

これまで、教員養成大学である兵庫教育大学における「外国史概説」の 1 コマで実施した

授業実践の報告と内容についての考察を行ってきた。本研究の成果としては次の 2 点が挙

げられる。まず 1 点目は「知識構成型ジグソー法」という授業形態が学生に与える教育的効

果の一端を明らかにした点である。具体的には、学生個人での学習に加えて、協同学習を組

み合わせて、課題解決を図るという授業方法が、学生の学習意欲や課題の理解度の向上、そ

して知識の習得や深化に少なからず有用であることが、学生のアンケート等から明らかに

できた点である。 

2 点目は、本研究が先行研究の穴を埋める研究となったという点である。従来から大学教

育における「ジグソー法」を用いた授業実践が少ないことに加え、「ジグソー法」を発展さ

せた「知識構成型ジグソー法」を大学教育、なかでも教員養成課程の授業に取り入れた実践

報告はほとんど見ることができなかった。したがって本研究の成果は、大学の授業の一部を

アクティブラーニング化する研究の一つの事例と位置付けることができよう。 

一方課題としては、大きく次の 2 点が挙げられる。①実践事例が全 15 回の授業のうちの

1 コマと一過性的なものであり、本授業形態が学生の理解度向上や学びの深化、さらには学

生意欲に長期的にいかなる影響を及ぼすか、あるいは及ぼさないのかということについて、

データとして明確に解明するには至らなかった点である。②本講義中どの授業時において



 

 

も、「知識構成型ジグソー法」の手法を採用することは困難であり、したがって学生への教

育効果も限定されると考えられる。 

これからの課題を踏まえて、今後は本稿で取り上げたようなアクティブラーニングの手

法を用いた授業を、目的とするのではなく、学生が教員養成課程で必須の科目を学び、必要

な知識を効果的かつ習得する手段として、教員養成大学における授業に効果的に取り入れ

る試みを進めていきたい。 
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表 1 平成 28 年度「外国史概説」授業内容及び計画 

第 1 回 ガイダンス：現在の台湾と日本 

第 2 回 オランダ・スペイン統治時代の台湾の港 

第 3 回 鄭氏政権時代の台湾の港 

第 4 回 清朝時代の台湾の港 

第 5 回 日清戦争当時の台湾の港 

第 6 回 日露戦争当時の台湾の港 

第 7 回 第 1 次世界大戦当時の台湾の港 

第 8 回 ワシントン海軍軍縮条約と台湾の港 

第 9 回 第 2 次世界大戦当時の台湾の港 

第 10 回 アメリカ海軍と台湾の港 

第 11 回 蒋介石と台湾の港 

第 12 回 冷戦時代の台湾の港 

第 13 回 台湾の港の歴史とバナナとテクノクラート 

第 14 回 まとめ① 

第 15 回 まとめ② 

 

 

イメージ図 
授業の流れ 本授業で試みた授業の流

れ 

 

STEP.0 問いを設定する 
まず先生は、単元での「問い（課

題）」を設定します。この時、既に

知っていることや、３つか４つの

知識を部品として組み合わせるこ

とで解けるものになるように設定

し、その問いを解くのに必要な資

料を、知識のパートごとに準備し

ます。 

①本時の授業の流れを

把握する。 

②ジグソー学習の方法

を把握する。 

③班の決定・各班に荷物

を持って移動する。 

 

STEP.1 自分のわかってい

ることを意識化する 
「問い」を受け取ったら、はじめ

に一人で今思いつく答えを書いて

おきます。 

④ジグソー学習で解決

するテーマを理解する。 

⑤自分が担当する(調べ

る)課題を確認する。 

⑥配布プリントを読み

込み各自の課題の答え

を探す。 

 

STEP.2 エキスパート活動

で専門家になる 
同じ資料を読み合うグループを作

り、その資料に書かれた内容や意

味を話し合い、グループで理解を

深めます。この活動をエキスパー

ト活動と呼びます。担当する資料

にちょっと詳しくなります。 

⑦同じ課題を調べてい

る人同士でグループを

作る。 

⑧新たなグループで調

べた内容を共有。他の学

生と教え合い・確認し合

い理解を深める。 



 

 

図 1 「知識構成型ジグソー法」手順及び授業の流れ 

出所)東京大学 CoREF ホームページ http://coref.u-tokyo.ac.jp/archives/5515 及び『協調学

習 授業デザインハンドブック―知識構成型ジグソー法を用いた授業づくり―』2015 年を

参照して、著者が作成したもの。 

注）図中、右列の「授業の流れ」は本授業実践で進めた授業の流れを示したもの 

 

 

 

 

STEP.3 ジグソー活動で交

換・統合する 
次に、違う資料を読んだ人が一人

ずついる新しいグループに組み替

え、さきほどのエキスパート活動

でわかってきた内容を説明し合い

ます。このグループでは、元の資

料を知っているのは自分一人なの

で、自分の言葉で自分の考えが伝

わるように説明することになりま

す。この活動が、自分の理解状況

を内省したり、新たな疑問を持つ

活動につながります。同時に他の

メンバーから他の資料についての

説明を聞き、自分が担当した資料

との関連を考える中で、理解を深

めていきます。理解が深まったと

ころで、それぞれのパートの知識

を組み合わせ、問いへの答えを作

ります。 

⑨元の班に戻る。 

⑩他のメンバーに自分

の担当箇所を説明し合

う。 

⑪「ジグソー学習シート

①」を完成する。 

 

STEP.4 クロストークで発

表し、表現をみつける 
答えが出たら、その根拠も合わせ

てクラスで発表します。他者の意

見に耳を傾けて、自分たちも全体

への発表という形で表現をし直し

ます。各グループから出てくる答

えは同じでも根拠の説明は少しず

つ違うでしょう。互いの答えと根

拠を検討し、その違いを通して、

一人ひとりが自分なりのまとめ方

を吟味するチャンスが得られ、一

人ひとりが納得する過程が生まれ

ます。 

⑫各自で調べた内容を

キーワードを使ってグ

ループ協働で図式化す

る。 

⑬他のメンバーととも

に発表者は説明の準備

をする。 

 

STEP.5 一人に戻る 

はじめに立てられた問いに再び向

き合い、最後は一人で問いに対す

る答えを記述してみます。 

⑭各グループの代表者

が説明・発表する。 

 

⑮机などを元に戻し「ジ

グソー学習シート②」

「今回の振り返りシー

ト」を完成させる。 

⑯教員の補足説明等 

⑰プリント及び模造紙

を提出。 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 グループが作成した図式①        図 3 グループが作成した図式② 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4 グループが作成した図式③        図 5 グループが作成した図式④ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 6 グループが作成した図式⑤ 



【論文】      

鈴木商店の台湾糖輸送事業への参入について 
                               齋藤 尚文 
 

 

はじめに 

 本稿は、鈴木商店の海運事業研究の一環として、台湾糖輸送事業への参入を取り上げる。

台湾航路への進出は台湾との関わりにおいて鈴木商店が行った最後の新規事業と位置づけ

られる。台湾糖の輸送については糖業連合会（以下糖連と略記する）の内部資料を用いた大

島久幸による実証的研究が存在する。大島は糖連の競争と協調の関係を解明する一連の研

究の中で、海運会社と糖連の輸送契約の推移を分析し、粗糖輸送への関与を糖連の協調的側

面と位置づけた。その過程において鈴木商店の新規参入動向についても注目し分析の対象

としている1。本稿ではこの先行研究の成果の上に、鈴木商店研究の立場から、同店海運業

が置かれた当時の状況を重ね合わせることで台湾糖輸送に対する新たな意味付けを試み

る。 

 

 

Ⅰ 鈴木商店の海運業 

 鈴木商店の海運業は 1913年の南満州汽船株式会社設立に始まる。資本金 100万円、外国

中古船輸入への課税を回避するため、本社は関東州大連市に置かれた2。『金子直吉伝』は

この事情について以下のように記述している。 

 

  商売の大きくなるにつれて従来は定期船の利用で間に合っていた鈴木商店も、チャー

ター船を使い、次で自分で船を持たないと都合が悪いと云うことになり、それも外国船

を買入れて日本船籍に登録するには輸入税がかヽると云うので、大連に名義だけの汽

船会社を置き、海運業を経営することとヽなった3。 

 

 ここにいう「名義だけの汽船会社」が南満州汽船であった。明治 40年代に入ると鈴木商

店の事業は急速に多角化した。貿易部門の充実を目的とした日本商業株式会社の設立、産業

部門への積極的投資による直営工場や関連生産会社の設立・買収は、それに係る移輸出入の

取扱品、調達原料、販売製品の増加となって、国内外の輸送も大幅に増加していった。ここ

に 1910年からの運賃上昇が加わり4、それまで海運会社の定期船やチャーター船を利用した

輸送形態の見直しを迫られた。そしてまず傭船による自家輸送へと転じ、さらに自ら海運会

社を設立し、一つの自立した事業として育成する方向へと舵を切ったのである。 

 しかし中古外国船の運航による南満州汽船の事業は 1916年には早くも収束を迎えること

になった5。鈴木商店はその前年より同社所有船の売却をはじめ、一方では神戸を根拠地と

した新たな海運会社の設立計画を進めたのである。その背景には課税強化による大連置籍

船の経済的優位性が失われたこと、そして第一次世界大戦による世界的な船腹不足があっ

た。この未曾有の船舶需要を商機ととらえた鈴木商店は国内造船所に一挙大量の大型船舶

を発注したほか、株式会社播磨造船所を設立し、自らも造船業を手がけることになった。こ

のような状況のもと、同年設立されたのが帝国汽船株式会社である。同社は当然のことなが

ら国産新造船による運航を想定した事業計画であって、資本金 100 万円（のち 500 万円に

増資）、本社は神戸市東川崎町一丁目の鈴木商店本店内に置かれ、11 隻 3 万総㌧を超える

所有船を配船したほか、多くの他社船舶を傭船し、最盛期には 60隻を超える船舶を近海、

遠洋において運航させた。しかし大戦の終結とその後の反動不況のあおりで、組織的には短

期間に幾度かの改変を余儀なくされ6、1924年には所有船 11隻のうち 10隻を鈴木商店傘下

の大日本塩業株式会社に売却し、帝国汽船はこれ以降オペレーター専業となった7。 

 海運不況の深刻化は急速かつ大幅な船価の下落を招き、業界に社外船（日本郵船、大阪商



船など政府補助による命令航路を運航する「社船」以外の船舶の総称）の経営安定を意図し

た合同会社設立の動きをもたらした。しかし社船との対抗上、各社保有船の買取価格を抑え

る事業内容であったため、高価船を保有する船主が脱落し、結局は造船原価での提供が可能

な造船所系の八船主のみがこれに応じることになった。この計画に政府が 2500万円の融資

を行い、1919年、資本金 1億円（200万株）、約 50万総㌧の船舶を保有する国際汽船株式

会社の誕生となった。同社は船舶の過半を現物出資した川崎汽船・川崎造船所の株式占有率

が 50％を超え、一方業界合同を主導した鈴木商店が 20％を占めた8。川崎グループを率いる

松方幸次郎9と金子とは事業上協力関係にあり、同社の経営は川崎と鈴木が主導した。金子

は同社取締役会長に就任し、船舶の運用は鈴木商店の欧州復興物資を積み取る三国間貿易

がこれを支えた10。 

 しかしその後も市況は回復せず、営業収入は予想を大きく下回った。1920 年に取締役社

長に就任した松方は、翌年、国際汽船と自らが社長を兼任する川崎造船所船舶部・川崎汽船

とともに 3 社合同のＫラインを発足させ、鈴木商店を総代理店とする新たな経営体制を整

えた。このように国際汽船、Ｋラインともその船舶運用の実際は鈴木商店の取引と運航ノウ

ハウに大きく依存するものであった。Ｋラインは 101隻 50万総㌧を超える大船隊を擁する

世界第 13位の船主となり、日本近海での他社との競合をさけるため、大西洋を活動エリア

として三国間航路の開拓に活路を見出そうとした11。しかしその後も市況は凋落の一途をた

どり、定期航路をもたない弱みが重なって、1922年には神戸港外には 10数隻の繋船を見る

に到った。この有様を耳にした金子はボンベイ航路の綿輸送と台湾航路の粗糖輸送参入へ

と動き始めるのである12。 

 

 

Ⅱ 「新三社」対「旧四社」 

 台湾糖の輸送をめぐっては、領台後しばらくは粗糖の商権を握る外商や台湾商人と特約

関係をもつ大阪商船が独占的地位を築いていた。1906 年にはこれに三井物産と連携した日

本郵船が参入を果たした。郵船は台湾航路において商船に大きく水をあけられており、一方

の三井物産にとっては商船の航路独占による割高な運賃設定が取引を拡大する上で大きな

障害となっていたことで両者の思惑が一致したのである。その後は商船・郵船二社の運賃協

定が成立し、製糖各社に対する立場を強化していった。こうした中、1910 年に製糖各社に

よるカルテル組織である糖業連合会が成立した。糖連では設立当初から大口荷主として一

元的交渉を行い、海運会社に対する交渉力強化を目指した。設立年の輸送交渉は製糖開始期

が間近であったことから製糖各社による自由契約にゆだね、翌 1911年産糖から開始された

交渉では商船・郵船と折り合うことなく、その機に乗じて低運賃を掲げて割り込んだ三井物

産船舶部が粗糖のすべてを輸送することになった。こうした経過を経て 1912年産糖以後は、

糖連が商船・郵船・三井と一元的に交渉を行う形が整えられた13。大正期に入ると三社で交

わされた協定や大戦景気による海運業の活況により運賃が急騰した。交渉余力の低下した

糖連では海運会社間に競争関係を持ち込むため、新たな海運会社の参入を積極的勧誘した。

これに呼応したのが山下汽船であった。糖連は 1918年産糖について既存三社より安値を提

示した山下汽船一社と契約を結んだ。しかし翌 1919年には大戦終結の影響で運賃が大幅に

下落する中、三社は低運賃をもって復帰を果たし、山下汽船を含めた四社の間を糖連が調整

し輸送量を按分した14。 

 1924 年、鈴木商店は国際汽船の過剰船腹の解消をはかるべく、川崎汽船・国際汽船・帝

国汽船をもって台湾糖輸送への参入を図った。これ以降、郵船・商船・三井・山下は「旧四

社」、川崎・国際・帝国は「新三社」と呼ばれるようになった。同年 8月、糖連は双方から

提出された次期台湾糖輸送に関する願い（山下は単独提出）を受理し、以後 11月に成案を

見るまで両者間の協議を調停した。協議は輸送割合（契約形式を含む）、往路荷物、荷役機

関の三項目について行われた。 

 協議開始時における双方の主張は、旧四社が新三社に対し「総額ノ一割三分ヲ下請人の資

格ヲ以テ分与セラルル事。但シ内地ヨリ往航ノ荷物ハ一切積取ラザルコトヲ条件トス」と提



示したのに対し、新三社は「総額ノ三割ヲ四社側ト同一資格ノ下ニ分配ヲ受クル事。往航貨

物ハ別問題トシテ本件ニ何等ノ関係ナキ事」と応じ大きな隔たりがあった15。新三社が三割

を主張したのは鈴木商店が台湾糖の取扱に占める割合に準じたものであったが、最終的に

はやや旧四社寄りの二割で合意し、一方で契約形式においては糖連に対し七社対等の契約

が実現した。協議の中で最も調整が難航したのは往航荷物の積取りで、一時は交渉決裂も報

じられるほどであった16。旧四社のうち定期航路経営を主体と郵船・商船・山下は新三社の

往航貨物への参入は死活問題として強行に反対を主張した。しかし最終的には「往航石炭豆

粕木材ハ自由トス」とし、また砂糖輸送期間に限定したものの製糖肥料の積取りを認めたよ

うに旧四社側が大幅に譲歩した17。船積における荷役機関については、旧四社が自らの系統

の荷役会社利用を求めたのに対し、新三社は配慮すると応じたにとどまり18、公式にはどの

ような合意に至ったかは不明である。交渉が大詰めを迎える中、新三社では鈴木商店が奔走

し、高雄には杉本音吉の台湾運輸が主体の荷役機関を別途創設し、基隆では後藤組経営の台

湾海陸運輸が担当する計画を進めたが19、11月下旬になり新三社第一船江崎丸（国際汽船）

の高雄入港を翌日に控えた時点でさえ、旧四社がこれに異議を申し立てているとの新聞報

道がなされていることから20、この協議項目はグレーゾーンに据え置かれたことが見て取れ

る。 

 山下汽船の参入と新三社の参入はいずれも糖連の交渉力を回復させ運賃の低廉化に貢献

した。しかしその性格は大きく異なっていた。山下は純然たる海運会社として低価格のみを

武器として参入を果たした。このため糖連内部の力学に何らの影響を与えることなく、海運

会社に対峙する糖連の協調性が保たれた。一方新三社の参入は、これを主導した鈴木商店が

糖連を構成する複数の有力製糖会社と資本・販売面で密接な関係を保つ存在であったこと

から、糖連内に本来的にくすぶる競争的関係を惹起させることになった。具体的には三井系

の台湾製糖は旧四社側の意向にそって行動し、新三社側には資本・販売の関係から東洋・帝

国・新興・大日本・塩水港が立ち、明治・新高は中立的立場を保った。特に塩水港製糖は郵

船との会談に「場合によっては三社に七分を与え、四社には三分しか与えられないかもしれ

ん」と言明したとのうわさも流れるほどで21、鈴木商店は単に低価格を交渉材料にするだけ

でなく、こうした糖連内部の力学をも利用して参入を実現させたのである。 

 

 

おわりに  

大正 10 年代は鈴木商店の斜陽期にあたり、事業の整理･縮小やそれを企図した組織改編

が行われた。この間の砂糖をめぐる新たな動きが「新三社」による台湾糖輸送への参入であ

った。その直接的動機はＫラインの余剰船腹解消であり、隆盛期のような積極的進出の性格

は認められない。しかし対立する「旧四社」と調整役の糖業連合会を相手に参入条件を有利

に導く様子は、鈴木商店が台湾製糖業界に築いた資本・販売面の強固な地盤をあらためて感

じさせる。  

 新三社は台湾糖の輸送を開始すると同時に、砂糖以外にも酒精、鳳梨缶詰などを積取り内

地に輸送した。旧四社との協定では往航荷物の取りきめが行われただけで、復航荷物に関し

ては明記されなかったからで、新三社は旧四社の抗議を意に介することなく輸送を継続し

た。また台湾糖輸送参入の翌年には製糖期終了後に始まる米の輸送にも名乗りを上げ、旧来

より圧倒的に低い運賃の提示により旧四社との運賃協定を引き出し参入に成功した。こう

した新三社による台湾航路参入を契機に、鈴木商店は次には南支南洋方面の航路開拓をも

企図しているとの憶測もなされたが22、1927年の破綻によって新三社は台湾航路撤退を余儀

なくされるのである23。 
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た。実業界からは一時引退していたが、1933年に日ソ石油会社を創立しソ連石油を輸入し

たり、1936年には衆議院議員に当選し政界入りした。1950年死去。 
10註 1と同書 p.45。 
11註 1と同書 pp.46-53。 
12註 2と同書 p.199。 
13註 1と同書 p.247、248、250、254。 
14註 1と同書 p.256。 
15註 1と同書 p.259-260。 
16 『台湾日日新報』は「湾糖積取問題決裂」（1924年 10月 12日）、「往航荷が解決の難

点」（同 27日）などいくたびかこの問題を報じている。 
17 註 1と同書 pp.259-260。 
18 註 1と同書 p.260。 
19 「三社側の高雄荷役機関新設」（『台湾日日新報』1924年 11月 15日）。 
20 「新三社側の第一船 国際汽船の江崎丸」（『台湾日日新報』1924年 11月 26日）。 
21 「砂糖積取問題成行」（台湾糖業研究会『糖業』1924年 10月 15日）p.30。 
22 「三社側の積取荷役機関は如何なる 鈴木商店が之に当たるか」（『台湾日日新報』

1924年 11月 15日）。 
23 「製糖会社合同で運送系統に変化 鈴木系の新三社除かる」（『台湾日日新報』1927年

12月 15日）。 

                                                        



 

【研究ノート】 

中国東部における少数民族教育と日本語教育事情について 

―通遼市と内モンゴル民族大学の場合― 
呉 金霞 

 

 

１．はじめに 

内モンゴル自治区は、中国北部の辺境地域に位置し、北東から南西の方に斜めに伸び、東

西方向の直線距離は 2400 キロ、南北方向の距離は 1700キロで、東北、華北と西北の三つ

の地区に跨っている。北はモンゴル、ロシアと接している。通遼市は内モンゴル自治区の東

部に位置する。松遼草原の西の縁、ホルチン草原と西遼河沖積平原にある市である。内モン

ゴル民族大学はこの通遼市のホルチン区内にある。 

 通遼市は中心都市のホルチン区のほかに、８つの旗、県、市を包括している。面積は６万

平方キロメートル、人口は 310万人（中心都市ホルチン区は 35万人ぐらい）ぐらいで、漢

民族、モンゴル族のほかに、満族、朝鮮族など 30の民族がある。（2007年） 

 モンゴル族の人 

口は 142万人で、通遼市の人口の 42パーセントを占めている。内モンゴル自治区では特に

モンゴル族が集中しているところである。 

 

 

２.国が少数民族教育への政策 

 少数民族教育政策の内容としては、具体的に次のような政策が取り上げられてきた。 

（１）「共通語採用措置」と「文字改革運動」：中国語の北京語を国の「共通語」と定め、

少数民族地域で「共通語」の学習を積極的に進めることを奨励する五十年代から始まった政

策である。またそれと同時期に、文字を持たない民族を援助して文字を創立する、すでに文

字を持つ民族に対しては「文字改革」を行うなど少 数民族文字を漢語拼音（ピンイン）化

するという政策を採り、それが結果的には、文字・言語の共通性をつくることによる少数民

族の漢民族文化への「融合」につながったので 

ある。 

（２）「二言語併用教育政策」：少数民族に対して、民族語と漢語の二言語教育、或いは二

言語を用いた教育を実施するという言語政策である。中国の少数民族二言 語教育が公式に

始められたのは 1950 年であり、少数民族の初級中学で「国語と民族語を同時に教える」

よう当時の国家教育部が定め、漢語の授業数を初級中学一年生から週三時間と指示したこ

とから始まったのである。（哈斯額尓敦 2007年）） 

 

2.１通遼市の民族教育政策 

 近年来、国と自治区はモンゴル族の教育の発展を十分に重視している。通遼市教育局は民

族教育を発展させるために、次の政策を取っている。 

 （１）学校を合併させて、分布を調整する。学生がすくなく、教師の指導力が不足してお

り、施設がよくない学校を淘汰し、教育の資源を有効利用する。 

 （２） 寄宿学校の建設を進め、僻地の学生もよりよい教育を受けられるようにする。 

 （３） 教師の指導力を高める。現状での教師の学歴達成率は小学校で 98 パーセント、

中学校 83パーセント、高校 73パーセントである。 

 （４）民族の職業教育を進める。少数民族の長所を生かし、就職率を高める。 

 （５）「双語教学（バイリンガル教育）」と「三語教学」と呼ばれる改革を行っている。多

くの学校はモンゴル語と中国語、或いはモンゴル語、中国語、英語、或いは中国語、モンゴ

ル語、日本語を一緒に勉強することになる。 

 現在、内モンゴル自治区では「少数民族漢語水平試験（レベル試験）」制度を実施してい



 

る。この試験では四つの級に分かれているが、モンゴル語で授業をする高校の２年生の 75

パーセントが３級の合格証明書を取っている。高校を卒業するとき、95 パーセントの学生

が３級の試験に合格している。つまり、モンゴル族の学生が高校を卒業してから、基本的に

中国語で日常会話ができるようになる。ただ、まだ民族語ほど自由に使うことが出来ないの

である。 

 

 

３.日本語の教育 

 国際交流基金（ジャパンファウンデーション）が 2012年度に実施した「2012年度 日本

語教育機関調査」の結果、中国における日本語学習者の数は、100万人を突破し、世界第一

位の日本語学習大国となった。その中でも、中国内モンゴル自治区は、東北三省（黒龍江、

吉林、遼寧）とともに日本語教育の盛んな地域であるという（国際交流基金日本語国際セン

ター2012吉川竹二）。 

 

 

４.通遼市における中等日本語教育 

 中国の中等教育機関で日本語を学んでいる学習者の数は、2012 年の国際交流基金「日本

語教育機関調査」によると約８万 9000人である。2009年は約６万 2000人であった。これ

は、1998年の約 11万 6000人をピークに減少傾向を続けていた中等教育機関の学習者数の

巻き返しを意味する。 

 中国の東北地域においては、日本語を第一外国語として教えている中等教育機関が多い

のであるが、昨今、世界全体で見られる英語学習志向の高まりにより、この地域においても、

日本語ではなく英語を第一外国語とする学校・クラスが増え、日本語を第一外国語として教

える学校・クラスの数は減少傾向にある（注国際交流基金日本語国際センター2012 吉川竹

二）。 

 通遼市には他の中国の諸地域と同様に、小、中、高校段階で英語教育を推進しているため、

日本語の科目がある学校はすくない。通遼市教育局の記録によると、全通遼市で日本語の科

目がある中学校、高校は今は通遼市ホルチン高校、庫旗第一中学校、庫伦旗第二中学校，甘
旗卡第一中学校、通遼市第三中学校（高校）、５校である。 

 

表１通遼市の日本語科目のある高校 

 日本語教育状況 

ホルチン高校（漢民族） ホルチン高校は歴史以来ずっと日本語のクラスがある。今は高校

一年生は２クラス、学生数は 137人。高校２年生と３年生はそれ

ぞれ１クラス、学生数は 106人。専任教師は４人。 

庫倫旗第一中学校 

（モンゴル族） 

植林に来る日本人が多いために日本語クラスを開設。生徒は 132

名。日本語は４クラス。教師は３名は日本人から日本語を習う。

かつて日本人ボランティア５名。 

庫倫旗第二中学校 

（モンゴル族） 

植林に来る日本人が多いために日本語クラスを開設。今は３クラ

スで、学生は 114名。教師は２名。かつて日本人ボランティア３

名。 

甘旗卡第二中学校 

（モンゴル族） 

以前から日本語クラスがある。植林に来る日本人の影響も多く。

今は２クラスで、学生は７５名、日本語の教師は２名。 

通遼市第三中学校（ 

漢民族高校） 

高校一年生は 45名；二年生は 42名；三年生は 60名。日本語の

教師は３名、専任教師で、日本人の先生が１名。 

 



 

通遼市第三中学校（高校）には 2011年から日本語クラスが開設されている。こちらの高

校生が学校の３年間でN2に合格したら、高校卒業してから直接日本へ行ってそこの大学で

の大学教育をうけられると今年から名古屋のある大学と契約されているそうである。また、

この５校の日本語の教科書は同じで、中国人民教育出版社及び日本語教材研究開発センタ

ーが編纂した「日本語」という教科書の１・２・３冊である。 

 

 

５. 内モンゴル民族大学と日本語教育 

 ５.1 内モンゴル民族大学 

 内モンゴル民族大学は、2000 年に内モンゴル民族師範学院、内モンゴル蒙医薬学院、哲

里木盟畜牧学院という三つの大学が合併した総合大学であり、内モンゴル自治区に直属し

ている。自治区はモンゴル族の大学受験生の合格点を漢民族の合格点より 100 点程度低く

して入学させる政策を実施している。現在、内モンゴル民族大学の 1、2 年生はあわせて

10210名であり、その中でモンゴル語で授業を受ける学生は 2687名である（2014年） 

 

 5.2 教養日本語教育（非専攻日本語教育） 

教養日本語教育というのは日本語を第一外国語として勉強している日本語科以外の大学

生への教育ということである。つまり、専門は歴史や化学や医学などの大学生が大学一年生、

二年生の２年間で勉強しなければならない科目である。単位は高い。大学入学したばかりの

ときに日本語と英語の中から必ず一つ選んで２年間勉強することになる。モンゴル族の学

生の大部分が日本語を選ぶ。内モンゴル民族大学では 1995年からモンゴル語で授業をうけ

る学生に日本語を教えている。学生は当初 40人であったが年々増加し、筆者（呉）の 2007

年の調査によると、2007 年に内モンゴル民族大学では日本語を学習していた学生は 1398

人であり、そのうちにモンゴル族の学生は 935 人であり、67％を占めていた。（2007 年）。

この状況はずっと今まで続いている。ただ、毎年の新入生の人数によってちょっと差がある。

使用する教科書は中国の教育部が編纂した『標準日本語初級上、下』であり、週に 2回で、

1回は２時間である。 

 

5.2.1 日本語を選ぶモンゴル族学生が多い原因 

日本語は多くのモンゴル族の学生に選ばれている教養外国語であり、学習する人数は英

語を超えている。その原因は以下のように考えられる。 

一つは、モンゴル族地域の一部分の中学校、高校では外国語の課程が行われておらず、中

国語（漢語とも呼ばれる）を外国語として学生たちに習わせることになる。また、英語の課

程が設けられても、少数民族地域の教育レベルが低いので、学生たちが積極的に勉強せず、

学習程度も低下する。そのため、学生たちが英語の学習に興味がなくなるのである。 

第二は、内モンゴル地域、特に内モンゴル東部の地域では日本語を勉強する伝統があるの

で、これは自然に学生たちの選択に影響を与えていると思われる。 

第三は、モンゴル語と日本語が発音や文法において似ているところが多く、学習しやすいこ

とが考えられる（呉・市瀬（2007）） 

 （１）モンゴル語は文を構成する主語、述語、目的語、修飾語の並び方が日本語と同様で

ある。 

 （２）モンゴル語は、日本語と同様に膠着語であり、語幹に接尾辞や語尾を加えて派生語

を作る。 

 （３）関係代名詞がない代わりに動詞が連体形を取って名詞を修飾する。 

 （４）受動態「される」使役態「させる」などのボイスのほか、完了体「てしまう」など

のアスペクトに類似性がある。 

 （５）文末についてさまざまなニュアンスを表す助辞は日本語の終助詞に類似している。 

 （６）外来語を日本語のように音を置き換えて、そのままモンゴル語に取り入れる。 

 筆者（呉）は 1995年からモンゴル族学生の日本語の授業を担当してきた。漢民族の学



 

生に比べればモンゴル族学生は、発音もきれいだし、書いた文章も上手で誤用が少なく、総

じて成績がよい。 

 

5.2.2 教養日本語の学生が日本語を学ぶ目的 

筆者（呉）の知っているところでは、モンゴル族の学生が日本語を第一外国語として学ぶ

目的は三つある。 

第一は、順調に大学を卒業するのに単位を取るためである。大学の教学計画により大学生

は大学で専門のほかに、一種の外国語を習わなければならないことである。学校の試験に合

格できなければ、必修の単位が取れない。そうすると、卒業できないことになる。 

第二は、大学院に進学するためである。大学院の入試試験には日本語がある。モンゴル族

の学生にとって日本語が英語より勉強しやすいと思われる。 

第三は、日本に留学するためである。ご存知のように、近年、日本へ留学する中国人の学

生がどんどん増えている。内モンゴルの状況から見れば来日のモンゴル族の学生が漢族の

学生より多いようである。 

 

5.3日本語を第二外国語として学ぶ学生 

この部分の学生は全部外国語学院の英語科の学生である。人数は毎年異なり、漢民族の学

生もおり、モンゴル族の学生もいる。 

英語科の学生は学科の計画により２年生の後期から４年生の前期までの２年間で、英語

以外の外国語を習わなければならないのである。もともとは日本語、ロシア語の二つの外国

語から自由に選択できたが、ロシア語は中国ではまだ普及しておらず、文法も大変難しいそ

うなので、学生たちが全く選らばないことになった。また日本語は、漢語を借用することで

発展してきたので、中国語とは文字と語彙において多くを共有している。だから、英語科の

学生にとって、日本語は勉強しやすい第二外国語となっている。 

しかし、近年来、就職難の現象が出てくるにつれ大学院に入ろうとする英語科の学生がぐ

っと増えているので、英語科の学生が日本語に興味を持つようになった。大学院の入試試験

で良い成績が取れるように、以前より一生懸命日本語を学ぼうとしている学生が多くなっ

ている。（もちろん英語科の学生が専門以外の大学院に入ろうとしたら、日本語で学校の試

験に合格してもいい。つまり専門の大学院に入ろうとしたら、必ず第二外国語の入試試験を

受けなければならない。専門以外の大学院に入ろうとしたら、英語の入試試験だけを受けて

もいい。）教科書は中国の教育部が編纂した『標準日本語初級上、下』であり、週に 2回、

１回の授業時間は２時間である。 

 

5.4 日本語を専攻している学生 

内モンゴル民族大学の外国語学部では、2003 年から日本語のコースが設けられている。

毎年新入生を募集してきている。 

 

5.4.1現在の学生数 

四年生は２クラス、54名（漢族の学生は 27名、モンゴル族の学生は 27名）；三年生は

１クラス、24名、漢族の学生；二年生は１クラス、24名、漢族の学生とモンゴル族の学生；

一年生は１クラス、22名、漢族の学生とモンゴル族の学生。あわせて 124名である。 

 

5.4.2 日本語教師 

 内モンゴル民族大学の外国語学部日本語科には日本語教師は12名おり、日本人の教師が

１名。他は皆中国人の教師であり、２名はモンゴル族である。そのほとんどが日本での学

習経験を持ち、全体に日本語運用力が高い。 

 

 

 



 

5.4.3日本語科の教学状況 

日本語科の学生募集は、本格的な日本語の習得を目指して、大学で４年間日本語を専攻し

て勉強することになっている。最初の２年間は、日本語の「聞く」、「話す」、「読む」、

「書く」という四つの基本的な能力を身につけさせるのが目的であり、「基礎日本語」、「会

話」、「聴解」、「作文」という課程が設けられている。「基礎日本語」という授業は 1週

間四回、１回２時間の授業、使う教科書は中国上海外国語学院が編纂した『新編日本語１，

２，３，４』という四冊である。 

それから、２年生の後期に（６月中旬）中国の教育部（or文科省）が実施する４級専門能

力試験を受けさせ、学生たちが基礎段階の日本語がどの程度分るかを確認する。後の２年間

は全面的に学生の日本語の能力を高めるために、「高級日本語」、「高級日本語の聴解」、

「日本文学」、「日本文学史」、などの課程が設けられている。高級日本語の授業は、３年

生の前期では週に３回、1回は２時間、３年生の後期と４年生の前期では週に２回、１回は

２時間であり、使用する教科書はやはり中国上海外国語学院が編纂した『日本語５，６，７』

の三冊である（新編日本語の続く）。それから、４年生の前期に（１２月中旬）中国の教育

部（or 文科省）が実施する８級専門能力試験を受けさせ、もうすぐ卒業する日本語科の学

生たちは日本語がどの程度に達するかを確認する。 

 

5.4.4 卒業生の就職状況 

今まで日本語科を卒業した学生の多くは日本語を使う仕事に携わっている。卒業後の行

き先は、日本語の教師をしたり、中国にある日本の会社に勤めたり、日本に留学していたり

している。就職率が英語科とロシア語科より高い。 

 

 

6.日本語教育の発展状況 

 学習者が増加し順調にも見える中国の日本語教育であるが、今後の見通しとして、楽観は

許されない状況がある。 

 一つには、2012年 9月の尖閣諸島の国有化に端を発した日中関係の行方である。両国関

係の緊張は経済関係・文化交流・留学・観光等の多方面に影響が出ている。 

 中国の教育現場の最前線にいる日本語教師たちからは、中国人の学生たちは日本語を学

びたいと思っても、日本語の履修や留学を家族が心配するので躊躇するといった話を聞く

ことが少なくない。（国際交流基金日本語国際センター2012吉川竹二））。 

 内モンゴル民族大学の場合は教養日本語教育はあまり中日関係に影響されていない。そ

れは卒業生の就職に関係はないのである。それに対して、日本語の専門教育はすごく影響さ

れていた結局、学校の募集計画も変わって、日本語科は 2014年は新入生が募集されていな

かったことである。そのため、目下、日本語科には一年生はいないのである。日本語教師た

ちは特に若い教師たちが自分の将来を心配し始めている。しかし、2015 年の初め、中国の

旅行者が大量日本に行ったことを契機にして、普通の中国人が中日関係についての緊張感

はだんだん低くなっている。内モンゴル民族大学も時勢によって、今年３月新学期が始まっ

たばかりのときに、次々と日本の大分大学、名古屋学院大学、滋賀県立大学と友好大学の契

約をされている。こうして、前の上越教育大学、作新学院大学、酪農学園大学を入れて、内

モンゴル民族大学はもう六つの日本の大学と友好大学になっている。そのよさは日本語科

に反映しているのは、三年生の９人も今年の 10月に交換留学生として日本へ留学できるこ

とになる。それと同時に学校のほうは、2015 年から続いて日本語の専門の新入生を募集す

ることになるそうである。 

 

 

７.おわりに 

 以上、中国内モンゴル東部地域の少数民族教育と日本語教育事情を概観し、その事例の

一つとして通遼市と内モンゴル民族大学の現状について紹介した。筆者（呉は1989年内モ



 

ンゴル大学の日本語科を卒業してホルチン高校で５年間高校生に日本語を教えていた）の

多年来の教授する経験を通して気づいたのは以下の二点である。 

 

図１ モンゴル語と日本語、中国語の関係 

 
  

第一に、日本語とモンゴル語は「アルタイ型」の言語分類に属し、基層部分で文法の規則

性において共通性を有している。しかし、また日本語は、漢語を借用することで発展してき

たので、中国語とは文字と語彙において多くを共有している。 

 通遼市の民族教育では「双語教学（バイリンガル教育）」と「三語教育（トライリンガル

教育）」と呼ばれる改革を行っているのであるがモンゴル語と中国語の基礎がしっかりして

いればいるほど、日本語学習にも有利に作用すると考えられる。 

 第二に、中等日本語教育にしても高等日本語教育にしても、モンゴル族の学生が学習の中

で使う教科書は漢民族の学生のものとまったく同じもので、モンゴル族の学生に適当な日

本語の教材が不足している。モンゴル族の学生が中学校時代に中国語の３級能力試験に合

格したがその能力はまだ民族語（モンゴル語）ほど十分理解できないのである。日本語の教

師がモンゴル語で授業をする能力を備えない。つまりモンゴル語（蒙）、中国語（漢）、日本

語（日）という三語を教える能力を兼ね備える日本語教師がいないのである。日本語の授業

の中で、教師は中国語で説明し、学生が中国語をモンゴル語に変換してから理解し、また頭

の中でその日本語をモンゴル語に翻訳して学習する。このような状況であるため、自然に日

本語を習う難しさが増しているのである。だから、モンゴル語で解説する教材とモンゴルで

日本語を説明できる教師を期待している。 
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【書評】 

松田吉郎著『寧波の水利と人々の生活』(汲古書院、2016 年) 
上谷 浩一 

 

  

本書は科研「東アジアの海域交流と伝統日本文化の形成―寧波を焦点とする学際的創生

―」の研究報告である東アジア海域叢書（全 20巻）の一部（第９巻）として、汲古書院か

ら 2016年に刊行された。収録論文の初出は以下のとおりとなっている。 

① 松田吉郎「它山堰水利と稲花会」（『中国水利史研究』第 40号、2012年） 

② 小野泰 「楼异と広徳湖」（『龍谷大学大学院紀要・人文科学』８、『中国水利史研

究』第 17号、いずれも 1987年） 

③ 松田吉郎「広徳湖水利と廟・宗族」（『中国二一』2012年、『河村昭一先生退職記念

史学論集』・『中国水利史研究』第 41号、いずれも 2013年） 

④ 松田吉郎「東銭湖水利と廟」（『兵庫教育大学研究紀要』第 43巻、『中国水利史研究』

第 42号、いずれも 2013年） 

⑤ 松田吉郎「水の娯楽」（『中国水利史研究』第 36号、2007年） 

⑥ 南埜猛 「建国後の寧波の水利」（『中国水利史研究』第 36号、2007年） 

⑦ 南埜猛 「ダム建設から見た寧波の水利開発」（『中国水利史研究』第 42 号、2013

年） 

⑧ 森田明 「呉錦堂と杜湖・白洋湖の水利事業」（『東方学会創立四十周年記念東方学

論集、1987年） 

さて本書には、巻頭に編著者の松田氏による、簡潔明快かつ適切な各論文の要約が附され

ているので、贅言を重ねることを避け、①～⑧の論文の記述から得られる、寧波の水利開発

の歩みを総括的にスケッチしてみたい。 

 

 

１・水利システム  

寧波は明州とも呼ばれ、遣唐使船の寄港地としても知られる。寧波は唐代（738年）に 

越州から独立し、浙東河の整備により大運河の杭州の外港として発展した。遣唐使のみなら

ず高麗使節の来航地にもなった。唐末に州治が三江口に移り、南宋時代から寧波平野周辺の

山麓・扇状地を中心とする開発から、低湿平坦な平野中心部の開発へと転換していく。現在

は特別行政市になっている寧波市の概要は、⑥論文によれば面積 9365平方㌔、人口 574万

人に及び、ほぼ現在の兵庫県に相当している。 

本書によれば、こうした寧波の開発が進む上で基本的水利課題となったのは、寧波平野が

低く平坦なため、海水が満潮時に甬江を遡上し、余姚江・奉化江にも海水が入り、農田に塩

害をもたらすことであった。そこで唐代の 833年に鄞江鎮に県令の王元暐が它山堰を築き、

海水の遡上を止め、上流からの清水を南塘河などで農田や三江口に流した。宋・明代および

清代に修築が加えられ、現在は三段になっている。下流には給排水の水量調節のための水門

（契・閘）が設置され、管理人が置かれているが、水利慣行の聞き取り調査では、共同体的

な共同労働や水利規約は特別には存在しないと語られた。また⑤論文によれば、它山堰水系

から給水される月湖周辺には南宋時代に歴代宰相を輩出した史氏らの別荘が建てられ、湖

は娯楽風流の場となり、龍舟競争も催されたという。 

また④論文が述べるように、唐代には東部には県令陸南金によって東銭湖が築かれた。 

②③論文によれば、宋代になると、西部では人造湖である広徳湖が農業用水として利用 

されてきたが、1117・1118年に楼异によって広徳湖は廃され、農業用地（湖田）とされた。

④論文によれば、元～清代になると東銭湖でも、湖田化の動きが見られたが、寧波東部地域

の水源として維持されたという。 

  一方、⑧論文によれば、清末・民国期には山と海に挟まれた慈谿県で、西側の余姚の土 



地が高いために旱魃・洪水を繰り返してきたので、水源調節を目的とした杜湖・白洋湖が 

作られていたが、奸民による湖田化が進み、清末に日本でも活躍した当地出身の華僑呉錦 

堂により続修・保全工事が行われた。 

 現在の状況については、⑥論文によれば中華人民共和国建国後、農業用水・生活用水確 

保のためのダム建設計画が進められ、⑦論文では 1960年代後半以-降の大型ダム建設の動 

きは寧波でも認められるとのことである。 

 

 

２・水利主導者 ―王元暐・楼异・呉錦堂― 

 本書では 3人の水利主導者の活動が大きなテーマとなっている。 

 王元暐：①論文によれば、它山堰を築いた彼を菩薩として共同追慕する祭礼（稲花会） 

が開催されてきた。元来は堆積する土砂の浚渫での共同作業に起源があり、它山廟（王元 

暐の祀堂）の廟会として旧暦 3月 3日、6月 6日、10月 10日に開催され、明清時代には十 

社一会が組織されておりそれぞれが工夫を凝らして、盛大なパレードが挙行されたという 

（陳思光『鄞江橋』）。松田氏が実地調査された 2009年 11月 26日の事例では、64年ぶり 

に勤江鎮政府の指導の下で、往時を知る地域住民が主体となって開催され、10万人程の人 

出があったという。 

楼异：③論文によれば、彼は寧波（明州）の奉化県に移住してきた一族で、財力で胥吏 

の地位を手に入れて勢力を拡大し、祖父の代に進士及第を果たした。彼は知州として高麗使

節接遇の費用捻出のために広徳湖の廃湖を主導したが、それには後世、批判も寄せられた。

しかし它山堰を利用した綿密な灌漑システムが構築されたようで、松田氏らの実地調査で

も現状に肯定的回答が多く、地元の廟の調査でも廃湖が評価されている。また批判意見は観

念的な（具体性を欠くということか）ものであったと、②論文は論評している。 

呉錦堂：⑧論文によれば、慈谿県の杜湖・白洋湖でも奸民による湖田化が進み、訴訟が 

相次いだ。湖田の買い上げ（買回）も行われたが、資金も尽き、灌漑能力の低下が顕著とな

った。そこで資金を供出して続修・保全工事や買回、厳密な測量などを行い、工事の運営機

関として水利局を設立した。しかし責任者による横領・私産化事件が起きた。そのため、管

理を慈北郷六区の自治会に移管し、役員公選や監査制度など近代的な規定を定めた。 

 

 

３・紹介者の私見 

紹介者自身が当該問題を専門とするものではないので、疑問・感想が的を射ていないこ 

とを恐れるが、例えば月湖周辺での水の娯楽は個人の嗜好に限らず、有力宗族の権勢の誇示

や社交の場、利害調整の機会として機能していたのではないかという感想を持った。また旧

広徳湖の廃湖問題については、『鄞州水利志』「広徳湖的興廃和湖区文化遺跡考」では 840年

間に水災 77 回・旱災 56 回と指摘しているが、周辺の廟の調査では深刻な水不足は確認さ

れず、楼异の湖田化を感謝する人々に信仰されている。しかし③論文では、翁・聞・周など、

湖田化により、勢力を拡大した一族も存在したという。⑧論文の杜湖・白洋湖での水利局不

正の事案では、水利局経理の沈衍周が公田（約千余畝）を私田化し、徒党を組んで地域住民

から「百歩大王」と恐れられた事例が紹介されている。こうした事例から推測して、「南楼

北史」と栄華を称賛されていた有力な楼氏（楼异）の意向に逆らって、周辺の地域住民は広

徳湖の湖田化への論評（特に、批判や反対）をどこまで自由に行えたのであろうか。また反

対論者はどのような政治的立場で、周辺の地域住民の実態をどこまで拾って主張していた

のだろうか。 

また、王元暐の構築した它山堰は、その後に改善の手も加えられてはいるが、基本的には

現在に至るまで現役の水源として有効に機能している。彼がそうした水利機構の設計の技

術や工夫をどのようにして獲得したのかも気になるところである。さらに水利では計画、管

理する人間がどこまで地域の実態に通じているかが事業の成否を左右する。歴史的にも廃

湖・湖田化や管理組織での問題が指摘されてきた。それだけに、⑥⑦論文が現在の寧波では



大規模なダムの建設が継続しており、かつて日本では過大な水需要予測が過剰なダム建設

を招いたことが想起される、と考察しているように、しっかりと地域の声を聴くことが、発

展を続けている今後の寧波市の未来に向けて、非常に重要な課題であろう。 

以上、紹介者の能力不足のために、各論文が内包している重要な論点をまだまだ述べ切

れていないことを遺憾に思うが、その点については読者の手に委ねたい。本書が今後の寧

波地域の水利史のみならず地域社会研究の重要な一里塚であることを総括として、紹介の

任を終えたい。 



 

 

【書評】 

齋藤尚文著『鈴木商店と台湾 －樟脳・砂糖をめぐる人と事業－』 

(晃洋書房、2017年 3月) 
 井上 敏孝 

 

 

Ⅰ はじめに 

このたび史訪会の事務局長として長らく会の発展に大きく尽力されてこられた齋藤尚文

氏が『鈴木商店と台湾 －樟脳・砂糖をめぐる人と事業－』を上梓された。蛇足ながら著者

と私の関りを述べさせていただきたい。著者とは兵庫教育大学の大学院時代に同じ指導教

官のもとで勉学を共にさせて頂いた。とはいえ、いまだ研究の道筋さえ覚束ない私に、研究

の方法や面白さなどなど、研究のイロハを教えて頂いた研究の大先輩であり、教え導いてく

ださった恩師でもある。 

本来であれば学識豊かな評者が著書を論評すべきところであろうが、私のような浅学非

才な者が、大先輩でもある著者の著書を評論するというのは恐縮の極みである。分不相応を

感じつつも日頃からお世話になっている著者へのせめてもの恩返しができればとの気持ち

を込めて、未熟ながら評論を進めていきたい。不適切な箇所があればご指摘頂きたい。 

 これまで著者は、大学院時代から鈴木商店の歩みに「台湾」というキーワードを加えた研

究を進められ、その研究成果を修士論文及び博士論文にまとめてこられた。本著は、以上の

研究成果と、その後の継続的な研究の成果や新規に執筆した論考を加筆して出版された。 

本書では世界的商社へ急成長した鈴木商店の樟脳業と製糖業に焦点をあてこれまであま

り語られてこなかった鈴木商店の台湾での展開を明らかにしている内容である。これまで

鈴木商店に関する評者の認識は、恥ずかしながら 

1927 年、議会でこの震災手形の処理がはかられたが、そのさい、一部の銀行の不良な経

営状態があばかれ、ついに取り付け騒ぎがおこって銀行の休業が続出した(金融恐慌)。と

きの若槻礼次郎内閣は、大戦中に急成長した鈴木商店に対する巨額の不良債権をかかえ

た台湾銀行を緊急勅令によって救済しようとしたが、枢密院の了解が得られず、総辞職し

た(1)。 

という、教科書的理解にも及ばない程度であった。 

しかしながら序論において著者は本書の意義について次のように述べている。「鈴木商店

をめぐる一般的および学術的な関心は、大戦景気にかけて矢継ぎ早に行われた企業の設立

や買収、世界を股にかけた大がかりな商取引、昭和金融恐慌の引き金となった破綻とその顛

末といったドラマチックなテーマに集中し、その前史であり、事業全体の基礎を作り上げた

台湾での事業がいかに展開されたかについては、台湾進出という史実に表面的な言及がな

されるだけで、ほとんど光があてられることはなかった。本書の着眼点はそこにある。」 

 本書を通じて読者は、台湾が、鈴木商店が世界に飛躍するために起点となったことそして

台湾においてどのような人材を活用し、またどのような事業を展開したかを読み解くこと

ができ、鈴木商店の実像を実証的に理解することができると思われる。将来の研究者にとっ

ても、さらには日本の近現代史を学ぶ学生にとっても大きな助けになると思われる。 

 

 

Ⅱ 本書の構成と各章の内容 

本著の構成及び各章の内容は以下の通りである。 

 

序 論 

第 1章 台湾進出と小松組 

第 2章 樟脳専売制度と製脳業 

第 3章 粗製樟脳販売 



 

 

第 4章 内地樟脳関連業 

第 5章 後藤回漕店と台湾陸運業 

第 6章 支店出張所の開設と製糖業 

第 7章 製糖機械生産 

補 章 台湾専売塩販売 

結 論 

 

 

第 1 章では 樟脳商であった鈴木商店が、神戸の樟脳油再製業者らと結成した小松組と

して台湾に進出する過程を明らかにしている。さらにこれまで学術研究として先行研究が

皆無の「樟脳空売り騒動」を分析し、金子直吉の経営姿勢に関する新たな意義を見出してい

る。同章で注目すべきは、鈴木商店の台湾進出時期について、再検討を加え、これまでの通

説とされてきた「明治 29 年」ではなく「明治 28 年」であることを明らかにしている点で

ある。通説の誤りや出典の不明確な部分を指摘し、アジア歴史資料センターの史料や新聞記

事等を用いながら丁寧にかつ明快に立証していくプロセスは説得力を持っており、歴史的

発見を目の当たりにするようで、何度読み返しても、歴史研究の醍醐味を感じることができ

る。研究者の端くれとしてだけでなく、一読者としても歴史上の発見を追体験することがで

きる。 

 

第 2 章では樟脳専売制度の仕組みについて明らかにするとともに、鈴木商店が製脳業へ

参入した経緯と過程について、同じく製脳業に参入した三井との比較を加えながら解明を

進めている。業績不振に加え、事業動機も希薄となっていた製脳業の事業を継続した背景と

して著者は三井の事例を引き合いに出し、「樟脳専売制度の根幹ともいえる製脳分野に安定

した大資本を参入させたいという総督府の意向」に加えて、事業拡大の途上にあった鈴木商

店にとって製脳業は、それがもつ収益性をはるかに上回る「利用価値」があったためと考察

している。 

 

第 3章では、台湾樟脳専売制度が導入された明治 32年～鈴木商店が破綻した昭和 2年ま

での日本政府の粗製樟脳販売方針の推移を検討するとともに、この推移の中で、鈴木商店が

販売過程にいかに関与したかを明らかにしている。 

著者は、日本政府の販売方針の推移に着目し、期間を次の 3 つの期間に区分し分析を進め

ている。 

①欧米精製原料重視期：明治 32年～明治 41年 

海外の精製業者を主な顧客として、輸出を重視。国内の精製業者には抑制的に政策を実 

施。海外・国内販売ともにイギリスのサミユル商会が担当。 

②国内精製及びセルロイド原料重視期：明治 41年～大正 7年 

海外における主な顧客をセルロイド業者に転換。その一方で国内精製業者の育成を図

った。サミユル商会に代って台湾産の内地販売以外は三井物産に委託。 

③国内精製及びセルロイド原料重視期：大正 7年～昭和 2年 

  国内の供給に重点を置いた。海外販売はセルロイドに限定。国内の精製業者やセルロイ

ド業者に積極的に供給を開始。海外への委託販売については三井物産から日本樟脳へ

と受け継がれた。日本樟脳は鈴木商店が共同経営者であったことから、これまで三井が

独占していた海外販売の約半分を鈴木商店が取り扱うことに。粗製樟脳販売を手掛け

る契機となった。 

 

第 4章では鈴木商店が内地で展開した樟脳精製業・樟脳油再製業・セルロイド工業の 3つ

の樟脳関連業を取り上げている。まず精製業において、鈴木商店は三井物産を圧倒していた。

その戦略は、鈴木が台湾で採ったように、系列会社や買収した他社工場を利用する間接関与

の形が採られた。また再精製業については、台湾進出後から専売制度の下で樟脳油の販売権



 

 

を獲得したことから、鈴木商店は、これを基盤に神戸において再精製業を拡大。同分野にお

いて鈴木商店は独占産業となった。一方、セルロイド工業については「鈴木商店の影は薄い」

と指摘しており、その背景としては、金子直吉はセルロイドの供給過剰と過当競争を見越し

て、セルロイドよりも人造絹糸の研究開発に軸足を置くことを主張したためと指摘する。ち

なみに以上の 3 事業に加えて、本章ではレザー業と龍脳業についても考察されている。中

でも鈴木商店がレザー産業に参入するべく設立した東レザー株式会社は日本最大のレザー

会社に成長した。そして儲けた利益を建設資金として東レザー分工場米沢人造絹糸製造所

を設立、人造絹糸製造に巨額の資金を投入した。これによる研究の蓄積は紆余曲折を経なが

らも、人絹製造技術の開発へと結びつき、その後同製造所が分離独立し、帝国人造絹糸の設

立につながったと明らかにしている。 

 

第 5 章では神戸の海運業者である後藤回漕店にスポットを当て、創業者の後藤勝造と後

藤新平との親交を軸に、後藤回漕店が台湾への進出を図り事業を拡大した過程を描いてい

る。そして台湾で設立された後藤組は、台湾縦貫鉄道の建設材料の運搬を請け負ったことで

台湾の小運送業界をリードする地位を確立することとなり、大正期には台湾における陸運

業の最大手に成長した。著者は当時の台湾小運送業界における信用ぶりがいかに圧倒的で

あったかを示す事例として、大正 12年 4月の皇太子行啓を挙げ、総督府より御用品運送の

一手取り扱店に指名された点を指摘している。加えて金子直吉に後藤新平をつないだキー

マンとしても登場する後藤勝造は、鈴木商店の事業展開を果たすうえで、人的・資本的ネッ

トワークの中心にいた人物であり、後藤回漕店と後藤組は、樟脳・樟脳油獲得を目指した鈴

木商店の台湾進出に、運送業の立場から共同歩調を取っていたことを明らかにしている。 

本章で明らかにされた、台湾における陸運業の研究成果は、蔡龍保氏の縦貫鉄道さらには、

道路整備事業の研究(2)と併せて読むことで、台湾における「小運送業」の解明につながる

と思われる。 

 

第 6 章では、まず糖商として本格的に台湾進出を果たした鈴木商店の商業活動全般を概

括している。そもそも鈴木商店にとって、糖商としての台湾進出は、樟脳のそれに比べて 12

年ほどの開きがあり、その背景には北九州の門司に設立した大里製糖所を軌道に乗せるこ

とに手いっぱいであったためであった。その見通しが立った明治 40年になってようやく金

子は平高寅太郎に台南行を命じた。同地における出張所の開設により鈴木商店は糖商とし

ての一歩を台湾の地に記すこととなった。以後鈴木商店の台湾における事業活動の統括責

任者であった平高により、活発な放資事業が実行されたが、なかでも製糖業は鈴木商店にと

っての「最大の放資事業」となった。従来の研究では鈴木商店の製糖業との関りは台湾五大

製糖の一角を占めた東洋製糖をもっておおづかみに理解されてきたにすぎなかったが、本

著で歯設立後の製糖業への北進と他社への資本参加と販売権獲得、共同燃料会社台湾炭業

の設立、製糖業を巡る人材配置を論考の対象として台湾における鈴木商店の事業全体の俯

瞰を試みている。さらに本章では補節 1・2において、斜陽期の鈴木商店にとって最後の新

規事業となった粗糖輸送への参入を目的とした台湾航路への進出の経緯についての分析。

また鈴木商店破綻後の事業継承に関する分析をそれぞれの節で行っている。 

 

第 7 章では、台湾の高雄に設立された株式会社台湾鉄工所について取り上げている。第

一次世界大戦の勃発は、これまで欧米からの輸入に依存していた製糖機械が、一斉に国産化

に移行する契機となった。これを商機と見た鈴木商店は、鈴木商店の全額出資で設立された

神戸製鋼所を高雄に進出させ、神戸製鋼所打狗分工場とすることを計画した。製糖機械を現

地で生産することで、製糖機械の現地自給化の需要に応えようとした。しかし計画は頓挫し、

実際は、鈴木商店とその傘下であった神戸製鋼所を筆頭株主として、内地の有力製糖機械メ

ーカーや島内有力製糖会社の共同出資という形で設立されたのが、株式会社台湾鉄工所で

あった。その後台湾鉄工所は製糖機械の円滑な供給を主たる業務とした大規模機械メーカ

ーとなるが、著者はこの点について「台湾重工業化の胎動を確認する」と指摘する。 



 

 

 

補章では、「塩を制する者は化学工業の経営を制する」という金子直吉の強い信念を背景

に進められた鈴木商店の塩に関わる事業について取り上げている。塩と鈴木商店との関り

は台湾における専売塩販売の権利を継承したことに始まっており、その点で、鈴木商店にと

って塩は、樟脳と砂糖と並んで台湾由来の事業の一つであった。また塩の事業からもたらさ

れた人的ネットワークが、鈴木商店の製糖業を始めとした他の事業においても活躍してい

たことを明らかにしている。さらに本章では、第 4 章にて鈴木商店の樟脳精製業を担った

として取り上げられた大日本塩業が登場し、鈴木商店が当初競合関係にあった大日本塩業

を買収し、台湾における塩の専売販売権を手中に収めつつ、それと連動する形で関東州塩の

製造・販売権を掌握する過程が明らかにされている。 

 

 

Ⅲ おわりに 

 最後に本書に関する評者の意見をまとめると以下の通りである。 

本著では、先行研究では詳細に分析がなされてこなかった、鈴木商店の台湾進出について

緻密な調査・分析を通して実証的に明らかにしている点で、今後鈴木商店研究を始め、戦前

の日本帝国の社会経済構造を明らかにする上での教科書となりうる大著であると思われる。 

また金子直吉・後藤勝造・後藤新平といった人脈網の結びつきと広がりを丁寧にひも解き、

鈴木商店が台湾においてどのような人材を活用し、またどのような事業を展開したか、つま

り、構築された人的ネットワークが鈴木商店の活発な事業拡大に果たした役割を明らかに

した本著の成果は歴史的に大変意義のある内容であると考えられる。 

ただ、失礼ながら、最後に評者から 2 点ほど質問と感想を挙げさせて頂き本書評を締め

くくらせて頂きたい。評者の認識不足が大であるので、読み違い等があればご容赦願いたい。 

まず①本著では第 6章において補節 1・2があり、特に補節 2において昭和 2年の鈴木商

店破綻後の台湾における事業継承について考察がなされている。ただ補講として、昭和 2年

以降の旧鈴木系会社の事業展開を扱った理由についてご教示頂きたい。本著内でも、金子直

吉は台湾銀行管理下にあった太陽曹達を持ち株会社とし、再興を図った点が述べられてい

るが、金子直吉が昭和 19年に亡くなるまでの間の再興期間中及びその後の時期に関する分

析についても、著者のさらなる研究成果の発表が待たれるところである。 

②著者も「結論」の章で、今後の課題の一つとして「台湾が拠点となった南支南洋開発に

みる鈴木商店の足跡」の解明を挙げられると述べているように、台湾を拠点に「南支南洋」

地域を始めとした、海外進出の道筋や具体的な事業展開については、著者の今後の研究の発

展と進展が待たれるところである。具体的には本書を通して、鈴木商店が世界に飛躍するた

めの起点とするべく台湾に、いつどのようなかたちで進出し、どのように事業を拡大してい

ったのかについて理解することができた。今後は、台湾を拠点とし資本蓄積を達成した鈴木

商店が、どのようにして世界に打って出て、世界的な販売・拠点網を構築し多角的な事業を

展開したのかについて知ることができればと考える。 

 

 

注 

(1)『詳説日本史 B』山川出版社、平成 20年度版 

(2)蔡龍保『推動時代的巨輪 : 日治中期的臺灣國有鐵路 : 1910-1936』台湾古籍出版、

2004年 9月、同著『殖民統治之基礎工程 : 日治時期臺灣道路事業之研究 : 1895-1945』

国立台湾師範大学歴史学系、2008年。 



【エッセイ】 

韓国 1983年晩夏のひとこま 
今井 孝司 

 

 2017 年 11 月 13 日、板門店配属の一人の北朝鮮兵士が国境線を超えた。南北から銃撃を

受けたものの、一命をとりとめるという事態が発生した。朝鮮戦争はいまだ「休戦状態であ

る」ということを改めて思い知らされる一件となった。 

 筆者は 1983年９月に板門店を訪れている。ただしその日は旧ソヴィエト連邦（以下ソ連）

による大韓航空撃墜事件の翌日という、東西冷戦の緊張が極めて高まった瞬間であった。本

稿はその緊張した瞬間と、当時の韓国の空気感について、ほんの小さな体験談だが歴史の 1

ページとして書き留めておこうと起筆した次第である。 

 

大学主催韓国セミナーへの参加 

1983 年晩夏、筆者は在学する大学主催の「韓国セミナー」に参加。このセミナーの日程

は複数の遺跡や古都等の訪問からはじまり、主目的である姉妹校関係を締結している大学

との交流を終え、新たに姉妹校関係を結びたいというソウルの大学を表敬訪問し、最後に板

門店を訪れるというものだった。 

この表敬訪問した大学は当時学生運動が先鋭化し始めていて、引率の先生から個人的な

交流には十分に注意するようにと釘を刺されていた。それでなくとも当時ホテルには盗聴

器が仕組まれている可能性が高く、メンバー間の会話でも政治的な話は極力避けていた。 

セミナー参加当時、筆者はハングルが何とか読める程度で、韓国語は不案内な状態だった。

先に訪問した姉妹校には日語日文学科があり、先方の学生の誰かが通訳に入ってくれて、コ

ミュニケーションにはさほど不自由しなかったのだが、この大学には当該学科はなく、第二

外国語にも日本語は設置されていたかったため、いきおい英語と漢字による筆談でコミュ

ニケーションをはかる以外方法はなかった。当時韓国は、漢字排斥は徹底しておらず、専門

書には漢字旧体字が多用されていた。専門書の読解が必要不可欠な大学生は、重要な漢字は

相当読めたので、ある程度のコミュニケーションをとることができたのだった。 

フォーマルな交流会を終えたのち、先方の大学生から日本の学生と政治や社会について

語り合いたいというリクエストがあった。言葉の障壁もさることながらリクエストが固い

内容だけにメンバーは敬遠気味で、結果筆者と政治経済に関する意識の高い後輩と二人が

対応することになった。 

 

「アジト」での語らい 

彼らは５人で待ち合わせの場所に現れ、筆者ら２人は彼らのいきつけの店にいざなわれ、

そこで語り合うことになった。そこは入り口がわかりにくく、90 ㎝ほどの通い路を直角に

２度まがったところの行き止まりに、およそ 30㎝幅の板を渡した「簡易カウンター」のよ

うなものがあって、壁に向かって椅子に座るというスタイル。われわれ７人で満員となるよ

うな極めて狭い空間で、まさに「秘密のアジト」という様相を呈していた。 

缶詰の「ポンテギ」（蚕の蛹の水煮）や屋台から持ち込んだ棒状の辛子餅「トック」を肴

に、コーラよりも安価な焼酎『眞露』を飲みながら、筆者が持参した日程表の裏の白紙部分

で筆談を交えて、話は盛り上がった。ちなみに当時韓国ではビールは高級品（メーカーは OB

と CROWN）で、学生にはなかなか手が出ない飲物だった。 

彼らは全員兵役帰りで、若いメンバーで 23 歳、もっとも年上は 28 歳の学生運動家たち

だった。70年安保闘争時の日本の学生同様、左翼思想を信条としているが、70年安保闘争

時の日本の学生運動家たちとは異なり、純粋なまでに愛国心にあふれた青年たちであった。

日本の若者の政治認識や社会に対する不満などを知りたいという貪欲な気持ちが伝わって

きて、こちらも説明できる範囲のことをしっかりと伝えた。もちろん筆者と後輩も、彼らか

ら現政権に対する憤りや、北朝鮮への憎しみと親しみという表裏一体となった感覚などを



しっかり学ばせてもらった。 

現時点で振り返ると、当時の韓国の政治イデオロギーは「反日」よりも、「反共」を選択

していた。彼ら当時の学生は、強烈な反日教育は受けていなかった。また漢字排除・横書き

表記を手掛かりに反日色を打ち出した『ハンギョレ新聞』が発行される前で、朝鮮日報、東

亜日報もリードで必ず使われている漢字と、日本の「てにをは」に該当するハングルを拾い

読みする、またはガイド氏に紙面の内容の要約を聞く限り反日色は強くは押し出されては

いなかった。憎きは共産主義、そしてそれに絡めとられてしまった北朝鮮の体制だったのだ。 

 

大韓航空機撃墜事件翌朝の板門店入境 

さて 7人で痛飲した翌朝、くだんの後輩が筆者の（ホテルの）部屋のチャイムを複数回鳴

らした。何事かと聞くと、テレビの放送が何だかおかしい、ホテルの前の国旗が半旗になっ

ているとのこと。これは尋常ではない「何か」が進行中だと直感。投宿先の世宗大王ホテル

は国際ホテルであり、テレビには英語放送チャンネルがある。報道によると 1983年９月 1

日未明、ソ連軍により大韓航空 007便が撃墜され、消息を絶っているということだった。 

翌日われわれ一行は板門店を訪ねるスケジュールになっていた。事件の前日にガイド氏

から「最近板門店では北朝鮮兵士は国境ラインの近くまで数人配置され、にこやかにしてい

る。ただし絶対に手をふったり話しかけたりはしないように」という厳しく注意をうけてい

た。平穏な中でもそのような注意が必要なのに、東西冷戦体制の中で発生したこのたびの撃

墜事件によって、冷戦の最前線に位置する板門店では一層の緊張が高まっているはず。 

事件の前日、われわれ一行は大韓民国政府に対して、板門店への入境に関して、「いかな

ることがあっても韓国政府を訴えない」という書面にサインをさせられている。また服装だ

が男性はネクタイ着用が義務付けられているという、日本の 1980年代ノンポリ学生にとっ

ては、えも言えない緊張感をもたらせていたのが板門店訪問だった。 

９月２日当日、旅行社から板門店は普段通り訪問できるという情報が入った。こんな時に

行くかあるいは見送るか。学生の身に何かあれば責任問題となるが、「こんな機会はまずな

い。行って見てこようじゃないか」という引率の先生の英断で、一行は板門店の地を踏むこ

とになった。 

訪問団を乗せたバスは北方へと進路をとる。ソウルから離れるにつれ、だんだんとひなび

た寂しい風景へと変化していく中、ガイド氏が「ここがわれわれ（韓国）の最後の村です」

と言う言葉に、「いよいよか」と襟をただす。ところでメンバーは、この板門店入境につい

て出発時点でかなりの心理的衝撃を受けていた。メンバーの中で日本国籍を持たない複数

の在日コリアン学生、学生運動家で韓国入国の際ひとり取り調べを一時間ほど受けた年長

の学生は、当初から参加できないというものだった。 

一人の在日コリアン学生は両親の国籍が南・北と異なり、このセミナーに参加するために

思い悩んだ末、南―大韓民国―の国籍を断腸の思いで選択した。両親の所属を物理的に、あ

るいは精神的に分断しているその場を見たいという思いはかなわないのだった。そんな最

も行きたいであろうメンバーを残して、日本国籍をもった 1980年代のノンポリ学生を乗せ

たバスは、車がようやくすれ違うことができるほどの狭い橋に差しかかり、いよいよ非武装

地帯へと入っていく。左手には朝鮮戦争の残骸か、落ちたまま放置されている鉄橋が見える。

これがザ・フォーククルセダーズが歌って発売禁止となった臨津江なのか。朝鮮半島は朝鮮

戦争戦後ではなく、あくまで休戦中なのだという実感が湧いてくる。大韓航空撃墜事件の翌

日という事態を憂い一層の緊張感におそわれている中、バスを降り徒歩で板門店共同警備

区域へと入っていく。 

 

板門店共同警備区域にて 

そこは、大地ってこんなに静かなところなのかという感覚になるような不気味なほどの

静けさ。少し小高く建てられた「あずまや」のようなところで、「国連軍兵士」（つまり米兵）

が厚めのノート状のものに記録をしている。事前に聞いていたような、国境ラインのところ

まで複数の北の兵士が来ていて、時折笑顔を見せるというようなことは一切なく、二人ほど



の兵士が無表情にこちらを向いて立っているのみ。そして、向こうの建造物から、明らかに

こちらを監視しているという気配がしっかり伝わってくる。そして訪問者は我々だけ… 

しんと静まりかえった不気味な大地の「向こう側」

から、時折うっとりするような歌詞付の音楽がチャ

ンラチャンラと流れ来るのが聞こえてくる。ガイド

氏に「あれはどういう内容を歌っているのですか」

と尋ねると、「「こっちは天国だよ、いいとこだよ、

早くおいで」という意味です」、とそっけない返答。 

△共同警備区域（筆者撮影） 

「もしフラフラと行ってしまったらどうなります

か」との問いに、氏は険しい表情になり、「両方から間違いなく撃たれます。蜂の巣になり

ます」と、きっぱり。「蜂の巣」は、いつまでも頭の中で回り続けるようなインパクトを持

った言葉だった。 

東西冷戦時代韓国のガイドは、いろんな国の方と接するため、思想信条がきっちり試され、

厳しい国家試験に合格しないとガイドにはなれなかったようだ。とりわけ日本語を介して

旅行客に接するガイドは、日本からの訪問客には在日僑胞間の関わり合いの実情から、北朝

鮮と密接な関係がある人物も紛れ込む可能性が高くあることから、相当厳しい「身体検査」

が課せられていたようだ。なお後の話だが、この音楽放送は巨大スピーカーを使い大音量を

出して亡命を誘発させる、南北アジテーション放送合戦へとエスカレートしてしまった。 

この場所からは北朝鮮の最南端に位置する開城工業団地を望むこともできたが、人の気

配がしない。それは気配を感じるという能力を持たなくとも、石炭あるいは木炭を動力とし

ている北朝鮮であるのに、煙や蒸気が一切立ちのぼっていないことからも読み取ることが

できる。ガイド氏によると、あの建物は建てただけで人は住んでいないとそっけない言葉が

返ってきた。 

そしてその他北が掘ったとされるトーチカ（地下道）の見学や、電流が流れる有刺鉄線を

目の当たりに見て、非武装地帯を出る。 

休戦ラインの外側では、米軍兵士が喜びそうなダーツやビリヤードなどのアミューズメ

ント施設があり、パブも付設されていた。生死と隣り合わせになっている緊張した環境には、

このような施設がないとやっていけないのだろう。煙草はタックス・フリーで市中より安く

手に入る。当時ヘビースモーカーだった筆者はこの際とばかりラークを３箱買っておいた。

共同警備区域ではもちろん煙草は禁止されていて、緊張から解放された筆者はたて続けに

３本分の煙を吸い込んだのだった。 

 

おわりに 

 1983 年晩夏。全共闘と新左翼が東大安田講堂を占拠してからおよそ 15 年。日本の大学

キャンパスでは学生運動の火はとうに消え、戦争というリアリティも持てなくなっていた

同時期の隣国、韓国の学生は政治・思想を闘わせ、自らの主張を行動で表わすという政治の

時代の真っただ中にいた。加えて東西冷戦の最前線で国家分断という事実が国家に重くの

しかかり、自らの思想と反していようが兵役に就かなければならないというジレンマの中

に、韓国の若者はいた。 

そしてノンポリ日本人学生が入境できても、在日の学生が板門店に入れないのと同様、一

般韓国人もまた同地区への入境は許されず、さらに最前線の防備には国連軍と称した米軍

がその任務にあたっていた。憲法で正規軍を持つことをうたっていようが、兵役が男子国民

の義務とされていようが、同民族同士が対峙する共同警備区域の防備に就くことは許され

ていなかった。 

隣国の若者がしっかりものを考え、行動し、兵役にも就いているのに我々日本人学生は一

体…そしてその世代の両国若者は 30年を経た今、反日と嫌韓という空気を醸すようになっ

てしまった。理解しなければならない部分を封印して、互いにうわべの文化だけをみて付き

合いをしてきた結果なのだろうかと思う次第である。 



 

【参加記】 

台北大学 

「國家政策與經済發展―近代東亞政治經済發展脈絡的再險視」 

（シンポジウム）参加報告記 
                                  新地比呂志 

 

 

  2016年 12月頃であった。当史訪会に国立台北大学の蔡龍保先生から、「國家政策與經済

發展―近代東亞政治經済發展脈絡的再險視」（シンポジウム：2016 年 6 月 16 日・6 月 17

日実施）への参加依頼の打診がありました。2名の参加ということで、新地と斎藤尚文事務

局長が参加させていただきました。さらに、参加のみならず、我々2人は発表及びコメンテ

ーターとしての任も与えてくださいました。斎藤事務局長と新地の関連の発表・コメントは

下記の通りである。 

    

〇論文題目：二次大戰時期本土建業為人遺忘的外交角色̶共榮會的組成及其發展            

（1937-1945）  

 報告人 ：蔡龍保(台北大學歷史學系教授兼通識中心主任) 

 與談人 ：齋藤尚文(兵庫県立芦屋高等学校教諭) 

  

 

 〇論文題目：蔣汪合作時代における陳公博の政治思想及び経済政策プラン  

  報告人 ：新地比呂志(史訪会会長・前寧波大学外語学院教員)  

   與談人 ：楊典錕 台灣大學歷史系助理教授 

 

 〇論文題目：台湾における鈴木商店の事業展開  

  報告人  ：齋藤尚文(兵庫県立芦屋高等学校教諭)  

   與談人  ：林采成(立教大学経済学部教授)  

 

 〇論文題目：日治時期臺灣漁業法制之建立(1895-1913)  

  報告人  ：陳德智(台灣師範大學歷史學系博士候選人)  

   與談人  ：新地比呂志(史訪会会長・前寧波大学外語学院教員)  

 

 シンポジウムは研究者各位の学術的に裏打ちされた見識が高い発表・討論・助言は非常に

格別な勉強になり、刺激を受け帰国したしました。ぜひ今後の研究及び史訪会の運営に活か

そうと思いました。 

 

 なお、このような素晴らしいシンポジウムを企画・実施してくださった上、格別のご配慮

をいただき、光栄にも共催として史訪会の名称まで冠していただき、新地には開会の挨拶ま

でご指名くださった台北大学日本研究中心の林定香先生・蔡龍保先生及びご準備していた

だいたスタッフの皆様に厚く御礼申し上げる次第であります。  

 



 

 



史訪会 会則 

（名称） 

第１条 この会は、史訪会と称する。 

（目的） 

第２条 本会は、東洋史を中心とした歴史を研究し、その発展と普及をはかることを目的        

とする。 

（事業） 

第３条 本会は、その目的を達成するために、会誌『東洋史訪』を年一回発行する。 

第４条 本会は、その目的を達成するために、年一回研究会・総会を開催する。 

（会員の資格） 

第５条（会員の資格） 

   本会の目的に賛同するものは、所定の入会手続きを経て、会員になるこ  

   とができる。入会には一般会員１名以上の推薦と、幹事会の承認を必要 

   とする。 

（１）会員は一般会員、学生会員、留学生会員の３種とする。 

（２）会員は別に定める会費を納入しなければならない。 

（３）次の各項の一に該当する場合は、その資格を喪失する。 

   １．退会届を提出したとき。 

   ２．本人が死亡したとき。 

   ３．継続的に３年以上会費を滞納したとき。 

   ４．除名されたとき。 

（幹事） 

第６条 本会は、その事業を円滑に運営できるよう下記の幹事（原則として１年任期）を        

おく。 

 １．顧問                本会の相談役を担当する。 

２．会長                  本会を代表し、会務を統括する。 

 ３．副会長                 会長を補佐し、会務を執行する。 

 ４．東日本地区担当              東日本における本会の会務を担当する。 

 ５．関西地区本担当             西日本における本会の会務を担当する。 

 ６．九州地区担当               九州における本会の会務を担当する。 

 ７．中国支部長             中国における本会の会務を担当する。 

 ８．台湾支部長             台湾における本会の会務を担当する。 

９．事務局長                本会の事務を執行する。 

１０．『東洋史訪』編集担当          『東洋史訪』を編集し、発行する。 

１１．会計                  本会の予算をたて、予算を執行する。 

１２．会計監査                毎年の経理状況を監査し、報告する。 

１３．討論会会場・懇親会担当         研究会・懇親会の企画し、実施する。 

１４．名簿・発送担当        名簿を管理・更新する。また機関誌・案内                

                                   等を発送する。 

１５．ホームページ・メーリングリスト担当 ホームページ・メーリングリストの管理・更新する。 

１６．編集委員 

１７．定例研究会担当 

（規約改正） 

第７条 規約の改正の必要があるときは、総会において決議する。 

（明示なき事項） 

第８条 この規約に明示なき事項については、幹事会で決定する。なお幹事会は、上記第        

６条幹事で構成する。      



 

【付則】 

１． 本会の事務局は、兵庫県加東市下久米９４２－１兵庫教育大学東洋史研究室におくものとする。 

２．本会の会費は、一般会員が年額３０００円、学生会員は年額２０００円、留学生会員は 

年額１０００円とする。  

３．原稿投稿・執筆規定は、別紙に定める。 

４．この規約は２００６年７月２８日より施行する。 ２００７年７月２８日改正。 

  （１９９５年８月より２００７年７月２７日まで、兵庫教育大学東洋史研究会であったが、 

２００７年７月２８日より史訪会と改称した。） 

５．付則２ ２００８年８月２日改正。 

「本会の会費は、一般会員は年額２０００円、留学生、学生は年額１０００円とする」とあっ

たが、上記付則２に改正する。 

６．第６条（幹事）に「顧問」、「中国支部長」、「台湾支部長」を新たに追加する。 

（２０１１年１２月２５日追加） 

７．第６条（幹事）に「定例研究会」新たに追加する。（２０１４年８月４日追加） 

８．第５条（会員の資格）を改定する。（２０１５年８月２日） 

 



『東洋史訪』投稿規定並びに執筆要領 

［投稿規定］ 

１．投稿資格は「史訪会」会員とする。 

２．編集委員会は複数の査読者を選定し、査読を依頼する。査読者の意見をもとに編集委

員会での審議に基づき「論文」、「研究ノート」、「書評」、｢その他（或いは特別寄稿）｣

として掲載する。また審査の結果において不掲載と判定される場合もある。 

３．投稿原稿は未発表のもので、かつ日本語によるものとする。 

４．投稿締切日は１２月３０日で厳守とする。 

 

［執筆要領］ 

１．別原稿に必ず英文でタイトルと名前と所属を付すこと。 

２．横書きワープロ（パソコン）原稿で、用紙はＡ４用紙（40字×36行）。なおワープロ

ソフトは、原則としてＭＳ社の「ワード」を用いる。 

３．「論文」は 12枚、「研究ノート」は 8枚以内とする。なお「教材研究」「学会動向」「参

加記」「書評」等は 4枚以内とする。また「論文」「研究ノート」など、どの項目で投

稿するのかを明記すること。ただし、図表、訳注は枚数分に含める。 

４．論文の章・節・項は、Ⅰ．Ⅱ．Ⅲ．┉┉、１．２．３┉┉、（１）（２）（３）┉┉（全角）と

する。句読点は「、」「。」（全角）とする。 

５．表題は 14ポイント、他は 10.5ポイントとし、字体はＭＳ明朝とする。 

６．論文中の数字についてはアラビア数字を使用し、漢数字は使用せず、２桁以上の数字

は半角にすること。例えば 2007年３月 31日、12万 3456円 or123,456円のように。 

７．図および表には表１、図１と各々に通し番号とタイトルを付け、本文中の出所箇所の

近くに挿入すること。図表には出所を明示し、註は出所の下に書くこと。 

８．本文中の脚注番号は、(1)(2)(3) ┉┉（半角）とし、註は本文末尾に一括して掲載する。

註の内容は全角とする。 

９．原稿に頁数を入れない。 

10．引用の表記は、次のように統一する。中文・英文の場合もこれにならう。 

  ・論文の場合 著者名『論文名』（『掲載誌名』巻号、出版年月）ページ数。 

         例）松田吉郎『海口冢信用購買販売利用組合について』（『東洋史訪』

第 12号、2006年３月 31日）pp.25～40。 

・単行本の場合 著者名『書名』（出版社、出版年月）ページ数。 

  ・新聞の場合 （著者がわかる場合）、著者名「記事名」（『新聞名』年月日）。 

11．すでに引用した論文・単行本・新聞の場合には、次のように表記する。 

  ・論文例） 松田、前掲論文、pp. 25～40。 or 松田、前掲「海口冢信用購買販売利

用組合について」、pp. 25～40。 

  ・単行本例）松田、前掲書、p.25。 or 松田、前掲『書名』p.25。 

  ・新聞例） 松田、前掲紙。 

12．直前に引用した論文・単行本・新聞の場合には、 

  ・同上論文、pp. 25～40。 同上書、p.25。 同上紙。 

13．原稿は 12月 30日までに e-mailに添付ファイルして編集窓口へ送ること。 

15．送付された原稿は編集員会が査読者を選定依頼し、修正要求、コメント等を添えて執

筆者に返却する。 

16．執筆者は修正・加筆後、完成原稿を指定された別途指定した期日までに e-mailに添付

ファイルして編集窓口へ送ること。 

［編集委員］ 

 井上敏孝（編集委員長） 松田吉郎 上谷浩一 新地比呂志 齋藤尚文 井上敏孝 

［投稿原稿送り先］ 

編集委員長 井上
いのうえ

敏
とし

孝
たか

 

〒673－1421 兵庫県加東市山国 2006-13 兵庫教育大学職員宿舎 5号棟 514号室 

携帯    ：090-9256-7821 

e-mail   ：winfinitytkk@gmail.com 
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彙報 

 「史訪会」は、平成 29年（2017）７月 29日（土）、兵庫県民会館 901号室に於いて「史

訪会」第 24回学術討論会を開催した。発表者と発表題目及び研究会後行われた懇親会の会

場は下記の通りである。 

１．戦前期の日本における船渠の一類型 

―朝鮮の仁川港築港工事における複門式閘船渠について―      井上敏孝 

２．右派闘争発動期における民主諸党派知識人の苦悩と挫折 

―『嵐を生きた中国知識人』（章詒和）の書評をもとに―      新地比呂志 

３．課本における魯迅の｢故郷｣の扱い               加藤正宏 

４．1917年－1937年,青島における製油業に関する研究       高克文 

５．青島旧市街フィールドワーク報告               横井香織 

６．戦前期の日本製ポスターに見る中国イメージ          田島奈都子 

７．清微派道士張宜真初探                    畑忍 

８．書評・呉宏明著『日本統治下台湾の教育認識―書房・公学校を中心に―』 

（春風社、2016年 3月）                     松田吉郎 

【総会】【懇親会】：「円山飯店」 

執筆者紹介 

井上敏孝    兵庫教育大学非常勤講師 

齋藤尚文    兵庫県立芦屋高等学校 

呉金霞     内モンゴル民族大学外国語学院 

上谷浩一    元大阪体育大学教授 

今井孝司    帝塚山大学非常勤講師 

新地比呂志   関西大学大学院非常勤講師 

【編集後記】 

 若葉青葉の候、会員の皆様には、ますますご清栄のことと存じ上げます。『東洋史訪』第

25 号を発行させていただきました。今号より編集を担当させて頂きました井上敏孝です。

私の力不足で編集作業が遅れ、例年に比べ発行の時期が大幅に延びてしまいましたこと深

くお詫び申し上げます。次号は、今回の反省を踏まえつつ、さらに学会誌の充実を図るべ

く尽力してまいりたいと思っております。今後ともどうぞよろしく願いいたします。 

最後になりますが、今号も多数の投稿を収録させて頂きました。原稿を投稿して頂いた

先生方、査読者の先生方、編集に携わって頂いた先生方、ありがとうございました。 

さて、昨年度総会にて会則第６条によるの幹事が定まりましたのでご報告させていただ

きます。  

１．顧問                   松田吉郎 

２．会長                   齋藤尚文 

３．副会長                  蔭木原洋 井上敏孝（紀要担当） 



４．九州地区担当               新福大健 

５．中国支部                 李広志 

６．台湾支部                 蔡龍保 

７．事務局長（討論会担当、名簿管理担当兼務） 白井征彰 

８．『東洋史訪』編集担当            井上敏孝 

９．会計                   曽根脩平 

10．会計監査                 陳鳳 

11．ＭＬ管理                 米田成希 

12．ＨＰ管理                 新地比呂志 

13．月例研究会                趙従勝 

14．編集委員          井上敏孝（編集委員長） 新地比呂志（編集副委員長） 

松田吉郎 堤和幸 上谷浩一 齋藤尚文 横井香織   

 

事務局では、東洋史に関心を持たれる方々のご投稿を心より歓迎いたします。また今後と

も会の活動へのご理解と、討論会への参加でお力添えを賜りますようお願い申し上げます。

（井上記） 

 

 

『東洋史訪』 第 25号     

発行年月日 ：平成 30年６月 30日 

発行所   ：史訪会 

会長    ：齋藤尚文 

事務局   ：史訪会 〒666-0262 兵庫県川辺郡猪名川町伏見台３－１－42 

       アジア探訪研究所内 TEL・FAX ０８０－４２３３－４４６０ 

郵便振替口座：郵貯口座からの場合 

１４３５０－３１７３３１１ 史訪会 

他金融機関からの場合 

店番 ４３８  預金種目 普通預金  口座番号 ０３１７３３１ 

       一般会員：年額 3000円 学生：年額 2000円  留学生：年額 1000円 

入会方法  ：郵便払込取扱票の通信欄に入会希望と明記し、上記の年会費を納入のこと。 

印刷    ：株式会社  大伸 

〒652-0804 神戸市兵庫区塚本通４－１－19 

 TEL ０７８－５７５－６８３９ 
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