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『早稲田大学高等研究所紀要』発刊にあたって

　早稲田大学高等研究所は、次代を担う若手研究者の育成と大学の研究教育活動の活性化を目的に、

2006年 9月に設立されました。これまで、本学を含む国内外の大学・研究機関等へ送り出してきた

百数十名の研究員は、各研究分野の第一線で活躍しています。本年 9月には設立 10周年を迎えるこ

とになりました。

　本研究所は、文系・理系を問わず広く世界から若手研究者を公募し、自立的な研究環境を与え、分

野が異なる研究者との活発な交流の中で研究を進める態勢を取っている点に特徴があります。2015

年度は、人文・社会・自然科学分野で合計 34名の研究員が所属し、その柔軟な発想や能力・資質を

十分に発揮した研究活動を展開しています。約 5分の 1は女性研究者で、外国人研究者も数名所属

しており、所員会・月例研究会は主に英語で行われています。

　本研究所では、海外のトップクラスの研究者を訪問研究者として受け入れ、研究員への助言や学内

研究者との交流等を通じて、本学の研究活動の活性化を図っています。また人文・社会・自然科学の

各分野で、本学専任教員（兼任研究員）を中心とした研究プロジェクト、あるいは研究員の企画によ

る講演会やシンポジウムなどが行われています。人文・社会科学系の出版社 Routledge社と連携して、

研究員が英語で研究成果を本にする『Routledge－WIASモノグラフシリーズ』は、2冊刊行されてい

ます。今後も、本研究所を多様な研究者の連携・協働による学際的で横断的な研究拠点とし、本学の

研究水準の向上にいっそう貢献していきたいと考えています。

　さて、本紀要もこのたび第 8号を刊行する運びとなり、日頃ご協力・ご支援をいただいております

皆様には、厚くお礼を申し上げます。本紀要所載の論文は、学内外の複数の専門研究者による厳正な

査読を経たもので、学術誌としての水準の維持向上に努めています。また、冊子での刊行に加え、内

容を電子化して本研究所のWebサイトでも公開し、より広く閲覧の便に供しています。

　本紀要が、現在所属している研究員だけではなく、これまで研究所に所属した研究員（所友）の研

究成果を早稲田から世界に発信する場になれば、これに勝る喜びはありません。今後とも皆様のご指

導とご支援をいただけますよう、心よりお願い申し上げます。

2016年 3月

早稲田大学高等研究所

所長　宮島　英昭
副所長　谷口　眞子

『早稲田大学高等研究所紀要　第 8号』刊行にあたって
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成年後見制度における補充性原則の機能

はじめに

１　問題意識
　成年後見制度は、後見、保佐および補助の 3類型
からなる。このうち、後見類型および保佐類型にお
いては、法が成年後見人および保佐人の権限を自動
的・画一的に決定する（民法 9条、13条 1項・4
項および 859条）。このことが、障害者の平等な法
的能力の共有を謳う障害者権利条約 12条に抵触す
ることは、すでに多くの論者が認めるところであ
る⑴。現在、日本においては、成年者保護のための
法制度として、成年後見制度および任意後見制度し
か存在しない。そして、その制度利用者の約 8割が
後見類型を利用している⑵。ここから、日本におい
て成年者保護制度は、ほとんどの場合において、決
定能力および行為能力の全面的な制限を生じさせる
といえる。しかし、本人保護に必要なため、これら
の制限そのものを消滅させるべきではない⑶。必要
とされているのは、本人が必要とする程度に法定代
理権および取消権の範囲を設定し、決定能力および
行為能力を制限することである。
　このような問題点を踏まえて、後見類型および保
佐類型の改正案が複数提案されている⑷。本稿は、
このような法改正というアプローチとは異なり、成
年後見制度の利用が必要か否かの判断基準を検討す
ることによって、本人への能力制限を必要な程度に
制限することを提示するものである。成年後見制度
以外の他の援助方法によって本人を保護することが
できれば、その限りで制度利用に伴う能力制限は生
じない。つまり、他の援助方法がない場合に成年後
見制度の利用を許容するという補充性の原則を導入
すれば、成年後見制度の利用が必要な場合にのみ本
人の能力を制限でき、条約 12条の趣旨に適う保護
の実現に近づくといえる。日本の成年後見制度には
補充性の原則は規定されておらず、成年者保護の法

制度としては主として成年後見制度および任意後見
制度しか存在しないことから、補充性の原則につい
てあまり論じられてこなかった。しかし、他国が補
充性の原則を立法化する傾向にあり、日本も国連障
害者権利条約を批准するなど、本人の必要に応じた
能力制限を伴う保護を考える時期にあるといえる。
法改正とともに補充性原則の有効性を提示できれ
ば、本人に対する能力制限が必要性に即したものへ
と発展することが予想される。

２　本稿の課題
　補充性原則の有効性を示すには、補充性原則が実
際にどのような場面で機能しているのかを検討する
必要がある。本稿においては、ドイツ、オーストリ
アおよびスイスとの比較法的手段を用いる。当該 3
か国は、近年の法改正において、成年後見制度にお
ける補充性の原則を立法化している。確かに、成年
後見制度の利用は行為能力の自動的な制限を生じさ
せる。しかし、やみくもに他の援助の利用を主張し
ても、かえって法化している社会に適合しない可能
性がある。そこで、補充性原則の有効性を検討する
際には、補充性原則が適用される場面とともに、他
の援助可能性が存在していても、成年後見制度が必
要となる場面についても同時に検討しなければなら
ない。つまり、条文に示されている「他の援助」に
よって本人が十分に援助を受ける場合がどのように
解釈されているのかを解明する必要がある。そこ
で、本稿では、判例を中心に当該 3か国の補充性原
則がどのように適用されているのかを検討する。ま
た、オーストリアにおいて 2006年代弁人法改正法
において実施された、クリアリング制度の効果に関
する考察も行う。そこから、①補充性原則立法化の
背景、②「他の援助」により補充性原則が適用され
る場面および③成年後見制度が最終的に必要となる
場面はどのような場合かを示すことによって、補充

成年後見制度における補充性原則の機能

青　木　仁　美
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性原則が今後の成年者保護に有効かについての結論
を示す。

第１章　  ドイツ世話制度における
補充性原則の機能

第１節　条文および立法趣旨
１　補充性原則の適用場面
　ドイツの成年後見制度は世話制度という。世話制
度においては、次の条文に補充性の原則が規定され
ている。
【ドイツ民法典 1896条 2項】
　「世話人は、世話が必要な任務範囲のためにのみ、
任命されることが許される。成年者の事務が、
1897条 3項に記載されていない代理人によって、
または法定代理人が任命されていない、他の援助に
よって、世話人によるのと同程度に処理されうる限
りにおいて、世話は必要とならない。」
　本条から、補充性原則が機能するには、①他の援
助の存在、②他の援助の質を確保することおよび③
法定代理人が必要とならないことの 3点が要件と
なるといえる⑸。援助者としては、家族・親族、知人、
教会関係の団体、社会福祉サービスならびに官庁お
よび本人が入居するホームの職員などが想定されて
いる。他の援助とは、代理人を必要としない事実上
の世話としての性質を有する社会福祉的援助と解さ
れていることから⑹、代理権が必要であれば世話人
が任命される。この点は、③の要件とも関係してく
るが、世話人は法律に関する事務のために任命され
る法定代理人である（ドイツ民法典 1902条⑺）。こ
のため、法定代理が必要となる場合には、「他の援
助」は考慮されず、常に世話人の任命が必要とな
り⑻、これは実務においても争いなく受け入れられ
ている⑼。
　立法資料においても、世話と他の援助との境界
は、法定代理の必要性の有無にあるとされている⑽。
他の援助が有効になるのは、本人の事務処理に代理
が必要とならない場合となる。もし、本人が行為能
力を有し、代理人を任命できるのであれば、裁判所
の負担軽減にもつながることから、代理権の利用が
望ましいとされた。一方で、本人は代理権を授与で
きたとしても、病気によりその後の監督を実施でき
ない可能性もあり、その場合には、世話が必要にな
ると指摘されている⑾。
　立法段階においては、本人が身体障害または軽度

の精神障害を有している場合に限り、世話の「第 1
段階」を設けることが提案されていた。この第 1段
階は、世話人の任命自体は行うが、世話人に対して
法定代理権を与えず、かつこの段階における他の制
度の優先性を排除するという内容を有していた。し
かし、世話法の目的は、他の援助の弱体化ではなく、
他の援助の優先性を強調することであるから、この
ような段階を設けると、他の援助の弱体化を招くと
いう理由により、当該提案は草案作成時に削除され
た⑿。
　本条の「他の援助による事務処理」が違憲となる
かが憲法裁判所で審議されたことがある⒀。区裁判
所の裁判官が世話事件の処理に際し、ドイツ民法典
1896条 2項は他の援助による事務処理による世話
を回避する旨を規定しているが、第三者はそもそも
事務処理権限を有しないと主張したのである。これ
に対し、連邦憲法裁判所は、次のように述べて当該
裁判官の主張を退けた。「本件では事実上の世話が
どの程度実施されているかが不明確である。原審が
『事実上の権限』の行使に憲法上の疑念を抱く限り
において、ドイツ民法典 1896条 2項 2文の意味に
おける『他の援助』が手配され、経済的援助が考慮
されるべきかに関する調査がなされておらず、この
ために世話人の任命が必要かどうかに関する審議が
尽くされていない。原審は、立法者の意図を十分に
理解しておらず、学説および判例の発展を十分に検
討していない。1896条 2項 2文の必要性の原則お
よび『他の援助』に関して、立法者は、これらが機
能すれば法定代理人の任命を回避できるという利益
を意図していたことを看過している。」このように
して、連邦憲法裁判所は、他の援助とは事実上の世
話に限定されるものであるから、憲法違反とはなら
ないと判示した。

２　公的機関と補充性原則の関係
　補充性原則の適用を徹底するために、裁判所およ
び官庁には、世話人任命前の調査が義務付けられて
いる。世話裁判所は、本人の事務が法定代理以外の
方法で処理されるかどうかを、職権によって調査し
なければならない⒁。世話裁判所は、世話官庁に依
頼して本人が置かれている福祉関係に関する報告書
を要求できる。しかし、これは、世話官庁における
人的整備を必要とするため、常に成果があるとは限
らない。成果がない場合には、裁判所は、本人、親
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族および隣人等の聴取を実施する。自治体の社会福
祉構造の正確な知識を得るには、世話裁判所と世話
官庁の協力が必要であるが、両者の結びつきはそれ
ほど強くなく、協力は難しい状況にある。このため、
裁判所が官庁に積極的に関与することが求められて
いる⒂。一方で、世話官庁も、特に本人にとって重
要な状況を確定する際に、世話裁判所に協力するこ
とが義務付けられている（世話官庁法 8条）。通常、
世話官庁は、本人の社会福祉的環境および本人の事
務が他の援助によって処理されうるかどうかに関す
る意見を求められる⒃。この他、家族および本人と
近しい者も、世話の終了または任務範囲の縮減に関
するすべての事情を世話裁判所に報告する義務を有
する（ドイツ民法典 1901条 5項）。
　オーストリアにおいては、代弁人協会が他の制度
の可能性を模索するよう義務付けられているが、ド
イツにおいては主として世話裁判所および世話官庁
が補充性原則の適用の有無に関する調査を行ってい
るといえる。

第２節　補充性原則に関する判例
　ドイツにおいては、これまで出されている判例の
大多数のケースにおいて補充性原則が適用されてい
るため、援助者がだれかによって場合分けをする。

１　家族による援助が「他の援助」に当たるかが問
題となった判例
⑴　ケルン上級地方裁判所 1998年 5月 13日判決⒄

─判例①
　本件では、母親による世話を理由に世話制度の必
要性の有無が争われた。
【判旨】破棄差戻し
　「『健康配慮および居所決定』という任務範囲のた
めの世話は、これまで確定された事実によって基礎
づけられない。このため、世話の決定は違法である。
世話人任命のための要件を解明するために、差戻し
となる。（…）区裁判所および地方裁判所は、本人
に、このような〔1896条の〕⒅意味における世話の
必要性があることを明らかにしていない。地方裁判
所は、鑑定書類に基づき本人の心的病気を肯定し、
本人が日常生活を送り、将来の展望を抱くことがで
きないと判断した。さらに、地方裁判所は、本人は
病気のために、自宅で自立して生活できないと述べ
た。しかし、世話人の任命の必要性を満たすには、

当該事実だけでは不十分である。本人は、すでに以
前から母親による世話を受けていたために、世話制
度の必要性が疑われていた。本人は、最近 6か月間
は自宅に居住しており、母親の援助によって日常生
活を送れており、病院に通い、薬も服用できていた。
ここからは、現時点で、本人は母親の援助を受けな
がら健康配慮に関する事務を自ら行える状況にある
といえる。鑑定書類および地方裁判所によれば、母
親も持病を有しており、継続的な援助は保障されえ
ない。しかし、世話人による最終報告によれば、母
親は現時点において十分に世話を行うことができて
いる。したがって、現時点において、居所決定およ
び健康配慮に世話人を任命する必要があるかどうか
は著しく疑わしい。このため、地方裁判所は、どの
範囲において本人が母親による世話を受けている
か、当該世話が近いうちに継続さえ得なくなる事情
が生じるかどうかを引き続き調査しなければならな
い。これには、母親に対する聴取が必要となる。」
　本件においては、「健康配慮・居所決定」という
事務について、母親の援助により自ら決定できてい
ることから、世話人の任命が回避される可能性が示
されている。

⑵　ハム上級地方裁判所 2008年 8月 5日⒆─判例②
【事案の概要】
　2007年 11月 22日に、区裁判所は、官庁の介入
をきっかけとして本人に世話人を任命した。本人の
自宅は、ごみで埋もれた状態であり、大量のネズミ
が発生していた。世話人の任務範囲は、健康配慮、
居所決定、住居に関する事務、役所および保険に関
する代理、郵便に関する事務ならびに社会福祉サー
ビスの手配であった。本人が世話人の任命に対して
不服申立てをしたため、地方裁判所は一部の任務範
囲について世話を廃止したが、本人は、引き続き他
の任務範囲に関する世話の廃止を申立てた。
【判旨】破棄差戻し
　「本人が現時点で義兄による広汎な援助を、定期
的な不動産の清掃においても受け入れることがで
き、世話人がこの援助を手配できるかどうかを詳細
に検討する必要がある。（…）本件においては、世
話人および妻によって、どのような問題領域にどの
ような援助可能性が生じるかに応じて、世話人の任
命が完全に回避される。純粋な家族による援助が不
十分とみなされる場合には、名誉職世話人が任命さ
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れるかもしれない。少なくとも、世話人の任命が必
要となるのは、住居および土地に関する事務であ
り、必要であれば財産および官庁に関する事務も包
括される。これ以外では、とりわけ健康配慮および
居所決定においては、妻による援助を理由に世話の
必要性は生じない。本人には、病気に関する援助を
拒否する傾向は見受けられない。」
　本件は、義兄および妻の援助が「他の援助」とし
て認められる可能性を示している。不動産清掃とい
う事務に関しては事務の内容を確定したうえで義兄
による援助が不十分であれば世話人が必要とされ
た。一方で、健康配慮および居所決定は妻による援
助を受けられるために世話人の任命は必要ないと判
示された。

２　ホームによる職員の金銭管理が「他の援助」に
あたるかが問題となった事例
⑴　ケルン上級地方裁判所 1992年 11月 25日判
決⒇─判例③
【事案の概要】
　世話人は、1992年 7月 10日に、財産管理および
同意留保を伴わない居所決定を任務範囲として任命
された。世話人は、世話人の任命および自己に対す
る任命に対して不服申立てをした。
【判旨】控訴棄却
　「ドイツ民法典 1896条 2項 2文の補充性原則は、
被世話人への援助が事実上の措置によって実施不可
能な場合には適用されない。この点が看過されてい
る。『他の援助』は、契約の締結といった法律行為
が必要とならない場合に、家族、知人、隣人、親族
および社会福祉サービスによってもたらされるもの
である。しかし、事実上の措置は世話領域における
財産管理を助けるわけではない。ここでは、財産管
理が本人の収入の配分を決定することである場合
に、世話人の任命が不要かが明らかでない。本人は、
月 300マルクの収入を得ている。このうち、一週
間に 49マルクが現金で支払われている。ここでは、
むしろ、残額の使途に関する決定が必要となる。当
該財産管理は通常意思表示を必要とし、場合によっ
ては法定代理人の意思表示が必要となり、事実行為
によっては代替されない。（…）
　原審は、ドイツ民法典 1896条 2項 2文を考慮し
ていない。同項によれば、代理人の協力が必要であ
り、代理人によって事務処理がなされるのであれ

ば、世話人は任命されてはならない。ホームに収入
を管理させる権限を与える準備が本人にできている
かを考慮しなくても、代理権授与の際には、その有
効性に関する疑念が生じる。本人は、世話法施行以
前から精神薄弱（Geistesschwach）を理由に行為能
力を剥奪されていた。自由な意思形成が完全に排除
されたとはいえないが、旧法に基づけば、自由な意
思形成は制限されているといえる。自由な意思形成
が制限されていれば、代理権の有効性および代理権
に基づく法律行為は十分に保障されないために、代
理人による監護は適切ではない。世話人の任命に法
的な誤りは見受けられず、世話人の任命は、原審に
よって明らかにされた事実から必要であるといえ
る。」
　本件で問題とされた事務は、本人に手渡した後の
金銭の管理である。この管理には代理人が必要であ
るが、本人の精神状態では代理権授与は困難である
として、世話人の任命が必要であると判示された。
本件は 1992年の判決であり、本人が行為能力を剥
奪された根拠である旧法の影響を強く受けていると
思われる。

⑵　バイエルン上級地方裁判所 1997年 3月 27日
判決21─判例④
【事案の概要】
　本人には世話法施行以前から居所決定および財産
管理について監護（Pflegeschaft）が命じられてい
たが、1994年 6月 14日に州官庁の世話課が世話人
として任命された。その際、任務範囲の拡張（健康
配慮、通信手段の決定および郵便物の受領、開封お
よび保管）の申請がなされ、区裁判所は、世話人の
任務範囲をすべての事務に拡張した。その後、地方
裁判所は、1996年 11月 18日に、世話人の任務範
囲を居所決定、健康配慮、財産管理ならびに郵便物
の受領、開封および保管に変更した。当該決定に対
し、本人の手続代理人は、本人にはすべての事務に
対して世話が必要と主張し再び不服申立てをした。
手続代理人は、本人は病気により判断能力を失って
おり、生活全般に関してホーム職員が決定している
状態であると主張した。
【判旨】控訴棄却
　「必要性の原則（ドイツ民法典 1896条 2項）に
よれば、すべての事務に世話人を任命するのは、本
人が病気または障害を理由に、すべての事務を自ら
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処理できない場合に限定される。ここで考慮すべき
ことは本人の具体的な生活状況であり、具体的な状
況に適して少なくとも部分的に生活できないことが
要件として必要である。（…）地方裁判所は、当該
原則を重視した。誤審が生じないために、この判断
は、本審に引き継がれる。原審によれば、本人はホー
ム職員による管理および援助を常に必要としている
が、当該援助により生活に関して決定することが可
能であり、働くこともできている。このため、本人
がすべての事務範囲に世話人を必要としていないと
いう原審の判断は妥当である。さらに、原審は、自
由制限を伴わないホーム職員の援助は、法定代理人
を必要としない、世話より介入の程度が低い、
1896条 2項の『他の援助』であるとしている。」
　本件では、ホーム職員の援助は他の援助となりう
ることが示され、援助を受けて本人は自己決定でき
ていることから、すべての事務に関して世話人の任
命が回避された。

⑶　連邦通常裁判所 2010年 12月 2日判決22─判例
⑤
　本件においては、ホーム職員が本人の現金を管理
するにあたり、世話人の任命が必要かどうかが争わ
れた。
【判旨】破棄差戻し
　「ドイツ民法典 1896条 2項 2文に基づき、法定
代理人が任命されていない他の援助によって世話人
と同程度に処理される事務のために、世話人が任命
されることは許されない。世話は、ドイツ民法典
1901条 1項23に基づき、被世話人の事務を法的に
処理するために必要な活動のみを包括する。とりわ
け 1998年 6月 25日の世話法改正法を考慮すると、
事実的援助としての活動は、世話の領域に含まれな
い。世話人はそのような援助を手配するが、自ら行
う必要はない。現金の使途が給付者（たとえば社会
扶助）によって定められている場合には、法的事務
処理以外の活動は世話人の任務とはならない。ホー
ム職員による本人への事実上の援助は、ドイツ民法
典 1896条 2項の『他の援助』となる。このため、
第三者による、とりわけ、ホーム職員による現金の
管理は、原則として許される。」
　本件では、ホーム職員が使途を定められた現金を
管理することは「他の援助」となり、世話人の任命
は必要ないことが示された。判例評釈によれば、世

話人、被世話人およびホームの関係において、少な
くとも、現金の「管理」とは何かが明らかにされな
ければならないとされた24。本件で問題となる現金
は、以前は「小遣い銭（Taschengeld）」として表記
されていたものである。現金の管理が、本人がカ
フェに行くために少額を手渡すといったものであれ
ば、当該管理は事実上の管理とみなされるとされ
る。このような本人に対する訓練を目的として現金
を用いる場合においては、現金の管理に世話人は必
要とならない。つまり、現金の額が少額であり、そ
の使途が説明可能であれば、現金の管理に世話人の
任命は必要ないのであり、現金の額が高額であれ
ば、世話人の任命可能性が生じると考えられる。

３　弁護士および税理士が「他の援助」とみなされ
た場合
⑴　ケルン上級地方裁判所 1995年 6月 21日判決25

─判例⑥
　本件においても、世話の必要性が争われた。
【判旨】破棄差戻し
　「世話は、ドイツ民法典 1896条により、成年者
がその事務を心的病気、または身体的障害、精神的
障害もしくは心因的障害に基づき、すべての事務ま
たは部分的な事務を処理できない場合に、より詳し
く言えば代理人によっても処理できない場合に、命
じることが許される。世話の必要性の原則は、公的
利益にも資することから、本人は必要性の原則を有
効に放棄することはできない。世話の必要性が正当
に肯定されるという区裁判所および地方裁判所の決
定は、受け入れられない。本人はほぼ完全に失明し
ていたことから、区裁判所は、身体的障害のみを理
由に世話の必要性を判断していた。身体障害を有し
ていても、本人が自己の利益の行使を弁護士に依頼
することは可能であるから、当該身体障害から世話
の必要性は導出されえない。弁護士が世話人と同程
度に事務処理を行えない理由は認識できない。地方
裁判所は、世話の必要性の理由づけに定型文のよう
な鑑定文を用いており、判決理由は明確にされてい
ない。書面によれば、1993年 3月 8日と 1994年 8
月 12日に、医師 2名による鑑定が行われた。両者
ともに、本人は失明以外に軽度の精神障害が見受け
られるとの結果を出した。鑑定医は、最初に世話の
必要性を否定したが、その後、本人の健康状態の悪
化に関する説明なしに、世話の必要性を肯定した。
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また、息子との訴訟の際に、弁護士に代理を依頼し
ている場合においても、本人に世話の必要性が生じ
るかどうかについて、鑑定医は見解を述べていな
い。本人が弁護士に代理を依頼したことは、本人が
どの程度法的助言により自立して生活できるかの判
断に影響する。これについて、地方裁判所は、詳細
な調査を行わなければならない。」
　本件において、弁護士が「他の援助」に該当する
ことが示された。本人は弁護士に代理権を授与して
いたと考えられるが、本件においては、本人は身体
障害のみを有していたと思われることから、授与時
における本人の認識能力および判断能力の有無は問
題となっていない。この点は、後述するオーストリ
アの判例との差異となっている。

⑵　バイエルン上級地方裁判所 2000年 12月 13日
判決26─判例⑦
　本件では、財産的事務に関して世話人を任命する
かどうかに関し、本人の自由意思の有無が問題とさ
れた。
【判旨】破棄差戻し
　「原審の鑑定医が見解を提出しなかったために、
本審は、本人の自由意思の有無を確定できない。4
人の医師の間で見解は分かれている。かかりつけの
医師は、本人は心身共に良好な状態であり、行為能
力を完全に有するとしていた。また、別の精神科医
も精神障害は存在しないとしていた。残りの 2人の
医師は、限定的な世話は目的に適うと述べていた。
このような状況においては、本人が病気のために自
由意思を排除されていたかの解明が必要となる。
（…）財産的事務に関して、本人が自由な意思形成
を一部できないと明らかになったとしても、世話人
は自動的に財産事務全体を処理すべきではない。世
話人は、本人が処理できる事務を処理してはならな
い。本人が一定の経済的自由を享受できるように、
世話が重要な事務に制限可能かどうか調査されるべ
きである。ドイツ民法典 1896条 2項 1文の『任務
範囲』という概念は、世話人に個別に、またはひと
つの事務を委託することを排除していない。健康な
成年者が他の援助（弁護士、税理士など）によって
支援される場合には、世話の必要性は生じない。本
人が精神的状態を理由にそのような援助を請求でき
ないか、援助申請の必要性を認識できない場合にの
み、世話人の任命が必要となる。」

　本件でも、他の援助として弁護士および税理士が
指摘された。ここでも、本人が判断能力を有してい
ると思われることから、弁護士および税理士への代
理権の授与が他の援助として示された。

⑶　ミュンヘン上級地方裁判所 2005年 11月 29日
判決27─判例⑧
【事案の概要】
　本人には、1996年初めから世話人が任命されて
おり、任務範囲は、健康配慮、居所決定、措置入院
の決定、財産管理および社会扶助の請求であった。
2003年 7月 14日に本人は世話の廃止を求めたが認
められず、世話は翌年 12月 7日まで延長されるこ
とになった。その際、任務範囲が、官庁における代
理、年金および社会扶助の確保ならびに住居に関す
る事務に拡張された。2005年 4月 25日に、世話人
は任務範囲を遺産相続の代理にまで拡張する旨の申
請を行い、区裁判所はこれを認めた。
【判旨】破棄差戻し
　「地方裁判所は、世話の任務範囲が実際にどの程
度いまだ必要なのかを具体的に検討していない。本
審は、この点について具体的な検討を行う。まず、
『措置入院の決定』以外に居所決定に意義が認めら
れるかが不明確である。本人は世話人の援助なしに
住宅を供給されており、現在の本人の生活状況に関
する決定の必要性は認められない。（…）本人は、
非常にわずかな年金等の収入を得ており、節約して
使用している。この限りにおいて、本人は行為能力
を有することが明確であり、財産管理の任務が正当
化されるかどうかは疑わしい。（…）本審は、本人
の権利を保障するために、世話人が遺産相続手続き
に非常に尽力していたことを看過しているわけでは
ない。しかし、本人が世話を広汎に拒否しており、
遺産相続の枠組みにおいて弁護士による援助を要求
している限り、遺産相続手続きが世話の存続を必要
としているか、また本人の希望通り必要な弁護士に
よる援助が考慮される限り、本人が自己責任を負う
こと可能かどうかが明らかにされる必要がある。
（…）世話人は本人と協力体制をとれていないため、
十分な影響力を持たず、監督機能を有しているのみ
であるから、健康配慮に関する任務がその程度にお
いて必要かを確定する必要がある。（…）少なくと
も、必要性の原則から、個々の任務に関し近い将来
具体的な行動の必要性が生じるかどうかを、個別に
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検討する必要がある。行動可能性は、本人の社会性
に関する行動および世話人の危険回避措置の実施に
よっても理由づけられるべきである。これらの検討
が具体的になされていないため、差戻しとする。」
　本審では、弁護士による遺産相続手続きが、世話
を回避する「他の援助」と判断された。また、個別
な任務について世話人の必要性が個別具体的に検討
されることが要求されている。

４　病院、社会福祉サービスおよび役所が他の援助
とみなされる場合
⑴　シュレスビヒ・ホルシュタイン上級地方裁判所

2007年 6月 20日判決28─判例⑨
　本件において、本人には「健康配慮」という任務
範囲において、世話人が任命されていた。これに対
し、本人が不服申立てを行った。
【判旨】破棄差戻し
　「健康配慮という任務範囲に対する不服申立ては、
認容される。判決理由および鑑定書は、世話人の任
命が健康配慮のために必要である旨を明らかにして
いない。世話人の任命のきっかけになった治療は、
本人が措置入院した病院に義務付けられている。病
院は、法律に基づき、措置入院期間に予定される療
法的措置に関する計画書を作成しなければならな
い。この措置は、とりわけ、措置入院に際する医学
的、介護的および療法的な治療を記載するものであ
る。本人の病気に関しては、措置入院に関する規定
が優先する。
　これに関連して、健康配慮に関する本人のどの事
務が法的に処理されるべきかが明示されていない。
本人にはすでに措置入院が実施されているから、ド
イツ民法典 1906条〔措置入院に際する世話裁判所
の許可〕に関する措置は初めから考慮されない。病
院は、本人には治療に必要な従順性が欠けており、
病気による認識不足から、本人は薬の服用を拒否し
ていると主張する。しかし、このことは、世話人が
薬の服用に関して援助できることを意味しない。病
院は、本人に対して薬をすりつぶして服用させるこ
とができており、その際に世話人の援助は必要とな
らない。本人の状態が悪化しても、病院は、世話人
の強制権限なしに対応できている。本人の財産状況
に関する取り決めがなされていれば、病院は病気に
対して有効な対処を実施でき、本人の財産管理は世
話によって保障されている。」

　本件では、本人の措置入院先の病院が「他の援助」
とみなされ、「健康配慮」に関する世話は必要ない
と判断された。一方で、財産管理には世話が必要で
あると考えられている。

⑵　ハンブルク地方裁判所 1993年 2月 22日判決29

─判例⑩
【事案の概要】
　本人は、1992年 5月 1日から介護施設に入居し
ていた。本人は、精神病および糖尿病に罹患してお
り、車いすで生活していた。1992年 11月 20日の
本人聴取により、区裁判所は、本人にリハビリが必
要であると判断した。その後、区裁判所は、リハビ
リ施設の仲介、経済的支出の取決め、とりわけ、自
宅退去に伴う入居先の施設費用、糖尿病に関する治
療の取決め、家事の援助および栄養と身体に関する
世話を理由に世話人を任命した。世話人は、これら
の世話は、社会福祉サービスによって十分に実施可
能であるとして、不服申立てを行った。
【判旨】
　「世話人の任命は、必要とならない。確かに、本
人は心身の障害を理由に、事務を自ら処理すること
ができない。本人は 1992年の脳卒中のために右半
身が麻痺しており、会話能力を喪失している。さら
に、精神病にも罹患している。しかし、本人の事務
は他の援助方法によって処理されうるから（ドイツ
民法典 1896条 2項）、区裁判所が設定した任務範
囲に世話人を任命する必要はない。このことは、区
裁判所の鑑定ならびに鑑定と別の医師および介護
ホーム職員が同席してなされた本人聴取から明らか
である。これによれば、リハビリ施設は、介護ホー
ムの医師によって紹介可能となる。介護費用の取り
決めは、介護ホームのソーシャルワーカーの援助に
よって実施される。本人の行為能力に関して懸念は
生じないため、現時点において、世話人を任命する
必要はない。自宅退去の際には、必要な援助は地域
の介護サービスによって実施される。本人は、必要
な措置および援助方法を了承している。」
　本件では、本人のリハビリの手配、介護費用の決
定および自宅退去の際の援助は、すべて「他の援助」
によって実施可能であり、本人は行為能力を有する
から、世話人の任命は必要ないと判断された。ここ
では、法的事務は問題となっていないと考えられる。
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⑶　ノイルッピン区裁判所 2007年 6月 23日判決30

─判例⑪
　本件では、世話人を任命する切迫した必要性がな
いとして争われた。
【判旨】請求棄却
　「役所責任者、世話官庁および担当裁判官は、本
人聴取においてMの精神的混乱を認識していな
かった。Mは、これまで生活に必要な物を購入で
きていた。行為無能力の兆候も認識されなかった。
世話の必要性は、他の援助で事務処理が可能な場合
には生じない（ドイツ民法典 1896条 2項 2文）。
Mは、すでに必要な援助を受け入れる準備ができ
ている。自宅を解約しなければならない場合には、
共同生活となる住居が準備可能である。町には、社
会福祉、健康、世話、住居、土地、市民生活および
秩序に関する役所が存在する。これらの職員は、本
人が社会扶助を迅速に受給できるよう義務付けられ
ている。このため、Mがすでに準備されている町
営住居を使用するために、州庫から報酬が支払われ
る世話人を任命すべき理由は認識できない。」
　本件においては、本人が町営住宅に転居するにあ
たり、本人に行為能力が見受けられ、役所が「他の
援助」となるとみなされ、世話人の任命は不要と判
断された。

３　判例に関する小括
　ドイツ民法典 1896条における「他の援助」とし
て判断される基準は、援助者がいるか、およびどの
事務について処理されるか、当該事務に関して本人
に自己決定能力があるかの 3点である。援助者に関
しては、比較的広範囲にわたる者が同条の「援助者」
として認められてきた。これまでの判例において
は、母親（判例①）、義兄（判例②）、妻（判例②）、
ホーム職員（判例④および⑤）、弁護士（判例⑥、⑦、
⑧）、税理士（判例⑦）、病院（判例⑨）、社会福祉サー
ビス（判例⑩）、役所（判例⑪）が援助者として認
められてきた。
　問題は、本人が処理を必要とする事務に関して、
自己決定能力を有するかである。世話法は身体障害
も適用対象としているので、本人が行為能力を有し
ていても世話制度が申請される可能性がある。この
ため、判例においても、本人が自己決定能力を有す
るケースが多く見受けられた（判例①、④、⑥、⑦、
⑧、⑩、⑪）。財産管理に関しては、比較的多く世

話の必要性が指摘される（判例③、⑨）。特に、ホー
ム職員における財産管理に関して、判例の見解は分
かれており、毎月の収入残高が多く、使途を決定す
る必要がある場合には、法定代理人として世話人が
必要とされている（判例③）。一方で、社会扶助な
どによる本人の収入の使途がおおむね定められてい
て、手渡す残額が少額である場合には、財産管理は
事実行為となり、世話人の任命は必要とならない
（判例⑤）。もっとも、財産管理に関しても、本人に
行為能力が認められる状態にあれば、弁護士に代理
権授与が可能とされ、世話人の任命は回避される
（判例⑥、⑦、⑧）。財産管理以外の事務に関しては、
比較的補充性原則の適用が認められやすいと考えら
れる。判例で問題となっていたのは、健康配慮・居
所決定（判例①、②、⑨）、リハビリ施設の手配お
よび治療費の取り決め（判例⑩）、引っ越しに関す
る援助（判例⑪）であるが、これらの事務に関して
は本人の判断能力が個別に検討された上で、他の援
助の有効性が認められた。

第２章　  オーストリアにおける
補充性原則の機能

第１節　条文と代替制度
　オーストリアでは、1984年 7月 1日の代弁法施
行時において、補充性原則が次の条文において規定
されていた。
【一般民法典旧 273条 2項】
　「本人がその援助、特にその家族の範囲内におい
てまたは公私の障害者援助施設によって、その事務
を必要な程度に処理できる状態にある場合には、代
弁人の任命は許可されない。代弁人の任命は、単な
る妄想上による請求権の訴訟上の行使から第三者を
保護するためにのみなされてはならない。」
　このような規定が設けられたにも関わらず、代弁
人の利用件数は増加し続けた31。これは、結果的に、
代弁人協会の費用を担う国庫の負担および裁判所の
負担をもたらし、代弁人制度の質の維持そのものが
危惧され始めた。これを契機として行われたのが
2006年の代弁人法の改正である。同改正の主たる
目的は代弁人任命件数の抑制であったため32、旧
273条 2項に規定されていた補充性原則の強化が図
られた。このような背景から規定されたのが、次の
268条 2項である。
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【一般民法典 268条 2項】
　「障害者の事務が、他の法定代理人によってまた
は他の援助の枠内において、特に家族、介護施設、
障害者援助施設において、または社会福祉的業務も
しくは精神福祉的業務の枠組みにおいて必要な程度
に処理される限り、代弁人の任命は許可されない。
代理権によって、特に老齢配慮代理権、拘束力のあ
る患者配慮処分によって、障害者の事務の処理につ
いて必要な程度にあらかじめ配慮されている限りに
おいても、代弁人は任命されてはならない。代弁人
の任命は、訴訟上の行使から、〔それが〕単に妄想
上のものであっても、〔その行使から〕第三者を守
るためにのみ、なされてはならない。」
　本条における他の援助は、①他の法定代理人、②
老齢配慮代理権・患者配慮処分および③他の援助の
3グループに分類される33。①の他の法定代理人と
して、近親者代理権34（一般民法典 284条 bから同
条 e）、社会保障法上の家族親族の法定代理権（連
邦介護金法 25条 2項35）、施設における自由制限の
際の居住者代理人（ホーム滞在法36 8条 2項37）お
よび精神病院における自由制限の際の患者代弁人
（措置入院法 3814条39）が挙げられる40。
　②の老齢配慮代理権は日本の任意後見制度に相当
する制度である。すでに、2006年代弁人法改正法
以前から、判例および通説は、老齢配慮代理権の存
在を認めており、代理権が授与されていれば、代弁
人の任命は不要となると考えられていた41。老齢配
慮代理権の要件について争いがあったが、2006年
の改正において、要件も含めて詳細な規定が置かれ
た（一般民法典 284条 fから同条 h）。患者配慮処
分は、本人が治療の時点で認識能力、判断能力およ
び発言能力を有しないために治療医に対して述べる
患者の希望である。ここでは、特定の治療の拒否の
みが対象となり、患者の認識能力および判断能力が
存在しない場合に有効となる（患者配慮処分法42 2
項）。
　最後に③他の援助であるが、これには家族、隣人、
友人、介護施設、障害者施設、社会福祉サービスな
どによる援助が含まれる43。この③の他の援助が、
補充性原則の適用にどう影響を及ぼすのかが最も問
題になると考えられる。オーストリアにおいても、
これらの者が実施できるのは事実上の行為に限られ
るとされている44。このため、代理権が必要である
場合には、有効な代理権が存在しない限り、代弁人

の任命が必要となり、補充性の原則は適用されな
い。代弁人制度の対象者は認識能力および判断能力
が不十分な者であり、身体障害者を含まない。この
ため、③の他の援助により補充性原則が機能するか
どうかは、本人が事前に与えた代理権が有効か、す
なわち、代理権授与の際に本人に判断能力が認めら
れたかどうかが問題となる。次に紹介する判例も、
ほとんどのケースにおいてこの点が争点とされてい
る。

第2節　判例
　オーストリアにおいては、ドイツと異なり、補充
性原則の適用を認めないケースもある程度存在する
ため、以下では代弁人の任命必要性の有無で場合分
けを行う。

１　代弁人の任命が必要であると判示された事例
⑴　最高裁 2008年 9月 16日判決45─判例⑫
　第 1審は、民事手続の代理のために代弁人を任命
した。本人は、自ら手続き可能であるとして不服申
立てをしたが、第 2審も本人の主張を退けた。
【判旨】上告却下
　「民事手続において弁護士が本人を代理するのみ
では、補充性原則を適用するには不十分である。本
人が法的に問題のない方法で他者から援助される場
合にのみ、代弁人の任命は、回避される。しかし、
鑑定結果によれば、本人の精神障害は民事手続が原
因となって生じている。このため、本人が当該民事
手続において一定期間害されておらず、この事務が
弁護士による代理権の授与といった法的に制約のな
い方法で処理できることを前提とできない。」
　本件では、民事手続が本人の精神障害の原因と
なっていることを理由に弁護士の代理だけでは本人
保護が不十分であり、代弁人の任命が必要であると
判示された。

⑵　最高裁 2008年 10月 3日判決46─判例⑬
【事案の概要】
　本人の主治医は、ここ数年、本人（1922年 12月
21日生まれ）の財産が減少し続けていることから、
家族以外の財産管理が必要であるとして、代弁人の
任命を申請した。本人と接触があるのは、介護サー
ビス提供者と妹のみであった。2008年 1月 25日
に、第 1審は、協会代弁人を代弁人として任命した。
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ここでも、親族による不明確な財産管理が指摘され
た。本人の姪は、本人の健康状態および居所に関す
る情報を提供するとともに、代弁人を任命するので
あれば自分が代弁人となり、自分は本人から代理権
を授与されていると主張した。鑑定によれば、本人
は認知症に罹患しており、耳が聞こえない状態で
あった。2008年 3月 2日に、姪は、本人の日常生
活に関する決定は自分が行っており、代弁人の任命
の必要性が存在しないとして手続きの中止を申請し
た。この際、姪は、2006年に自分に対して通常の
代理権が授与されており、本人は代弁人の任命に
よって生じる費用を負担できないと主張した。しか
し、第 1審は代弁人協会を代弁人に任命し、その任
務範囲を、代弁人手続きにおける本人の代理、役所、
銀行、病院およびすべての介護施設における代理、
医療同意、契約の締結、本人の財産の管理ならびに
本人の郵便物および居所の決定とした。
【判旨】一部認容、一部棄却
　「当時、本人による代理権授与は、認識能力の欠
如により不可能である。代理人による援助には、本
人の認識能力および判断能力が前提として必要とな
る。当該能力を喪失した後は、代理人の監督および
代理権の撤回のために、代弁人の任命が必要とな
る。判例によって確立された当該原則に基づいて、
立法者は、老齢配慮代理権の立法化に際し、濫用防
止のための厳格な要件を設定した。このため、行為
能力が存在しないために要件を満たさないことか
ら、代理権は、代弁人手続きの開始および代弁人の
任命を妨げるものではない。（…）本人は、代理権
の存在および代理権の撤回に必要となる認識能力を
有していない。これは第 1回目の聴取から明らかで
あり、第 2審においても疑念は生じていない。第 2
審においては、一般的な代理権は代弁人の任命を排
除すると主張されたが、この主張は認められず、こ
のために、姪に代理権に基づき任務を遂行する能力
および信頼性が存在するかが不明確なことは、重大
な問題とならない。このような理由から、代弁人の
任命手続きの開始、暫定的代弁人の任命および手続
中止の申請の棄却に対して、不服申立ては認められ
ない。」
　本件では、本人が代理権授与時に認識能力を有し
ないことが確定されたことから、補充性原則の適用
はなく、代弁人の任命が必要と判断された。本判決
では、家族による財産管理に対する不信感も判決に

影響を及ぼしたと考えられる。

⑶　最高裁 2014年 9月 17日判決47─判例⑭
　本件において、本人は、2013年 10月 2日の患者
配慮処分の作成を理由に、その後の代弁人の任命に
対して不服申立てを行った。
【判旨】上告却下
　「本人は、患者配慮処分において十分な認識能力
を有していなければ、268条 2項 2文に基づいてす
べての事務に代弁人が任命される点を看過してい
た。認識能力が不十分であったことは、鑑定により
明らかである。鑑定によれば、患者配慮処分は自由
な意思表示によって作成されておらず、効力を有し
ない。上告の際に主張されたように、当該患者配慮
処分を考慮すべき患者配慮処分48とみなすとして
も、当該患者配慮処分は、一般民法典 268条 2項 2
文の文言の意味において、治療に関して代弁人の任
命を妨げるものではない。（…）本人が上告で患者
配慮処分との関係において、措置入院の際に精神病
に関する薬の投与を拒否したとしても、このこと
は、同様に医療に関する事務に代弁人を任命するこ
とを妨げない。むしろ、逆であり、患者配慮処分の
作成といった法律行為を行う理由が存在し、不利益
な結果が生じており、患者配慮処分の作成時点で本
人の行為能力に疑義が生じていた場合には、本人へ
の法的保護が開始される前に、自己に不利益な法律
行為を行ったかどうかの調査は、裁判所の任務とな
る。」
　本件では、患者配慮処分作成時点において本人に
行為能力が認められない限り、患者配慮処分は代弁
人制度の代替肢として有効とならず、代弁人が任命
されるとされた。

⑷　最高裁 2012年 1月 31日判決49─判例⑮
【事案の概要】
　本人は、文字を読むことができず、書類を理解す
ることができない状態にあった。このため、兄弟の
遺産相続手続において、十分な主張ができていな
かった。代弁人の任命が提起されたが、本人が第三
者によって財産的事務に関する援助を受けていると
して、補充性原則の適用の有無が争われた。
【判旨】上告却下
　「上告人が、代弁人の任命は本人が他の者または
他の制度によって事務を処理される限り許されない
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と主張する限り、この者は、第 2審の見解を無視し
ている。第 2審は、遺産相続手続が煩雑で法的専門
家を必要とすることを理由に、遺産手続における本
人の権利は、援助が不十分なため十分に保障されて
いないとした。（…）ここでは、本人は常に弁護士
によって代理されるとの異議が出されたが、重要な
判断時点においても代理人が存在したことは主張さ
れなかった。代理権がいまだ授与されていない場合
には、法律の専門家による代理の必要性および目的
適合性を本人が自ら判断できるかどうかが重要とな
る。原審は、この点について明確な判断を行ってい
ない。少なくとも、法律家による援助が必要である
といえる。この際、隣人が関連知識を有しているこ
とは重要ではない。第 1審によれば、本人は、自ら
遺産相続手続を行える状態になかった。2011年 9
月 26日に、本人は費用を考慮すると遺産相続手続
において弁護士等によって代理される意思はないと
述べた。しかし、本人が相続手続に重要な時点にお
いて、法律家による援助の必要性を認識できる状態
になかったとの証明が存在する。本人が法律家によ
る代理は必要ないという認識を撤回し、その後遺産
相続手続きのために代理人を有効に任命したかどう
かは、代弁人制度終了の申請が提起された第 1審に
よって判断されなければならない。」
　本件では、遺産相続手続きにおいては、隣人の援
助は不十分であり、補充性の原則は適用されないと
の見解が示された。このため代弁人の任命が必要
か、弁護士等の法律専門家で足りるかが争われた
が、本人が弁護士等に代理権を与えたかどうかが審
議されなければならないとして、第 1審に差し戻さ
れた。最高裁は、代理権授与時の本人の認識能力に
ついて疑義を述べており、代弁人の任命を必要とし
ていると考えられる。

２　代弁人の任命が不要となる可能性が示された判
例
⑴　フェルトキルヒ州裁判所 2006年 8月 10日判
決50─判例⑯
【事案の概要】
　代弁人の任命手続きに際し、手続代弁人は、本人
が 2004年 3月 8日に本人の兄に対し、代理権を与
えたと主張した。この代理権は包括的な内容を有
し、本人の死亡まで有効とされていた。本件では、
代理権を授与する以前に、本人の行為能力が喪失し

ていなかったかどうかが問題とされた。
【判旨】
　「第 1審において明らかにされた事実および手続
代弁人が提出した証拠からでは、代理権の授与が本
人の行為能力喪失前または喪失後かどうかは判断で
きない。一般民法典 273条 2項の事務には、代理
人の監督または場合によっては代理権の撤回が含ま
れる。これは、本人が代理権の授与の時点で行為能
力を有することを前提とする。しかし、本人が代理
人の行動を監督できず、代理権を撤回できない場合
には、代弁人を任命すべきではない。むしろ、代理
人が任務に反するか、または本人の利益または意思
に反して行動する場合に、代弁人を任命する具体的
な理由が存在する。本人が行為能力を有している時
点で与えられた代理権は、代弁人法に内在する可能
な限りの広汎な自己決定および代弁人制度の利用を
最終手段とすることを実現する良策である。」
　本件は、本人が兄に与えた代理権を理由に、代弁
人制度利用の必要性がないと主張された事案であ
る。たしかに、代理権の授与は補充性原則を機能さ
せると思われるが、ここでは、代理権授与時の本人
の行為能力の有無が問題とされた。本件の特徴は、
本人が代理人を監督する能力を有しなくても、代弁
人を任命すべきではないとしている点である。本件
に関する判例評釈においても、本件が従来の判例と
は異なる見解をとっていることが指摘されてい
る51。従来の判例は、本人が代理人を監督できるか、
または代理権を撤回できる場合に限り、代弁人の任
命を不要としていた。一方で、本審は、代理人によっ
て援助が確保されない具体的理由が存在して初め
て、代弁人の任命が必要となるとしたのである。つ
まり、本人が監督および代理権撤回に関する能力を
有していなくても代理人の選任が可能であるとして
おり、補充性の原則を適用する範囲を広く解する解
釈を行っているといえる。

⑵　最高裁 2009年 2月 25日判決52─判例⑰
【事案の概要】
　本人は、月 600ユーロの年金および 150ユーロ
の社会扶助を受給していた。別件を処理していたグ
ラーツ州裁判所の鑑定において、本人は妄想癖を伴
う精神病に罹患しているとされた。第 1回目の本人
聴取において、本人は、代弁人の任命は必要ないと
述べた。本人は母親の援助をうけながら母親と同居



16

早稲田大学高等研究所紀要　第 8号

しており、母親は本人の 40,000から 50,000ユーロ
になる債務の返済も援助していた。代弁人協会
「VertretungsNetz」はクリアリング報告書53におい
て、代弁人よって処理されるべき事務は存在しない
と報告した。別件の立退訴訟に関しても、本人は自
ら弁護士を選任していた。第 1審は、精神病のため
に本人は認識能力を有しないとし、自己に不利益な
しに事務を処理できないとして、役所および官庁に
おける代理ならびに収入および財産管理に関して代
弁人を任命した。第 2審も当該判決を支持した。
【判旨】破棄差戻し
　「一般民法典 268条 2項に基づく補充性原則とい
う観点から、上告にあたり主張された事実が存在し
ないことが肯定される。補充性原則は代弁人法改正
法によって強化されており、判例に基づく次の原則
が考慮されなければならない。すなわち、代弁人の
任命は補充的性格を有し、本人が一般民法典 268
条 2項の列挙されている可能性によってその事務
を必要な限りに処理できない場合に限定される。同
項は、家族による援助、代理権の授与および老齢配
慮代理権を挙げている。代理人による援助は、本人
が自ら行動でき、認識能力および判断能力を有する
場合に限られる。このため、裁判所には、処理すべ
き事務および代理に関して本人の認識能力を十分に
確定することが義務付けられる。
　ここから、クリアリング報告書により、本人が立
退訴訟のための弁護士を自ら選任できるかが調査さ
れなければならない。本人は賃料を支払い、買い物
も定期的に行っており、心的病気にもかかわらず、
自己の意見を主張できている。第 1審の鑑定は、本
人が代弁人の援助を必要とする事務は存在せず、母
親によって事務処理がなされていることに言及して
いない。（…）鑑定医は、本人は定期的に裁判所に
来て訴訟を遂行できるが、本人の福祉が訴訟によっ
て害されると述べているにすぎない。このため、本
人が代理権を授与できる状態か、および訴訟の間の
み援助を必要とするのかが明らかになっていない。
手続きが補充された後、一般民法典 268条 2項の
代弁人を任命する許容性が判断される。」
　本件において、最高裁は、事務を訴訟遂行とそれ
以外に分け、後者に関しては本人が母親を代理人と
して任命できる状態にあると判断して代弁人の任命
は不要であると判示している。訴訟遂行の代理につ
いても、本人が弁護士に代理権を授与できる状態に

あるかどうかが問題となっており、本人が代理権を
授与できる状態かどうかの調査が代弁人の任命を左
右するとされた。

⑶　最高裁 2010年 11月 11日判決54─判例⑱
【事案の概要】
　本人（45歳）は、長年精神病に罹患していた。1
人暮らしであり、薬を服用しないために、病状が悪
化していた。2010年 2月 2日に、本人の母親が代
弁人の任命を申請した。申請理由は、本人が 1人で
生活できず、経済的事務に関する援助および援助
サービスの手配を必要としているというものであっ
た。第 1審は、本人の心的病気を理由に代弁人の任
命の必要性を肯定した。任務範囲は、裁判所、官庁
および社会サービスの担い手に対する代理、収入、
財産および支払義務の管理、日常生活の範囲を超え
る法律行為の代理ならびに身上監護であった。しか
し、申請時点において、新しく開始された投薬によ
り本人は安定した状態にあり、病気のことも含めて
対話も可能であった。本人は、日常生活を送るため
に援助が必要であることを認識しており、経済的・
法的援助を受け入れる準備ができていた。このた
め、本人は、代弁人は必要ないとして不服申立てを
行った。
【判旨】破棄差戻し
　「この関係〔第 1審で処理すべき事務および本人
の認識能力について十分に審理されていない状態〕
から、次の点が指摘できる。本人の母親は、第 1審
において、本人が 2010年 9月 3日に住居を解約し
て母親の家に転居し、治療医の援助によって十分に
回復し、定期的に通院していることから、代弁人の
任命は必要ないと主張した。このため、第 1審は、
現時点における本人の状態を具体的に検討しなけれ
ばならない。また、第 1審は、本人が代理人の適性
を判断できる能力を有するかどうかを確定できてい
ない。このため、本人の心的病気の状態を、とりわ
け薬による療法から検討し、自己の事務を処理でき
なくなる程度まで悪化しているかを明らかにする必
要があり、その後に、第 1審において、本人が適切
な代理人を選任する能力を有するかどうかが検討さ
れなければならない。さらに、代弁人の任命の必要
性が肯定される場合には、母親が代弁人として任務
可能かを明らかにしなければならない。したがっ
て、今後の手続きにおいては、本人の処理すべき事



17

成年後見制度における補充性原則の機能

務の種類の確定、財産状況、収入の状況、代理人を
任命する際の本人の認識能力および一般的な認識能
力、ならびに本人の住居状況と薬による治療が解明
されなければならない。」
　本件において、本人は薬の服用により状態が安定
し、同居した母親の援助を得て、自己決定できる状
態に回復しつつあった。このため、最高裁は、まず
本人が自己の事務処理ができるか、代理人を任命で
きる能力があるかどうかを確定する必要があるとし
た。それでも代弁人が必要であれば、母親が任命さ
れる。本件では、本人の現時点における自己決定能
力および処理すべき事務を確定させることによっ
て、代弁人の任命が許容されることが判示された。

⑷　最高裁 2006年 10月 19日判決55─判例⑲
【事案の概要】
　本人は、1925年 12月 17日生まれであり、1人
暮らしをしていた。本人には歩行障害があり、日常
生活に関する行為は、10年来の知人が行っていた。
この知人は、信頼できる者として遺産相続人に指定
されていた。主治医の申請により、年齢による軽度
の認知症を申請理由として、2005年 4月 26日に代
弁人の任命手続きが開始された。鑑定手続きでは、
本人が誰に対して代理権を授与しているのかが認識
できず、信頼できる人物によって事務が処理されて
いないと判断された。第 1審は代理権授与のための
認識能力を鑑定したが、代理人の適性は把握できな
かった。その後、第 1審は、弁護士を代弁人に任命
した。任務範囲は、本人が行った代理権授与に対す
る許可、財産および収入の管理ならびに役所および
裁判所における代理である。第 2審も第 1審の判
決を支持した。
【判旨】破棄差戻し
　「認識能力の低下により、本人が不適切な代理人
を選任する危険が生じる場合には、一般民法典 273
条 2項における補充性原則は、通常適用されない。
原審は、本人は適切な代理人を選任する能力を有し
ないと判断した。しかし、その際、どの事務が処理
されるべきかおよび日常生活に関する法律行為が考
慮されたかは不明確である。さらに、本人が日常生
活に関する法律行為について代理権を与える認識能
力を有しないかが考慮されるべきである。これに
は、本人の精神障害の程度を確定する必要がある。
　補充性原則の強化という 2006年代弁人法改正法

の趣旨のもとで、273条 2項は、専門的および人格
的に代理人の適性を判断できない程度に本人の能力
が低下していれば、代弁人が強制的に任命されると
解釈されるべきではない。本人が自ら事務を処理で
きる状態にあると自覚している場合には、本人が代
理の本質を理解し、代理人として考慮する者の適性
を、処理すべき事務に関連して把握できる限りにお
いて、本人が自ら手配できる他者による援助が原則
的に必要となる。この認識能力を判断するために、
どの事務に代理権が授与されるかが重要である。し
かし、これについて審議は尽くされていない。この
意味から、具体的に処理すべき事務に関する本人の
認識能力および保護の必要性が検討されなければな
らない。」
　本件では、本人の認識能力が低下していても、本
人が代理の本質を理解し、代理人の適性および処理
される事務を把握できれば、有効に代理権を授与し
て代弁人の任命が回避される可能性が示された。

⑸　最高裁 2008年 6月 11日判決56─判例⑳
【事案の概要】
　本人は 55歳であり、長年社会扶助を受給してい
た。リンツ市役所は、2007年 4月 24日に代弁人の
任命を申請し、本人の稼働能力に関する鑑定書を提
出した。鑑定書によれば、本人は躁病に罹患してい
たが、病気に関する認識を有さず治療を拒否してお
り、症状の悪化が予想されていた。本人は行為能力
を有していたが、集中力とコミュニケーション能力
の不足および攻撃性を理由に職につけていなかっ
た。本人は鑑定結果について争ったが、第 1審は、
本人が心的病気により事務を不利益なしに自ら処理
することができないとして、一般民法典 268条 3
項 2文に基づき弁護士を代弁人として任命した。任
務範囲は、収入および財産の管理、ならびに役所と
裁判所における代理であった。本人は、社会扶助と
して月 400ユーロを受給しており、これ以外の財
産は有していなかった。第 2審も第 1審を支持した。
【判旨】破棄差戻し
　「本件では、処理されるべき本人の事務が何か、
および本人が自ら代理人を選任するための認識能力
を有するかどうかが、明らかにされていない。報告
された認識能力からは、本人は、自ら他の援助を手
配できるように思われる。（…）この文言〔268条
2項〕からは、処理すべき事務および代理権授与に
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関する本人の認識能力の確定という裁判所の義務が
導出される。第 1審によれば、本人は社会扶助の受
給および支払に関してのみ役所と連絡を取らなけれ
ばならず、この他の事務は存在しない。代弁人が任
命されなくても、今後の社会扶助の給付が困難にな
ることは指摘されえない。最後に検討すべき点は、
現時点における暫定的代弁人に対し、本人が社会扶
助に関する代理権を授与する可能性が存在するかど
うかである。今後の手続きでは、本人の収入および
財産、適切な人物への代理権授与の可能性ならびに
処理すべき事務の確定に関する調査が必要となる。
これらが明らかにされた後に、一般民法典 268条 2
項における代弁人の任命の許容性が判断される。」
　本件においては、本人が現在の暫定的代弁人であ
る弁護士に代理権を授与する認識能力が存在すれ
ば、代弁人の任命は必要とならないとされた。この
ためには、事務および本人の認識能力の確定が必要
となる。認識能力に関して、従来の判例は、本人が
代理人を監督できない場合に代弁人を任命すべきと
してきた。しかし、2006年代弁人法改正法の目的
が代弁人制度の利用の抑制であったことから、当該
判例理論は代弁人法の目的に反することになった。
これを受けて、フェルトキルヒ州裁判所 2006年 8
月 10日判決（判例⑯）では、代理および代理権撤
回に関して本人が認識能力を失えば常に代弁人が任
命されなければならないわけではないと判示され
た。さらに、最高裁 2006年 10月 19日判決（判例
⑲）においては、専門的および人格的に代理人の適
性を判断できない程度に本人の能力が低下していれ
ば、代弁人が強制的に任命されると解釈されるべき
ではなく、代理の本質を理解し、代理人として考慮
する者の適性を処理すべき事務に関連して把握でき
れば足りるとしている。本件で最高裁は本人の認識
能力に関して具体的に言及していないが、判例評釈
によれば、高い能力が要求されるべきではないとさ
れている57。

⑹　最高裁 2010年 10月 13日判決58─判例㉑
【事案の概要】
　第 1審は、弁護士を代弁人として任命した。任務
範囲は、裁判所・官庁および社会保障の担い手に対
する代理であった。代弁人選任の理由は、本人が心
的病気に罹患しており、このために複雑な事務を処
理する能力を有さず、上述の任務を自己に不利益な

く処理できないこととされた。本人は、これに対し
て不服申立てをした。
【判旨】破棄差戻し
　「裁判所は、処理すべき事務および代理人に適切
な代理権を授与する能力を本人が有するかを十分に
確定するよう、義務付けられている。しかし、第 1
審は、本人の処理すべき事務を全く確定できていな
い。書面には、本人が原告として訴訟提起し、本人
の財産に損害を生じさせる可能性を有する 2件の
地区裁判所における民事手続が記載されているのみ
である。当該訴訟において、本人は、弁護士によっ
て代理されている。第 2審によれば、代弁人が任命
されなければ、本人は生命、健康、自由または夫婦
関係に損害を受けるとされたが、すべての事項につ
いて理由づけを欠いている59。」
　本件でも、代理人を任命するための本人の認識能
力および処理すべき事務の確定が不十分であるため
に、代弁人を任命する要件が満たされないことが示
された。

３　判例の小括
　世話制度と異なり、代弁人制度の利用対象は精神
的障害者に限定される。ここから、本稿の裁判例に
おいて、本人は、原則的に認識能力および判断能力
を有していない。このため、オーストリアにおいて
補充性原則を認めるための重要な判断基準となるの
は、本人が事前に代理権授与を行っていた場合に、
当該代理権授与時に本人が認識能力を有していたか
どうかである。認識能力を有しないと判断されれ
ば、補充性原則は適用されず、代弁人の任命が必要
となる（判例⑬、⑭、⑮）。一方で、この場合の本
人の「認識能力」とは何かが判例によって検討され
てきた。2006年の改正以前は、代理人を監督する
能力および代理権を撤回する能力と解されていた。
改正後は補充性原則が強化されたことを受け、本人
が代理権授与時点で行為能力を有していれば代理人
を監督できず、また代理権を撤回できなくても代弁
人を任命すべきではないと解され（判例⑯）、さら
に、本人が代理の本質を理解し、代理人の適性を事
務と関連させて判断できれば認識能力ありと解され
てきた（判例⑲）。つまり、判例は本人の認識能力
を緩やかに解釈し、補充性原則の適用の範囲を拡大
してきたといえる。この他の判例では、本人が援助
を受けて自立した生活ができており、処理すべき事
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務が不明である場合には、代弁人の任命は不要と解
されている（判例⑰、⑱、⑳、㉑）。

第3節　補充性原則の適用を促進させる制度
１　2006年改正法の「クリアリング」が及ぼし
た効果
⑴　クリアリングとは
　オーストリアには、補充性原則の適用を促進する
制度「クリアリング」が存在する。2006年代弁人
法改正法は、代弁人制度における補充性を強化する
ために、代弁人協会に「クリアリング」という新た
な任務を与えた（「協会代弁人、患者代弁人、居住
者代弁人に関する法律（2007年 7月 1日施行、以
下、協会代弁人法とする）」4条）。クリアリングの
任務は、代弁人制度の利用制限および身近な者が代
弁人として任命された場合の援助を目的として、代
弁人制度利用の提案者に対して、代弁人制度が本当
に必要かを調査することである。この調査は、具体
的にいえば、代弁人制度に代わる代替制度の説明、
処理されるべき事務の確定、代替制度利用の可否、
代弁人候補者の列挙およびその者への助言である。
クリアリング制度が開始されてから、約 10年弱が
経過した。そして、クリアリングは代弁人制度の利
用を抑制することを目的とするのであるから、障害
者権利条約に適合する成年者保護を実現する一端を
担う。そこで、司法省の委託により、法社会学およ
び犯罪社会学研究所は、クリアリングの成果に関す
る調査を実施し、2013年に結果を公表した。

⑵　調査結果
　調査結果によれば、代弁人法改正法施行後の代弁
人の任命件数は、2007年から 2009年にかけて一時
減少したが、2010年から再び緩やかに上昇傾向に
ある60。しかし、代弁人の任命中止に関しては、ク
リアリングの効果が表れている。法務省のデータお
よび裁判官に実施された調査では、改正前の手続き
の中止は 3件に 1件であったが、改正後は継続的
に 2件に 1件となっている61。クリアリングを実施
していない裁判所では依然として 3件に 1件が中
止されているが、実施箇所では 1.7件に 1件の割合
で中止されている62。クリアリングにおいて、代弁
人制度の回避は 10件のうち 4件以上で提案され63、
そのうちの 5割以上が代弁人制度の代替制度の存
在を理由としていた64。代替制度として最も多く提

案されていたのが、近親者による代理権であり、続
いてその他、非公式な解決方法、他の施設による援
助、最後に老齢配慮代理権の作成と続いている65。
ここから、クリアリングは、補充性原則の適用を強
化し代弁人制度の利用を回避することに、十分な影
響を与えているといえる。
　一方で、身近な者を代弁人に任命することに関し
ては、クリアリングはそれほど寄与していない。む
しろ、クリアリングが実施されればされるほど、親
族が新規代弁人として任命される割合が低下してい
る66。しかし、これは親族代弁人の不足を示してい
るわけではなく、クリアリングにより、代弁人制度
以外の代替策が提示されることにより、親族代弁人
の任命が減少していると考えられている67。代弁人
の任命のために、専門職代弁人がますます必要とさ
れているといえるが、代弁人協会は財源に限りがあ
るため、弁護士および公証人が必要となる。また、
親族はクリアリングの枠組みで助言を受ける割合が
高いことから68、私人による任命申請は減少傾向に
あり、施設（銀行、病院など）からの任命件数が増
加し、いまや過半数を占めている。施設はクリアリ
ングによる助言を受けることがほとんどなく、また
施設側の責任を考慮して任命申請を行っていると考
えられることから、施設職員に対する情報提供の促
進が必要であると考えられている。
　クリアリングは、代弁人の任命段階において影響
力を及ぼしているが、一度代弁人制度の利用が開始
されると、その利用期間に影響を及ぼすことはな
い。また、すべての事務に代弁人を任命する割合は
2011年の時点で全体の役 58％であり、任務範囲の
制限についてもクリアリングは有効に機能していな
いといわれている。クリアリング報告書が部分的な
事務を示しても、裁判官がすべての事務について代
弁人を任命することもあり、任務範囲の設定におい
ては、クリアリング報告書と裁判官の見解の差異が
顕著に現れている。しかし、任命手続の続行に関し
ては 85％においてクリアリング報告書の結果が実
行されていることから、裁判官もクリアリング自体
は肯定していると考えられる。むしろ、問題は、ク
リアリングが等しく全国で実施されているわけでは
なく、地域による差が生じている点にあるとされて
いる69。
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２　モデル・プロジェクト「自己決定のための援助」
　障害者権利条約 12条は、締約国に対し本人が法
的能力を行使するために必要な措置をとることを義
務づけている。これを踏まえて、オーストリア政府
は、司法省にモデル・プロジェクト「援助された自
己決定」の実施を義務付ける国の計画を発表した70。
そして、2012年秋以降、司法省は、「援助された自
己決定」に関する広範な検討を開始した。実際に、
国内外において、「援助された自己決定」に関する
多岐にわたる援助方法が存在していた71。国内にお
いては、障害者も参加する会議を複数回開催するう
ちに、司法省は、すでに多くの地域において地域的
な援助は存在していることを把握できたが、正確な
場所、範囲および方法をすべて突き止めるのは困難
であった。そこで、「援助された自己決定」という
統一的な構造を生み出すことが考案された。このた
めには州からの資金援助が必要であった。州は司法
省の「援助された自己決定」という考えに賛同して
いたが、財政的な援助は想定していなかった。
　この時点で、代弁人協会「VertretungsNetz」72は、
「クリアリング・プラス─自己決定のための援助」
というコンセプトを打ち出していた。これは、従来
のクリアリングを拡張して本人に長期間付き添い、
財産および環境を活用しながら存在する援助可能性
を見つけるという方法である。「クリアリング」と
いう既存の制度を活用できること、および引き続き
円滑に代弁人の任命手続きを開始できることが長所
とされ、クリアリング・プラスをモデル・プロジェ
クトとして導入することが進められた73。2013年
夏には、「VertrerungsNetz」以外の代弁人協会もプ
ロジェクトへの関心を示し始めた。2013年 10月か
ら、代弁人協会は 5か月間にわたり地域で行われて
いる援助方法を調査し、参加した裁判所および代弁
人協会からの意見に基づき、実施方法を確定して
いった。裁判所は、プロジェクトに参加できるかど
うかを自ら判断できたが、多くの裁判所は資源が限
られているとして、参加を見送った。最終的に 18
の裁判所が参加し、2014年 3月 1日に、モデル・
プロジェクトの第 1段階が開始された。
　モデル・プロジェクト「自己決定のための援助」
の枠組みにおいては、これまで通り、通常のクリア
リングが実施される。ここで、適切な援助により代
弁人制度の利用は必要ないと判断されれば、職員は
本人と対話しながら必要な援助を受ける準備が本人

にあるかどうかを探る。場合によっては、従来のク
リアリング終了後に、裁判所に対し、現時点では「自
己決定のための援助」の枠組みにおいてクリアリン
グが続行している旨が伝えられる。「自己決定のた
めの援助」は、3か月の期間が設けられる。効果が
見込まれる場合には、期間は 6か月に延長される。
開始時に、担当者は本人との対話において、代弁人
制度の提案理由および本人が 1人でできることを
明らかにし、その後、本人と一緒に、代弁人制度の
代替案の実現を検討する。検討において、本人の考
え、必要性および希望が調査され、本人を中心とす
る個人的な解決方法が示される。この方法には、本
人のための行動から自己決定のための援助への移行
という、援助する側の態度の変化が存在するとされ
ている74。クリアリング実施箇所は、本人を援助す
る環境および信頼できる人物を検討し、候補となっ
た者または施設を手続きに導入する。例えば、隣人
が本人を一定程度援助し見守ることができれば隣人
を手続に参加させる。そして、本人が家賃等につい
て自動的な引き落としがなされる「管理されている
口座」を有しており、口座に問題が生じた場合に必
要となる援助者を姪に委託できる場合には、姪を手
続きに参加させるのである。このようなモデル・プ
ロジェクト「自己決定のための援助」は、2015年
秋まで実施される予定となっている。

３　クリアリングに関する評価
　2006年の代弁人法改正によりクリアリングが導
入されたが、代弁人の任命件数の減少は一時的なも
ので、その後は緩やかではあるが、確実に上昇して
いる。しかし、クリアリングを実施している裁判所
においては、任命手続中止の割合が実施していない
裁判所と比較すると確実に高いという結果が示して
いるように、クリアリングが代弁人の任命件数の抑
制に効力を及ぼしていないわけではない。むしろ、
クリアリングを実施していなかったら、そして他制
度を創設していなかったのであれば、代弁人の任命
件数はより急激な増加傾向にあったと思われる。ク
リアリングは、代弁人の任命手続きの中止に最も効
果があると示されている。ここから、本人が代弁人
の任命が必要ない状態であるにもかかわらず、代弁
人の任命申請が行われているという現状がうかがえ
る。つまり、本人が他者の援助によって自己決定で
きるにもかかわらず、通常の人よりは低下した本人
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の認識能力および判断能力のみを考慮して代弁人の
任命が申請されてしまうケースが多いと考えられ
る。これには、代弁人制度への誤った認識または施
設側の責任に対する危惧などが影響している。代弁
人制度は確かに本人の認識能力および判断能力が減
退した場合に必要となるが、時代の変遷に伴い、そ
こには本人に処理すべき事務が存在し、援助をもっ
てしても本人が自己決定できない場合という要件が
加えられてきた。高齢を理由とする認識能力の低下
はすべての人に生じる可能性があるが、すべての人
が法制度に対する専門的知識を有するわけではない
から、利用に際しては代弁人制度の利用に関する的
確な助言が必要となる。今回の調査結果からは、ク
リアリングにより代弁人制度の補充性原則に沿った
利用方法が実現可能であることとともに、実現する
ためには財政的資源および人的資源が絶対的に必要
となることが示されている。

第３章　スイスにおける補充性原則の機能

第１節　条文と代替制度
　スイスでは、民法施行時（1912年）以来の後見
法が改正され、2013年 1月 1日に新法である成年
者保護法が施行された。成年後見制度も同法に包括
されている。今回の改正により、スイス民法典 389
条において、成年後見制度に関する補充性原則が規
定された75。
【スイス民法典 389条】
「 1  　成年者保護官庁は、次の場合に措置を命じ

る。すなわち、
　　 1  ．家族、他の身近な者または私的サービスま

たは公的サービスによる援助を必要とする
者の援助が十分ではないか、または初めから
不十分である場合、

　　 2  ．援助を必要とする者が判断能力を有さず、
自らの事前配慮または十分な事前配慮がな
されておらず、法定の措置では不十分である
場合である。

　 2  　すべての官庁的措置は、必要であり、かつ適
切でなければならない。」

　同条の「官庁的措置」は、成年後見人の任命を意
味する。スイスには 26の州があるが、その大多数
の州で官庁が成年後見人を任命している。もとも
と、旧法においても、補充性の原則は重要視されて
おり、多くのケースで官庁的措置が回避され、その

結果として自治体の費用が節約されたといわれ
る76。今回の改正により補充性原則は明文化され、
スイスにおいても、本人が家族、身近な者または福
祉サービスによって十分に援助される場合には、成
年後見制度は利用されえないことが明確にされた。
ここには、隣人、友人、ボランティア、社会福祉サー
ビスの職員などが含まれる。
　同条 1項 2文における事前配慮として、スイス
には、次の 5制度が存在する77。すなわち、老齢配
慮委託（スイス民法典 360条以下）、患者配慮処分
（同 370条以下）、配偶者および登録されたパート
ナーによる代理権（同 374条以下）、医療措置にお
ける代理（同 377条以下）および居住施設または
介護施設における居所の際の保護（同 382条）で
ある。老齢配慮委託とは任意後見制度にあたる制度
である。患者配慮処分および配偶者および登録され
たパートナーによる代理権は、内容に差異がある
が、基本的にはオーストリアにおける患者配慮処分
および近親者代理権に匹敵する。医療措置における
代理権とは、医療同意に関する権限を有する者が法
定されており、これは施設における代理人を定める
際に準用されている（382条 3項）。これらの法制
度によって本人の援助が十分に実施されるのであれ
ば、成年後見制度は利用されない。
　事前配慮によって成年後見制度の利用が減少して
いるかどうかについて、ベルン成年者保護官庁責任
者パトリック・ファスビント氏に聞き取り調査を
行ったところ（実施日 2015年 2月 6日）、ファス
ビント氏は、次のように述べている。「老齢配慮委
託の件数は、増加しています。しかし、私自身は老
齢配慮委託を作成しようとは思いません。老齢配慮
委託は作成が難しく、コントロールも存在しないた
め、資産を有しない者にとっては、成年後見制度の
方が有効です。成年後見制度は、官庁によって監督
されます。資産を多く有しており、財産関係が複雑
であれば、老齢配慮委託は有効でしょう。しかし、
私は、老齢配慮委託が成年後見制度を必ず回避する
とは思いません。新法施行後、成年後見制度の利用
が顕著に減少しているといったことはありません。
今後、これらの制度によって成年後見制度の利用件
数が減少するかどうかは不明です。しかし、特に配
偶者および登録されたパートナーの法定代理権のた
めに、成年後見制度の利用が必要なくなるケースが
生じる可能性はあります。配偶者および登録された
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パートナーの法定代理権は、本人が認知症のケース
などにおいて、非常に重要な役割を果たすと思いま
す。」オーストリアにおける調査結果においても、
クリアリングによって代弁人の代替策として最も実
施されているのが近親者代理権であり、最も利用さ
れていないのが老齢配慮代理権であった。この点
で、ファスビント氏の見解は、オーストリアにおけ
るクリアリングの調査結果と合致する。

第２節　判例
　新法施行後間もないため、補充性原則に関して
は、次の最高裁判決のみが見受けられた。
最高裁 2013年 12月 10日判決78─判例㉒
【事案の概要】
　2003年 2月に、スイス民法典旧 394条に基づき、
Xに成年後見人が任命された。2013年 1月に、成
年後見人 Cは解任を申し出た。Cは、トゥーン児
童成年者保護官庁〔以下、成年者保護官庁とする〕
に対して、住居共同体 Bに成年後見人職を委託す
る旨を申請した。Xは、すでに長期間 Bに居住し
ていた。Xおよび Bの責任者 Aは、成年後見制度
の終了を申請した。2013年 4月 18日に、トゥーン
成年者保護官庁は、旧 394条に基づく成年後見制
度を廃止し、新法 394条および 395条に基づいて、
収入管理および財産管理の代理に関する成年後見を
命じた。成年者保護官庁は行政に関する事務の処
理、官庁、役所、銀行、郵便局、社会保障、その他
の施設および私人との取引において必要な代理を行
うこと、ならびに財産関係の事務を処理する際の代
理と収入・財産の管理を任務範囲とした。Cは解任
され、Eが成年後見人として任命された。これに対
して Xおよび Aは、ベルン高等裁判所に不服申立
てをしたが、棄却された。その後、Xはトゥーン成
年者保護官庁の決定および原審の判決の取消しおよ
び成年後見制度利用要件が存在しないことの確認を
求め、上告した。
【判旨】破棄自判
　「Xがとりわけ財産的事務について援助を必要と
していることは争いがない。しかし、検討すべきな
のは、新法に基づき措置〔成年後見制度〕を命じな
いでおくことができるかどうかである。なぜなら、
本人は自らこのような援助を手配でき、身近な者に
委託することができる状態にあるからである。立法
者は、スイス民法典 389条において、すべての官

庁的措置〔成年後見制度〕を補充性原則および比例
原則のもとに置いている。補充性原則（スイス民法
典 389条 1項）により、本人の世話が他の方法に
よっては確保されない場合にのみ、措置が命じられ
る。必要な援助が他の方法によって、家族、他の身
近な者または社会福祉サービスによって実施される
のであれば、成年者保護官庁は措置を命じない（389
条 1項 1文）。これに従い、成年者保護官庁が当該
援助が不十分であると結論付ければ、官庁による措
置が必要かつ適切となる（スイス民法典 389条 2
項）。この際、成年者保護官庁は、措置を硬直的に
ではなく柔軟に実施しなければならない。このよう
な重点のもとで、高等裁判所は、Bの責任者 Aに、
本人の財産的事務の代理に関する適性について、利
益相反から疑義を抱いていると思われる。しかし、
そのような利益相反は、Aが住居共同体 Bの不動
産を所有する株式会社 Gの行政部門の責任者であ
る場合にのみ存在する。制限を伴う成年者保護は、
本人の援助という目的が制限のより緩やかな措置に
よって達成されないことを要求する。この観点か
ら、本人への援助がなぜ必要な援助を 394条およ
び 395条に基づく代理のための成年後見によって
のみ達成されうるのかが明白ではない。このような
重大な制限を伴う保護制度の利用必要性は、本人が
多額の資産を有しており、他者の援助なしでは著し
い危険が生じ、その財産状況が悪化する場合に存在
する。このような事情が本件で存在するかどうか
は、原審判決から導かれない。現時点で明らかに
なっている事実からは、本人保護は、トゥーン成年
者保護官庁が G株式会社および住居共同体 Bに対
し、予定されている費用の増加に関する契約の変更
について報告することを義務付ける場合には、十分
に満たされると考えられる。より制限の少ない措置
は、スイス民法典 392条 1項79が規定している。任
務範囲を理由に成年後見が過度であることが明確な
場合には、成年者保護官庁は、法律行為に対する同
意のみを与えるという対応が可能である。
　行為能力を有する者は、他の自然人または法人
に、判断無能力になった場合に身上監護、財産管理
または法的取引における代理を委託することができ
る（スイス民法典 360条 1項）。この可能性が、前
述した補充性原則に資する。官庁的措置は、本人が
判断無能力の状態において、十分な事前配慮が存在
せず、かつ法定措置（389条 1項 2文）が不十分で
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ある場合にのみ命じることが許される。現時点で行
為能力を有する本人が Aを老齢配慮委託権者とし
て任命できるのであれば、その援助をまだ判断能力
を有する者として要求することも可能なはずであ
る。同様のことが、B側の援助についてもいえる。」
　本件において、補充性原則の適用が認められた
が、これは、本人が援助を身近な者に委託可能な状
態にあることを前提としている。このため、本人は
Aを代理人として老齢配慮代理委託の利用が可能
であり、また Aおよび Bの援助を受けられること
から、成年後見制度の利用は必要ではない旨が示さ
れた。原審では、Aが本人の入居施設の責任者であ
ることから濫用の危険が問題視されたが、最高裁
は、Gと Bに成年者保護官庁への報告を義務付け
ることで濫用は回避されるとの見解を示した。ま
た、より制限の緩やかな官庁による同意（スイス民
法典 392条）の可能性も指摘していることから、
最高裁は、改正によって創設された制度を最大限利
用して本人の能力制限を伴わない保護を実施しよう
としているといえる。

第３節　小括
　スイスにおいて新法が施行されたのは 2013年 1
月 1日であるが、そこには、オーストリアを上回る
成年後見制度の代替制度が創設されている。また、
成年後見制度内部においても、本人の能力制限を伴
わない保護方法が何段階かにわたり規定されてい
る。判例㉒で指摘されたスイス民法典 392条もそ
の一部である。つまり、スイスにおいては、本人の
能力を過剰に制限せずに必要性に合わせた措置が取
られるように、法制度が十分に整備されている。制
度自体は複雑化しているが、このために補充性原則
の実現のための準備が十分になされ、かつ実行され
ているといえる。

おわりに

　本稿の課題は、①補充性原則立法化の背景、②補
充性原則が適用される場面、③成年後見制度が必要
となる場面の解明であった。まず、①に関しては、
国の人的資源または財政的資源の不足が補充原則の
立法化理由となっていた。3か国とも、近年の法改
正によって本人の能力制限をより軽減する法制度を
創設していることから、補充性原則の立法化も本人
の能力制限の回避を考慮したものと考えられる。

もっとも、能力制限の回避のみではなく、第三者後
見の必要性が増加し、官庁・裁判所の業務および国
家財政を圧迫したことも補充性原則強化の一因で
あった。
　判例からは、3か国ともに、判例において補充性
原則が一定程度積極的に適用されているといえる。
　②補充性原則の適用に必要なことは、原則的に、
法定代理が必要ないこと（援助が事実行為の範囲で
足りること）および本人が事務との関係で決定能
力・判断能力を有していることといえる。判例にお
いては、比較的、財産管理以外に関する事務に対し
て、「他の援助」が認められ、成年後見人の任命が
回避されていた。
　詳細な点では、国ごとに差異が見受けられた。ド
イツにおいては、オーストリアおよびスイスと異な
り近親者による法定代理権制度が存在しないことか
ら、法定代理が必要であれば必ず世話人の任命が必
要となる。また、身体障害による申請も可能であり、
このような場合は補充性原則の適用が肯定される
ケースが多い。一方で、オーストリアにおいては、
代弁人制度は精神的障害者のみを利用対象とするこ
とから、本人が事前に代理権を授与した際の認識能
力の有無が補充性原則の適用の有無を左右してい
た。判例は、認識能力を緩やかに解釈し、補充性原
則の適用範囲を拡大する方向性を示している。スイ
スにおいても、改正によって創設された代替可能性
の利用により、補充性原則の適用が示された。また、
スイスおよびオーストリアにおいては、成年後見制
度以外の他の保護制度が近年創設されており、近親
者代理権の有効性が指摘されている。③の成年後見
制度の適用場面は、法定代理権が必要な場合であ
る。本人が事前配慮をした際に認識能力を有しない
場合にも、成年後見制度が必要となる。
　補充性原則は強化されてはいるが、法定代理が必
要な場合には、他の援助が認められることはない。
これを前提として、補充性原則が適用されるべき場
面は、本人が事務に関して自己決定能力があるにも
かかわらず、成年後見制度の申請がなされるケース
である。ここで必要なことは、個々のケースにおい
て処理が必要となる事務およびそれに関する本人の
能力を個別具体的に確定することである。このフィ
ルターを経て必要とされる成年後見制度は障害者権
利条約に抵触しないと考えられる。つまり、補充性
原則は、本人に対して必要以上に能力制限を実施し
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ない個別具体的な保護を実現するのに資するととも
に、社会の法化にも適合する原則といえる。

注
⑴　池原毅和「法的能力」松井亮輔＝川島聡『概説障害者
権利条約』（法律文化社、2010年）183頁以下、沖倉智美
「『障害者の権利に関する条約』と日本の成年後見制度─
12条から『支援月意思決定』を考える」新井誠＝赤沼康
弘＝大貫正男（編）『成年後見制度の展望』（日本評論社、
2011年）225頁以下、菅富美枝「障害（者）法学の観点
から見た成年後見制度」大原社会問題研究所雑誌 641号
（2012年）59頁以下、上山泰「現行成年後見制度と障が
いのある人の権利に関する条約 12条の整合性」法政大学
大原社会問題研究所＝菅富美枝（編著）（法政大学出版局、
2013年）107頁。
⑵　最高裁判所事務総局家庭局「成年後見関係事件の概況
─平成 26年 1月～12月─」http://www.courts.go.jp/vcms_
lf/20150522-1.pdf.
⑶　加藤雅信「成年後見制度改正要綱試案と今後の方向性」
ジュリスト 1138号（1998年）68頁、池原毅和「法的能力」
松井亮輔＝川島聡『概説障害者権利条約』（法律文化社、
2010年）192頁。
⑷　田山輝明「成年後見制度の変遷とその改正提案」実践
成年後見 50号（2014年）53頁以下、新井誠「補助類型
一元化への途」同 62頁以下。
⑸　Damrau/Zimmerman, Betreuungsrecht (2011, 4. Aufl.), 
§1896 Rn 96ff.

⑹　Jurgeleit (Hrsg.), Betreuungsrecht (2013, 3. Aufl.), §1896 
Rn 112. Damrau/Zimmerman, a.a.O. 5, §1896 Rn 99.
⑺　ドイツ民法典 1902条「世話人は、その任務範囲におい
て、裁判内および裁判外で被世話人を代理する。」
⑻　Pardey, Vollzugsdefizite oder Fortschreibungsbedarf im 

Betreuungsrecht, Rpfleger (1995), S. 393f.
⑼　Damrau/Zimmerman, a.a.O.5, §1896 Rn 99.
⑽　BT-Druks 11/4528, S. 122.
⑾　BT-Druks 11/4528, S. 122.
⑿　BT-Druks 11/4528, S. 122.
⒀　連邦憲法裁判所 2001年 8月 1日判決（FuR 2002, S. 

241f）。事案の概要は次のとおりである。W州官庁世話課
が本人のダウン症を関知し、すべての事務についての世
話人の任命を申請した。区裁判所は、措置入院を伴う居
所決定、医師による治療の実施、財産管理、通信手段の
決定ならびに郵便物の受領、開封および保管という任務
範囲について、両親を世話人に任命した。
⒁　家事事件および非訟事件事務における手続法 26条「裁
判所は、職権により、決定に重大な事実の確定のために
調査を実施しなければならない。」
⒂　Damrau/Zimmerman, a.a.O.5, §1896 Rn 116.
⒃　Damrau/Zimmerman, a.a.O.5, §1896 Rn 117.
⒄　FamRZ 1999, S. 891.
⒅　本稿においては、訳注を〔 〕で示す。
⒆　FGPrax 2009, S. 111f.
⒇　FamRZ 1993, S. 850.
21　FamRZ 1998, S. 452.
22　FamRZ 2011, S. 293ff.
23　ドイツ民法典 1901条 1項「世話は、本人の事務を以下

の規定により法的に処理する必要があるすべての活動を
包括する。」

24　Bienwald, FamRZ 2011, S. 295．
25　FamRZ 1996, S. 249f.
26　Rpfleger 2001, S. 234.
27　BtPrax 2006, S. 30.
28　FamRZ 2007, S. 2007.
29　BtPrax1993. S. 209f.
30　FamRZ 2007, S. 1842f.
31　Pilgram, Das neue Sachwalterrecht aus der Sicht der Sozi-

alwissenschaft, in: BMJ (Hrsg.), Recht und Würde im Alter 
(2006), S. 201.
32　ErlRV 1420 BlgNR 1 GP.
33　Barth/Ganner, Barth/Ganner (Hrsg.), Handbuch des Sach-

walterschafts, (2010, 2. Aufl.) S. 50.
34　近親者代理権は、本人の認識能力および判断能力が不
十分になると、一定の範囲の事務について一定の範囲の
親族に法律によって自動的に生じる代理権である。事務
の範囲は比較的狭いことから、284条 bに列挙されていな
い事務処理に際しては、代弁人の任命が必要となる。こ
の点に関する判例として、行政裁判所 2011年 5月 13日
判決（iFamZ 2012m S. 130）がある。ここでは、本人の
娘が本人の財産管理権を有するかどうかについて次のよ
うに述べられて否定された。「裁判所は、本人の生活状況
を検討し、本人の事務が近親者代理権によって十分に処
理されるか、このために代弁人制度が不要か、または代
弁人手続きを開始すべきかを確定しなければならない。
本人が不利益なしに事務処理ができず、訴訟能力を有さ
ないと結論づけたとしても、官庁は、一般民法典 284条 b
第 1項に基づき、本人の娘の代理権から考慮しなければ
ならない。娘の代理権は社会扶助の『申請』に制限され
ているから、娘の代理権は認められない。近親者代理権は、
確かに申請およびそれに関する任務を包括するが、財産
管理はこれに含まれない。このため、官庁は、本人が財
産管理のために代弁人を必要としていることを看過して
いる。」近親者代理権の範囲を超えれば、代弁人の任命が
必要となることが判示されている。

35　連邦介護金法 25条 2項「1項に基づく申請権を有する
のは、申請者本人、法定代理人、この事務処理を委託さ
れた代弁人である。さらに、代理権の存在および範囲に
疑念が存在しなければ、介護金の認定または増額に関す
る申請は、家族または同居の親族によっても、権限の証
明なしに行われることができる。」

36　BGBl Ⅰ 2004/11.
37　ホーム滞在法 8条 2項「さらに、自由制限が行われる
か、または予定されている場合にはすぐに、居住者代理
人の推薦について、施設の立地条件により、場所的に管
轄を有する協会（協会代弁人法 1条）は、法律に基づき
居住者の代理人となる。当該代理権によって、居住者の
行為能力および他の代理人の代理権は影響を受けない。」
38　BGBl Ⅰ 1990/155.
39　措置入院法 14条
　「（1）協会は、要請なくして収容された患者の入院に関し
て、法律に基づき、連邦法に定められている裁判手続き、
およびとりわけ 33条から 39条に定められている権利行
使のために、患者の代理人となる。これによって、患者
の行為能力およびこの他の代理人の代理権は制限を受け



25

成年後見制度における補充性原則の機能

ない。
　（2）科の責任者は、患者が、だれが患者代弁人（Patien-

tenanwalt）かに関する情報を得るようにかつ患者が患者
代弁人と対話できるように配慮しなければならない。情
報は、患者の要請により、患者の親族にも提供される。
　（3）要請により収容された者に対しても、その要求によ
り、患者代弁人と対話する可能性が与えられる。患者代
弁人が収容要請の有効性に疑義を抱く場合には、患者代
弁人は、科の責任者にこれを伝えなければならない。患
者の同意とともに、患者代弁人は 33条から 39条に定め
られている権利行使の際に、協会の名前で患者を代理す
る。1項 2文を準用する。」

40　それぞれの制度の詳細に関しては、拙著『オーストリ
アの成年後見法制』（成文堂、2015年）を参照されたい。
41　ErlRV 1420 BlgNR 10 GP.
42　BGBl Ⅰ 2006/55.
43　これ以外にも、考えられる代替制度として、消費者保
護法 27条 e第 1項の信頼する者が挙げられる（ErlRV 
1420 BlgNR 11 GP.）。同条によれば、ホーム居住者はホー
ム責任者に常に信頼する者を推薦する権利を有する。ホー
ム責任者は、民法上の性質を有する重要な事務について
信頼する者に相談する義務を有する。しかし、ここでも、
推薦するだけでは代理権は授与されないので、本人は必
要な場合にはこの者に代理権を授与しなければならない。
44　Barth/Ganner, in: Barth/Ganner (Hrsg.), a.a.O.33, S. 53.
45　1 Ob 146/08i.
46　3 Ob 154/08f.
47　6 Ob 147/14g.
48　考慮すべき患者配慮処分とは、拘束力を有する患者配
慮処分の要件を満たさないものである（患者配慮処分法 8
条）。拘束力はないが、本人意思の推定手段として用いら
れる。
49　1 Ob 264/11x.
50　FamRZ 2007, S. 20.
51　Parapatits, iFamZ 2007, S. 21.
52　3 Ob 286/08t.
53　クリアリングについては、本稿第 2章第 3節を参照さ
れたい。
54　3 Ob 209/10x.
55　3 Ob 208/06v.
56　3 Ob 107/08v.
57　Parapatits, iFamZ 2008, S. 327.
58　3 Ob 146/10g.
59　本件については、老齢配慮代理権に関する正確な定義
が用いられておらず、なぜ老齢配慮代理権の有効性が否
定されたのかが不明確であるという判例評釈が存在する
（Schauer, iFamZ 2009, S. 159）。
60　Fuchs/Hammershick, Sachwalterschaft, Clearing und 

Alternativen zur Sachwalterschaft (2013), S. 10f. http://www.
irks.at/.
61　Fuchs/Hammershick, a.a.O.60, S. 14.
62　Fuchs/Hammershick, a.a.O.60, S. 29.
63　Fuchs/Hammershick, a.a.O.60, S. 45.
64　Fuchs/Hammershick, a.a.O.60, S. 50.
65　Fuchs/Hammershick, a.a.O.60, S. 51.
66　Fuchs/Hammershick, a.a.O.60, S. 19.
67　Fuchs/Hammerschick, Sachwalterschaft und Clearing, 

iFamZ 2014, S. 72.
68　実際に、助言を受ける者の中で親族の占める割合は 8
割弱である（Fuchs/Hammershick, a.a.O. 60, S. 45）。
69　Fuchs/Hammerschick, a.a.O. 67, S. 72.
70　http://www.sozialministerium.at/site/Soziales/Menschen_

mit_Behinderungen/
71　国外で実施されている援助方法に関する研究成果は、
特に、カナダ、スウェーデンおよびニュージーランドに
関して発表されている（Mayrhofer, Modelle unterstützer 
Entscheidungsfindung. Beispiel gutter Praxis aus Kanada 
und Schweden (2013), http://www.irks.at/, Mayrhofer, Beg-
riffbestimmungen und entscheidende Fragen an eine gute 
Praxis unterstützer Entscheidungsfindung, iFamZ 2014, S. 
64f, Ganner, Modelle unterstützter Entscheidungsfindung, 
iFamZ 2014, S. 67ff.）。
72　オーストリアには 4つの代弁人協会が存在するが、同
協会は、その中でもっとも規模の大きな協会である。

73　Fritz, Das Modellprojekt “Unterstützung zur Slbstbestim-
mun“, iFamZ 2014, S. 62.
74　Fritz, a.a.O. 73, S. 63.
75　Botschaft zur Änderung des Schweizerischen Zivilgesetz-

buches (Erwachsenenshutz, Personenrecht und Kindesrecht) 
vom 28. Juni 2006, BBl 2006, S. 7042.
76　Henkel, in: Reusser (Hrsg.), Basler Kommentar Erwachse-

nenschutz (2012), Art. 389, Rn 1.
77　詳細は、拙稿「スイス成年後見法における法定代理権
の変遷」田山輝明先生古稀記念『民事法学の歴史と未来』
（成文堂、2014年）579頁以下を参照されたい。
78　140 Ⅲ 49.
79　スイス民法典 392条「成年後見制度の開始が任務範囲
を理由に明らかに過度であると思われる場合には、成年
後見官庁は、1.自ら必要な対策を講じることができ、つ
まり法律行為に同意を与えることができ、2.第三者に個々
の事務について委託することができ、3.適切な人物また
は箇所に、特定の領域について閲覧または情報が与えら
れるよう指示できる。」



27

Punishing Foreign Terrorist Fighters: New Developments in Chinese Criminal Law

1. Introduction

Deeply concerned with and shocked by increas-
ing threat of terrorism demonstrated by a serial of 
terrorist attacks that occurred in recent years, such as 
the 5/22 terrorist attack in Urumqi⑴ and the 3/01 ter-
rorist attack in Kunming,⑵ the Sixteenth Session of the 
Standing Committee of Twelfth National People’s 
Congress (Standing Committee) laid heavy impor-
tance on counter-terrorism in the Ninth Amendment to 
the Criminal Law of People’s Republic of China (Ninth 
Amendment) that became effective as of 1 November 
2015. In addition to providing property-related penal-
ties for the offence of organizing, leading and actively 
participating in a terrorist organization and penalizing 
such conducts as instigating others to commit violent 
terrorism activities through disseminating terrorism 
and extremism materials and refusing to submit evi-
dences related to terrorism and extremism offences, 
the Ninth Amendment timely added provisions against 
Foreign Terrorist Fighters (FTFs) defined in the 
United Nations Security Council Resolution 2178 
(2014).⑶ Furthermore, article 79 of the Counter-Ter-
rorism Law of People’s Republic of China (Counter-

Terrorism Law) that became effective as of 1 January 
2016 confirms that those who organize, plan, prepare 
to implement, or carry out terrorist activities, advocate 
terrorism, incite the carrying out of terrorist activities 
and provide aid to terrorist organizations, terrorist per-
sonnel, the execution of terrorist activities or terrorist 
activity training should incur criminal liability. This 
article is intended to introduce the background of the 
Standing Committee adding aforementioned provi-
sions referring to UN resolutions and related reports, 
analyze relevant articles in the Ninth Amendment and 
the Counter-Terrorism Law and discuss application 
principles in the case where an act breaks two or more 
articles at the same time.

2. The FTFs and UN Resolutions

2.1　Brief Introduction to the FTFs
The FTFs refer to ‘individuals who travel to a 

State other than their states of residence or nationality 
for the purpose of perpetration, planning, or prepara-
tion or, or participation in, terrorist act or the providing 
or receiving terrorist training.’⑷ According to this def-
inition, the FTFs can generally be categorized into 
those with the intention to carry out terrorist acts, and 

Punishing Foreign Terrorist Fighters: 
New Developments in Chinese Criminal Law

Zhenjie ZHOU

Abstract
Increasing threat posed by foreign terrorist fighters, especially those in Syria and Iraq, has become a great 
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those to participate in (receiving or providing) terrorist 
training. It is undoubtedly possible that an actor 
intends the both when traveling to his or her State of 
destination. Two elements must be established to pun-
ish a foreign terrorist fighter. One is the subject 
purpose mentioned above; the other is objective con-
ducts of ‘leaving one’s state of residence or 
nationality’ or/and ‘traveling to a State of destination.’ 
The latter conduct usually follows the former one or, 
to a degree, constitutes the purpose of the former one. 
In other words, it is usually the case that the actor 
leaves his or her state of residence or nationality in 
order to travel to a State of destination. However, the 
two conducts might be separate in specific cases. For 
example, X, a citizen of A State, left A State to B State 
on a business trip. When traveling in B State, X was 
abetted by Y, an ISIS member, and decided to go to 
Iraq to participate in a terrorist attack. Judged from the 
standpoint of A State, X isn't a FTF because s/he had 
no purpose of participating in terrorist activities when 
leaving A State. However, s/he is definitely a FTF 
when seen from the perspective of Iraq because it is 
for the purpose of participating in a terrorist attack that 
s/he traveled to Iraq.

The term ‘foreign terrorist fighters’ originated 
from ‘foreign fighters’, referring to individuals who 
have left their home countries to take part in armed 
conflicts. The phenomenon of foreign fighters can be 
traced back to as early as the Spanish Civil War in 
1940s (Mendelsohn, 2011). But, it did not enter public 
consciousness until the end of 20th century, when a 
considerable number of foreigners fought with the Tal-
iban and al-Qaeda in Afghanistan after the 9/11 
terrorist attack in the U.S. in 2001, including many 
citizens from Western countries, such as the ‘Austra-
lian Taliban’ David Hicks and the ‘American Taliban’ 
John Walker Lindh (Malet, 2010). The crucial role of 
foreign fighters in insurgencies both during and after 
the U.S.-led invasion of Iraq further drew intensive 
international attention (Hegghammer, 2010). ‘Foreign 
fighters’ gradually evolved into ‘foreign terrorist fight-
ers’ in academic publications and international 
documents because almost all studies on them have 
associated with terrorist organizations, especially the 
Islamic States (ISIS) and Al-Nusrah Front (ANF) in 
Syria and Iraq.

Although it is impossible to obtain accurate and 
reliable datum on the number of FTFs worldwide, an 

UN report estimated that the number was between 
15,000 and 20,000, with most travelling to join Islamic 
State in Iraq and the Levant (ISIL), while recognizing 
that the total could be as high as 30,000.⑸ The United 
Nations Security Council Counter-Terrorism Commit-
tee Executive Directorate (CTED) gathered official 
figures from States where available. According to the 
officially acknowledged number of the FTFs who 
have recently travelled to Iraq and/or the Syria, Tuni-
sia is the biggest state of origin of the FTFs (3,000), 
followed by Turkey (1300), Morocco (1200), Mal-
dives (200), Algeria (170), Malaysia (60)and Indonesia 
(50).⑹ Richard Barrett (2014) believed that there were 
around 12,000 foreign fighters in Syria in the first half 
2014, and they had traveled from at least 81 countries. 
The International Centre for the Study of Radicaliza-
tion and Political Violence (ICSR) located in London 
stated that the total number of foreign fighters in Syria 
and Iraq might have exceeded 20,000 in the second 
half of 2014, and estimated that around 19% (3850) 
came from the EU countries (Bakowaski and Pccio, 
2015).

The FTFs usually commit terrorist activities out-
side their countries of residence or nationality. An EU 
security official estimated that about 10-20 percent of 
fighters in Syria and Iraq from the EU countries had 
no intention to return, and many had even burnt their 
travel documents (Byman and Shapiro, 2014). How-
ever, most countries of origin still deem them a great 
threat and impose severe punishments on them, 
because it has been proven that many FTFs return to 
their countries of origin after receiving terrorist train-
ing, to carry out terrorist attacks, form terrorist 
organizations, recruit terrorists or collect funds for ter-
rorist organizations. According to Hegghammer 
(2010), an estimated 1/9 foreign fighters returned to 
their places of residence to participate in terrorist 
activities, and their participation increased the possi-
bility of successful commission of terrorist attacks. 
The ICSR also pointed out that about 10-30 percent 
foreign fighters in Syria and Iraq returned to their 
states of origin or stayed in states of transition and 
became potential security threat there (Keatinge, 
2014). For example, Mohamed Merah, a 23-year-old 
Frenchman of Algerian descent, shot to death 3 sol-
diers, 3 Jewish students and a teacher in Toulouse, 
France, in March 2012 after receiving terrorist training 
in Afghanistan and Pakistan. It was estimated that 72 
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terrorist attacks among those occurred in France 
between 2014 and 2015 were related to armed con-
flicts in Syria.⑺

In order to effectively prevent similar attacks, 
French President Franois Hollande signed a special 
counter-terrorism legislation on 21 December 2012, 
punishing those who received terrorist training abroad 
with as high as 10 year imprisonment and a fine of 
225,000 Euros, while authorizing legal authorities to 
trace terrorists using such special investigation mea-
sures as communication monitoring and phone tapping 
(Wu, 2015). Countries confronted with serious threat 
of the FTFs such as Germany, the UK, Italy, Australia, 
Canada and Norway have also penalized acts related 
to training, recruitment and transportation of the FTFs 
in recent years (e.g. see Bakowaski and Pccio, 2015). 
Meanwhile, the fact that the flow of FTFs is a transna-
tional phenomenon makes it clear that efforts at 
national level, although they are necessary, are insuffi-
cient and international measures intended to coordinate 
national counter-terrorism legislation and activities are 
indispensable and the key to effective prevention and 
punishment of the FTFs.

2.2　  UN Resolutions and Their 
Implementation

Due to ‘grave concern over the acute and growing 
threat posed by the foreign terrorist fighters’,⑻ the 
United Nations Security Council that emerged as a 
leading actor since the U.S. 9/11 terrorist attack 
adopted two resolutions to require member states to 
actively take criminal measures against the FTFs. One 
is the Resolution 2170 (2014) adopted on 15 August 
2014. The resolution condemns the ‘terrorist acts of 
ISIL and its violent extremist ideology, and its contin-
ued gross, systematic and widespread abuses of human 
rights and violations of international law’,⑼ and calls 
upon member states to prevent and punish recruitment 
of FTFs by terrorist organizations. In order to suppress 
the recruitment of FTFs, it requires member states to 
take national measures to prevent the flow of FTFs to 
terrorist organizations, and to sanction ‘those recruit-
ing for or participating in the activities of ISIL, ANF 
and all other individuals, groups undertaking and enti-
ties associated with Al-Qaeda under the Al-Qaeda 
actions regime, including through financing or facili-
tating, for ISIL or ANF, of travel of foreign terrorist 
fighters.’⑽ However, the Resolution 2170 does not 

present a clear definition of FTFs. Meanwhile, it indi-
rectly confines the FTFs to those relating to particular 
terrorist organizations such as ISIL and ANF. As a 
consequence, the application scope of the resolution is 
restricted. Therefore, the Security Council adopted the 
Resolution 2178 (2014) at a high summit chaired by 
the U.S. president Obama on 24 September 2014. The 
Resolution 2178 clearly defines the FTFs, requires 
countries to prevent and suppress recruiting, organiz-
ing, transporting, and equipping of FTFs, and the 
financing of FTF travel and activities, and prevent the 
entry or transit of individuals believed to be traveling 
for terrorism-related purposes. What is more impor-
tant, it requests states to adopt the legislation required 
to prosecute (1) their nationals and other individuals 
who travel or attempt to travel abroad to perpetrate, 
plan, prepare or participate in terrorist acts or to pro-
vide or receive terrorist training, (2) willful provision 
or collection of funds (by any means, direct or indi-
rect) by their nationals or in their territories with the 
intention or knowledge that these funds will be used to 
finance the travel of FTFs, and (3) willful organiza-
tion, or other facilitation, including by acts of 
recruitment, by their nationals or others in their terri-
tory, of FTFs.⑾

Unfortunately, Surveys conducted by UN organi-
zations show that more efforts must be made to 
implement aforementioned UN resolutions, either at 
legislative or at judicial level. For example, the CTED 
reviewed implementation of the Resolution 2178 and 
counter-terrorism legislation in 21 countries under the 
heaviest influence of FTFs following its adoption,⑿ 
and disappointedly found that as of May 2015, (i) few 
States reviewed had introduced legislation prosecuting 
preparatory or accessory acts conducted in the State 
with the aim of committing terrorist acts outside the 
State’s territory, and traveling or attempting to travel 
to a State other than their States of residence or nation-
ality for the purpose of the perpetration, planning, or 
preparation of, or participation in, terrorist acts or the 
providing or receiving of terrorist training, both which 
have been identified as a high priority; (ii) only 3 of 
the 21 countries criminalize facilitation, including 
organizing, transporting and equipping, of foreign ter-
rorist fighters’ travel. Most other countries rely on 
broad counter-terrorism legislation to cover that 
requirement. 4 States do not have measures in place to 
criminalize the recruitment of foreign terrorist fight-
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ers, and 8 States do not have measures in place to 
criminalize the providing and receiving of terrorist 
training; (iii) The survey also revealed that providing 
terrorist training had been criminalized by more coun-
tries than receiving terrorist training had. This may be 
because the provision of terrorist training is already 
criminalized by states under existing regional instru-
ments that cover that act or because the more active 
nature of providing training, compared with the more 
passive nature of receiving terrorist training, is more 
easily captured under broader preparatory offences 
and raises fewer concerns regarding respect for human 
rights, and (ix) only 13 of the 21 States have criminal-
ized terrorist financing as a standalone offence, and 12 
States had introduced terrorism-financing offences 
covering the financing of both terrorist organizations 
and individual terrorists.⒀

3.   Analysis of Provisions against 
FTFs in the Ninth Amendment

Although the term of ‘foreign terrorist fighters’ 
has been rarely mentioned in academic studies, the 
phenomenon is definitely not new in China. As early 
as in 2010, public reports have revealed that terrorist 
activities in Xinjiang Uyghur Autonomous Region are 
closely associated to international terrorist organiza-
tions in Afghanistan, Palestine and Middle-Asia 
countries and a big number of Chinese citizens are 
trained there and then return to China to organize and 
plan terrorist activities (e.g. see Li, 2013). The report 
of ICSR shows that more than 300 Chinese Jihadists 
were fighting in Syria and Iraq in 2014(Bakowaski 
and Pccio, 2015). In July 2015, more than 100 Chinese 
citizens, instigated and controlled by foreign terrorist 
organizations such as the Eastern Turkistan Islamic 
Movement, tried to travel to Syria and Iraq by Thai-
land, Indonesia and Malaysia to participate in Jihad 
there but failed and were sent back to China by Thai-
land police authorities (Jiang, 2015). Therefore, the 
Standing Committee timely added punishments 
against the FTFs in the Ninth Amendment.

3.1　  Interpretation of Provisions against
the FTFs

The provisions intended to prevent and punish the 
FTFs in the Ninth Amendment can generally be 
divided into four categories. The first category is those 
that punish terrorist recruitment. Terrorist recruitment 

is usually composed of three kinds of specific acts, 
namely, (1) propagating and ‘legalizing’ terrorist orga-
nizations and activities, (2) sending recruitment 
messages and instigating others to participate in ter-
rorist organizations or commit terrorist attacks, and (3) 
assistance acts such as producing and transporting 
propaganda materials and managing websites. Article 
120a of the Criminal Law of People’s Republic of 
China (the Criminal Law) amended by article 6 of the 
Ninth Amendment, article 120c and article 120f of the 
Criminal Law added by article 7 of the Ninth Amend-
ment have respectively criminalized recruiting and 
transportation of persons for any terrorist organization, 
terrorist activity or terrorism training, propagating ter-
rorism or instigating terrorist activities and knowingly 
and illegally possessing items that propagate terror-
ism. In addition, organizations and individuals who 
disseminate recruitment messages can be charged with 
illegal use of information network provided in article 
287a of the Criminal Law added by article 29 of the 
Ninth Amendment, Because disseminating terrorist 
recruitment messages and recruiting terrorists can be 
charged with forming an terrorist organization pro-
vided in article 120 of the Criminal Law⒁ and 
therefore falls within the scope of ‘Releasing the infor-
mation for the commission of criminal activities’ in 
article 29 of the Ninth Amendment.

The second one is those that punish acts of orga-
nizing, participating in and financing terrorist training. 
Article 120b of the Criminal Law added by article 7 of 
the Ninth Amendment punishes organization of and 
active participation in terrorist training, and communi-
cation with foreign terrorist organizations or 
individuals for the purpose of perpetration of terrorist 
acts. The ‘organization of terrorist training’ here shall 
cover establishing and planning to establish camps and 
facilities for the purpose of terrorist training, dissemi-
nation of terrorist ideology and teaching skills and 
knowledge regarding terrorist activities, and ‘active 
participation in terrorist training’ shall include both 
providing and receiving of terrorist training according 
to the Suggestions on Application of Law in Cases of 
Violent Terrorism and Religious Extremism (the Sug-
gestion) jointly issued by Supreme People’s Court, 
Supreme People’s Procuratorate and the Ministry of 
Public Security on 9 September 2014.

Article 120a of the Criminal Law includes those 
providing funds to individual who engages in terror-
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ism or terrorist training into its coverage. Although 
judged from the fact that the content of terrorist train-
ing usually is disseminating terrorism ideology and 
teaching basic skills and knowledge regarding perpe-
tration of terrorist activities, ‘providing funds to 
terrorist training’ mainly refers to providing funds to 
provider of terrorist training, it is completely accept-
able to punish those who finance receiver of or those 
who intends to receive terrorist training defined in the 
Resolution 2178 according to the amended article 
121a of the Criminal Law. On one hand, any training 
would be impossible without a receiver. In other 
words, a receiver is an indispensable constitutive ele-
ment of terrorist training. On the other one, article 5 of 
the Interpretation of the Supreme People’s Court on 
Application of Criminal Law in Cases of Money-Laun-
dering Related Cases issued by the Supreme People’s 
Court on 4 November 2009 provides that ‘financing’ 
refers to ‘collecting and providing funds, materials, 
facilities or other forms of assistance to terrorist orga-
nizations and individuals who engage in terrorist 
activities’. ‘Financing those who travel or plan to 
receive terrorist training’ can be reasonably interpreted 
to be included in ‘other assistance’.

Meanwhile, ‘financing individuals who engage in 
terrorist activities’ partly overlaps with ‘financing the 
FTFs’. As mentioned above, the FTFs include those 
who travel to a state other than their states of residence 
or nationality for the purpose of perpetration, plan-
ning, or preparation or, or participation in, terrorist act. 
According to article 6 of the Criminal Law⒂ and article 
5 of the Interpretation of the Supreme People’s Court 
on Application of Criminal Law in Cases of Money-
Laundering-Related Cases,⒃ X is punishable under 
this article since the moment s/he plans to leave China 
for another state for the purpose of participation in or 
perpetration of terrorist acts. In such a case, whoever 
finances X by paying for his or her accommodation or 
flights constitutes both an individual who finances 
individuals who engage in terrorism and an individual 
who finances the FTFs. In other words, the terrorism 
organizations and individuals include ‘both those in 
China and those abroad’ (Zhou and Zhang, 2013: 
104). It should be noted here that although no punish-
ment can be found in the Ninth Amendment for the 
‘willful provision or collection of funds (by any 
means, direct or indirect) with the intention or knowl-
edge that these funds will be used to finance the travel 

of FTFs’ provided in the Resolution 2178, an individ-
ual perpetrates these acts can be punished as a joint 
offender of financing terrorist organizations, terrorist 
training or terrorist acts as it is for the purpose of 
financing that s/he provides or collects funds.

Moreover, those who willfully organize or facili-
tate the FTFs outside the territory of China, including 
by acts of recruitment provided in the Resolution 2178 
can be prosecuted according to second paragraph of 
article 121a of the Criminal Law, because the whole 
conduct of organizing or recruiting can be punished in 
China as long as part of it was perpetrated in Chinese 
territory, whether or not the said terrorist act or terror-
ist training is actually in China according to 
aforementioned article 6 of the Criminal Law.

Third one is article 322 of the Criminal Law that 
punishes the act of illegally crossing national border 
(frontier). Article 30 of the Counter-Terrorism Law of 
PRC adopted by Chinese Legislature on 27 December 
2015 authorizes organs issuing exit/entry documents, 
and organs conducting border inspections to deny ter-
rorist personnel and persons suspected of terrorist 
activities entry or exit across border, and to not issue 
documents for entering or exiting the borders, or to 
declare their entry and exit documents cancelled. In 
other words, both terrorist and terrorist suspects are in 
principle prohibited to leave enter Chinese frontier. 
They therefore can only go to such as armed conflict 
regions as Syria and Iraq by illegal means. As a coun-
ter measure, article 40 of the Ninth amendment 
inserted the following part into article 322 of the 
Criminal Law as second paragraph: whoever, for the 
purpose of participating in a terrorist organization, 
accepting the terrorism training or carrying out any 
terrorist activities, illegally crosses the national border 
(frontier) shall be sentenced to fixed-term imprison-
ment of not less than one year but not more than three 
years and concurrently sentenced to a fine, and thereby 
increased both maximum and minimum punishments 
in the original article.⒄

Last one is article 286a of the Criminal Law 
added by article 28 of the Ninth Amendment that pun-
ishes internet service providers who fails to perform 
the obligations for security management of informa-
tion networks prescribed by laws and administrative 
regulations and refuses to make correction as ordered 
by the regulatory department and thereby lead to the 
spread of illegal information in large amount. The 
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‘illegal information’ undoubtedly includes terrorism 
propaganda, recruitment and radicalization messages. 
Terrorist organizations have been proven skillful in 
using Internet to recruit and instigate. The United 
Nations Office on Drugs and Crime has pointed out as 
early as in 2012 that member states should take ade-
quate legal measures to deal with increased use by 
terrorist organizations for recruitment and radicaliza-
tion (UNODC, 2012: 3-11), and the United Nations 
Security Council also expressed its deep concern over 
the use by terrorists and their supporters of internet for 
terrorism-related purposes in the Resolution 2178.

In order to effectively prevent dissemination of 
terrorism and radicalization information through inter-
net, it is crucial to make internet service providers play 
an active role. Therefore, article 286a of the Criminal 
law is absolutely necessary. However, it is worthy of 
being mentioned that the constitutive element of 
‘refusing to make correction as ordered by the regula-
tory department’ provided in the offence may be 
detrimental to its practical effect. The 36th Statistics 
Report of Chinese Internet Development released by 
China Internet Network Information Center (CNNIC) 
on 23 July 2015 shows that the number of websites in 
China saw a 6.6 percentage increase in the first half of 
2015 and reached 3.57 million by the end of June 
2015 (CNNIC, 2015). It would be extremely hard, if 
not impossible, for a regulatory department to effec-
tively monitor all these websites and timely issue a 
correction order. Furthermore, how to deal with web-
sites that knowingly allow for spread of terrorism 
propaganda and recruitment information but the regu-
latory department does not timely find the illegal fact 
and issue a correction order is also a question that we 
should answer. Considering article 84 of Counter-Ter-
rorism Law imposes administrative fines on 
telecommunications operators or internet service pro-
viders that do not put into place systems for network 
security and supervision of information content, tech-
nological security precautionary measures and thereby 
leads to the transmission of information with terrorist 
or extremist content without any precondition such as 
being given a correction order, this article suggests 
that the fact that an internet service provider refuses to 
make correction as ordered by the regulatory depart-
ment be provided as an aggravating circumstance 
instead of a constitutive element. And this change can 
include websites that knowingly allow for spread of 

terrorism propaganda and recruitment information into 
the scope of punishment of the aforementioned article 
286a.

Briefly, the Ninth Amendment has criminalized 
all acts that the Resolution 2178 requires member 
states to punish, and the coverage of FTF-related pro-
visions in Chinese criminal law mentioned above, 
although they did not appear until the second draft of 
the Ninth Amendment that was reviewed by the Fifth 
Session of the Standing Committee of Twelfth 
National People’s Congress is much wider than the 
laws against the FTFs in countries investigated by the 
CTED.

3.2　Characters of the New Provisions
Two characters can be easily identified in the 

aforementioned provisions. One is that accomplices 
are punished as principals. For example, recruitment 
or transportation of individuals for terrorist training is 
theoretically of assistance to organizing terrorist train-
ing, and those who perpetrated the said acts shall be 
punished as accomplice and given a lighter punish-
ment than that provided in article 7 of the Ninth 
Amendment, or mitigated punishment or be exempted 
from punishment pursuant to article 27 of the Criminal 
Law.⒅ However, article 6 of the Ninth Amendment 
provides that those who recruit or transport persons 
for terrorist training shall be punished according to 
article 6 of the Ninth Amendment (assisting terrorist 
training), and thereby increased the maximum punish-
ment to 15 year imprisonment. The phenomenon of 
accomplices being punished as principals is not rare in 
the Criminal Law. For instance, article 358 of the 
Criminal Law punishes recruiting and transporting 
persons for those who organize others to engage in 
prostitution as a separate offense instead of assistance 
conduct of organizing prostitution. Therefore, article 6 
of the Ninth Amendment is not the first one and prob-
ably will not be the last one either.

The other is that preparatory acts are punished as 
perpetration. For example, crossing national border for 
the purpose to participate in a terrorist organization is 
of preparatory act of participating in terrorist organiza-
tion provided in article 120 of the Criminal Law, and 
the perpetrator should at least be given a lighter pun-
ishment than that in the said article according to article 
22 of the Criminal Law.⒆ However, article 40 of the 
Ninth Amendment punishes it as an aggravated cir-
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cumstance of illegally crossing national border. 
Another example is an individual who plans to murder 
targeted persons for the purpose of causing public 
sense of terror. If s/he communicates with foreign ter-
rorists to obtain the potential victims’ information 
before departing China, s/he perpetrates the prepara-
tory act of murder according to article 232 of the 
Criminal Law. Similarly, the newly promulgated arti-
cle 120 (2) punishes communication with foreign 
terrorists or terrorist organizations for the purpose of 
perpetration of terrorist offense as completed perpetra-
tion.

Behind aforementioned characters is of course 
legislators’ resolution to punish and prevent terrorism-
related offenses with severe sanctions. At current 
background of both international and national counter-
terrorism trends, it is completely understandable for 
legislators to take a serious standpoint. Moreover, this 
has been a common choice in western countries such 
as the U.S., France and the UK. For example, the UK 
parliament adopted the Serious Crime Act in 2007, 
which entered force on 6 April 2008, penalizing con-
ducts of iintentionally encouraging or assisting an 
offence, encouraging or assisting an offence believing 
it will be committed and encouraging or assisting 
offences believing one or more will be committed. The 
Act is directed at serious offences and organized 
crime, including terrorist crime and its essence is also 
to enhance punishments for crimes endangering public 
security through sanctioning preparatory acts as com-
pleted perpetration (Ashworth, 2009: 458-61).

However, it must be born in mind that criminal 
legislation against terrorism and terrorist must show 
due respect for international and domestic human 
rights law, and legal measures taken to ensure public 
participation in promulgation and implementation of 
counter-terrorism policies because, as the Geneva 
Academy of Humanitarian Law and Human rights 
(2014) concludes, ‘the past decade has shown that 
many measures adopted for the purpose of combating 
terrorism can undermine the rule of law and respect 
for human rights,’ and ‘it is important to recognize 
that the protection of human rights and the rule of law 
contribute to the countering of terrorism. Arbitrary 
arrests, incommunicado detentions, torture and unfair 
trials fuel a sense of injustice and may in turn encour-
age terrorist recruitment, including of foreign terrorist 
fighters.’⒇ The fact that provisions punishing the 

FTFs in the Ninth Amendment lay noticeable impor-
tance on subjective elements such as the purpose to 
participate in a terrorist organization render it neces-
sary for us to keep alert on their possible arbitrary 
application and adverse effect.

Meanwhile, article 3 of the Counter-Terrorism 
Law defines terrorism as ‘statements and acts that cre-
ate social panic, endanger public safety, violate person 
and property, or coerce national organs or international 
organizations, through methods such violence, 
destruction, intimidation, so as to achieve their politi-
cal, ideological, or other objectives.’ The wording 
‘statements’ here is misleading and gives the impres-
sion that those who make any speeches showing 
sympathy to or supporting political or religious 
appeals of a terrorist organization may be punished. 
However, as far as the Criminal Law is concerned, it 
is not the case. On one hand, article 13 of the Criminal 
Law clearly requires that a crime must be ‘an act’ that 
endangers the State, the society or citizens. A state-
ment is not ‘an act’ and not potential to endanger 
anything as long as it does not abet or instigate others 
to commit any specific offences in the Special Part of 
Criminal Law. On the other one, it is a fundamental 
principle in criminal theory that pure thoughts and 
ideas should not be punished, in other words, ‘the dan-
gerous acts in criminal law exclude those that express 
thoughts in principle’ (Qu, 2004: 121). Therefore, nec-
essary clarifications should be made in implementation 
guidelines to ensure due respect for the freedom of 
speech guaranteed by article 35 of the Constitution of 
People’s Republic of China.

4.   Application Principle in the Case 
Where an Act Breaks Two 
or More Articles

Prior to the adoption of the Ninth Amendment, 
the Suggestion jointly issued by the Supreme People’s 
Court, the Supreme People’s Procuratorate and the 
Ministry of Public Security had laid down detailed 
instructions on investigation and prosecution of orga-
nizing, leading and participating in terrorist 
organizations and financing terrorist activities. Judged 
from its contents, the Suggestions have covered the 
majority of conducts that the Resolution 2178 required 
member states to penalize. As a consequence, it will 
be often seen that a terrorism-related act breaks two or 
more articles in judicial practice. For example, (i) ille-
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gally crossing national border for the purpose of 
receiving terrorist training abroad constitutes partici-
pation in terrorist organization according to the 
Suggestions, and aggravated circumstance of illegal 
crossing national border (frontier) according to article 
40 of the Ninth Amendment, (ii) providing training to 
terrorists breaks both article 120 of the Criminal Law 
(organizing and leading terrorist organization), and 
article 7 of the Ninth Amendment (organizing terrorist 
training), and (iii) transporting individuals for terror-
ism-related purposes can be charged with illegally 
transporting others to cross national borders provided 
in article 321 of the Criminal Law, or transporting 
individuals for terrorist organizations or for the pur-
pose of perpetration of terrorist acts or providing or 
receiving terrorist training.

It is usual in common law countries for a defen-
dant to be charged with two or more offences for one 
act that breaks several articles in the same law or dif-
ferent ones, for example, Michael Wilson was charged 
with both murder and attempted murder by Memphis 
police, the U.S., for his shooting during a robbery that 
resulted in both death and injury in September 2015 
(Jones, 2015). However, it is a principle that the pros-
ecutor files only one charge against one act in the 
same criminal case in China unless the Criminal Law 
provides otherwise. For example, second paragraph of 
article 157 of the Criminal Law punishes those who 
resist the seizure of smuggled goods by means of vio-
lence or threat under two charges, namely, a 
smuggling-related offence provided in a correspond-
ing article of Section 2 of Chapter 3 of the Criminal 
Law, and preventing State functionaries from perform-
ing their duties stipulated in article 277 of the Criminal 
Law, although the act of resisting the seizure of smug-
gled goods by means of violence or threat is in theory 
considered and should be charged as a part of the act 
of smuggling. Another suitable example is second 
paragraph of article 253 of the Criminal Law. Accord-
ing to the paragraph, a postal worker who steals 
money or property by committing the crime mentioned 
in the preceding paragraph (opening without authori-
zation or concealing or destroying mail or telegrams) 
shall be convicted of theft provided in article 164 of 
the Criminal Law and given a heavier punishment.

Then, according to what principle shall the prose-
cutor chose a charge, for example, in aforementioned 
cases, as neither of the above terrorism-related articles 

provides a special rule as article 157 or article 253 of 
the Criminal does? Theoretically, two principles can 
be applied in the case where an act breaks two or more 
articles in the Criminal Law. One prioritizes special 
provisions and the other provisions that impose rela-
tively heavy punishments (e.g. see Gao and Ma, 
2011:186-7). These two principles seems enough clear 
and easy to apply at first glance. But it has long been 
debated that which one should be chosen over the 
other one in the case where a special provision pro-
vides relatively light punishment or a provision 
imposing relatively heavy punishments is not a special 
one (e.g. see Huang and Chen, 2007 )

In the case of the FTFs, it is rational to choose 
provisions in the Ninth Amendment over those of the 
Criminal Law as the former is both newly added and 
special ones. If the punishments provided in the for-
mer are heavier than those in the latter, to apply the 
principle of special provisions being prioritized may 
lead to no dispute. However, if it was the latter that 
provides heavier punishments, it might be held that 
general provisions should be chosen over the new ones 
so as to realize legislators’ intention to prevent the 
FTFs through relatively severe punishment. For exam-
ple, in the case where X illegally crossed national 
border for the purpose of receiving terrorist training 
three times or more, s/he could be sentenced to a max-
imum punishment of 3 year imprisonment combined 
with fine according to article 40 of the Ninth Amend-
ment, while s/he could possibly be sentenced to 10 
year imprisonment if charged with actively participat-
ing in terrorist organizations provided in article 120 of 
the Criminal Law.

Therefore, it is not unreasonable to insist that the 
principle of provisions that provide relatively heavy 
punishments being prioritized shall be applied in all 
cases where the FTFs are involved, and this might be 
the reason that last paragraph of article 7 of the Ninth 
Amendment states that ‘where the acts provided in 
previous paragraphs constitutes other crimes, they 
should be punished according to provision providing 
heavier punishments’. According to this paragraph, for 
example, a leader of an terrorist organization who 
organized individuals that s/he recruited to illegally 
cross national borders for the purpose to participate in 
terrorist training and thereby caused death to the orga-
nized shall be convicted of organizing others to 
illegally cross national borders provided in article 318 
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of the Criminal Law because s/he could be sentenced 
to more than 7 year imprisonment or life imprison-
ment combined with fine or confiscation of property if 
convicted, while the punishment provided in article 
120 (2) of the Ninth Amendment is more than 5 year 
imprisonment or life imprisonment. The former is 
obviously more severe than the latter, not only because 
of the minimum punishment but also because of the 
supplementary penalties. Then, shall we, referring to 
the last paragraph of article 7 of the Ninth Amend-
ment, apply the principle of provisions providing 
heavier punishment being prioritized in all cases 
where a terrorism-related act breaks more than one 
article and punishments in special laws are lighter than 
those in general law?

It should be admitted that this principle could bet-
ter demonstrate legislators’ serious stance. However, 
the principle of special provisions being prioritized 
shall be applied from the perspective of better regula-
tion of social behavior as long as the law doesn’t 
provide otherwise, especially in the case of newly cre-
ated crimes. To control and regulate social behaviors 
is one of the most important functions of criminal law, 
that is, ‘criminal law shall regulate behaviors of mem-
bers of a given community in advance through 
proclaiming consequences of illicit behaviors, which 
are demonstrated in the punishments imposed on those 
who break the law’ (Yamanaka, 2008:16). In other 
words, criminal law denounces certain acts by provid-
ing them to be crimes and orders members of the 
community to refrain themselves from committing any 
prohibited acts. Obviously, the precondition to realiza-
tion of this function is that members of the community 
are fully aware and understand the criminal norms and 
are able to make free choices following them. Com-
pared to general provisions, special provisions are 
designed to punish those acts or affairs legislators 
intend to stress, and highlight them more sharply. 
Prosecuting and convicting the FTFs in accordance 
with special provisions in the Ninth Amendment is 
helpful in disseminating legislative intention to the 
public more vividly through particular examples and 
make criminal norms better understood and accepted 
into public conscience in practice. If we convicted the 
aforementioned leader who organized terrorists s/he 
recruited to illegally cross national border with 
national border-related crimes, we, while imposing 
heavier punishments on him on her, would render spe-

cial provisions in the Ninth Amendment meaningless 
and undercut public recognition and understanding in 
relation to the FTFs.

Meanwhile, it should be noted that articles that 
provide heavier punishments do not necessarily lead 
to heavier sentencing, because the people’s court will 
make discretionary adjustments on the basis of proven 
subjective and objective circumstances. Applying spe-
cial provisions sometimes may better realize 
legislators’ intent to prevent terrorism crimes by 
severe punishment. For example, in the case of ille-
gally crossing national border to participate in terrorist 
training, the defendant can be punished according to 
article 120 of the Criminal Law (organizing, leading 
and participating terrorist organizations), the maxi-
mum punishment of which is 10 year imprisonment, 
or article 40 of the Ninth Amendment with a maxi-
mum punishment of 3 year imprisonment. Apparently, 
as for legally provided punishments, the former is 
much heavier than the latter. However, if the actor was 
abetted to cross national border to participate in terror-
ist training for the very first time, s/he could be 
sentenced to ‘imprisonment of more than 1 year less 
than 3 years combined with fine’ according to the lat-
ter, and ‘imprisonment less than 3 years, criminal 
detention, public surveillance and deprival of political 
rights’ as ‘other participants’ defined in the former. 
Although the maximum punishments are both 3 year 
imprisonment, the minimum punishment in the latter 
is only 1 year imprisonment combined with fine, 
which is obviously heavier than the former.

Conclusion

The task of preventing the FTFs cannot be 
accomplished at one stroke. Therefore, counter-terror-
ism policies and laws must be adjusted timely 
corresponding to changes in practice. For example, 
terrorist organizations prior to ISIS needed to collect 
funds from outside so as to support their terrorist acts. 
On the contrary, ISIS and ANF can obtain huge wealth 
from oil wells they control and are financially capable 
of paying for the travel to the country of destination, 
daily living expenses, training and equipment of the 
FTFs. According to officials of a State reviewed by 
the CTED, foreign recruiters in their territory have 
persuaded its citizens to join ISIS with promises of 
financial reward in the Syrian Aral Republic.21 This 
new change undoubtedly renders it necessary to pro-
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mote international cooperation in anti-money laundry 
matters. Another example is the ‘broken travel’, a new 
evasive travel strategy to ‘break long-distance travel 
into multiple segments such that it becomes difficult 
to ascertain travel history and travel origin, to prevent 
border authorities and counter-terrorism officials from 
accurately determining where they were prior to their 
arrival in a particular State’.22 As a consequence, it is 
critical to prevention of transnational flow of the FTFs 
to effectively cope with broken travel by enhancing 
capacity of border authorities and counter-terrorism 
officials to exchange and analyze travelers’ informa-
tion. Unfortunately, international community has not 
taken efficient steps to correspond to this challenge 
yet.

Becoming aware of the danger and harm the FTFs 
may cause, Chinese legislature added aforementioned 
provisions in the second draft of the Ninth Amend-
ment to the Criminal Law of PRC reviewed in June 
2015. Criminal legislation is no more than the first 
step of a long march. This may be the reason that EU 
documents are suggesting member states adopt both 
criminal measures and administrative measures such 
as deprival of citizenship, restrictions on travel and 
EU Passengers Name Record (Bakowaski and Pccio, 
2015 ). In the future, China shall construct a compre-
hensive policy to prevent transnational flow of the 
FTFs within the framework of the newly adopted 
Counter-Terrorism Law too.

NOTE
⑴　In the early morning of 22 May 2014, two SUVs slammed 

into shoppers gathered at the market in Urumqi, Capital City 
of Xinjiang Uygur Autonomous Region and then exploded. 
At least 31 were killed and more than 90 wounded in the 
attack.
⑵　Around 21:20 at the night of March 1, 2014, more than 10 

masked assailants with knives wearing the same outfits 
hacked innocent people at the square, the booking halls, and 
other locations at Yunnan Kunming Train Station. The violent 
incident caused at least 29 deaths and 113 injuries.
⑶　S/RES/2178 (2014).
⑷　S/RES/2178 (2014), preface.
⑸　S/2014/815, para. 14.
⑹　S/2015/338, para.18.
⑺　S/2015/123, para15.
⑻　S/RES/2178 (2014).
⑼　S/RES/2170 (2014).
⑽　S/RES/2170 (2014).
⑾　S/RES/2178 (2014).
⑿　All these 21 countries are the main countries of origin, 

transfer or target, including Afghanistan, Algeria, Albania, 
Bosnia and Herzegovina, Egypt, India, Indonesia, Jordan, 
Lebanon, Libya, Malaysia, Maldives, Mali, Morocco, Nige-
ria, Palestine, the Philippines, Qatar, Saudi Arabia, Tunisia 
and Turkey.

⒀　S/2015/338.
⒁　the Suggestions on Application of Law in Cases of Violent 

Terrorism and Religious Extremism jointly issued by 
Supreme People’s Court, Supreme People’s Procuratorate 
and the Ministry of Public Security on 9 September 2014 
provides that “forming a terrorist organization” includes 
recruiting terrorists.
⒂　The article provides that if a criminal act or its conse-

quence takes place within the territory or territorial waters or 
space of the People’s Republic of China, the crime shall be 
deemed to have been committed within the territory and ter-
ritorial waters and space of the People’s Republic of China.

⒃　The article provides that individuals who engage in terror-
ist activities refer to anyone who plans to, makes preparations 
for and perpetrates terrorist acts.
⒄　The original article provides that whoever, in violation of 

the laws or regulations on administration of the national bor-
der (frontier), illegally crosses the national border (frontier), 
if the circumstances are serious, shall be sentenced to fixed-
term imprisonment of not more than one year, criminal 
detention or public surveillance and concurrently sentenced 
to a fine. It contains no aggravating circumstances.
⒅　The article provides that an accomplice refers to any per-

son who plays a secondary or auxiliary role in a joint crime. 
An accomplice shall be given a lighter or mitigated punish-
ment or be exempted from punishment.
⒆　The article provides that an offender who prepares for a 

crime may, in comparison with one who completes the crime, 
be given a lighter or mitigated punishment or be exempted 
from punishment.
⒇　S/2015/338, p15.
21　S/2015/338, p.27.
22　S/2015/338, p.16.
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Introduction
The Vajraḍākamahātantra (abbr. Vajraḍāka) is a scripture belonging to the Buddhist Cakrasaṃvara (or 
-śaṃvara) cycle, and can be considered to have been compiled in around the tenth century.1 This paper 
intends to provide the first critical editions of Sanskrit texts of the eleventh and fifteenth chapters 
(paṭala) of the Vajraḍāka as well as a preliminary analysis of their contents.2 Critical editions of their 
Tibetan translations are also provided here as a backup material.

The titles of the eleventh and fifteenth chapters are respectively "All illusions’ manifestation (in 
the form of an inner fire, cakras, channels, and so on in the body)" (sarvamāyāvikurvita) and “The 
appearance of the threefold body (in the form of cakras and so on), the appearance of the the continu-
ous series of mantra (as letters visualized on the cakras and in channels), and the deception of 
untimely death (viz., a practice to avoid untimely death)” (kāyatrayodayamantratantrodayākālamṛtyu-
vañcana). The main topic of these two chapters is the psychosomatic yoga, in which a practitioner 
visualizes an inner fire, cakras (cakra), channels (nāḍī), and mantras (or letters) in his body. In his 
Vivṛti (“commentary”)3 on the Vajraḍāka, Bhavabhadra names this yoga “Subtle yoga” (phra mo'i rnal 
'byor, whose Sanskrit can be supposed to be sūkṣmayoga) probably because the inner fire, cakras, and 
channels are elements that constitute one’s subtle body (sūkṣmaśarīra), which is an invisible collective 
body of the mental and physical functions that frames the individuality of each practitioner’s existence.

1.  Manuscripts and Methodology Employed in This Edition
There are two Sanskrit manuscripts of the Vajraḍāka that are available. My edition of the eleventh and 
fifteenth chapters is based on these two manuscripts.

Examples of the Subtle Yoga in the Vajraḍākatantra
― Critical Editions of the Vajraḍākatantra Chapters 11 and 15

Tsunehiko SUGIKI

──────────────────
  1  As for the date of compilation of the Vajraḍāka, see Sugiki (2007) 12-21, 104-107. Judging from the borrowing 

and lending relations of lines between Sanskrit scriptures, the Vajraḍāka could be supposed to come after the 
Herukābhidhānatantra (also named Cakrasaṃvaratantra) (around the 9th century), the rise of the Ārya school of 
the Guhyasamāja cycle (the 9th century), and the instruction of the Kaula system of holy sites (the 22nd chapter) 
of the Kubjikāmatatantra (arround the 9th century), and be safely stated to come before the Muktāvalī of 
Ratnākaraśānti (the 11th centuries), and the Ḍākārṇavatantra (belonging to the latest stage of the Cakrasaṃvara 
scriptural cycle).

  2  Critical editions of some chapters of the Sanskrit Vajraḍākatantra have been published in Sugiki (2002) (chaps 
1 and 42), Sugiki (2003) (chaps 7, 8, 14, 18, 22, 36, and 38), Sugiki (2008) (chaps 44 and 48), and Sugiki (2016: 
forthcoming) (chap 19).

  3  The rGyud kyi rgyal po chen po dpal rdo rje mkha’ ’gro zhes bya ba’i rnam par bshad pa (whose Sanskrit title 
given in the translation is Śrīvajraḍākanāmamahātantrarājasya vivṛtti) of Bha ba bha dra (Bhavabhadra), Tib: D, 
Tohoku no. 1415, 72b2.
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C:   The Asiatic Society of Bengal, Kolkata (Calcutta), Śāstrī catalogue (A Descriptive Catalogue 
of Sanskrit Manuscripts in the Government Collection under the Care of the Asiatic Society of 
Bengal, Vol. 1, 1917, Calcutta) no 72, Accession no G3825 (Chapter 11: 33r6-34v3, Chapter 
15: 38r6-39v3), palm leaf (126 leaves), undated, old Newar script of 14-15 centuries.

T:   The library of the University of Tokyo, Tokyo, Matsunami catalogue (A Catalogue of the 
Sanskrit Manuscripts in the Tokyo University Library, 1965, Tokyo) no 343, 44b1-48b3 (Chap-
ter 11: 30v4-31v7, Chapter 15: 35r5-36v7), palm leaf (108 leaves), dated NS 291 (1171 CE), 
old Newar script.

The text of their Tibetan translation (abbr. Tib) here edited is based on these two versions:

D:  A version in the sDe dge edition, Tohoku university catalogue no 370, Chapter 11: 
33r1-34v6, Chapter 15: 38r1-39r5.

P:   A version in the Peking edition, Otani university catalogue no 18, Chapter 11: 261v2-263r1, 
Chapter 15: 266v7-268r5.

As an Indian commentary on the Vajraḍāka, I used Bhavabhadra’s Vivṛti (Only its Tibetan transla-
tion is available ― Tib: sDe dge edition [Tohoku no. 1415] Chapter 11: 72v1-78v4, Chapter 15: 
88v6-96v1).

One passage in the eleventh chapter and most passages in the fifteenth chapter of the Sanskrit 
Vajraḍāka closely resemble those found in several other works whose Sanksrit manuscripts or editions 
are available. Those works are the Hevajratantra (abbrev. Hevajra), Chapter 1 of Part I; the 
Herukābhidhānatantra (also named Cakrasaṃvara or Laghusaṃvara: abbrev. Herukābhidhāna), Chap-
ter 35; the Sādhananidhi of Kambala (a commentary on the Herukābhidhāna: abbrev. Sādhananidhi), 
Chapter 35; the Sampuṭodbhavatantra (abbrev. Sampuṭodbhava), Sections 3 and 4 of Chapter 6; the 
Śrīcakrasaṃvarasādhana of Kṛṣṇācārya; and the Vasantatilakā of Kṛṣṇācārya, Chapter 10. In order to 
edit the Sanskrit text of the Vajraḍāka, I draw on Sanskrit manuscripts and editions of those works. (I 
have noted the parallel passages found in those works in the Notes (Sanskrit Parallels) section of the 
present paper.) The used Sanskrit manuscripts and editions of these works are as follows:

Hevajra: Skt ed., Snellgrove (1959) and Tripathi and Negi (2001).
Herukābhidhāna: Skt ed., Gray (2012).
Sādhananidhi: Skt ms., NGMPP Reel no. B31/20. Skt ed., my unpublished edition.
Sampuṭodbhava: Skt mss., L: Cowell and Eggeling (1876) catalogue no. 37 and To: Matsunami 

(1965) catalogue no. 428. Skt ed., my unpublished edition.
Śrīcakrasaṃvarasādhana: Skt ed., Sugiki (2000).
Vasantatilakā: Skt ed., Rinpoche and Dwivedi (1990).

All these works belong to the traditions of Buddhist Yoginītantra literature.
Some grammatical peculiarities are found in the eleventh and fifteenth chapters of the Vajraḍāka. 

They occur to accommodate the meter:

vidhīyate (11.3b) for some active form of the same verb; mudrābhi (11.13a) for mudrābhiḥ; 
vyāghracarmāvṛtā kaṭiḥ (11.20b) for vyāghracarmāvṛtakaṭiḥ; -dhvanibhi nādataḥ (15.9d) for 
-dhvanibhir nādataḥ; kala- (15.12b) for kalā-; tantu (15.13b) for tantubhir; dvau (15.14a) for 
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dvābhyāṃ; pāśa (15.16d) for pāśena; and khaṭvāṅga (15.33b) for khaṭvāṅgaṃ.

However, there are also verses in the edited chapters in which the metrical rule is not strictly fol-
lowed. Overs or shorts of syllable, wrong application of a long or short syllable, or the omission or 
addition of a pāda often occur in verses in Buddhist Tantric scriptures.4 In the edition, I have indicated 
hypermetrical pādas, hypometrical pādas, and other unmetrical pādas (i.e., verses in which a heavy or 
light syllable is wrongly applied) by signs “e,” “o,” and “u,” respectively. I have shown the omission 
or addition of a pāda by “◊” (representing the place of pāda division). Although these irregularities 
make the analysis of meter difficult, all verses in the edited chapters can be considered to be śloka. 
Among those that are not unmetrical, most verses are pathyā, and pādas 11.3c, 11.19c, 11.19e, 15.14a, 
and 15.16c are ra-vipulā.

Signs used in the editions are as follows:

ac      ante correction
add.     added in
cf.     confer
conj.    conjecture
corr.    correction of orthographical variants
em.     emendation
m.c.     metri causa
n.e.     no equivalent in
om.     omitted in
pc      post correction
r      recto
v      verso
-m     hiatus-filling m
◊      marks pāda division (pāda ◊ is odd pāda, and ◊ pāda is even pāda)
pādae    hypermetrical pāda
pādao    hypometrical pāda
pādau    other unmetrical pāda
..      an akṣara illegible due to blurring
.      part(s) of an akṣara illegible due to blurring
++     an akṣara illegible due to damage of leaf
+      part(s) of an akṣara illegible due to damage of leaf
’      avagraha (in Sanskrit)
‹ ›      contain akṣaras added in manuscript
{ }     contain akṣaras cancelled by means of small stroke(s)
{{ }}    contain akṣaras cancelled by erasure
< >     contain emendational additions
ˎ      virāma
ʘ      string-hole
˅      kākapāda added at the top of the line

──────────────────
  4  With regard to the metrical irregularities found in the Buddhakapālatantra (a Buddhist Tantric scripture), see 

Luo (2010) xliii-xliv.
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˰      kākapāda added at the bottom of the line
/      daṇḍa or shad
//      dvidaṇḍa or nyis shad
¦      line-filling sign (broken daṇḍa)
*word(s)   Sanskrit word(s) reconstructed from Tibetan translation
† word(s) †  Sanskrit word(s) which do(es) not make sense to the editor

In footnotes the accepted readings are marked by a lemma sign ‘]’. This is followed by variant 
readings (including a Tibetan translation suggesting a variant Sanskrti reading), which are divided by 
semicolon ‘;’, and parallels in other work (if they can be found). For example, “prasiddhikarā- ] T; 
prasiddhakarā C. cf. prasiddhikarā Herukābhidhāna (35.2a)” in the Sanskrit edition of the Vajraḍāka 
(15.1c) means: “I have accepted T’s reading ‘prasiddhikarā’; I have not accepted C’s reading 
‘prasiddhakarā’; and it is ‘prasiddhikarā’ in the parallel verse found in the Herukābhidhāna (chapter 
35, verse no. 2a).”

Punctuation as well as division into verses or paragraphs is editorial. I used daṇḍas, double 
daṇḍas, and commas as punctuation marks. I have not reported conventional daṇḍas except for those 
suggesting a different syntactical interpretation. I have consistently applied the classical rules of san-
dhi except for cases in which the rules are not followed to accommodate the meter. Orthographical 
variants that I have not reported are: gemination of consonants after –r, degemination of t before –v, 
nonoccurrence of avagraha, and nonapplication (or misapplication) of sandhi, except for those sug-
gesting a possibility of different interpretation. However, when they appear in the apparatus, I have 
noted them. I have corrected all the words ūrddha to ūrdhva without report.

2.  Contents of Chapters 11 and 15 of the Vajraḍāka
Let us overview the contents of chapters 11 and 15 of the Vajraḍākatantra. Since descriptions in these 
chapters are not detailed, we investigate comments and interpretations in the Vivṭti chapters 11 and 15, 
too.

2.1.  Chapter 11
The eleventh chapter consists of two instructions: (I) the yoga of cakras and channels in the body of a 
practitioner, which is named "subtle yoga" in the Vivṛti and (II) practices of attraction (ākarṣaṇa) 
based on the "subtle yoga." They can be summarized as follows:

(I) 11.1-17: The subtle yoga
11.1-2:

The text mentions the name and functions of an inner fire. The fire is named "Mahāmāyā" (“great 
illusion,” which is also a name of the consort of Vajraḍāka). It is also called "Mahāvidyottamā" (“the 
highest of the great Vidyās”). It is a Vidyā (“knowledge”) that brings the supreme perfection 
(paramasiddhividyā) (and the “supreme perfection” means the state of the Buddha according to the 
Vivṛti [72b3]). It produces all powers, or virtues, that Lord is complete with (sarvaiśvaryakārikā), and 
it subjugates all creatures (sarvasattvadamanī).
11.3-6:

The text explains characteristics of the emanation cakra (nirmāṇacakra) in the navel area as well 
as characteristics of the inner fire named Mahāmāyā that appears on the emanation cakra. The Vivṛti 



43

Examples of the Subtle Yoga in the Vajraḍākatantra

says that the emanation cakra is of the shape of a lotus of sixty-four petals; the letter Aṃ (viz., the let-
ter A with the candra-bindu above its head) is placed on a moon disk at the center of the lotus; the 
bindu of the letter Aṃ blazes in the form of a white fire; the eight groups of letters of the Sanskrit 
alphabet (viz., the A-group, Ka-group, Ca-group, Ṭa-group, Ta-group, Pa-group, Ya-group, and 
Śa-group) are respectively put on a moon disk on eight petals of the lotus that face the eight directions 
(viz., the four cardinal directions and four intermediate directions); and the lotus, its petals, and the 
letters are all looking upward (73v2-v5).
11.7-9ab:

The text explains characteristics of the dharma cakra (dharmacakra) in the heart. According to 
the Vivṛti, the dharma cakra is white; it is of the shape of a lotus of eight petals; the letter Hūṃ (look-
ing downward) is placed on a moon disk at the center of the lotus; the letters Aṃ, Iṃ, Uṃ, and Eṃ (all 
looking downward) are put on four petals that face the four cardinal directions; and the letters Ya, Va, 
Ra, and La are placed on the other four petals that face the four intermediate directions (74r7-v1).
11.9cd-10:

The text explains characteristics of the enjoyment cakra (sambhogacakra) in the throat. Accord-
ing to the Vivṛti, the enjoyment cakra is red; it is of the shape of a lotus of sixteen petals (looking 
upward); the letter Oṃ (looking downward) is placed on a moon disk at the center of the lotus; the let-
ters Āṃ, Īṃ, Ūṃ, and Aiṃ (all looking downward) are put on the petals that face the four cardinal 
directions; and the letters Ya, Ra, La, and Va are placed on the petals that face the four intermediate 
directions (74v2-v4).
11.11-13ab:

The text explains characteristics of the great bliss cakra (mahāsukhacakra) in the head. Accord-
ing to the Vivṛti, the great bliss cakra is of the shape of a lotus of thirty-two petals of various colors; 
sixteen of the thirty-two petals look upward and the other sixteen downward (that is, an upward petal 
and a downward petal are arranged alternately); the letter Haṃ (looking downward) is located on a 
moon disk at the center of the lotus; and the sixteen vowels with the candra-bindu above their heads 
(viz., Aṃ, Āṃ, Iṃ, Īṃ, Uṃ, Ūṃ, Ṛṃ, Ṝṃ, ḷṃ, ḹṃ, Eṃ, Aiṃ, Oṃ, Auṃ, Aṃ, Aḥ) are put on the six-
teen petals that look downward (75r2-r3).
11.13cd-17ab:

Further explanations are given to the yoga described above. For a practitioner who performs this 
yoga, there are no external practices of observance (vrata), rosary (akṣasūtra), mantra, keeping 
(dhāraṇa), or fire ritual (homakarma). This yoga consists in mandalas of mantra (mantramaṇḍala), 
their forms (saṃsthāna), and the dharma (dharma). According to the Vivṛti, they indicate the four 
cakras (on which letters are arranged), their lotus forms, and the “keeping” (’dzin pa = *dhāraṇa) 
(which means going and coming of rays projected from letters inside the body), respectively (75r7-
v1). If he performs the yoga for six months, he will be equal to Vajrasattva.
11.17cd:

It is informed that all above were taught by the Lord, who is the Vajra-holder (vajrin), Vajraḍāka, 
and the Supreme Bliss (paraṃ sukham).

(II) 11.18-37: Practices of attraction based on the body theory of the subtle yoga
11.18-21:

The text explains a practice of attracting a particular person. The Vivṛti interprets the instruction 
as follows ― Having practiced preparatory meditations (such as making offering to masters, confes-
sion of sins, and so on) and having contemplated that everything is empty, a practitioner visualizes Mt. 
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Sumeru and meditates that he is manifested as the Goddess Mahāmāyā: She is manifested from a rope 
developed from the letter Maṃ (which is dark blue and whose rays are reddish) surrounded by the 
vowels and consonants on a moon disk, which was produced from the letter A on the origin of exis-
tences (dharmodaya, namely, the bhaga) placed at the center of a lotus of eight petals in a divine castle 
that was developed from the letter Bhrūṃ on the summit of Mt. Sumeru. Mahāmāyā is dark-blue, 
emits dark-blue fires, is of one face with three eyes and of four arms, makes her yellow hair stand on 
end, is adorned with all good ornaments, wears a tiger skin on her waist, holds a rope, a hook, a bow 
and an arrow, and stands in the shooting posture (g’yon brkyang gis bzhugs pa, *pratyālīḍhapada). He 
visualizes eight goddesses standing in the same shooting posture on the eight petals of the lotus in a 
divine castle. Then he keeps meditating them with the mantra "oṃ aṃ maṃ hūṃ." Subsequently, he, 
who is Mahāmāyā, visualizes in his heart the letter for paying homage (phyag 'tshal ba'i yi ge, which, 
I guess, is the letter Aṃ because the text says ādi-akṣara [11.21b]), whose color is reddish sapphire. 
Then he meditates that the letter emits a ray whose color is reddish sapphire; the ray goes out of his 
body through his right nostril; the ray goes into the body of the targeted person (viz., the person whom 
he wants to attract) through his/her left nostril; the ray captures the target's consciousness (rnam par 
shes pa, *vijñāna, which is red and is of the size of a barley grain) in his/her heart; the ray holding the 
target's consciousness goes out of his/her body through the right nostril; the ray comes back into the 
practitioner's body through his left nostril; the ray proceeds to the practitioner's heart and makes the 
target's consciousness absorbed into the practitioner's consciousness; and the target's body is carried 
to his front with the wind of a wind disk. By this meditation, he can actually make the targeted person 
come to him. (76r5-77r2)
11.22-25:

The text explains a practice of attracting any ones (such as humans, Brahman, Viṣṇu, Rudra, and 
other superhuman beings) dwelling in the three worlds. In the Vivṛti, this practice is named "Attraction 
to the feet" (rkang pas dgug pa, *pādākarṣaṇa) (77v1 and 77v2)5 and interprets the instruction as fol-
lows ― Having meditated that he is Mahāmāyā, the practitioner visualizes the letter Āḥ (which is red) 
on a moon disk in his heart. By means of a ray projected from the letter Āḥ, he draws the conscious-
ness of anyone in the actual three worlds (i.e., heaven, earth, and underground) into his body in the 
same way as the practice of attraction of a particular person explained earlier. (77r2-v1)
11.26-27ab:

The text gives an instruction of a practice of attracting a "lump" (piṇḍākarṣaṇa). In the Vivṛti, the 
instruction is interpreted as follows ― Having meditated that he is Mahāmāyā, a practitioner contem-
plates that the targeted person rides on a fire disk, is urged and drawn by the wind of a wind disk, is 
locked by an earth disk, and is washed with water of a water disk. Subsequently, he visualizes a wind 
disk, a water disk, a fire disk, and an earth disk in the head, throat, heart, and abdomen of the target's 
body, respectively. Then he visualizes the letter Maṃ on each of the four body areas of the target and 
recites it. By this practice, he can actually attract the targeted person. (77v1-v5) (Probably the word 
"lump" means the target's body.)
11.27cd-30:

A practice of attracting semen (śukrākarṣaṇa) is explained. The Vivṛti interprets the instruction 
as follows ― A practitioner meditates that he is Vajraḍāka residing at the center of a lotus of eight 
──────────────────
  5  This name "Attraction to the feet" appears to be derived from the term pādākarṣaṇa (which is a name of a 

deity born from the soles of the feet of Vajrapāṇi), whose function is to draw Maheśvara and his consort to the 
soles of the feet of Trailokyavijaya ("subjugator of the three worlds," the terrifying form of Vajrapāṇi) for subju-
gation under the feet. (The Sarvatathāgatatattvasaṃgrahasūtra, Skt ed. (Horiuchi 1983), chapter 6, 720-723.)



45

Examples of the Subtle Yoga in the Vajraḍākatantra

petals. Vajraḍāka is manifested from the imperishable letter Hūṃ, is white, is of four faces, holds a 
vajra (vajra), a staff (khaṭvāṅga), a skull bowl (kapāla), and a cup (caṣaka, which indicates a skull 
bowl in the form of an oyster shell), and has a crescent moon on his head. He also meditates that four 
goddesses (viz., Pātanī, Māraṇī, Ākarṣaṇī, and Narteśvarī) reside on four petals of the lotus that face 
the four cardinal directions. Subsequently, he draws in meditation the targeted person by means of four 
disks of the four elements (viz., wind, fire, earth, and water) in the same way as in the practice of 
attraction of a lump described earlier. Then he contemplates that he produces a circle of Yoginīs, per-
forates the forehead of the target, draws the target's semen through the forehead, and puts the target's 
semen into the skull bowl in his hand. (77v5-78r3)
11.31-33ab:

The text explains a practice of attracting liquor (madyākarṣaṇa). The Vivṛti interprets the instruc-
tion as follows ― A pracititioner meditates that he is Lord (whose name is not given) born of the 
letter Vi placed at the center of a vajra. The Lord is yellow, is of four faces and four arms, wears a 
crown made of skulls on his head, holds a rope to which a vajra mark is attached (vajrapāśa) with one 
of the left hands that assumes the finger-threatening posture (tarjanī) and a skull bowl with the 
remaining left hand, has a blazing vajra and a hook in his right hands, and is of the face of a horse. 
Then he draws liquor to him. (It is not explained in detail how he draws liquor.) (78r3-r6)
11.33cd-36:

A practice of attracting blood (raktākarṣaṇa) is explained. In the Vivṛti it is interpreted as follows 
― A practitioner meditates that he is Vajraḍāka. Vajraḍāka is born of a Vajra-sword developed from 
the letter Raṃ surrounded by the vowels and consonants, is red, wears a garland made of skulls, is 
adorned with all good ornaments, is of four faces and four arms, and is of the face of a jackal, and 
holds a staff, a skull bowl, a Vajra, and a sword. He is surrounded by the four Yoginīs (viz., Pātanī and 
other three), who all have the face of a jackal, and by skull bowls. Subsequently, he visualizes the tar-
geted person and perforates the chest of the target with the weapons that he holds. Then he, together 
with the Yoginīs, sucks the target's blood through the perforated area of the target’s body until the tar-
get becomes dried up. (78r6-v3)
11.37:

It is informed that all above were taught by the Lord, who is the Vajra-holder, Vajrasattva, a 
Tathāgata, and Vajraḍāka (who is the fusion of all Ḍākinīs).

2.2.  Chapter 15
The fiftheenth chapter consists of two topics: (I) the yoga of cakras and channels in the body of a prac-
titioner, i.e., the subtle yoga, and (II) a practice of deceiving untimely death (akālamṛtyuvañcana).

(I) 15.1-32: The subtle yoga. Characteristics of the four cakras described in the Vivṛti are the same as 
those in the eleventh chapter.
15.1-2ab:

The text gives a brief description of the function of mantras (letters) that are visualized on cakras 
and in channels.
15.2cd-3ab:

Characteristics of the emanation cakra in the navel area are explained.
15.3cd-4ab:

Characteristics of the dharma cakra in the heart are explained.
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15.4cd-5ab:
Characteristics of the enjoyment cakra in the throat are explained.

15.5cd:
Characteristics of the great bliss cakra in the head are explained.

15.6-9ab:
The text explains characteristics of the left channel (which is generally named lalanā) and the 

right channel (generally named rasanā). The left and the right channels are respectively called "moon" 
and "sun." According to the Vivṛti, the left channel runs downward from the great bliss cakra in the 
head to the emanation cakra in the navel area; the right channel runs upward from the emanation cakra 
to the great bliss cakra; and the two channels are connected together in the great bliss cakra and in the 
emanation cakra (92r1-r2). In the two channels, there is a row of the twelve vowels of the Sanskrit 
alphabet (viz., A, Ā, I, Ī, U, Ū, E, AI, O, AU, Aṃ, Aḥ) facing upwards, which are sandwiched between 
two rows of the consonants of the Sanskrit alphabet facing downwards. This is the way the vowels and 
consonants are visualized in the two channels according to the passage in the Vajraḍāka as well as in 
the parallel passages found in the Sādhananidhi and Sampuṭodbhava.6 However, the Vivrti says that a 
row of the twelve vowels sandwiched between two rows of the consonants faces upwards in the right 
channel and faces downwards in the left channel (92r2-r4).
15.9cd-11:

The text explains characteristics of Vajraḍāka. According to the Vivṛti, this passage expounds the 
Luminous ('od gsal ba, *prabhāsvara) (which is a form of the truth taught in esoteric Buddhism) in 
terms of the nature of Vajraḍāka (92v3-v4).
15.12-18:

The text deals with the yogic union of the “wisdom” (prajñā) and the “means” (upāya). The text 
contains several code words, and the Vivṛti gives three interpretations closely related together and one 
interpretation made from a completely different viewpoint. The first interpretation is that the text 
describes a meditation of inner rays, in which the letter Aṃ on the emanation cakra (representng 
Lordess) and the letter Haṃ on the great bliss cakra (representing Lord) are linked together by means 
of rays projected from these two letters (93v3-v6). The second interpretation is that the text describes 
a physical practice of sexual yoga between a male practitioner and his female partner (93v6-94r2). 
The third interpretation is that the text explains the Fourfold Bliss (viz., the ānanda, paramānanda, 
viramānanda, and sahajānanda) (94r3-v5). The fourth interpretation is that the text explains a practice 
of attracting a person by meditating any appropriate goddess (such as Pātanī and others), who holds a 
rope, a hook, a vajra, and a pestle (muṣala) in her hands and who takes the target's consciousness and 
carries it to the practitioner (95v5-v7).
15.19-24ab:

The text describes some aspects of practices centered on the body and the truth that is experi-
enced through the practices.
15.24cd-25:

The text explains a meditation of mantra circulation. The Vivṛti interprets the instruction as fol-
lows ― There are two kinds of practice: (I) good practices (such as pacifying), which bring benefits 
and (II) cruel practices, which give damage to enemies. A practitioner begins (probably in meditation) 
a sexual yoga with an appropriate goddess, and during the sex with her he meditates that a mantra 
bound in a circle circulates between his body and the goddess's body. In good practices, the mantra 

──────────────────
  6  See Notes (Sanskrit Parallels) of the present paper: 15.6cd-8: Sampuṭodbhava and 15.7cd-8: Sādhananidhi.
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goes out of the practitioner's body through his penis, comes into the goddess's body through her 
vagina, goes out of the goddess's body through her mouth, and comes back into the practitioner's body 
through his mouth. In cruel practices, the direction of the circulation of mantra is reversed 
(95v7-96r4).
15.26-32:

The text details the yoga of the inner fire named Mahāmāyā. A practitioner meditates as follows 
― The inner fire, Mahāmāyā, is ignited on the circle in the navel area (viz., the emanation cakra) with 
the wind of karma (karmamāruta). The fire is a hundred-thousandth of the point of a hair in size, and 
it looks like a mass of flashes of lightening. The fire blazes upward, enters the dharma cakra in the 
heart, and burns (letters put on) the dharma cakra. Then the fire passes the enjoyment cakra in the 
throat, and it goes out from the body both through the right nostril and through between the eyebrows. 
Subsequently, the fires spread and go into the bodies of Buddhas and Bodhisattvas in the ten directions 
through their left nostrils. The fires enter the cakras in the heads (viz., the great bliss cakra) of the 
Buddhas and Bodhisattvas, burn them, (take bodhicittas or amṛtas [immortal nectars] produced in the 
great bliss cakras in the heads of the Buddhas and Bodhisattvas,) and go out from their bodies. The 
fires (holding bodhicittas or amṛtas) come back into the body of the practitioner and enter the great 
bliss cakra in his head. Then the bodhicittas, or amṛtas, drip from the great bliss cakra to the dharma 
cakra and cause the experience of bliss of the burnt letters (which represent the Five Buddhas). Finally 
they drip into the emanation cakra and reside there. This is the whole process of the yoga described in 
the text. The Vivṛti comments that it is a form of the yoga of Caṇḍālī (96r4-r5). The Sampuṭodbhava 
and Kṛṣṇācārya's Vasantatilakā have almost the same teachings.7 The fire is named "Nairātmyā" in the 
former scripture and "Vārāhī" in the latter scripture.8

(II) 15.33: A practice of deceiving untimely death. According to the Vivṛti, a practitioner visualizes 
any appropriate goddess (such as Pātanī and so on) who holds a staff and a skull bowl filled with the 
fivefold immortal nectar. The practitioner asks the goddess for the nectar, receives and drinks it, and 
recites mantras such as "kara kara"9 and others taught in this tradition. By this practice, he is released 
from untimely death.

15.34: It is informed that all above were taught by the Lord, who is the Vajra-holder, Vajrasattva, a 
Tathāgata, Vajraḍāka (who is the fusion of all Ḍākinīs), and the Supreme Bliss.

3.  A Critical Edition of the Sanskrit Texts of Chapters 11
athātaḥ sampravakṣyāmi /1/10 paramasiddhividyā mahāmāyā nāma mahāguhyeśvarī /11 

sarvaiśvaryakārikā sarvasattvadamanī priyā /12 eṣā mahāvidyottamā nāma paramadurlabhā /2/13

ādau dharmodayaṃ dhyātvā ◊ paścān nyāsaṃ vidhīyate /14

──────────────────
  7  See Notes (Sanskrit Parallels) of the present paper: 15.26-32: Sampuṭodbhava.
  8  Contents of this yoga found in these scriptures have been analyzed more in detail in Sugiki (2007) 295-309.
  9  The mantra kara kara is a part of the fundantal mantra (mūlamantra) of Heruka and is also a mantra of 

Khaṇḍakapālin, who is the first of the twenty-four male deities (vīra or “hero”), in the Cakrasaṃvara Buddhist 
tradition.

 10  athātaḥ ] em. (de nas Tib); athāta C; om. T.
 11  This sentence, which I edited as a prose, may be an unmetrical śloka. It is a verse in Tib.
 12  This sentence, which I edited as a prose, may be an unmetrical śloka. It is a verse in Tib.  sarvaiśvarya- ] T; 

sarveśvarya C.  -damanī ] conj.; damani CT.  priyā ] T; priyāḥ C; gnyen Tib and Vivṛti (72b6).
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ādisvaraṃ binduyuktaṃ ◊ padmasyopari saṃsthitam //3//15

śvasanaṃ tu bhaved devi ◊ ucchvāsaṃ kurute sadā /16

jvālāmālārṇavaṃ śobhaṃ ◊ visphurantaṃ samantataḥ //4//17

bhāvayec candramadhye tu ◊ viśvagranthimahodaye /18

prāpnuyāt sarvagāmitvaṃ ◊ buddhatvam iha durlabham //5//19

tad eva rahitaṃ nityam ◊ anakṣaram anāvilam /20

bodhicittam iti khyātaṃ ◊ śaṅkhakundendunirmalam //6//21

svahṛnmadhyagataṃ padmam ◊ aṣṭapattraṃ suśobhanam /22

tasya madhyagataṃ bījaṃ ◊ sravat tuṣārasaṃnibham //7//23

nyased akṣaravinyāsaṃ ◊ hakāraṃ paramaṃ śivam /24

ṣaṣṭhasvarasamāyuktaṃ ◊ bindunā ūrdhvabhūṣitam //8//25

niśvāsaṃ kurute yogī ◊ bhāvābhāvavivarjitam /26

kaṇṭhamadhye sthitaṃ padmaṃ ◊ raktavarṇasamaprabham //9//27

tasyendubindusaṃyuktam ◊ /28

trayodaśasvareṇāḍhyaṃ ◊ plutaṃ tat prakīrtitamo //10//29

mastiṣkaṃ tu śiromadhye ◊ bindurūpo hy anāhataḥ /30

atasīpuṣpasaṃkāśaṃ ◊ lambamānam adhomukham //11//31

sravad amṛtarūpeṇa ◊ vyavasthitam aharniśam /32

ādau cakraṃ dhyātvā viśiṣṭae-◊-svaravarṇaprayojitam //12//33

──────────────────
 13  This sentence, which I edited as a prose, may be an unmetrical śloka. It is a verse in Tib.  mahāvidyottamā ] 

conj.; mahāvidyottamo CT; rig pa dam pa mchog Tib. cf. rig pa chen po'i mchog Vivṛti (72b7).  -durlabhā ] conj.; 
durlabhaḥ C; durlabhaṃ T.  The sentence (11.2), which I edited as a verse, may be prose. It is a verse in Tib.

 14  dharmodayaṃ ] T; dharmodayān C.  dhyātvā ] C (bsam Tib); jñātvā T.  vidhīyate (m.c. for some active form of 
the same verb) ] CT.

 15  binduyuktaṃ ] conj. (m.c.); biṃdunā yuktaṃ C; bindunā yuktaṃ T.
 16  śvasanaṃ ] corr. (dbugs Tib); svasanaṃ C; svaʘsanaṃ T.  tu ] T; om. C.  bhaved ] C; bhad T; ngo bo ste Tib.  

devi ] CT; n.e. Tib.  ucchvāsaṃ ] em. ('byung ba Tib); uta svāsaṃ C; usvāsaṃ T.
 17  jvālāmālārṇavaṃ ] em,; dvālāmālārṇṇavaṃ C; jvālāmālina T; 'bar ba'i phreng bas Tib and Vivṛti (73b4).  

śobhaṃ ] T; sobhaṃ C; mdzes pa'i mdog Tib and Vivṛti (73b4).  visphurantaṃ ] em. (rnam par 'phro Tib); visphu-
ranta C; vispharantam T.  samantataḥ ] C (phyogs kun tu Tib); iva sthitaṃ T.

 18  candra- ] T (zla ba Tib); cakra C.
 19  iha ] C; iva T; 'di ni Tib.  For the last pāda, the Vivṛti gives 'di ni sangs rgyas ltar rnyed dka' (73b6).
 20  tad eva rahitaṃ ] C ('di nyid spangs pas Tib); om. T.  nityam ] corr. ('gyur med Tib); nityamm C; om. T.  

anakṣaram anāvilam ] C (yi ge med and rnyog pa med pa Tib); om. T.
 21  iti ] CpcT (zhes Tib); ati Cac.
 22  -pattraṃ ] C; patra T.  suśobhanam ] T; susobhanaṃ C.
 23  madhya- ] T; madhye C.  sravat ] em. ('dzag pa Tib); śravatya C; sravaṃ T.  tuṣāra- ] C (gangs Tib); tu sāra T.
 24  ha- ] T (ha Tib); haṃ C.  paramaṃ ] T; parama C.
 25  ṣaṣṭhasvara- ] corr. (dbyangs yig drug pa Tib); ṣaṣṭisvara C; ṣaṣṭaśvara T.
 26  niśvāsaṃ ] corr. (dbugs rdub Tib); nisvāsaṃ CT.  bhāvābhāva- ] C (dngos dang dngos med Tib); bhācābhāva T.  

-vivarjitam ] T; vivajjitam C.
 27  kaṇṭha- ] CT; rang gi mgrin Tib and Vivṛti (74b2).  -madhye ] C; madhya T.  padmaṃ ] C; padma T.
 28  -bindu- ] T (thig le Tib); om.C.  -saṃyuktam ] T; saṃyukta C.
 29  -ṇāḍhyaṃ ] T; ṇāḍhya C.  plutaṃ ] CT; pu lu ta Tib.
 30  mastiṣkaṃ ] em. (klad pa Tib); mastikaṃ CT. cf. mastiṣkaṃ Sampuṭodbhava (6.3.8c).
 31  atasīpuṣpa- ] corr.; aʘtasīpuspa C; atasipuṣpa T; a ta sa yi me tog Tib. cf. a ta sā yi me tog Vivṛti (74b5-b6).  

-saṃkāśaṃ ] C; saṃkāśa T.  lambamānam adhomukham ] C; lambamānām adhomukhā T.
 32  sravad ] em. ('bab pas Tib); śravaṃttam C; śravantam T. cf. sravad Sampuṭodbhava (6.3.11a).  aharniśam ] corr. 

(nyin dang mtshan du Tib); arhanisaṃ C; maharniśaḥ T.
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svābhir mudrābhi saṃyuktā ◊ buddhabodhipradāyakāḥ /34

na tasya vratam ākhyātaṃ ◊ nākṣasūtramantradhāraṇame //13//35

homakarma yathoddiṣṭaṃ ◊ nivartate parāparam /36

mantramaṇḍalasaṃsthāna-◊-dharmātmā yoga iṣyate //14//37

sevitavyā ime sevyā ◊ nirviṣīkṛtya yatnataḥ /38

bhavabhogaparā divyā ◊ bhavabhāvaparātmakaḥ //15//39

trividhena tu jñānena ◊ bhavadoṣair na lipyate /40

evam abhyasate yogī ◊ nityaṃ satatam eva ca //16//41

ṣaṇmāsābhyāsayogena ◊ vajrasattvasamo bhavet /42

ity āha bhagavān vajrī ◊ vajraḍākaḥ paraṃ sukham //17//43

bhāvayed bhagamadhye tu ◊ sampūrṇacandramaṇḍalam /
tasya madhyagataṃ bījaṃ ◊ nīlāruṇasamaprabham //18//44

nīlajvālākulā divyā ◊ nīlapaṅkajasaṃnibhā /45

caturbhujā ekavaktrā ◊ trinetrā piṅgalordhvakeśajāe //19//46

sarvālaṃkārabhūṣitā ◊ vyāghracarmāvṛtā kaṭiḥ /47

pāśāṅkuśadharā divyā ◊ dhanurbāṇākarṣaṇā parāe //20//48

indranīlasamāyuktam ◊ ādi-akṣarabhāvanā /49

yasya vidyāṃ prayuñjīta ◊ kṣipram ānayate kṣaṇāt //21//50

raktavarṇaṃ tato dhyātvā ◊ paścād dhyānaṃ vidadhītau /51

kalādvitīyasaṃyuktaṃ ◊ bhāvayed bhuvanatrayam //22//52

──────────────────
 33  -varṇa- ] C; varṇṇe T.  -prayojitam ] T; prayojitā C.
 34  svābhir ] em.; svābhi CT.  mudrābhi (m.c. for mudrābhiḥ) ] C ; mudrā T.  -pradāyakāḥ ] conj.; pradāyakā C; 

pradāyikā T.
 35  nākṣasūtra- ] T; nākṣasūtran C.  -mantra- ] T; na mantra C; sngags rnams dang Tib.
 36  yathoddiṣṭaṃ ] em.; yaddiṣṭan C; yathodiṣṭaṃ T; n.e. Tib.  parāparam ] CpcT; paraparam Cac; gcig nas gcig tu 

Tib. cf. gcig nas gcig tu (and its meaning rim gyis) and gzhan dang gzhan (and its meaning phyi rol) Vivṛti (75a5).
 37  -saṃsthāna- ] C (dbyibs Tib); sasthānaṃ T.  -dharmātmā ] C; dharma T; chos dag Tib.  yoga ] CT; sbyor ba 

rnam gsum zhes Tib.
 38  nirviṣī- ] C (dug med Tib); nirviśī T.  yatnataḥ ] T (nan tan du Tib); yantataḥ C.
 39  bhavabhāvaparā-] T (srid pas srid pa mchog gi Tib); bhavabhāvābhavā C.
 40  -doṣair na ] T; doṣena C.
 41  evam ] CT; sbyor ba 'di Tib.  abhyasate ] CTpc (goms byas na Tib); asate Tac.  satatam ] corr. (rgyun du Tib); 

++tatam C; śatatam T.
 42  -bhyāsayogena ] CT; nges par Tib.
 43  vajrī] CpcT; yogī Cac.  -ḍākaḥ ] CpcT; ḍāka Cac.  paraṃ sukham ] T; parasukham C.
 44  madhya- ] C; madhye T.  -gataṃ ] T; gatan C.  nīlāruṇa- ] conj. (sngo zhing cung zad dmar ba Tib); nī++++ṇa C; 

nīlābharaṇa T.
 45  (First) nīla- ] T; om. C; sngon po'i phreng Tib.  divyā ] CT; n.e. Tib.
 46  caturbhujā eka- ] em. (m.c.); caturbhujaika CT.  piṅgalordhvakeśajā (meaning “with her brown hair standing on 

end”) ] T. (mgo skyes kham pa gyen bsgreng zhing Tib); piṅgorddhajā tathā C. cf. mgo skyes kham pa gyen du 
'greng Vivṛti (76b2).

 47  vyāghracarmāvṛtā kaṭiḥ (m.c. for vyāghracarmāvṛtakaṭiḥ) ] em. (rked pa stag gi pags pas dkris Tib); 
vyāghraca++++++kaṭiḥ C; vyāghracarmavṛtā kaṭi T.

 48  divyā ] CT; n.e. Tib.  -karṣaṇā ] C; karṣaṇa T.
 49  -samāyuktam ] CT; lta bu Tib.
 50  vidyāṃ ] em.; vidyā CT.  kṣipram (or kṣaṇāt) ] CT; kun nas Tib.  ānayate ] C; ānayete T; 'grub Tib.
 51  -varṇaṃ ] C; varṇṇa T; n.e. Tib.  tato ] CT; n.e. Tib.  paścād ] C (de nas Tib); paśnyād T.  dhyānaṃ vidadhīta ] 

em.; dhyānaṃ vidadhītˎ C; dhyānaṃ vidīdhīta T; cho ga bzhin du bya Tib and Vivṛti (77a1). There is also a possi-
bility that it is a corruption of vidhīyate, which is metrically better (although grammatically worse).
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sādhyam avabhāsya yatnenae ◊ punar atraiva praveśayete /53

sarve te ca samāyānti ◊ samastaṃ bhuvanatrayam //23//54

brahmā viṣṇus tathā rudra ◊ indrakāmādayo devāḥ /55

ākṛṣṭās te sapatnīkā ◊ akṣarānyonyacoditāḥ //24//56

†tasyaiva bhaga ti jñeyaṃ caryo nāṭakadāyikā† //25//57

tadanantaraṃ
madhyamasyāntasaṃyuktam ◊ /
bindunādasamākrāntaṃ ◊ kāyavākcittasaṃsthitam //26//
bhāvayed bhāvabhāvena ◊ piṇḍākarṣaṇam uttamam /
bhagamadhyagataṃ caiva ◊ cintayej jñānasāgaram //27//58

akṣarākṣaraniṣpannaṃ ◊ śuklavarṇaṃ caturmukham /59

vajrakhaṭvāṅgadharaṃ vīraṃ ◊ candrārdhakṛtaśekharam //28//60

kapālacaṣakaṃ cāpi ◊ bhāvayec chvāsaniścalam /61

anilānalasaṃyuktam ◊ //29//62

māhendravaruṇākrāntaṃ ◊ sphārayet spharaṇātmakam /63

sādhyam ālambya yatnena ◊ śukrākarṣaṇam uttamam //30//64

vikārajñānaniṣpannaṃ ◊ pītavarṇasamaprabham /65

caturbhujaṃ caturvaktraṃ ◊ kapālālaṃkṛtamūrdhajame //31//66

tarjanīvajrapāśaṃ ca ◊ kapālaṃ cāpi vāmataḥ /67

dakṣiṇe tu jvaladvajram ◊ aṅkuśaṃ ca tathā param //32//68

hayākāramukhaṃ kṛtvā ◊ madyākarṣaṇam uttamam /
rakārajñānaniṣpannaṃ ◊
raktavarṇaṃ mahāghoram ◊ //33//69

kapālamālādharaṃ vīraṃe ◊ sarvālaṃkārabhūṣitam /70

──────────────────
 52  -dvitīya- ] C; dvitīyena T.  bhāvayed ] T (bsgom par byed Tib); bhāvayena C.
 53  avabhāsya ] T (snang byas te Tib); avaʘbhāṣya C.  punar atraiva ] T; puna tatraiva C; slar yang de nyid du Tib.
 54  sarve te ] CT; des and sgrub pa po yi Tib.  ca samāyānti ] T; samāyānti ] C; dbang du 'gyur Tib.
 55  brahmā ] C; brahma T.  viṣṇus ] conj.; viṣṇu CT.  devāḥ ] conj.; deva C; devā T.
 56  ākṛṣṭās te ] em.; ākṛṣṭā C; akṛṣṭās te T; 'gugs Tib.  sapatnīkā ] em.; sapatnikāḥ C; sapatnikā T.  -coditāḥ ] C; 

coditā T.
 57  bhaga ti ] T; bhagavati C; bcom ldan Tib. cf. bcom ldan 'das and bcom ldan 'das ma Vivṛti (77a7 and 77b1).  

caryo ] T; caryā C.  -dāyikā ] T; dāyikaṃ C; gtso bo Tib and Vivṛti (77b1).
 58  caiva ] T; vai C.  cintayej ] C; cittayej T.
 59  -niṣpannaṃ ] conj.; niṣpanna CT.
 60  -śekharam ] T (spyi gtsug Tib); sikharam C.
 61  bhāvayec chvāsa- ] corr.; bhāvayetˎ svāsa C; bhāvayet svāsa T.
 62  anilānala- ] C (rlung dang me Tib); anilāna T.  -saṃyuktam ] conj. (yang dag ldan Tib and m.c.) ] samāyuktam 

CT.
 63  -ṇākrāntaṃ ] conj. (mnan pa Tib and m.c.); ṇasamākrāntaṃ CT.  sphārayet ] T (spro Tib); om. C.  -ṇātmakam ] C; 

ṇātmakaḥ T.
 64  uttamam ] conj.; uttamaḥ CT.
 65  vikāra- ] T; cīkāra C; tsi yi Tib. cf rtsi Vivṛti (78a3).  -niṣpannaṃ ] C; niṣpanna T.
 66  -bhujaṃ ] C; bhuja T.  (Second) catur- ] T (bzhi pa Tib); ca tu C.  kapālā- ] CT; thod pa'i phreng bas Tib.
 67  -pāśaṃ ] T (zhags pa Tib); pāsañ C.  vāmataḥ ] C; kāmataḥ T; phyag g'yon na Tib.
 68  dakṣiṇe ] T; dakṣiṇena C.  jvaladvajram ] corr. (rdo rje 'bar ba Tib); jvaladvajram m C; jvālādvakuṃ T.  param 

] T (mchog Tib); p+r+ C.
 69  rakāra- ] C; cakāra T; ra yi Tib. cf. ra'i Vivṛti (78a6).  -niṣpannaṃ ] conj.; niṣpanna CT.  -varṇaṃ ] T; varṇṇa C.
 70  sarvā- ] sarva C.
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caturbhujaṃ caturvaktraṃ ◊ jambūkāsyavirājitam //34//71

khaṭvāṅgaṃ ca kapālaṃ ca ◊ vajrakhaḍgaṃ tathā param /72

sādhyam ālambya yatnena ◊ raktaśobhitavigraham //35//73

sphārayeḍ ḍākinīcakraṃ ◊ cūṣayantyāṃ vibhāvayet /74

sūkṣmavajraprabhāvena ◊ raktākarṣaṇam uttamam //36//75

ity āha bhagavān vajrī ◊ vajrasattvas tathāgataḥ /
sarvamāyāsamāyoga-◊-vajraḍākaḥ prasidhyati //37//

iti sarvamāyāvikurvito nāma paṭala ekādaśamaḥ //76

4.  A Critical Edition of the Sanskrit Text of Chapter 15
atha karmavaraṃ vakṣye ◊ sarvayogeṣu cottamam /
ye prasiddhikarā mantrā ◊ bhedaṃ teṣāṃ yathodayam //1//77

varṇadūtyādi yan mantraṃ ◊ śaravegaparibhramam /78

nirmāṇacakramadhye tu ◊ vargāṣṭakasuveṣṭitam //2//79

utpatti sarvamantrāṇām ◊ anyāni yāni tāni ca /80

pañcasvarasamāyuktaṃ ◊ ya-ra-la-vair vibhūṣitam //3//81

dharmacakreti vikhyāto ◊ dehināṃ hṛdi nandanaḥ /82

catuḥkalāsamāyuktaṃ ◊ samantāt parivāritam //4//83

sambhogeti samākhyāto ◊ rasādhārasvarūpataḥ /84

mahāsukhamahācakre ◊ dvātriṃśadbodhimānasaḥ //5//85

candrasūryau tu vikhyātau ◊ pārśve tu vāmadakṣiṇau /86

vīrāṇāṃ ḍākinīnāṃ ca ◊ gatyāgatinibandhanau //6//87

──────────────────
 71  caturvaktraṃ ] T (zhal bzhi pa Tib); ca tu vaktraṃ C.  jambūkāsya- ] C (ce spyang gi ni gdong Tib); 

jambūkasyaṃ T.  -virājitam ] T; rājitaṃ C.
 72  khaṭvāṅgaṃ ] T; khaṭvāṅga C.  (First) ca ] conj. (m.c.); caiva CT.  -khaḍgaṃ ] C; khaḍga T.
 73  sādhyam ālambya yatnena ] C ('bad de bsgrub bya dmigs nas ni Tib); sādhyamānaṃ prayatnena T.  

raktaśobhitavigraham ] conj.; raktasroṇitavigraham C; ratnaśobhitavigrahaḥ T; khrag gis gang ba'i lus can sgom 
Tib.

 74  cūṣayantyāṃ ] C ('jib pa nyid du Tib); bhūyaṃtyāṃ T.
 75  -prabhāvena ] CT; phug nas su Tib and Vivṛti (78b1).
 76  -paṭala ekā- ] corr.; paṭalaḥ ekā T; paṭalaikā C.  -daśamaḥ ] C; daśaḥ T.
 77  prasiddhikarā- ] T; prasiddhakarā C. cf. prasiddhikarā Herukābhidhāna (35.2a).  bhedaṃ ] C; bhedas T. cf. 

bhedaṃ Herukābhidhāna (35.2b).
 78  yan ] T; tat C; n.e. Tib. cf. yan Herukābhidhāna (35.2c); n.e. Vivṛti (89a2).  mantraṃ ] C; mantra T. cf. mantraṃ 

Herukābhidhāna (35.2c).  śara- ] T (mda' Tib); saca C. cf. śara Herukābhidhāna (35.2d) and mda' Vivṛti (89a6).
 79  vargāṣṭaka- ] C; varggāṣṭa T. cf. vargāṣṭaka Sampuṭodbhava (6.3.31b).
 80  yāni ] C (ci yang Tib); kāni T.
 81  -svara- ] C (sgra Tib); śvara T.  -samāyuktaṃ ] T; samāyukte C.
 82  -cakreti ] C ('khor lo zhes Tib); cakre T. cf. cakre tu Sampuṭodbhava (6.3.32a).  hṛdi ] T; hṛdaya C.
 83  catuḥ- ] C; catur T.  -samāyuktaṃ ] CT; n.e. Tib.  samantāt ] C (kun nas Tib); samantrāt T. cf. kun nas Vivṛti 

(91b3) and samantāt Sampuṭodbhava (6.3.33d).
 84  sambhogeti ] T; sarvabhogeti C; longs spyod 'khor lo zhes Tib. cf. longs spyod ces bya ba Vivṛti (91b2).
 85  -mānasaḥ ] CT; n.e. (or dang ldan) Tib. cf. n.e. (or dang ldan) Vivṛti (91b4).
 86  -sūryau] T (nyi ma Tib); sūyau C. cf. sūryau Sādhananidhi (35.).  pārśve ] T (ngos gnyis su Tib); pāśve C. cf. 

pārśve Sādhananidhi (35.5, verse 2bc) and Sampuṭodbhava (6.3.34d).  vāmadakṣiṇau ] CT; cf. vāmadakṣiṇe 
Vasantatilakā (10.10d). However, vāmadakṣiṇau Sādhananidhi (35.5, verse 2c) and Sampuṭodbhava (6.3.34d).
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pīṭhadvayasamārūḍhāv ◊ adha-ūrdhvasamāśritau /88

vāmadakṣiṇapārśve tu ◊ svarāṇāṃ dvādaśa tathāu //7//89

ūrdhvamukhāḥ samākhyātāḥ ◊ kakārādibhir āvṛtāḥ /90

adhomukhais tu pārśve tu ◊ madhyīkṛtya niyojitāḥ //8//91

ity evaṃ kathitaṃ devi ◊ nāḍīnādasvarūpataḥ /92

vajram abhedyajñānam ity uktaṃe ◊ ḍākadhvanibhi nādataḥ //9//93

sambhavaḥ sarvabuddhānāṃ ◊ yatrotpattiḥ pragīyate /94

suviśuddhamahājñānaṃ ◊ sarvadevīsvarūpakam //10//95

vajrasattvam iti khyātaṃ ◊ paraṃ sukham udāhṛtam /
svayambhūrūpam etat tu ◊ sṛṣṭisaṃhārakārakam //11//96

tatraiva97

varṇadūtyādi yan mantraṃ ◊ yady evaṃ kalavarjitam /98

anityaṃ tu sadā devi ◊ arūpaṃ tu bhagāntare //12//99

bhrūmadhya indu padmasya ◊ ṣoḍaśais tantu veṣṭitam /100

prajñopāyasamāyogāt ◊ sampuṭety abhidhīyate //13//101

──────────────────
 87  vīrāṇāṃ ] T; vīrāṇā C.  ca ] T; om. C.  -nibandhanau ] CT; nges par brjod Tib. cf. nges par brjod Vivṛti (91b6). 

nibandhanau Sampuṭodbhava (6.3.38d).
 88  pīṭhadvayasamārūḍhāv ] em. (gnas gnyis la ni mnyam par zhon Tib); pīṭhadvayasamārūḍhaṃ CT. cf. 

dvāradvayasamārūḍham (L) and dvāradvayasamārūḍhāv (To) Sampuṭodbhava (6.3.37c). dvāradvayasamārūḍhau 
Vasantatilakā (10.13c).

 89  -dakṣiṇa- ] C; dakṣiṇe T.  svarāṇāṃ ] T; svarāṇā C. cf. svarāṇāṃ Sādhananidhi (35.3, verse 1b), but svarā 
Sampuṭodbhava (6.3.39d).  dvādaśa ] C (bcu gnyis Tib); dvāpas T. cf. bcu gnyis Vivṛti (92a2) and dvādaśa 
Sādhananidhi (35.3, verse 1b).  tathā ] CT; n.e. Tib. cf. sthitāḥ Sādhananidhi (35.3, verse 1b) and saṃsthitāḥ 
Sampuṭodbhava (6.3.39d).

 90  -mukhāḥ ] em. (bltas Tib); mukhā C; sukhā T. cf. bltas Vivṛti (92a2) and mukhāḥ Sādhananidhi (35.3, verse 1c) 
and Sampuṭodbhava (6.3.40a).  samākhyātāḥ ] C; samākhyāḥ T; bris Tib. cf. samākhyātāḥ Sādhananidhi (35.3, 
verse 1c) and Sampuṭodbhava (6.3.40a).

 91  -mukhais ] T; -mukhās C; bltas pa Tib and Vivṛti (92a4). cf. mukhais Sampuṭodbhava (6.3.40c) and 
vāmadakṣiṇapārśvadvaye svarā dvādaśa ūrdhvamukhāḥ sthitā adhomukhakakārādipaṅktidvayamadhyīkṛtāḥ 
Sādhananidhi (35.3) (saying that a row of the twelve vowels facing upwards are sandwiched between two rows 
of consonants that face downwards). However, it is likely to be mukhās according to the Vivṛti (saying that the 
row of vowels sandwiched between two rows of consonants faces upwards in the right channel and faces down-
wards in the left channel).  (Second) tu ] C; om. T.  madhyīkṛtya ] CT; dbus su des Tib. cf. dbus su de Vivṛti 
(92a7).

 92  devi ] CT; n.e. (or 'di dag) Tib.
 93  abhedya- ] T (gnyis med Tib); edya C. cf. gnyis med Vivṛti (92b4).  -jñānam ] C (ye shes Tib); jñānan T. cf. n.e. 

Hevajra (I.1.4a).  -dhvanibhi nādataḥ (m.c. for -dhvanibhir nādataḥ) ] em.; dhvanirbhi nādataḥ C; dhvanibhi nādaḥ 
T; sgra yi rang bzhiin no Tib and Vivṛti (92b5).

 94  -buddhānāṃ ] T; buddhānā C.  -tpattiḥ ] conj.; tpattiṃ C; tpatti T.
 95  -jñānaṃ ] T; jñāna C.  -svarūpakam ] CT; rang bzhin gang Tib and Vivṛti (93a1). cf. svarūpakam (but 

surūpakam both in L and To) Sampuṭodbhava (6.4.40b).
 96  tu ] em.; om. CT. cf. tu Sampuṭodbhava (6.4.40e).  -saṃhāra ] C; saṃghāra T.  -kārakam ] em.; kārakaḥ CT. cf. 

-kārakam Vajraḍāka (15.19d).
 97  tatraiva ] CT; n.e. Tib.
 98  -tyādi yan ] conj.; -tyādi C; tyādi na T; la sogs Tib and Vivṛti (93a4). cf. varṇadūtyādi yan mantraṃ Vajraḍāka 

(15.2a).  mantraṃ ] T; mantra C.  yady evaṃ ] T; yady eva C; der and gang Tib and Vivṛti (93a5).  kala- (m.c. for 
kalā-) ] CT.

 99  anityaṃ tu sadā devi ] T; anityaṃ tu sadā devī C; de ni rtag tu gnas pa yin Tib.
100 indu ] C (zla ba ru Tib); bindu T. cf. zla ba ru Vivṛti (93b1).  ṣoḍaśais ] T; ṣoḍasais C.  tantu (m.c. for tantubhir) 

] CT.
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āliṅganaṃ dvau karābhyāṃ ◊ vajraśṛṅkhalam ucyate /102

punar api nirmuktimārgagaṇapravāheṇa /14/103

paramānandayogena ◊ sampuṭaśṛṅkhalaṃ matam /104

vajreṇa bhedayet padmaṃ ◊ picchakaṃ madhukaraṃ matame //15//105

bhrāmaṇaṃ cālanaṃ hy etat ◊ tatsukhopāyasarvavit /106

suratānandasvabhāvāt ◊ pāśa padme praveśayet //16//107

madanāṅkuśenaivao ◊ ākarṣayet sarvatathāgatāne /108

kṣobhitākṣobhyavajreṇa ◊ muṣalaṃ tat pragīyate //17//109

atha rāgādisaṃkleśa-◊-vāsanākhaṇḍanaṃ yataḥ /110

alaṃ vistīrṇasaṃvṛttis tathā kṣodanaṃ sarvabhāvānām /18/111 grasane vajreti, vajrās tathāgatāḥ, 
yathoktaṃ syāt /112

tatra madhye sadā śūnyaṃ ◊ sṛṣṭisaṃhārakārakam //19//113

sadā tattvaṃ bhaved devi ◊ svayambhūm ekavyāpinam /114

sarvabuddhamayaṃ yasya ◊ nāmedaṃ parikīrtitam //20//115

──────────────────
101 sampuṭety abhidhīyate ] em. (kha sbyor zhes byar brjod pa yin Tib); sampuṭīkṛtya vidhīyate C; saṃpuṭety 

avidhīyate T. cf. sampuṭam ity abhidhīyate Sādhananidhi (35.5, verse 4d).
102 āliṅganaṃ ] T; āliṅgana C.  dvau (m.c. for dvābhyāṃ) ] C; dvai T. cf. dvau Sādhananidhi (35.5, verse 4a).  

karābhyāṃ ] T (lag Tib); kārābhyāṃ C. cf. lag Vivṛti (93b4). cf. karābhyāṃ Sādhananidhi (35.5, verse 4a).  
-śṛṅkhalam ] CT; lu gu rgyud bcings Tib and Vivṛti (93b4). cf. śṛṅkhalam Sādhananidhi (35.5, verse 4b).

103 This sentence, which I edited as a prose, may be an unmetrical śloka. It is a verse in Tib.  
nirmuktimārgagaṇapravāheṇa ] em. (rnam par grol ba'i lam // 'bab pa'i tshogs Tib); nirmuktamārggeṇa pravāhe na 
C; āliṅganena muktimārgeṇa pravāhe na T. cf. nirmuktimārgagaṇapravāheṇa Sādhananidhi (35.5).

104 -yogena ] T; yoge C. cf, yogena Sādhananidhi (35.5).  sampuṭaśṛṃkhalaṃ] T; saṃpuṭīṃ śṛkhalam C; kha sbyar 
nyid dang ni // rdo rje lu gu rgyud Tib. cf. sampuṭam Sādhananidhi (35.5).

105 picchakaṃ madhukaraṃ ] T (sgro chun sbrang rtsi byed par Tib); picchikaṃ madhurakaṃ C. cf. picchakaṃ 
madhukaraṃ Sādhananidhi (35.6, verse 5b).

106 bhrāmaṇaṃ ] C; bhrāmana T. cf. bhrāmaṇaṃ Sādhananidhi (35.6, verse 5c).  tatsukhopāyasarvavit ] T (bde de'i 
thabs kyis kun rig pa'o Tib); sukhopaye sarvavidaḥ C.

107 -svabhāvāt ] C (rang bzhin gyis Tib); subhāvāt T. cf. svabhāvena Sādhananidhi (35.6, verse 6a).  pāśa (m.c. for 
pāśena) ] C (zhags pa); pāsa T. cf. pāśa Sādhananidhi (35.6, verse 6b).  padme ] C (pa dmor Tib); padma T. cf. 
padme Sādhananidhi (35.6, verse 6b).

108 -naiva ākarṣayet ] T; naivākarṣayetˎ C. cf. naiva ākarṣayet Sādhananidhi (35.6, verse 6cd).
109 muṣalaṃ ] T; muśalan C. cf. muṣalaṃ Herukābhidhāna (35.5d) and Sādhananidhi (35.6, verse 7b).  tat ] T (de 

Tib); tu C.
110 atha rāgādisaṃkleśavāsanākhaṇḍanaṃ yataḥ ] C; muṣalāṃ garttajā yataḥ kṛtātmā saṃvṛtas tathā / 

tiryaggatitatvāt tiraścīrā caramādeśaḥ syātˎ / alaṃ vistīrṇṇasugalaṃ tad ucyate T; / de nas chags sogs nyon mongs 
kyi // bag chags dum bu nyid du bya / Tib (which does not contain a word for yataḥ).

111 This sentence, which I edited as a prose, may be an unmetrical śloka. It is a verse in Tib.  alaṃ vistīrṇa- ] C; 
ala vistīrṇṇa T; shin tu rgya cher dmigs pa yis Tib. cf. shin tu rgya cher dmigs pa'i Vivṛti (94b5).  -saṃvṛttis ] CT; 
kun rdzob Tib. cf. kun rdzob Vivṛti (94b5).  -bhāvānām ] T; bhāvānā C.  This sentence (15.18ce), which I edited 
as a verse, may be prose. It is a verse in Tib.

112 This sentence, which I edited as a prose, may be an unmetrical śloka. It is a verse in Tib.  vajreti ] C (rdo rje 
zhes bya Tib); om. T. cf. rdo rjes Vivṛti (94b6) and melake Sādhananidhi (35.6 verse 7c).  tathāgatāḥ ] corr.; 
tathāgatā C; tathāgatām T. cf. tathāgatāḥ Sādhananidhi (35.6, verse 7d).  yathoktaṃ ] C (ji ltar bstan kyang Tib); 
evoktaṃ T. cf. ji ltar bstan 'gyur Vivṛti (94b7). This phrase “yothoktaṃ” appears to indicate the teaching “grasane 
melake vajrās tathāgatāḥ” found in the Sādhananidhi (35.6 verse 7c) (or others that resemble it in other sources).  
This sentence (15.19ac), which I edited as a verse, may be prose. It is a verse in Tib.

113 sadā- ] C (rtag Tib); mahā T.  sṛṣṭi- ] corr. ('bying Tib); śṛṣṭi CT.
114 sadā tattvaṃ bhaved devi ] T; satataṃ bhaved devi C; de ni de nyid ces bya ste Tib.  -bhūm ] T; bhur C.
115 -mayaṃ ya‹sya› ] Cpc; mayaṃ ya˅ Cac; samayasya T; sgyu ma for mayaṃ and gang for yasya Tib.  -medaṃ ] 

conj.; meyaṃ CT.
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rahasye parame ramye ◊ yo 'sau sarvātmani sthitaḥ /116

sarvajñaṃ kathitam etat ◊ sarvagāmi anāhatam //21//117

padmanāsikāgre tuo ◊ bhāvayet sacarācaram /118

manojāpena saṃyuktam ◊ akṣaraṃ bāhyavarjitam //22//119

dhruvaṃ nityaṃ padaṃ sthānaṃ ◊ śāśvataṃ dharmadhātukam /120

nityaṃ sūkṣmaṃ nirañjanaṃ tue ◊ jñānakāyaṃ nirāmayam //23//121

sarvadharmasvabhāvajñaṃ ◊ kevalaṃ nirvṛtigocarame /122

anyonyaghaṭitā mantrāḥ ◊ prabhedena tu bheditāḥ //24//123

bījamālāṃ tato dhyātvā ◊ hūṃkārasūtrasūtritām /124

anirodhād bhavet sādhyaṃ ◊ yugapāde na gacchati //25//125

asyaiva sahajā prajñā ◊ sthitā tadgatarūpiṇī /126

karmamārutanirdhūtā ◊ jvalantī nābhimaṇḍale //26//127

mahāmāyā iti khyātā ◊ sarvakarmaprasādhikā /128

vālāgraśatasahasrāṅgīe ◊ vidyucchaṭāsamaprabhā //27//129

devatāyogakāle tu ◊ romakūpāgrasaṃdhiṣu /130

◊ niścarantī diśo daśa
◊ sarvān tarjayantī surāsurāne //28//131

hṛdaye dharmacakraṃ tu ◊ dagdhvā sambhogacakrataḥ /132

nāsārandhreṇa niṣkramya ◊ dakṣiṇena samantataḥ //29//133

──────────────────
116 yo 'sau ] corr.; yo sau CT; gang Tib and Vivṛti (95a6).
117 sarvajñaṃ ] conj.; sarvajña CT.  etat ] conj. (’di Tib); devi eṣa C; eṣa T.  anāhatam ] C (mi shigs pa Tib); 

anāhṛtaṃ T.
118 -kāgre ] C (rtse ru Tib); kāgraṃ T.  bhāvayet ] C; bhāvaye T.
119 -jāpena ] T; japena C.  akṣaraṃ bāhya- ] T; akṣarāvākya C; phyi rol yi ge Tib.
120 śāśvataṃ ] conj.; sāśvata C; sāśvataṃ T; bstan pa Tib.
121 nityaṃ ] conj. (rtag tu Tib); nitya CT.  sūkṣmaṃ ] corr.; śūkṣmaṃ C; śūkṣma T.  nirañjanaṃ ] T (rdul dang bral 

Tib); niraṃjan C.  -kāyaṃ ] conj. (sku Tib); kārya C; kāya T.  nirāmayam ] C; nirāmayaḥ T.
122 sarva- ] C; satsva T; gsal ba Tib and Vivṛti (95b5).  -jñaṃ ] conj.; jñānaṃ C; jña T.  kevalaṃ ] T; kevala C.  

nirvṛti- ] T (mya ngan 'das pa Tib); nirvṛtti C.
123 prabhedena ] Tpc (bye brag tu Tib); prabhena CTac. cf. praveśena Herukābhidhāna (35.3b).  bheditāḥ] C; 

bheditā T. cf. bheditāḥ Herukābhidhāna (35.3b).
124 -mālāṃ ] corr.; mālān C; mālā T. cf. mālāṃ Herukābhidhāna (35.3c).  hūṃkārasūtrasūtritām ] conj.; 

hūṃkārasūtrasūtrikāḥ C; hūṃkārasūtrasūtritāḥ T. cf. hūṃkārāntaḥpratiṣṭhitām Herukābhidhāna (35.3d).
125 anirodhād bhavet sādhyaṃ ] CT (bsgrub bya 'gog par gyur na ni Tib). cf. nirodhāt tu bhavet sādhyaḥ 

Herukābhidhāna (35.4a). Regarding "a" of "anirodhād," the Vivṛti says "a zhes bya ba ni nye bar bsgyur ba yin 
gyi 'dir dgag pa ni ma yin no" (96a4).  yugapāde na gacchati ] conj. (gom pa gnyis kyis mi 'gro 'o Tib); yugapat 
padena gacchati C; yugavat padena gacchati T. cf. padam ekaṃ na gacchati Herukābhidhāna (35.4b); gom pa 
zung (for gom pa gnyis in Tib) and kun tu 'gro (for mi 'gro in Tib) Vivṛti (96a3).

126 -rūpiṇī ] em,; rūpiṇi C; rūpi nī T.
127 jvalantī ] T; jvalantīha C; 'di nas 'bar Tib. cf. jvalantī Sampuṭodbhava (6.4.41d).
128 iti khyātā ] C (zhes byar bshad Tib); i vikhyātā T. cf. (nairātmye)ti vikhyātā Sampuṭodbhava (6.4.42a).
129 vālā- ] CpcT; vāla Cac.  -śatasahasrāṅgī ] T; satasahasrāṃṇā C; brgyar gyur pa yi cha Tib. cf. śatasahasrāṅgī 

Sampuṭodbhava (6.4.42c).  vidyucchaṭā- ] T vidyutacchatā C; skad cig glog Tib.
130 devatāyogakāle tu ] em. (lha yi rnal 'byor dus su ni Tib); devatākalayogeṣu CT. cf. devatāyogakāle tu 

Sampuṭodbhava (6.4.43a).
131 niścarantī ] conj. (spros nas Tib); niścaranti C; niśca¦ʘranti T.�cf. niścarantī Sampuṭodbhava (but this is conjec-

tural: Both L and T give a reading niścaranti) (6.4.43c).  diśo daśa ] em.; daśo diśaḥ C; diśo daśaḥ T. cf. diśo daśa 
Sampuṭodbhava (6.4.43c).  sarvān ] em.; sarvā C; sarvās T. cf. sarvān Sampuṭodbhava (6.4.43d).

132 dagdhvā ] em. (bsregs te Tib); dagdhā CT. cf. dagdhvā Sampuṭodbhava (6.4.44b).  -cakrataḥ ] conj.; cakragataḥ 
C; cakragātaḥ T; 'khor lor song Tib. cf. cakrataḥ Sampuṭodbhava (6.4.44b).
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ūrṇākośagatenāpi ◊ randhreṇa daśadikṣu vai /134

buddhānāṃ bodhisattvānāṃ ◊ nāsārandhreṇa vāmataḥ //30//
praviśya śikhācakraṃo ◊ samādahya viniṣkramet /135

pūrvoktenaiva randhreṇa ◊ śikhāyāṃ praviśet punaḥ //31//136

dagdhānāṃ caiva buddhānām ◊ ānandaṃ janayet tataḥ /137

nābhimaṇḍalam āgatya ◊ sthitā bhavati pūrvavat //32//138

kālamṛtyuvañcanaṃ devi ◊ aṅge khaṭvāṅga yojayet /139

kapālārghapātraṃ cao ◊ vaktre-m arghaṃ niyojayet //33//140

ity āha bhagavān vajrī ◊ vajrasattvas tathāgataḥ /141

sarvaḍākinīsamāyogae-◊-vajraḍākaḥ paraṃ sukham //34//

iti kāyatrayodayamantratantrodayākālamṛtyuvañcano nāma paṭalaḥ pañcadaśamaḥ //142

5.  Tibetan Translations
5.1.  Chapter 11

/ de nas yang dag bshad byas ba // dngos grub mchog gi rig pa la /
/ sgyu ma chen mo zhes bya ba // gsang ba chen po'i dbang phyug ste //1//
/ sems can thams cad 'dul mdzad gnyen /143/ dbang phyug thams cad byed pa po/
/ 'di ni rig pa dam pa mchog // ming tsam mchog tu rnyed dka' ba //2//
/ dang po chos kyi 'byung gnas bsam // de nas yi ge dgod par bya /
/ dbyangs yig dang po thig ler bcas // pa dma'i steng du yang dag gnas //3//144

/ rtag tu dbugs kyi ngo bo ste // 'byung ba ru ni byed pa yin /
/ 'bar ba'i phreng bas mdzes pa'i mdog // phyogs kun tu ni rnam par 'phro //4//145

/ sna tshogs mdud pa'i 'char ba che /146/ zla ba'i dbus gnas bsgom par bya /147

──────────────────
133 niṣkramya ] CpcT; niṣkrāmya Cac.
134 ūrṇākośa-] C (mdzod spu'i Tib) ūrṇṇākoṣa T.  -‹ga›tenāpi ] Cpc (nas byung nas Tib); ˰tenāpi Cac; śatenāpi T.
135 -cakraṃ ] em.; cakre C; cakra T. cf. cakraṃ Sampuṭodbhava (6.4.46a).  viniṣkramet ] T; viniṣkramāt C; slar 

byung ste Tib.
136 praviśet ] T; praveśayet C. cf. praviśet Sampuṭodbhava (6.4.46d).
137 dagdhānāṃ ] T; dagdhāṇā C.  ānandaṃ ] C (dga' ba Tib); mānanda T.
138 -maṇḍalam āgatya ] C; maṇḍalāgatya T.
139 kāla- (probably intended as akāla) ] CT; dus min Tib and Vivṛti (96a5). cf. kāla Herukābhidhāna (35.6a).  devi ] 

CT; n.e. Tib. cf. caiva Herukābhidhāna (35.6a).  khaṭvāṅga (m.c. for khaṭvāṅgaṃ) ] CT.
140 -pātraṃ] T (snod Tib) pātañ C. cf. pātraṃ Herukābhidhāna (35.7a) and Sādhananidhi (35.7).  vaktre-m arghaṃ 

] em. (zhal du mchod yon Tib); vaktre maṇḍalan C; vaktre mantra T. cf. vaktre astra Herukābhidhāna (35.7b); 
vaktre arghaṃ Sādhananidhi (35.9). The Vivṛti's explanation also suggests argha (ltung byed ma la sogs pa gang 
yang rung ba'i lha mo phyag na kha ṭwāṃ ga dang bdud rtsis gang ba'i thod pa bsnams par bsgoms la / ye shes 
sems dpa' spyan drangs te / de'i zhal du mchod yon gsol la de dang lhag cig tu gyur nas / ka ra ka ra la sogs pa'i 
sngags bzlas na / dus ma yin par 'chi ba las rgyal bar 'gyur ro // 96a5-a6).

141 tathāgataḥ ] T; tathāgata C.
142 iti ] CT; rgyud kyi rgyal po chen po dpal rdo rje mkha' 'gro las.  kāyatrayodaya- ] T; kālatrayodaya C; sku gsum 

dang Tib.  -ntrodayā- ] T ('byung ba Tib); ntra C.  paṭalaḥ ] T (rim par phye ba Tib); maṇḍalaḥ C.  
pañca‹daśa›maḥ ] Cpc (bcwa lnga pa Tib); pañca˅maḥ Cac; pañcadaśaḥ T.

143 'dul mdzad ] D; gdul mdzad P.
144 pa dma'i ] D; pad ma'i P.
145 rnam par 'phro ] D; rnam par phrol P.
146 'char ba ] D; char ba P.
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/ kun tu 'gro ba 'thob 'gyur zhing // 'di ni rnyed dka'i sangs rgyas 'gyur //5//
/ 'di nyid spangs pas yi ge med // 'gyur med rnyog pa med pa ste /
/ dung dang zla 'dra dri med pa'i // byang chub sems zhes de bya 'o //6//
/ rang gi snying gi dbus gyur par // 'dab brgyad pa dmas shin tu brgyan /148

/ de yi dbus gyur sa bon ni // gangs dang 'dra bar 'dzag pa ste //7//149

/ mchog tu zhi ba'i ha la ni // dbyangs yig drug pa dang sbyar nas /
/ thig les steng du brgyan pa yi // yi ge dgod pas dgod par bya //8//
/ rnal 'byor pa yi dbugs rdub byed // dngos dang dngos med rnam spangs pa'o /
/ rang gi mgrin dbus gnas par yang // pa dma dmar po kun 'od mdzes //9//150

/ der ni thig le zla ba yis /
/ brgyan pa'i dbyangs yig bcu gsum pa // pu lu ta zhes bya bar grags //10//
/ mgo yi klad pa'i dbus gnas par /151/ thig le'i gzugs can mi shigs pa /
/ a ta sa yi me tog bzhin // 'og tu bltas shing 'phyang ba ste //11//
/ nyin dang mtshan du bdud rtsi yi // tshul gyis 'bab pas yang dag gnas /
/ dang po 'khor lo bsgoms nas ni // dbyangs yig gis ni khyad par sbyar //12//
/ rang gi phyag rgyar mngon ldan pas // sangs rgyas byang chub rab tu ster /
/ de yi brtul zhugs ma bshad de // sbyin sreg las dang sngags rnams dang //13//
/ gzung ba dang ni bgrang phreng dang /152/ gcig nas gcig tu ldog par 'gyur /153

/ sngags kyi dkyil 'khor dbyibs chos dag // sbyor ba rnam gsum zhes bya ste //14//
/ dug med byas nas nan tan du // bsten bya 'di ni bsten byas nas /154

/ srid pa'i longs spyod dag 'gyur zhing // srid pas srid pa mchog gi bdag //15//
/ ye shes rnam pa gsum gyis ni /155/ srid pa'i nyes pas gos mi 'gyur /
/ rnal 'byor pa yis sbyor ba 'di // rtag tu rgyun du goms byas na //16//
/ zla drug tsam gyis nges par ni /156/ rdo rje sems dpa' mnyam 'gyur zhes /
/ rdo rje mkha' 'gro bde ba'i mchog // bcom ldan rdo rje can gyis gsungs //17//
/ zla ba'i dkyil 'khor yongs rdzogs pa // bha ga'i dbus su bsgom par bya /
/ de yi dbus gyur sa bon ni // sngo zhing cung zad dmar ba'i 'od //18//
/ 'od zer sngon po'i phreng 'khrugs las // 'dam skyes sngon po lta bu yi /
/ zhal gcig phyag bzhi spyan gsum pa /157/ mgo skyes kham pa gyen bsgreng zhing //19//158

/ rgyan rnams kun gyis rnam par bklubs /159/ rked pa stag gi pags pas dkris /160

/ phyag na lcags kyu zhags pa dag // mda' dang gzhu ni mchog tu 'gengs //20//
/ i ndra nī la lta bu ste /161/ dang po'i yi ge las byung bsgom /162

──────────────────
147 dbus ] D; dbugs P.
148 pa dmas ] D; pad mas P.
149 'dzag pa ] D; 'jag pa P.
150 pa dma ] D; pad ma P.
151 mgo yi ] D; mgo'i P.
152 gzung ba ] D; bzung ba P.  bgrang phreng ] D; bgrang 'phreng P.
153 gcig nas gcig tu ] D; cig nas cig tu P.
154 bsten bya ] D; rten bya P.
155 gsum gyis ] D; gsum gyi P.
156 nges par ] D; des par P.
157 zhal gcig ] D; zhal cig P.
158 mgo skyes ] D; mgor skyes P.  bsgreng ] D; bsgren P.
159 bklubs ] D; klubs P.
160 pags pas dkris ] D; lpags pas bkris P.
161 i ndra nī la ] D; in tra nī la P.
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/ gang gi rig pa rab sbyor bas // kun nas de ma thag tu 'grub //21//
/ dmar po ru ni bsgoms nas su // de nas cho ga bzhin du bya /
/ dbyangs yig gnyis pa dang ldan par // srid pa gsum po bsgom par bya //22//
/ 'bad pas bsgrub bya snang byas te /163/ slar yang de nyid du ni gzhug /
/ des ni sa gsum ma lus pa // sgrub pa po yi dbang du 'gyur //23//164

/ tshangs dang khyab 'jug drag po dang // dbang po dang ni 'dod lha sogs /
/ yi ge phan tshun bskul ba yis /165/ chud ma dang ni bcas te 'gugs //24//
/ bcom ldan de nyid shes bya ba // spyod pa'i gar gyis gtso bo yin //25//
/ de nas dbus ma'i mtha' dang ldan /
/ thig le sgra yis yang dag mtshan // sku gsung thugs la legs gnas par //26//
/ dngos po sgom pas bsgom byas na /166/ gong bu dgug pa'i dam pa yin /
/ bha ga yi ni dbus gyur pa // ye shes rgya mtsho bsgom byas la //27//167

/ yi ge mi 'gyur rdzogs pa las // sku mdog dkar po zhal bzhi pa /
/ rdo rje dang ni kha ṭwāṃ bsnams // dpa' bo spyi gtsug zla phyed brgyan //28//168

/ gshor dang thod pa bsnams pa ste /169/ dbugs mi g'yo bar bsgom par bya /170

/ rlung dang me ni yang dag ldan //29//
/ chu dang dbang chen mnan pa ste // spro ba'i bdag nyid can gyis spro /
/ 'bad de bsgrub bya dmigs na ni /171/ khu ba dgug pa'i dam pa yin //30//
/ tsi yi ye shes las byung ba /172/ sku mdog ser po kun tu 'bar /
/ zhal bzhi pa la phyag bzhi pa // mgo skyes thod pa'i phreng bas brgyan //31//173

/ sdigs mdzub rdo rje zhags pa dang /174/ ka pā la ni phyag g'yon na /
/ g'yas na rdo rje 'bar ba dang // de bzhin du ni lcags kyu'i mchog //32//
/ rta zhal tshul du byas nas ni // chang 'gugs pa yi dam pa yin /175

/ ra yi ye shes las byung ba // 'od zer dmar po drag chen po //33//
/ dpa' bo thod pa'i phreng ba can /176/ rgyan kun gyis ni rnam par bklubs /177

/ zhal bzhi pa la phyag bzhi pa // ce spyang gi ni gdong can te //34//178

/ kha ṭwāṃ ga dang thod pa dang // rdo rje de bzhin ral gri bsnams /
/ khrag gis gang ba'i lus can sgom // 'bad de bsgrub bya dmigs nas ni //35//
/ mkha' 'gro ma yi 'khor lo spro // rdo rje phra mos phug nas su /
/ 'jib pa nyid du rab bsgoms na /179/ khrag dgug pa yi dam pa zhes //36//180

──────────────────
162 bsgom ] D; sgom P.
163 byas te ] D; byas ste P.
164 sgrub pa po yi ] D; sgrub pa po'i P.
165 bskul ba yis ] P; bskul ba yi D.
166 sgom pas ] D; bsgoms pas P.
167 ye shes ] D; yi ge P.
168 bsnams ] D; rnams P.
169 thod pa ] P; thod pa .... (appearing 'ang or yang) D.
170 bsgom par bya ] D; sgom par bya P.
171 bsgrub bya ] D; sgrub bya P.
172 tsi yi ] D; ci yi P.
173 mgo skyes ] D; mgor skyes P.
174 sdigs mdzub ] D; sdigs 'dzub P.
175 'gugs pa yi ] D; 'gugs pa'i P.
176 phreng ba can ] P; pheng ba can D.
177 rnam par bklubs ] D; rnam par klubs P.
178 ce spyang ] D; lce lcang P.
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/ sgyu ma kun dang mnyam sbyor ba'i // rdo rje mkha' 'gro zhes grags pa /
/ rdo rje sems dpa' de bzhin gshegs // bcom ldan rdo rje can gyis gsungs //37//

rgyud kyi rgyal po chen po dpal rdo rje mkha' 'gro las sgyu ma kun tu rnam par 'phrul pa'i rim par 
phye ba ste bcu gcig pa'o //181

5.2.  Chapter 15.
/ de nas las kyi rab mchog ni // sbyor ba kun gyi dam pa ste /
/ gang yang grub par byed pa'i sngags // de yi dbye ba rim bzhin bshad //1//
/ yi ge pho nya la sogs sngags /182/ mda' yi shugs kyis yongs su 'khor /
/ sprul pa'i 'khor lo'i dbus su ni // sde tshan brgyad kyis shin tu bskor //2//183

/ sngags rnams thams cad 'byung ba ste // gzhan yang ci yang rung ba skye /
/ chos kyi 'khor lo zhes bya ba // lus can rnams kyi snying dga' byed //3//
/ sgra lnga dang ni yang dag ldan // ya ra la was rnam par bklubs /184

/ longs spyod 'khor lo zhes bya ba // ro rnams kyi ni rten rang bzhin //4//
/ cha rnams bzhi po dag gis ni // kun nas yongs su bskor ba'o /
/ bde ba chen po'i 'khor lo che // byang chub sum cu gnyis dang ldan //5//
/ zla ba nyi ma zhes bya ba // g'yon dang g'yas kyi ngos gnyis su /
/ dpa' bo mkha' 'gro ma rnams kyi // 'gro dang 'ong bar nges par brjod //6//
/ gnas gnyis la ni mnyam par zhon // 'og dang steng du yang dag brten /185

/ g'yon dang g'yas kyi ngos gnyis su // dbyangs yig bcu gnyis steng bltas bris //7//186

/ ka sogs 'og tu bltas pa ni // ngos gnyis dag tu spel ba ste /
/ dbus su des ni sbyar bar bya // de ltar bstan pa 'di dag ni //8//
/ rtsa dang sgra yi rang bzhin no /
/ gnyis med ye shes rdo rje ste // mkha' 'gro sgra yi rang bzhin no //9//
/ nges 'byung sangs rgyas thams cad de /187/ gang du skye ba zhes byar grags /
/ shin tu rnam dag ye shes che // lha mo kun gyi rang bzhin gang //10//
/ rdo rje sems dpa' zhes bya ste // mchog tu bde bar brjod pa yin /188

/ rang byung gi ni gzugs 'di nyid /189/ spro dang sdud par byed pa 'o //11//
/ yi ge pho nya la sogs sngags // der ni cha dang bral ba gang /
/ bha ga'i dbus su gzugs med pa // de ni rtag tu gnas pa yin //12//
/ smin dbus pa dma'i zla ba ru /190/ bcu drug skud pas bskor ba yin /
/ shes rab thabs kyi mnyam sbyor gyis // kha sbyor zhes byar brjod pa yin //13//
/ lag gnyis kun tu 'khyud pa yin // rdo rje lu gu rgyud bcings brjod /191

──────────────────
179 'jib pa nyid ] D; 'jig pa nyid P.
180 dgug pa yi ] D; dgug pa'i P.
181 rim par phye ba ] D; rim pa phye ba P.
182 la sogs ] D; la stsogs P.
183 sde tshan ] P; yid tshan D.
184 bklubs ] D; klubs P.
185 brten ] D; rten P.
186 bris ] D; bri P.
187 de ] D; ste P.
188 bde bar ] D; bde ba P.
189 rang byung gi ] D; rang 'byung gis P.
190 pa dma'i ] D; pad ma'i P.
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/ slar yang rnam par grol ba'i lam // 'bab pa'i tshogs ni mchog tu dga' //14//
/ sbyor ba kha sbyar nyid dang ni // rdo rje lu gu rgyud du bzhed /
/ rdo rje pa dma dbye ba dang /192/ sgro chun sbrang rtsi byed par bshad //15//193

/ skor ba gang phyir bskyod pa ste /194/ bde de'i thabs kyis kun rig pa'o /
/ dga' dang bde ba'i rang bzhin gyis // zhags pa pa dmor bcug pa yin //16//195

/ chags pa lcags kyu kho na ste // de bzhin gshegs pa thams cad dgug /
/ mi 'khrug rdo rjes dkrug par bya // de ni gsal shing zhes byar brjod //17//
/ de nas chags sogs nyon mongs kyi // bag chags dum bu nyid du bya /
/ shin tu rgya cher dmigs pa yis // kun rdzob de bzhin brdung ba dang //18//
/ dngos kun rdo rjes mid par bya // rdo rje zhes bya de bzhin gshegs /
/ ji ltar bstan kyang de dbus su // rtag stong 'bying dang sdud pa po //19//
/ de ni de nyid ces bya ste // rang 'byung gcig gis kyab pa 'o /196

/ gang ming sangs rgyas thams cad kyi // sgyu ma zhes byar grags pa ste //20//
/ gsang ba mchog gi dgyes pa na // thams cad bdag nyid gang gnas pa'o /
/ 'di ni kun mkhyen zhes bya ste // kun tu 'gro ba mi shigs pa'o //21//
/ pa dma yi ni sna rtse ru /197/ rgyu dang mi rgyu kun bsgom bya /198

/ phyi rol yi ge spangs nas su // yid kyi bzlas dang ldan par bya //22//
/ nges pa'i go 'phang rtag tu gnas // bstan pa chos dbyings rang bzhin no /
/ rtag tu phra ba rdul dang bral // ye shes sku ste dri ma med //23//
/ gsal ba chos kyi rang bzhin shes // mya ngan 'das pa 'ba' zhig yul /
/ phan tshun mdud pa'i gsang sngags ni // bye brag tu ni phye nas su //24//
/ sa bon phreng ba de nas bsgom /199/ hūṃ gi skud pas brgyu bar bya /200

/ bsgrub bya 'gog par gyur na ni // gom pa gnyis kyis mi 'gro 'o //25//201

/ 'di yi shes rab lhan skyes te // de yi gzugs su gyur pas gnas /
/ las kyi rlung gis bskyod nas su // lte ba'i dkyil 'khor 'di nas 'bar //26//
/ sgyu ma chen po zhes byar bshad /202/ las rnams thams cad rab sgrub pa'o /
/ skra rtse brgyar gyur pa yi cha /203/ skad cig glog gi 'od zer can //27//204

/ lha yi rnal 'byor dus su ni // ba spu rnams kyi bu ga nas /
/ phyogs bcu rnams su spros nas ni // lha dang lha min kun bsdigs te //28//
/ snying ga'i chos kyi 'khor lo ni /205/ bsregs te longs spyod 'khor lor song /
/ sna bug g'yas nas byung nas ni // slar yang zhugs te smin mtshams kyi //29//
/ mdzod spu'i khung nas byung nas su // phyogs bcur bzhugs pa'i sangs rgyas dang /

──────────────────
191 bcings ] D; gcings P.
192 pa dma ] D; pad ma P.
193 sgro chun ] D; sgron chun P.  sbrang rtsi ] D; sbrad rtsi P.
194 194 skor ba ] D; bskor ba P.
195 bcug pa ] D; btsug pa P.
196 gcig gis ] D; cig gis P.
197 pa dma ] D; pad ma P.
198 bsgom bya ] D; sgom bya P.
199 de nas bsgom ] D; do nas sgom P.
200 brgyu bar ] D; rgyu bar P.
201 kyis ] P; kyang D.
202 chen po ] D; chen por P.
203 cha ] D; tsha P.
204 glog ] D; klog P.
205 snying ga'i ] D; snying kha'i P.
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/ byang chub sems dpa' thams cad kyi // sna sgo g'yon du zhugs nas ni //30//
/ spyi bo'i 'khor lo bsregs nas su /206/ sngon gyi lam nas slar byung ste /
/ slar yang spyi gtsug tu ni zhugs //31//
/ bsregs par gyur pa'i sangs rgyas rnams // dga' ba bskyed nas lte ba yi /
/ dkyil 'khor du ni song gyur nas // sngon bzhin du ni gnas par gyur //32//
/ dus min 'chi ba las rgyal nyid // yan lag kha ṭwāṃ ga dang sbyar /
/ thod pa'i mchod yon snod du ni // zhal du mchod yon nges sbyar zhes //33//
/ mkha' 'gro kun dang mnyam sbyor ba'i // rdo rje mkha' 'gro bde ba'i mchog /
/ rdo rje sems dpa' de bzhin gshegs // bcom ldan rdo rje can gyis gsungs //34//

rgyud kyi rgyal po chen po dpal rdo rje mkha' 'gro las sku gsum dang sngags dang rgyud kyi 'byung 
ba dang 'chi ba blu ba zhes bya ba'i rim par phye ba ste bcwa lnga pa'o //207

Notes (Sanskrit Parallels)
11.11-12ab: Sampuṭodbhava, Skt mss., L: 64v4-v5, To: 45r5-v1 (unpublished Skt ed., 6.3.8cd-11ab) ―

mastiṣkaṃ tu śiromadhye sthitaṃ yat tad udāhṛtam //8// i)

tasya madhye tu haṃkāro bindurūpo hy anāhataḥ / ii)

tan mūlaṃ sarvalokānāṃ sthirātmakacalātmakam //9// iii)

saṃsthitaṃ bindurūpeṇa vyaktam avyaktarūpataḥ / iv)

sarveṣāṃ dehināṃ rūpaṃ tasmād utpannam āditaḥ //10//
sravad amṛtarūpeṇa vyavasthitam aharniśam / v)

[Note] i) mastiṣkaṃ ] L; mastikan To.  -madhye ] To; deśe L.  ii) haṃkāro ] L; hūṃkāro To.  iii) 
sthirātmakacalātmakam ] L; sthitisthiracalātmanāṃ To.  iv) saṃsthitaṃ ] To; sthitaṃ L.  bindu- ] 
L; bīja To.  v) sravad ] To; śravad L.  vyavasthitam ] L; sa sthita tam To.

15.1-2ab: Herukābhidhāna, Skt ed., 35.1-2 ―
atha karmavaraṃ śreṣṭhaṃ yathānukramalakṣitam /
pūjādvayayogātmā pratikarmasu yojitāḥ //1//
ye prasiddhikarā mantrā bhedaṃ teṣāṃ vakṣyāmi yathākramam /
varṇadūtyādi yan mantraṃ śaravegena paribhramet //2//

15.2cd-6ab: Sampuṭodbhava, Skt mss., L: 66r4-v2, To: 46r5-v1 (unpublished Skt ed., 6.3.31-34) ―
nirmāṇacakramadhye tu vargāṣṭakapariveṣṭitam / i)

varṇānām agrarūpeṇāsāv akāraḥ paramākṣaraḥ //31/ ii)

dharmacakre tu vikhyāto hūṃkāro 'nāhato mataḥ / iii)

pañcasvarasamāyukto ya-ra-la-vair vibhūṣitaḥ //32// iv)

sambhogacakramadhyastha oṃkāro varṇadīpakaḥ / v)

catasṛbhiḥ kalābhis tu samantāt parivāritaḥ //33// vi)

mahāsukhamahācakre haṃkāro bindurūpakaḥ / vii)

candrasūryau tu vikhyātau pārśve tu vāmadakṣiṇau //34// viii)

[Note] i) -pariveṣṭitam ] L; paliveṣṭita To.  ii) -rūpeṇāsāv ] To; rūpeṇa sāv L.  akāraḥ ] em.; araḥ L; 

──────────────────
206 spyi bo'i ] D; spyi bor P.
207 blu ba ] D; slu ba P.
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akāra To.  iii) 'nāhato ] L; 'nāmahato To.  iv) -samāyukto ] L; sa yukto To.  -vair ] L; vai To.  v) 
-madhyastha ] em.; madhyastham L; madhye stha To.  -dīpakaḥ ] L; dipakaḥ To.  vi) parivāritaḥ ] 
L; parivālitaḥ To.  vii) haṃkāro ] em.; hūṃkāro LTo.  -rūpakaḥ ] L; rūpataḥ To.  viii) -sūryau ] L; 
sūryo To.  pārśve tu ] em.; pārśve L; pārśvasthau To.

Almost the same verses can be found in the Vasantatilakā, Skt ed., 10.7-10.

15.6ab: Sādhananidhi, Skt ms. 64r3 (unpublished Skt ed., 35.5, verse no. 2bc) ―
candrasūryau tu vikhyātau pārśve tu vāmadakṣiṇau //2//

15.6cd-8: Sampuṭodbhava, Skt mss., L: 66v3-67r1, To: 46v3-v4 (unpublished Skt ed., 6.3.37cd-40) ―
dvāradvayasamārūḍhāv adha-ūrdhvasamāśritau //37// i)

etau hi candrasūryau dvau nāḍīdvayaṃ prakīrtitau / ii)

vīrāṇāṃ ḍākinīnāṃ tu gatyāgatinibandhanau //38// iii)

astamanodayārthau tu svapnaprabodhayor iva / iv)

vāmadakṣiṇapārśve tu svarā dvādaśa saṃsthitāḥ //39// v)

ūrdhvamukhāḥ samākhyātāḥ kakārādibhir āvṛtāḥ / vi)

adhomukhais tu pārśvasthair madhyīkṛtya niyojitāḥ //40// vii)

[Note] i) -dvaya- ] T; dvayaṃ L.  -samārūḍhāv ] T; samārūḍham L.  ii) nāḍīdvayaṃ ] em.; nāḍīdve 
L; nādidvaya T.  iii) ḍākinīnāṃ ] L; dākinīnāṃ To.  iv) –dayārthau tu ] conj.; dayārthoditaḥ L; 
dayaṃ caiva To. cf. -dayārthau tu Vasantatilakā (10.15a).  svapna- ] L; sapta To.  v) tu ] L; om. To.  
svarā ] To; svarāṇāṃ L.  saṃsthitāḥ ] L; saṃsthitā To.  vi) -mukhāḥ ] em.; mukhī L; mukhā To.  
vii) pārśvasthair madhyīkṛtya ] conj.; pārśvastham adhokṛtya L; pārśve stham ambīkṛtya To. cf. 
pārśvasthair yakārādibhir Vasantatilakā (10.16d).  niyojitāḥ ] L; niyojitā To.

Almost the same verses can be found in the Vasantatilakā, Skt ed., 10. 13cd-16.

15.7cd-8: Sādhananidhi, Skt ms. 63v7-65r2 (unpublished Skt ed., 35.3) ―
tatrāyam arthaḥ ― vāmadakṣiṇapārśvadvaye svarā dvādaśa ūrdhvamukhāḥ sthitā adhomukhaka-
kārādipaṅktidvayamadhyīkṛtāḥ // i) yad āha ―
vāmadakṣiṇapārśve tu svarāṇāṃ dvādaśa sthitāḥ /
ūrdhvamukhāḥ samākhyātāḥ kakārādibhir āvṛtāḥ //1// ii) iti // [35.3]
[Note] i) dvādaśa ] em. (bcu gnyis Tib); dvādaśa dvādaśa Skt ms.  ūrdhvamukhāḥ ] em.; 
ūrddhamukhā Skt ms.  sthitā ] corr.; sthitāḥ / Skt ms.  -kakārādi- ] em. (yi ge ka la sogs pa Tib); 
kakādi Skt ms.  -paṅktidvayamadhyī- ] Skt ms.; phreng ba gnyis te de'i dbus su Tib.  -kṛtāḥ ] Skt 
ms. pc; kṛtya Skt ms. ac.  ii) kakārādibhir ] corr.; kakāradibhir Skt ms.

15.9c: Hevajra, Skt ed., I.1.4a (both Snellgrove’s and Tripathi and Negi’s) ―
abhedyaṃ vajram ity uktaṃ

15.10cd-11: Sampuṭodbhava, Skt mss., L: 71r2-r3, To: 49r5-r6 (unpublished Skt ed., 6.4.40) ―
suviśuddhamahājñāne sarvadevīsvarūpakam / i)

vajrasattva iti khyātaṃ paraṃ sukham udāhṛtam /
svayambhūrūpam etat tu dharmakāyaḥ prakīrtitaḥ //40// ii)

[Note] i) suviśuddha- ] L; śuviśuddha To.  -jñāne ] LpcTo; ne Lac.  -svarūpakam ] em.; surūpakaṃ 
LTo. cf. -svarūpakam Vasantatilakā (10.30b).  ii) etat tu ] em.; etaṃ tu L; etat sa To.  prakīrtitaḥ ] 
To; prakīrttitaṃ L.
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Almost the same verse can be found in the Vasantatilakā, Skt ed., 10.30-31ab.

15.13cd-19ab: Herukābhidhāna, Skt ed., 35.4cd-6ab ―
sampuṭaṃ sampuṭībhāvena vajraśṛṅkhalabandhena //4//
vajreṇa bhedayec caiva picchakaṃ bhrāmayet tataḥ /
ākarṣayed aṅkuśenaiva kṣobhaṇe muṣalaṃ tathā //5//
grasane vajram evoktaṃ vedhane śarayojitam /

15.13cd-19ab: Śrīcakrasaṃvarasādhana, Skt ed., 14-15 ―
sampuṭaṃ sampuṭībhāvaṃ vajraśṛṅkhalam ucyate /
vajreṇa bhedayet padmaṃ picchakavad bhrāmayet tataḥ //14//
ākarṣayed aṅkuśenaiva kṣobhaṇaṃ muṣalena tu /
grasane vajram evākhyaṃ vidhinā sphārayet tataḥ //15//

15.13cd-15ab: Sādhananidhi, Skt ms., 64r4-r5 (unpublished Skt ed., 35.5) ―
nirmuktimārgagaṇapravāhena paramānandayogena sampuṭam // i) athavā
āliṅganaṃ dvau karābhyāṃ vajraśṛṅkhalam ucyate / ii)

prajñopāyasamāyogaṃ sampuṭam ity abhidhīyate //4// iii)

[Note] i) -pravāheṇa ] em.; pravāhe na Skt ms.  ii) āliṅganaṃ ] em. ('khyud pa Tib); ālikāliṅgana 
Skt ms. cf. āliṅganaṃ Vajraḍāka (15.14a).  iii) -samāyogaṃ ] conj. (mnyam sbyor ba Tib); 
samāyoga Skt ms. cf. samāyogāt Vajraḍāka (15.13c).

15.15cd-17: Sādhananidhi, Skt ms., 64r5-64r7 (unpublished Skt ed., 35.6, verse nos. 5-7ab) ―
vajreṇa bhedayet padmaṃ picchakaṃ madhukaraṃ matam /
bhrāmaṇaṃ cālanaṃ hy etat //5// i)

suratānandasvabhāvena pāśa padme praveśayet / ii)

madanāṅkuśenaiva ākarṣayet sarvatathāgatān //6//
kṣobhitākṣobhyavajreṇa muṣalaṃ tat prakīrtitam / iii)

[Note] i) bhrāmaṇaṃ ] em.; bhrāmaṇaṃ Skt ms. cf. bhrāmaṇaṃ Vajraḍāka (15.16a).  ii) padme ] 
em. (pa dmar Tib); padmaṃ Skt ms. cf. padme Vajraḍāka (15.16d).  iii) kṣobhitākṣobhya- ] em.; 
akṣobhitākṣobha Skt ms.; mi 'khrug 'khrug byed Tib. cf. kṣobhitākṣobhya Vajraḍāka (15.17c).

15.19: Sādhananidhi, Skt ms., 64r7 (unpublished Skt ed., 35.6, verse no. 7cd) ―
grasane melake vajrās tathāgatāḥ //7// i)

[Note] i) tathāgatāḥ // ] corr.; tathāgatā Skt ms.; Tib ('debs pa la) suggest the existance of some 
word meaning "are explained" or "are sown" after tathāgatāḥ. cf. tathāgatā yathoktaṃ syāt 
Vajraḍāka (15.19b).

15.24cd-25: Herukābhidhāna, Skt ed., 35.3-4ab ―
anyonyaghaṭitā mantrāḥ praveśena tu bheditāḥ /
bījamālāṃ tato grastāṃ hūṃkārāntaḥpratiṣṭhitām //3//
nirodhāt tu bhavet sādhyaḥ padam ekaṃ na gacchati /

15.26-32: Sampuṭodbhava, Skt mss., L: 71r3-v3, To: 49r6-v3 (unpublished Skt ed., 6.4.41-47) ―
asyaiva sahajā prajñā sthitā tadgatarūpiṇī /
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karmamārutanirdhūtā jvalantī nābhimaṇḍale //41// i)

nairātmyeti vikhyātā vasantatilakā smṛtā / ii)

vālāgraśatasahasrāṅgī vidyucchaṭāsamaprabhā //42// iii)

devatāyogakāle tu romakūpāgrasaṃdhiṣu / iv)

niścarantī diśo daśa sarvān tarjayantī surāsurāṇān //43// v)

hṛdaye dharmacakre ca dagdhvā sambhogacakrataḥ / vi)

nāsārandhreṇa niṣkramya dakṣiṇena samantataḥ //44//
ūrṇākośagatenāpi randhreṇa daśadikṣu vai / vii)

buddhānāṃ bodhisattvānāṃ nāsārandhreṇa vāmataḥ //45// viii)

praviśya śikhācakraṃ samādahya viniṣkramet / ix)

pūrvoktenaiva randhreṇa śikhāyāṃ praviśet punaḥ //46// x)

dagdhānāṃ sarvabuddhānām ānandaṃ janayet tataḥ / xi)

nābhimaṇḍalam āgamya sthitā bhavati pūrvavat //47// xii)

[Note] i) jvalantī ] To; jvalantīha L. cf. jvalantī Vasantatilakā (10.32b).  ii) nairātmyeti ] em.; 
nairātmeti LTo.  iii) -sahasrāṅgī ] L; sahasrāṅgi To.  vidyucchaṭā- ] L; vidyucchaṭa To.  iv) -kāle 
tu ] em.; kāle L; kāre tu To. cf. kāleṣu Vasantatilakā (10.33c).  v) niścarantī ] em.; niścaranti LTo.  
diśo daśa ] em.; daśo diśaṃ L; diśo daśaḥ To.  sarvān ] T; sarvās L.  tarjayantī ] L; surpati To.  
-surān ] T; surāṃ L.  vi) hṛdaye ] To; hṛdayeṣu L.  dharmacakre ca ] To; dharmacakraṃ L. cf. 
dharmacakre tu Vasantatilakā (10.34c).  dagdhvā ] L; dagdhā To.  -cakrataḥ ] L; taṃgata To.  vii) 
-kośa- ] To; koṣa L.  randhreṇa ] L; raṃdheṇa To.  viii) vāmataḥ ] Lpc; vāmaḥ Lac; vāmata To.  
ix) praviśya ] L; praviśanti To. cf. praviśya Vasantatilakā (10.36c).  -cakraṃ ] L; cakre To.  x) 
punaḥ ] L; puna To.  xi) sarvabuddhānām ] To; buddhānāṃ L.  tataḥ ] L; tata To.  xii) āgamya ] L; 
āgatva To.  xiii) -tilakā ] To; tilako L.  kalparājaḥ ṣaṣṭhaḥ ] To; ṣaṣṭhakalparājaḥ L.

Almost the same verses can be found in the Vasantatilakā, Skt ed., 10.31cd-37.

15.33: Herukābhidhāna, Skt ed., 35.6cd-7 ―
kālamṛtyuvañcanaṃ caiva aṅge khaṭvāṅgayojitam //6//
kapālārghapātraṃ tu vaktre astraniyojitam //7//

See also Sādhananidhi, Skt ms., 64r7-v1 (unpublished Skt ed., 35.7), which is an explanation of the 
verse in the Herukābhidhāna (35.6cd-7) quoted above ―

aṅge khaṭvāṃgayojitam iti / khaṭvāṅgaṃ devatāyāḥ kham ivāṅgam // i) kapālārghapātraṃ tu vak-
tre arghaṃ niyojitam iti / ii)

[Note] i) khaṭvāṅgaṃ ] conj.; khaṭvāṅga Skt ms.  devatāyāḥ ] conj.; devatā Skt ms.  ivāṅgam ] 
conj.; ivāṅga Skt ms. For this sentence Tib gives more words (kha ṭwāṃ ga ni lha'i sku ste / nam 
mkha' lta bu'i yan lag pas na kha ṭwāṃ ga'o //).  ii) -pātraṃ ] em.; pātra Skt ms. cf. pātraṃ 
Herukābhidhāna (35.7a) and Vajraḍāka (15.33c).  arghaṃ ] Skt ms.; astra Herukābhidhāna (35.7b); 
arghaṃ Vajraḍāka (15.33d).
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1　Introduction

In ancient Japan, how did the Yamato Kingdom 
(大和政権) form? In order to research this question, I 
studied the Ōmiwa clan (大神氏). This clan served the 
Yamato Kingdom and took charge of religious ser-
vices in ancient times. The clan was one of the most 
powerful ancient Japanese clans. Therefore, knowl-
edge of how the imperial family and the Ōmiwa clan 
are related is indispensable for understanding the 
nature of the politics of the Yamato Kingdom. Further-
more, it is indispensable for understanding the process 
of forming the Japanese nation in ancient times.

In my previously published book, I examined the 
constitution of the Ōmiwa clan (Suzuki 2014). The 
Ōmiwa clan consisted of head lineage and cognate 
clans. In addition to these clans, the Ōmiwa clan had 
relationships with many other clans. In various places 
in Japan, there were clans that had “Miwa” (神, 三輪) 
or “Ōmiwa” (大神, 大三輪) in their names: the Miwa 
clan (神氏), the Miwahito clan (神人氏), the Miwahi-

tobe clan (神人部氏), and the Miwabe clan (神部氏). 
These clans were also an important element of the 
Ōmiwa clan. I collectively refer to all of these clans as 
the Ōmiwa clan⑴.

In this paper, I analyze the process of the disper-
sal of the Ōmiwa clan, and I investigate the historical 
background of these clan’s distribution throughout the 
Japanese islands.

2　  Circumstances of dispersal 
throughout Japan

First, I extracted the following place names 
thought to be related to “Miwa” or “Ōmiwa” from 
ancient historical materials.

Kinai⑵ (畿内)
・ Miwa Village (Shikinokami County, Yamato 

Province)
・ Ōmiwa Village (Shikinokami County, Yamato 

Province)
・ Ōmiwa Village (Arima County, Settsu Prov-

ince)

Development and Dispersal Process 
of Ancient Japanese Clan

Masanobu SUZUKI
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In ancient Japan, how did the Yamato Kingdom (大和政権) form? In order to research this question, I studied 
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氏), and the Miwabe clan (神部氏) were established in various places in Japan to worship the god according to the 
local ruling systems of the Yamato Kingdom, including the Hito system (人制), the Bemin system (部民制), and 
the Kokuzō system (国造制).
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・ Ōmiwa Village (Kawabe County, Settsu Prov-
ince)

・ Miwa Village (Ōtori County, Izumi Province)
・ Kamitsumiwa Village (Ōtori County, Izumi 

Province)
Tōkaidō⑶ (東海道)
・ Miwa Village (Nakashima County, Owari Prov-

ince)
・ Miwa Village (Yana County, Mikawa Province)
・ Ōmiwa Village (Hamana County, Tōtoumi 

Province)
・ Miwa Village (Abe County, Suruga Province)
・ Ōmiwa Village (Niihari County, Hitachi Prov-

ince)
・ Ōmiwa Station (Niihari County, Hitachi Prov-

ince)
・ Miwa Village (Kuji County, Hitachi Province)

Tōsandō⑷ (東山道)
・ Miwa Village (Kamo County, Mino Province)
・ Miwa Village (Mushirota County, Mino Prov-

ince)
・ Miwa Village (Ōno County, Mino Province)
・ Ōmiwa Village (Ōno County, Mino Province)
・ Miwa Village (Suwa County, Shinano Prov-

ince)
・ Miwa Village (Nasu County, Shimotsuke Prov-

ince)
Sanindō⑷ (山陰道)
・ Miwa Village (Hikami County, Tanba Prov-

ince)
・ Miwa Village (Ōmi County, Inaba Province)
・ Kazuwa Village (Kume County, Hōki Prov-

ince)
・ Shimotsuwa Village, Kume County, Hōki Prov-

ince)
Sanyodō⑹ (山陽道)
・ Miwa Village (Kamo County, Harima Prov-

ince)
・ Ōmiwa Village (Kamo County, Harima Prov-

ince)
・ Miwa Village (Tomahigashi County, Mimasaka 

Province)
・ Miwa Village (Ōba County, Mimasaka Prov-

ince)
・ Miwa Village (Kuboya County, Bicchū Prov-

ince)
・ Miwa Village (Kumage County, Suō Province)

Saikaidō⑺ (西海道)

・ Ōmiwa Village (Yamato County, Chikushi 
Province)

・ Ōmiwa Village (Hayami County, Bungo Prov-
ince)

Next, I extracted the following Shinto shrines 
thought to be related to the “Miwa” or “Ōmiwa” from 
the Engishiki-Jinmyōchō⑻ (延喜式神名帳) and older 
historical materials.

Kinai (畿内)
・ The Ōmiwa-jinja Shrine (Shikinokami County, 

Yamato Province)
・ The Sai-jinja Shrine (Shikinokami County, 

Yamato Province)
・ The Miwanimasuhimuka-jinja Shrine (Shikino-

kami County, Yamato Province)
・ The Isagawa-jinja Shrine (Sōnokami County, 

Yamato Province)
・ The Isagawaawa-jinja Shrine (Sōnokami 

County, Yamato Province)
・ The Miwatakayasu-jinja Shrine (Kawachi 

Province)
・ The Tōsen-jinja Shrine (Arima County, Settsu 

Province)
Tōkaidō (東海道)
・ The Kuni-jinja Shrine (Ōtori County, Izumi 

Province)
・ The Ōwa-jinja Shrine (Iitaka County, Ise Prov-

ince)
・ The Ōmiwa-jinja Shrine (Asake County, Ise 

Province)
・ The Ōmiwa-jinja Shrine (Nakashima County, 

Owari Province)
・ The Ōmiwa-jinja Shrine (Hamana County, 

Tōtoumi Province)
・ The Miwayama-jinja Shrine (Hamana County, 

Tōtoumi Province)
・ The Miwabe-jinja Shrine (Abe County, Suruga 

Province)
・ The Miwa-jinja Shrine (Mashizu County, 

Suruga Province)
・ The Miwabe-jinja Shrine (Yamanashi County, 

Kai Province)
・ The Miwabe-jinja Shrine (Koma County, Kai 

Province)
Tōsandō (東山道)
・ The Ōmiwa-jinja Shrine (Tagi County, Mino 

Province)
・ The Miwa-jinja Shrine (Minochi County, Shi-



67

Development and Dispersal Process of Ancient Japanese Clan

nano Province)
・ The Miwa-jinja Shrine (Yamada County, 

Kōzuke Province)
・ The Miwa-jinja Shrine (Nasu County, Shimot-

suke Province)
・ The Ōmiwa-jinja Shrine (Tsuge County, Shi-

motsuke Province)
Hokurikudō⑼ (北陸道)
・ The Miwa-jinja Shrine (Onyū County, Wakasa 

Province)
・ The Ōmiwanoshimosaki-jinja Shrine (Tsuruga 

County, Echizen Province)
・ The Miwa-jinja Shrine (Kaga County, Kaga 

Province)
・ The Ōmiwa-jinja Shrine (Kubiki County, 

Echigo Province)
Sanindō (山陰道)
・ The Awaga-jinja Shrine (Asako County, Tajima 

Province)
・ The Ōmiwa-jinja Shrine (Kono County, Inaba 

Province)
・ The Ōgamiyama-jinja Shrine (Aimi County, 

Hōki Province)
・ The Miwa-jinja Shrine (Aimi County, Hōki 

Province)
Sanyodō (山陽道)
・ The Ōyamatonomonoshironushi-jinja Shrine 

(Shisawa County, Harima Province)
・ The Miwa-jinja Shrine (Ōku County, Bizen 

Province)
・ The Ōmiwa-jinja Shrine (Kamitsumichi 

County, Bizen Province)
・ The Miwa-jinja Shrine (Shimotsumichi County, 

Bicchū Province)
・ The Ōmiwa-jinja Shrine (Bingo Province)

Nankaidō⑽ (南海道)
・ The Ōmiwa-jinja Shrine (Nakata County, Awa 

Province)
Saikaidō (西海道)
・ The Ōnamuchi-jinja Shrine (Yasu County, Chi-

kuzen Province)
Finally, I extracted the names of the following 

clans thought to be related to the “Miwa” or “Ōmiwa” 
from ancient historical materials.

Kinai (畿内)
・ The Miwa clan (Shikinokami County, Yamato 

Province)
・ The Ōmiwa clan (Shikinokami County, Yamato 

Province)
・ The Miwa-no-Hikita clan (Shikinokami 

County, Yamato Province)
・ The Ōmiwa-no-Hikita clan (Shikinokami 

County, Yamato Province)
・ The Ōmiwa-no-Hata clan (Takaichi County, 

Yamato Province)
・ The Ōmiwa-no-Makamuta clan (Takaichi 

County, Yamato Province)
・ The Miwa clan (Otagi County, Yamashiro 

Province)
・ The Miwa-no-Kurukuma clan (Kuze County, 

Yamashiro Province)
・ The Miwa-no Miyabe clan (Uji County, 

Yamashiro Province)
・ The Miwahito clan (Yamashiro Province)
・ The Miwahito clan (Nose County, Settsu Prov-

ince)
・ The Ōmiwa-no-Ōyosami clan (Sumiyoshi 

County, Settsu Province)
・ The Miwahito clan (Settsu Province)
・ The Miwahito clan (Kawachi Province)
・ The Miwa clan (Izumi Province)
・ The Miwahito clan (Izumi Province)

Tōkaidō (東海道)
・ The Miwahitobe clan (Ano County, Ise Prov-

ince)
・ The Miwahito clan (Hakuri County, Owari 

Province)
・ The Miwabe clan (Chita County, Owari Prov-

ince)
・ The Miwa clan (Hamana County, Tōtoumi 

Province)
・ The Miwahito clan (Hamana County, Tōtoumi 

Province)
・ The Miwahitobe clan (Hamana County, 

Tōtoumi Province)
・ The Miwahitobe clan (Tagata County, Izu 

Province)
・ The Ōmiwa clan (Ōsumi County, Sagami Prov-

ince)
・ The Miwahitobe clan (Musashi Province)
・ The Miwabe clan (Hitachi Province)

Tōsandō (東山道)
・ The Miwahito clan (Inugami County, Ōmi 

Province)
・ The Miwahito clan (Ōmi Province)
・ The Miwahito clan (Kamo County, Mino Prov-
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ince)
・ The Miwahitobe clan (Kamo County, Mino 

Province)
・ The Miwa clan (Ōno County, Mino Province)
・ The Miwahito clan (Ōno County, Mino Prov-

ince)
・ The Miwa clan (Yamagata County, Mino Prov-

ince)
・ The Miwahito clan (Yamagata County, Mino 

Province)
・ The Miwa clan (Kagamu County, Mino Prov-

ince)
・ The Miwahito clan (Kagamu County, Mino 

Province)
・ The Ōmiwa clan (Ahachima County, Mino 

Province)
・ The Miwahito clan (Takai County, Shinano 

Province)
・ The Miwahitobe clan (Hanishina County, Shi-

nano Province)
・ The Miwahito clan (Tone County, Kōzuke 

Province)
・ The Miwahito clan (Kuruma County, Kōzuke 

Province)
・ The Miwahito clan (Kōzuke Province)
・ The Miwahito clan (Mutsu Province)
・ The Miwahito clan (Dewa Province)
・ The Miwahitobe clan (Dewa Province)

Hokurikudō (北陸道)
・ The Ōmiwa clan (Tsuruga County, Echizen 

Province)
・ The Miwa clan (Tsuruga County, Echizen 

Province)
・ The Miwahito clan (Tsuruga County, Echizen 

Province)
・ The Ōmiwabe clan (Tsuruga County, Echizen 

Province)
・ The Miwa clan (Enuma County, Kaga Prov-

ince)
・ The Miwahito clan (Enuma County, Kaga 

Province)
・ The Ōmiwa clan (Kaga Province)
・ The Miwa clan (Ecchū Province)
・ The Miwa clan (Echigo Province)
・ The Miwahito clan (Echigo Province)
・ The Miwahitobe clan (Echigo Province)
・ The Miwahito clan (Kamo County, Sado Prov-

ince)

Sanindō (山陰道)
・ The Miwahito clan (Hikami County, Tanba 

Province)
・ The Miwa clan (Tanba Province)
・ The Miwahito clan (Tanba Province)
・ The Miwahitobe clan (Tanba Province)
・ The Miwahito clan (Kumano County, Tango 

Province)
・ The Miwabe clan (Asako County, Tajima Prov-

ince)
・ The Miwabe clan (Izushi County, Tajima Prov-

ince)
・ The Miwabe clan (Keta County, Inaba Prov-

ince)
・ The Miwa clan (Takakusa County, Inaba Prov-

ince)
・ The Miwabe clan (Takakusa County, Inaba 

Province)
・ The Miwabe clan (Inaba Province)
・ The Miwahitobe clan (Kando County, Izumo 

Province)
・ The Miwa-no-Hakishi clan (Shimane County, 

Izumo Province)
・ The Ōmiwa-no-Hakishi clan (Shimane County, 

Izumo Province)
・ The Ōmiwa-no-Hakishi clan (Ou County, 

Izumo Province)
・ The Miwahito clan (Ou County, Izumo Prov-

ince)
・ The Miwa clan (Ōchi County, Iwami Province)
・ The Ikuwa-no-Ōmiwa clan (Ōchi County, 

Iwami Province)
Sanyodō (山陽道)
・ The Miwahito clan (Shisawa County, Harima 

Province)
・ The Miwahitobe clan (Shisawa County, Harima 

Province)
・ The Miwahito clan (Ibo County, Harima Prov-

ince)
・ The Miwahito clan (Ako County, Harima Prov-

ince)
・ The Ōmiwa clan (Harima Province)
・ The Miwa clan (Ōba County, Mimasaka Prov-

ince)
・ The Miwa clan (Kuboya County, Bicchū Prov-

ince)
・ The Miwahitobe clan (Kuboya County, Bicchū 

Province)
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・ The Miwabe clan (Asakuchi County, Bicchū 
Province)
・ The Miwahito clan (Naka County, Suō Prov-

ince)
・ The Ōmiwa clan (Nagato Province)
・ The Ōmiwabe clan (Nagato Province)
・ The Miwabe clan (Nagato Province)
・ The Shimotsumiwabe clan (Nagato Province)

Nankaidō (南海道)
・ The Miwahitobe clan (Mihara County, Awaji 

Province)
・ The Miwahito clan (Yamada County, Sanuki 

Province)
Saikaidō (西海道)
・ The Ōgabe clan (Shima County, Chikuzen 

Province)
・ The Ōga clan (Naka County, Chikuzen Prov-

ince)
・ The Ōgabe clan (Naka County, Chikuzen Prov-

ince)
・ The Ōgabe clan (Yasu County, Chikuzen Prov-

ince)
・ The Miwabe clan (Chikuzen Province)
・ The Ōgabe clan (Nakatsu County, Buzen Prov-

ince)
・ The Ōmiwa-no-Shimotota clan (Miyako 

County, Buzen Province)
・ The Ōga clan (Usa County, Buzen Province)
・ The Miwabe clan (Usa County, Buzen Prov-

ince)
・ The Ōga clan (Bungo Province)
・ The Miwa clan (Takaku County, Hizen Prov-

ince)
・ The Ōgabe clan (Hizen Province)
・ The Miwahito clan (Hizen Province)
・ The Miwabe clan (Takaki County, Satsuma 

Province)
Others
・ The Miwa clan (Locations unknown)
・ The Miwahitobe clan (Locations unknown)
Based on these lists, I make two observations. 

First, the place names, Shinto shrine names, and clan 
names thought to be related to the “Miwa” or “Ōmiwa” 
were distributed throughout the Japanese islands rather 
than limited to a specific district. Second, some place 
names, Shinto shrine names, and clan names overlap. 
For example, in Hamana County, Tōtoumi Province⑾ 
(遠江国浜名郡), there was an Ōmiwa Village (大神

郷). In addition, the Ōmiwa-jinja Shrine (大神神社) 
and the Miwayama-jinja Shrine (弥和山神社) were in 
this county. Furthermore, the Miwa, Miwahito, and 
Miwahitobe clans lived in this county, too. Consider-
ing these examples, the distributions of place names, 
Shinto shrine names, and clan names were likely 
related (Ikebe 1972). Even if only the place name 
remains now, the Ōmiwa clan is more likely to have 
resided there in ancient times. In the same way, even if 
only the Shinto shrine remains, the shrine was likely 
erected by the Ōmiwa clan, who lived there in ancient 
times.

3　  Advancement to western Japan 
and to foreign countries

How did the Ōmiwa clan disperse across the Jap-
anese islands? In regard to this point, previous 
researchers have made much of the distribution of 
Shinto shrines. Takehiko Abe (阿部武彦) argues that, 
when the Yamato Kingdom sent troops to eastern and 
western Japan and to the Korean Peninsula (朝鮮半
島), the soldiers worshiped the Ōmiwa god. Therefore, 
the Ōmiwa clan was dispatched to various places (Abe 
1975). Atsumu Wada (和田萃) makes this point, as 
well. He notes that the Ōmiwa god was a “war god,” 
so the Ōmiwa god was enshrined when the Yamato 
Kingdom sent troops to eastern Japan. Accordingly, 
the Ōmiwa clan was dispatched to worship the Ōmiwa 
god in various places (Wada 1985). Many researchers 
support this theory (Maekawa 1986, Maeda 2006). I 
confirm the legends that are the basis for this theory.

At first, I examine the legends about the advance-
ment of the Yamato Kingdom to western Japan and to 
foreign countries. They are as follows.

Article 1:『日本書紀』神功皇后摂政前紀
 (The record before the enthronement of Empress 
Jingū,⑿ Nihonshoki)
　  令二諸国一、集二船舶一練二兵甲一。時軍卒難レ集。
皇后曰、必神心焉、則立二大三輪社一、以奉二

刀矛一矣。軍衆自聚。
Article 2:『筑前国風土記』逸文
 (The surviving fragments of Chikuzennokuni-
Fudoki⒀)
　  気長足姫尊、欲レ伐二新羅一。整二理軍士一、発
行之間、道中遁亡。占二求其由一、即有二祟神一。
名曰二大三輪神一。所以樹二此神社一、遂平二新
羅一。

In Article 1, Empress Jingū (神功皇后) tries to 
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send troops to Silla (新羅) but cannot gather the sol-
diers. She blames her failure on the curse of the 
Ōmiwa god. Then, she worships the Ōmiwa god and 
dedicates a sword and a pike. As a result, she succeeds 
in gathering soldiers.

The contents of Article 2 are similar to those of 
Article 1. In this article, Empress Jingū sends troops to 
Silla, but her soldiers escape. Then, she worships the 
Ōmiwa god, so she succeeds in conquering Silla.

Empress Jingū established the Ōnamuchi-jinja 
Shrine⒁ (於保奈牟智神社) at the place where she had 
worshiped the Ōmiwa god. It is listed in Engishiki-
Jinmyōchō. Researchers have said that the Ōmiwa god 
had many characterizations (Ikeda 1971, Wada 1985). 
I rearrange the characterizations, such as the mountain 
and forest god, the god of light, the thunder god, the 
god of snakes, the god of curses, the god who marries 
a human woman, the clan deity, the war god, the 
national guardian deity, and so on. Of course, I 
acknowledge that one characterization among them̶
that of the war god̶attracted attention and worship 
from ancient people during wartime. However, these 
multiple characterizations are indivisible from each 
other. Ancient people viewed the god as multilayered.

In Article 2, the Ōmiwa god is obviously pre-
sented as a god of curses. However, settling the curse 
led the troops to success. Therefore, the Ōmiwa god 
was both the god of curses and the war god. It is clear 
that the Ōmiwa god was presented as a war god in this 
article, even if the characterization was not clearly 
explained.

No member of the Ōmiwa clan appears in this 
article. However, in another legend, when Empress 
Jingū sends troops to Silla, the Suminoe gods⒂ (住吉
神) haunt the empress. At that time, Tamoni-no-
Sukune (田裳見宿禰), the ancestor of the Tsumori 
clan (津守氏), suggests that she conduct a religious 
service⒃. The Tsumori clan provided the Shinto priest 
for the Suminoe-taisha Shrine⒄ (住吉大社) and wor-
shiped the Suminoe gods.

In addition, when Prince Kume (来目皇子) was 
dispatched to Silla in the era of Empress Suiko⒅ (推古
天 皇), Mononobe-no-Wakamiyabe (物 部 若 宮 部) 
enshrined Futsunushi-no-Kami (経津主神) on the way. 
The Mononobe clan (物部氏) worshiped the god.

In these legends, when a Shinto shrine is estab-
lished or a religious service is conducted, a member of 
the clan that worships that god takes charge. Recent 

research suggests that Empress Jingū was a fictional 
character, so the precise date of sending troops is 
unknown. However, the people of the Ōmiwa clan 
participated in the sending of troops at a certain 
ancient date, and they established the Ōnamuchi-jinja 
Shrine in Chikuzen Province.

Article 3: 『続日本紀』天平九年（七三七）四月
乙巳条

 (Isshi, April, the ninth year of Tenpyō [737], 
Shokunihongi)
　  遣二使於伊勢神宮、大神社、筑紫住吉・八幡
二社及香椎宮一、奉レ幣、以告二新羅无レ礼之状一。

In Article 3, the government offers Heihaku⒆ (幣
帛) to the Ise-jingū Grand Shrine⒇ (伊勢神宮), the 
Ōmiwa-jinja Shrine, the Chikushi-Suminoe-jinja 
Shrine21 (住吉神社), the Usa-jingū Shrine22 (宇佐神
宮), and the Kashii-gū Shrine23 (香椎宮) and reports 
Silla’s rudeness. At that time, Silla had restored its 
diplomatic relationship with the Tang Dynasty (唐) 
and insisted on equal diplomatic relations with Japan. 
The Japanese envoy to Silla24 (遣新羅使) reported Sil-
la’s rudeness to the emperor. The government 
discussed diplomatic policy25. Some government offi-
cials insisted that the government should dispatch a 
messenger to Silla and question them closely or 
severely. Some government officials insisted that the 
government should send troops to Silla26. In response, 
the government dedicated Heihaku to these shrines.

Among these shrines, listed in Article 3, the Ise-
jingū Grand Shrine enshrined Amaterasu-Ōmikami (天
照大神), the ancestor of the Imperial Family. The 
Ōmiwa-jinja Shrine and the Chikushi-Suminoe-jinja 
Shrine appeared in the legend of sending troops in the 
era of Empress Jingū. The Usa-jingū Shrine and 
Kashii-gū Shrine enshrined Empress Jingū. Ancient 
people believed that these Shinto shrines could pro-
vide a miracle for the dispatch of troops. The Ōmiwa-
jinja Shrine was included among those shrines.

Article 4:『粟鹿大明神元記』太多彦命尻付
 (The part of Ōtatahiko in Awagadaimyōjinganki27)
　  右多太彦、磯城瑞籬宮御宇初国所知御間城入
彦五十瓊殖天皇御世、国々荒振人等令二平
服一。以二大国主神術魂・荒（魂脱ヵ）一、召著二

於桙・楯・大刀・鏡一、遣二於西国一。于時、
初貢二男女之調物一。即但馬国朝来郡粟鹿村宿
住矣也。

Article 5:『粟鹿大明神元記』奥書
(The postscript of Awagadaimyōjinganki)



71

Development and Dispersal Process of Ancient Japanese Clan

　  右、根 氏大明神天美佐利命者、神氏最初之
天降人、皇治化之崇基也。此境山陰道、但馬
州朝来郡粟鹿郷也。 時、山海混沌、煙雲闇
靄。庶民漸事二人王一、神霊未レ入二皇帰一。吾
親皇命、振固洲天下御坐。名曰二粟鹿大明神一

也。花夷未レ頒之時、荊樹点レ瑞之処、天下俄
陰、霖雨久洪水、饑餓疾癘、生者流亡。時焉、
朝廷驚奇、便下勅二宣天文陰（陽脱ヵ）家一、勘
奏占諮。大田彦（大国主命ヵ）子天美佐利、依
レ未レ受二公崇一、忽致二此怪災一也云々。仍下二

勅宣一、忽建二宝殿一、十二箇所別社、神戸二烟、
神田七十五町五段百八十歩、則定二神立
（直ヵ）氏一、并祝部氏請二下大和国大神明神氏
人等一也。

In Article 4, Emperor Sujin28 (崇神天皇) dis-
patches Ōtatahiko (太多彦命) to western Japan to 
conquer people in the era of Emperor Sujin, and after 
the campaign, Ōtatahiko lives in Awaga Village, Asako 
County, Tajima Province29 (但馬国朝来郡粟鹿郷). 
When he is dispatched, he brings a pike, a shield, a 
sword, and a mirror. The Sumemitama (術魂) and 
Aramitama30 (荒魂) of Ōkuninushi-no-Kami31 (大国
主神) haunted these holy treasures. Ōtatahiko was the 
ancestor of the Miwabe clan. This clan was based in 
Tajima Province and enshrined the Awaga-jinja 
Shrine32 (粟鹿神社). In ancient legends, many troops 
carried holy treasures haunted by gods33. This was a 
common custom practiced widely in the ancient ages.

In Article 5, a natural disaster has occurred and 
plague is rife. A fortune-teller says that the god Ame-
misari-no-Mikoto (天美佐利命), who is enshrined in 
the Awaga-jinja Shrine, complains that the government 
did not conduct religious services for him, so he has 
cursed the people. After receiving this report, the gov-
ernment mends the main hall of the shrine, dedicates 
parishioners and rice fields to the shrine, and appoints 
and settles the Shinto priest of the shrine. Furthermore, 
the government commands the Ōmiwa clan to dispatch 
their shrine parishioners from the Ōmiwa-jinja Shrine 
in Yamato Province34 (大和国) to the Awaga-jinja 
Shrine. It is important that shrine parishioners are dis-
patched from the Ōmiwa-jinja Shrine, not another 
shrine. To quiet the curse, the Ōmiwa-jinja Shrine is 
chosen from among many other Shinto shrines.

These legends of Awagadaimyōjinganki may par-
tially include a fiction created by the succeeding 
generations. However, not all of the contents of these 
legends are regarded as fiction. That the ancestor of 

the Miwabe clan was dispatched to western Japan, 
brought the holy treasures haunted by gods, and lived 
in Tajima Province and that the Ōmiwa clan dis-
patched their shrine parishioners from the Ōmiwa-jinja 
Shrine to the Awaga-jinja Shrine are thought to be his-
torical facts.

Considering the above-mentioned articles, the 
Ōmiwa god was considered a war god, and ancient 
people worshiped the Ōmiwa god when troops were 
dispatched.

4　Advancement to eastern Japan

Next, I examine the legends regarding the expan-
sion of the Yamato Kingdom into eastern Japan.

Article 6:『日本書紀』崇神四十八年正月戊子条
 (Boshi, January, forty-eighth year of Emperor 
Sujin, Nihonshoki)
　  天皇勅二豊城命・活目尊一曰、汝等二子、慈愛
共斎。不レ知、曷為レ嗣。各宜レ夢。朕以レ夢占
之。二皇子、於是、被レ命、浄沐而祈寐。各
得レ夢也。会明、兄豊城命以二夢辞一奏二于天
皇一曰、自登二御諸山一向レ東、而八廻弄槍、八
廻撃刀。弟活目尊以二夢辞一奏言、自登二御諸
山之嶺一、縄 二四方一、逐二食レ粟雀一。則天皇
相夢、謂二二子一曰、兄則一片向レ東。当治二東
国一。弟是悉臨二四方一。宜継二朕位一。

Article 6 is a legend about divination through the 
interpretation of dreams. Emperor Sujin had two chil-
dren. The older brother was Toyoki-no-Mikoto (豊城
命), and the younger brother was Ikume-no-Mikoto 
(活目尊). The emperor could not decide which of the 
two to make his successor. The emperor conducted a 
divination through an interpretation of dreams. The 
brothers performed a purification ceremony and slept. 
The next morning, they reported the dream that they 
had had. Toyoki said that he climbed Mt. Miwa (三輪
山), faced east, pricked a spear to the east eight times, 
and brandished a sword to the east eight times. Ikume 
said that he climbed to the top of Mt. Miwa, stretched 
a rope in all directions, and chased away sparrows that 
ate foxtail millet. The emperor heard two reports and 
decided that, because Toyoki faced east, the Emperor 
commanded Toyoki to dominate eastern Japan. In con-
trast, Ikume faced in all directions, so the emperor 
commanded Ikume to succeed to the Imperial Throne.

Although the stage was Mt. Miwa, the Ōmiwa 
clan and the Ōmiwa god did not appear in the legend. 
However, the emperor commanded Toyoki to domi-
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nate eastern Japan. This shows that pricking a spear 
and brandishing a sword to the east at Mt. Miwa sig-
naled the legitimacy to dominate eastern Japan. The 
Ōmiwa god and eastern Japan were related, and the 
Ōmiwa god played an important role in the advance to 
eastern Japan.

Article 7:『日本書紀』景行五十一年八月壬子条
 (Jinshi, August, fifty-first year of Emperor 
Keikō35, Nihonshoki)
　  於是、所二献神宮一蝦夷等、晝夜喧譁、出入無

レ礼。時倭姫命曰、是蝦夷等、不レ可レ近二就於
神宮一。則進二上於朝庭一。仍令レ安二置御諸山
傍一。未レ経二幾時一、悉伐二神山樹一、叫二呼隣
里一、而脅二人民一。天皇聞之、詔二群卿一曰、
其置二神山傍一之蝦夷、。是本有二獣心一。難レ

住二中国一。故隨二其情願一、令レ班二邦畿之外一。
是今播磨・讃岐・伊予・安芸・阿波、凡五国
佐伯部之祖也。

In Article 7, Emishi36 (蝦夷) are dedicated to the 
Ise-jingū Grand Shrine. However, they make noise day 
and night and are rude to the shrine. Therefore, the 
emperor moves them to the foot of Mt. Miwa. How-
ever, they immediately cut down the trees of the 
mountain and threaten the neighborhood residents. 
Therefore, the emperor moves them to the outskirts of 
the capital. Eventually, they became the ancestors of 
the Saekibe (佐伯部), who lived in Harima Province37 
(播磨国), Sanuki Province38 (讃岐国), Iyo Province39 
(伊予国), Aki Province40 (安芸国), and Awa Prov-
ince41 (阿波国).

According to this article, the Emishi had savage 
souls. However, such a description is not historical 
fact. In order to explain the origins of the Saekibe 
clan, who were distributed across several provinces, 
the editor of Nihonshoki depicted the Emishi in this 
way. I prefer to note that the Emishi were moved to 
the foot of Mt. Miwa. The Ōmiwa-jinja Shrine was 
enshrined there. This means that the Emishi were ded-
icated to the Ōmiwa god, and ancient people believed 
that the Ōmiwa god had the miracle power to conquer 
the Emishi, and people expected this result.

Article 8: 『日本書紀』敏達十年（五八一）閏二
月条

 (Intercalary February, the tenth year of Emperor 
Bidatsu42, [581] Nihonshoki)
　  蝦夷数千、寇二於辺境一。由レ是、召二其魁帥綾
糟等一。〈魁帥者、大毛人也。〉詔曰、惟、儞
蝦夷者、大足彦天皇之世、合レ殺者斬、応レ原

者赦。今朕遵二彼前例一、欲レ誅二元悪一。於是、
綾糟等懼然恐懼、乃下二泊瀬中流一、面二三諸
岳一、歃レ水而盟曰、臣等蝦夷、自レ今以後、子々
孫々、〈古語云二生児八十綿連一。〉用二清明心一、
事二奉天闕一。臣等若違レ盟者、天地諸神及天
皇霊、絶二滅臣種一矣。

In Article 8, thousands of Emishi cross the border. 
Emperor Bidatsu summons Ayakasu (綾糟), the leader 
of the Emishi. The emperor declares that he will kill 
the ringleader of the rebellion, as in the era of Emperor 
Keikō. Ayakasu is afraid of being killed. He advances 
to the midstream of the Hatsusegawa River43 (初瀬川), 
looking toward Mt. Miwa and swears that the Emishi 
will serve the Yamato Kingdom without treacherous 
thoughts until the following generation. If they were 
to break the vow, “the gods of heaven and earth” (天地
諸神) and “Tennōrei”44 (天皇霊) would destroy their 
descendants.

This legend is very important for analyzing the 
Emishi’s ritual of obedience before the seventh cen-
tury (Kumagai 1985, Kumagai 1991). I focus on 
“Tennōrei” in this article. Many researchers have con-
sidered this case. Seishi Okada (岡田精司) states that 
“Tennōrei” was the root of the emperor’s prestige, and 
Mt. Miwa was the sacred place where “Tennōrei” 
existed (Okada 1966). Kimio Kumagai (熊谷公男) 
argues that “Tennōrei” was the mysterious power of 
the soul of the successive emperors; the ancient people 
believed that “the gods of heaven and earth” and 
“Tennōrei” descended from Mt. Miwa, and Ayakasu 
swore by these gods (Kumagai 1988).

In this way, many researchers related “Tennōrei” 
to Mt. Miwa. However, some dispute this theory. 
Takashi Tanaka (田中卓) argues that it is strange that 
“the gods of heaven and earth” and “Tennōrei” all 
existed on Mt. Miwa. He compared this with other 
examples. He argues that “Tennōrei” did not stay in 
one place; it was originally unrelated to Mt. Miwa, 
and Ayakasu swore by the Ōmiwa god who lived in 
Mt. Miwa (Tanaka 1987). Toshio Kobayashi (小林敏
男) argues that it is unnecessary to relate “Tennōrei” 
with Mt. Miwa. Furthermore, “Tennōrei” was distin-
guished from the souls of the successive emperors in 
Nihonshoki, and Ayakasu swore by the Ōmiwa god as 
the god of curses (Kobayashi 1994).

Therefore, if “Tennōrei” existed in Mt. Miwa or 
descended from Mt. Miwa, the relations between 
“Tennōrei” and the Ōmiwa god cannot be explained 
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logically. It is clear that Ayakasu swore by the Ōmiwa 
god. In other words, ancient people believed that the 
Ōmiwa god had the magical power to conquer not 
only Ayakasu but also the Emishi as a whole. This 
shows that the Ōmiwa god was worshiped as a war 
god.

When the Yamato Kingdom advanced to eastern 
Japan, as with the advancement into western Japan 
and foreign countries, the Ōmiwa god was worshiped 
as a war god. It is thought that the Ōmiwa clan spread 
across Japan, the Ōmiwa god gained worshipers, and 
the Ōmiwa-jinja Shrines were established.

5　  Local ruling systems of the 
Yamato Kingdom

As mentioned earlier, researchers associate the 
distribution of the Ōmiwa clan with that of the 
Ōmiwa-jinja Shrines. I agree with this theory, but this 
is not always the case. I present two points.

First, based on the list of clans above, the Miwa-
hito, Miwahitobe, and Miwabe clans were in the 
majority over the others. This shows that the distribu-
tion of the Ōmiwa clan was deeply related to the Hito 
system45 (人制) and the Bemin system46 (部民制). 
These systems were two of the local ruling systems of 
the Yamato Kingdom and were enforced from approx-
imately the fifth to the seventh century.

Until recently, scholar believed that the Hito sys-
tem was enforced after the Bemin system (Naoki 
1958). However, according to recent research, the Hito 
system was enforced prior to the Bemin system, and 
the Hito system was absorbed into the Bemin system 
(Yoshimura 1993). Strictly speaking, in the early stage 
of the late fifth century, the government frequently 
classified government officials as civil officers, called 
Tensōjin (典曹人), and military officers, called Jōtōjin 
(杖刀人). In this stage, Tensōjin and Jōtōjin were writ-
ten as three characters. In the later stage of the late 
fifth century, the government classified government 
officials in detail to concrete roles, such as Kurahito 
(倉人), Sakahito (酒人), and Shishihito (宍人). In this 
stage, they were written down as two characters. In 
other words, the period when the Hito system was 
enforced is divided into two stages (Shinokawa 1996). 
“Miwahito,” whom I pick up here, belonged to the lat-
ter. Therefore, it is thought that the Miwahito clan was 
organized in the late stage of the late fifth century.

Although the Hito system is understudied, studies 

of the Bemin system are numerous (Takemitsu 1981, 
Kanō 1993). According to the commonly accepted 
theory, under the influence of the Bushi system (部司
制) and the Gobu system (五部制) in Baekje (百済), 
the Bemin system was in effect from the end of the 
fifth century to the early sixth century. Therefore, it is 
thought that the Miwabe clan was organized in this 
period, at the earliest.

“Miwahitobe” has elements of both the Hito sys-
tem and the Bemin system. The title Miwahitobe is 
constructed from “Miwa” (神), “Hito” (人), and “Be” 
(部). “Miwa” means to belong to the Ōmiwa clan. 
However, if it were organized after the Bemin system 
was introduced, “Hito” would not be added to the 
name. Therefore Miwahitobe was organized before the 
introduction of the Bemin system, and “Be” was added 
to the name after the introduction of the Bemin sys-
tem.

The shift from the Hito system to the Bemin sys-
tem did not only mean a change in names. In the Hito 
system, only those who served the emperor in the cap-
ital were organized as government officials. By 
contrast, in the Bemin system, not only those who 
served the emperor in the capital but also those who 
stayed in their hometowns and fed others were orga-
nized. Therefore, in the Hito system, Miwahito was 
restricted to the capital. By introducing the Bemin sys-
tem, people living in various places were organized as 
Miwahitobe or Miwabe.

Of course, these titles were sometimes used flexi-
bly. In Nihonshoki, there is a notation that one need 
not pronounce “Be.”47 Based on this notation, Take-
hiko Yoshimura (吉村武彦) wrote that “Be,” which is 
derived from the Hito system, was not pronounced 
(Yoshimura 1993). For example, Shishihitobe (宍人
部) was pronounced “Shishihito,” so it was often writ-
ten as “Shishihito (宍人).” In regard to the Ōmiwa 
clan, Miwabe-no-Ushimaru (神部牛丸) was para-
phrased as Miwa-no-Ushimaru (神牛丸) in the same 
ancient document48. In this case, “Be” was omitted.

Therefore, the Miwahito, listed above, were actu-
ally the Miwahitobe, but both Miwahito and 
Miwahitobe were pronounced “Miwahito,” as “Be” 
was often omitted when written. The Miwahitobe and 
Miwabe clans took their names from the Hito system; 
they were influenced by the introduction of the Bemin 
system, and, as a result, they were distributed in vari-
ous places. This lasted from the late fifth century to its 
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end.
The second point is that, in the list of clans above, 

there are many clans who had the Kabane49 (姓) “Atai” 
(直), such as the Miwa-no-Atai clan (神直氏) and the 
Miwabe-no-Atai clan (神部直氏). These were the 
senior clans who administrated the Miwahitobe and 
Miwabe clans in the local areas (Naoki 1958, Ōyama 
1975). This shows that the distribution of the Ōmiwa 
clan was related to the Kokuzō system50 (国造制). 
This system was one of the local ruling systems of the 
Yamato Kingdom, which were enforced from approxi-
mately the sixth to the seventh century. It is well 
known that many clans that were appointed as Kokuzō 
had the Kabane Atai (Abe 1950, Inoue 1951, Shino-
kawa 1996). For example, the Ōyamato-no-Atai (大倭
直) clan was appointed as the Ōyamato-no-Kokuzō (大
倭国造), the Katsuragi-no-Atai clan (葛城直) was 
appointed as the Katsuragi-no-Kokuzō (葛城国造), 
and the Kii-no-Atai (紀直) was appointed as the Kii-
no-Kokuzō (紀伊国造).

According to Nihonshoki, Sotōri-no-Iratsume (衣
通郎姫) lived in Fujiwara Palace (藤原宮). Emperor 
Ingyō51 (允恭天皇) wanted to leave her name in his-
tory. Therefore, the emperor commanded the Kokuzō 
in each region to organize Fujiwarabe52 (藤原部). In 
another legend, Ōyamato-no-Kokuzō dedicated 
Shishihitobe to the emperor. Then, other Kokuzōs 
dedicated Shishihitobe to the emperor in the same 
way53. Based on these examples, Ken Shinokawa (篠
川賢) notes that the Kokuzō often organized Be (Shi-
nokawa 2009).

This tendency applies to the Miwahitobe and 
Miwabe clans. I list the following clans with the 
Kabane Atai.
・ Yamashiro Province Miwa-no-Atai (神直)
・ Izumi Province   Miwa-no-Atai (神直)
・ Tōtoumi Province  Miwa-no-Atai (神直)
・ Mino Province   Miwa-no-Atai (神直)
・ Tanba Province   Miwa-no-Atai (神直)
・ Tajima Province   Miwabe-no-Atai (神部直)
・ Inaba Province   Miwabe-no-Atai (神部直)
・ Iwami Province   Miwa-no-Atai (神直)
          Ōmiwa-no-Atai (大神直)
・ Mimasaka Province Miwa-no-Atai (神直)
・ Nagato Province  Ōmiwa-no-Atai (大神直)
In contrast, the names of clans appointed as 

Kokuzō in these provinces were as follows.
・ Yamashiro Province

       Yamashiro-no-Atai54 (山代直)
・ Izumi Province
       Ōshikōchi-no-Atai55 (凡河内直)
・ Tōtoumi Province Unknown
・ Mino Province  Mino-no-Atai56 (美濃直)
・ Tanba Province  Tanba-no-Atai57 (丹波直)
         Amabe-no-Atai58 (海部直)
・ Tajima Province  Miwabe-no-Atai59 (神部直)
・ Inaba Province 
       Inaba-no-Kokuzō60 (因幡国造),
       Iokibe-no-Omi61 (伊福部臣)
・ Iwami Province    Unknown
・ Mimasaka Province Did not exist
・ Nagato Province  Anato-no-Atai62 (穴門直)
As before, many Ōmiwa clans distributed across 

various provinces had Atai, and Kokuzō, which were 
established in various provinces, had Atai as well. 
Inaba Province is the only exception. However, there 
was Miwabe-no-Atai in Keta County, Inaba Province63 
(因幡国気多郡). The county of the same name was in 
Tajima Province64 (但馬国). The Miwabe-no-Atai who 
lived in Inaba Province emigrated from Tajima Prov-
ince. Therefore, Inaba Province is not an exception.

Therefore, it is clear that the distribution of the 
Ōmiwa clan was related to the Kokuzō system in the 
same way as with the Hito system and the Bemin sys-
tem. The Miwa-no-Atai and Miwabe-no-Atai clans 
were organized by the Kokuzō in the province in order 
to administrate the Miwahitobe and Miwabe clans, 
which were antecedently organized. In this process, 
Kokuzō had the Kabane Atai, so the Miwa-no-Atai 
and Miwabe-no-Atai clans called themselves the same 
Kabane.

Many researchers have discussed the time of the 
establishment of the Kokuzō system65. I agree with 
Ken Shinokawa, who argues that the Kokuzō system 
was established in western Japan in the mid-sixth cen-
tury. Then, it spread to eastern Japan in the late sixth 
century (Shinokawa 1996). Therefore, it is thought 
that the time of the organization of the Miwa-no-Atai 
and Miwabe-no-Atai clans was from the mid to late 
sixth century.

Haruto Maeda (前田晴人) disagrees with Shino-
kawa’s theory (Maeda 2006). He argues that the 
Ōmiwa clan admitted Kokuzō, located in various 
provinces, into “the fictitious blood relationship.” 
Then, the Ōmiwa clan gave the name Miwa-no-Atai or 
Miwabe-no-Atai clan to Kokuzō. Furthermore, the 
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Ōmiwa clan gave the name of the Miwabe clan to the 
people controlled by Kokuzō. In this way, the Ōmiwa 
clan spread to various places by using local vertical 
relationships. This process applies to Mino66 (美濃), 
Suruga67 (駿 河), Kai68 (甲 斐), Shinano69 (信 濃), 
Tajima, Tanba70 (丹波), Inaba, Iwami71 (石見), Mima-
saka72 (美 作), Bingo73 (備 後), Nagato74 (長 門), 
Chikuzen, and Buzen75 (豊前) Provinces.

However, based on the existing historical materi-
als, only the Miwabe-no-Atai clan living in Tajima 
Province was established to build “the fictitious blood 
relationship” with the Ōmiwa clan. It is highly 
unlikely that the Ōmiwa clan had the centripetal power 
to change freely the genealogy and name of Kokuzō. 
Of course, in some cases, the Ōmiwa clan strongly 
influenced Kokuzō. However, as I mentioned earlier, 
it seems likely that the Miwa-no-Atai and Miwabe-no-
Atai clans were organized by Kokuzō, and they 
administrated the Miwahitobe and Miwabe clans in 
each province. As a result of these processes, the 
Ōmiwa clan was scattered across ancient Japanese 
islands.

6　Conclusion

In this paper, I analyzed the process of the disper-
sal of the Ōmiwa clan and investigated its historical 
background.

First, I extracted the place names, Shinto shrine 
names, and clan names thought to be related to the 
“Miwa” or “Ōmiwa” from ancient historical materials. 
They were distributed throughout almost all of the 
Japanese islands and were not limited to a specific dis-
trict. Furthermore, some places, shrines, and clans 
overlapped in the same place. Therefore, the distribu-
tions of place names, Shinto shrines, and clans were 
related to each other. If only a place name or Shinto 
shrine is found now, the Ōmiwa clan was more likely 
to have lived in that place in ancient times. Because 
they lived there, the place is called “Miwa” or 
“Ōmiwa.” They erected a shrine, so the shrine has 
“Miwa” or “Ōmiwa” in its name.

Next, I examined the Ōmiwa god’s characteriza-
tion as a war god. Because researchers have made 
much of the distribution of Shinto shrines, I analyzed 
the legends that are the basis for these studies. Accord-
ing to my analysis, when the Yamato Kingdom sent 
troops to or advanced into western Japan, eastern 
Japan, or foreign countries, ancient Japanese viewed 

the Ōmiwa god as a war god. Therefore, they wor-
shiped the god and established Ōmiwa-jinja Shrines. 
As a result, the Ōmiwa clan was distributed to various 
places in Japan to worship the god.

Finally, I address the relationship between the 
distribution of the Ōmiwa clan and the local ruling 
systems of the Yamato Kingdom. In the list of clans 
above, the Miwahito, Miwahitobe, and Miwabe clans 
are in the majority. This shows that these clans were 
influenced by the introduction of the Hito and Bemin 
systems, which were in effect from the late fifth cen-
tury to its end. Furthermore, there were many clans 
called Miwa-no-Atai or Miwabe-no-Atai clan. Many 
clans that were appointed as Kokuzōs had the Kabane 
Atai, as well. This shows that the distribution of the 
Ōmiwa clan was related to the Kokuzō system. In con-
crete terms, the Miwahitobe, and Miwabe clans were 
organized based on the Hito and Bemin systems, so 
the Miwa-no-Atai and Miwabe-no-Atai clans were 
organized by Kokuzō in order to administrate the 
Miwahitobe and Miwabe clans. Because Kokuzō had 
the Kabane Atai, the Miwa-no-Atai and Miwabe-no-
Atai clans also had the Kabane Atai in their names. 
This was from the mid to late sixth century.

There were two patterns by which the Ōmiwa 
clan spread to various places in the ancient Japanese 
islands. One was by the expansion of the faith in the 
“war god” interpretation of the Ōmiwa god, and the 
other was by the advancement of the local ruling sys-
tems of the Yamato Kingdom. These two patterns were 
intertwined. For example, local people who worshiped 
the Ōmiwa god might later be organized as the 
Miwabe clan. Alternatively, if the Miwabe clan existed 
locally, they might later come to worship the Ōmiwa 
god.

Previous research emphasizes the Ōmiwa god’s 
characterization as a war god. Therefore, it clearly 
explains the process by which Shinto shrines were dis-
tributed. However, the process of the Ōmiwa clan’s 
dispersal is only explained vaguely. I add the influence 
of the local ruling systems to the previous theory. 
From both the perspective of faith and that of systems, 
I explain the process of the Ōmiwa clan’s dispersal 
more clearly and concretely than did previous 
research.
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Notes
⑴　Some researchers include the Kamo clan (賀茂氏) and the 

Munakata clan (宗像氏) among the cognate clans of the 
Ōmiwa clan. Certainly, these clans had a “fictitious blood 
relationship” with the Ōmiwa clan. However, as the names 
suggest, these clans were separate from the Ōmiwa clan. 
Therefore, I exclude these clans from the Ōmiwa clan.
⑵　Kinai (畿内) refers to the territories near the capital in 

ancient Japan.
⑶　Tōkaidō (東海道) refers to the area along the Pacific coast-

line in eastern Japan.
⑷　Tōsandō (東山道) refers to the inland area in eastern Japan.
⑸　Sanindō (山陰道) refers to the north side of the Chūgoku 

Region (中国地方) in western Japan.
⑹　Sanyodō (山陽道) refers to the south side of the Chūgoku 

Region in western Japan.
⑺　Saikaidō (西海道) is almost equivalent to the current 

Kyūshū district (九州地方).
⑻　Engishiki-Jinmyōchō (延喜式神名帳) is a record of Shinto 

shrines in ancient Japan. It was edited in 927.
⑼　Hokurikudō (北陸道) refers to the area along the Sea of 

Japan coastline in eastern Japan.
⑽　Nankaidō (南 海 道) is almost equivalent to current 

Wakayama Prefecture (和歌山県) and Shikoku District (四国
地方).

⑾　This was in present-day Kosai City, Shizuoka Prefecture 
(静岡県湖西市).
⑿　Empress Jingū (神功皇后) was the empress of Emperor 

Chūai (仲哀天皇), the fourteenth emperor.
⒀　Chikuzennokuni-Fudoki (筑前国風土記) is the topography 

of Chikuzen Province. In 713, the government ordered each 
province to edit its Fudoki (風土記). Chikuzennokuni-Fudoki 
was one of these. Chikuzen Province was in the northern part 
of present-day Fukuoka Prefecture (福岡県 ).
⒁　The Ōnamuchi-jinja (於保奈牟智神社) is located in pres-

ent-day Iyanaga, Chikuzen Cho, Asakura County, Fukuoka 
Prefecture (福岡県朝倉郡筑前町弥永).
⒂　The Suminoe gods were Uwatsustunoo-no-Mikoto (表筒
男命), Nakatsustunoo-no-Mikoto (中筒男命), and Sokotsut-
sunoo-no-Mikoto (底筒男命). They are enshrined in the 
Suminoe-taisha Shrine.
⒃　The record before the enthronement of Empress Jingū, 

Nihonshoki.
⒄　The Suminoe-taisha Shrine (住吉大社) is located in Sumi-

yoshi Ward, Ōsaka City, Ōsaka Prefecture (大阪府大阪市住
吉区).

⒅　Emperor Suiko (推古天皇) was the thirty-third emperor.
⒆　Heihaku refers to papers, silk cuttings, and cloth dedicated 

to a god or shrine.
⒇　The Ise-jingū Grand Shrine (伊勢神宮) is located in Ise 

City, Mie Prefecture (三重県伊勢市).
21　The Chikushi-Suminoe-jinja Shrine (住吉神社) is located 

in Sumiyoshi, Hakata Ward, Fukuoka City, Fukuoka Prefec-
ture (福岡県福岡市博多区住吉).
22　The Usa-jingū Shrine (宇佐神宮) is located in Usa County, 
Ōita Prefecture (大分県宇佐市).

23　Kashii-gū Shrine (香椎宮) is located in Kashii, Higashi-ku 
Ward, Fukuoka City, Fukuoka Prefecture (福岡県福岡市東区
香椎).

24　The Japanese envoy to Silla (遣新羅使) was dispatched for 
diplomatic relations from the seventh to the ninth century.
25　Kibi, February, the ninth year of Tenpyō [737], Shokuni-

hongi.
26　Heiin, February, the ninth year of Tenpyō [737], Shokuni-

hongi.
27　Awagadaimyojinganki was the genealogy of the Miwabe 

clan living in Tajima Province.
28　Emperor Sujin (崇神天皇) was the tenth emperor.
29　This was in present-day Asako County, Hyōgo Province 

(兵庫県朝来市).
30　Aramitama (荒魂) was the savage soul of a god. The 

meaning of Sumemitama (術魂) is not precisely known, 
although it is thought to be the marvelous soul of a god.
31　Ōkuninushi-no-Kami (大国主神) was another name for 
Ōmononushi-no-Kami (大物主神), who lived in Mt. Miwa, 
or the Ōmiwa god.
32　The Awaga-jinja Shrine (粟鹿神社) is located in present-

day Asako County, Hyōgo Province.
33　Jingo, January, the eighth year of Emperor Chūai, Nihon-

shoki.
34　This was in present-day Nara Prefecture (奈良県).
35　Emperor Keikō (景行天皇) was the twelfth emperor.
36　Emishi (蝦夷) refers to people who did not belong to the 

Yamato Kingdom. Most lived in northeastern Japan.
37　Harima Province (播磨国) was the southern part of pres-

ent-day Hyōgo Prefecture (兵庫県).
38　Sanuki Province (讃岐国) was present-day Kagawa Pre-

fecture (香川県).
39　Iyo Province (伊予国) was present-day Ehime Prefecture 

(愛媛県).
40　Aki Province (安芸国) was the western part of present-day 

Hiroshima Prefecture (広島県 ).
41　Awa Province (阿波国) was present-day Tokushima Pre-

fecture (徳島県).
42　Emperor Bidatsu was the thirtieth emperor.
43　The Hatsusegawa River (初瀬川) has flowed past the foot 

of Mt. Miwa since ancient times.
44　Literally, “Tennōrei” (天皇霊) means “the soul of the 

emperor.”
45　In the Hito system (人制), the government organized peo-

ple, who moved to the capital from various districts to serve 
the emperor as government officials according to their busi-
ness, and gave them the title “Hito” (人). “Hito” means 
person.
46　In the Bemin system (部民制), the government organized 

people, who moved to the capital from various districts to 
serve the emperor as government officials according to their 
business, and gave them the title Be (部). “Be” means group. 
Furthermore, the government also gave the title “Be” (部) to 
people who stayed in their hometowns and supported the 
people who came to the capital to serve the emperor. “Bemin” 
was strictly called “Be-no-Tami” in Japanese. However, in 
recent works, it is common to call it by the sound of the Chi-
nese character, “Bemin.”



77

Development and Dispersal Process of Ancient Japanese Clan

47　The seventh year of Emperor Yūryaku, Nihonshoki. 
Emperor Yūryaku (雄略天皇) was the twenty-first emperor.
48　Dainihon-Komonjyo (大日本古文書), Tōnaninmonjo (東南
院文書) 2–537.

49　Kabane (姓) was the hereditary title owned by ancient 
clans. It roughly represented the hierarchy in the Yamato 
Kingdom.

50　In the Kokuzō system (国造制), the government appointed 
a powerful local clan as the chief officer of a region or the 
Kokuzō (国造) and granted them local rule. In return, the 
Kokuzō was required to supply goods, workers, and military 
power to the government. For example, in Kii Province, the 
Kii-uji clan was appointed as Kii-Kokuzō (紀伊国造) by the 
Yamato Kingdom. The Kokuzō was strictly called Kuni-no-
Miyatsuko in Japanese. However, in recent research, it is 
common to call it by the sound of the Chinese character, 
Kokuzō.
51　Emperor Ingyō (允恭天皇) was the nineteenth emperor.
52　Heigo, March, the eleventh year of Emperor Ingyō, Nihon-

shoki.
53　Heishi, October, The second year of Emperor Yūryaku, 

Nihonshoki.
54　The body (本文) of the sixth part of Jindaiki, Nihonshoki. 

Jindaiki (神代紀) is part of the myth in Nihonshoki.
55　The body of the sixth part of Jindaiki, Nihonshoki.
56　Boin, June, the second year of Jingokeiun [768], Shokuni-

hongi.
57　Kigai, January, the fourth year of Enryaku [785], Shokuni-

hongi.
58　The Genealogy of the Amabe clan (海部氏系図).
59　Awagadaimyojinganki.
60　Heishin, February, the second year of Hōki [771], Shokuni-

hongi.
61　The Genealogy of Iokibe clan (因幡国伊福部臣古志).
62　The record before the enthronement of Empress Jingū, 

Nihonshoki.
63　This was in present-day Tottori City, Tottori Prefecture (鳥
取県鳥取市).

64　This was in the northern part of present-day Hyōgo Prov-
ince.
65　Naoyoshi Niino (新野直吉) and Ken Shinokawa arranged 

history of study in detail (Niino 1974, Shinokawa 1996).
66　This was in the southern part of present-day Gifu Prefec-

ture (岐阜県).
67　This was in the center part of present-day Shizuoka Prefec-

ture.
68　This was in present-day Yamanashi Prefecture (山梨県).
69　This was in present-day Nagano Prefecture (長野県).
70　This was in the center part of present-day Kyōto Prefecture 

(京都府).
71　This was in the western part of present-day Shimane Pre-

fecture (島根県).
72　This was in the northern part of present-day Okayama Pre-

fecture (岡山県).
73　This was in the western part of present-day Okayama Pre-

fecture.
74　This was in present-day Yamaguchi Prefecture (山口県).
75　This was in the eastern part of present-day Fukuoka Pre-

fecture and the northern part of present-day Ōita Prefecture.
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This paper focuses on the relationship between 
Russian avant-garde architecture and the media. In 
spite of the great influence of the media on architec-
ture during the first half of the 20th century, studies on 
Soviet architectural history have paid very little atten-
tion to the relationship between Soviet architecture 
and the media than that given to modern architecture 
in Western Europe. However, it has been found that 
the appearance of new media such as architectural 
photos, journals, and films dramatically changed 
Soviet architects’ approach to architectural expression. 
Also, new media devices such as aerial photos, cam-
eras with telephoto lenses, and planetariums gave 
architects a new perspective not only on architecture, 
but also on the entire world. The implementation of a 
media network, which was expected to cover the entire 
territory of the USSR, brought new possibilities to 
plan cities based on completely new assumptions.

Therefore, this paper highlights Russian avant-
garde architects’ attempts to apply media and media 
technology to architectural designs, particularly Ivan 
Leonidov’s early works during his constructivist 
period. Although Leonidov was regarded as a star of 
constructivism, the biggest avant-garde architectural 
movement in Russia, he was criticized because of his 
unrealistic, abstract designs, most of which were not 
actually realized during his lifetime. Furthermore, his 
name was forgotten as a result of Stalinist oppression 
from the 1930s until the 1960s. Nevertheless, Leoni-
dov can be regarded as an exceptional architect who 
inspired a fundamental change in the notion of the 
spaces and places influenced by media.

In this paper, I will first analyze Leonidov’s atti-
tude toward the media, especially to publications. He 
was a member of the editorial committee of the archi-
tectural journal Contemporary Architecture (SA), 
which served as a virtual bulletin board for a construc-
tivist group, Organization of Contemporary Architects 

(OSA). The majority of Leonidov’s works in the 
1920s were published in this journal. Of these, I will 
focus on his architectural drawings and scale-model 
photos, particularly their unfamiliar representations. 
Leonidov occasionally drew buildings using white 
lines on black papers, depicting the buildings from a 
bird’s-eye view. Accordingly, these images resembled 
objects floating in space or the projected images in a 
planetarium. Why did he depict buildings in such an 
unrealistic manner?

Secondly, I will discuss his attitude toward the 
cinema. When he designed his labor clubs and cultural 
facilities, he insisted on the importance of cinema 
(featuring non-fiction movies) over the theater, which 
was considered to be the most significant propaganda 
tool for the various cultural activities pursued by the 
clubs. Particularly Leonidov evaluated the possibilities 
of implementing mass media’s reproduction tech-
niques. He believed that such techniques would make 
it possible to provide unified and high-quality content 
for the masses. In addition, Leonidov expected that 
not only this content but also forms of mass communi-
cation would transform consumers, i.e., ordinary 
workers and farmers, into unified mass or ideal mem-
bers of the socialist collective. Furthermore, he 
dreamed of creating a network of cultural facilities 
and even expanding this network to a cosmic scale. In 
other words, Leonidov’s new socialized community 
would be based on a media network more than physi-
cal structure. Overlooking his works during the 
constructivist period, we will elucidate on his ideal 
design of a new socialized society and its residents.

1-1. Architecture and/in a Photograph
As Beatriz Colomina mentioned in her book, Pri-

vacy and Publicity: Modern Architecture as Mass 
Media (1996), during the first half of the 20th century 
the core precepts of architecture experienced a world-

A New Vision in Architecture: Ivan Leonidov’s 
Architectural Projects between 1927 and 1930
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wide shift. People began to acquire more architectural 
information through mass media such as photos, news-
papers, magazines, and movies without actually 
visiting the buildings in question⑴. Even an unrealized 
construction could nonetheless become renowned 
through the media. For instance, the unrealized city 
plan, “Città Nuova” (“New City”), of the Italian archi-
tect Antonio Sant’Elia, became widely known in the 
European architectural world through the journal De 
Stijl (The Style). Additionally, the appearance of the 
new media changed not only the way people saw 
buildings, but also the way architects showcased their 
designs.

In the 1920s, many architectural journals were 
founded by modernist groups. Participating in the pub-
lication of these journals, the architects often modified 
or edited photos of their works. For example, the 
world-renowned modernist architect, Le Corbusier, 
edited photos of his buildings before he printed them 
in the journal L’esprit Nouveau. He airbrushed over 
the backdrops and other additional elements such as 
shrubs or kennels around the houses⑵. In short, the 
architects were given opportunities to alter architec-
tural images even after the completion of the 
buildings.

However, in the case of Russian avant-garde 
architects, most, including Ivan Leonidov, had little 
opportunity to realize their designs and took a more 
radical approach to photographs. They believed that 
completely new constructions or physical surround-

ings based on socialism could determine a new 
socialist lifestyle and cultivate a collective mind. 
Therefore they thought that these constructions should 
be founded on an entirely new worldview. For exam-
ple, Russian avant-garde photographer Alexander 
Rodchenko experimented with such a new perspective 
by using mechanical eyes, the camera. When he took 
photos of modern buildings, he used extremely obtuse 
or acute angles [Fig. 1]. These unfamiliar angles pre-
vented people from adopting his new buildings to an 
existing context and unconsciously consuming them. 
In other words, Rodchenko’s architectural photos per-
suaded people to literally find a new appreciation of 
the world.

Leonidov, at the time a young student in the 
architectural department of Higher Art and Technical 
Studios (Vkhtemas)⑶, obviously shared the idea that a 
new appreciation for the world contributed to new 
constructions. Referring to these defamiliarized view-
points, he created many architectural images in the 
1920s. We can see a drawing of his graduation project, 
Lenin Institute for Librarianship (1927), in which it 
appears as if he replicated Rodchenko’s style of angle 
of elevation [Fig. 2]. The Lenin Institute consisted of 
three main buildings: a high-rise building that func-
tioned as a library with an automated book-delivery 
system; a huge glass sphere for an auditorium, which 
also functioned as a planetarium and a speaking plat-
form for mass demonstrations; and a low-rise building 
that functioned as an institute, linking the library and 

Fig. 1.　Photo by Rodchenko taken at an angle of elevation
Fig. 2.　Drawing of the Lenin Institute 

at an angle of elevation
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the auditorium⑷. In this drawing, as a result of a per-
spective provided from underneath, the glass sphere is 
depicted as if it is floating on air. Here, we notice a 
unique characteristic of Leonidov’s designs: architec-
ture as a method of overcoming gravitational 
attraction. Of course, it would be quite appropriate to 
admit that there is a detectable influence here of 
Nikolai Fedorov’s Cosmism and also of Kasimir Mal-
evich’s idea of “architecture as maximum liberation of 
humans from weight.”⑸ It is especially worth men-
tioning that Leonidov, however, did not directly 
describe his flying construction as Malevich-inspired 
or mention any contemporary artists or architects [Fig. 
3]. Instead, he expressed a sense of floating by incor-
porating an intentionally defamiliarized viewpoint. 
Leonidov continued to apply this elevation-angle the-
ory to his drawings for the rest of his life, even after 

such dynamic expressions of space and buildings 
came to be regarded as heretical.

Leonidov also attached particular importance to 
bird’s-eye views, such as those from airplanes. Air-
planes and dirigibles often appear in his drawings. 
Constructivist architects regarded these aircraft as 
ideal models for new, functional architecture since 
there were no useless parts or dead weights such as 
ornaments. In fact, an article by K. Akashev, an engi-
neer, entitled “Form of airplanes and methods of 
design”⑹ was presented in the opening pages of the 
journal SA. But, at least for Leonidov, these were not 
merely models or favorite motifs. Furthermore, the 
images of aircraft operate as a metaphor for the view-
point from which people can see his designs. Leonidov 
literally wanted to allow people to see the world from 
a new angle that would help them to understand what 
a new socialist construction could be. Two images that 
adjoin each other on the pages of the SA journal 
clearly illustrate his intentions. One is a photo of a 
scale model of Leonidov’s Lenin Institute [Fig. 4] and 
the other is a plan of the same building [Fig. 5]. It is 
difficult to determine that the abstract figure is an 
architectural plan just from the drawing but, compar-
ing it with the photo, we can see that this drawing does 
depict the institute from high above, as if viewed from 
an aircraft [Fig. 6]. In the middle of the 1920s, the 
panoramic perspective of aerial photographs and films 
was spreading among the Russian people. The Soviet 
literary theorist and cinema critic, Victor Shklovskii, 
described how aerial shots showed the land in a 
monotonous and geometrical fashion⑺. Supposedly, 
such aerial views became part of the origin of Leoni-
dov’s designs. However, more importantly, readers of 

Fig. 4. Photo of a scale model of Leonidov’s Lenin
Institute

Fig. 5.　Plan of Leonidov’s Lenin Institute

Fig. 3.　Georgii Kryuchkov’s Flying City (1928)
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the SA, by montaging his photos and drawings, could 
construct an overall picture of Leonidov’s buildings in 
their imagination like an architect can with images. It 
was no longer a matter of whether the building existed 
or not. In other words, Leonidov’s architectural works 
primarily consist of fragmentary images based on the 
media, not on tangible structures.

At the end of the 1920s, Leonidov began to 
employ another unique method: drawing white figures 
on black backgrounds [Fig. 7]. As a result of this new 
style, his designs of cultural facilities appear to float in 
space. In other word, Leonidov removed ordinary per-
ception of distance, depth, and the sense of “up” and 

“down” or reference to the ground. As a result, the 
ground was no longer the stabilized base of the build-
ings. The drawings were located in an infinite, non-
gravitational space, or on a screen in a dim hall where 
images can be projectes without any concern for 
topography. What inspired him to create such unusual 
expressions and what were his intentions?

A series of panels that Leonidov introduced in the 
first congress of the OSA in 1929⑻ give us a hint of 
his motives. In these panels, he makes use of pictures 
from various kinds of media to show a new direction 
of his labor club designs (we will analyze his labor 
clubs in the next chapter). In panel no. 11 [Fig. 8], 
there are photos of the moon and a planetarium projec-
tor. Leonidov believed that a planetarium was essential 
means for education and he often designed club build-
ings in a dome shape, just like a planetarium. 
Furthermore, these constructions were depicted using 
white lines on a black background, which suggested 
the projected stars or pictures of planets in a planetar-
ium or a movie theater [Fig. 9].

We can find other examples of his reference to 
planet images in his plans from 1930 for Magni-
togorsk City [Fig. 10]. At this time, Leonidov had 
become a teacher of the VKhTEIN (a reconstituted 
version of the VKhTEMAS) and his VKhTEIN stu-
dent team was invited to participate in a competition 
to design a new socialist city that included a huge 
ironworks and was to be located in the region of Mag-
nitogorsk, the USSR’s main iron-producing area. This 
competition was organized at the peak of a contro-

Fig. 7.　Plan of the Palace of Culture

Fig. 6.　Leonidov’s Drawing of the Lenin Institute, 
featuring the silhouette of an airplane



83

A New Vision in Architecture: Ivan Leonidov’s Architectural Projects between 1927 and 1930

versy concerning socialist cities (1929-1930)⑼. The 
Magnitogorsk project was regarded as the touchstone 
of the “socialist city,” or the “socialist form of popula-
tion settlement.”⑽

1-2. Astrophotographic Perspectives
The controversy concerned two opposing con-

cepts of the ideal socialist city. First, Leonid 
Sabsovich, the leader of the Urbanists, an economist, 
and a member of the Gosplan, proposed a medium-

Fig. 8.　“Humans work together with technology and technology works with humans”

Fig. 9.　Elevation and plan of the Palace of Culture (the section for mass demonstration)

Fig. 10.　Magnitogorsk City project
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sized city named “Agro-gorod” (“Agro-city”), which 
combined both agriculture and industry. In particular, 
he emphasized collective living, that is, in his plan 
every adult (even couples) would have his/her own 
room in a “dom-kommuna (communal house)” or 
“jilkombinat (living complex)” with dining areas and 
baths for common use. Children would be separated 
from their parents and live in a children’s section⑾. In 
order to mobilize all adults, particularly women, for 
labor, private family functions (i.e., housework and 
parenting) would be managed by public organizations. 
On the other side, Mikhail Okhitovich, the leader of 
the Disurbanists and a member of Stroikom, planned 
his own city, not featuring aggregations of physical 
structures, but an embodiment of the dynamic process 
of manufacturing. He presented a linear city plan, 
which was based on the principle of “maximum free-
dom, lightness, rapidity, communication, and 
connection.”⑿ In his plan, assuming the prevalence of 
motor vehicles, every adult would live in an individ-
ual, prefabricated house, alongside a network of roads 
that stretch across the entire country. Okhitovich, dif-
fering from Sabsovich, insisted on completely 
removing the traditional concept of a city by improv-
ing transportation and mass communication, referring 
to Engels’s Anti-Dühring and The Housing Question⒀.

As a result of this dispute, the constructivists’ 
group OSA was split into Urbanists and Disurbanists, 
but Leonidov did not take sides and instead designed 
his own city project, applying elements from both 
schools. His Magnitogorsk City consisted of a 25km 
strip stretching along a central artery, similar to Disur-

banist cities and, in case the population exceeded the 
capacity of the original plan, the same grid pattern 
could be repeatedly replicated. In a sense, his city 
planning was open-ended. Residential zones where 
people live in communal houses, as in Urbanist plans, 
lay at the center of the strip. Administration zones and 
zones for children, including a kindergarten and a 
playground, are located next to the residential zone. 
Fields for sports, parks, and zoo parks are arranged 
outside of this central zone⒁. Each section is divided 
into a grid pattern depending on its function.

The most distinctive feature of this design is 
surely the repetition of this grid pattern. We can also 
find its origin in the crossing axes of his Lenin Insti-
tute project. It is also visible as a design framework in 
his Palace of Culture (1930) [Fig. 7]. The grid pattern 
determines the arrangements of the city components in 
his Magnitogorsk project. However, he ignored the 
original topography; Magnitogorsk is in fact a very 
hilly area and quite inappropriate for the construction 
of a grid-based city. It seems that the surface of the 
land loses its characteristics and transforms into a flat 
screen where any images can be projected.

Furthermore, the grid pattern also plays a unique 
role in Leonidov’s drawings. For example, it functions 
as a frame. In his drawing of a residential section 
for the city, the grid frame connects and shows differ-
ent construction views: the ground plan, façade, and 
axonometric view [Fig. 11]. The aerial view of Magni-
togorsk City and the plan of the residential section 
[Fig. 12] remind us of the moon photos in panel no. 11 
[Fig. 8]. Applying repeated geometric figures like cra-

Fig. 11.　Drawing of a residential section Fig. 12.　Plan of a residential section
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ters, Leonidov designed Magnitogorsk as a city 
mapped in a grid pattern. Such a geometric order 
opposes centripetalism and the spatial hierarchy of old 
cities and affords access to public facilities more 
equally for every resident of the city. It is most likely 
that Leonidov considered the geometrically uniform 
pattern afforded by the telephoto lens to be an ideal 
module for socialist cities because it would standard-
ize the land and convert it into neutral units. In other 
words, astrophotography inspired him to see the 
ground not as familiar “motherland” but terra incog-
nita covered with geometric craters, similar to the 
moon.

According to the book Delirious New York (1978) 
written by Rem Koolhaas, Manhattan’s grid pattern 
strictly regulates the use of land while allowing com-
plete freedom and diversity inside each grid. However, 
in contrast to Manhattan’s grid, Leonidov’s grid 
blocks are multiplied repeatedly for an unlimited num-
ber of times, not only outside of the city, but also 
inside the cells; they even cover each building’s exte-
rior and interior. Referring to Kasimir Malevich’s 
epoch-defining picture, Black Square (1915), art histo-
rian John Milner mentions that Leonidov’s grid pattern 
determines the space, buildings, and proportions of the 
entire design⒂. As a result, there could be no room for 
unexpected events or inventions. In addition, Leoni-
dov’s grid city no longer requires any architects; it 
automatically duplicates itself and multiplies. Such an 
automatic grid system was regarded as a sign of “con-
structivists’ fetish toward the machine,” or simply 
“machinism” and was used as a basis for anti-con-
structivism propaganda in the 1930s. Nevertheless, in 
some sense, Leonidov’s Magnitogorsk City project 
can be considered to be a culmination of, and the limi-
tations of, his creativity during the constructivist 
period.

2. How to Make the New Soviet Men?

As we have already seen, in Leonidov’s architec-
tural drawings, aerial photos, and astrophotography 
functioned as a model of a new worldview. Also, his 
technique of drawing by white lines on a black ground 
reminds us of images on a screen at a movie theater. 
There is no doubt that the also cinema inspired and 
determined Leonidov’s architectural expression. 
Besides, he noticed the importance of the cinema, to 
be more precise, it’s potential to catch the ideal image 

of the collective people “New Men” and transmit this 
image to the public. Therefore, the second chapter 
focuses on the role of the cinema in his cultural facil-
ity projects.

In the early 1920s, creation of “New Men” 
became a widespread theme among various kinds of 
specialists in Soviet Russia. For avant-garde artists 
and theorists, cultivation of New Men primarily meant 
socialization and industrialization of laborers. For 
example, Vsevolod Meyerhold, the founder of the the-
atrical training method, Biomechanics; Aleksei Gastev, 
the leader of NOT (Scientific Organization of Labor); 
and the radical constructivist-productivist theorists 
Osip Brik and Boris Arvatov argued about how labors 
should “properly” conduct themselves and how to act 
in a socialized and industrialized environment. Soviet 
architects began to involve themselves in this drive to 
create New Men by designing new types of architec-
ture, in particular labor clubs. These places were 
regarded as factories that produced New Men by pro-
moting a series of cultural activities. In the middle of 
the 1920s, amateur theatrical activities were consid-
ered to be the primary aspect of labor clubs. However, 
Leonidov rejected the theater’s importance in club 
designs. In fact, he insisted that the mass media should 
form the basis of these new clubs, since he thought 
that only it could transmit ideal images of the collec-
tive. So, first, I will analyze Leonidov’s unique club 
designs, comparing them to other avant-garde archi-
tects’ designs, and then I will elucidate on his reasons 
for denying the importance of the theater.

2-1. The Method of Creating New Labor 
Clubs

The Soviet Theatre Revolution followed the 
October Revolution and, consequently, a number of 
new experimental theaters appeared over a short 
period. Anatolii Lunacharskii, the Commissar of 
Enlightenment (Narkompros) said: “The Revolution 
says to the theater that (…) I need you as a collabora-
tor, a searchlight, an adviser. I want to see my friends 
and enemies on your stage. I want to see them at pres-
ent, in the past and in the future, and their 
development and success. I want to see them through 
my eyes. And I want to learn through your theatrical 
methods.”⒃ His words demonstrated that these revolu-
tionary theaters were expected to teach the people of 
new social values and the Soviet worldview.
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But why was the theater so important to Bolshe-
vik leaders? During the October Revolution and the 
Civil War, countless amateur theaters emerged in 
Soviet Russia. City and local governments, the Red 
Army, trade unions, and the Proletkult intensively 
organized and sponsored these theaters because they 
had become aware of their advantages as propaganda 
tools. In particular, new practices such as agitational 
trials (agitsudy)⒄ had nothing comparable to the stage 
and footlights that traditionally divide actors from the 
audience and allow theatrical conventions. Theatrical 
practices educated the audience directly by conducting 
interactive dialogs with them. For instance, the mass 
pageant, The Storming of the Winter Palace (1920), 
which was a reenactment of the defining moment of 
the October Revolution, was another important propa-
ganda exercise. Thousands of ordinary people played 
the roles of collective laborers or soldiers, that is, the 
roles of their idealized selves, and experienced the 
“revolution” as an organized mass movement or as a 
result of the collective will. It was believed that the 
masses would be transformed into a collective of New 
Men through such theatrical practices.

After the Civil War, the Soviet government desig-
nated the creation of labor clubs for these theater 
groups in order to confine them within its influence. 
Until then, most of these groups had performed fre-
quently in unspecified places such as battlefields, 
streets, and bars. Before the October Revolution, there 
were several clubs in urban areas that were not for the 
aristocracy or the bourgeoisie but for workers. How-
ever, the biggest difference between these new clubs 
and the old ones were their purpose – now they were 
designed to provide public enlightenment and (or) 
propaganda as a means of creating new Soviet men 
with a socialized mentality and behavior. As a result, 
Soviet architects were assigned to design new labor 
clubs that would function as factories where the New 

Men were to be produced, not only by watching dra-
mas, but also through theatrical training as actors 
(including instruction in Vsevolod Meyerhold’s Bio-
mechanics)⒅. Therefore, the designs of the clubs were 
required to be a departure from the traditional designs 
of bourgeois theaters. To quote the amateur theater 
theorist, A. Petrov, “Where the theater hall begins the 
labor club ends.”⒆

At first, however, a gap existed between these 
theorists and the Soviet architects. One of the earliest 
design competitions for new types of labor clubs was 
a competition for the Palace of Laborers, which was 
held in Petrograd (1919). However, the winning design 
[Fig. 13], created by Ivan Fomin and his team, was, 
according to Anatole Kopp, “no more than clumsy 
borrowing from the worst architecture of the past.”⒇

The new labor clubs eventually appeared four 
years later. At the end of 1922, the Society of Moscow 
Architects (MAO) organized a competition for a Pal-
ace of Labor that was to be constructed in the center 
of Moscow. This was the first nationwide competition 
that officially questioned what sorts of designs would 
be suitable for a new socialist building. The 46 plans 
submitted were diverse, as Soviet architects were 
searching for a new style. Of these, one of the most 
outstanding plans was by the Vesnin brothers (Leonid, 
Victor, and Alexander), who designed their Palace as 
a huge factory [Fig. 14]. In other words, they literally 
employed the factory concept as a means of producing 
the New Men. In their design, we see the same fea-
tures, such as antennas, signboards, and geometric 
constructions, as used in Alexander’s stage design for 
the mass pageant The Third International (1921)21 
[Fig. 15], which was performed in Khodynka Field, 
and for the play The Man Who Was Thursday (1923)22 
[Fig. 16], which was performed at the Kamerny 
Theatre. Dismissing existing architectural styles, par-
ticularly architectural ornamentations, as dead weight, 

Fig. 13.　The winning plan for the Palace of Laborers, designed by Ivan Fomin and his team
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Alexander Vesnin, who was later to become the leader 
of the constructivist-architects’ group OSA, pursued 
new architectural forms. These details demonstrate 
that Alexander considered the place to be not only a 
mass conference hall, but also a huge propaganda tool 
featuring posters, banners, radios, and antennas. A 
clubist, I. Khvoinik, insisted that the clubs’ façades 
should be “propaganda organs”23 that showcase the 
clubs’ idea and purpose. Another clubist, M. Petro-
vsky, considered the club’s interiors and exteriors to 
be the first and most valuable promotion for the club24. 
The Vesnins’ labor club design surely embodied such 
ideas of the clubists.

2-2. The Mass Media and New Labor Club 
Designs

However, when the Vesnin brothers’ Palace of 
Labor received third prize and Noi Trotsky’s classical 

plan was awarded first prize, it shocked the young 
architects and students. In fact, this event triggered the 
modern architectural movement in Russia̶construc-
tivism25. Soon after the competition for the Palace of 
Labor, new types of labor clubs were designed and 
constructed. In particular, Konstantin Melinikov’s five 
clubs (Rusakov, Kauchuk, Svoboda, Frunze, and Bure-
vestnik) opened a new horizon for designs of labor 
clubs. In the Rusakov Club [Fig. 17], people partici-
pating in a street parade or demonstration could move 
from the street directly across the stage inside the club 
using exterior stairs. There was no backstage, so every 
activity in the Rusakov was completely exposed to 
spectators. Six independent halls in the club could be 
integrated into one huge hall using movable partitions. 
Melnikov explained his design thusly: “When I 
planned the club building, I maintained one basic prin-
ciple, that every activity in the club should be openly 

Fig. 14.　Vesnins’ Palace of Labor

Fig. 15.　Design of The Third International Fig. 16.　Design for The Man Who Was Thursday
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demonstrated in front of the public’s eye, not in closed 
box-rooms connected by corridors. I achieved this by 
systems in the halls, by the halls itself, that can change 
spaces, reduce and integrate them etc.”26 In this case, 
referring to the revolutionary theaters’ dynamism and 
nonrepresentational character, Melinikov realized a 
new type of theatrical space. Furthermore, he success-
fully combined the two opposite elements of the 
construction: dynamism and stillness, the interior and 
the exterior.

However, Ivan Leonidov denied the theater’s 
importance in club design, despite being Alexander 
Vesnin’s favorite pupil. At the first congress of the 
OSA, he said: “I reject the idea of theatre’s positive 
importance as I consider it to have outlived its cultural 
role and because of the primitiveness of its methods 
and technology.”27 Using the panels shown below, 
Leonidov demonstrated what Soviet architects should 
or should not refer to when designing new clubs. For 
example, in two panels he marked Xs over club 

designs, including Melnikov’s one, that primarily 
focused on amateur theater activity [Fig. 18]. Instead 
of theaters, Leonidov and his colleague Ignaty Milinis 
claimed that radio, film, and long-distance image-
transmission devices such as television should replace 
theatrical practices28.

On the other hand, he also rejected fictional mov-
ies with professional actors, as he demonstrated in 
another panel [Fig. 19]. In the conference he said, “As 
a technique, I certainly do not reject a cinema without 
actors. But I think it should be organized in the con-
structivist approach. Such non-acted films, for 
example Dziga Vertov’s Man with a Movie Camera, 
only undermines the non-acted film by presenting 
without any interpretation from social point of view 
on life.”29

It is difficult to determine precisely what Leoni-
dov thought of different kinds of films or his “social 
point of view on life,” but the following pictures give 
us a clue. The photo in panel 9 [Fig. 20] shows people 
exercising, and the photo in Fig. 19 shows people rid-
ing motorcycles. In both photos, the people’s 
movements are shown in real-life settings. In both 
panels, Leonidov implies his belief that a film should 
capture and show dynamic and non-fabricated images 
of collective bodies instead of images of a single body, 
such as a movie star, posing in front of a camera. 
Moreover, these people’s unified poses create a pat-
tern that is difficult to recognize except from a distant 
perspective, similar to the repeating pattern of moon 
craters [Fig. 8]. In other words, such viewpoints cap-
ture and show images of people, not as an aggregation 
of random individual movements, but as a unified Fig. 17.　Melinikov’s Rusakov Club

Fig. 18.　Several club designs and a photo of an actor Fig. 19.　Leonidov marked an X on a photo of people 
shooting a movie
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mass movement with a single purpose or single law. 
Through the camera’s desubjectified eye, people can 
obtain and share an identity as a participant of this 
organized mass – the socialist collective.

2-3. Designs of Leonidov’s Labor Clubs
Leonidov, at the same time, emphasized media as 

tools that could deliver equal education more effi-
ciently. In his opinion, every worker could learn from 
highly specialized programs recorded or broadcast 
from research institutes via media devices in the clubs, 
no matter where he or she lived30. His colleague, Mili-
nis, criticized the “ad-lib character, primitiveness, and 
overemphasis of theatrical practices”31 of the current 
labor clubs. Leonidov and Milinis believed that the 
capabilities of mass media, i.e., the conquest of physi-
cal distance, universality, and uniformity of 
information, were superior to the physical limitations 
and the lack of uniformity caused by human inconsis-
tency that was prevalent in amateur theaters, which 
depend on individual instructors.

These ideas of Leonidov are reflected in his labor 
club designs. He planned two clubs, first, the Club of 
a New Social Type (1928) [Fig. 21], which had two 
variants. In a caption, he described the club’s purpose 

Fig. 20.　A photo of people exercising 
in an unnumbered panel

Fig. 21.　Leonidov's Club of a New Social Type, plan A (above) and plan B (below)
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as “familiarity with the facts of our life today and with 
science.”32 He anticipated that the club’s primary 
activities would be science and political education. He 
also emphasized the importance of sports and physical 
training, but never mentioned theatrical activity. 
Another unique feature of his design was a vast plaza 
(2,500m2) covered with glass panels that occupied the 
club’s center. Around this greenhouse plaza, Leonidov 
placed a multipurpose hall (for lectures, movies, or 
planetarium shows), a library, laboratories, fields for 
air sports (gliders, balloons, and airplanes), a park, and 
a stadium. This de-centripetal disposition and very lit-
tle land coverage were aspects of his unique design 
features. This empty center particularly contrasts with 
the Vesnin brothers’ and Melinikov’s club designs, 
which featured a huge hall with a stage occupying the 
center.

Worthy of mention is that the glass walls of 
Leonidov’s plaza were designed “to involve the indi-
vidual and his personal life in the widest possible way 
in the dynamics of the world around him.”33 Of 
course, glass was considered by constructivists to be 
an essential material for new architecture. For 
instance, the Vesnin brothers designed an office build-
ing, the Leningrad Pravda (1924) [Fig. 22], which 
featured a steel skeletal structure and glass curtain 
walls. Pedestrians could see information and news, 
which would be shown on these walls, along with the 
publishing process of the newspaper inside the build-
ing34. In this project, glass functioned as a screen or 

showcase35. Khvoinik, the clubist, suggested applying 
such a skeletal façade to the new clubs. Khvoinik 
expected that transparent walls could make club activ-
ities visible from the street and, as a result, the entire 
club building would become an advertisement36. But, 
Leonidov’s conception of the glass was quite contra-
dictory to this shop-window idea.

Unlike Vesnins’ glass advertising tower, which 
rises vertically and therefore involves separation from 
pedestrians, Leonidov’s glass square is horizontally 
based and pedestrians can freely go in and out of it. 
His glass walls no longer separate the space into inside 
and outside. In fact, in his project Columbus Monu-
ment (1929) [Fig. 23], glass walls were removed and 
replaced with powerful jets of air37. In other words, 
Leonidov dreamed of a moment when physical con-
struction was dematerialized and the transparency of 
glass negated its materiality.

Leonidov submitted a second club design for a 
competition to design the Palace of Culture for the 
Proletarsky District of Moscow (1930) [Fig. 7], which 
was to be located on the site of the Simonov Monas-
tery. In the general comments published in the 
architectural journal Construction of Moscow, the 
architects of the All-Union Association of Proletarian 
Architects (VOPRA) stated that this competition, 
which was sponsored by a labor union, acted as “a lit-
mus paper of the proletarian community.”38 Here, they 
highlighted two main negative aspects. One was 
MAO’s “retrospective” plan, which appeared to recon-

Fig. 22.　The office building for 
the Leningrad Pravda (1924)

Fig. 23.　Columbus Monument (1929)
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struct the former Simonov Monastery, and the other 
was Leonidov’s team’s “individualistic” plan39. In par-
ticular, Leonidov was accused of having ignored not 
only the competition program but also “proletarian 
demands,” i.e., demands for “a high emotional con-
tent.”40 Behind this criticism there were the hidden 
intentions of the VOPRA members, who wished to 
remove rival architectural groups. They made use of 
Leonidov’s design to attack the OSA leaders, in par-
ticular Alexander Vesnin and Moisei Ginzburg.

In Leonidov’s Palace of Culture, like his Magni-
togorsk City project, a clear grid pattern equally 
divides the site into four sections according to their 
functions: a physical culture section, a demonstration 
field, a mass activities area, and a scientific and 
historical section. In the physical culture section 
Leonidov placed a glass pyramid with a gymnasium 
inside that was surrounded by a pool/canal, an internal 
beach with sand and artificial sunlight, and space for 
indoor sports. In the mass activities area there was “a 
new type of hall” with movable seats and podiums. 
According to Leonidov, this huge hemispheric hall 
should be constructed as a place, “Not for contempla-
tion, but for joint initiatives in public and political 
activities, for exhibitions and for parades,”41 instead of 
theatrical activities. In the scientific and historical sec-
tion there was a cuboid low-rise building that was 
divided into several labs. In addition, there was a pole 
that functioned as a mooring mast for dirigibles and as 
a radio antenna.

Historian Elena Sidorina highly evaluated Leoni-
dov’s labor club designs because of their uniqueness; 
that people’s activities were not limited to inside the 
club buildings, but spread across the vast field42. 
Nonetheless, Leonidov’s design was criticized at the 
time by VOPRA members. They said: “The differenti-
ation of the parts of the architectural organism, and a 
mechanical decomposition into individual elements 
that has been taken to absurdity and does nothing to 
stimulate the development of mass club activities.”43 
In the present day, however, we should re-evaluate his 
designs from the viewpoint of media studies: we can 
consider them not as plans based on a specific site but 
as conceptual constructions based on a media network. 
In fact, avant-garde architects often adopted mass 
media into their designs. The Vesnin brothers designed 
their Palace of Labor to also function as a radio sta-
tion and the office of Leningrad Pravda to be a center 

of publication. Leonidov adopted a mass communica-
tion system into the design of his graduation project 
Lenin Institute. In this project, the entire staff of the 
institute can work together simultaneously on a single 
job, using telephones, radio, and visual communica-
tions. To connect with the outside world he thought of 
using a powerful radio station. Additionally, Leoni-
dov’s Magnitogorsk City project was based not only 
on transportation, but also on a mass communication 
network.

In the latter half of the 20th century, the German 
media theorist Marc Ries mentioned that non-physical, 
intangible structures, including traffic and media net-
works, were becoming more and more crucial 
elements in modern buildings and city designs44. 
Leonidov had the same idea a half century earlier, 
using it as a means of connecting scattered construc-
tions and removing the barriers between club activities 
and the real life outside the clubs. In the caption of his 
Palace of Culture Leonidov says:

The Palace of Culture is a methodological 
center that has its cells all over the USSR and is 
linked with all other possible institutes, acade-
mies, museums, libraries, and other related 
facilities.

The Palace of Culture is the headquarters of 
the cultural revolution, which organizes the entire 
system of spreading political education and the 
entire system of cultural development for its dis-
trict on the basis of mass independent work and 
of wide-ranging development of worker’s initia-
tives45.

This caption describing the Palace of Culture 
demonstrates that Leonidov planned the club not as a 
single building but as the node of an entire cultural 
system. He intended that the media network created 
by his labor clubs would eventually cover the entire 
territory of the USSR and connect everyone, regard-
less of physical boundaries. Leonidov designed this 
cultural system to resemble revolving planets in the 
universe [Fig. 24]. Additionally, he also used his idea 
of a media network that connected the entire world in 
his Columbus Monument project. In this project, 
Leonidov planned that information broadcast from the 
Monument would be projected onto the screens 
installed in plazas and museums across the world. In 
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addition, he even dreamed of networks stretching to 
other planets46. His figurative architectural drawings, 
which remind us of heavenly bodies, now became a 
literal plan to organize the planets.

3. Conclusion

In her book Dreamworld and Catastrophe (2000), 
Susan Buck-Morss highlighted that cinema creates a 
space where images of organized and unified revolu-
tionary people exist that can exist nowhere else47. 
According to her, it is quite doubtful whether we can 
imagine the revolution as a mass action without films 
such as Eisenstein’s Battleship Potemkin (1925). In 
short, these fictional images made and reinforced the 
concept of the ideal collectives and the Soviet Union 
itself. Nevertheless, a Soviet constructivist architect, 
Ivan Leonidov, denied such fabricated images. Instead, 
he attempted to find images of ideal collectives in real 
life and show them through his architectural projects.

In particular, as we have seen, aerial photos and 
astrophotography immensely influenced his architec-
tural expression. Leonidov used the perspective of a 
camera from high above in order to defamiliarize the 
appearance of objects that are visible in everyday life. 
According to him, this desubjectified “flying eye” lit-
erally opened up a new vision of a new socialist life. 
What is most important is that this view deconstructs 
spatial hierarchy, which was absolutely reinforced 
under socialist realism in the next decade48. These 
weightless viewpoints encouraged people to escape 
not only from literal gravity, but also from the social 
and symbolic restrictions that bind people in a pre-

revolutionary world, such as the ancient regime of the 
Russian Empire, social conventions like the family 
system, and old-fashioned worldviews. Insisting on 
using these visions as models for designing new types 
of labor clubs and socialist cities, Leonidov believed 
that such images produced by the camera’s eye would 
serve as a blueprint that would give laborers an iden-
tity as members of the collective and, thus, transform 
them into a real collective.

Concurrently, Leonidov also considered a mass 
communication network to be essential in order to 
share such collective images. In a sense, according to 
Leonidov, the construction of media networks was 
more important than actual construction as a means of 
organizing the new collective. He believed that it 
would equalize education and make it efficient not 
only through media content, but also through mass 
communication’s characteristics. From this viewpoint, 
his clubs were different from the Vesnins’ and Melin-
ikov’s theater-centered clubs, which aimed at direct 
discipline and communication, therefore limiting edu-
cation to the clubs’ physical structure. Leonidov also 
expected that an overall media network, based in the 
clubs, could produce individuals who were indepen-
dent but, simultaneously, connected with the collective 
through their interests. This is surely the new type of 
society that Leonidov dreamed of. In other words, he 
expected that socialized mass media would produce 
ideal masses̶the socialist collective.
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Bridging research and practice in operational performance measures for public transit systems in the US

1. Introduction

Performance measures are important in planning and 
managing public transit systems because “we never do 
anything much about a problem until we learn to mea-
sure it.” (Moynihan, 1978, p12) Since public transit 
services in the U.S. depend on financial supports from 
government, they are responsible for accounting 
appropriateness of expenditure. In 2012, the responsi-
bility is formally stylized as the Moving Ahead for 
Progress in the 21st Century Act (MAP-21). MAP-21 
requires an outcome-driven, performance-based 
approach to decision-making processes for transporta-
tion projects in the states and metropolitan areas. 
Currently, the MAP-21 requirements to public transit 
systems are limited to asset management and safety 
issues. However, comprehensive performance mea-
sures should be developed for transit systems, as is 
required for highway systems. Performance measure-

ment is beneficial for transit operators themselves in 
identifying their operation problems, exploring poten-
tial for further system development, and improving 
customer experiences that promotes ridership.

Variations in productivity has also been an inter-
est in economics and business studies. Although 
economics textbooks say that all the firms optimize 
their production process all the times, in reality, firms 
may not adapt to changing environments successfully. 
Thus, there is a need to develop evaluation methods of 
productivity, which allows various degrees of success 
by firm to reflect the empirical findings in business 
field. From the discussions by Debreu (1951) and Far-
rell (1957), economists have developed econometric 
approaches to account for productivity, while business 
and operations research researchers take nonparamet-
ric approaches to measure productivity. In both fields, 
literature volume of these productivity studies are 
already enormous.

Bridging research and practice in operational performance 
measures for public transit systems in the US
Variations in performance evaluation methods 

and their appropriate use

Miwa MATSUO

Abstract
In the U.S., Moving Ahead for Progress in the 21st Century act (MAP-21) demands outcome-driven performance-
based decision-making for transportation systems. However, practitioners are still struggling to find appropriate 
measures for performance that are appropriate and feasible. This paper briefly reviews performance measures 
developed in literature, and map relationships between measurement objectives and measurement methods. The 
objectives of measurement can be categorized into internal and external communications, and each category is 
further divided by the scope of measures. Based on the objectives and organization's analytic capacity, three dif-
ferent types of measures should be used appropriately. Simple performance indicators are the simplest and most 
useful measure in most occasions. However, other types of indicators should be jointly employed due to perfor-
mance indicator’s weaknesses in comprehensive project assessment and in inter-organizational comparison. 
Specifically, project evaluation through cost benefit analysis should be utilized to evaluate large-scale operational 
changes or capital investments. Aggregated performance measures would also help monitoring performance. They 
enables assessing managerial inefficiencies through inter-organizational comparison and the effects of exogenous 
factors to performance. For successful strategic management with performance measures, monitoring and analytic 
requirements should be determined based on the capacity of organizations. Supervising agencies such as state 
department of transportation should work as an information organization that provides feedbacks from the analy-
sis of the data.
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Despite the development in performance mea-
sures in literature, practitioners still rely almost solely 
on simple performance indicators to measure their 
productivity. This paper aims to bridge research about 
performance measures and transit planning and oper-
ating practice. By examining both philosophy behind 
the performance measures and practical needs, this 
paper proposes appropriate performance measures by 
scope of measurement and by the capacity of organi-
zation.

This paper is organized as follows. In section 2, I 
review conceptual developments of performance mea-
sures. Section 3 briefly summarizes three major 
performance measurement methods. Section 4 dis-
cusses practical needs for measurements with 
assessment of best practices. Last in section 5, I pro-
pose a framework for monitoring and data assessment.

2. Conceptual developments of 
performance evaluation

2.1　Fundamentals of performance 
measures in transportation planning

Transit performance measures are typically designed to 
capture two important dimensions of transit systems, 
managerial efficiency (or production efficiency) and 
service effectiveness, or a combination of these two, 
overall system performance (Fielding, 1987, Chapter 4). 
As Fielding (1987) describes, the idea of managerial 
efficiency comes from operations-research tradition, 
while the measurements of service effectiveness 
comes from policy-analysis. In transit performance 
evaluation, efficiency is measured by comparing the 

volume of service provided with the volume of 
resource inputs. Namely, efficiency measure assesses 
whether the operator is making the best use of 
resources. Effectiveness measures consumption of 
transit services to evaluate social impacts of the ser-
vices. In other words, effectiveness measure assesses 
whether the provided service is achieving its social 
goal.

Through the assessments of efficiency and effec-
tiveness, supervising organizations of regional transit 
systems can specify the factors that undermine the 
performance. Within the sources of inefficiency and 
ineffectiveness, the effects of internal and external fac-
tors should be distinguished because the implications 
for improvements are quite different. The external fac-
tors should be considered carefully in the goal setting 
of transportation planning, while the internal factors 
should be utilized in the assessment of day-to-day 
operation and marketing strategies.

In the Fielding’s classic approach, external influ-
ences such as demands, land use, and conditions of 
other transportation alternatives are considered in 
determining the volume of resource inputs (Fielding, 
1987, p3). Managers of transit services consider these 
external factors as an exogenous factor and ignores 
endogeneity of consumption volume or surrounding 
environment (Figure 1). As a result, service consump-
tion (i.e., transit ridership) is considered to be the final 
output determined solely by production process, rather 
than the interaction between demand and supply of the 
service.

Recent literature distinguishes internal and exter-

Figure 1.　Fielding’s approach for measuring efficiency and effectiveness



97

Bridging research and practice in operational performance measures for public transit systems in the US

nal factors more structurally. Economic approach 
rigidly separates out demand factor from supply per-
formance analysis (Figure 2). Operations-research 
approach does not distinguish demand factor sepa-
rately; however, it often avoids the issue of demand 
and supply relationship by narrowly focusing on ser-
vice production process. Regardless the analytic 
approach, the effects of external factors are accounted 
by econometric analysis, and the remaining ineffi-
ciency and ineffectiveness are labeled as internal 
under-performance factors. Internal inefficiency (and 
ineffectiveness) are then decomposed into technical 
and allocative inefficiencies (and ineffectiveness) for 
further performance analysis. Technical inefficiency 
corresponds to the inefficiency in the use of existing 
resource mix, and allocative inefficiency corresponds 
to the inefficiency caused by suboptimal input choices.

Last, performance evaluation is not only required 
for improving transit management but also for 
accounting. According to Fielding (1987), the U.S. 
General Accounting Office (1972) addresses effi-
ciency and effectiveness requirements in the program 
audit guidelines. Specifically, the guidelines describes 
that auditors evaluate three aspects of transit perfor-
mance: (1) financial performance and compliance with 
legislative intent, (2) economy and efficiency, and (3) 
program results or effectiveness. In other words, as 
recipients of public funding, U.S. transit systems are 
required to address whether they are performing well 
both in service production process and in attaining 
original objectives (ridership). If they are underper-
forming, they need to assess the reasons and build 

plans for improvement.

2.2　Measurements to address efficiency 
and effectiveness

Fielding (1987) gives general guidelines for measur-
ing service input, service output, and service 
consumption, and literature seems to follow the guide-
lines. As measurements for service inputs, Fielding 
recommends to employ “the quantity of resources 
expended to produce transit service, expressed in 
either monetary or nonmonetary terms.” Specifically, 
the service input measures should include operating 
cost and employee hours spent for operations, mainte-
nance, and administration, capital investment such as 
number of vehicles or peak vehicle requirement, and 
energy utilization measured either by fuel cost or vol-
ume. As measurements for service outputs, he states 
that the measurement should be “the quantity of ser-
vice produced by a transit operator, expressed in 
nonmonetary terms.” The measurement examples 
include vehicle hours, vehicle miles, capacity miles, 
and service reliability, and service safety measured by 
number of accidents. As measurements for service 
consumption, he discusses that the measurement 
should be “the amount of service used by the public 
may be expressed in either monetary or nonmonetary 
terms.” The examples of consumption measures 
shown in his book are the number of passengers (total, 
revenue, and special groups), passenger miles, and 
operating revenue (total and passenger).

Although Fielding’s guidelines are widely 
accepted both in research and practice, neither collect-

Figure 2.　Economic approach to efficiency analysis
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ing data nor constructing indicator from data is easy. 
Collecting desirable data is not easy because (1) there 
are multiple perspectives in transit services; (2) the 
inputs and outputs are shared by different types of 
passengers, and thus serve for different goals simulta-
neously; and (3) often the case, the most desirable 
measurements are technically or financially impracti-
cable. For example, goals of bus service often include 
both reducing private vehicle traffic on congested 
corridor and social welfare for transportation disad-
vantaged people. Although they are two different goals 
that demand two different measures for evaluation, it 
is difficult to conduct two separate analysis because a 
single bus route may operate both peak and off-peak 
hours, run through both congested and uncongested 
corridors, and may serve for both regular commuters 
and transportation disadvantaged people. Moreover, 
frequently used measures such as revenue vehicle 
hours, revenue vehicle miles, unlinked passenger trips, 
and passenger-miles are inappropriate for evaluation 
because they do not account for when, where, and who 
consumed the service. “Big data” from smart cards 
may partly address the issue; however, not every 
agency has financial capacity to introduce such a tech-
nology. Even if the system is successfully introduced, 
it remains difficult how to summarize and assess such 
a disaggregated data to address defined objectives of 
the service.

Constructing efficiency and effectiveness indica-
tors is another hurdle. Although a set of multiple 
simple indicators are preferable for understanding 
operation status, an aggregated single indicator is 
needed in interpreting whether their overall perfor-
mance is good or not. In section 3, I discuss three 
different approaches in constructing performance mea-
sures.

2.3　The scope of performance measures
Before discussing the methods of constructing perfor-
mance measures, I need to clarify the scope of 
performance measures because practitioners often mix 
arguments about performance measures for process (or 
operation) and outcome. The former is often called as 
productivity measures or narrowly defined perfor-
mance measures. The latter refers to either solely 
output measures or life-cycle project evaluation. Tech-
nically, operational performance is measured by 
performance indicators (PIs), stochastic frontier analy-

sis (SFA), and data envelopment analysis (DEA), 
while project evaluation is conducted through cost 
benefit analysis (CBA) or cost benefit ratio (CBR).

Performance measures and project evaluations 
are similar in that they evaluate how much output we 
can expect from inputs. However, they differ in the 
timeframe and the scope of analysis. Performance 
measures assess relative operational performance in a 
short-term regular business. Specifically, measures 
should be calculated for daily, monthly, or yearly pro-
ductivity in a fixed regular operation by comparing the 
target agency with other agencies with similar busi-
nesses. The assessment suggests where managerial 
inefficiencies are taking place, and how much more 
productive its business can be.

Project evaluation evaluates the life-cycle perfor-
mance compared to the baseline case, which is 
business-as-usual without project. Project evaluation 
differs from performance evaluation in three aspects. 
First, the evaluation score is calculated solely based 
on the additional costs and benefits associated with the 
target project. Comparison across the project options 
may take place after the project evaluation scores are 
calculated, but the score itself is unaffected by the 
existence of project alternatives. Second important dif-
ference from the performance evaluation is that the 
variations in productivity among operators are ignored 
in the project evaluation process. The analysis assumes 
that day-to-day resource allocation is optimized by 
operators. In other words, the analysis implicitly 
assumes certain-level of managerial productivity with-
out question. Third, project evaluation is mainly for 
the analysis of long-term project outcomes, which typ-
ically includes large-scale capital investments. Day-to-
day or year-to-year operational performance of regular 
business are included as costs and benefits of the proj-
ect but not the main focus of the analysis.

3. Variations of performance measures

In this section, I explore three major methods of 
constructing operational performance measures: per-
formance indicators (PIs), economic approach 
represented by stochastic frontier analysis (SFA), and 
operations-research approach represented by data 
envelopment analysis (DEA)

PIs are the most commonly used by practitioners 
(Karlaftis, 2012), and developed extensively in litera-
ture from the 1970s (examples including Fielding et 
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al. 1978; Gilbert and Dajani, 1975; Meyer and Gómez-
Ibáñez, 1981). For every important aspect of transit 
performance, one “marker variable” is selected with 
consideration of availability and reliability (Fielding, 
1987). Those marker variables are usually simple and 
intuitive. For example, Fielding recommends to 
employ labor efficiency, vehicle efficiency, fuel effi-
ciency, maintenance efficiency, and overall cost 
efficiency as efficiency indicators. Likewise, he rec-
ommends utilization of service, revenue generation, 
operating safety, public assistance (equity and distri-
bution of funds), and social effectiveness (utilization 
by targeted beneficiaries) as service effectiveness indi-
cators.

A major problem of PIs is that each PI may yield 
inconsistent result and does not provide any informa-
tion about overall performance (Benjamin and Obeng, 
1990). The inconsistency issue demands a smaller set 
of indicators, or preferably, a single indicator to 
describe transit performance. As a result, research 
focus has moved towards methods that formally con-
struct production frontier and measure relative (in)
efficiency compared to the frontier.

There are two major approaches in constructing 
efficiency frontier: an econometric (parametric) 
approach and an operations-research (non-parametric) 
approach. The standard of the econometric approach is 
set by Aigner et al. (1977), Schmidt and Lovell (1979), 
Schmidt and Sickles (1984). The econometric approach 
often takes probabilistic approach, and the method is 
represented by SFA. SFA estimates production func-
tion, cost function, or profit function that defines a 
production frontier, and (in)efficiency is measured as 
the difference between actual and ideal production. 

Greene (2008, p93) describes the approach as “a for-
mal analysis of residuals from production or cost 
model.” Specifically, outputs of organization i at time 
t (yit) is described as a function of inputs (xit), unob-
servable heterogeneity and random components 
(vit iidN (0, v

2)), and inefficiency (uit iidN(0, u
2))

yit  F(xit)  vit  uit …(1)

Production frontier is estimated from econometric 
analysis, with some uncertainty because of vit. If we 
consider a production process that requires two inputs, 
capital (K) and labor (L), the predicted frontier of one-
unit of output would be an isoquant line with 
uncertainty (a dotted line in Figure 3). (In)efficiency 
score of the production unit 0 (P0) is measured by the 
deviation from the predicted production frontier. 
Namely, comparing P0 with P0

, the efficient produc-
tion status on the predicted frontier (Figure 3). Cobb-
Douglas or trans-log function is typically employed 
for analysis to make the equation 1 log-linear, with 
stronger preference to a more flexible trans-log func-
tion (e.g., Benjamin and Obeng, 1990; Karlaftis and 
McCarthy, 2002; Karlaftis and Tsamboulas, 2012). 
The model may include organization fixed-effects or 
random-effects to account for time-invariant unob-
servable heterogeneity (detailed discussions in Greene, 
2004).

The effects of exogenous factors are assessed 
either by one-step or two-step approach (Greene, 
2008). In the one-step approach, the observable het-
erogeneity of interest are included as parameterized 
functions of exogenous variables. In the two-step 
approach, efficiency measures are first constructed 
without considering those heterogeneity. Then, the 

Figure 3.　Efficiency estimation by SFA
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estimated efficiency scores are regressed with the 
exogenous factors to assess the effects of exogenous 
factors to efficiency variations.

Econometric approach is consistent with general 
economic theory and formally treats random factors. 
Moreover, recent development in SFA approach allows 
means and variance of (in)efficiency vary across the 
firms, treats panel data more appropriately, and deals 
with endogenous factors using generalized method of 
moments (extensive reviews in Greene (2008) and van 
Biesebroeck (2007)). However, the econometric 
approach is often criticized about assuming indepen-
dent and identical distribution for vit and uit having a 
known normal distribution (Charnes et al. 1996). In 
real data, particularly in transit data, the assumption is 
often invalid. Schmidt (1985) emphasizes the need to 
find an estimator whose consistency does not depend 
on specific distributional assumptions.

Operations-research approach to construct effi-
ciency frontier is represented by DEA. Unlike SFA, 
DEA is characterized by its deterministic non-para-
metric approach. DEA is originally developed by 
Farrell (1957), and further stylized by Charnes et al. 
(1978) for constant return to scale analysis and Banker 
et al. (1984) for variable returns to scale analysis. Pro-
duction frontier is constructed by “enveloping” what is 
achieved by existing units, using linear functions or 
hyperplanes (Karlaftis and Tsamboulas, 2012). For 
example, assume that there are four production units 
in observation (P0, P1, P2, P3) that produces one-unit 
of same output using different mix of two inputs, K 
and L (Figure 4). The production frontier is con-
structed by enveloping minimum-input observations, 
namely, connecting P1, P2, and P3 with straight lines. 

Production (in)efficiency of unit 0 (P0) is measured as 
the deviation from efficient mix of inputs (P0

), which 
is on the constructed frontier.

The effects of exogenous factors are assessed 
either one- or two-steps in DEA, too. Tobit regression 
is often employed for the two-step semiparametric 
analysis because efficiency score is censored. How-
ever, Simar and Wilson (2007, 2011) find that many 
preceding studies that employed simple Tobit analysis 
are inappropriate. Simple Tobit regression does not 
yield consistent estimates, and more complex double 
bootstrap procedures are required for  estimating accu-
rate coefficients and standard errors (detailed 
discussions in Simar and Wilson (2007, 2011)).

Supporters of operations-research approach claim 
that DEA is more appropriate than SFA in that it is 
free from assumptions about functional form and error 
term distributions. They also claim the DEA’s advan-
tages in handling multiple outputs (e.g., Karlaftis and 
Tsamboulas, 2012). Furthermore, recent development 
in network DEA (NDEA) makes it possible to handle 
multiple production processes simultaneously, which 
advanced its application from the original single-pro-
cess black-box approach (with regard to NDEA 
methods, Kao (2014) provides an extensive review). 
Van Biesebroeck (2007) also discusses that DEA is 
preferred when productivity is highly heterogeneous 
across firms and scale economies is not constant. 

The critiques of DEA, however, point out two 
serious concerns about DEA: inability to accommo-
date random variation in the data (Greene, 2004) and 
not paying enough attention to deal with endogeneity 
of resources (Orme and Smith, 1996).

Figure 4.　Efficiency estimation by DEA
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4. Practical needs for performance 
measures

4.1　Performance measures for internal 
and external communications

Despite the extensive methodological developments in 
literature, studies pay little attention about how to uti-
lize their methods in practice. In transit planning 
practice, the objectives and use of operational perfor-
mance measures can be categorized by whether the 
information is for internal monitoring or for external 
communication. Internal monitoring includes short-
term operations level, mid-term planning level, and 
long-term strategic level management (Pangilinan, 
2015). The external communication includes commu-
nication with direct users, government, and general 
public.

Operations-level performance measures are for 
making real-time operational adjustments. For exam-
ple, New York City Metropolitan Transit Authority 
(MTA) has introduced performance measure that mon-
itors service status every seconds to hours to maintain 
high level of service or to respond incidents and emer-
gencies (Pangilinan, 2015.) More specifically, MTA 
monitors and visualizes subway train arrival times and 
predicted arrival times to stations. With this informa-
tion, MTA can maintain more regular headways 
through making real-time operational adjustments 
such as skip-stop operation or holding trains.

Planning-level performance measures are used 
for monthly or yearly operational revisions, and they 
may lead to recommendations for future capital invest-
ments. As planning-level performance measures, MTA 
monitors wait-time distribution and on-time perfor-
mance at terminals to check the adherence to operation 
standards (Pangilinan, 2015.) MTA also assesses the 
relationships between performance and train load, to 
understand when and where the troubles are concen-
trated. Regional Transportation District of Denver 
(RTD) is another interesting case of utilizing planning-
level performance measures. RTD monitors asset 
condition closely and examined its relationship with 
service delay statistics. Through the assessment of 
seasonal patterns of technical break down and delays, 
they find that aged vehicle stocks are the main source 
of delays. With further analysis, they show that their 
capital stock replacement would be cost-effective and 
beneficial to society as a whole (Cripps, 2015).

Strategic-level performance measures monitor 
years of operational performance to assess the prog-
ress towards long-term goals. As Fielding (1987) 
emphasizes, measuring the degree of attainment is 
critical in strategic planning and management pro-
cesses. The monitored progress will give feedbacks to 
goal settings and further planning of follow-up proj-
ec ts . In pract ice , San Francisco Munic ipal 
Transportation Agency (SFMTA) clearly sets its stra-
tegic goal as increasing accessibility. Based on this 
long-term strategic goal, SFMTA monitors accessibil-
ity changes between before and after the projects for 
evaluation (Pangilinan, 2015.)

Performance measures needed for internal moni-
toring is basically PIs, particularly for operations-level. 
Operations-level performance measures are mostly 
used for problem identification, which demands sim-
ple and intuitive measures for understanding the 
operational status. For this purpose, inter-organiza-
tional comparison is less likely to be useful. Hence, 
having multiple indicators is not a serious concern, 
and constructing a single indicator does more harm 
than good because aggregating indicators often masks 
the important details of operation.

Planning- and strategic-level performance moni-
toring also demands simple and intuitive measures, 
i.e., PIs, but they may do better jobs when considered 
in combination with aggregated indicators (by SFA or 
DEA) and/or project evaluation scores (CBA or CBR). 
In a mid- to long-range planning, operational improve-
ment projects and capital investments under 
consideration become larger and more complex. As a 
result, (1) comprehensive project evaluation is essen-
tial in choosing an appropriate alternative, and (2) 
there is more room to learn from other operators about 
efficient operation and effective marketing. The for-
mer officially demands CBA or CBR, and the latter 
suggests that benchmarking its operational perfor-
mance through SFA or DEA might be helpful. In the 
case of RTD Denver, simple PIs are basically used to 
identify the source of problem, and project evaluation 
is used to assess costs and benefits of capital upgrad-
ing.

To the extent of my knowledge, no organization 
successfully utilized SFA or DEA scores to assess their 
relative managerial performance. Even so, inter-orga-
nizational comparison with consideration of 
observable exogenous factors may help developing 
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improvement plans. First, benchmarking their perfor-
mance relative to other comparable agencies makes it 
possible to judge whether they need more managerial 
effort or investment to enhance the service. The analy-
sis suggests the potentials of technical and allocative 
(in)efficiencies, which, in turn, gives operators better 
idea what data they should investigate to specify the 
source of problem. Second, the assessment of the 
exogenous factor effects makes the inter-organiza-
tional performance evaluation fairer. Transit agencies 
are afraid of being criticized about the things they can-
not do anything about, such as low land use density, 
mountainous geography, and cold and snowy weather. 
Inter-organizational comparison of performance 
should explicitly consider such potential exogenous 
factors to make the lessons from evaluation realistic 
and useful.

Performance measures are also useful for external 
communication, including communications to direct 
users, government, and general public. Communicat-
ing service performance to users is important in 
enhancing customer experience in a short-run and in 
building trust in a long-run. Real-time operational data 
are particularly useful in improving customer experi-
ence. Massachusetts Bay Transit Authority (MBTA) in 
Boston developed a smartphone application to com-
municate real-time operational data (Tribone, 2015.) 
MBTA also shares some daily statistics on their web-
site, such as passenger wait and travel times, 
headways, and running-time performance by route 
segment. Sharing operational information lets custom-
ers plan their schedule more smartly, and reduces 
wasted time on platform. In a long-run, sharing opera-
tional information builds better relationship between 
users and their service. People trust services more if 
they are accurately and immediately informed when-
ever troubles happen.

External communication with government is an 
important role of performance measures. As discussed 
earlier in this article, transit organizations are respon-
sible for accounting their performance because they 
receive public funding. As funding distributors and 
supervisors, state department of transportations 
(DOTs) are expected to monitor whether the operators 
spend public money appropriately and whether the 
service is desirable to the community. Although minor 
operational issues may be assessed and resolved 
within an operating organization, state DOTs can help 

individual organizations improving service further 
through conducting inter-organizational performance 
analysis.

Last, communication with general public is also 
an essential piece of external communication. Federal 
Highway Administration (FHWA) explains that “pub-
lic participation is an integral part of the transportation 
process which helps to ensure that decisions are made 
in consideration of and to benefit public needs and 
preferences.” (FHWA, 2015a) It also publishes a 
detailed official guideline for public participation to 
clarify the importance of getting feedbacks from every 
segment of local communities (FHWA, 2015b.) 
Although FHWA stresses the aspect of receiving infor-
mation from general public, how to share information 
about current operations and future investment options 
is the keys to success in public involvement. Informa-
tion shared at public meeting often includes technical 
and complicated matters, thus the data should be 
appropriately processed to indicators that are easy to 
understand for non-experts.

With regard to external communication aspects, 
PIs are easy to understand and appropriate for commu-
nication with non-professionals, particularly with 
general public and legislators. One critical point that 
promotes public understandings is making the indica-
tors customer-oriented. Non-experts do not understand 
or care about operational details. Rather, customer 
experience measures make it clear how the transit is 
performing and how much improvement they can 
anticipate. Another key point is that the number of 
indicators presented to customers should be selective. 
Every important dimension of service performance 
should be presented in separate measures so that the 
interpretation is kept simple. However, if the number 
of indicators is multiple dozens, they just confuse peo-
ple. The total number of indicators should be kept 
minimum for better communication.

4.2　Observed issues about implementing 
performance measures in transit 
planning

Although there are strong needs for measuring perfor-
mance, operators often resist or unable to cooperate 
with the requirements for performance measures. First 
and foremost, the operators fear about revealing their 
poor performance and being punished⑴. They suspect 
that Federal and state governments are trying to 
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exploit the collected data to reduce budget without any 
technical help. The distrust is a critical issue in col-
lecting accurate and reliable data for performance 
measure. It is important to promise to use data for 
helping them to develop better managerial plans, 
rather than punishing them through simply tightening 
budget without technical support.

Second, the operators often lack capacity in col-
lecting and interpreting data. Measuring reporting 
burden is heavy for operators, particularly if they are 
very small. Even if technology helps operators collect-
ing data, most small operators are incapable of 
analyzing and utilizing data. Large and high-human 
capital organizations such as MBTA, MTA, RTD, and 
SFMTA may be able to assess data in-house, but they 
are truly exceptional cases. In other words, operators 
are less likely to benefit from performance measure-
ment unless supervising organizations help them 
interpreting data. For this perspective, state DOTs 
seem to be in the position that can transform it into 
information and give feedbacks to operators. With the 
expectation of such technical supports from supervis-
ing organization, operators are more likely to pay 
effort in data collection because it now benefits them-
selves.

5. Discussions and proposal for future 
monitoring system

As section three shows, PIs are useful for various 
operational monitoring, which naturally explains their 
popularity in transit planning practice. Compared to 
aggregated performance indicators constructed by SFA 
or DEA, PIs summarize operational and service infor-
mation without reducing informational dimensions too 
much. Loss of details is particularly problematic in 
using for internal minor operational adjustments.

Another reason for PIs’ popularity is that it 
demands less capacity in constructing and interpreting 
results. Researchers have developed SFA and DEA 
extensively to improve econometric accuracy and to 
incorporate complex production structures. However, 
the methods are now a little too complex for non-
researchers. Knowledge and skills in econometrics are 
essential in conducting carefully designed accurate 
analysis in SFA or DEA, and not many transit opera-
tors or supervising DOTs have such expertise. For PIs, 
the only difficult stage is the initial decision about 
what to monitor. After the operators determine the list 

of monitoring PIs, they just need to collect data and 
conduct simple calculation.

Despite its popularity and usefulness of PIs, mon-
itoring only PIs does not tell whole story about the 
performance. First, PIs are unable to tell overall 
impact of multiple effects of an operational change or 
capital investment. In the assessment of net benefit of 
the project, the operator needs to conduct CBA, i.e., 
conduct project evaluation rather than performance 
measures. Second, PIs are inappropriate for inter-orga-
nizational comparison. Unlike SFA or DEA, PIs do 
not account for the effects from exogenous factors or 
scale economy of the systems. As a result, a transit 
system that may look apparently better in PIs thanks 
to the transit-friendly environment or scale economies. 
By using SFA or DEA, assessment can evaluate multi-
ple effects of exogenous factors simultaneously, and 
score “unobservable managerial efficiencies” of each 
operator. Needless to say, scoring overall efficiency 
alone does not help problem identification in opera-
tion. If poor performance is observed, it is important 
to investigate the reason through detailed examination 
of raw data and simple PIs. Such an inter-organiza-
tional analysis is complicated and requires intensive 
human capital. Since most operators and small metro-
politan planning organizations (MPOs) are unlikely to 
hold such capacity, state DOTs should play roles in the 
analysis. In reality, it may be difficult to exercise such 
a regular monitoring of operational efficiency; 
however, it would be highly effective in raising per-
formance of transit services.

In sum, disaggregated and aggregated perfor-
mance indicators should be comprehensively 
monitored and utilized as follows. Operators and small 
MPOs should monitor a set of simple performance 
indicators and adjust their operational plans based on 
the data shown by the PIs. The list of indicators should 
be defined under the guidance of Federal DOT, so that 
the operators collect consistent data. Most of the raw 
data requirement should follow the National Transit 
Database data reporting requirements to keep the 
reporting requirement manageable. State DOTs and 
large MPOs should go one step further towards strate-
gic management. In addition to monitoring and 
assessment of simple PIs, they should conduct more 
advanced analysis including inter-organizational com-
parison. Furthermore, such large organizations should 
accumulate know-how of analysis and share the infor-
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mation through research platform such as TRB.
Finally, more research should follow van Biese-

broeck (2007) in the integration and distinction of 
appropriate performance measurement methods. 
Research communities of SFA and DEA are largely 
different in the fundamental philosophy, and commu-
nicate much less than they should. However, they have 
different strengths and weaknesses, and should com-
plement each other in the applications. Kerstens (1996) 
and Karlaftis and Tsamboulas (2012) find that effi-
ciency scores depend on the choice of measurement 
methods. Kerstens (1996) examines how the variation 
in disposability in inputs and outputs in DEA method 
affects the efficiency scores, and he finds that the cor-
relation can be as low as 0.4. Karlaftis and Tsamboulas 
(2012) examine the correlation among efficiency and 
effectiveness scores measured by variations of DEA 
and SFA methods. They show that the correlation 
coefficient can be as low as 0.2, suggesting that 
the scores differ substantially by the choice of mea-
surement methods (Table 1). The sensitivity to 
measurement methods demands a theory that explains 
the criteria for choosing an appropriate methods for 
measuring efficiency. In the future studies, researchers 
should develop the discussion even further to address 
what methods to be employed for inter-operator per-
formance comparison of transit systems.
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⑴　Interview response heard at the 5th international confer-
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1.　はじめに

　本稿⑴では，事案を単純にするための仮定を置い
た上で，組織再編法制を分析する視座を明らかにす
ることにより，組織再編制度の意義の一端を明らか

にすることを試みる⑵。分析の対象として，上場会
社を想定し，支配株主以外の株式は多数の株主に
よって分散所有されているものとする。なお，事例
によっては支配株主の存在を仮定する。
　私は，法制度の目的が社会厚生の最大化であると

組織再編法制の分析

湯　原　心　一

要　　旨
　本稿では，事案を単純にするための仮定をおいた上で，厚生の最大化の観点から，わが国の組織再編法制，
特に，組織再編における株主総会決議及び株式買取請求権を分析する視座を明らかにする。分析の対象とし
て，上場会社を想定し，支配株主以外の株式は多数の株主によって分散所有されているものとする（議論に
よっては，支配株主を想定する）。第一に，株主総会決議がカルドア＝ヒックス効率的な組織再編を導くか
について，組織再編が全員一致の場合及び多数決の場合を検討し，また，取引費用の影響を検討した。第二
に，株式買取請求権がカルドア＝ヒックス効率的な組織再編を導くかについて，特に，株式買取請求権を裁
定取引として用いる場合を検討した。おおむね，株式買取請求権を有する多数決の組織再編をカルドア＝
ヒックス効率的な組織再編を確保する制度と整合的と理解することができるが，わが国の制度では，株式買
取請求権が裁定取引として用いられる可能性を否定できない。

Abstract
　In this paper, I analyze the Japanese takeover regime̶especially, the shareholders’ vote at the shareholders’ 
meeting and the appraisal rights̶from the welfare point of view given certain assumptions. I assume that the tar-
get company is a listed company with widely-dispersed shareholders (though, in certain cases, I assume a 
controlling shareholder). First, I analyze whether the shareholders’ vote will lead to the Kaldor-Hicks improve-
ment taking into account the unanimous vote, the majority (or special majority) vote and transaction costs 
(including, strategic behavior). Second, I analyze whether the appraisal rights will lead to the Kaldor-Hicks 
improvement, especially, when the appraisal rights are used in part of a risk arbitrage (merger arbitrage) transac-
tion. The current Japanese takeover regime with the special majority vote and appraisal rights can be largely 
understood as the measure to filter out the Kaldor-Hicks inefficient transactions, but it cannot exclude the possi-
bility of the risk arbitrage transaction using the appraisal rights.

An Analysis of the Japanese Corporate Acquisitions Regime

Shinichi YUHARA

──────────────────
⑴　本研究は，早稲田大学における 2015年度特定課題研究助成費（課題番号：2015S–179）による助成を受けている。また，
早稲田大学高等研究所セミナーシリーズ【政治・経済・法の計量分析】の参加者から有益な示唆を受けた。
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考えている⑶。しかし，ある法制度がすべての側面
で厳密に社会厚生の最大化と整合的であることが難
しいことがあることも理解している⑷。組織再編に
関する法制度も，社会厚生の最大化と厳密に整合的
であるように構築することは難しい。特に，本稿で
は，社会厚生ではなく，単に当事者の富の最大化に
ついて分析しているのみである⑸。しかし，このよ
うな制限にも拘わらず，組織再編を分析する視座を
検討することは有益であろう。本稿では，次の順で
検討を加える。
・組織再編法制分析の視座
・組織再編における株主総会決議
・株式買取請求権

2.　組織再編法制分析の視座

2.1.　会社支配権市場
財と自主的交換
　自主的な財の交換は，パレート改善である⑹。あ
る所与の資源配分は，当該資源があるグループや領
域（territory）の中で，誰にも悪影響を与えず（worse 
off）に誰かをより良い状態にする（better off）よ
うな再分配ができないときパレート効率的（Pareto 

efficient）であると定義される⑺。このような状態
をパレート最適（Pareto-optimal）という⑻。
会社支配権という財の希少性
　会社の支配権は，希少性⑼を有する財である⑽。
希少な財の利用が効率的であるために，最も当該財
を高く評価する者が取得して利用することが社会的
に望ましいであろう⑾。そして，コースの定理⑿が
成立する場合，財は，当該財をより高く評価する者
が取得して利用することになろう。一般論として，
財の交換は，促進されるべきだとすると，会社の支
配権という財についても同様のことがいえる⒀。た
だし，会社という財の場合は，一般の財と違って留
意すべき点がある。なぜなら，後述する通り，会社
支配権の移転に際して，厚生を促進させる支配権の
移転を妨げずに，厚生を減少させるような支配権の
移転が起きないように留意する必要があるからであ
る⒁。
厚生の最大化
　会社支配権が交換される市場を会社支配権市場
（market for corporate control）という⒂。法制度の
目的が社会厚生の最大化であるとして，会社支配権
市場が社会厚生の最大化を導いているのかには留意

──────────────────
⑵　文脈は違うため個々に引用してはいないが，既存の論考として，Frank H. Easterbrook & Daniel R. Fischel, The Proper Role 

of a Target’s Management in Responding to a Tender Offer, 94 HARV. L. REV. 1161 (1981); Alan Schwartz, Search Theory and the 
Tender Offer Auction, 2 J.L. ECON. & ORG. 229 (1986); Alan Schwartz, The Fairness of Tender Offer Prices in Utilitarian Theory, 17 
J. LEGAL STUD. 165 (1988); Lucian Arye Bebchuk, The Sole Owner Standard for Takeover Policy, 17 J. LEGAL STUD. 197 (1988)等を
参考にしている。
⑶　少なくとも，法制度の規範的分析は，社会厚生を考慮して行われるべきであると考えている。See STEVEN SHAVELL, FOUNDA-

TIONS OF ECONOMIC ANALYSIS OF LAW 2 (2004).
⑷　ある法制度が実際に社会厚生を最大化することを論証することは難しい。法制度の一部を検討しても，その部分均衡の最大
化が必ずしも社会厚生の最大化を意味しているとは言えないからである。See William W. Bratton & Michael L. Wachter, Share-
holders and Social Welfare, 36 SEATTLE U. L. REV. 489, 525–26 (2013).
⑸　See FRANK H. EASTERBROOK & DANIEL R. FISCHEL, THE ECONOMIC STRUCTURE OF CORPORATE LAW 39 (1991)（必ずしも会社の利益と
社会厚生の最大化が一致するわけではないないことを指摘する）; Marcel Kahan, Sales of Corporate Control, 9 J.L. ECON. & ORG. 
370 (1993)（法制度の目的を厚生の最大化であると述べる）; REINIER KRAAKMAN ET AL., THE ANATOMY OF CORPORATE LAW: A COM-

PARATIVE AND FUNCTIONAL APPROACH 29 (2d ed. 2009).
⑹　See JOSEPH E. STIGLITZ & CARL E. WALSH, ECONOMICS 11 (4th ed. 2006).
⑺　See WILLIAM T. ALLEN ET AL., COMMENTARIES AND CASES ON THE LAW OF BUSINESS ORGANIZATION 4 (2d ed. 2007); Guido Calabresi & 

A. Douglas Melamed, Property Rules, Liability Rules, and Inalienability: One View of the Cathedral, 85 HARV. L. REV. 1089, 1093–
94 (1972); A. MITCHELL POLINSKY, AN INTRODUCTION TO LAW AND ECONOMICS 7 n.4 (4th ed. 2011); ROBERT B. COOTER & THOMAS ULEN, 
LAW AND ECONOMICS 14 (6th ed. 2011); LOUIS KAPLOW & STEVEN SHAVELL, FAIRNESS VERSUS WELFARE 54 (2002). Calabresi教授及び
Melamed弁護士による論文の紹介として，藤倉皓一郎「Guido Calabresi & A. Douglas Melamed, Property Rules, Liability Rules, 
and Inalienability: One View of the Cathedral, 85 HARV. L. REV. 1089 (1972)」アメリカ法 1976–1号 85頁（1976），翻訳は，グ
イド・カラブレイジィ＝ダグラス・メラムド（松浦以津子訳）「所有権法ルール，損害賠償法ルール，不可譲な権原ルール：
大聖堂の一考察」松浦好治編『不法行為法の新世界』115頁（木鐸社，2001）。

⑻　See ALLEN ET AL., supra note 7, at 4.
⑼　See N. GREGORY MANKIW, PRINCIPLES OF MICROECONOMICS 4 (7th ed. 2014).
⑽　See Henry G. Manne, Mergers and the Market for Corporate Control, 73 J. POL. ECON. 110, 112 (1965).
⑾　See Zohar Goshen, Voting (Insincerely) in Corporate Law, 2 THEORETICAL INQ. L. 815, 816 (2001).
⑿　Ronald H. Coase, The Problem of Social Cost, 3 J.L. & ECON 1 (1960).
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が必要である。会社を契約の束と捉え，会社支配権
市場が機能し，会社の支配権が移転することにより
会社から得られる効用の総計が増加すると仮定⒃し
ても，企業価値の増加という富の最大化が社会厚生
の最大化と必ずしも一致しない可能性はある。特
に，富の分配によって社会厚生が変化する場合であ
る。富の再分配（redistribution）と社会厚生の最大
化の問題は，避けられない問題ではあるが，（税法
等が主に議論しており）会社法及び金融商品取引法
は，富の最大化と社会厚生の最大化が一致しやすい
分野であるから，本稿では，富の最大化を目的とし
て議論する⒄。

2.2.　行われるべき組織再編の判断基準
望ましい組織再編と望ましくない組織再編
　組織再編が行われるべきか否かを判断する際に，
支配者に生じる私的利益を含めて会社から得られる
効用の総計が増加するか否かを基準とすることが考
えられる⒅。端的に言えば，支配者を含めた株主が

株式を所有することから得られる効用と支配者に対
して生じる私的利益に基づく効用の総計が増加する
場合に組織再編は行われるべきであるし，当該効用
の総計が減少する場合には，組織再編は行われるべ
きではない⒆。
　本稿では，効用の総計が増加し，実行されること
が望ましい組織再編を「望ましい組織再編」と呼び，
効用の総計が減少し，実行されるべきではない組織
再編を「望ましくない組織再編」と呼ぶ。
企業価値基準
　過去に企業価値⒇を基準として組織再編が実行さ
れるべきかを議論した論文がある21。前述の効用の
総計が増加するか否かは，企業価値が最大化するか
否かと同義ではない。例えば，企業価値の最大化と
いう議論には，支配者が有する私的利益が考慮され
ていないからである22。ただ，法政策として，効用
の総計の最大化ではなく，企業価値の最大化を目的
とする可能性は残っているように思われる23。本稿
では，組織再編の前後で債権者への利益移転や債権

──────────────────
⒀　See Ronald J. Gilson, A Structural Approach to Corporations: The Case against Defensive Tactics in Tender Offers, 33 STAN. L. 

REV. 819, 854 (1981); Frank H. Easterbrook & Daniel R. Fischel, Corporate Control Transactions, 91 YALE L.J. 698, 704 (1982). 会
社支配権の異動について，オークションが行われる場合，勝者の呪い（winners curse）や自信過剰等の限定合理性が問題とな
ることはありえよう。E.g., RICHARD H. THALER, THE WINNER’S CURSE PARADOXES AND ANOMALIES OF ECONOMIC LIFE 52 (1992); Brad 
M. Barber & Terrance Odean, The Behavior of Individual Investors, in 2B HANDBOOK OF THE ECONOMICS OF FINANCE 1533, 1547 
(George M. Constantinides, Milton Harris & René M. Stulz eds., 2013).
⒁　藤田友敬「支配株式の取得と強制公開買付─強制公開買付制度の機能」岩原紳作＝山下友信＝神田秀樹編集代表『会社・金
融・法〔下巻〕』（商事法務，2013）。See ALLEN ET AL., supra note 7, at 425.
⒂　See Manne, supra note 10, at 112.
⒃　会社支配権市場が機能する場合でも，必ずしも会社から得られる効用の総計が最大化するとは限らない。支配株主が得る私
的利益及び株式から得られる価値並びに少数株主が株式から得られる価値の合計が増加するか否かが議論の対象となってい
る。See Kahan, supra note 5, at 368; Lucian Arye Bebchuk, Efficient and Inefficient Sales of Corporate Control, 109 Q.J. ECON. 957 
(1994).
⒄　米国では，株主は，典型的には，富裕層で，年寄りでかつ白人であることから，株主価値の増加は，効率性に寄与すること
はあっても社会厚生への寄与への根拠としては薄弱であるという指摘がある。See Bratton & Wachter, supra note 4, at 525–26.
⒅　Kahan, supra note 5, at 370; Bebchuk, supra note 16, at 962.
⒆　See Kahan, supra note 5, at 370に基づくと，次の通りである。Sb > 0及び Ss > 0を売主と買主の支配にかかる株式（支配株式）
の価値とする。この価値は，すべての株式について，株式の数に比例て生じるものとする。Cb ≥ 0及び Cs ≥ 0を売主及び買主
に対して支配から生じる私的利益とする。Csは，売却の前に売主に対して生じているものとし，Cbは売却後に買主に対して
生じるものとする。Wb及び Wsを会社の社会的価値（social value of the corporation）とし，W = S + Cであるとする。社会厚生
の最大化の観点から，Wb > Wsである場合にのみ会社の支配権が移転することが望ましいということになる。

⒇　本稿では，企業価値（EV: enterprise value）はファイナンスで標準的に用いられる定義である株主価値及び負債価値の和を
用いる。See CHENG F. LEE & ALICE C. LEE, ENCYCLOPEDIA OF FINANCE 104 (2006).

21　企業価値研究会「企業価値の向上及び公正な手続確保のための経営者による企業買収（MBO）に関する報告書」9頁（2007
年 8月 2日公表），神田秀樹ほか「企業価値研究会報告書と今後の買収防衛策のあり方（上）」商事 1842号 8頁（2008）〔神
田秀樹発言〕。ここで企業価値という場合，負債価値が組織再編の前後で一定であると仮定して，実質的に株主価値を基準と
しているのか不明である。例えば，合併による多角化（ポートフォリオ）効果及び債権の引当てとなる財産の増加により負債
価値が ΔVd > 0だけ増加し，株主価値が ΔVs < 0だけ減少する場合，ΔVd + ΔVs > 0である場合に企業価値に基づく組織再編は，
実行されるべきということであろうか。
22　本稿注⑸における Kahan教授の表現を用いれば，Sb > Ssの場合に，組織再編がされるべきと考えているのかもしれない。
23　例えば，支配者が支配権から得られる私的利益が無視できるほど小さいことを前提として，企業価値の最大化を基準とする
ことが考えられる。
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者からの利益移転が存在しない24と仮定し，また，
支配者が有する私的利益を無視し，株主価値の増加
を基準として，議論を進める（ただし，一部の議論
において株主の私的利益を考慮した）。すなわち，
パレート改善やカルドア＝ヒックス効率的という場
合，株主総体を基準として判断している。

2.3.　検討の範囲
　組織再編に関する法制度には様々なものがある。
例えば，合併，会社分割，株式交換，株式移転など
の会社法上の組織再編の制度を筆頭に，公開買付や
事業譲渡，新株発行に関する制度も組織再編に影響
を与える制度である。本稿では，このうち，組織再
編に関する株主総会決議及び株式買取請求権につい
て，組織再編に関する法制度の目的は，前述の定義
に従った望ましい組織再編を促進し，望ましくない
組織再編を妨げることにあるという前提で，検討を
加える。また，議論の範囲を絞るために，合併の被
買収会社（対象会社）について検討する。
組織再編が行われる場合の価格
　組織再編で買主が売主に対して合意の上で対価を
払いすぎること，又は，買主が売主に対して支払う
対価が少なすぎることは，当事者の厚生の合計に影
響を与えない25。この観点からは，組織再編により，
当事者の厚生の合計が増加するか否かに焦点を当て
た法制度の検討が重要であると言えるだろう。他
方，当事者の厚生の合計に影響を当てない点につい
て，法制度の検討が不要であることを意味しない26。
当事者間での利益移転に関する法制度であっても，
組織再編当事者の組織再編への誘因に影響を与える
からである。例えば，組織再編から生じる買収者の
期待利得が対象会社の株主に移転して減少する場

合，当事者の厚生の合計には影響を与えないが，期
待利得の減少は，買収者が買収を行う誘因を減少さ
せるものとなる。

3.　組織再編における株主総会決議

3.1.　組織再編決議が全員一致決議を要求する場合
序論
　厚生を減少させる組織再編を妨げる仕組みとして
最も基本的なものは，組織再編に要求される，株主
総会決議であろう。多数決の議論をする前に，単純
な例として，組織再編が全員一致の決議を要求する
場合を検討する27。投票という制度に関しては，例
えば，①議題の設定（どのような議題を設定するか，
一括した議題にするか，分割した議題にするか），
②議題が複数存在する場合の投票の順序及び戦略的
行動，③決議要件及び定足数要件等の様々な論点が
考えられる28。この点，本稿では，組織再編の条件
を所与とし，当該組織再編を実行するか否かという
点についてのみ株主が投票をする場合について検討
する。
前提及び仮定
　組織再編における株主総会決議の要件と投資家の
厚生の関係について概観する。議論を単純化するた
めに，発行者が重要な情報について証券市場に対し
て情報を開示している（以下「仮定①」という）29，
及び対象会社の株式が情報が緩い情報効率性（infor-
mational efficiency）を満たし，取引費用等を勘案
すると，株価が証券の基礎的価値から乖離すること
を奇貨として超過収益を得ることはできない程度の
準強度の効率的（semi-strong form efficient）な市場
で取引され，開示された情報が市場価格（株価）に
反映されているが基礎的価値に関する効率性（fun-

──────────────────
24　このため，支払不能に近い会社及び支払不能に陥った会社に関する組織再編や組織再編の結果，他方が支払不能となる場合
などは，検討の対象外である。
25　See EASTERBROOK & FISCHEL, supra note 5, at 185.
26　例えば，組織再編から余剰が発生する場合，その分配について，法制度が介入する理由がないと指摘されることがある。藤
田友敬「新会社法における株式買取請求権制度」江頭憲治郎先生還暦記念『企業法の理論上巻』289頁（商事法務，2007），
飯田秀総「企業再編・企業買収における株式買取請求・取得価格決定の申立て─株式の評価」法教 384号 30頁（2012）。し
かし，後述する通り，余剰の分配の結果に対して法制度が影響を与える場合，当事者の組織再編への誘因に影響を与えるのだ
から，法政策の観点から，組織再編当事者へ何らかの誘因を与えるために法制度で介入する可能性が考えられよう。
27　米国では，かつて，組織再編において全員一致の決議が求められていた。See RONALD J. GILSON & BERNARD S. BLACK, THE 

LAW AND FINANCE OF CORPORATE ACQUISITIONS 642 (2d ed. 1995). 伊藤紀彦「アメリカにおける株式買取請求権の発生と発展」中京
1巻 1号 258頁（1966）。
28　林正義ほか『公共経済学』175–189頁（有斐閣アルマ，2010）。
29　非現実的な仮定かもしれないが，組織再編に伴って重要な情報が開示されるのであれば，ある程度達成が可能な仮定であろ
う。この状態を発行者と投資家との間に情報の非対称性が存在していないと言い切れるかは，議論の余地があろう。
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damental value efficiency）は満たさないものとする
（以下「仮定②」という）と仮定する。また，本稿
では，発行者について，種類株式及び単元株制度が
存在せず（すなわち，株式について 1株当たりの議
決権数に差が存在しない），また，株式から得る利
益はその数に比例して生じる（以下「仮定③」とい
う）30，及び株主が限定合理性を有しているため，
株主間の株式の評価に差異が生じるが，できる限り
合理的に行動しようとする（以下「仮定④」という）
という仮定を置く。
パレート改善
　株主間での交渉が不可能な場合でも，パレート改
善である場合には，全員一致の決議がなされうるで
あろう31。パレート改善である組織再編は望ましく
（望ましい組織再編），投資家が合理的であれば，全
員一致であっても，これは実行されよう。パレート
改善であり，投資家が合理的であるという前提を置
いても，株主が戦略的行動（strategic behavior）を
取るために取引費用が高くなる可能性はある32。例
えば，少ない利益しか得ない株主が全員一致決議で
あることを奇貨として，より高い利益を得る者に対
して利益の一部を要求する場合である33。
　ここでパレート改善である場合とは，組織再編の
対象会社の株主及び買収会社の双方においてパレー
ト改善であることを意味する。なぜなら，前段落の
理由により，組織再編の対象会社の株主においてパ
レート改善であろう。また，買収会社は，自発的な
買収であれば，当該買収における対価を，買収会社

が利益を得ることができる水準に設定するはずであ
り，買収会社も組織再編から利益を得ることができ
るはずだからである34。
カルドア＝ヒックス効率的
　次に，一部の者に対して利益を与え，一部の者に
損失を与えるものの，全体として利益がより大きい
組織再編を検討する。これは，全体として見た場合
に利益がより大きいため，望ましい組織再編であ
り，実行されることが望ましい。
　株主間の交渉の費用がゼロである場合，カルドア
＝ヒックス効率的であれば，利益を得る者が損失を
被る者の損害を補償することによって，全員一致の
決議は，なされうる35。しかし，現実には，交渉に
費用が掛かり，例えば，利益を得る者が複数存在し，
誰がどの程度の補償をするかについて交渉する必要
がある場合や拒否権を利用して利益配分に与ろうと
する者などの存在によって交渉費用は，高くなりう
る36。交渉費用を減少させるために株主総会決議を
全員一致ではなくす（ある種の多数決とする）こと
が考えられる37。すなわち，多数決は，望ましい組
織再編を促進するための制度であると考えることが
できよう38。多数決の場合については，追って検討
する。
カルドア＝ヒックス非効率的
　次に，一部の者に対して利益を与え，一部の者に
損失を与えるものの，全体として損失が大きい組織
再編を検討する。この組織再編は，カルドア＝ヒッ
クス効率的ではなく，望ましくない組織再編であ

──────────────────
30　少数株主に関する限り，株式を保有することから得られる利得は，各株式に比例しており，事後（ex post）の観点からは，
株主間に差異は生じない。しかし，事前の観点からは，当該株式の評価について，株主間で差異が生じうる。See Lynn A. 
Stout, Are Stock Markets Costly Casinos? Disagreement, Market Failure, and Securities Regulation, 81 VA. L. REV. 611, 616 (1995).
31　利益を得ることはないが，損失も被らない者が賛成票を投じると仮定している。この場合，誰も損失を被らず，誰かが利益
を得るような状況である場合（パレート改善），当該決議に対して全員が賛成することになるであろう。

32　See Robert Cooter, The Cost of Coase, 11 J. LEGAL STUD. 1, 17–18, 28 (1982)（コースの定理に存在する問題として，仮に取引
費用が存在しないとしても，交渉ゲームであれば，戦略的に行動する誘因の存在により，効率的な結果が達成されない可能性
があることを示す）; KRAAKMAN ET AL., supra note 5, at 263; EASTERBROOK & FISCHEL, supra note 5, at 101; Minor Myers & Charles R. 
Korsmo, Appraisal Arbitrage and the Future of Public Company M&A, 92 WASH. U. L. REV. 1551, 1558 (2015)（ホールド・アウト
問題への言及）.

33　伊藤・前掲注27 259頁。
34　事後（ex post）で買収が失敗することがあっても，事前の観点（ex ante）からは，利益を得ることができると考えて買収が
されるはずである。
35　すなわち，全員一致を基準とすることによって，カルドア＝ヒックス基準において非効率的な組織再編がなされないように
する効果があると言えよう。また，補償の結果，パレート改善である組織再編が実行され，パレート最適な結果が導かれよう。
36　See Easterbrook & Fischel, supra note 13, at 728 n.81.
37　See id.
38　伊藤・前掲注27 263頁注 9（「多数決原理の拡大の速度を増す潤滑油であると考えることもできる」と述べる），神田秀樹「資
本多数決と株主間の利害調整（一）」法協 98巻 6号 815頁（1981）。See Jeffrey N. Gordon, The Mandatory Structure of 
Corporate Law, 89 COLUM. L. REV. 1549, 1574 n.79 (1989).
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る。全員一致の決議を要求する限り，株主間の交渉
費用がゼロであるとしても，当該組織再編は実行さ
れない。なぜなら，損失を被る株主が当該組織再編
に反対するからであり，利益を得る株主が損失を被
る株主のすべての損失を填補できないからである。
小括
　全員一致決議を要求する場合，望ましくない組織
再編は，実行されない。他方，望ましい組織再編が
妨げられる可能性は存在する。その理由として，戦
略的行動を含む取引費用が挙げられる。

3.2.　組織再編決議が多数決を要求する場合
序論
　次に，多数決の決議によって組織再編が行われる
場合について検討する。議論を単純にするために，
買収者が 100％の株式を得ると仮定する（以下「仮
定⑤」という）39。組織再編を可決するために必要
な決議要件は，特別決議（309条 2項 12号）とする。
パレート改善
　パレート改善である組織再編の場合，全員一致を
条件とする株主総会決議が通ることは，前述した通
りである。このため，株主総会決議の要件が多数決
であったとしても，組織再編は，可決される。パレー
ト改善である組織再編が社会的に望ましいという点
及び投資家による戦略的行動が生じうる点も，全員
一致の場合の議論と同様である。
カルドア＝ヒックス効率的
　カルドア＝ヒックス効率的な組織再編について
は，多数決での決議がなされる。これには，株主間
で補償が必要な場合と必要でない場合が考えられる。
　第一に，カルドア＝ヒックス効率的な組織再編が
株主間での補償を要せず可決されるか否かは，当該
組織再編から利益を得る者と損失を被る者の比率が
どの程度かに依存する。組織再編の要件が特別決議
である場合，当該組織再編から利益を得る者が保有
する議決権数が 3分の 2を超える場合，組織再編
が可決される。
　第二に，取引費用が存在しない場合，組織再編か

ら利益を得る株主が保有する議決権が 3分の 2に
達しない場合でも，組織再編から得る利益が，組織
再編から損失を被る一部の株主の損失を填補し，そ
の結果，利益を得る株主保有する議決権が 3分の 2
を超えるように交渉がなされるため，組織再編は，
可決される。ただし，取引費用が存在する場合や株
主が戦略的に行動する場合，必ずしもこのような結
果が得られるとは限らない40。
カルドア＝ヒックス非効率的
　カルドア＝ヒックス非効率的な場合，組織再編が
可決される場合と否決される場合の両方が考えられ
る。また，カルドア＝ヒックス非効率的な場合につ
いても，株主間で補償が必要な場合と必要でない場
合が考えられる。
　第一に，カルドア＝ヒックス非効率的な場合に，
株主間の補償なしで組織再編が可決されるかは，当
該組織再編から利益を得る者と損失を被る者の比率
がどの程度かに依存する。当該組織再編から利益を
得る者が保有する議決権数が 3分の 2を超える場
合，組織再編が可決される。
　第二に，カルドア＝ヒックス非効率的な場合に，
株主間の補償を行うことで組織再編が可決される場
合が考えられる（必ずしも株主間の補償によって可
決されるとは限らない）。すなわち，組織再編から
利益を得る者が決議要件に足りない場合に，自らの
利益を他の株主に補償し，当該他の株主が賛成する
ことで，決議要件を満たす場合である。
　第三に，カルドア＝ヒックス非効率的な場合，カ
ルドア＝ヒックス効率的な場合と違い，取引費用を
無視しても，また，株主間で補償をするとしても，
組織再編が可決しない場合が考えられる。例えば，
株主が 100人おり，それぞれが 1株を有している
とする。そのうち 66人が組織再編から 1単位の利
益を得るとし，残りの 34人が組織再編から各 67
単位の損失を被るとする。この場合，当該 34人の
うち 1人を賛成させれば特別決議を可決すること
ができるが，組織再編から利益を得る者が得るであ
ろう利益が補償に十分ではないため，組織再編決議

──────────────────
39　例えば，合併後の株式を対価として組織再編が行われるような場合を意図している。買収者が一段階で全ての株式を取得し
ない場合には，二段階買収として構造的強圧性（structural coercion）により，望ましくない組織再編が生じる可能性がある。
See Ronald J. Gilson & Reinier Kraakman, Delaware’s Intermediate Standard for Defensive Tactics: Is There Substance to 
Proportionality Review?, 44 BUS. LAW. 247, 267 (1989); EASTERBROOK & FISCHEL, supra note 5, at 179; Jonathan R. Macey & Fred S. 
McChesney, A Theoretical Analysis of Corporate Greenmail, 95 YALE L.J. 13, 20–23 (1985). 藤田・前掲注⒁ 51頁参照。
40　公開買付は，このような当事者間の契約の費用を減少させる仕組みであると理解できる。See EASTERBROOK & FISCHEL, supra 

note 5, 171.
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は，否決される41。

4.　株式買取請求権

4.1.　平成17年改正
　平成 17年改正前商法におけるナカリセバ価格
は，「企業再編がなされなかった場合の経済状態の
保証機能」42を果たしていると考えられる（以下，
この価格を「ナカリセバ価格」という）。すなわち，
この機能において買取価格は，パレート原理の下限
となる43。他方，公正な価格が認められることによっ
て，「企業再編によるシナジーの再分配機能」44が追
加された（以下，この価格を「シナジー分配価格」
という）。公正な価格は，「企業再編がなされること
自体は賛成であるが，その対価の定め方に不満があ
るという理由での反対」45に，ナカリセバ価格は，
「企業再編がなされること自体への反対」46に対応し
ている。そして，学説では，反対株主は，株式買取
請求権の行使にあたり，どのような理由により組織
再編に反対したかを示させる仕組みをおいていない
以上，ナカリセバ価格とシナジー分配価格のいずれ
か高い額が認められることになるであろうと指摘さ
れている47。
　個別具体的な事案の下でナカリセバ価格又はシナ
ジー分配価格のいずれが適用されるべきか（どのよ
うにいずれが適用されるべきかを判定するか）につ
いて，ナカリセバ価格とシナジー分配価格のいずれ
か高い方が適用されるという見解48と株主価値の増
加又は減少に応じてシナジー分配価格又はナカリセ
バ価格を基礎とする見解49がある。

　最高裁判所は，平成 23年の楽天対 TBS事件（最
三小決平成 23年 4月 19日民集 65巻 3号 1311頁）
で，反対株主の株式買取請求権に基づく株式買取価
格決定の文脈で，反対株主の株式買取請求権及び公
正な価格の意義について述べ，これは，テクモ事件
（最二小決平成 24年 2月 29日民集 66巻 3号 1784
頁）において，次の通り一般化された（ただし，同
事件の決定要旨がいずれか高い方という考え方と整
合的でない点がある50）。
反対株主に「公正な価格」での株式の買取りを
請求する権利が付与された趣旨は，反対株主に
会社からの退出の機会を与えるとともに，退出
を選択した株主には，株式移転がされなかった
とした場合と経済的に同等の状態を確保し，さ
らに，株式移転により，組織再編による相乗効
果（以下「シナジー効果」という。）その他の
企業価値の増加が生ずる場合には，これを適切
に分配し得るものとすることにより，反対株主
の利益を一定の範囲で保障することにある。

4.2. 　組織再編がカルドア＝ヒックス非効率的
かの判別

　次の問題は，ある組織再編が可決されたとして，
当該組織再編がカルドア＝ヒックス効率的であるか
を判断することができるかである。この点，組織再
編法制では，組織再編法制に伴って株式買取請求権
が規定されている51。組織再編における株式買取請
求権の経済的機能を次に検討する52。
　株式買取請求権が存在しない場合かつ多数決の場

──────────────────
41　本稿では，組織再編から生じる利益は，どの株主の組み合わせで賛成したとしても一定であると仮定している。実際は，ど
の株主が賛成するかによって，その後の会社経営やこれに伴う買収後の会社の価値が変化し，ひいては，買収前の株主に分配
される利得が変化し，賛成に必要な株主の組み合わせが変化するかもしれない。岡田章『ゲーム理論・入門─人間社会の理解
のために』224–225頁（有斐閣アルマ，2008）。
42　藤田・前掲注26 282頁。
43　See EASTERBROOK & FISCHEL, supra note 5, at 145.
44　藤田・前掲注26 282頁，田中亘「組織再編と対価柔軟化」法教 304号 79頁（2006）。
45　藤田・前掲注26 283頁。「新会社法のもとでの株式買取請求権は，あるべき企業再編条件を想定し，それから逸脱した企業
再編が行われた場合に反対株主に救済を与えるという性格があ」る。藤田・前掲注26 276頁。
46　藤田・前掲注26 283頁。
47　藤田・前掲注26 283頁。同様の意見として，江頭憲治郎「判批」金判 1353号 5頁（2010），江頭憲治郎『株式会社法』

871–872頁（有斐閣，第 6版，2015）（以下，「江頭・株式会社法」という。），川島いづみ「反対株主の株式買取請求権」江頭
憲治郎編『株式会社法大系』189頁（有斐閣，2013），田中亘「『公正な価格』とは何か」法教 350号 63–64頁（2009）。
48　藤田・前掲注26 282–283頁，田中・前掲注44 90頁。
49　東京地方裁判所商事研究会編『類型別会社非訟』112頁（判例タイムズ社，2009）。
50　拙稿「株式移転完全子会社の反対株主がした株式買取請求における『公正な価格』」早法 90巻 4号 115頁（2015）。
51　本稿では，どのような場合に買取請求権が認められるべきかという点については，検討しない。この問題について，例えば，

Bayless Manning, The Shareholders’s Appraisal Remedy: An Essay for Frank Coker, 72 YALE L.J. 223, 239–244, 262 app.1 (1962)
参照。
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合，組織再編は，株主総会決議という条件が存在し
たとしても，必ずしもパレート改善とはならず，ま
た，カルドア＝ヒックス効率的とはならないであろ
う53。ナカリセバ価格による株式買取請求権には，
カルドア＝ヒックス効率的な組織再編を判別する効
果があるので，ナカリセバ価格を保障する株式買取
請求権，及びシナジー分配価格を保障する株式買取
請求権を順に検討する。
ナカリセバ価格を保障する株式買取請求権
　反対株主に対して組織再編がなされる前の価値54

を補償する株式買取請求権55は，カルドア＝ヒック
ス効率ではない組織再編が実行されないようにする
効果がある56。すなわち，当該組織再編から利益を
得ることができる者は，組織再編に賛成する。組織
再編に反対する者は，株式買取請求権が認められ，
組織再編がなされる前の価値を補償する57ことに
よって，組織再編から損失を被らないことになる。
買収者は，組織再編から損失を被る者に対して，株
式買取請求によって組織再編がなされる前の価値を
補償されることになるとしても利益を得る場合にだ
け，組織再編を実行する。株式買取請求による補償

がなされる結果，当該取引は，パレート改善となる
し，また，当該取引は，カルドア＝ヒックス効率的
であると言えよう。すなわち，前述した通り，ナカ
リセバ価格を保障する株式買取請求権には，当該取
引がカルドア＝ヒックス効率的であることを判別
し，カルドア＝ヒックス基準に基づいて効率的なも
のだけが実行されるように担保する機能があると言
えよう。
　また，全員一致の場合と比較すると，カルドア＝
ヒックス効率的な組織再編が実行されるという点で
共通であるが，当該組織再編から損失を被る者に対
して保障するための交渉が不要である点に違いがあ
る。すなわち，組織再編を多数決で行い，株式買取
請求権の手続きを定めることで，取引費用（交渉費
用）を低減することが可能となる。
シナジー分配価格を保障する株式買取請求権
　次に，公正な価格の解釈に関して，ナカリセバ価
格とシナジー分配価格のいずれか高い価格を保障す
る趣旨であると解して58議論を進める59。
　ナカリセバ価格とシナジー分配価格のうち高い方
を裁判所が認め，シナジー分配価格を裁判所が認め

──────────────────
52　わが国の買取請求権制度について，株主の利益に重大な関係のある事項につき，多数決を認めるとともにこれを修正し，少
数派株主に投下資本を回収する途を与えて救済する制度であると述べるものがあり，多数決制度との関係が見られる。落合誠
一編『会社法コンメンタール 12─定款の変更・事業の譲渡等・解散・清算（1）』97頁（商事法務，2009）〔柳明昌〕，森本滋
編『会社法コンメンタール 18─組織変更，合併，会社分割，株式交換等（2）』95–96頁（商事法務，2010）〔柳明昌〕。また，
最近では，少数株主に公正な価格を保障することにより多数派の機会主義を監視する機能が重視されているとも述べられてい
る。落合編・前掲・97頁〔柳〕，森本編・前掲・96頁〔柳〕。このような観点から見れば，本稿で述べるところは，多数派の
機会主義を防ぐということの経済的な意味を明らかにするものと捉えることができよう。
53　組織再編において多数決が求められているのは，多数決の賛成がカルドア＝ヒックス効率性を満たすと仮定するからである
と述べるものがある。See GILSON & BLACK, supra note 27, at 643. ある取引に賛成する者が 1単位の利益を得，反対する者が 1
単位の損失を被る状況である場合，賛成が多数となることは，当該取引がカルドア＝ヒックス効率的であることを示すことに
なる。しかし，実際には，当該取引に賛成する者がどの程度の利益を得，反対する者がどの程度の損失を被るのかは，明らか
ではないため，一概に多数決がカルドア＝ヒックス効率的であるとは言えないであろう。例えば，100人の株主がそれぞれ 1
株を有する会社において，70人の株主が各 1単位の期待利得を得るために組織再編に賛成するとして，残り 30人の株主が各
3単位の期待損失を被る場合，当該取引が実行されることは，事前（ex ante）の観点からカルドア＝ヒックス効率的とは言え
ない。
54　例えば，発行者と投資家との間に情報の非対称性が存在していない（仮定 1A）及び対象会社の株式が情報が準強度の効率
的（semi-strong form efficient）な市場で取引され，開示された情報が市場価格（株価）に反映されているが満たされる（仮定
2A）という前提を置いた上で，組織再編がなされる前の価値は，ビジネス・プランニングを促進するために，公表日前日の
市場価格とするような法政策が考えられよう。See Trevor S. Norwitz, Delaware Legislature Should Act to Curb Appraisal 
Arbitrage Abuses, THE CLS BLUE SKY BLOG (Feb. 10, 2015), http://clsbluesky.law.columbia.edu/2015/02/10/delaware-legislature-
should-act-to-curb-appraisal-arbitrage-abuses/ (last visited Aug. 21, 2015). この価値は，いわゆるナカリセバ価格とは厳密には異
なるであろうが，考え方として類似しているため参考になると思われる。
55　米国において，組織再編の株主総会決議が全員一致から多数決へ移行の過程において株式買取請求権が発生したと述べるも
のがある。伊藤・前掲注27 259頁，261頁，266頁，神田秀樹「資本多数決と株主間の利害調整（五・完）」法協 99巻 2号
244頁（1982）。なお，神田・前掲・246頁は，全員一致原則に服することなく合併などを行うための制度として導入された
という見方と，多数決での合併が許容された後，少数株主を保護するために認められた制度であるという見方を紹介する。
56　藤田・前掲注26 274–275頁。ただし，カルドア＝ヒックス効率的である組織再編がすべて実行されるわけではない。
57　川島・前掲注47 189頁（旧商法下の株式買取請求権は，組織再編の承認決議に不満のある反対株主に当該組織再編が行われ
ないと仮定した場合の価格で持株を手放して，会社から退出する機会を提供するものであった）。
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る場合，ナカリセバ価格よりも高い価格で買収者が
会社を買収していることになる。ナカリセバ価格で
の株式買取請求権を認める買収がカルドア＝ヒック
ス効率的なのであうから，ナカリセバ価格よりも高
い価格での株式買取請求を認める買収もカルドア＝
ヒックス効率的である。
　ここでの問題点は，組織再編の過剰抑止を生じる
という点である。この点を次に議論する。
組織再編の過剰抑止
　シナジー分配価格を認める場合の問題は，公正な
価格を認めることによって，組織再編が過剰に抑止
される可能性があることであろう60。この問題は，
冒頭の支配権市場において財がどの価格で移転され
るべきかという問題と関係している。売主及び買主
の支配株主の私的利益を無視して（以下「仮定⑥」
という），企業買収前の株式の価値を Ssとし，企業
買収後の株式の価値を Sbとする。Sb > Ssの場合，
当該買収が望ましく，Sb < Ssの場合，当該買収は，
望ましくない。前述の通り，仮定①，②及び⑥が満
たされるという前提であれば，組織再編を実行する
理由は，主に，組織再編から生じるシナジーを得る
ことにあるだろう61。すなわち，シナジー ΔSを ΔS 
≡ Sb − Ssとし，取引費用を Ctとした場合，取引か

ら生じる利益 E[P]は，E[P] = ΔS − Ctとなる。
買収者が取引から生じるシナジーを独占する場合
　買収者が取引から生じる利益を独占できる場合，
すなわち，株式買取請求によって株主に対して支払
われる価格がナカリセバ価格である場合，ΔS > Ct

である限り，E[P] > 0となり取引が生じる。取引費
用を費やしても得る利益が大きいのだから，これは
社会的に望ましい取引である。
対象会社株主がシナジーを一部受領する場合
　次に，対象会社株主がシナジーを一部受領する場
合，すなわち，株式買取請求によって株主に対して
支払われる価格がシナジー分配価格である場合につ
いて検討する。買収者が株式買取請求権を行使した
株主に対してシナジー分配価格として支払う総額を
Psとし，また，ナカリセバ価格として支払う総額
を Peとする。シナジー分配価格がナカリセバ価格
より高いという前提に基づき，Ps > Peであるとす
る。すなわち，この差額 ΔD ≡ Ps − Peは，ΔD > 0で
あるとする。
　シナジー分配価格として，買収対象会社の株主が
シナジーの恩恵に与る場合，ΔS > Ct ⇔ ΔS − Ct > 0
であったとしても必ずしも取引は実行されない。す
なわち，ΔS − ΔD < Ct ⇔ ΔS < Ct + ΔDである場合に

──────────────────
58　藤田・前掲注26 281頁，283頁。なお，最二小決平成 24年 2月 29日民集 66巻 3号 1784頁は，公正な価格の解釈に関して，
ナカリセバ価格とシナジー分配価格のいずれか高い価格を保障する趣旨であると解することができる部分だけでなく，これに
矛盾する判示が含まれていると解することができるため，本文で述べる批判は，相当程度軽減されている。拙稿・前掲注50参
照。
59　公正な価格が，ナカリセバ価格とシナジー分配価格を比較しないで決定される場合，シナジー分配価格がナカリセバ価格を
下回る場合も考えられよう。特に，シナジー分配価格の算定方法とナカリセバ価格の算定方法が複数存在し，許容されている
場合である。この場合，算定方法によっては，シナジー分配価格がナカリセバ価格を下回るときが考えられる。また，ナカリ
セバ価格とシナジー分配価格のいずれか高い価格を保障する趣旨であると解しているにも拘らず，片方のみを算出して依拠す
る場合には，留意が必要である。例えば，ナカリセバ価格を利用する条件として，「企業価値が毀損している」ことを用いる
ことがあるが，企業価値が毀損していることの判定が，ナカリセバ価格とシナジー分配価格のうち，ナカリセバ価格が高いこ
とを担保するものとなっているのか疑問がある。ナカリセバ価格がシナジー分配価格を超えるかは，シナジー分配価格とナカ
リセバ価格がどのように算定されるかによる。シナジー分配価格について，①株価以外の方法が用いられるのか，②株価に補
正がなされるのか，③株価以外の方法が用いられる場合の具体的な方法等が問題となろう。特に，株価以外の方法が用いられ
る場合には，ディスカウンテド・キャッシュ・フロー法等の価値評価方法の具体的な手順の他に，通常，交渉によって分配額
が決定される要素，例えば，事業上生じるシナジー，私的利益，本源的価値と株価との差の分配等をどのように取り扱うかと
いう問題がある。ナカリセバ価格は，その算定方法，特に，①ナカリセバ価格算定の基準日，② ナカリセバ価格算定につい
て補正を行うことができるか，③補正を行う場合，その参照日，補正の対象とする項目，補正の方法等に依存する。補正を行
うこと自体については，最三小決平成 23年 4月 26日集民 236号 519頁において裁判所の合理的な範囲内であると認められ
ている。原審の東京高決平成 22年 10月 19日金判 1354号 14頁では，マーケット・モデルにおける補正が認められているが，
マーケット・モデルによる補正がなされる場合，取引の公表直後の株価の市場指標からの統計的に有意な下落は，必ずしも，
ナカリセバ価格がシナジー分配価格を上回ることを保証するものではない。
60　藤田・前掲注26 276頁（「公正な余剰の分配を強制することが柔軟な企業再編を妨げる弊害」に言及する）。この結果，株価
が下落することが考えられる。See Jonathan M. Karpoff & Paul H. Malatesta, The Wealth Effects of Second-Generation State 
Takeover Legislation, 25 J. FIN. ECON. 291, 308 tbl.3 (1989)（買収防衛立法の株価への影響）.
61　他に，本稿における前提では，市場の非効率性，特に市場が基礎的価値に関する効率性について非効率であることから生じ
る利益を得ることが考えられるが，この点は措く。
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取引が生じない。特に，ΔS − Ct > 0であれば，社会
的に望ましい取引であるにも拘らず，実行されない
という過剰抑止が生じることになる62。
　社会的に望ましい取引を促進するという観点から
は，平成 17年改正は，望ましくないということに
なろう63。他方，平成 17年の法改正は，シナジー
の分配を強制することにより，社会的に望ましくな
い取引が発生することを防ぐという機能64を強化す
るものとなる。

4.3.　基準日後株主による買取請求権の行使
　基準日後株主による買取請求権の行使が可能であ
ること65は，買取請求権を行使する権利が基準日後
も売買の対象となっていることを意味する66。これ
により，組織再編取引を行うか否かの判断に関し
て，集合行為の問題を緩和するかもしれない67。
　他方，基準日後に取得した株式について株式買取
請求権を認め，基準日後に買取請求に係る株式が増
加する場合，株式買取請求権を行使する議決権数が
①組織再編の前の事前の反対通知に係る株式数，②
株主総会での反対に係る株式数，及び③総株式数の
3分の 1を超える可能性がある68。これにより組織
再編の当事者に費用が掛かる可能性がある。例え
ば，①株式を対価とする組織再編の買収者が買取請
求に応じるために現金を用意しなければならなくな
る，②株式を対価とする組織再編の買収者が組織再
編に想定する組織再編当事者の旧株主の比率につい
て変動が生じる，③裁判所が買取請求に基づく価格
決定として組織再編の対価額を超える価格を認定す
ることで現金を対価とする組織再編の買収者が支払
う買収対価が増加する可能性がある。

　ここでは，基準日後株主による買取請求権の行使
について，買取請求に基づく買取価格が公正な価格
（ナカリセバ価格とシナジー分配価格のうちどちら
か高い方）である場合とナカリセバ価格である場合
を検討する。
基準日後株主による買取請求権の行使
─ナカリセバ価格である場合
　買取請求に基づく買取価格がナカリセバ価格であ
る場合，買取請求される数が増加すると，一株当た
りの買取請求に係る取引費用が減少すると考えられ
る。ナカリセバ価格とシナジー分配価格のうちどち
らか高い方という金額と比較して，ナカリセバ価格
は，シナジー分配価格と同額か低い金額にしかなり
えず，また，ナカリセバ価格を望ましくない組織再
編が実行されることを妨げるために用いているので
あれば69，買取請求にもとづいてナカリセバ価格を
支払われる株主が増加することが正当化されうる
（この法政策において，買収者が対象会社の株主に
対してナカリセバ価格を支払うことは，組織再編を
実行する前提であると考えられる。）。
　株式を対価とする組織再編の買収者が買取請求に
応じるために現金を用意しなければならなくなると
いう問題は生じるが，買収者は，ナカリセバ価格よ
りも取得に係る株式を高く評価しているのだから，
この意味で，経済的な損失を被らない。流動性を得
るために，何らかの経済的な負担が生じることが考
えられるが，この点は，銀行借入70等で対応ができ
るように思われる。
　そして，再交渉が生じることを前提とすれば，株
式買取請求権の行使により組織再編から生じる利益
が株式買取請求権を行使する株主に移転する可能性

──────────────────
62　See Sanford J. Grossman & Oliver D. Hart, Takeover Bids, The Free-Rider Problem, and the Theory of the Corporation, 11 BELL J. 

ECON. 42, 43 (1980).
63　買収価格の期待値が増加すると，事前の観点（ex ante）から見た場合の潜在的な買収者の買収の誘引を削ぐ結果となり，特
に買収により買収者が利益を得られなくなる水準まで買収価格の期待値が増加するとき，当該買収者は，買収する誘引を失う。
See EASTERBROOK & FISCHEL, supra note 5, at 174. 江頭憲治郎「裁判における株価の算定─日米比較をまじえて─」司法研修所論
集 122号 36–79頁（2013）（株式買取請求の文脈の公正な価格について，米国では，シナジーを含めるべきではないという見
解が相当根強いことを紹介する），柳明昌「株式買取請求権制度における『公正な価格』の意義─シナジー分配の問題を中心
として」青柳幸一編『融合する法律学（上）』355頁（信山社，2006）参照。
64　Myers & Korsmo, supra note 32, at 1598.
65　例えば，東京地決平成 27年 3月 25日金判 1467号 34頁，東京地決平成 25年 7月 31日資料商事 358号 148頁，東京地決
平成 25年 9月 17日金判 1427号 54頁，東京地決平成 25年 11月 6日金判 1431号 52頁。

66　Myers & Korsmo, supra note 32, at 1554.
67　Myers & Korsmo, supra note 32, at 1555, 1566.
68　葉玉匡美「略式株式交換における株式買取請求権」商事 1878号 43頁（2009）参照。
69　なお，ナカリセバ価格といいつつ，組織再編が行われる前の価値を超える価値を支払うよう買収者に強要する法制度の場合
は，買収者に追加の費用を課すため，基準日後株主による買取請求権の行使が正当化されない。
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が減るから，望ましくない組織再編を防ぐという観
点からは，基準日後はもとより，決議後の株主に対
しても株式買取請求権を行使することが認められや
すくなる71。他方，契約条項の不明確さ72や取引費
用等73により再交渉が必ずしも生じないこと74，及
び株式買取請求権自体から生じる取引費用に基づ
き，株式買取請求権を行使することができる株主を
一定の者に限ることが認められよう。
基準日後株主による買取請求権の行使
─シナジー分配価格である場合
　基準日後株主による株式買取請求権の行使に基づ
く買取価格がシナジー分配価格である場合の問題点
は，次の通りである。
　第一に，シナジー分配価格は，その定義上，ナカ
リセバ価格以上の価格となる。ナカリセバ価格は，
組織再編を承認する旨の株主総会の決議がされるこ
とがなければその株式が有したであろう価格（最三
小決平成 23年 4月 19日民集 65巻 3号 1311頁，
最三小決平成 23年 4月 26日集民 236号 519頁）
であり，もし，ナカリセバ価格に「企業再編がなさ
れなかった場合の経済状態の保証機能」75があると
考える場合，シナジー分配価格は，企業再編がなさ
れる前の価値に対して企業再編によって付加される
（増加される）価値の一部を，既存株主に対して分
配することになる。これは，買収者が組織再編（買
収）を行う誘因を減少させるものである。
　第二に，基準日後株主による株式買取請求権の行
使により，株式買取請求権を行使する株主の数が，

潜在的に増加しうる。取引費用を無視し，また，買
主の支配株主の私的利益を無視して（仮定⑥），買
収者による買収後の株式の価値を Sbとし，買収価
格 Saを Sa < Sbとし，株式買取請求権が行使された
際のシナジー分配価格（買取価格）Asをとすると，
第一に，シナジー分配価格が買収者による買収後の
株式の価値と同額未満である場合 As < Sb，買収者
は，買収後に何らかの利益を得ることができるた
め，組織再編を実行することになる76。第二に，シ
ナジー分配価格が買収者による買収後の株式の価値
を超える場合 Sa < Sb < As，多くの株式買取請求権が
行使されると，買収者が組織再編から利益を得るこ
とができなくなる可能性がある。株式買取請求権が
どの程度行使されるかを事前に知ることが難しく，
また，買取価格が幾らになるかを事前に知ることが
難しいため，特に，リスク回避の買収者が組織再編
を行う誘因を減少させるであろう。
　なお，株式を対価とする組織再編の買収者が買取
請求に応じるために現金を用意しなければならなく
なるという点は，ナカリセバ価格の場合と同様であ
る。

4.4.　株式買取請求という制度を設計する際の変数
4.4.1.　序論
　株式買取請求権に，望ましい組織再編を促進し，
また，望ましくない組織再編を妨げるという機能が
あると考える場合，①株式の買取価格，②株主が買
取請求権を行使すべき日及び③買取価格を決定する

──────────────────
70　米国では，一定数の買取請求がなされた場合の組織再編契約の解除で対応ができると指摘されている。Myers & Korsmo, 

supra note 32, at 1600. デラウェア州の法改正に関する議論においても，組織再編に基づく裁定取引について，デラウェア州で
は，株式買取請求権に係る反対株主が一定以下であることを組織再編の条件として当事者間の契約に盛り込むことができると
いうことが，同裁定取引を法律上禁止しない理由として挙げられた。Lowenstein Sandler, Delaware Bar Finds That Appraisal 
Remedy Protects Investors, APPRAISAL RIGHTS LITIGATION BLOG (Mar. 19, 2015), http://www.appraisalrightslitigation.com/2015/03/19/
delaware-bar-finds-that-appraisal-remedy-protects-investors/ (last visited Aug. 6, 2015). 上柳克郎ほか編集代表『新版注釈会社法
（5）─株式会社の機関（1）』285頁（有斐閣，1986）〔宍戸善一〕（書面による反対の意思通知について，会社に対して議案提
出の判断及び決議成立のための対策をなさしめることに言及するが，その実効性に疑問も付す）。わが国では，株主総会に先
立つ反対通知が多い場合に組織再編を解除する旨を契約で合意することが考えられるが，基準日後の株主にも株式買取請求権
が認められる場合，このような合意の実効性には疑問があろう。そもそも，反対通知の実効性に疑問が付されている。森本編・
前掲注52 98頁〔柳明昌〕。

71　学説は，決議後の株式による株式買取請求権の行使を否定している。江頭・株式会社法・前掲注47 837頁，川島・前掲注47
209頁，齊藤真紀「判批」商事 1973号 123頁（2012）。
72　COOTER & ULEN, supra note 7, at 340.
73　例えば，再交渉を行う余裕がない場合（再交渉を行う取引費用が高い場合）や情報の非対称性による交渉の決裂が指摘され
ている。SHAVELL, supra note 3, at 315.
74　COOTER & ULEN, supra note 7, at 328.
75　藤田・前掲注26 282頁。
76　ただし，取引費用が存在する場合や買取価格が幾らになるのか事前に知ることが難しいため買収者がリスク回避である場合
は，必ずしも組織再編が実行されるとは限らないであろう。



118

早稲田大学高等研究所紀要　第 8号

基準日という変数をどのように定めるかによって，
当該機能の効果が異なる77。次にこれらの点を検討
する。
4.4.2.　株式の買取価格
序論
　株式買取価格（すなわち，公正な価格の解釈）が
組織再編に与える影響は，抽象的に言えば，①買取
価格が高い場合に望ましい組織再編を抑制する効果
があり，また，②買取価格が低い場合には，望まし
い組織再編を抑制する効果が低い（ひいては，法制
度によっては望ましくない組織再編が生じる可能性
が高まる）ということになる。
買取価格が高い場合
　具体的には，取引費用等を勘案しても買取価格が
組織再編の対価よりも高い場合，株主は，株式買取
請求権を行使する誘因を有する。この場合，買収者
は，株式買取請求権を行使した株主に対して組織再
編よりも高い買取価格を与えるという点で買収費用
が増加し78，これを負担することになり，また，組
織再編に反対する株主が増加することで組織再編が
実行されない可能性が高くなるというリスクを負担
することになる（この点について，後述する。）。特
に，買取価格が組織再編後の株主価値の増加を反映
することにより，買収価格を超えるという理由で株
主が組織再編に反対（すなわち，協調の拒否）
（holdout）することは，公開買付規制の文脈でのた
だ乗り（free-ride）の議論と類似するものとなる79。
　株式買取価格が高い場合でも組織再編は生じう
る。それは，組織再編から生じる利益の一部を株式

買取請求権を行使する株主に渡しても，買収者が，
利益を得ることが出来る場合である。この場合，株
式買取請求権は，組織再編から利益が生じる（すな
わち，望ましい組織再編である）ことを担保する制
度となる。他方，組織再編から生じるすべての利益
が株式買取請求権を行使する株主に帰属する場合，
組織再編から社会的な利益が生じるときでも，買収
者は，組織再編を行う誘因を有しないから，望まし
い組織再編を阻害するということになる80。
　また，リスク中立81の買収者とリスク回避82の買
収者では，株式買取請求権が与える影響に差が生じ
うる。前提として，リスク中立の買収者にとって将
来生じる期待利得が正であるとしても，その分散が
高い場合には，リスク回避の買収者にとって，期待
利得が正とならない場合が考えられる。この場合，
リスク回避の買収者は，組織再編を行う誘因を有し
ない。さらに，株式買取請求権が存在する場合，株
式買取請求権を行使されるリスクや株式買取請求権
に基づく公正な価格が不明確であることから生じる
リスクにより，リスク回避である買収者が有する組
織再編を行う誘因を減少させるものとなる。
買取価格が低い場合
　買取価格が低い場合，典型的には，買収価格より
も低くかつ買取価格が市場価格よりも低い場合，株
主は，買取請求権を行使する誘因を持たない。この
場合，買取請求権は，買収者にとって追加の費用負
担にはならない。株式の買取価格が低い場合の問題
点は，社会的に望ましくない組織再編を妨げること
ができない可能性が増すという点にある。

──────────────────
77　④行使するまでに必要な手続き，⑤基準日後に取得した株式について買取りを行使できるかは，株式買取請求に係る株式数
に影響を与えるが，本節では，議論を省略する。
78　飯田秀総「株式買取請求権の構造と買取価格算定の考慮要素（三）」法協 129巻 5号 986頁（2012）（株式買取請求権の存
在は，買収側にとってコスト増大要因であり，買収価格を引き下げる要因となりうること，ひいては買収対象会社株主の利益
とならない可能性があることを指摘する），飯田秀総「株式買取請求権の構造と買取価格算定の考慮要素（四）」法協 129巻 6
号 1255頁（2012）（シナジーの分配により支配株主が企業価値を高めるような合併を実行する誘因を損うことになるという学
説を紹介する）。See KRAAKMAN ET AL., supra note 5, at 201.

79　公開買付後の株式の価値が公開買付価格を上回る場合に，株主が公開買付に応募しないで，新たな買収者による株主価値の
向上という利益を費用を負うことなくえるというただ乗り（free-riding）が生じる。See Grossman & Hart, supra note 62, at 45; 
See GILSON & BLACK, supra note 27, at 1238（公開買付後の株式の価値が，公開買付前よりも高い場合，株主は，公開買付に応
募しないことに言及する）; Goshen, supra note 11, at 819–20. わが国における議論として，黒沼悦郎「公開買付規制の理論問題
と政策問題」江頭憲治郎編『株式会社法大系』534頁（有斐閣，2013），仮屋広郷「企業買収法制のあり方と今後の展望：制
度設計への視座」一法 11巻 1号 85頁注 86（2012），星明男「少数株主から支配株主への利益移転は抑止されるべきか─会社
支配権市場の規律的効果とその誘因」ジュリ 1326号 135頁（2007）。
80　他にも，株主に株式買取請求権を行使する過度の誘因を与える場合（すなわち，株主の期待利得が組織再編の対価額よりも
株式買取請求権を行使した方が高い場合である），買収者が組織再編を行う誘因を減少させることになる。特に，社会的利益
を買収者と既存株主で分け合う場合でも，取引費用を勘案すると組織再編を行う誘因をなくすという可能性があろう。
81　POLINSKY, supra note 7, at 31; COOTER & ULEN, supra note 7, at 45; SHAVELL, supra note 3, at 178.
82　POLINSKY, supra note 7, at 59; COOTER & ULEN, supra note 7, at 45; SHAVELL, supra note 3, at 258.
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　第一に，仮定⑥を緩めて，支配者に私的利益が生
じるとする場合に，望ましくない組織再編が生じる
可能性が指摘されている83。組織再編によって全体
としての厚生が減少するにも拘わらず，私的利益が
大きいことによって潜在的な買収者に対して，買収
の誘因を与える場合，株式買取請求権によって当該
潜在的な買収者の利益を組織再編に反対する株主に
与えることによって，買収の誘因を減少させること
ができる。
　第二に，仮定①及び仮定②が成立しない場合に，
望ましくない組織再編が生じうることが指摘でき
る84。例えば，ある会社の継続企業としての本源的
価値の推定が 1株 100円であったとし，清算した
場合の価値が 1株 90円であったとする。また，経
営者と株主の間に情報の非対称性が存在し，又は，
市場が非効率的であるために，現在の社の株価が 1
株 50円であるとする。経営者が 20パーセントの
プレミアムを付して，1株当たり 60円で買収し，
会社を清算して 1株あたり 90円を得るとする。継
続企業としての価値よりも低い価格で清算されてお
り，結果として，望ましくない買収が行われたと言
えるだろう85。
　この場合，株式買取請求権を行使した後の公正な
価格として，90円86が認められる場合，潜在的な買
収者は，買収後の清算という方法で利益が，買取請
求権が行使された分だけ減少することになる。ま
た，公正な価格として 100円が認められる場合，
株式買取請求権を行使されても利益を得ることがで

きる買収者（公正な価格として 100円が認められ
ても買収の誘因を有する買収者）は，さらに限定さ
れることになる。このように，法政策的な観点か
ら87は，株式買取請求権制度は，情報の非対称性や
市場の非効率性により生じる望ましくない組織再編
を妨げる装置として用いることもできる。
4.4.3. 　取引が社会的に望ましいことの判断の

基準日をいつにするか
序論
　最高裁判所は，ナカリセバ価格（最三小決平成
23年 4月 19日民集 65巻 3号 1311頁，最三小決平
成 23年 4月 26日集民 236号 519頁）及びシナ
ジー分配価格（最二小決平成 24年 2月 29日民集
66巻 3号 1784頁）の両方において，買取価格算定
の基準時を買取請求時とする旨，判示した。しかし，
この判決の前まで，学説及び下級審裁判例では，①
組織再編行為の公表時，②承認決議時，③株式買取
請求権の行使時，④買取請求期間満了時，⑤組織再
編の効力発生時の説が存在した88。この点を次に検
討する。
前後関係
　前述の通り，社会的に望ましい組織再編を促進
し，望ましくない組織再編を妨げる装置として組織
再編法制を考え，株式買取請求権にその機能の一部
を担わせる場合，取引が社会的に望ましいことの判
断の基準日をいつにするかという問題が生じうる。
この論点について，問題点を明らかにしたい。
　まず，ある時点において組織再編が望ましいもの

──────────────────
83　Bebchuk, supra note 16, at 965; Kahan, supra note 5, at 375. Bebchuk教授及び Kahan教授の論文は，組織再編制度に限られる
ものではなく，私的な交渉により支配者から株式を取得する場合や公開買付を行う場合について議論しているが，これらの議
論も参考になる。既に支配者が存在する組織再編において少数株主に支配権プレミアムを分け合う必要がないという法制度を
前提として，支配権から生じる私的利益が既存の支配者と新たな支配者の間で一致する場合，取引が生じる条件と取引が望ま
しい場合が一致する。Bebchuk, supra note 16, at 967. 私的利益が生じる場合で，既存の支配者と新たな支配者の私的利益が一
致しない場合，望ましい取引が実行されず，また，望ましくない取引が実行されることがある。Bebchuk, supra note 16, at 
965–66.
84　Bebchuk, supra note 16, at 964（一定の情報の非対称性を仮定している）; Kahan, supra note 5, at 370.
85　経営者は，買収後に，情報の非対称性や市場の非効率性を解消して 1株あたり 100円で株式を転売するように努力すること
もできるし，そうする可能性もあろう。しかし，情報の非対称性を解消した後でも市場の非効率性が残るような場合，経営者
にできることは限られており，60円以上で継続企業としての会社の買い手を見つけることが難しいかもしれない。このよう
な場合，資産を個々に売却して，清算価値を手に入れるということは，ありうるであろう。
86　一般論として，株式買取請求権に基づく公正な価格として，清算価値（及び本源的価値）を主張しているのではなく，公正
な価格が買収価格かつ市場価格よりも高い価格となることによる影響を明らかにするものである。
87　筆者は，かつて，市場の効率性について検討し，会社法に応用することを検討したことがあるが，当該論文において，法政
策の観点からの分析を欠いていることを明示していた。拙稿「証券市場の効率性の分類とその会社法・証券法事案への応用
（3・完）」早稲田大学法研論集 146号 232頁（2013）。本稿は，この点について，文脈が限られてしまうものの，補足するも
のである。
88　北村雅史「楽天対 TBS株式買取価格決定事件最高裁決定と公正な価格の算定基準時（最高裁三小法廷平成 23年 4月 19日）」
商事 1941号 8–9頁（2011），川島・前掲注47 210頁。
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ではなく，それ以後の時点において組織再編が望ま
しい場合，当該組織再編は，望ましいから実行され
るべきという結論になるだろうか。また，ある時点
において組織再編が望ましいものであったが，それ
以後の時点において組織再編が望ましいものではな
い場合，当該組織再編は，望ましくないから実行さ
れるべきではないということになるだろうか。これ
は，組織再編が望ましいかを判断する時点が変わる
ことによって，望ましいとされる組織再編が違って
くることを意味する。組織再編が望ましいかを判断
する時点をいつにすべきかは，難しい問題である。
しかし，株式買取請求権に関する限り，基準日での
公正な価格が反対株主に支払われるのだから，株式
買取請求権という制度は，基準日において組織再編
が望ましいかの判断を行っていると考えられるよう
に思われる（少なくとも，そのような機能を一定程
度担っていると考えられよう）。
批判
　他方，基準日を後ろ倒しにすることで，承認決議
の時点から効力発生時までの間に生じる組織再編以
外の要因による株価下落のリスクを反対株主に負担
させることになることが指摘されている89。逆に，
基準日を早めることで，株主が裁定取引を行うこと
ができるようになるのではないか，ひいては，組織
再編決議に反対するのではないかという懸念が指摘
されている90。
原因
　この問題は，結局の所，次の 2つの制度上の理由
に起因している。
　第一に，所有と経営の分離（separation of owner-
ship and control）である91。組織再編の公表の際に，
合併契約等の契約が締結される。そして，これは所
有と経営が分離されている株式会社において，会社
同士で行われ，株主は当該契約の当事者ではない92。

そこで，当該合併契約に不満足な株主が，当該合併
契約に反対することができてしまう。合意した条件
で組織再編を行うという契約の効力が株主に対して
は及ばないということになる。ここでは，契約日（通
常，公表日に近接する）と買取請求権の行使日に乖
離があることが問題となる。
　第二に，株主が最終的に株式買取請求権を行使す
るか否かを決定する時点（現在の法制度では，株式
買取請求権の行使時）と基準日が前後するか（株式
買取請求権の行使日と基準日が乖離するか）という
問題である。また，追加の考慮要素として，基準日
の価値の算定に際して，基準日の前の時点を参照す
るかという問題でもある。
対処法の例
　これらの問題に対処する方法として，①契約日，
②公表日，③基準日（参照日）及び④買取請求権行
使日をできるだけ近接した日とすることが考えられ
る。具体的には，契約日と公表日が近接することを
前提として，基準日を公表日の前日，買取請求権行
使日を，公表後の一定期間とすることである93。こ
こでの問題点として，次の 2点が考えられる。
　第一に，組織再編取引が契約に従って（例えば，
重要な変更に基づく契約の解除94）又は規制当局の
許認可を得ることができないために，組織再編が実
行されない可能性があるという点である。本稿で
は，この点は，措く。
　第二に，組織再編が社会的に望ましいか否かの判
断基準が比較的早期になっているという点である。
　後者の点について，結論から言えば，組織再編が
実行されるべきか否かの判断は，私的自治に委ねら
れるべきであろう。理由は，次の通りである
　まず，組織再編が両当事者にとって不利益を齎す
ものであれば，当該組織再編に関する再交渉が起き
てしかるべきであるし95，一方当事者にとって不利

──────────────────
89　川島・前掲注47 211頁。
90　川島・前掲注47 211頁，北村・前掲注88 9–10頁。
91　ADOLF A. BERLE & GARDINER C. MEANS, THE MODERN CORPORATION AND PRIVATE PROPERTY 7 (rev. ed. 1968).
92　経営者が株主を代理して交渉することで買収の条件について個々の株主と交渉をすることが不要となるという点で取引費用
削減の恩恵を受けており，それ自体が必ずしも非効率というわけではない。STEPHEN M. BAINBRIDGE, CORPORATION LAW AND ECO-

NOMICS 203 (2002). ただし，分散保有される上場会社の場合，株主に直接売却を促すことが，構造的強圧性（structural 
coercion）を生じる場合がある。Gilson & Kraakman, supra note 39, at 267.
93　Norwitz, supra note 54, at ¶ 7. 投資家保護や機会主義的行動を防止する観点から，一時点とすべきか一定期間とすべきかは難
しい問題である。基準日と行使日を近接させる観点からは，行使期間を短くして基準日と近接させるほうが好ましいが，株式
買取請求権の行使も投資判断であるとすると，過度に短い期間は設定しづらい。
94　MAC（material adverse change）条項やMAE（material adverse effect）条項と呼ばれる。原田充浩ほか「MAC条項を巡る
実務対応に関する一考察（上）」金判 1380号 2頁，10頁注 2（2012）。
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益を齎すものであれば，組織再編に係る契約条項96

や効率的な契約違反97の問題となろう。
　適時開示制度の存在から，契約日と公表日がほぼ
一致するという前提に立った上で，現在の法制度
は，契約日，公表日，基準日，参照日及び買取請求
権行使日をできるだけ近接した日とするという定式
化から，次の点で乖離しているということになる。
　第一に，契約日＝公表日98と基準日＝買取請求権
行使日99が乖離している。
　第二に，基準日と参照日が乖離し，参照日が公表
日前（又はその一定期間）となることがある()100。
　これらの乖離から生じる問題点は，次の通りであ
る。
　第一に，契約日＝公表日と基準日＝買取請求権行
使日が乖離する点は，買収者による買収の誘因を減
少させる点に問題がある。この問題点は，買収者が
契約日時点で想定する買収対象会社の企業価値()101が
基準日までの間に変動することに起因する。このた
め，買取請求権が行使された場合の買取価格が，買
収者による見積りから乖離しうる。この点，買収者
がリスク回避である場合，このようなリスクが生じ
ることにより，買収をする誘因を減少させることに
なる。
　第二に，取引費用等の存在により株式買取請求権

が行使されること自体が買収者のリスクとなる場
合，契約日＝公表日から基準日＝買取請求権行使日
までの間，株式買取請求権の行使による費用が発生
するのか否か，どの程度の株式について株式買取請
求権が行使されるのか，基準日における公正な価格
が幾らとなるのかの見積りが難しいため，買収者の
リスクとなりうる。
　第三に，基準日と参照日が乖離することの問題点
は，参照日及び参照日から基準日までの情報に基づ
いて，基準日時点の公正な価格を算出することがで
きるようになる可能性である。基準日＝買取請求権
行使日の株価と推定される公正な価格との乖離が生
じる場合に，株式買取請求権を用いた裁定
（appraisal arbitrage）が生じる可能性がある()102（株式
買取請求権を行使できる株主の範囲等の関連する議
論について後述する）。例えば，①ある事案がナカ
リセバ価格が用いられる事案である()103，②ナカリセ
バ価格が公表日前日（参照日）の株価を参照し，
マーケット・モデル()104を用いて補正し，基準日のナ
カリセバ価格を算出されるものである()105，③マー
ケット・モデルにおいてアルファとベータを算出す
る推定期間等が定められている()106という条件を満た
す場合，基準日の時点でナカリセバ価格を知ること
ができるため，基準日前の時点で株価がナカリセバ

──────────────────
95　SHAVELL, supra note 3, at 315 n.29. 戦略的行動などの取引費用を無視すれば，カルドア＝ヒックス基準を満たさない組織再編
において，契約条項により一方当事者が不利益を被り，他方当事者に利益を生じる場合（すなわち，一方当事者の不利益が他
方当事者の利益よりも大きい場合）も，契約違反に対する救済条項にも拘わらず，再交渉が生じるものと思われる。COOTER 
& ULEN, supra note 7, at 328（コースの定理が成立する場合に資源が効率的に用いられることを契約法の観点から述べる）.
96　原田充浩ほか「MAC条項を巡る実務対応に関する一考察（下）」金判 1381号 2頁（2012）。
97　COOTER & ULEN, supra note 7, at 325–26; SHAVELL, supra note 3, at 309–10.
98　例えば，東京証券取引所に上場する会社の場合，適時開示が要求されるため，組織再編に関する契約日と公表日は，近接す
ると考えられる。東京証券取引所「有価証券上場規程」402条 1号 i–m（平成 27年 6月 1日版）。
99　最三小決平成 23年 4月 19日民集 65巻 3号 1311頁，最三小決平成 23年 4月 26日集民 236号 519頁），最二小決平成 24
年 2月 29日民集 66巻 3号 1784頁。
()100　参照日が用いられた例として，東京地決平成 27年 3月 4日金判 1465号 42頁，東京高決平成 22年 10月 19日金判 1354号

14頁，東京地決平成 27年 3月 25日金判 1467号 34頁。受川環大「判批」金判 1480号 8頁（2015）。
()101　これに伴って買収価格が算定され，また，基準日時点でのナカリセバ価格やシナジー分配価格を見積る基礎となろう。
()102　なお，田中亘「総括に代えて─企業再編に関する若干の法律問題の検討」土岐敦司＝辺見紀男編『企業再編の理論と実務─
企業再編のすべて』219–223頁（商事法務，2014）は，「いずれか高い方」という定式化について，投機の弊害を指摘している。
()103　例えば，最三小決平成 23年 4月 19日民集 65巻 3号 1311頁では，吸収分割の方法により，テレビ放送事業及び映像・文
化事業に関して有する権利義務を完全子会社に承継させ，その対価を何ら交付しないことなどを内容とする吸収分割について，
本件吸収分割により事業が承継されてもシナジーが生じるものではなく，公正な価格がナカリセバ価格になると判示している。

()104　そもそも，マーケット・モデルを用いることについて決定係数が低いという批判が考えられる。モデルを用いて株価の変動
を推定することには限界があるため，株価を用いない方法で買取価格を算定することも検討に値するように思われる。Allen 
Ferrell, If We Understand the Mechanisms, Why Don’t We Understand Their Output?, 28 J. CORP. L. 503, 503 (2003)（ファイナンス
の手法を用いて，株価の変動を説明しようとする場合に，モデルによって説明できる変動は，その 2割から 3割程度であると
述べる）.

()105　東京地決平成 27年 3月 4日金判 1465号 42頁，東京高決平成 22年 10月 19日金判 1354号 14頁，東京地決平成 27年 3月
25日金判 1467号 34頁。
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価格を下回る場合，株式を購入して，株式買取請求
権を行使することで，利益を得ることができる可能
性がある()107。
　株式買取請求権の行使による裁定取引に関する論
点について，次に検討する。

4.5.　株式買取請求権の行使による裁定取引
4.5.1.　序論
裁定取引との差異
　反対株主の株式買取請求権が裁定取引（arbitrage）
に用いられる可能性があるという指摘は数多くなさ
れてきた()108。買取請求による裁定は，一つの商品に
2つの価格が明確に付されているわけではないた
め，通常の裁定取引と，厳密に同じではないが()109，
現在の株価（又は組織再編が実行された場合の価
値）と株式買取請求権の行使により得られる現金と
の裁定取引と捉えることができるため，裁定の用語
を用いる。
　本節では，上場会社の組織再編に伴う株式買取請
求権を裁定取引に用いることができるかを主に投資
家()110の立場から検討するものとする()111。投資家が株

式買取請求権を行使することによってリスクなく利
益を得ることができ又はリスクはあるがそれを勘案
しても正の期待利得を得ることができる場合，投資
家に株式買取請求権を行使する誘因を与え，買収者
から株式買取請求権を行使する株主への利益移転に
なり，ひいては買収者が買収を行う誘因を減少させ
ることになる。この場合，行われる企業買収の数が
減少することになり，法制度として望ましいかを検
討する余地がある。
リスク・アービトラージ
　組織再編に伴う裁定取引（リスク・アービトラー
ジ（risk arbitrage）又は合併アービトラージ（merger 
arbitrage）と呼ばれる()112）は，必ずしも株式買取請
求権の行使を伴うものではない。実際，組織再編に
ついて裁定取引から利益を得ようと試みる投資戦略
において，株式買取請求権を行使することは，必ず
しも予定されるものではないであろう()113。しかし，
株式買取請求権の行使自体は，一定の条件が付され
るものの，株式買取請求権の行使期間において必須
のものではない。必須のものではなく行使すること
ができる権利（オプション）は，それ自体に価値が

──────────────────
()106　マーケット・モデルにおける推定をどのように行うかは，明確化されていないように思われる。森田果「会社訴訟における
統計的手法の利用（東京地裁平成 22年 3月 31日）」商事 1910号 4頁（2010），森田果「☆もりはつ☆の 59％は勢いで出来て
います：R2」法セ 57巻 3号 54頁（2012），石塚明人「インテリジェンス株式買取価格決定申立事件における計量経済モデル
の利用」ソフトロー研究 19号 35頁（2012），石塚明人「楽天対 TBS株式買取価格決定申立事件における株価補正のための『回
帰分析的手法』の検討」ソフトロー研究 20号 95頁（2012），池谷誠「会社訴訟におけるマーケットモデルとイベント分析の
利用（上）（東京地裁平成 22年 3月 29日）」商事 1990号 12頁（2013），池谷誠「会社訴訟におけるマーケットモデルとイベ
ント分析の利用（下）（東京地裁平成 22年 3月 29日）」商事 1991号 17頁（2013）参照。
()107　取引費用，株式を購入する際の株価変動，株式を購入してから基準日までの期間の株価変動のリスク，買取価格の決定ひい
ては支払いまでの期間が長期化するリスク，他の投資家が同様の投資戦略を取ることによる競争等，現実の裁定取引（ここで
は通常のリスク・アービトラージで生じるリスクや費用に加えて，株式買取請求権に係るリスクや費用が加わる）には，様々
なリスクが存在するが，とりあえず，基準日時点で公正な価格を知ることができるようになるかもしれないという点を強調し
たい。
()108　太田洋「日興コーディアルグループ株式買取価格決定申立事件東京地裁決定の検討」商事 1869号 13頁（2009），スクラン
ブル（Perfume）「日興コーディアルグループの株式買取価格決定とその射程」商事 1867号 54頁（2009）。Merion Capital LP v. 
BMC Software, Inc., 2015 WL 67586, at *1 (Del. Ch. Jan. 5, 2015); In re Ancestry.com, Inc., 2015 WL 66825, at *8 (Del. Ch. Jan. 5, 
2015); Norwitz, supra note 54, at ¶ 6.
()109　Myers & Korsmo, supra note 32, at 1574 n.86.
()110　典型的には，イベント・ドリブン戦略（event driven strategy）を採用し，その中でリスク・アービトラージを行うことを標
榜しているヘッジ・ファンドが考えられる。例えば，ポールソン・アドバンテージ・オープン「交付目論見書」（2015年 6月
19日付）（投資戦略としてイベント・ドリブン戦略を用いること，その中でM&Aアービトラージ（裁定）戦略に言及する）。
()111　組織再編による裁定取引としては，株価が清算価値を下回る会社についてマネジメント・バイアウトや敵対的組織再編によ
り買収価格と清算価格の差額の利益を得ることがが企図されることが指摘されている。越知保見「株式価格決定に関する
MBO型スクイーズアウトとセルアウト型の比較と事例研究」早法 86巻 4号 33頁（2011），池永朝昭ほか「MBO（マネージ
メント・バイアウト）における株主権」金判 1282号 5頁（2008），太田洋＝中山龍太郎編著『敵対的M&A対応の最先端』
128頁（商事法務，2005）。これらは本稿の検討の対象外である。
()112　イベント・ドリブン戦略や企業の合併買収に伴う裁定取引戦略について言及する事案として，東京地決平成 27年 3月 4日
金判 1465号 42頁。

()113　LIONEL MELKA & AMIT SHABI, MERGER ARBITRAGE: A FUNDAMENTAL APPROACH TO EVENT-DRIVEN INVESTING (2014); KEITH M. MOORE, 
RISK ARBITRAGE: AN INVESTOR’S GUIDE (1999).
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あり()114，それを行使することに伴うリスクとリター
ンを勘案した上で，株式買取請求権を行使すべき
か()115を検討することには，意味があると考える()116。
　買取請求権を裁定取引に利用できるか否かと関係
する論点として，次の 2点が挙げられる。
　第一に，株式買取請求権が裁定以外の理由により
正の期待値を有する場合である。例えば，株式買取
請求権の行使に伴う税法上の影響や法定利息の影響
により，株式買取請求権を行使することが投資家と
して合理的になる場合である。買取請求権を裁定取
引に利用するためには，これらの影響も勘案しなけ
ればならないが，本稿では，これらの付随的な影響
については特段検討しない()117。
　第二に，買取請求権が行使されることが組織再編
の成否に与える影響である()118。
　なお，本稿では，買取請求権を裁定取引に用いる
ことができるかという観点を主に検討し，この文脈
において，組織再編に反対することは，株式が分散
して保有され，各株主の判断のみでは組織再編の成
否に影響を与えないと仮定する。
4.5.2. 　従前のリスク・アービトラージと

買取請求権による裁定の類似性及び差異
序論
　本節では，従前のリスク・アービトラージ戦略

（以下，この戦略を「戦略①」とし，当該戦略をと
る投資家を「投資家①」とする）と株式買取請求権
を行使することによる裁定（以下，この戦略を「戦
略②」とし，当該戦略をとる投資家を「投資家②」
とする）との間にどのような類似性及び差異が存在
するかについて検討する。
株式の取得時期
　従前のリスク・アービトラージ戦略では，株式の
取得時期は，株主総会の直前に限られない。組織再
編が成功するか否かについての投資家の見積りに鑑
み，組織再編が成功した場合の対価と現在の株価の
スプレッドが十分に大きいか否かが重要である。
　買取請求権の行使のみを主眼としたリスク・アー
ビトラージ戦略では，株式の取得が遅いに越したこ
とはないであろう。なぜなら，株式の取得後に生じ
るリスクを減少させることができるからである()119。
この点，幾つかの下級審判決では，基準日後に取得
した株式についても，株式買取請求権の行使が認め
られている()120。これらを考慮して，議論を簡単にす
るために，投資家①及び投資家②がともに株主総会
の直前に市場にて株式を購入すると仮定する()121。
投資の例
　ある会社 A（買収会社，存続会社）が会社 T（被
買収会社，消滅会社）の株式について現金 100円

──────────────────
()114　オプションを行使した後に得ることができる価値がゼロにならないかぎり，当該オプションには，価値が存在するであろう。

RICHARD A. BREALEY, STEWART C. MYERS & FRANKLIN ALLEN, PRINCIPLES OF CORPORATE FINANCE 514 (10th ed. 2010); STEPHEN A. ROSS, 
RANDOLPH W. WESTERFIELD & BRADFORD D. JORDAN, FUNDAMENTALS OF CORPORATE FINANCE 447 (8th ed. 2008).
()115　リスク回避の投資家が，リスク回避であることを考慮した上で，期待収益（率）が正になるか。
()116　仮に，リスク・アービトラージ戦略を取る投資家がある事案について，対象会社の株式を取得したとし，対象会社が株式併
合を用いて現金で買収されることになったとする。実際に，買収取引が実行されることになった際に，当該投資家は，①その
まま組織再編に伴う対価（現金）を受領してポジションを清算することもできるし，②買取請求権を行使してそこから利益を
得ることを試みるということもできる。株式買取請求権を行使する段階では，前者は，リターンがほぼ確定している状態であ
る一方，後者のリターンは，買取価格が不明であること，価格決定の申し立てに伴う費用が不明であること等から，リスクが
高い選択肢であると言えよう。この観点から，前者は，機会費用と見ることができる。本稿では，前者と後者の選択について
議論するものではない。
()117　中東正文「会社非訟事件の当事者主義的な運用」金判 1315号 1頁（2009）。平成 26年改正による株式買取請求に係る株式
等に係る価格決定前の支払制度について，坂本三郎ほか「平成 26年改正会社法の解説〔VIII〕」商事 2048号 14頁（2014），
岩原紳作「『会社法制の見直しに関する要綱案』の解説〔5〕」商事 1979号 7頁（2012），法務省民事局参事官室「会社法制の
見直しに関する中間試案の補足説明」50頁（平成 23年 12月）。

()118　法制度が組織再編の成否に与える影響についても，様々な論考が存在する。E.g., Grossman & Hart, supra note 62, at 43; 
Mark Bagnoli & Barton L. Lipman, Successful Takeovers without Exclusion, 1 REV. FIN. STUD. 89, 92 (1988).
()119　Gaurav Jetley & Xinyu Ji, Appraisal Arbitrage̶Is There a Delaware Advantage? 8, 11 (July 1, 2015), http://papers.ssrn.com/sol3/

papers.cfm?abstract_id=2616887 (last visited Aug. 6, 2015)（基準日後に証券購入が可能である場合，そうでない場合と比較して，
投資判断を遅らせることができるという価値があり，これには新しい情報を反映した価格で株式を購入するという利益と組織
再編が失敗する可能性が減少するという点で利益があることを指摘する）. 株式の取得は，株式買取請求権を行使して得られる
期待値が株式の取得額を超えることを前提としている。しかし，株式買取請求権を行使して得られる期待値が減少するような
出来事が，株式の取得後に生じる可能性は否定できない。このため，株式の取得は，株式買取請求権というオプションを行使
する期日にできるだけ近接していることが望まれる。
()120　本稿前掲注65参照。
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で吸収合併の取引をする事案を考えてみよう。当該
合併には株主総会が必要であり，株主総会の後，
数ヶ月で合併の効力が発生するとする。投資家①
は，その戦略上，どのような場合にも株式買取請求
権を行使することはないものとし，投資家②は，状
況によっては，効力発生日の前（会社法 785条 5項）
に株式買取請求権を行使するとする。
　当該吸収合併取引について，会社 Aが会社 Tの
株式について，1株当たり 100円の現金による買収
を提案し，株主総会の時点では，当該組織再編の効
力が発生するか及び金利の影響等()122を考慮して，T

社株式の市場価格が 99円であったとする。
　投資家①及び投資家②について，それぞれの戦略
においてイベントがどのような時系列で生じるかを
考えると，次の通りとなる。
　第一に，投資家①は，株主総会の直前に株式を購
入するかを決定する。購入するか否かの決定に際し
て，株主総会決議で賛成されるかを含め組織再編が
成功する可能性とその時点でのスプレッドを比較す
ることになる。株式を購入した場合，基準日後であ
るため，株主総会決議では投票ができない。効力発
生日に，投資家①は，対価 100円の引渡請求権を
有することになる()123。
　第二に，投資家②は，株主総会の直前に株式を購
入するかを決定する。株式買取請求権を行使すると
いう観点からは，基準日時点での公正な価格の見積
りが重要である。この前提として，公正な価格がナ
カリセバ価格となるのかそれともシナジー分配価格
になるのかという点も判断する必要がある。公正な
価格が取引費用や時間価値を考慮しても現在の株価
よりも高い場合，投資家は，株式を購入する。基準
日後であるため，株主総会決議では投票ができな
い。投資家②は，効力発生日の 20日前の日から効
力発生日の前日までの間（会社法 785条 5項）に，
株式買取請求権を行使するかを決定する。株式買取

請求権を行使しない場合，効力発生日に，投資家②
は，対価 100円の引渡請求権を有することになり，
結果として，投資家②の行動は，投資家①と同じも
のとなる。買取請求権を行使する場合で協議が調わ
ないとき，価格の決定の申立ての手続きに進むこと
になる（会社法 786条 2項）。
株主総会前に株式を取得するかの判断
　株式買取請求権を行使する前提で株式を入手する
場合，株主総会前に株式を取得するかを判断するに
当たり，まず，公正な価格がナカリセバ価格となる
のか，シナジー分配価格となるのかを判断する必要
がある。
　最高裁の決定は，吸収合併等によりシナジーその
他の企業価値の増加が生じない場合には，ナカリセ
パ価格を算定し，これを公正な価格とし（最三小決
平成 23年 4月 19日民集 65巻 3号 1311頁，最三
小決平成 23年 4月 26日集民 236号 519頁），また，
シナジー効果その他の企業価値の増加が生じない場
合…以外の場合には，公正な価格は，原則として，
株式移転計画において定められていた株式移転比率
が公正なものであったならば当該株式買取請求がさ
れた日においてその株式が有していると認められる
価格をいうものと解するのが相当である（最二小決
平成 24年 2月 29日民集 66巻 3号 1784頁）と述
べる()124。
　関係する論点として，次の 2点が挙げられる。
　第一に，上述の規範が，公正な価格が，ナカリセ
バ価格とシナジー分配のいずれか高い方という定式
化と矛盾する点が挙げられる()125。
　第二に，下級審裁判例の中では，組織再編の比率
等の条件公表日及びそれ以後の対象会社の市場価格
の下落が，市場指標の下落と比較して大きいかに
よって，企業価値の増加又は毀損を認定するものが
ある()126。しかし，裁判所の手法は標準的なイベント
スタディによるものと言えず，また，簡易な方法で

──────────────────
()121　なお，株主総会の直前に株式を大量に購入する場合，当該購入が需給に影響を与え，ひいては市場価格に影響を与えること
が考えられる。しかし，本稿では，議論を簡単にするために，株式購入によって市場価格は，変動しないと仮定する。
()122　市場価格は，様々な要素の影響を受けるが，リスク・アービトラージの観点からもっとも重要なのは，本文で掲げた 2つの
要素であろう。See MOORE, supra note 113, at 9.

()123　森本滋編『会社法コンメンタール 17─組織変更，合併，会社分割，株式交換等（1）』147頁（商事法務，2010）〔柴田和史〕。
()124　川島・前掲注47 194–195頁。
()125　拙稿・前掲注50参照。すなわち，組織再編によって，シナジー効果その他の企業価値の増加が生じるとしても，必ずしも，
シナジー分配価格がナカリセバ価格を上回るとは限らない。特に，組織再編の公表直後に株価が下落したとしても，必ずしも，
ナカリセバ価格がシナジー分配価格を上回るとは限らなず，逆に，組織再編の公表直後に株価が上昇したとしても，必ずしも，
シナジー分配価格がナカリセバ価格を上回るとは限らない。また，合併比率，交換比率又は移転比率が公正であったとしても，
必ずしも，シナジー分配価格がナカリセバ価格を上回るとは限らない。
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企業価値の増加の有無を認定することが妥当ではな
いという批判がある()127。
　このため，現時点で，ある組織再編に対して，公
正な価格がナカリセバ価格となるのか，シナジー分
配価格となるのかを確実に判定することは難しい。
とりあえず，現時点の判例法理に基づいて，シナ
ジー分配価格になる場合とナカリセバ価格になる場
合，それぞれに，裁定取引としての株式買取請求権
の行使にどのような論点があるかを検討する。
株主総会前に株式を取得するかの判断
─シナジー分配価格の場合
　第一に，シナジー分配価格となる場合，株式買取
請求権を行使する前提で株式を入手することは難し
くなる。その理由として，テクモ事件（最二小決平
成 24年 2月 29日民集 66巻 3号 1784頁）の最高
裁判決が挙げられる。同事件において最高裁判所
は，「株式移転によりシナジー効果その他の企業価
値の増加が生じない場合…以外の場合には，株式移
転後の企業価値は，株式移転計画において定められ
る株式移転設立完全親会社の株式等の割当てにより
株主に分配されるものであること（以下，株式移転
設立完全親会社の株式等の割当てに関する比率を
『株式移転比率』という。）に照らすと，上記の『公
正な価格』は，原則として，株式移転計画において
定められていた株式移転比率が公正なものであった
ならば当該株式買取請求がされた日においてその株
式が有していると認められる価格をいうものと解す
るのが相当である」と述べ，更に，「相互に特別の
資本関係がない会社間において，株主の判断の基礎
となる情報が適切に開示された上で適法に株主総会
で承認されるなど一般に公正と認められる手続によ
り株式移転の効力が発生した場合には，当該株主総
会における株主の合理的な判断が妨げられたと認め
るに足りる特段の事情がない限り，当該株式移転に
おける株式移転比率は公正なものとみるのが相当で
ある」と述べた。すなわち，相互に特別の資本関係
がない独立第三者間において，一般に公正と認めら

れる手続により組織再編の効力が発生した場合，特
段の事情がない限り，合併比率等が公正となり，原
則として，当該株式買取請求がされた日においてそ
の株式が有していると価格となる()128。
　本件により既にこの要件が知られた以上，著名な
弁護士事務所を当事者双方に擁する上場会社の組織
再編の手続きは，今後，ここでいう一般に公正と認
められる手続を満たすものとなる可能性が非常に高
い。上述のテクモ事件の決定要旨は，「特別の事情」
を認めており，また，「原則として」と述べられて
いるため例外を許容するものであるが，これらに該
当しない限り，投資家が株式買取請求権を用いて裁
定を行うことは難しいであろう。なぜなら，株式買
取請求権を行使しても，得られる公正な価格が株式
買取請求権行使日の市場価格となり，投資家は，取
引費用について損失を被るからである。
株主総会前に株式を取得するかの判断
─ナカリセバ価格の場合
　第二に，ナカリセバ価格となる場合，株式買取請
求権を行使する前提で株式を取得する可能性は，シ
ナジー分配価格となる場合よりも高いように思われ
る。ナカリセバ価格の算定は，組織再編の計画公表
直前の株価又は公表前の一定期間の株価平均により
「ナカリセバ価格」を算定するものが多かった()129。
これに対して，計画公表から基準時までの市場全体
や業界全体の相場変動を反映した補正を行うことが
必要であると主張され()130。実際，インテリジェンス
事件高裁決定（東京高決平成 22年 10月 19日金判
1354号 14頁）では，このような補正がなされ，最
高裁もその合理性を認めたと解される()131。
　ナカリセバ価格が組織再編の計画公表直前の株価
又は公表前の一定期間の株価平均となる場合，又
は，インテリジェンス事件のような補正の対象とな
る場合()132，株主総会の直前及び株式買取請求権行使
日時点での現実の株価は，ナカリセバ価格よりも高
くも低くなりうる。
　そして，投資家は，株主総会の前の時点で，現実

──────────────────
()126　飯田秀総「株式買取請求・取得価格決定事件における株式市場価格の機能」商事 2076号 39頁（2015）。
()127　飯田・前掲注()126 39–40頁。
()128　伊藤靖史「判批」判時 2166号 177頁（2013），柴田義明「判批」ジュリ 1455号 99頁（2013），柳明昌「判批」リマークス

46号 97頁（2013），伊藤靖史ほか『会社法〔第 3版〕』409頁（有斐閣，2015）。
()129　川島・前掲注47 200頁。
()130　川島・前掲注47 200頁。
()131　川島・前掲注47 200–201頁，伊藤ほか・前掲注()128 412頁。
()132　補正が行われた例として，本稿注()100参照。
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の株価が算定されるナカリセバ価格よりも相当程度
（少くとも取引費用等を考慮しても利益を得られる
程度）低い場合に，株式を取得し，また，株式買取
請求権行使日時点でも，現実の株価が算定されるナ
カリセバ価格よりも相当程度（少くとも取引費用等
を考慮しても利益を得られる程度）低い場合に，株
主は，株式買取請求権を行使することになる()133。
　すなわち，ナカリセバ価格の場合，投資家は，株
主総会の前の株式取得及び株式買取請求権行使日時
点での株式買取請求権の行使がオプションを有して
おり，株式買取請求権を行使するという裁定取引を
行う余地が理論上存在すると言えよう。また，株式
を取得した後，ナカリセバ価格と実際の株価の乖離
が減少し，また，基準日の時点でナカリセバ価格が
実際の株価を下回ることがあったとしても，株式買
取請求権を行使しないことで買収価格を入手するこ
とができ，投資家の損失は（組織再編が成功する限
りで）限定されているといえる()134。
株主総会直後の株価の動き
　通説に従って株主総会後に取得した株式につい
て，株式買取請求権というオプションが行使できな
いと考えると，理論的には株主総会の後に，当該オ
プションの価値の分だけ，株価が下落することにな
る()135。その後の株価の変動は，株式買取請求権を考
慮しない株価変動になるであろう。
株主総会から基準日まで株価変動
　投資家①は，株主総会以後，株式買取請求権を行
使するまでの間の市場一般の変動（以下「市場一般
の変動」という）や合併以取引以外の理由で生じた
T社固有の価値の変動（以下「合併以外の T固有価
値変動」という）を気にしないはずである。なぜな
ら，通常，現金を対価にした株価は，時間の経過と
ともに，取引価格に収斂し()136，市場一般の変動や合

併以外の T固有価値変動の影響を受けにくいから
である。投資家①の収益は，レバレッジ，取引価格
が何らかの理由で上昇すること，配当等を除けば，
取引価格と株式取得時の株価の差額（以下「スプ
レッド」という）が収益という認識であるからであ
る()137。
　他方，投資家②は，市場一般の変動及び合併以外
の T固有価値変動の双方を考慮した上で株式買取
請求権を行使するかを決定する。これら 2つの要素
により，公正な価格が変わりうるからである()138。
　ここで，投資家②が株式買取請求権を行使するこ
とはオプションであり，選択権を有すること，及び
買取請求権を行使しない場合，投資家①と同様の収
益を得ることが指摘できる。株主総会の時点で保有
している株式について，取引の完了により十分な収
益が得られるのであれば，投資家②は，株式買取請
求権を行使することをためらうかもしれない。
　株式買取請求権による裁定を抑止しようとする組
織再編の当事者は，株主総会時点でのスプレッドを
広くする()139ことによって，株式買取請求権による裁
定を抑止する誘因を多少なりとも与えることができ
よう。ただし，市場が効率的，競争的であり，十分
に流動性がある場合，このような市場の操作は，難
しいであろう。ただ，組織再編の後に当局の許認可
を得るような場合，当該許認可の後で取引価格への
収斂が生じるであろうから，株式買取請求権の行使
を抑止する誘因となりうるかもしれない。
4.5.3.　株主間の差別となるか
　株式買取請求権の行使が株式買取請求権を含めた
組織再編に基づく裁定取引を行うヘッジファンド等
に限られるとして，株式買取請求権の制度は，株式
買取請求権を行使する機関投資家を優遇する制度と
なりうるか()140。思うに，機関投資家を優遇する制度

──────────────────
()133　株式買取請求権行使日時点で，現実の株価が算定されるナカリセバ価格よりも高い場合，株主は，株式買取請求権を行使し
ない。
()134　すなわち，株式を取得した時点で，通常のリスク・アービトラージと同様のリスクを引き受けているといえる。
()135　株主総会決議が可決されたことにより組織再編が成功し，スプレッドが狭まる（株価が上昇する）であろうから，株式買取
請求権を行使することができるというオプションの価値の下落を認識することは難しいであろう。
()136　MELKA & SHABI, supra note 113, at 10–11. 買収取引が成功する場合に，株主は，買収価格の現金を入手できるため，取引完了
直前（支払直前）には，支払額とほぼ同額になるはずである。
()137　MOORE, supra note 113, at 27–29.
()138　株式買取請求権の行使に基づく公正な価格の決定及び会社法 172条に関する価格決定の申立てに関して，統計的手法に基づ
く補正を認めた事案として，東京高決平成 22年 10月 19日金判 1354号 14頁，東京地決平成 27年 3月 4日金判 1465号 42
頁，東京地決平成 27年 3月 25日金判 1467号 34頁がある。
()139　例えば，行政庁の許認可等が株主総会の時点までに取得できていない場合，許認可等が取得できない可能性を考慮して，ス
プレッドは，既に取得できている場合よりも広くなると考えられる。
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としての機能は，次の点で限界があるように思われ
る。
　第一に，株式買取請求権を行使することにより裁
定取引を行う投資家が増加することで，市場価格が
当該投資戦略を考慮した上で競争的な価格となり，
ひいては，株式の市場価格が（このような投資家が
存在しない場合よりも）上昇することが考えられ
る。株式の市場価格の上昇は，当該投資戦略による
投資家の利益を減少させるものとなり，ひいては，
当該投資戦略を行う投資家を減少させる。
　第二に，組織再編に関して，株式買取請求権を行
使するためには，当該組織再編が株主総会で承認さ
れることが前提となる。すなわち，わが国の場合，
組織再編に反対する株主が出席した株主の 3分の 1
を超えてはならない。組織再編決議が否決されるこ
とにより株価が下落するとすれば()141，株式買取請求
権を行使するために反対の議決権を行使することに
はリスクが有り，ひいては，当該投資戦略を行うリ
スクとなる。このため，株式買取請求権に関連して
株主に反対の議決権を行使する誘因を与える()142とい
う点の影響力は限定的であると思われる。
4.5.4.　小括
　以上の通り，株式買取請求権を裁定取引として用
いることについて検討した。現状の法制度の下で
は，株式買取請求権を裁定取引として用いることが
理論上可能であると思われる。特に，公正な価格が
ナカリセバ価格で算定されるときに問題となりう
る。ただし，このような裁定取引には買取請求の手
続き等の取引費用がかかるため，ナカリセバ価格で
あれば，必ず，投資家が利益を得るということには
ならない点に留意されたい。

5.　結論

　本稿では，経済的な観点から，組織再編法制を分
析した。その概要は，次の通りである。
組織再編法制分析の視座
　まず，財の自主的交換がパレート改善であること
を出発点とした。社会厚生の増減を判断することが
難しいため，本稿では，組織再編当事者の厚生の総
和が改善するかを分析の視座とした。すなわち，組

織再編によって，当事者の効用の総和が増加する組
織再編を望ましい組織再編，当事者の効用の総和が
減少する組織再編を望ましくない組織再編とした。
株主総会決議
　次に，組織再編取引における株主総会決議につい
て検討した。前提として，発行者が重要な情報につ
いて証券市場に対して情報を開示している（仮定
①），市場が緩い情報効率性を満たす（仮定②），種
類株式や単元株制度が存在しない（仮定③），株主
が限定合理性を有しているが合理的に行動しようと
する（仮定④）を置いた。
　組織再編決議が全員一致を要求する場合，第一
に，パレート改善である場合，戦略的行動等の取引
費用を考慮しなければ，株主総会決議が全員一致で
なされる。第二に，パレート改善ではないが，カル
ドア＝ヒックス効率的な組織再編の場合，取引費用
を無視すれば，株主総会決議が成立する。組織再編
から利益を得る者が，損失を被る者を補償すること
ができるからである。第三に，カルドア＝ヒックス
非効率的な組織再編は，全員一致を要求する場合，
取引費用を無視しても成立しない。損失を被る者を
補償することができず，損失を被る者が組織再編取
引に反対するからである。
　組織再編決議が多数決を要求する場合，買収者が
買収後に 100％の株式を得ると仮定して（仮定⑤），
検討した。第一に，パレート改善の組織再編は，全
員一致でも可決されるのだから，多数決でも可決さ
れる。第二に，カルドアヒックス効率的な組織再編
は，可決のために補償が必要な場合と，不要な場合
が考えられる。第三に，カルドアヒックス非効率的
な組織再編は，可決のために補償が必要な場合と，
不要な場合が考えられ，また，取引費用が存在せず
株主間で補償をするとしても決議が否決される場合
が考えられる。
株式買取請求権
　株式買取請求権は，完全ではないが組織再編が望
ましい組織再編であるかを判別する機能があると考
えられる。ナカリセバ価格を保障する株式買取請求
権は，カルドア＝ヒックス効率的ではない組織再編
が実行されないようにする効果がある。全員一致の

──────────────────
()140　Myers & Korsmo, supra note 32, at 1600.
()141　See Mark Mitchell & Todd Pulvino, Characteristics of Risk and Return in Risk Arbitrage, 56 J. FIN. 2135, 2139 fig.1 (2001); 

MELKA & SHABI, supra note 113, at 39.
()142　十市崇＝副田達也「反対株主による株式買取請求権（下）」商事 1903号 38頁，40頁（2010）。
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場合とは，損失を被る者に対する補償について交渉
が不要になる点であり，株式買取請求権は，取引費
用を低減する制度と理解することができる。
　シナジー分配価格を保障する株式買取請求権も，
同様に，組織再編をカルドア＝ヒックス効率的にす
るが，ナカリセバ価格を保障する場合と比較して，
組織再編の抑止力が高まる。ひいては，公正な価格
として，シナジー分配価格を認める場合，組織再編
取引の過剰抑止が生じうる。
基準日後株主による買取請求権の行使
　基準日後株主が株式買取請求権を行使すること
は，株主による集合行為の問題を解消する可能性が
ある。一方で，買収者にとって費用（リスク）とな
る可能性があり，シナジー分配価格を保障する株式
買取請求権である場合に特に問題となる。
株式買取請求制度の設計
　株式買取請求権に基づく買取価格が高い場合，望
ましい組織再編を抑制する効果があり，また，買取
価格が低い場合には，望ましい組織再編を抑制する
効果が低いということになる。
基準日
　株式買取請求権を組織再編が望ましいかを判断す
る装置と捉える場合，基準日は，いつの時点で組織
再編が望ましいかを判断することと結びつく。契約
日，公表日，基準日（参照日）及び買取請求権行使
日を近接させ，判断日とするという単純化から，現
在の法制度は，①契約日＝公表日と基準日＝買取請
求権行使日が乖離している，及び②基準日と参照日
が乖離し，参照日が公表日前（又はその一定期間）
となることが点で異なる。これにより，①買取請求
権が行使された場合の買取価格が，買収者による見
積りから乖離しうる，②基準日における公正な価格
が幾らとなるのかの見積りが難しいため，買収者の
リスクとなる，及び③株式買取請求権を用いた裁定
が生じうるという問題を生じる。
株式買取請求権の行使による裁定取引
　株式買取請求権の行使による裁定取引について検
討してみると，株主総会前に株式を取得するか否か
について，特に，公正な価格がナカリセバ価格で判
断される場合に，裁定取引の余地があるように思わ
れる。株式の取得及び株式買取請求権行使の両方の
時点で，①実際の株価がナカリセバ価格を下回る可
能性があり，②株式の取得及び株式買取請求権の行
使がオプションであり，③基準日の時点でナカリセ

バ価格が実際の株価を下回るとしても，株式買取請
求権を行使しないことで，買収対価を入手すること
ができるため，リスクが限定されているからである。
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１．はじめに

　我が国の「教育改革における最大の課題でありな
がら実現が困難であった『高大接続』改革」＊は、平
成 11年中央教育審議会（以下、中教審）答申「初
等中等教育と高等教育との接続の改善について」に
より初めて示されたものである。その後 15年を経
て、平成 26年の「新しい時代にふさわしい高大接
続の実現に向けた高等学校教育、大学教育、大学入
学者選抜の一体的改革について（中教審答申）」にお
いて高校・大学教育の変革及び大学入学者選抜の抜
本的改革が提言され、具体的な改革計画が示された。
　＊： 中教審大学分科会第 21回高大接続特別部会配付資料
 （平成 26年 10月 24日）より引用

　答申の中では、初等教育（小学校・中学校）にお
ける「確かな学力」の育成について、関係者の実践
と取り組みに一定の成果を認めた上で、その成果を
高等教育につなげる必要性を強く論じている。
　しかしながら、特に高校においては、中教審が問
題とする点、すなわち「小・中学校に比べ知識伝達
型の授業に留まる傾向があり、学力の三要素を踏ま
えた指導が浸透していないことである。ここには、
一般入試においては、一斉かつ画一的な条件で実施
される試験で、あらかじめ設定された正答に関する
知識の再生を一点刻みに問い、その結果の点数で選
抜する評価から転換し切れていないこと、また AO
入試、推薦入試の多くが本来の趣旨・目的に沿った
ものとなっておらず、単なる入学者数確保の手段と
なってしまっていることなど、現行の多くの大学入
学者選抜における学力評価が、学力の三要素に対応
したものとなっていないことが大きく影響している
と考えられる。また、高等学校の進学率が 98％に
達する中で、高校生の進路が多様化し、教育課程や
授業内容の在り方も多岐にわたり、高等学校教育と

して生徒に共通に身に付ける学力が確保されていな
いことも大きな課題となっている。」（中教審答申, 
2014, p4-5）ことから、大学入学試験の見直しが審
議されている。
　「高等学校基礎学力テスト（仮称）」は平成 31年
度から、「大学入学希望者学力評価テスト（仮称）」
は平成 32年度からの本格実施を目指し整備が進ん
でいる。移行期間にあたる今後数年間の教育は、従
前の受験対応を取りながら、後述する「学力の三要
素」を踏まえた「確かな学力」の育成に取り組むと
いう現場の教員にとって負荷の高い期間となること
が容易に予想される。

　本稿は、高校教員に求められる「確かな学力」育
成に不可欠な取り組みとされる「アクティブラーニ
ング」の導入について、現場での調査に基づく教員
が抱える課題の整理を行なう。加えて、大学受験対
策用の「知識詰め込み型」教育と併行実施せざるを
得ない移行期のアクティブラーニング導入につい
て、「知識の記憶定着」についての効果を脳科学的
見地から考察するものである。

２．  アクティブラーニング導入の現状と
学習スタイルとしての効果

２－１．高校におけるアクティブラーニング導入の
現状

　平成 19年の学校教育法改正により、「基礎的な
知識及び技能」「これらを活用して課題を解決する
ために必要な思考力・判断力・表現力等の能力」「主
体的に学習に取り組む態度」という、三つの重要な
要素（所謂「学力の三要素」）から構成される「確
かな学力」を育むことが重要であることが明確に示
された。平成 26年の答申では、それらの指導浸透
が高校では進んでいない現状について、学力レベル
を 3つにカテゴライズしてそれぞれの問題点を論

アクティブラーニングが知識学習に与える影響と実践に向けた課題
── 高大接続移行期の教員に対する効果的な対応の考察 ──

枝川　義邦・谷　益美・佐藤　哲也
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じている。

　① 選抜制の高い大学へ生徒が進学する高等学校
　② 「従来型の学力」について中間層の生徒が多い
高等学校

　③ 「従来型の学力」の習得に困難を抱えている生
徒が多い高等学校

　①にカテゴライズされる高等学校の教育課題とし
て、 「学校の教育方針が選抜性の高い大学への入学
者数を競うことに偏っている場合には、高等学校教
育が、受験のための教育や学校内に閉じられた同質
性の高い教育に終始することになり、多様な個性の
伸長や幅広い視野の獲得といった、多様性の観点か
らは不十分なものとなりがちである。こうした教育
では、大学入試に必要な知識・技能やそれらを与え
られた課題に当てはめて活用する力は向上させられ
たとしても、自ら課題を発見し解決するために必要
な思考力・判断力・表現力等の能力や、主体性を
持って、多様な人々と協働しながら学んだ経験を生
徒に持たせることはほとんどできない。そうした生
徒がそのまま選抜性の高い大学に入学した場合、一
定の知的な能力を持っていたとしても、主体性を
持って他者を説得し、多様な人々と協働して新しい
ことをゼロから立ち上げることのできる、社会の現
場を先導するイノベーションの力を、大学において
身に付けることは難しい。」（中教審答申, 2014, 
p4）と論じている。
　今回の研究調査対象である高松第一高等学校（以
下、高松一高）は①にカテゴライズされる高校であ
り、受験対策用の「知識詰め込み型」から脱却しづ
らい現状は、「時間が無い」「教科書の内容が終わら
ない」といったアクティブラーニング導入に関する
教員アンケートの自由記述の言葉からも窺い知れる
ものである。溝上（2007）が指摘するように「ア
クティブラーニングと知識学習は別物」という考え
方が、現場の教員によるアクティブラーニング導入
のハードルになっているともいえよう。
　大学の教場での学習スタイルとは異なり、大学入
試を意識せざるを得ない高校教育においては、知識
偏重型の教育に傾倒せざるを得ないことも確かに実
情となろう。しかし、高校の教場での学習目標のひ
とつを「知識の定着」としたとしても、アクティブ
ラーニングがそれに寄与することが十分に示される

ならば、このような高校教育の現場においてもなお
アクティブラーニングの効果を認識できるものと考
える。
　すなわち、アクティブラーニング型の教場構築の
効果を理解するに際しては、学習者が学習項目の内
容を体得するにあたり、アクティブラーニング型の
学習スタイルを採用する方が従来型のティーチング
スタイルの場における学習に比して高効率かつ理解
率、記憶の持続率が高いことを可視化することが有
用になるものである。

２－２．認知的能力の育成
　新しく得た情報の理解は脳での認知プロセスを経
て成り立つものである。さらに、認知した情報の中
から必要な内容を記憶として留めることも脳の機能
に依拠した過程といえる。
　脳は情報の入出力に関わる臓器であるが、その主
たる機能は、「情報の処理」と「情報の保存」である。
情報の処理は、自身の外部から入力された情報を認
知する過程により成り立つものであり、この点を考
慮すると、アクティブラーニングにより育成が期待
される能力には認知的能力が含まれることからも、
アクティブラーニング実施により脳での認知プロセ
スの円滑化が図れることの意義は大きい。
　人間の認知は、まず情報の知覚から始まる。五感
（視覚・聴覚・嗅覚・味覚・触覚）を情報の入力チャ
ネルとして、触れた情報が上行性の知覚神経を介し
て脳へ伝達される。脳では、入力された情報のそれ
ぞれを担当する脳部位により処理を進める。例え
ば、視覚情報は大脳皮質視覚野において処理される
が、まずは一次視覚野により形を要素化し線分情報
に分解する。これらの要素情報を高次視覚野への伝
達により再構成しつつ、色情報などを含めること
で、実社会に存在する対象についての認知を行って
いる。
　このような認知プロセスには、情報の取り込み過
程での選別が重要になる。なぜならば、認知された
情報を保存する過程は記憶のプロセスとして成立す
るものであるが、私たちの日常は多種多様かつ大量
の情報に囲まれており、それらが知覚のチャネルを
介して絶えず入力してきていることから、入力され
る全ての情報を処理し記憶に留めるためには、現在
明らかにされている記憶プロセスでは容量が不十分
であるからである。
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　このような記憶容量に鑑みて、情報入力に対する
脳内で処理されるべき情報の選別に際しての知覚・
認知的な障壁が必要になる。この障壁に関連して
「認知負荷理論（cognitive load theory）」がある。こ
れは、脳内への情報入力・認知過程で認知処理容量
を割り当てることによる「負荷」を表したもので、
学習者の心理や態度に影響を及ぼすものと考えるこ
とができる。すなわち、認知負荷が高い情報は、複
雑であったり理解が困難であることから、情報処理
に多くのリソースを費やすことになり、心理的に忌
避傾向を示すようになるのである。
　認知負荷には、脳の「ワーキングメモリ（Working 
memory）」機能が関わるとされる。ワーキングメモ
リは、短期の記憶システムとして機能し、脳へ入力
した情報を記憶し処理を進めるための仕組みとして
前頭前野機能との関連が深いものである。メモリの
容量が限られていることが特徴であることから、脳
へ入力する情報の複雑さ等を含めた「処理すべき情
報量の多さ」を示すものと理解できる。
　教育に関しては、学習過程が学習者の認知負荷に
及ぼす影響を考慮した教授法が提唱されてきてい
る。（Paas・Rencle・Sweller（2003）、Sweller・van 
Merrienboer・Paas（1998））これらでは、学習者が
課題を処理する過程で受ける負荷を以下のように定
義している。すなわち、「課題内在負荷（intrinsic 
load）」、「学習剰余負荷（extraneous load）」、そして
「学習適切負荷（germane load）」である。
　これらには、教師の教育動作や学習者との関係性
の工夫により低減されるものばかりではなく、学習
者が主体的に関わることでのみ負荷を低減できるも
のがあることから、学習過程には、本質的に学習者
の学習姿勢に基づく「負荷」が存在していることに
なる。
　つまり、学習者が触れるであろう情報には認知負
荷の低いものばかりではなく、認知および理解の過
程で困難を伴うような対象が含まれるので、教師の
ティーチングスタイルの変革だけでなく、アクティ
ブラーニング型の学習スタイルのように学習者が主
体性をもつことによって、学習者の学習成果を向上
させることが想定されるものである。
　また、このような主体性は、学習内容のみならず、
学習の場へのコミットメントを高める効果が期待で
きることから、学習者が学習内容を理解し記憶へ定
着させるという直接的な効果に留まらずに、学習の

場（＝クラス）全体の理解度の向上による近隣効果
といった副次的な効果をも期待できるものであろう。
　これは、教場を習熟度別に階層化することの効果
が全ての学力層の生徒に対して有効であったという
Duflo・Dupas・Kremer（2011）の観察と、その考
察として生徒が周囲の習熟度が同程度の他者と比較
し続けることで学習意欲が継続し、また互助性が生
じること、教師の指導対象を明確化・限定化させる
ことで教育効果が向上するという研究結果により支
持されるものである。

　脳内での記憶形成にかかる仕組みをプロセスの進
行に沿った観察によると、記憶形成に 3つのステー
ジがあるとされている。これは、情報を得て脳内に
取り込む「記憶の獲得」のステージ、獲得した情報
を脳内に滞留させる「記憶の保持」のステージ、そ
して脳内に保持している情報を再現する「記憶の想
起」のステージである。記憶の想起のステージでは、
多くの場合は、再現した情報を表現することまで含
むものであることから、評価にあたっては単に脳内
プロセスのみを考慮するだけでないことに注意を要
する。
　記憶のプロセスに鑑みると、認知負荷の高低が記
憶形成に及ぼす影響は大きいことになる。認知負荷
とは、外界の情報を脳に取り込む際の認知的な障壁
の高さであることから、記憶形成に有利な情報と
は、認知負荷の低いものであることがわかる。
　このような文脈からは、認知負荷の障壁により選
別された情報は記憶に留まりやすく、記憶から引き
出されやすい（想起過程が容易になる）ことになる。
これは、記憶の再現が要素情報の組合せによりなさ
れるのであれば、認知負荷が低い情報は再構成も容
易であることから、記憶の再現にかかる負荷が低く
想起が容易になることが期待できるからである。
　このような記憶のメカニズムに即した情報伝達の
方法や内容の考慮は、学習者の学習効率を高めるだ
けではなく、効果の定着、学習内容の利用を円滑に
することにもなろう。
　記憶の保持についての場所の全貌や記憶の想起に
ついての神経プロセスについては、その詳細までが
完全に解明された訳ではないが、記憶の獲得ステー
ジでも想起ステージでも脳の海馬体における神経活
動に依拠したプロセスの存在が示されていることか
ら、海馬体機能の向上は記憶プロセスを円滑にする
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といえるであろう。

２－３．出力型の学習スタイルが長期記憶に及ぼす
影響

　さらに、学習者が学習した情報を脳へ定着させる
効率について、学習過程の差異に注目してデザイン
された実験では、出力を前提にした学習スタイルの
優位性が明らかにされている。
　米国・ワシントン大学の研究では、当該大学の学
生を対象にしてスワヒリ語の 40単語を暗記し試験
を行う実験結果が Karpicke・Roediger III（2008）
により報告されている。この実験では、単語と訳語
のペアを 5秒ずつ、次々と提示して覚えるが、一度
に全て記憶することは困難であるので、何度か繰り
返すことで記憶を確かにする作業を行っている。そ
してこのとき、繰り返す学習のスタイルについて、
実験を受ける学生を以下の 4グループに分けるこ
とで、グループ間での学習効果を比較している。

〈第 1グループ〉
　40個の単語を通して学習させ、その後に全てに
ついて確認テストを行う。そして、この学習とテス
トの組合せを、全てを完全に記憶するまで繰り返す。
〈第 2グルーブ〉
　一度覚えた後に、確認テストで思い出せなかった
単語だけを選んで再度学習させる。ただし、確認テ
ストでは毎回 40個全てについての試験を行う。そ
して、テストで満点が取れるまで学習と試験を繰り
返す。
〈第 3グループ〉
　確認テストで誤答をした単語がある場合、はじめ
から 40個全てを覚え直した後、誤答をした単語だ
けを確認テストする。そして、満点が取れるまで学
習と試験を繰り返す。
〈第 4グループ〉
　確認テストで思い出せなかった単語だけを再び学
習して、再確認テストでも誤答したものだけを試験
する。そして、再試験すべき単語がなくなるまで学
習と試験を繰り返す。

　40個全ての単語習得までの速さには、これら 4
グループでは差が見られなかったが、1週間後の再
テストでは成績に差異がみられた。すなわち、第 1
グループおよび第 2グループでは、時間をおいても

約 80％の得点率であったのに対し、第 3グループ
と第 4グループでは約 35％であった。
　これら 4グループの中で、1週間後の再試験にお
いて高得点をした第 1グループおよび第 2グルー
プでは、学習過程の確認テストで 40個全てをテス
トしながら覚えたという点が共通しており、得点が
低かった第 3グループ、第 4グループでは、誤答
したもののみを再度テストした点で共通している。
　すなわち、これらの結果は、専ら入力に特化した
学習スタイルよりは、試験問題を解くという出力作
業を含めた学習スタイルが学習項目を記憶に定着さ
せるためには善い方法であると帰結されるものであ
る。
　この結果に鑑みると、いちど学習により脳内に採
り入れた情報を固定化するためには、その内容に関
わる問題に「解答する」という過程を経ることがよ
いとなる。これは、積極的な情報の出力を意識した
学習の過程であり、まさにアクティブラーニングに
関わる発言・ディスカッション等の過程を含むもの
であると考えられる。

３．  社会変動に対応できる人材育成を
目指して

３－１．主体的学習の重要性
　教育再生実行会議（座長：鎌田薫・早稲田大学総
長）では、第四次提言「高等学校教育と大学教育の
接続・大学入学者選抜の在り方について」において、
①高等学校教育の質の確保・向上、②大学の人材育
成機能の抜本的強化、③能力・意欲・適性を多面的・
総合的に評価しうる大学入学者選抜制度への転換を
挙げた。ここでは、高大接続だけでなく、大学入試
の変革を含めて、高校教育の転換を促す仕組みの構
築を意識した内容が謳われている。すなわち、現在
の高校教育の置かれた立場として、大学入試という
選抜試験に適う知識の詰め込みを前提とせざるを得
ないという状況は、近い将来に解消されていくこと
が窺えるものである。
　科目として英語を例に取れば、現在は知識偏重的
に、英単語や英文法の相当な知識を前提とした設問
が多いことに対して、将来の入試問題には「高等学
校卒業時に、生涯にわたり「聞く」「話す」「読む」
「書く」の 4技能を積極的に使えるようになる英語
力を身に付けることを目指す」という文部科学省英
語教育の在り方に関する有識者会議（平成 26年）
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での改革案に沿った内容となる可能性が高い。つま
り、現況の読み書きに比重を置いた教育では不十分
で、英語を「聞き、話す」という技能を身につける
という、学習者が主体的に関わることを前提とする
教育内容への変貌を遂げることが促されるものであ
る。
　また、近年の人工知能の発達を考慮して各種職業
のコンピュータ化の確率を挙げた英国・オックス
フォード大学での Osborne（2015）の報告を基盤に
して、我が国の職業についても 10～20年後に当該
技術が取って代わることが予想される職業をリスト
化した調査研究（野村総合研究所と英国・オックス
フォード大学との共同研究, 平成 27年）では、労
働政策研究・研修機構が『労働政策研究報告書
（No.146「職務構造に関する研究」）』で挙げている
日本国内の 601の職業を対象にした場合、人工知
能やロボット等による代替可能性が高い職業には、
各種事務員、オペレーター、警備員や管理人、鉄道
やタクシー運転者、電気通信技術者、各種組立工な
どが並び、逆に、人工知能やロボット等による代替
可能性が低い職業には、医師、研究者、教員、各種
デザイナー、経営コンサルタントなどが並ぶと報告
している。
　これらからは人工知能の発達、そしてそれを実装
したロボットが人間社会に根づくようになった後で
も、創造性や協調性が必要な業務、非定型な業務と
いった専ら抽象的な対象の取り扱いや広義のコミュ
ニケーションを前提とした職業は人間が担うべきも
のであるとみてとれる。すなわち、このような職能
を身につけることを目的とした教育の在り方の必要
性・重要性が増していくものと考えられる。
　さらに、これらは受動的な学習スタイルで育成す
ることが難しいものであり、学習者の主体的な態度
のみならず、それらを支える場の醸成が必要条件と
なる。このような場では、少なくとも自身の考え等
を発言することが求められるものであるが、誰某の
発言を共有し学習場全体で考察を深めていくこと
で、自己組織化的に発言者へのフィードバックの実
現や各人の考えを深める効果も期待できる。そのた
めには、学習者自身の態度のみならず、教師にも其
れ相当のスキルが求められるものとなる。
　先の職業予測を基にすれば、日本の労働人口の約
半数が技術的に人工知能等で代替可能になることが
報告されていることに加えて、教育現場の変化およ

び成果の発現・定着のタイムスケールに鑑みて 10
～20年後とは短い期間であることから、予測結果
の全てが正しいとは限らないながらも、教育に携わ
る人員のスキルを含めた現場の変革と関係者の意識
改革は急務となろう。

３－２．浸透するアクティブラーニングの現状
　近年広がるアクティブラーニングの浸透は、発刊
される著作数の推移によっても確認することができ
る。書籍販売サイト Amazonの検索機能を用い、「ア
クティブラーニング」をキーワードとして検索した
際にヒットする書籍数は、144冊（2015年 11月 5
日現在）であった。アクティブラーニングとは直接
関係のない書籍を除外した 92冊のうち、2014年発
刊された書籍数は 16冊、2015年発刊数は既に 50
冊を超え、アクティブラーニングに関する著作が、
右肩上がりで増加していることが伺える。特に、高
校教育に関する書籍の増加が顕著であった（2014
年に 1冊、2015年に 12冊発刊）。
　また、高校教育におけるアクティブラーニング導
入に関しては、河合塾のサイト等でいくつかの事例
を見ることができる。また、小林（2015）も著作『ア
クティブラーニング入門』の中で具体的な進め方を
紹介するなど、実際の実施事例も増加傾向にある。
　ベネッセ教育総合研究所（2013）による「高大
接続に関する調査」によれば、新学習指導要領の実
施により、高校での教育活動にも変化が見られ、ア
クティブラーニングの浸透は、現場レベルでも確実
に行なわれている様子が見て取れる。
「新学習指導要領の実施による高校での教育活動の
変化についてたずねた。新学習指導要領で提唱され
ている活動の中でも「増えた」（「かなり増えた」＋
「少し増えた」）との回答が最も多かったのは「言語
活動」の 64.8％であった。次いで「アクティブラー
ニング（グループワークや討議、プレゼンなど生徒
の能動的参加を取り入れた授業）」が 52.9%と続い
ており、特に、言語活動及びアクティブラーニング
に関して「増えた」との回答は半数を超えている。
（ベネッセ教育総合研究所（2013）「高大接続に関
する調査」）
　平成 24年中教審「新たな未来を築くための大学
教育の質的転換に向けて」用語集によれば、アク
ティブラーニングとは、「教員による一方向的な講
義形式の教育とは異なり、学修者の能動的な学修へ
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の参加を取り入れた教授・学習法の総称。学修者が
能動的に学修することによって、認知的、倫理的、
社会的能力、教養、知識、経験を含めた汎用的能力
の育成を図る」ものであり、その手法として、「発
見学習、問題解決学習、体験学習、調査学習等が含
まれるが、教室内でのグループ・ディスカッション、
ディベート、グループ・ワーク等も有効」であると
されており、特に教室内で実施できるグループ・
ディスカッション、ディベート、グループ・ワーク
等の「言語活動」は、従来の授業内容に容易にプラ
スできる活動であると言える。

３－３．教員に求められる具体的対話力とは
　しかしながら、教室内での言語活動は、教員のコ
ミュニケーション能力の高低による影響が大きいも
のであり、假屋園・永田・中村・丸野（2009）に
よる「対話によって児童にどのような力量を育てよ
うとしているのか、という視点が抜け落ちている」、
「対話に対する教師の指導方法が確立されていない」
という指摘のように、現場教員の対話力養成が十分
であるとは言いがたい。
　教室内での対話は下図に示すように、「教師⇔生
徒」、「生徒⇔生徒（1対 1）」、「生徒⇔生徒（1対
多）」、「生徒⇔生徒（多対多）」など、さまざまな関

係性があり、それぞれの場面で必要な対話力、ファ
シリテーション力の養成が必要である。また、これ
らのスキルは、必ずしも教師のみに求められるもの
ではなく、生徒にも同ように対話力を身につけさせ
ることで、より効果的な対話の場が形成されるもの
である。

Ａ：生徒に対する講義（Teaching）
　生徒に対し、知識をインプットするためのコミュ
ニケーションである。教員から生徒への一方的な講
義形式が一般的であるが、スライドや動画などを使
い、インタラクティブに進める教員もいる。アク
ティブラーニングを実践するには、一定量のグルー
プワークなど対話の時間が必要なため、講義部分に
ついても、より効率的に必要な知識を伝達する高度
なティーチングスキルが求められている。

Ｂ：全体に対するファシリテーション
（Facilitation）

　アクティブラーニングを考える上で、クラスと指
導内容全体を視野に入れ、ワークやディスカッショ
ンを組み立てる全体デザインの視点は欠かせない。
ワークシートやペアトーク、インタビュー、グルー
プディスカッションなど、教育のねらいに適した手

図 1　新学習指導要領実施後の変化（全体／高校）
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新学習指導要領の実施によって（平成 22～ 24 年度の先行実施も含む）、貴校では次の学習や活動が
実施前と比べるとどれくらい増えたと思いますか。Q

（出所：ベネッセ教育総合研究所（2013）「高大接続に関する調査」）
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法を取り入れるには、それぞれの効果や対応範囲を
理解し、効果的に組み合わせる知識とスキルが必要
である。また、それらの実践を生徒に促す上では、
全体に対する語りかけや傾聴など、教員のコミュニ
ケーション能力が必要となる。入江（2015）の指
摘にあるように、「アクティブラーニングは、これ
まで以上に、教員と学生の対話を介した良好な関係
が基礎にあって成立する学習形態であるということ
を意味する」とすれば、教室外での教員、生徒の対
話も重要だといえよう。

Ｃ：生徒同士の対話
　生徒同士の対話、フリートークは、学びの振り返
りやアイスブレイクに有効な手法である。さまざま
なテーマを伝え、自由に生徒同士に話をさせる方法
は、気楽な対話を促す上では有効であるが、ペアに
なる生徒の相性や性格などにより、活発なコミュニ
ケーションとならない可能性もある。席替えなどを
通じ、異なる相手との対話を促すことで、多様な意
見のやり取りを通じて視野を広げることを目的とし
たい。自由度が高い時間のため、短めの時間で区
切って実施することも効果的である。

Ｄ：生徒によるインタビュー
　Cのフリートークとは違い、「話し手」・「聞き手」
に分かれてお互いの意見をインタビューし合う手法
である。聞き手の聞くスキルが重要なため、生徒に
対し「聞くスキル」のレクチャーを事前に実施して
おくと良い。

Ｅ：生徒によるグループディスカッション
　グループディスカッションでは、役割分担が重要
である。特に指定しない場合は、声の大きな生徒の
意見が通りがちとなり、活発な議論につながりにく
い。グループワークを効果的に進めるには、生徒に
も、ファシリテーションスキルのレクチャーを行う
ことが肝要であろう。白井・鷲尾・下村（2012）は、
グループ学習を実施する際の役割を「リーダー・
ファシリテーター・会議記録・資料整理・プレゼン
ター」の 5つに設定し、学習の効果についてインタ
ビュー調査を実施している。「視野が広がった」、「コ
ミュニケーションが取れた」、「資料作りなどの方法
がわかった」などの好意的な意見がある中で、「学
習効果が高まった」という意見は少ない。調査結果
からは、リーダーやファシリテーターの役割が理解

図 2　教場での対話交流のイメージ
（筆者作成）
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されないままにグループディスカッションが実施さ
れている現状も見られる。グループ内での対話の質
を担保するには、生徒にもファシリテーションスキ
ルを醸成することが必要である。

Ｆ：生徒から教員への発話と教員からの応答
　教室内での生徒からの発言に対し、教師がどのよ
うに応答するかは重要である。多田（2006）が対
話について「①話者から受けたメッセージを的確に
受け止め、②要約（整理・解釈）し、③それを自己
内でフィードバックし、再組織化し、④自己の思
考・感情をもとに言語化し、⑤相手に向けて発信す
る相互交流活動」だと言うように、ただ生徒の意見
を受け止めるだけでなく、生徒の発言を受け、肯定
的なコメントを返すこともまた重要であろう。加え
て、発言内容の正誤に関わり無く、生徒が発言する
という行為の「学びへの貢献」に対する謝意を示し
たい。そのように、教室内での生徒との対話を肯定
的に進めることで、他の生徒も発言しやすくなり、
意見交換を活発にする効果も期待できる。

Ｇ：生徒からのプレゼンテーション
　グループワーク後の発表など、アクティブラーニ
ングを行なう上では生徒からのプレゼンテーション
の機会も増加する。グループ数が多い場合、同じよ
うな意見が続く場合は教室の雰囲気も停滞しやす
い。また、「生徒の声が小さい」、「説明がわかりに
くい」など発表スキルに関する問題も散見する。時
間を区切る、発表者を選別するなどの工夫も必要で
あろう。また、生徒のプレゼンテーションスキルに
関する指導も有効だと思われる。

　以上、A、B、C、Fのように教員自身の対話力が
求められる場面と、D、E、Gのように生徒の対話
力が求められる場面があることがわかる。教師に
は、自身の対話力向上のみならず、生徒の対話力を
向上させる「育成力」も必要である。教師の「対話
力」と「育成力」を伸ばす教育が、アクティブラー
ニング導入時には欠かせないと言えよう。

４．高校教育の現場における現状と課題

４－１．高松一高での具体的取り組み
　香川県において、アクティブラーニングが高校の
教場で注目され始めたのは、『Physics Suite』の著

者であるオレゴン大学の Sokoloffやメリーランド
大学の Redishが来日してからである。平成 18年 8
月に香川大学で開催された「物理教育 ASPENワー
クショップ 2006＆第 9回リフレッシュ理科教室
（香川会場）─学生生徒児童主体の学習をひきだす
ために─」では、Sokoloffらによって、いくつかの
授業実践例が紹介され、ワークショップが行われ
た。また、同年 8月に東京で開催された「物理教育
国際会議 2006─すべての人のための物理教育をめ
ざして─」でも、Sokoloffや Redishの講演・ワー
クショップが行われた。大学の初等教育レベルの物
理教育に関する報告が主なものであったが、それを
高等学校の物理教育に応用し、従来型の一方向的な
教員による教授型授業から、双方向的な生徒の能動
的な活動を中心とした授業への転換に向けて、授業
展開を研究することとなった。
　そのような流れの中で、高松一高では、平成 22
年度よりスーパーサイエンスハイスクール（SSH）
の研究指定を受け、理科を中心にアクティブラーニ
ングを用いた授業実践と授業改善に取り組んでき
た。理科のアクティブラーニングでは、生徒の持つ
典型的な誤概念の研究にもとづいて用意された授業
プランに基づいて問題を提示していく。従来、実
験・実習はできるだけ多く取り入れているが、予
想・仮説、考察については、生徒に考えさせる時間
が十分には取れていなかった。アクティブラーニン
グの授業での実験ではさまざまなセンサーを用いた
パソコン計測や ICT機器を利用して結果をリアル
タイムで表示しながら行うので、数多くの実験を短
時間で行える。また、既存の知識や概念を用いて仮
説を立て、実験を行い、考察をするという一連の流
れの中で、個人で考えたり、実験グループ内でディ
スカッションをしたり、クラス内でプレゼンテー
ションをしたりする活動を通して、生徒が主体的に
正しい概念・法則性を理解していくことができると
いうメリットがある。平成 22年度からの第 1期
SSHで開発したプログラムは、表 1の通りである。
　これまでの 5年間の研究を通して、生徒は、自分
自身の言葉で他者に説明したり、他者の考えを自分
自身の考えと比較・検討したりすることができるよ
うになった。また、新しい概念を自ら構築できるよ
うな能動的な活動ができるようになってきたと感じ
ている。
　また、生徒の科学的思考力・推論力の変容につい
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ては、米国・アリゾナ州立大学の Lawson（2000）
がピアジェ理論に基づき開発した「ローソンテス
ト」を用いて評価した。テストは 1年次 5月と 3
年次 10月の 2回実施した。科学的思考力・推論力
を調べるこの質問紙調査は、12の質問があり、質
問に対する回答とそれを選択した理由がともに正解
した場合に、1点が与えられ、12点満点で評価さ
れる。得点が、0～4点は具体的操作段階、5～8点
は過渡期、9～12点は形式的操作段階と判断される。
図 3に、ローソンテストの結果を示す。
　第 1期 SSHでは、アクティブラーニングによる
授業実践等の SSHのプログラムは、主に本校普通
科特別理科コースの生徒を主対象として実施した。
入学時の到達レベルには多少の違いはあるものの、
3年間 SSHの主対象クラスに所属した生徒は、3年
次までに約 70～80％の生徒が、青年期までに獲得
されるとされる形式的操作段階に到達した。一方、
普通理系コースに所属した生徒は、約 60％にとど
まった。生徒の論理的思考力・推論力を向上させる

表 1　第 1期SSHで開発した授業実践プログラム

科目 テーマ

物　理

・物体の運動（斜面の上り下り）
・物体の運動（鉛直投げ上げ）
・ばねにはたらく力と伸びの関係
・空気抵抗を受ける落体の運動
・摩擦力
・力のモーメント
・2物体の斜め衝突
・単振り子
・波の反射・屈折・回折
・波の干渉
・弦の固有振動
・コンデンサーの充放電
・コンデンサーを含む直流回路

化　学

・酸化還元滴定
・有機化学のさまざまな反応
・中和滴定
・化学平衡
・バイオディーゼル燃料

生　物
・生物多様性について考える
・植生と遷移・動物の行動
・土壌動物と環境

図 3　高松一高生に対するローソンテストの経年変化
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ことは、科学技術系人材の育成をさらに進めること
にもつながり、第 1期で開発したカリキュラムや授
業実践プログラムを主対象クラス以外に広げること
が、今後の課題であると考える。

４－２．教員が抱えるアクティブラーニング導入に
関する課題と高松一高の取り組み

　一方、アクティブラーニングを実践している教員
からは、「授業の時間配分」や「アクティブラーニ
ングを展開するための教員のスキル」に課題がある
との声が多い。従来の教授型授業では、教員の説明
が大部分で、実験・実習活動以外は生徒の活動はほ
とんどなかったのに対し、アクティブラーニングで
は、生徒同士のディスカッションやプレゼンテー
ションの時間を確保する必要がある。実験時間を短
縮する工夫は行っているものの、授業のペース配分
については課題が残る。生徒の活動を活性化させた
り、生徒の発言を集約したり、黒板にまとめたりす
るような、教員のファシリテーションスキルも身に
つけていく必要がある。
　このような第 1期 SSHの成果と課題を受け、第
2期 SSH（平成 27年度指定）では、「自ら考え行動
できる創造的人材の育成」を掲げ、アクティブラー
ニングを全教科で実践するという方向性を打ち出し
た。そして、各教科のこれまでの取組をもとに、各
教科が授業等を通して身に付けさせたい能力や育て
たい生徒像を再確認した（表 2）。

　しかし、アクティブラーニングのメリットは感じ
ているものの、アクティブラーニングや出力型学習
を推進すべしとの文科省方針や、学校方針に対し、
現場の教員の意見は、一部積極派を除き、消極的な
意見も目立つ（表 3）。
　こういった現場の「抵抗意見」の源には、「1：成
果に対する【不安】」「2：これまでのやり方を否定
される【不満】」「3：方法やアクティブラーニング
の実態がわからない【不明】」といった、3つの原
因が有るように思われる。

　このうち、成果への不安については、近年進むア
クティブラーニング研究による成果の明確化が解消
の一助となると考えられる。また、本稿でも取り上
げる「長期記憶」への有用性が示されることで、あ
る程度の解消も期待できるのではないかと推察され
る。
　また、方法や実態が分からない【不明】について
は、教員同士のアクティブラーニングに関する意見
交換会、ファシリテーション勉強会などを通じ、実
践を進めることでスキルアップを図る取り組みを始
めている。
　なかでも、どの科目の授業でも実施可能な「授業
の中での振り返り」の機会創出については、「ワー
クシート」を活用した実践を現在進めているところ
である。

表 2　各教科の身に付けさせたい能力や育てたい生徒像

国　語
・国語を的確に理解し、的確に表現する能力、相手にうまく伝えるコミュニケーション能力
・思考力や想像力を伸ばし、心情豊かな生徒
・いろいろなことに興味を持ち、すすんで読書に取り組める生徒

地歴・公民

・基礎学力の向上
・さまざまな社会問題について興味を持ち、自ら考える能力
・ 日本や世界の歴史的な歩みを知り、日本人としてのアイデンティティーを持って異文化に対する理
解を深める力

保健体育 ・授業や部活動を通して、心身の成長を図るとともに、自分で考え行動できる生徒

芸　術

・ さまざまな芸術作品に接したり、自分自身の創造的な活動を通したりして、多様な表現や価値観を
理解し、広く芸術文化を愛好する心

・ 身近な日常の中の「美」の存在に気づき、授業を通して得た知識を日常生活の中に生かせる応用力
を持った生徒

家　庭 ・生活的自立ができる生徒

英　語 ・英語を的確に理解し、的確に表現する能力、相手にうまく伝えるコミュニケーション能力
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表 3　平成 27年 7月 1日実施高松一高教員を対象としたALに関する意見交換会コメント

1：成果に対する【不安】
2： これまでのやり方を否定される
【不満】

3： 方法やアクティブラーニングの実態
がわからない【不明】

△積極的に話したい子がいるクラスは良
いが、そうでもないクラスはうまくい
かない
△参加しない生徒有り
△生徒の中に人間関係が有る
△他人と干渉しない子がいる
△今時の子どもたちの話・・人間関係気
にし過ぎる子たちにやっても大丈夫？
△アクティブラーニング苦手な子、他の
子から心ない一言を言われてショック
を受けることも
△発言できないストレスが生まれる
△発達障害の生徒や、メンタルの弱い子
にとっては苦痛なのでは？
△能力差をどう埋めるか
△苦手な子の評価は低くなってしまうの
か？
▲進路の心配
▲定着するの？
▲生徒によるまとめや振返りで目標達成
ができるのか
▲生徒の理解で定着の前に上書きされな
いか
▲アウトプットばかりフューチャーさ
れ、インプットは大丈夫だろうか
○優先順位は？
○授業進度が気になる
○やる側は盛り上げたいかもしれない
が、生徒側はそのテンションに付いて
いけない場合も
○形になるまで待てない
○数学でアクティブラーニングは大変そ
うだなぁ
○話し合った内容が定着していることを
どう評価するのか

◎ SSHは成功してるの？

△そのテーマに興味の無い人（生徒）の
集団では、話し合いにならない

△発表者が偏る、発表者だけが評価され
るのか

△クラスによって違いがあり、やりやす
いところとやりにくいところの差があ
る

△雑談になりがち
△グダグダになりがち
△知識が無いと展開できないこともある
△知識、教養有ってこそ深く考えられる
ものだ

▲受験の知識を最優先したい
▲良い意見が残らない
▲理解させるだけで精一杯
▲知識の獲得が先ではないか
▲同じ教科内でもゴールは違う
▲進度を合わせる必要が有る 1、2年生
ではやりにくい

○時間が無い
○時間がかかる
○時間的に無理が有る
○考える時間が削られる
○体育はそのままアクティブラーニング
じゃないか、今更何をしろと

○理科では出来るかもしれないが、英語
ではあり得ない

○各教科でする必要は無い
○ゆとりの有る教科しかやりにくい
○数学は単元によって出来るところと出
来ないところが有る

◎日本はアメリカより 10年遅れている
◎ 10年前アメリカでアクティブラーニ
ング失敗・・・学力の二極化が進んだ

◎アメリカは失敗してるよ（笑）
◎このブームは来年どうなってるかな
◎単なる流行に振り回されたくない
◎アクティブラーニングは日本人の体質
に合っているのか

◎本当に日本教育に合っているのか、議
論やプレゼンに焦点が集まっている
が、それだけが大事か

◎世界の多様性が消える危険性（日本の
個性）

◎受験制度が変わらないと難しい
◎今更感
◎何で今更それをするの？

△やってみたけどグダグダだった
△生徒の脱線など軌道修正が難しい
△ひとりで自主的に活動するのは駄目な
の？

▲一高の目指す方向をハッキリすべき
▲一高のアクティブラーニングのゴール
は何？

○生徒がアクティブラーニング中に教員
は何をするの？

○話をメモるのに時間がかかる
○先生も生徒もスキルが必要
○教員にスキルが必要
○目標が教科によって曖昧
○話し合うだけでもアクティブラーニン
グなのか？

○音楽では、どう感じたかが分かりにく
い

◎どこからがアクティブラーニング ?定
義が曖昧

◎そもそもアクティブラーニングって？
◎文科のアクティブラーニング定義っ
て？？？？？

◎アクティブラーニングと今までやって
きたこととの違いは？

表中記号凡例：△生徒の問題　▲学力保障の問題　○教員の問題　◎新規取り組みに対する忌避傾向 （筆者作成）
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５．おわりに

アクティブラーニング導入時の教員への効果的対応 
～認知負荷軽減の視点から～
　脳の活動や記憶様式に鑑みると、アクティブラー
ニング実施の効果は学習者が学習内容の定着を効率
的に行うことができることに加えて、クラス（コ
ミュニティ）内における周囲の構成員に対するメッ
セージ伝達を含めた効果も期待できることになる。
この効果は、クラス（コミュニティ）をひとつの有
機体と捉えることで、構成員の発言がオートクライ
ンとして機能することによりクラス（コミュニ
ティ）の質的転化に寄与すると考えることもできよ
う。
　ただし、理論的に想定できる効果への期待とは裏
腹に、実施に際しての心理的、構造的な障壁は依然
として払拭の余地が大きいといえる。これは、新奇
の事項に対して個々人が持つ認知負荷の高さに対す
る心理的な忌避傾向が、現存する教育システムの構
造を変革させることに躊躇する心理に繋がること
で、より一層の障壁に成り得ることが予想されるも
のである。
　このような認知負荷の高さを低減させるために
は、問題となり得る事項についての可視化が奏功す
るものなので、実際に教育現場でクラスを担当する
教師がもつ不安を吐露する機会が有効となろう。そ
の意味では、アクティブラーニング施行に先んじて
の事前アンケート等における意見や不安の抽出を実
施母体の構成員で共有すること、および、問題点に
対する解決策を提案する機会を作ることが必要であ
る。解決策の提案には、アクティブラーニング実施
担当者全員がそれぞれのコミットメントを意識しな
がら行うことで、その過程自体がアクティブラーニ
ングに相当することが期待できるものである。
　このように、アクティブラーニングの実施に際し
ては、企画担当者が構造的に多層のアプローチを意
識した施策を採ることで、メタ構造全体のマネジメ
ントを可能にすることが期待できよう。すなわち、
クラスの生徒がアクティブラーニングを行う際に
は、それを実施する教師が、実施者のコミュニティ
において自身のコミットメントを大きくするような
関与を意識し、積極的に意見およびアイデアを提出
することを繰り返していくことで、そこでの変化を
クラスの生徒にフィードバックしていく姿勢が多層

構造の形成および各層間のコミュニケーションを促
進するものと考えられるものである。
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国際シンポジウム「革命と軍隊─明治維新、辛亥革命、フランス革命の比較からみえてくるもの─」（An International Symposium on “Revolutions 
and the Military: A Comparative Study of the Meiji Restoration, the Chinese Revolution in 1911, and the French Revolution”報告要旨

趣旨説明（谷口眞子）

　近年、歴史学の分野においては、グローバル・ヒ
ストリーの必要性が主張されている。すなわち、人
やモノの動きなど、諸地域間の相互連関性を考えな
がら、ユーラシア大陸やインド洋といった、大陸・
海域など広い空間を対象とし、従来の歴史学ではあ
まりとりあげられてこなかった、交易や疫病などを
テーマとするものである。そこには、ナショナル・
ヒストリーの相対化と、ヨーロッパ世界の相対化、
とりわけ近代以降の歴史の相対化が含まれている。
　また、社会学や人類学の分野では、ナショナルな
境界を越えたトランスナショナリズム研究が活性化
し、多文化共生や多文化主義、あるいはグローバル
な市民権にもとづくコスモポリタニズムも議論され
ている。この背景のひとつとして、ヨーロッパにお
ける大量の移民流入と、その結果として生じた移民
のゲットー化や逆差別問題、多様な文化、とりわけ
宗教のような精神文化への寛容度の問題がある。研
究者の中には、多文化主義、すなわちマルチカル

チャリズムに代わって、間文化主義（インターカル
チャリズム）を提唱する人もいる。
　政治的・経済的・社会的・文化的に、世界がます
ます相互に影響を及ぼし合うグローバル化の中、こ
のような問題意識や視角・視点が、より鮮明になっ
てきたと言えよう。
　そこで、共通の議論ができるテーマとして「革命
と軍隊」をとりあげ、日本の明治維新、中国の辛亥
革命、フランス革命を比較の俎上にあげたシンポジ
ウムを企画した。人類の歴史において、フランス革
命は近代国民国家の幕開けとして、その評価が積極
的であれ消極的であれ、世界の諸地域で参照系とし
て意識されてきた。フランス革命はフランス一国の
中で起きた事件ではない。アメリカやヨーロッパ、
さらに植民地のハイチなど、周辺地域の情勢との諸
関係のもとで生じ、また影響を与えたものである。
さらにフランス革命は、ヨーロッパから地理的に遠
く離れた幕末維新期の日本にも伝わり、中国ではフ
ランス革命と明治維新を参考にしつつ、辛亥革命が
起きた。それゆえ、近代以降の歴史の相対化の中で、

国際シンポジウム「革命と軍隊─明治維新、辛亥革命、フランス革命の比較
からみえてくるもの─」（An International Symposium on “Revolutions 
and the Military: A Comparative Study of the Meiji Restoration, the 
Chinese Revolution in 1911, and the French Revolution” 報告要旨

谷口眞子・笹部昌利・吉澤誠一郎・ピエール・セルナ・鈴木直志

　本稿は 2015年 7月 19日（日）、早稲田大学小野記念講堂にて、早稲田大学高等研究所と科研基盤
研究（B）「軍事史的観点からみた 18～19世紀における名誉・忠誠・愛国心の比較研究」（代表者：
谷口眞子）の共催で開催した、シンポジウムの記録である。当日の式次第は以下の通り。

趣旨説明（早稲田大学・谷口眞子）
笹部昌利（京都産業大学）報告「「農兵」と明治維新─鳥取藩領の事例を素材に─」
吉澤誠一郎（東京大学）報告「軍隊の動向からみた辛亥革命」
ピエール・セルナ（パリ第 1パンテオン＝ソルボンヌ大学／フランス革命史研究所所長）報告「革
命、独立戦争、共和国の戦争」
質疑応答（中央大学・鈴木直志）

　本稿では趣旨説明、3報告の概要、質疑応答の要約を載せ、シンポジウムの記録としたい。なお、
質疑応答については、当日司会をつとめた鈴木直志氏（中央大学）が編集した。
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フランス革命研究の視点や視角、フランス革命の評
価が変化するとともに、それが明治維新や辛亥革命
の評価の変容にもつながってくるのである。
　フランス革命については、啓蒙思想家が登場して
革命を生み出し、絶対王政をくつがえして近代社会
が形成されていく、という理解が一般的だった。し
かし、ロジェ・シャルチエ『フランス革命の文化的
起源』は、フランス革命を正当化するために啓蒙思
想が顕彰されたことが、後世からみたフランス革命
のイメージに影響を与えたとしている。またリン・
ハント『フランス革命の政治文化』は、レトリック
や象徴などを通じた政治文化の考察を唱えた。
　このように、フランス革命像をもとに、あるべき
近代と観念されていたかつてのイメージ、あるいは
それが実現していると考えられていた近代像が、実
際とは異なるものであったことが解明されつつあ
る。それと同時に、そのイメージをもとに論じられ
ていた、封建遺制を内包した「ゆがんだ近代」の日
本像もまた、変容しつつあると言える。
　かつて日本においては、明治維新がブルジョア革
命か否かをめぐって、論争が繰り広げられた。そし
て、明治維新が革命として不徹底だったために、そ
の後の日本はヨーロッパと比較して「ゆがんだ近
代」の道をたどり、ヨーロッパ型の民主主義は根付
かなかったと考えられていた。
　たとえば法制史学界では、日本は近代以後も個人
主義が確立せず、ムラ社会、共同体規制が存在した
ために、公の裁判によって紛争を解決する方法を忌
避する傾向があると、論じられていた。裁判よりも
仲裁や調停を望む日本人の態度は、確固として自己
の権利を主張する欧米人と比較して、劣った態度で
あるとみなされてきたのである。しかし、最近では、
訴訟の盛んな国というイメージがあるアメリカにお
いても、紛争の多くが仲裁や調停という方法で解決
されていることが注目され、裁判への訴えは、相手
方を交渉の場につかせるための手段である側面が強
いとして、裁判外紛争解決（ADR：Alternative Dis-
pute Resolution）が評価されつつある。
　明治維新をいつからいつまでとするかは論者に
よって異なるが、1868年の戊辰戦争から西南戦争
までの 10年ほどの間に、250年以上続いた江戸時
代の幕藩制国家が解体されたことは事実である。中

国大陸で起きたアヘン戦争（1840年）・アロー戦争
（1856～1860年）、ならびにロシア、アメリカ、フ
ランス、イギリス、オランダなど西洋列強との軍事
的緊張を背景としながら、軍隊の担い手や軍事力の
全国配備のあり方、祖国防衛の理念やその実際、徴
兵令と廃刀令による新たな軍人の創出など、幕末維
新期において軍隊がどのように変容していくのかを
考察することは、明治期の国家の性格を考える上で
不可欠と言えよう。
　やや時代が遅れ、1911年には辛亥革命が起きて、
清朝が中華民国になる。江戸時代の日本と清朝時代
の中国で決定的に異なっていたのは、武士身分にノ
ブレス・オブリージを求めた日本とは対照的に、中
国では科挙を重視し、軍人を軽視していたことだっ
た。文と武の両方を要求した日本に対し、中国は文
を重んじていたのである。ヨーロッパからの軍事技
術の導入や教官の招聘などとは別に、軍事に携わる
こと自体の意味づけが、彼我で異なっていたと言え
よう。
　1899年に英語で『武士道』を刊行した新渡戸稲
造は、明治期以降の日本の原動力は、富の増加や西
洋の模倣ではなく、日本人の中にある武士道である
と主張し、それが国民道徳になりつつあると指摘し
ている。このような日本の武士道を参考にしつつ、
中国の未来を考えようとしたのが、梁啓超であっ
た。興味深いことに、梁啓超も含め、辛亥革命期に
は民主共和に反対し漢満融和を説いた康有為、武装
蜂起による革命を願っていた孫文は、日清戦争での
敗北後、いずれも日本に亡命して、その後の中国の
あり方を模索していた。清朝時代の中国における文
武のあり方、漢人と満洲人という民族的対立、広大
な領土の諸地域で形成された軍隊、これらはいずれ
も、幕末維新期の日本とはかなり異なっており、そ
の複雑さが辛亥革命以降の中国の歴史を予感させる。
　こうしてみると、近代国民国家の枠組みを相対化
した上で、改めてその形成過程をみていき、政治
的・社会的・経済的・文化的な構造と軍隊との関係
が、革命の前後でどのように転換していったのか、
国家防衛の担い手やその精神的支柱は何か、を比較
することによって、国民国家の多様なあり方、軍事
の担い手が帯びる名誉・忠誠・愛国心といったエト
スの様相もみえてくるのではないか、と考える。
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1、「農兵」の出現

⑴　海防問題と「農兵」
　近世日本において「農兵」の存在が、現実味を帯
びてくるのは、中国におけるアヘン戦争の情報がも
たらされ、外的な危機感が表面化してくるように

なった 1840年前後のこととなる。フランス艦の琉
球来航情報を受けて、海防の必要性を感じ、「海国」
日本における「農兵」の必要性を幕臣筒井政憲が問
うたのは弘化 3年（1846）であり、これを老中阿
部正弘は、農民の本分を重視して退けた。嘉永 2年
（1849）、伊豆韮山代官の江川太郎左衛門英龍は、

「農兵」と明治維新
── 鳥取藩領の事例を素材に ──

笹　部　昌　利

要　　旨
　近世日本における「農兵」は、疲弊した武家社会を助けるために生じた理念で、現実的なものではなかっ
た。その出現は、ペリー来航以後のことであり、鳥取藩領内においては、文久期、大名による国事対応が頻
繁化し、かつ京・大坂への兵事動員が繁多となり、藩領内の警備の手薄さが再認識され、「農兵」による補
填が図られた。
　しかし、軍事インフラの充実を重視した藩当局の政治判断により、「農兵」教導は挫折を見るが、長州戦
争によって民衆の軍事動員の正当性が確認され、「農兵」教導と「洋式」軍事の編成が模索されるようになっ
た。
　軽装の洋式「歩兵」は、戊辰戦争で活躍し、調練次第で藩の常備兵化が期待されたが、入隊する兵士が抱
いた志向は、近世的身分制における褒賞と特権を重視するものであり、隊内外において混乱を生じさせた。
国民皆兵主義の実現を目指し、あらたな軍隊の創出を目指す政府は、士族の特権を否定し、幕末に生成され
た「農兵」を否定した。

Abstract
　The idea of “conscripted farmers” in early modern Japan was at first unrealistic, having been created to help an 
exhausted samurai society. It emerged after Commodore Matthew Perry arrived in Japan in the mid-19th century. 
In the case of Tottori, during the Bunkyū era the Daimyo began to frequently handle national affairs, and soldiers 
were often mobilized to Kyoto and Osaka. It was then realized that security within the domain was weak, and 
there was an effort to address this by conscripting farmers.
　However, the domain authority’s political decision to prioritize military infrastructure caused military education 
for farmers to suffer a setback. However, after the Chōshū War justified the mobilization of civilians, efforts 
emerged to educate farmers as soldiers and organize a “Western style” army.
　Light-armed Western-style foot soldiers played an active role in the Boshin War, and it was hoped that, depend-
ing on their training, they would be stationed in the domain all the time. However, these soldiers desired the 
rewards and privileges of the early modern social status system, which created some confusion inside and outside 
of the army. The Meiji government, aiming to create a new army through universal conscription, rejected the priv-
ileges of samurai descendants as well as the conscripted farmers that emerged at the end of the Tokugawa period.

“Conscripted farmers” and the Meiji Restoration: 
A case of the Tottori Domain

Masatoshi SASABE
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16歳から 40歳の男性 100人に 1人の割合で「農
兵」を取り立てるように勧めた。平時には農業に従
事し、諸高掛りを持高 20石に限り免除して、「農兵」
に従事する期間は、苗字帯刀を許すものであった
が、採用されなかった。
　「海防」気運が高まるなかにおいても、「農兵」は、
封建制社会のなかにおいては、簡単に許容できうる
ものではなかった。ただ、近世社会における褒美褒
賞のありよう、特に苗字・帯刀を許されて、褒めら
れることへの民衆側の意識をふまえた江川の案は、
幕末日本の「農兵」制度の根幹に関わることとな
る⑴。

⑵　ペリー来航と「農兵」
　嘉永 6年（1853）6月、相模国浦賀沖にあらわれ
たアメリカ合衆国東インド艦隊司令長官兼遣日特使
マシュー・カルブレイス・ペリーが率いたアメリカ
艦隊によって、確実に日本における「農兵」の需要
は増大した。
　水戸藩徳川家では、安政 2年（1855）、藩主徳川
斉昭の主導で郷士や村々の名望家層から精選して
「農兵」の組織化を指示し、庄屋、組頭層から取り
立てた新規郷士や献金郷士よりそれぞれ 500人、
沿岸の農漁民より 500人、計 1500人の組織を目指
し、農兵には苗字帯刀を許し、郷校を中心に軍事調
練や教育をおこなった。
　長州藩毛利家では、嘉永 6年 11月より、相模国
鎌倉、三浦両郡の海岸警衛に携わる、藩士 200人と、
相模国より徴発した 200人以上の農夫によって警
備の任に当たろうとした⑵。
　農民の兵事動員は、幕領および代官支配地に顕著
に見受けられる。文久元年（1861）、江川英敏が建
議した「農兵」は、村落の治安維持に重点が置かれ
たものであったが、この後に執行される文久期の徳
川幕府の軍制改革における施策に反映されることと
なった。江川の案によれば、その多くを豪農層の子
弟から身体壮健を条件として選出し、25人を 1小
隊、小隊には頭取 2、什兵組頭 2、差引役 1、計 5
人の役方を置き、残る 20人を 5人ずつ 4つの伍卒
組に編成し、組ごとに 1人の小頭役を置いた。隊は
複数の村からなる組合村ごとに置かれ、男子 100
人につき、1人の割合で徴した。農兵設置の費用に
ついては、地主、豪農層の献金によって賄い、鉄砲
の他、諸々の物品の購入に際しては、献金によるこ

とが多かった。一般の小前百姓は、組織から排他さ
れていき、構成員は、村役人や地主、豪農の子弟、
30歳以下の強壮の者による編成へと変化していっ
た⑶。

2、 幕末「農兵」の導入と実情
─鳥取藩領の場合⑷─

⑴　鳥取藩士神戸大助と「農兵」動員
　文久 3年（1863）4月 20日、徳川幕府によって
諸外国に対する強硬路線への転換期日が、同年「5
月 10日」と決まる。端的には、攘夷期限の決定と
いわれるが、その内実は外国船より領国海岸を警備
するための攻撃を正当化するものであった。これに
対応するため鳥取藩では、攘夷決行に備える臨戦態
勢の一環として、5月 1日、「民兵」の取り立ての
方針が発表された。領内の浜坂、鹿奴、境港の 3ヶ
所に民兵稽古場を設置し、農民を「民兵」として徴
発し、大砲、小銃の教練に当たらせ、藩内に欠けて
いた兵力の増強をはかった⑸。
　鳥取藩における「民兵」取り立ての主導者は、郡
代助役を勤め、地域社会の情報にあかるかった神戸
大助なる人物であった⑹。嘉永 7年段階で、藩校関
係者を中心に、領内海岸警備に関する諮問がなされ
た際、西洋式の歩兵編隊方法と、「民兵」の取り立
てを建言していた。神戸の議論は、20歳から 35歳
までの者で、在方、町方を問わずに召集し、身体強
健の者約 1000人を歩兵として取り立て、邑美郡浜
坂村と気多郡鹿野宿、あるいは久米郡江北村という
藩領の東部の浜坂、中部の鹿野、西部の境（境港）
に、操練場（「稽古場」）を設けて教練しようと考え
た。また、歩兵については、通常の役負担としての
勤めではなく、給米 8俵を与えて、藩の常備兵力に
加えるという方針であった。藩当局は、この神戸の
主張を受容し、「民兵」取り立てを決断した⑺。
　神戸の案における「農兵」は、本来、武士におい
てなされる業務の補填人員と捉えられている。鳥取
藩のみならず、京および大坂湾の警備に対して大名
家より提供される兵数は増加していた。ましてや、
幕府からの要求（京都守衛、大坂湾警備）と朝廷か
らの要求（親兵の提出）と、二方向から出される政
令への対応に困惑していた大名家も多かった。その
なかで、神戸の方策は実に具体的なものであった。
先に示した領内 3ヶ所の操練所に 500名ずつの「農
兵」を配備し、毎月、その 1割に当たる 50人に銃
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砲術を学ばせ、豪農層より選出された「小頭役」に
よって、差配される方針であった。神戸が藩当局に
提出した「民兵に付ての書付類」には、「邑美郡西
尾勘兵衛・西尾柳右衛門・井口稲次郎・林次郎左衛
門・田中甚兵衛・西尾甚三郎」というように、各郡
在地の有力者の名前が列記され、その数、136名に
及んだ。兵には、1年で米 4斗入 1俵を支給し、平
常、農民にかかる「諸役」を免じるものとした⑻。

⑵　頓挫する「農兵」策
　神戸大助によって企画された「農兵」策と、その
ための教導には然るべき時間が必要であった。一方
で藩当局は、藩領海岸に設置された台場（浦富・浜
坂・橋津・赤崎・由良・淀江・境）建設と大砲の利
用、活用を急務としていた。この内、藩領西部の伯
耆国については、同地の郷士・大庄屋に人員配備、
運営を引き受けさせ、城下より出張してくる藩役人
に砲術訓練を受けさせて、そのまま台場警備に充て
られた。
　神戸の考える農兵の常備兵化にかかる構想は、そ
の即効性の面、あくまで村役として動員とする面に
おいても齟齬が生じた。藩領西部、伯耆国の農兵教
導については、農民による台場警備担当という形で
うやむやになってしまい、実際に教練がなされてい
たのは、藩領東部の浜坂でおこなわれたのみであっ
た⑼。

⑶　郷士・大庄屋層による「農兵」主導
　藩当局の方針転換は、「農兵」の創出を後退させ
たが、台場警衛を地域社会の任務としたことによ
り、郷士・大庄屋層など「中間層」身分の者におい
て、軍事への志向を高めることになった。その傾向
は、藩庁が置かれた鳥取城下町から遠方の藩領、伯
耆国領において積極的であった。なかでも、汗入郡
妻木村郷士松波徹翁による農兵指揮は顕著な例であ
る。松波が担当した台場は、藩領西部の淀江台場で
あり、基本的には、大砲とその設置個所周辺の世話
で十分であったが、松波は動員された農民に対し、
自ら大坂にて買い付けた小銃 20挺を宛がって練習
をさせている。この小銃 20挺は、鳥取藩領内で最
初に購入されたミニエー銃であったとされる。さら
に松波は、彼自身が農民 24人に給与をあたえ、台
場の守備にあたらせた。これが称えられて、文久 3
年 11月、松波徹翁は、同じく赤崎台場の警衛に尽

力した武信佐五衛門、同潤太郎とともに、「土着士」
として取り立てられた。「土着士」とは、安政 6年、
鳥取藩政改革の折、家中に存在した次男、三男と
いった家督相続権を持ちえない人びとに、久米郡真
野原の山野を開拓させる目的で設置された身分で
あった⑽。

⑷　長州戦争と「農兵」需要
　第 2次長州戦争における鳥取藩の戦況は、決して
芳しいものではなかった。長州藩領に攻め込む幕府
軍の使用する兵器が旧態依然としたものであり、戦
意を欠き、なかば寄せ集めの諸藩兵であったのに対
し、長州藩諸隊はイギリス製の近代兵器で装備がな
され、農民・町人が参加して、「挙藩一致」、「総力
戦体制」にも似た組織ができあがっていたことがそ
の理由とされる⑾。そのようななか、鳥取藩が、幕
長戦争によって得たものは、結果として機能しえた
「農兵」隊であった。石見国浜田城は、長州勢によっ
て落城させられたが、それを伝えた藩当局への報告
内容でも、「小銃」の評価がなされており、長州勢
の高性能な「ミニエー銃」と調練の行き届いた農兵
卒とでは、勝ち目がない旨が報告されている。「農
兵」の有用性が再確認されたのである⑿。松波らの
従軍にかかる動機は、「名字帯刀」などの近世的な
褒美褒賞にある。すなわち身分の上昇を目論んでこ
とである。第 2次長州戦争には、鳥取藩でも多くの
農民、商人が動員されたが、それらは基本的には「夫
卒」として徴され、輜重輸送の任に当たるもので
あった。「農兵隊」としての任務を帯びたのは、結
果的には松波の隊のみであり、浜田落城の折、撤兵
成功のための「殿備」を任されたことは、正規藩兵
からも認められ、藩内における軍備を洋式化に向か
わせるともに、それを使いこなす農兵調練の必要性
が確認されることになったのである。
　長州戦争における負の経験は、遅まきながら、藩
当局に軍制改革を決定させることになった。その眼
目は、軍備の西洋化と「農兵」の積極的な取り立て
である。慶応 2年正月 24日、農兵 500人の取り立
てを決定し、その内実について、郡代に触れ渡して
いる⒀。
　これに準じて、慶応 2年 12月、奥日野郡の郷士
緒方四郎兵衛らに、「民兵頭取」として鉄砲猟師、
その他壮健の者を選出し、指図するように求められ
た。慶応 3年 2月、農兵隊に装備する洋式銃（ミ
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ニエー銃）500挺、アームストロング砲 2挺の購入
計画が立てられ、総額 1万両の特別予算が組まれた。

3、「農兵」の終焉

⑴　「農兵」から「歩兵」へ
　慶応 3年（1867）8月、藩領西部の伯耆方面にお
いて農兵隊の編成がなされた。鳥取城下からほど遠
く、文久年間における自主的な海防活動によって、
農兵隊編成の素地はできあがっていたのである。そ
れぞれの郡に 1小隊を基本とし、人口の多い会見郡
の 3小隊を含め、8小隊からなり、1小隊の人員は、
組頭 1人、隊員 304人とされた。長州戦争で活躍
した松波玄之進らの「撤兵隊」は、この 8小隊とは
別立てと解された。同 10月には、藩の歩兵頭、銃
頭が、藩領内の各所を巡回し、農兵隊の編成と調練
の度合いについて視察、確認した。
　また、幕末も最末期の軍制改革によって、農兵の
軍事的必要性が看取されるに至り、史料上において
も、「民兵」「農兵」と不定であった呼称が、「歩兵」
に統一される。ここにおいて藩の兵制に正式に位置
づけられたといえる。
　慶応 3年 11月、伯耆方面に遅れて、因幡方面の
歩兵も編成されていった。その内訳は、邑美郡 14
人・法美郡 10人（小頭田中甚三郎）、高草郡 15人・
八東郡 30人（小頭大山官兵衛）、八上郡 20人（小
頭木下荘平）、気多郡 33人（小頭原田治兵衛）、岩
井郡 11人（小頭中島四郎左衛門）である。因幡方
面からの歩兵は 133名で、伯耆のそれよりも規模
が小さかった。伯耆方面で文久年間からおこなわれ
てきた武器操練にかかる素地がなかったこと、慶応
末年に至っても、統括者として地域の豪農層が任命
され、いわば素人任せになってしまっていたことな
どがその理由となろう。戊辰戦争における「農兵」
の利用は、長州戦争での経験を契機として、慶応 2
年秋以降に本格化し、選抜された農民によって歩兵
銃隊が編成されるようになり、歩兵頭と歩兵銃頭に
よって指揮がなされた⒁。

⑵　戊辰戦争と「歩兵」
　慶応 4年（1868）閏 4月 19日、明治新政府は陸
軍編制法を制定し、政府直属の常備軍を作り出そう
とした。これは、各藩における徴兵を前提としたも
のであり、陸軍編成法によれば、保有する領地高 1
万石につき、兵員 10人（当分の内、3人）を京都、

禁裏御所周辺に常備し、高 1万石につき兵員 50人
を藩領に在留させ、さらに高 1万石につき金 300
両を上納させる。京都への常備兵が徴兵であり、
17、8歳から 35歳までの強壮の者を選出し、同年
5月 1日までに差し出すように命じられた。鳥取藩
では、足軽身分の銃卒経験者 97名の、出張中に限
り「苗字」を許し、徴兵隊として編成して、急遽イ
ギリス式の調練を受けさせ、6月 5日に、軍務官に
引き渡した。鳥取藩徴兵隊は「十二番隊」と命名さ
れ、内裏九門のうち、寺町御門の警備に当たった。
　この徴兵隊は、新政府軍における越後口から会津
若松方面の本格的な進軍が開始されると、越後口総
督軍として出兵した。「十二番隊」の出兵人員は
110名、越後国沼垂での戦争、新潟への進撃、越後
鷹巣・榎木峠への進撃に参加し、戦死者 4名を出し
た⒂。

⑶　近世的「歩兵」の終焉と国民皆兵
　戊辰戦争の際に編成された藩兵へは、イギリス式
の練兵がなされていた。明治 3年（1870）正月 28
日、東京在留の鳥取藩兵に対し、兵部省から兵式天
覧への操練参加が命じられ、士官 5人、兵隊 62人
が参加した。諸藩連合によってなされたこの兵式天
覧は、イギリス式、オランダ式と、その練兵法はそ
れぞれであったが、鳥取藩はフランス式練兵によっ
て参加した。これは、政府によるフランス式の奨励
に、鳥取藩が応じたものであり、政府の奨励に応え
て、藩兵を主導したのは、大隊指令として指揮した
原六郎であった。原は、この後も鳥取藩におけるフ
ランス式練兵を指導した。原による指導は、大坂に
設置された兵学校（後、兵学寮）における士官養成
とその目的を同じくするものであり、中央軍隊にお
ける藩兵の主流化を目論んでのことであろう⒃。
　政府は、明治 3年閏 10月、大坂兵学寮の士官募
集の方針を変更し、従来の長州、鳥取、岡山の中国
諸藩からの人材によらず、広く諸藩から集めること
とし、同年 11月には、徴兵規則を制定した。1万
石につき 5人、士・卒・平民の身分を論ぜず合格者
を選出するとして、国民皆兵主義による徴兵制を目
指すものとなったのである。しかしながら、それは、
従来、大名家中においてなされてきた、封建制秩序
のなかにおける身分制軍隊の枠を超えるものであっ
たため、完全なる実施を見ずに終わった。
　徴兵制の施行は、士族の特権を否定するものであ
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り、多くの藩権力において容易なことではなかっ
た。ゆえに、明治 4年（1871）2月、政府は、鹿児
島・山口・高知の 3藩兵を徴して「親兵」とし、こ
の「親兵」1万人を背景として、廃藩置県を断行し
てゆくことになる。近世身分制を踏襲しつつ、存続
していた維新の軍隊は、国民皆兵を掲げるあらたな
軍隊創出に際する矛盾となり、廃藩置県に際して、
「農兵」「民兵」に端を発する歩兵は、解体されるに
至る。近代軍隊の礎にならんとした、幕末の「農兵」
は、国民皆兵の理念のもと、その意義を否定される
ことになったのである。

むすびにかえて

　近世日本における「農兵」は、疲弊した武家社会
を助けるために生じた理念であり、現実性をともな
うものではなかった。しかしながら、それはアヘン
戦争の情報によって「海防」意識が高まった 19世
紀になっても変わるものではなかった。「農兵」が
現実味を帯びてくるのは、ペリー来航以降、外国船
への対応が恒常化してからである。鳥取藩領内にお
いては、文久年間、大名による国事対応が頻繁化し、
かつ京・大坂への兵事動員が繁多となったことに
よって、藩領内の警備の手薄さが再認識され、これ
への対応として「農兵」による補填が図られた。
　しかし、軍事インフラの充実に重きを置いた藩当
局の判断により、「農兵」教導は挫折を見るが、長
州戦争によって民衆の軍事動員の正当性が確認され
たことにより、鳥取藩内においても、「農兵」教導
とあらたな「洋式」軍事編成が模索されるように
なった。
　軽装の洋式「歩兵」は、戊辰戦争において活躍し、
その後の調練次第で藩の常備兵化が期待されたが、

入隊する兵が抱いた志向は、近世的身分制における
褒賞と特権を重視するものであり、そのことが隊内
外において混乱を生じさせた。国民皆兵主義の実現
を目指し、あらたな軍隊の創出を目指す政府は、士
族の特権を否定し、幕末に生成された「農兵」を否
定したのである。
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Abstract
　After suffering a serious defeat in the Sino-Japanese War, some Qing officials realized that the existing military 
system was not effective enough to defend their country. In 1895, Yuan Shikai trained a new army in a location 
near Tianjin. Another official, Zhang Zhidong, also tried to create an army drilled in the Western fashion, and he 
moved some units of the newly organized army to Wuchang. In 1904, the central government ordered provincial 
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はじめに

　辛亥革命とは、清朝から中華民国への政権移動を
指す。辛亥とは 1911年のことであり、この年の 10
月から清朝が政権を喪失する過程が始まった。
1912年 1月 1日には中華民国が南京で成立し、
1912年 2月 12日には清朝の政権が引退することを
宣言するに至った。そして、南京の臨時政府と北京
の清朝政府の双方から政権を受け継ぐことで、袁世
凱を中心とする中華民国政府が北京に成立したので
ある。
　本報告は、辛亥革命を軍隊の動向に注目して考え
てみることを課題とする。辛亥革命は 1911年 10
月に湖北省の武昌で起こった軍隊の蜂起を大きな契
機としている。このようなことがなぜ起こったの

か、その歴史的意味について考えてみたい。

Ⅰ・清末における軍備の変遷

　簡単に日清戦争までの清朝の軍備について説明し
ておこう。
　まず、八旗がある。八旗とは、17世紀に清朝が
興起する過程で作られた軍事的編成であり、大きく
満洲・蒙古・漢軍の八旗に分けられる。八旗に編成
された者は旗人と呼ばれ、建国初期以来の特権的地
位を世襲することになっており、そのなかから実際
に軍事に従う者が集められた。旗人の身分は辛亥革
命まで維持されたが⑴、その制度の大枠を維持した
ままでは、19世紀半ば以降の軍事技術や戦法の革
新に追いついていくことは難しく、八旗は次第にそ
の軍事的な重要性を小さくしていった。

軍隊の動向からみた辛亥革命

吉　澤　誠一郎

要　　旨
　日清戦争で惨敗を喫したのち、清朝の官僚のなかに、既存の軍制は国防に不十分だと認識するものが現れ
た。1895年、袁世凱は天津の近くで新しい軍隊を練成した。張之洞も西洋式に訓練された軍隊を作り出そ
うとし、新しく編成された軍隊の一部を武昌に移動させた。1904年、中央政府は各省に対し新軍を編成す
るように命じた。
　日本にいた亡命者や留学生たちをはじめとして、中国の知識人のなかには日本の軍人精神から感銘を受
け、それを武士道と呼んだものがいた。彼らは同様の精神を中国において涵養したいと願った。このような
新思想は、中国において軍人の地位を高く評価することに貢献した。
　革命派たちは清朝を何とか打倒しようとしていたが、その方法は悩ましい問題だった。彼らのなかには、
軍隊の中に革命思想を広めようとする者もいた。中国の革命派にとってオスマン朝の青年トルコ蜂起の成功
は、良い先例と考えられていたであろう。武昌の軍官のなかに秘密裏に反清蜂起の企てが出てきて、それが
辛亥革命の導火線となる。
　清朝は無策ゆえにではなく、軍制改革を進めた結果として政権を失ったのである。

officials to organize the new army.
　Some Chinese intellectuals, including refugees and students in Japan, were impressed by the Japanese military 
spirit, which was often called Bushidō, and they wished to promote similar values in Chinese society. These types 
of new ideas contributed to the reevaluation of the status of military officers and soldiers in China.
　Revolutionaries were eager to overthrow the Qing regime. However, how to do so was a difficult question. 
Some of them tried to disseminate revolutionary ideals among the armies. It is possible that the successful revolt 
by the Young Turks in the Ottoman Empire was regarded as a good precedent by Chinese revolutionaries. Some 
officers of the army in Wuchang made a secret plan to revolt against the Qing. Thus began the Chinese Revolution 
of 1911.
　The Qing dynasty fell, not because of its lack of policy, but its attempt to reform the military system.
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　次に緑営がある。これは、かつての明朝の兵士を
再編したことに起源をもつ。全国に駐屯地が設定さ
れ、兵士の定員が定められた。地元社会に根ざした
治安維持軍とみるべき緑営も、19世紀後半以降の
戦争では大きな役割を果たすことはなかった。
　内乱が相次ぐ中で登場したのが、団練である。こ
れは、18世紀末以降、正規の軍事力を補うために
登場したもので、政権の認可のもと、各地の有力者
が自衛のために兵士を集めて反乱軍と戦おうとした
軍事力である。もともと対外戦争を想定して編成さ
れたものではない。また、19世紀半ば以降には、
これを応用して地域ごとに召募した兵力を、広域的
に移動させることが行われた。たとえば、李鴻章が
郷里で組織した淮軍は、太平天国の鎮圧の際に起源
があるが、その後、李鴻章の利用できる軍事力とし
て存続し、日清戦争の陸戦でも淮軍が主力となって
いた。
　以上のような清朝の軍事力は、確かに 19世紀初
頭のヨーロッパ諸国に比べれば弱体なものとも思わ
れ、また同時代の日本が武士による統治体制を作り
上げていたほどの組織力もなかった。しかし、それ
でもアヘン戦争ぐらいまでは、現実の課題に対応す
るのに大きな支障はなかったとも言えるだろう⑵。
　しかし、欧米の軍事技術は 19世紀の半ば以降、
大きく発展する。まず、外輪ではなくプロペラを用
いた蒸気船の進歩があった。そして、弾を後ろから
装填し、また発射時に弾を回転させるような仕組み
を施した銃砲の開発は、めざましいものがあった。
　このような技術の進展を目の当たりにして、それ
に追いつこうと努力したのが、李鴻章、左宗棠らの
官僚であった。彼らが重視していたのは、やはり蒸
気船の建造と銃砲・弾薬の製造である。李鴻章は、
技術導入の成果は必ずしも軍事にとどまるものでは
なく広く産業に応用可能と考えており、意欲的な導
入をめざしていた。その試みは、必ずしも順調に進
んだわけではなく、技術の達成度や自家製造コスト
を考えて船舶などを欧米から輸入したことも多い。
しかし何より困難だったのは、清朝の従来の統治体
制を維持したままで、その外側に新しい軍事体制を
構築するという不整合さであった。科挙を重視する
人材登用制度は文治を尊んでおり、軍人を卑しみ技
術を軽んじる価値観が根強かった。
　日清戦争における敗北を経て、清朝は新しい軍事
体制の構築を模索することになる。

Ⅱ・新軍の形成

　新しい軍制の要となるのは、組織の仕方にあっ
た。すなわち、歩兵・騎兵・砲兵・工兵・輜重兵と
いった兵科の区分を念頭に置きつつ師団や連隊など
に編成していくところに、組織上の新しさがあっ
た。加えて、操練の仕方についても西洋や日本の事
例に倣い、また新式の装備・兵器を導入することも
含まれていた。このようにして清朝末期に誕生した
新しい陸軍を、新軍と呼んだ。ただし、実態をみる
と過渡的な様相を示す事例も多かった⑶。
　日清戦争に清が敗北した 1895年、袁世凱は天津
の近辺で、新しい軍隊の編成を始めた。ドイツ軍人
を招いて教官としていた。また、同じく 1895年、
南京に一時的に駐在していた高官の張之洞も、ドイ
ツ人を教官として新式軍隊を作ろうとした。張之洞
は本来の任地である湖北省の武昌に戻るとき、その
軍隊の半ばを連れて行き、湖北でも新軍の強化に努
めた。
　義和団の戦争を経て、1901年、朝廷は全国に向
けて、既存の兵力を再編するように命じた。1904
年には全国に 36の鎮（日本の師団に相当）を設け
ることを命じた。その各々の鎮が一つか二つの歩兵
の協（日本の旅団に相当）を持ち、それがさらに歩
兵の標（日本の連隊に相当）に分かれるということ
が想定された。また各鎮には騎兵の標、砲兵の標、
工兵の営（日本の大隊に相当）や輜重兵の営が備わ
ることとされていた。この 36鎮の整備計画は、全
国一律の制度を構想したもので、その後、歩兵連隊
については全国の通し番号が付されたことが注目さ
れる。しかし、首都近辺をのぞいた地方については、
各省の財源に頼ることとされており、単に資金難か
ら編成が遅れるというだけでなく、その実態につい
ても古い兵力を形式的に改変したにすぎないという
ことがあった。
　そのなかでも、袁世凱の創設による北洋軍すなわ
ち第 1～第 6鎮は首都防衛の任にあって最もよく整
備されており、また張之洞が育てた湖北武昌の第 8
鎮も精鋭として名高かった。
　これらの新軍の編成にあたっては、兵士の資質の
向上にも大きな期待が寄せられた。旧来のことわざ
には「好い男は兵士にならない」というものがあっ
た。往々にして、まともな定職のない流れ者が兵に
なるものだというのが、通念だった。しかし、それ
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では、強力な統制の取れた軍隊はできまい。そこで、
身元が確かな者、そして識字能力のある者を、兵士
として採用することが目標とされた。
　実は、最も望ましいのは「徴兵」であるという意
見は根強かった。とくに同時代の日本の制度が模範
として意識されていたのである。しかし、中国には
住民の戸籍や名簿がない以上、日本と同様の徴兵検
査は不可能であった。そこで、兵士を募集する際に、
なるべく良い人材を集めるように努力するというの
が、現実的な対策だった⑷。
　また、士官の候補生についても、学校を設けて教
育する課程が整備されていった。士官を志望する者
が多く集まったのは、やはり科挙制度の廃止（1903
年）も大きく関係していたとみるべきであろう。軍
人になることが立身の途として認識されはじめたの
である。しかし、その前提として、軍隊についての
社会的評価ないし価値づけが高くなっていたことも
見逃せない。次にそのことについて考えてみたい。

Ⅲ・国民形成論と軍人イメージ

　近代中国の国民形成にとって言論面で大きな役割
を果たした人物としては、まず梁啓超を挙げること
ができる。彼は戊戌政変により、日本に亡命した後、
日本で自ら雑誌を編集・刊行し大量の論説を発表し
た。亡命言論人としての彼が取り組んだ最大の課題
は、主体的な意識をもつ国民を中国に如何にして作
り上げるのかということにあった⑸。
　その模索の中で、彼が強い印象を受けたのは、日
本人が徴兵に応じるときの覚悟の様子であった。東
京の上野を歩いていた梁啓超は、新兵の入営にあた
り、紅白の旗幟がたくさん立てられているのを眼に
した。そのなかには、「祈戦死」の三文字が記され
ているものがあり、彼は衝撃をうけた⑹。梁啓超は
そこに軍事を尊ぶ日本の気風を見出したのである。
　将官をめざして日本に留学していた蔡鍔は、
1902年の論文で、「軍国民主義」を中国に普及させ
ることの重要性を訴えた。彼によれば、軍国民主義
は、古代ギリシアのスパルタに起源があり、近代の
強大国に横溢している精神であって、ヨーロッパ人
は、女性や子供であっても、この理念を身につけて
いるというのである。そして、日本も戦争の風俗が
代々受け継がれており、子供や使い走りの者でも大
和魂の三字を誇りとしていると指摘した⑺。
　軍国民主義とは、国を守るという大義のために自

ら犠牲となる精神性を軸として国民意識の形成を図
ろうとするものである。ここからは、軍人こそが模
範的な国民であるという発想が容易に導かれよう。
　日本の陸軍士官学校に留学していた唐継堯は、勇
敢に前進して戦うことが勝敗に大きな役割を果たす
として軍隊における精神教育の重要性を唱えた。決
死の覚悟によって戦う精神があってこそ、中国の軍
隊も力を発揮することができるというのである。彼
は日露戦争時の日本人の自慢として、日本の軍隊は
決死の覚悟があり、だからロシアに勝利できたのだ
という主張に対して、日頃の精神教育が大切だとい
う理解を示している⑻。
　日本の武士道への関心も見られた。明治時代後期
の日本で流行していた武士道という理念は、決して
江戸時代に実際に武士が活動していた時代の発想そ
のままでなく、たとえば哲学者の井上哲次郎によっ
て明治時代の軍隊がもつべき精神として称揚された
ものであった。このような風潮を踏まえて、梁啓超
は、中国にも武士道の伝統を見出そうとして『中国
之武士道』（1904年）を編集した。これは中国古代
の事例から武士道にあたるものを選び出して、学校
の教科書として普及させようとしたものである。こ
の本の中では孔子すら武士道の先駆とされている。
そもそも当時の通念では、孔子は武ではなく文を代
表する人物であったはずだから、梁啓超の読みかえ
は大胆であり、強引ですらあった⑼。そこまでして
梁啓超は「尚武」（武を尊重する）の精神を中国に
導入したいと願っていたと理解してよい。
　軍人は、対外的危機の迫る時代にあっては尊重さ
れやすい。加えて、高い精神性をもち国民形成にお
いて模範となるべき存在として、軍人を価値づけよ
うとする発想の転換が見られたのである。
　しかし、そうすると軍人が守るべき国、模範と
なって率いるべき国とは何かということが、問われ
ることになる。単に、政府に雇われているからそれ
に忠誠を尽くすというだけでは済まなくなるだろ
う。そこに迫ってきたのが、革命への誘いであった。

Ⅳ・軍隊の革命へ

　清朝打倒の政治的立場は、ひとつには満洲人の王
朝を排除して漢人が政権を握るべきだという主張
と、もうひとつは皇帝制度を廃止して共和制の国家
を作るべきだという主張が合わさっていたといえる。
　満洲人だから打倒すべきという前者の主張は、民
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族に基づく国家形成という国民国家の理念が背景に
あり、満洲族と漢族とは異なる種族であるというこ
とを強調することになった。
　皇帝制度の廃止は欧米の政治思想の影響から出て
きた主張といってよい。しかし、その当時、君主制
をとる有力な国は、イギリス、ドイツ、ロシア、日
本など多数存在していたのであり、なぜ皇帝が不要
なのかは、それほど自明のことではなかった。
　満洲人皇帝を維持したまま、漸進的に立憲体制の
導入をはかり、また満洲人と漢人の矛盾を緩和して
いくという穏健策を展開した論者が、梁啓超であ
る。これに対し、清朝打倒の政治的主張を明確に示
したのが、革命派であった。あるいは、彼らは革命
という言葉を採用することによって、その過激な政
治的立場を表現しようとしたというべきかもしれな
い。革命の主張について理論化をはかった人物は何
人かいて、梁啓超と論戦を繰り広げた。
　わかりやすい言葉で革命の主張を宣伝した人物と
して第一に挙げるべきは、孫文である。孫文は、相
手に応じて巧みな弁舌をふるい、自分の仲間に引き
入れていく、まさに天性の革命家であった。また、
満洲人打倒と皇帝制度の廃止を組み合わせただけで
なく、将来に来るべき経済格差拡大に備えるという
視点も備えていた。1905年の東京において、革命
派の大同団結のため中国同盟会が結成されると、孫
文がそのリーダーに選ばれた。
　しかし、問題はどうやって清朝を倒すのかであっ
た。孫文が最も力を入れていたのが、広東や雲南と
いった南の辺境地域で武力蜂起を起こすことだっ
た。資金や武器の入手は華僑や外国人の協力者に頼
り、同志を募って事を起こすのである。しかし、孫
文の一派が何度にもわたる武装蜂起を試みたもの
の、すべて失敗に終わった。
　また、革命派は要人暗殺にも目を付けた。19世
紀ロシアのナロードニキが暗殺を政治的手段として
いた先例が、大いに参照されていた。要人暗殺の試
みのほか、自爆テロやクーデタまがいの地方高官の
殺害もあった。既遂・未遂の暗殺事件は連続したが、
清朝の政治体制が大きく動揺することはなかった。
　そこで、浮かび上がったのが、武力を掌握してい
る新軍に働きかけて、これを反乱に誘うという方式
であった。これについては、同時代のオスマン朝に
おける青年トルコの事例が示唆を与えていたと私は
考えている。青年トルコの運動とは、1908年、オ

スマン軍の将校が決起して憲政の復活を求め、つづ
く 1909年には専制的なスルタンを交替させたとい
うものであった。革命派知識分子の論客であった胡
漢民は 1910年の論文で、その蜂起と政変について
説明したうえで、中国の軍人も革命に加わるように
訴えた。軍人は自覚を高め、本来の天職とは民を護
り国を保つことにあると知り、清朝の手先となって
同族の漢人を抑圧するのをやめて、革命に立ち上が
るべきだというのである⑽。
　もちろん、軍人は清朝に忠誠を誓っているはずの
立場にある。しかし、内心では清朝に政権担当能力
が無いと判断して、清朝を見限ろうかと考える者も
出てくる。そのような軍人にとって、革命のイデオ
ロギーは、清朝への反逆を自己正当化するために、
受け入れやすいものだったと考えられる。
　実際に、革命思想は軍隊内で広まっていった。各
地の軍ごとに広まり方の程度にどのように違いが
あったのかは、よくわからない。軍隊内の革命宣伝
とは、そもそも秘密の活動であるから史料は残りに
くく、個々の軍人にとっては心中の逡巡があったで
あろうから、革命思想の伝播について確実な議論を
するのは難しい。しかし、決然と革命をめざすグ
ループが軍隊内に生まれたとは言える。
　1911年 9月、武昌の第 8鎮のなかの革命グルー
プは秘密裏の会合で蜂起を計画した。多少の手違い
も経ながら、結局、10月 10日には新軍内の革命派
が蜂起し、たちまち湖北に共和制の地方政権を作っ
てしまった。そして、他の省も次々にこれに呼応す
ることで、清朝の政治体制は瓦解していったのであ
る。

むすびにかえて

　清朝は、科挙を廃止し、新軍を整備していったが、
そのような意欲的な改革こそが革命を準備したとい
える。必ずしも清朝が無為無策だったから打倒され
たわけではない。
　清末の軍制改革は、軍人を名誉ある職業に押し上
げた。国難に主体的に立ち向かい、犠牲をおそれず
大義を果たすという精神が強調された。しかし、こ
の価値観は、君主への忠誠と一致するとは限らず、
清朝の政権維持にとっては危険性をはらんでいた。
そこを巧みについたのが、革命派であった。
　しかし、清朝打倒後の政権づくりについて、革命
勢力は大した腹案を持っていなかった。しかも、革
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命政権が南方の各省に成立した後も、清朝の政権は
北京に存続していた。そして、清朝側の主要軍事力
である北洋軍を掌握していたのが、袁世凱であっ
た。革命グループで孫文に次ぐ権威を持っていた黄
興は、袁世凱を共和制の支持に寝返らせようとし
た。黄興が袁世凱にあてた書簡には、袁世凱をワシ
ントンやナポレオンとして推戴したいという言葉が
ある⑾。結局のところ、その方向で話は落着してい
き、清朝は政権の座から降りて袁世凱が新しい中華
民国の政権を担うことになった。
　こうして、辛亥革命では軍隊の動向こそが事態を
大きく動かした。しかし、その後に成立した袁世凱
政権も、全国の軍事力を完全に掌握することはでき
なかった。このような状況のもと、中華民国の政治
において軍人たちが大きな役割を果たすことになっ
たのである。

注
⑴　Edward J. M. Rhoads, Manchus & Han: Ethnic Relations 

and Political Power in Late Qing and Early Republican 
China, 1861-1928, Seattle, 2000. 厳密に言うと、辛亥革命
後も 1920年代まで旗人には給付がなされ、その身分があ
る程度は保障されていた。

⑵　アヘン戦争については、横井勝彦『アジアの海の大英
帝国── 19世紀海洋支配の構図』（同文館、1988年）、吉
澤誠一郎「ネメシス号の世界史」（『パブリック・ヒスト
リー』10号、2013年）参照。

⑶　羅爾綱『晩清兵志』第 4巻「陸軍志」（中華書局、1997
年）。波多野善大『中国近代軍閥の研究』（河出書房新社、
1973年）。Ralph L. Powell, The Rise of Chinese Military 
Power, 1895-1912, Princeton, 1955. Edmund S. K. Fung, 
The Military Dimension of the Chinese Revolution: The New 
Army and Its Role in the Revolution of 1911, Canberra, 1980.

⑷　この試みの具体的様相については、星加美沙子「江蘇
好男よ、応徴せよ！──清末江蘇「徴兵」を事例に」（『お
茶の水史学』58号、2015年）参照。
⑸　吉澤誠一郎「梁啓超──国家主義と世界主義のはざま
で」（原田敬一ほか編『講座東アジアの知識人［2］近代
国家の形成』有志舎、2013年）。

⑹　任公〔梁啓超〕「飲氷室自由書 祈戦死」（『清議報』33冊、
1899年）。

⑺　奮翮生〔蔡鍔〕「軍国民篇」（『新民叢報』1号、1902年）。
⑻　唐継堯「論中国軍隊急宜注重精神教育」（『武学』3期、

1909年）。
⑼　吉澤誠一郎「清末中国における男性性の構築と日本」
（『中国─社会と文化』29号、2014年）。
⑽　漢民「就土耳其革命告我国軍人」（『民報』25号、1910
年）。
⑾　湖南省社会科学院編『黄興集』（中華書局、1981年）、

82頁。

Abstract
　The French revolution demonstrates a paradoxical relationship between war and politics. On the one hand, it 
was based on peaceful principles. On the other hand, its universalism extended beyond its borders, and conse-
quently France declared war.
　We show the complex relationship in this report by analyzing the following five points:
1) The integration of the French revolutionary war into a longer war, the second Hundred Years’ War between 
France and England for hegemony in the Atlantic Ocean, Africa, and Asia; 2) A reminder of the dimension of con-
flict in the Republic’s break with the Old Regime; 3) A revolution cannot be considered as an event of internal 
politics but, to enter a process of stabilization, it must be diplomatically recognized by the countries that surround 
it; 4) The introduction of the phenomenon of democratization in the revolutionary war through the invention of 
the “citoyen-soldat,” who places the army at the heart of the political process. The importance of the army ensured 
Bonaparte’s seizure of power and the invention of a new military dictatorship; and 5) Recognition of the close 
links between wars of independence and revolutionary wars.

Revolution, War of Independence, and War of the Republic

Pierre Serna
Translated and summarized by Kobo Seigan and Toki Masuda
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序

　フランスは戦争と政治の間に逆説的な関係を築い
たが、それはフランスの現体制の産みの親であるフ
ランス革命の時期に形成された。一方で、フランス
革命は、1790年 5月 22日に憲法制定議会の議員ら
が議決したように、平和主義的な原理に立脚してい
る。とはいえこの原理は世界主義的なものでしかあ
りえず、それは世界に向けた平和宣言であった。他
方で、フランス革命の諸原理の普遍主義は国境を越
えて伝えられ、その結果、周辺国では民衆運動が引
き起こされ、フランスではフランス人のパトリオッ
トが外国のパトリオットを助けようという意思を表
わし、外交上の緊張関係がエスカレートし、そして
最終的に 1792年 4月 20日の宣戦布告に至った⑵。
　この戦争の解釈については歴史家の間で長い論争
があった。ある歴史家たちは状況論を重視し、周辺
君主国や亡命貴族によってフランスは戦争に巻き込
まれたと主張した。別の歴史家たちはフランス革命
自体がヨーロッパの秩序との対立を内在していたと
主張した⑶。とはいえこうした議論は 18世紀の他
の諸戦争を忘れ、特にフランス革命戦争をアメリカ
独立戦争から切り離す見方に立っている。私はこの
見方には反対で、以下に示す諸点を考慮に入れるこ
とを通して、歴史をそれが持つ複雑さを損なうこと
なく考察したい。
　1　フランス革命戦争を大西洋・アフリカ・アジ
アにおける覇権を賭けた第二次英仏百年戦争の中で

捉えること。
　2　共和政は旧体制の世界と決別するという点に
おいて争いという要素を内包していたことを再確認
すること。それは、共和政は共和政だから戦闘的で
あったという意味ではない。そうではなくて、共和
政はヨーロッパの新しい秩序の中で自らを認めさせ
かつ認められなければならなかったから、戦闘的で
あった。
　3　そもそもあらゆる革命は一国内の政治的事件
としてはみなされ得ない。それは新しい秩序を定着
させる過程において周辺国からの外交的な承認を必
要としている。それがないと内乱の芽がいつまでも
そこにとどまり続けることになるからだ⑷。
　4　革命戦争は市民＝兵士の発明によって民主化
という現象を導くが、そのことが軍隊を政治のプロ
セスの中心に位置づけることになる。軍隊の重要性
はボナパルトによる権力の奪取まで、つまり軍事独
裁の発明まで続いた⑸。実際、戦時下にある共和国
にとってのリスクは戦争が軍部の自立を生むことに
ある。軍幹部は自らの命令を共和国に課すため共和
国の権力を奪う。カエサルやクロムウェルの事例が
頭を離れなかった議員たちは、1792年以来、この
危険を意識し続けていた⑹。
　5　革命戦争の論理から独立戦争の波が生まれた
こと。アメリカ独立戦争のモデルをバージョンアッ
プさせつつ、フランス革命はヨーロッパに民族自決
の文化（culture des nationalités）を示した。それは
アイルランド、プロイセン、イタリア、スイスと、

革命、独立戦争、共和国の戦争⑴

ピエール・セルナ　著
西願広望　増田都希　抄訳

要　　旨
　フランス革命は戦争と政治の間に逆説的な関係を築いた。一方でフランス革命は平和主義的な原理に立脚
した。他方でその普遍主義は国境を越え、戦争が起きた。
　本報告ではこの戦争と共和政との関係を、以下に示す諸点の分析を通して、明らかにする。①フランス革
命戦争を大西洋・アフリカ・アジアにおける覇権を賭けた第二次英仏百年戦争の中で捉えること。②共和政
は旧体制の世界と決別するという点で争いという要素を内包していたことを想起すること。③そもそもあら
ゆる革命は一国内の政治的事件としては見なされ得ない。それは新しい秩序を定着させる過程において周辺
国からの承認を必要としている。④革命戦争は「市民＝兵士」の発明によって民主化という現象を導くが、
そのことが軍隊を政治の中心に位置づけることになる。軍隊の重要性はボナパルトによる権力の奪取、つま
り新しい軍事独裁の発明に至った。⑤革命戦争と独立戦争の密接な関係を理解すること。
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フランス革命の諸原理との衝突から生まれた。また
フランスの植民地、特にサン＝ドマングでは、黒人
の解放とその後のナポレオンによる奴隷制の復活が
1804年のハイチ共和国創設へと至る独立戦争を導
いた⑺。
　従って戦争は政治の外側にある一部分ではなく、
革命の心臓である。
　そうであれば、フランス革命戦争についての考察
は日本の大学人にとっても無関係ではないだろう。
明治という大規模な社会変革の過程が何であったか
と言えば、その目的は国の独立を守ることであり、
諸国民にそれを認めさせることであった。私は、日
露戦争の勝利はその国際的な反響と起きたばかりの
事柄の重要性をヨーロッパに意識させたという点
で、日本の独立を保証する勝利としてみなされ得る
と思う。
　しかしあらゆる軍事的勝利はもしも軍人に多大な
権限を与えるなら、社会的民主的変革にとって一つ
の危険となる。

Ⅰ　戦争と共和政

　18世紀の教養ある人々は、戦争が市民的徳を養っ
た古代ギリシア・ローマの事例、そして内戦が続い
た 15世紀から 16世紀のイタリアの事例から、戦
争と共和政には確かな結びつきがあるという考え方
を持っていた。またそれは、もう少し最近にあった
オランダ共和国とイギリス共和国の誕生、そして本
当に間近にあったアメリカ合衆国の歴史によって確
認されていた。主権在民の共和政において市民が国
家の防衛にあたるのは当然だった。
　しかしそこにはまたもう一つ別の考え方があっ
た。それが人権原理に基づく共和政こそが戦争から
市民共同体を守るというものであった。恒久平和は
共和政によってこそ成され得る。この視点によれ
ば、君主制とは戦争以外の何物でもなかった。ル
ソーによれば、国王は平和の担い手となるには程遠
く、自由を侵害する戦争と殺戮の長にほかならない。
　これら共和政と戦争をめぐる二つの考え方から、
共和政の望む平和の構築のためには戦争が必要であ
り、そこでの勝利の和平のみがヨーロッパの外交を
革命的に変えるという主張が生まれた。ただこの平
和は徹底的な戦争と表裏一体にあるとされた。国王
は自分の王位については如何なるリスクも負わず、
領地の一部を担保にすることで戦争に負けることが

できた。しかし共和政ではそのようなことは許され
ない。共和政の戦争は「勝利するか、死ぬか」しか
ない。これが『百科全書』を執筆したジョクルの結
論であった。

Ⅱ　内戦

　フランス革命戦争とは何であったのか。冷戦期、
ハンナ・アレントはフランス革命戦争とアメリカ独
立戦争とを切り離して考えた。彼女によれば、前者
は何よりもヨーロッ内戦という側面を持つ。そして
これは 20世紀の共産主義革命において「世界中で
猛威をふるう内戦」へとかたちを変えた⑻。
　かくして内戦についての考察が進んだが、近年の
研究では内戦を政治の継続と捉え、古典的戦争を戦
場に持ち込まれたイデオロギー闘争と捉える試みが
ある⑼。しかし戦争は革命において起きるからこそ
内戦となるのだ。ゴヤが描いたスペインにおける民
衆と軍隊の対立、スペイン人同士の対立を想起すれ
ば十分である⑽。従来、戦争は王朝間の同盟と外交
によって規定され、限定的なものとされていた。そ
れに比べ、革命期の人々は内戦という戦争の新し
さ、何よりもその執拗さと激しさを理解していた。
とはいえ旧体制期にも内戦は存在した。それが極め
て暴力的であった宗教戦争であった。1799年のト
スカナとカラブリアの反革命蜂起「ヴィヴァ・マリ
ア」は「新しい戦争」の複雑さを教えてくれる⑾。

Ⅲ　勝利の組織

　さて 1792年にフランス革命が直面した戦争は客
観的に見て勝てるはずのない戦いだった。例えばロ
バート・パーマーはある著作において革命政府の戦
争努力に言及し、「補給物資を担当する官僚から上
級将校や下級士官に至るまでの、戦争を組織化す
る」文化について指摘した⑿。このパーマーの著作
は 1940年に書かれている。つまりパーマーは第三
共和政が崩壊してペタンがナチスに協力を始めるの
を見ながら、アメリカの民主主義者としてそして共
和政を擁護する者として、フランスの道徳的敗北を
理解できないと嘆きつつ、フランスが 1793年とい
うもっと悲惨だった時、どのように抵抗したのか、
思いを馳せたのである。
　やや挑発的であることを承知のうえで、1792年
から 1799年までのフランスの勝利をリアルに感じ
るために「もしもの歴史」を試してみよう。もしも
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イラクがアメリカを中心とする NATO連合軍に大
勝をおさめたとしたら。勝つのは確実だとされてい
た同盟軍をフランスは打ち負かし、不可能を可能に
したと考えるのはそれほどおかしなことだろうか。
　ところでマルク・ブロックも革命戦争を念頭に本
を書いた。1940年 5月から 6月、フランスが瞬く
間に敗北したことへの驚きから生まれた彼の『奇妙
な敗北』の斬新さはそこにあるのではないか。その
150年前、数十名の委員、数百人の議員、数千人の
将校、数万人のパリ・地方住民、数十万人の兵士が、
負けるはずの戦いに勝利した⒀。60以上の県が離脱
している以上、総力戦とは到底呼べず、僅か 12名
の公安委員会の委員と彼らを支持した少数派フラン
ス人がもたらした勝利である。そしてそこには経
済・社会・政治・戦略地勢学的な動員の観点から
言って、トータルなアンガジュマンを可能にする空
間があった。
　戦争のこの側面は大勝利を得るためにはできる限
りの市民を戦闘行為に巻き込み、社会を「軍事的に
する」必要性を明らかにした。但しこれは二つのリ
スクを伴う。一つはフランス人を市民＝兵士どころ
か政治的役割を担う軍人にしてしまうリスク、もう
一つは共和政的な連帯によって育まれる穏やかな習
俗が損なわれるリスクである。まさにそれを国民教
育について考察したフランソワ・ド・ヌシャトなど
は懸念したのであった。

Ⅳ　戦争文化

　ジャン＝ポール・ベルトとアラン・フォレストは
軍隊と社会の関係についての研究の中で⒁、18世紀
末、特にナポレオン帝政の経験の後、軍人の習俗は
市民社会に伝染したのではないか、という問題を提
起した⒂。この問題は共和政と戦争との関係から考
察すべきであろう⒃。確かに、祖国は危機にあり、
専制君主たちの闇の力に脅かされ、それ故、常に戦
争状態にあるとされ、その結果、兵士自身さえもが、
自らを、無秩序で腐敗堕落した民間人に対して共和
政の倫理を守る任務を負っていると感じる、そのよ
うな価値観が戦争によって発明された⒄。かくして
共和政は武装したアテナのアレゴリーや、命を捧げ
た少年兵士の魂とともに表象された。ますます増幅
するイメージ、祖国愛、議事堂で高まる熱狂、勝利
の知らせは、新聞や版画によって広められた⒅。そ
してこの戦争文化、この共和政のイデオロギーが、

持続的に祖国の表象モードを変え、国民の誕生を語
る⒆。その国民のために尽くした軍人が共和主義者、
即ち勝利者、即ち英雄とされる⒇。
　近年、アニ・クレパンは徴兵制の歴史において
「全体化（totalisation）」の問題を再考し、軍隊的な
文化の浸透について言及した。その際、彼女は「継
続的戦争（guerre continuelle）」という概念を用い
ることで、戦時のみに集中する盛り上がりではなく
て、長期的な戦争の組織化を分析した21。確かに紛
争の続いた時間を考慮に入れることは大事である。

Ⅴ　  アメリカ合衆国と姉妹共和国と
ヨーロッパ連邦

　ここで時間軸について考え直してみよう。まず七
年戦争からナポレオン戦争までという、中期的な時
間軸を設定する。この時期、主権をめぐる戦争が次
から次へと生まれ、共和政の戦争が誕生した22。そ
の原型がアメリカ独立戦争である。
　次に 1792年から 1802年という、より短期的な
時間軸を設定する。フランス共和国の戦争のあった
時期である。この内の総裁政府期にはフランス周辺
に姉妹共和国ができた。こう捉えると、戦争から生
まれたアメリカの連邦制と姉妹共和国の構築との関
係を問うことがそれほどおかしなことではないよう
に思えてくる。この点を念頭に置いて、もう一度、
共和政と戦争について考え直してみよう。
　戦争の中で、共和政は一つの祖国、即ち一つの国
民、を発見した。幾つかの価値・原理をみんなで実
現していこうとする国民である。しかしフランスの
戦勝はボナパルトの軍事独裁をもたらした。かつて
ロベスピエールが予感したことが現実になった。即
ち共和政は死の危険を冒して征服戦争をおこなう
が、勝利したところで将軍支配のもとで死ぬ23。勝
利の中で、共和政は自らの墓掘り人を発見したので
ある。実際、アメリカに旅したヴォルネイも勝利の
リスクに言及していた。
　しかしその一方で 1795年以後、フランスは共和
政と戦争との関係を再考しつつ、戦争の新しい意味
を探していた24。というのも 1796年から 1797年の
戦争で勝利した結果、「正当防衛としての戦争」や
「危機にある祖国」といった観念に頼れなくなった
のだ。解決策は三つあった。①共和国フランスが一
人の将軍の率いる帝国となる。②これまでの外交慣
例に従い、征服した領地を交渉のカードとして用い
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る。③真の姉妹共和国を発明する25。
　ただ外交問題は国家間レベルでのみならず、市民
レベルでの問題でもあった。つまり市民が体制の本
質を受け入れる政治化の問題でもあった。それは
ヨーロッパ全体とかかわる訳で、特にベルギーとイ
タリアの宗教感情には配慮が必要であった。また植
民地も無関係ではなかった。アンティル諸島で戦争
は極めて重要な問題であった。何故なら戦争は黒人
を解放すると同時に、共和国軍への入隊、さらには
将校への昇格によって黒人の同化に寄与したからで
ある。確かにその後、ボナパルトがフランス軍から
黒人将校を排除して、中央から監視できる画一的な
空間の支配モデルを作ることで、黒人の同化にス
トップをかけてしまうのだが26。
　ところで実はもう一つ解決策があった。それがア
メリカ合衆国にならったものである。即ち単一の
ヨーロッパ連邦共和国を創設する。総裁政府末期、
民主共和派のマテオ・ガルディは共和政の戦争の最
終目標としてこの連邦案を唱えた。彼はヨーロッパ
の姉妹国ばかりかアメリカ合衆国も含む大連邦制を
主張した。ブリオやバレールもそれぞれヨーロッパ
連邦を夢見た。それは実現しなかったのだが27。た
だそもそも戦争に意義があるとすれば、各国が和平
に向けて話し合うための議場を提供すること、この
一点であった。それが失敗に終わった時、18世紀
的教養を身につけた共和主義者は、ヨーロッパの未
来は諸国家の共和政的連合体にしかないと確信し
た。それだけが平和の保証であった28。バレールの
『海洋の自由（Liberté des mers）』は自然法を実定法
に転換したものを下敷きにしたヨーロッパ連邦計画
書であるが、全加盟国によって同意されるべき、憲
法の起草、社会的正義の原則、奴隷貿易の廃止、商
業の均衡ある分配が自己防衛システムの一環として
位置づけられた相互防衛協定であり、よく練られた
ものである。

結び

　1789年、独立戦争という全く新しいジャンルの
戦争としての革命が始まった。旧体制において周縁
に位置したにもかかわらず本国からの独立を勝ち取
り、世界を再生する条件を生み出した事例になら
い、フランス革命は解放を実現した。実際、フラン
スでは 1770年代から反乱状態が続いていたが、
ヴェルサイユという中心に抵抗したのは周縁であっ

た。フランス人は未だにアルジェリア人が「革命」
と呼ぶものを「独立戦争」と呼び、両者を結びつけ
ることを拒むが、革命とは独立戦争なのではなかろ
うか。
　今日、病に瀕したヨーロッパ大陸を救う唯一の策
は、革命、独立戦争、ヨーロッパ共和国連邦を関連
づけて考えることである。野蛮で放縦なグローバル
化社会を生き、その被害を蒙りながらも、失われつ
つある平等を再建することで民主化を果たすため、
必須の課題である。
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質疑応答（一部要約）

編者前言
　笹部・吉澤・セルナ三氏の報告の後、質疑応答が
一時間あまり行われた。以下の記録は、当日に司会
を務めた編者がその模様の一部を再現したものであ
る。質疑応答は、三氏への個別質問が五つ（笹部氏
一つ、吉澤氏一つ、セルナ氏三つ）と共通質問が三
つ行われたが、ここでは紙幅の都合により、取り上
げた質問は個別・共通ともに二つずつにとどめた。
またその記述も要約的なものにせざるをえなかっ
た。これらの点について、編者としてあらかじめ読
者のご寛恕を請う次第である。（鈴木直志）

セルナ氏への質問：フランス革命戦争で動員された
兵士は、どの程度パトリオティズムに裏打ちされ
ていたのでしょうか。日本の農兵の場合のよう
に、上からの命令への単純な服従、身分上昇への
期待、何らかの利益的打算も少なくなかったので

はないでしょうか。
セルナ：たしかに、サンキュロットがいっせいに押
しかけて、それによって皆がパトリオティズムに
駆られ、革命戦争に勝利したというのは純然たる
神話でしょう。それはむしろ、カルノーによって
練られた入念な戦術であったと言わねばなりませ
ん。
　　1792年 7月［編者註：「祖国は危機にあり」宣
言時］、国民衛兵を母体として義勇兵が数多く集
まりました。しかも国境線に近づけば近づくほ
ど、志願者の数は増えました。これはパトリオ
ティズムの現れと見てよいと思います。しかし、
同年秋の戦勝後に彼らは地元へ帰ってしまいまし
たので、彼らは軍人のカルチャーを身につけな
かっただろうと思われます。また翌 93年の三〇
万人募兵の時には、これを拒否する者が一定数い
ました。これに加えて脱走兵の割合なども考慮す
るなら、やはりパトリオティズムですべてを説明
するのは無理と言わざるをえないでしょう。



158

早稲田大学高等研究所紀要　第 8号

セルナ氏への質問：セルナさんのいう「共和政」は
ポジティヴな印象が強すぎるように思います。例
えば、1990年前後に注目されたドイツの「共和
党（Republikaner）」はしばしば極右政党と見な
されましたし、今日のアメリカの共和党も保守
的、反リベラル的傾向が強い。いずれもセルナさ
んのいう「共和政」と大きく性格を異にしていま
す。はたして「共和政」はそれほどポジティヴな
概念なのでしょうか。
セルナ：大変おもしろい質問で、これにお答えでき
るのを嬉しく思います。私は「言葉の罠にはまり
たくない」と考えています。つまり、言葉は言葉
として存在し、現実は現実として存在するので
す。我々は歴史的現実を現代の言葉で理解しよう
としますが、それでも理解できない現実もありま
す。極右と見なされた人々が共和政という言葉を
使ったとのことですが、言葉と現実が相反する事
例は歴史上、無数にあります。言葉は好きなよう
に使ってよいのです。ただ、その言葉を越えた現
実がどうだったかという点を見なければ何も言え
ないのです。表面的な言葉だけにとどまっていて
はなりません。

三氏への質問：軍（人）の社会的位置づけの変化と
革命（政体転換）との間には、どのような関係が
あったのでしょうか。また、徴兵制と民主主義（国
民の政治参加）の関係をどのようにお考えでしょ
うか。
笹部：この質問に答えるためにはもう少し後の時代
までお話せねばなりませんが、今日の報告との関
連に限定していうなら、幕末という時代は、武士
の本来の業務である戦いに一部の農民が加わると
いう特殊な時期でした。元来、戦時の農民は人
夫・軍夫といった運搬業務を担当しましたが、幕
末という混乱期には戦うことをも求められたので
す。農兵はこのようなイレギュラーな状況の産物
であり、それゆえ社会に根づくこともないまま、
明治期には軍制全体が根本的な再編成を遂げるこ
とになります。したがって、私は近世の軍制と近
代の軍制の間に基本的には連続性はないと考えて
います。
吉澤：報告でも紹介しましたように、中国インテリ
の中では、20世紀初めあたりから軍事や軍人を
尊ぶ風潮が非常に強くなってきます。しかし、こ

のことと皇帝制度の廃止とは必ずしも直結したわ
けではありません。たしかに清朝は軍人の蜂起に
よって倒されましたが、政体転換と軍人の社会的
評価の上昇とは不可分の関係ではないのです。
　　また政体の問題だけでなく、軍事はお金の問題
とも密接に関連しています。清末の軍制改革は各
地域の財政的自弁を出発点にしていました。財政
権が中央政府と各省とに分かれていて、それと軍
事力とがある種対応するかたちで中華民国の複雑
な政治情勢が作られていった。私はそのように考
えています。
セルナ：軍隊と革命の関係を考えるとき、私は共和
主義に対して安易な楽観視をしているわけではあ
りません。というのも、共和国はつねに軍の独裁
を恐れていて、実際 19～20世紀のフランスは、
ブーランジェ、ペタン、ドゴールといった軍人絡
みのクーデタを経験したからです。こうしたクー
デタは共和国にとって脅威だったわけですが、他
方で混乱を収める救世主的側面もあり、両義的で
す。
　　革命はたしかに人々に武器を与え、彼らを軍人
にしました。しかしその一方で、革命後はすぐに、
彼らを非軍人化する必要がありました。反権力を
掲げた彼らの反乱を恐れたからです。共和国のた
めに戦うというカルチャーを人々が身につけるま
でには、長い時間を必要としました。フランスで
は百年以上かかったといってもよいでしょう。あ
る歴史家は、戦う市民を作るためには①教育、②
道路交通網の整備、③軍隊が必要であると述べま
したが、その通りで、これには長い時間と労力を
要するのです。

三氏への質問：「軍隊」という角度から日中仏の革
命を照射するとなると、三国それぞれにおける革
命前の軍事制度、革命の過程における軍事状況と
いうミクロ・ローカルな要素を踏まえねばならな
いため、ナショナルヒストリーの相対化を行うの
はやや難しくなってしまうのではないでしょう
か。比較からどのような考察が展望できるのか、
見えてくるものをお示しください。
笹部：私は、幕末維新期の政治変動・社会変動を
「革命」として説明する立場をとりません。もち
ろん、ナショナルな次元から見ればドラスティッ
クな変化は見られますが、今回取り上げた鳥取の
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国際シンポジウム「革命と軍隊─明治維新、辛亥革命、フランス革命の比較からみえてくるもの─」（An International Symposium on “Revolutions 
and the Military: A Comparative Study of the Meiji Restoration, the Chinese Revolution in 1911, and the French Revolution”報告要旨

事例に則すなら、それは後発的なかたちで社会の
動きに連動していたということになります。また
日本国内でも地域偏差が著しいため、その多様性
を無視して一義的に理解するのは難しいように思
います。当時の政治指導者たちは、この多様な地
域性を調整する役割を果たしていたのではないで
しょうか。そして、立ち上がったばかりの明治政
府もこの課題を引き継いでいったものと思われま
す。
吉澤：辛亥革命を理解するためには、同時に明治維
新やフランス革命も深く理解しなければなりませ
ん。なぜなら、20世紀初頭の中国の知識人たち
にとって、これらの革命的事件がよい先例として
であれ、悪い先例としてであれ、自国の政治変革
のためのモデルとして強く意識されていたからで
す。同時代の政治変動もまた、彼らに大きな影響
を与えました。オスマン朝の青年トルコ運動や、
1910年のポルトガル革命がそれです。中国知識
人たちはそれらも参考にし、議論していたので
す。それゆえ、辛亥革命は中国だけに限定された
孤立的な事例と考えるべきではありません。世界

の様々な政治変革との関連の中でとらえる必要が
あります。
セルナ：比較史は単純化や矮小化に陥ってはならな
いと思います。歴史の豊かさを損ねてはなりませ
ん。例えば、ミクロヒストリーに立ち返ることが
必要でしょう。そうすれば、ナショナルなレベル
にとどまる必要はなく、ローカルな次元にまで降
りてゆく作業がいかに重要であるかを再確認でき
ます。ただその一方で、各々のナショナルなモデ
ルを突きあわせ、比較する作業もやはり必要で
す。その際、革命や反乱を研究する歴史家は複眼
的な見方を備えるべきだと思います。例えば、グ
ローバルヒストリーは商業の発展や自由貿易に注
目し、砂糖やコーヒーの流通を通じて世界が一つ
に結ばれてゆくという「いいことばかりの歴史」
を描きますが、他方で砂糖やコーヒーの歴史は奴
隷制の歴史に他ならないのです。グローバルヒス
トリーのこのような裏面に注目し、対抗する歴史
モデルを構築してゆく、そうしたことに私はとて
も興味があります。
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