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常用漢字と墓誌銘の字体
はじめに
第１部・第２部・第３部において、墓誌と墓誌銘の基本的な分析、墓誌の内容に関する検討、墓誌銘
の筆跡についての観察を行ってきたが、第４部においてはそれらによって明らかになった墓誌や墓誌銘
の内容が、教育とどのような関係があり、将来的にどのように生かすことができるのかという問題点に
ついて考えてみたいと思う。
まずは、常用漢字についてその歴史を考えてみたい。常用漢字は、戦後それまで使用されていたいわ
ゆる「旧漢字」を簡略化しできあがったものである。総論的な評価としては、現代教育において旧漢字
よりもはるかに効率的に吸収することが可能となる改革であったと言ってよかろう。しかし、戦後の急
速な改革の端緒は、米国によるいわば「外圧」によって進行されたものであり、日本人の積極的な取り
組みにより始められたとは言い難い。漢字改革だけではないが、戦後の種々の教育改革に影響を与えた
ものは、『第一次米国教育使節団報告書』である。戦前にも漢字を制限しようという動きはあったもの
の、仮名遣いや送り仮名に関して猛烈な批判があり、有効的実施には至っていない。膨大な旧漢字を整
理・限定し、ある定められた枠内の漢字で教育を行うという画期的な方法は、この報告書なしではあり
得なかったのではないかと感じている。
しかし、教育に使用する漢字を制限するということについては、すぐにそのような方針が打ち出され
たのではなく、
『報告書』には「漢字・仮名を廃棄し、一種のローマ字を採用する」ことが要望された
のである。いわゆるローマ字論については、使節団の言い始めた事ではないが、当用漢字制定の背景に
は、報告書のこれらの意見が反映されている事は疑いようもなく、当用漢字を修正してできた常用漢字
について知るには、この「国字のローマ字化」について考えることが肝要であろう。
次に、墓誌銘の筆跡と教育に関しての関わりとして、現在教育現場で使用されている常用漢字と繋が
りが見られるかという点について検討する。繋がりと言っても、直接的に関連性があるわけではない。
ただ、漢字は古代社会においては大きく書体を変化させてきたが、楷書が成立して以降、どの時代の人
間でも理解できる一定の文字構造を保有してきた。日本においては、中国あるいは朝鮮半島から漢字が
伝えられ、種々の記録文書が残されていることは言うまでもない。今から何百年も以前の文字が、現代
人に理解できるということは、
「漢字の優秀な伝達性」を証明することがらである。
楷書という書体に視点をあててみると、日本の歴史上公式な書体とされたのは、比較的新しい時代に
なってからの事である。ここには、旧字体から新字体への移行という大きな課題の克服があったのであ
るが、これに先導的な役割を果たしたのは、政府であったといってよいであろう。
一方で、基準として使用されている常用漢字は、成立時期は新しいがその字体そのものは南北朝時代
の墓誌銘に共通する文字が多く含まれている。
本章では、墓誌・墓誌銘と教育の接点として、常用漢字と同じ文字構造のものがどのくらい見られる
1

『愛媛大学書道研究』第７号
のか確認してみたいと思う。

１

常用漢字制定までの歴史的経緯

（１）漢字制限の歴史
あまたある漢字の中では、日常的にはほとんど使用されていない漢字があることは確かである。私自
身、研究には使用するが教育にはほとんど使用しない漢字がパソコンの中に入っている。教育的な配慮
から考えると、日常的に使用もしない漢字を子供に教えるということは、過度に負担をかけすぎるとい
う判断もできるであろう。漢字を一定の基本的な字種・字体・音訓に限定し、教育や社会生活において
使用することを「漢字制限」というが、この制限に関しては一日にして完成したものではなく、江戸時
代末期から明治時代にかけて試行錯誤した結果、漢字制限の方向性を国が認めることになる。それ以後
も取捨選択が続くのであるが、その経過を簡単にまとめると以下のようになる 1（一部平仮名に関連す
る記述も含む）
。

表１
年

号

明治から昭和までの漢字制限の一覧
西

暦

内

容

慶応２

1866

前島密が「漢字御廃止之儀」を徳川慶喜に奉る。

明治２

1869

南部義籌が「修国語論」を山内豊信に提出。

明治 5

1872

文部卿大木 喬 任 が漢字の数量を減ずる目的で、田中義廉・大槻修二らに新撰字

たかとう

書の編集を任じる。
明治６

1873

福沢諭吉が『文字之教』中で、漢字を 2,000～3,000 字に限定すべきと主張。

明治７

1874

清水卯三郎が『明六雑誌』で平仮名専用を説く。

明治 16 1883

「かなのかい」結成。平仮名専用を唱える。

明治 17 1884

外山正一が羅馬字会を結成。翌年ローマ字の綴り方を発表。

明治 19 1886

矢野文雄が『日本文体文字新論』で、漢字は 3,000 字で十分と説き、
『郵政報知
新聞』で実行。

1

明治 20 1887

矢野文雄が『三千字引』を発表。

明治 32 1899

帝国教育会に国字改良部が設置。

明治 33 1900

国字改良部が国字改良請願書を国会に提出。

下表の作成にあたっては、文部省文化局国語科「国語施策年表」を中心的資料とし、佐藤喜代治『漢
字百科大事典』
（明治書院、1996 年）
、佐藤喜代治『漢字講座 11 漢字と国語問題』（明治書院、1989
年）を主要な参考とした。この中には、補足すべき歴史事項も多くあると考える。また、書道教育学会
『書学』第 56 巻（合併号）62-75 頁は「國語・國字問題研究ノート」と題した特集号であって、江戸
末期から現代までの漢字制限の流れを詳細に追っている。
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明治 35 1902

国語調査委員会の官制が発布。委員会の調査事項として漢字節減をあげる。

明治 41 1908

国語調査委員会が『漢字要覧』を編纂。

大正 2

1913

国語調査委員会の廃止。

大正 5

1916

文部省に国語調査室を設置、教科書に使用する 2600 余字の漢字について整理を
行う。

大正 8

1919

文部省が「漢字整理案」を発表。

大正 10 1921

臨時国語調査会を設置。

大正 12 1923

「常用漢字表」
（1962 字）を発表。

大正 13 1924

「仮名遣改定案」を発表。反対多く実施に至らず 。

大正 14 1925

臨時国語審議会が「常用漢字表」の文字について「字体整理案」を発表

昭和 5

1930

政府が臨時ローマ字調査会を設置。

昭和 6

1931

「常用漢字表」
（1858 字）と「仮名遣改定案」の修正を行う。実施に至らず 。

昭和 9

1934

臨時国語調査会は廃止。国語審議会を設置。

昭和 12 1937

内閣訓令で「ローマ字の綴り方」を発表。
国語審議会が「漢字字体整理案」を可決。

昭和 13 1938

山本有三が振り仮名廃止を提唱。振り仮名は廃止。

昭和 17 1942

国語審議会が「標準漢字表案」
（2528 字）を発表。
「標準漢字表」の修正（2669 字）を行う。

昭和 21 1946

アメリカ教育視察団が報告書を提出、日本の漢字を批判、ローマ字化を推奨 。
国語審議会で「常用漢字表」
（1295 字）を提出、否決。
国語審議会が「当用漢字表」
（1850 字）と「現代仮名づかい」を議決。内閣訓令
を同告示で公布。

昭和 23 1948

「当用漢字音訓表」が訓令・告示。
「当用漢字別表」
（教育漢字 881 字）が訓令・告示。

昭和 24 1949

「当用漢字字体表」が訓令・告示。

昭和 26 1951

「人名漢字別表」の訓令・告示。
「小学校学習指導要領」で、
「当用漢字別表」は小学校６年間で学習する漢字と
規定。

昭和 29 1954

ローマ字の綴り方が内閣訓令と同告示で訓令・告示。

昭和 33 1958

「小学校学習指導要領」の改訂でどの漢字をどの学年で教育するかを配当（学年
別漢字配当表）
。

昭和 34 1959

「送りがなの付け方」が訓令・告示。

昭和 41 1966

国語審議会の総会において文部大臣が国語の表記は漢字仮名交じり文によるこ
とを前提とする旨の発言。

昭和 43 1968

「小学校学習指導要領」の改訂版で「学年別漢字配当表」に備考の形で 115 字を
掲載（備考漢字）
。合計 996 字とする。
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昭和 48 1973

音訓・送りがなの改訂（当用漢字改訂音訓表）。

昭和 52 1977

「小学校学習指導要領」の改訂版で、備考漢字 115 字を他の 881 字と一緒にして
996 字とし、小学校６年間で読み書きするものとする。

昭和 52 1977

国語審議会第 12 期最終総会において「新漢字表試案」を報告。

昭和 54 1979

国語審議会第 13 期最終総会において「常用漢字表案（中間答申）
」が提出。

昭和 56 1981

国語審議会第 13 期最終総会において「常用漢字表」を答申。

昭和 56 1981

「常用漢字表」
（1945 字）の訓令・告示。
「人名用漢字」としては 54 字を加え、166 字を使用できる。

平成 1

1989

「小学校学習指導要領」で 1006 字とする。

平成 2

1990

「人名用漢字」は 118 字加え、284 字となる。

上記の表中の漢字使用に関する項目を分類すると、５つの時期に区分することができるであろう 2。
第Ⅰ期（江戸末期～明治 20 年頃） 漢字制限の黎明期
第Ⅱ期（明治 32 年～昭和 20 年頃） 国家による漢字改良期
第Ⅲ期（昭和 21 年～昭和 30 年頃） 米国を意識した漢字制限期
第Ⅳ期（昭和 31 年～昭和 55 年頃） 新しく使用する漢字の模索期
第Ⅵ期（昭和 56 年～現在）

新しい漢字の安定・定着期

個別具体的には漢字の字種までは述べないが、江戸末期以来漢字を平易にするためにローマ字化、平
仮名化、そして簡略化の歩みがあることがわかる。このことは、国の近代化や敗戦等の国外からの影響
も見逃す事はできず、改めて常用漢字の設立への歩みが平坦なものではなかった事を確認することがで
きる。その中でも特に注目しておきたいのが第Ⅲ期である。昭和 21 年にアメリカ合衆国から派遣され
た 27 名の米国教育使節団による第一次報告書は、日本人と漢字の関係を根底から覆しかねない重大事
であったことを再認識させられる 3。これについて触れておきたい。

（２）教育使節団の「ローマ字化推奨」の衝撃
①

米国教育使節団とは
米国占領化での日本の教育改革は「教育勅語に代表される超国家主義・軍国主義的な教育理念から、

教育基本法に示される平和と民主主義の教育理念への転換」と捉えても、「天皇制国家の教育支配から
の解放、自由主義教育への転換、民主主義教育の導入」と捉えてもよいであろうが、微妙なニュアンス
的な違いはあっても、本質的には同じであろう。米国教育使節団は、その教育に重要な関わりを持つこ
小林一仁氏は明治・大正・昭和初期の漢字教育を①多様混在期（幕末～明治 4 年）②模索整備期（明
治 5 年～明治 45 年）③安定推移期（明治 42 年～昭和 20 年）の三期に分類、昭和後期の漢字教育を①
変動転換期（昭和 20 年 8 月～21 年 10 月）②制限思想期（昭和 21 年 11 月～昭和 56 年 9 月）③調整
改変期（昭和 56 年 10 月～）としている（
『漢字講座 12 漢字教育』11～34 頁（明治書院、1988 年）
）
。
基本的に戦前と戦後の漢字教育は大きく異なる認識を示している。
3 高橋史郎『占領下の教育改革と検閲』
（日本教育新聞社、1987 年）にも、戦後の教育改革について詳
細に触れられている。
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とは言うまでもないのであるが、戦後日本の教育は既に民間情報教育局（ＣＩＥ）によって開始されて
いた。昭和 20 年に発令されたいわゆる「四大教育指令」と言われるのがそれである 4。
米国教育使節団に関してはここで改めて解説する必要もあるまいが、漢字廃止・ローマ字化論につい
て考えるには、教育使節団について触れざるを得ない。ＣＩＥの要請に基づき、昭和 21 年３月 5 日に
ストッダー団長以下 18 名が、3 月 7 日に９名が来日し、ＣＩＥや日本側教育家委員会などの日本の教
育関係者の協力を得て、総会・各委員会ごとの調査活動・学校視察などを展開した。
敗戦による混乱期・再建期にあたって、日本の教育の新しい方向を示した文書が『第一次米国教育使
節団報告書』である（以下『報告書』と略す）
。報告書は昭和 21 年４月７日に連合国総司令部から公表
された。この報告書が提出されて以来、日本の教育はこの報告書の描いた軌道上を走り続けているとい
っても過言ではないが、使節団が日本に到着したのが３月初旬であるから、約１ヶ月で視察から報告書
完成までを行ったあわただしい報告書であったことは否めない。
教育基本法・六三制など現在の学校教育に関する制度・行政・方法・内容等の主要な部分が、この報
告書によって新しく採用されたのであるが、報告書の主要な提言には、以下のようなものがある。
Ⅰ 日本の教育の目的および内容
アメリカ流の 民主主義 教育の導入。
個人の自由と尊厳を守る。
中央統制の画一的教育をやめる。
国定教科書 の廃止。
日本史、修身、地理の停止。
アメリカの 社会科 の導入の勧め。
Ⅱ

初等および中等教育の行政
男女共学、６３３制の導入。

Ⅲ

国語改革
国語をローマ字にすること。(国語国字問題 )

Ⅳ

教授法と教師養成教育
教員の能力向上のため教員養成を 師範学校 から 大学 へ格上げ。
教育委員会 とＰＴＡの導入。

Ⅴ

保健体育、公衆衛生 の教育

現在までの教育の歴史を考えた場合、民主主義教育の制度と内容の提案がなされた事に関しては評価
できるであろうが、しかしながら国字問題については、敗戦の占領下にあったとはいえ、あまりにも強
引な勧告であると言わざるを得ない。混乱期において種々の改革が米国主導で行われた事は言うまでも
ないのであるが、母国語から漢字が消えてしまうかもしれないという時期が、60 年前の日本にはあっっ
たのである。
四大教育指令とは以下のとおり。10 月 22 日「日本教育制度に対する管理政策」
、10 月 30 日「教員及
教育関係官の調査、除外、許可に関する件」
、12 月 15 日「国家神道、神社神道に対する政府の保証、
支援、保全、許可に関する件」
、12 月 31 日「修身、日本歴史及び地理停止に関する件」である。これ
にアメリカ教育使節団の招聘を発表した「日本教育家の委員会に関する件」を加えて五大指令とする事
もある（藤本昌司 茅島篤 加賀屋俊二 三輪健三『戦後教育の原像』訳者前書き（鳳書房、1995 年）
）。
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では、具体的には漢字の撤廃に関してどのような報告がなされていたのかを述べてみよう。報告書の
原本は文部省から翻訳され 5、その反響に関してもまとめられている 6。また、当時の翻訳は十分でなか
ったという指摘があり、現在まで種々の翻訳が出版されている 7。これらの書物は先に挙げた文部省の
翻訳他、当時出版された種々の翻訳書を参考にしていることは言うまでもあるまい 8。

②

『米国教育使節団報告書』の「国語の改革」

国語の改革については、『報告書』の「第２章」及び「報告書の要旨」に挙げられている。国語に対
してどのような印象を持ち、どのように改革すべきと考えていたのか重要部分を拾ってみたい（以下に
取り上げる報告書の分類や、下線・太字・色分けは東が行った）
。
（子供への負担）
日本の国字は学習の 恐るべき障害 になっている。広く日本語を書くに用いる漢字の暗記が、生徒
に過重の負担をかけていることは、ほとんどすべての有識者の意見の一致するところである。小学
校時代を通じて、生徒はただ国字の読み方と書き方を学ぶだけの仕事に、大部分の勉強時間をさか
なくてはならない。この初期数年の間、広範囲の有用な語学的および数学的熟練と、自然界および
人類社会に関する主要なる知識の修得に充てられるべき時間が、この国字習熟の 苦しい戦いのため
に空費されている のである。漢字の読み書きに通大の時間をかけて達成された成続には失望する。
（子供の現状）
小学校を卒業しても、生徒は民主的公民としての資格には不可欠の語学能力を持っていないかも
知れない。かれらは日刊新聞や雑誌のようなありふれたものさえなかなか続めない のである。概し
て、かれらは 現代の問題や思想を取扱った書物の意味をつかむことができない 。ことに、かれら
は卒業後読書をもって知能啓発の楽な手段となし得る程度の修得さえ、できかねるのを常とする。
であるからといって、日本の学校を参観したものは、生徒が明敏でまた非常に勉強することを否定
しうるものはただ１人もない。公民たる者の基本的義務をりっぱに果そうとすれば、個人は、社会
の出来事に関する簡単な記事の意味を、理解しなければならぬ。各個人はまた学校卒業後、直接自
己の運命に影響する条件を、つぎつぎに制圧するにたる普通教育の要素を持たなくてはならぬ。児
童が小学校を卒業する前にそうした事の手ほどきをしておかないと、後になっては、自らこれに着
手する時間も無いしまたする気にもなれないものである。そして日本の児童の中、約 85 パーセン
トがこの時期に学校教育を済ますのである。
中等学校に入学する 15 パーセントの児童にとっても、依然として国語問題は解決されぬ。これ
ら年上の少年男女は、相変らず国字記号の修得という果てしない仕事に骨を折る のである。いずれ
文部省訳『連合国軍最高司令部に提出されたる米国教育使節団報告書』（1946 年 10 月）
文部省文書課調査掛編『アメリカ教育使節団報告書に対する反響』（1946 年 10 月）
7 報告書中の「国語の改革」部分を検討するに当たり、３つの翻訳書を参考にした。①村井実『アメリ
カ教育使節団報告書』
（講談社学術文庫、1979 年）②教科教育百年史編集委員会『原典対訳米国教育使
節団報告書』
（建帛社、1985 年）③藤本昌司 茅島篤 加賀屋俊二 三輪健三『戦後教育の原像』
（鳳
書房、1995 年）
。おおむね、10 年間隔で翻訳されている三書である。
8 例えば渡辺彰『米国教育使節団報告書―原文・翻訳―』
（目黒書店、1947 年）等。
6
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の近代国民にかようなむずかしい時間のかかる表現と伝達の、ぜいたくな手段を用いる余裕がある
であろうか。
（国内の議論）
国語改良の必要は、日本においてすでに長い間認められていた。著名な学者達がこの問題に多大
の注意をはらい、政論家や新聞雑誌の主幹をふくむ有力者の中には、実行可能な方法を種々研究し
たものが多い。約 20 に上る日本人の団体が、今日この問題に関係しているということである。
大体において、３つの国字改良案が討議されつつある。第１は漢字数の制限を求め、第２は全て
漢字を廃止して、ある種のかなを採用することを要求し、第３は漢字もかなも完全に廃棄して、一
種のローマ字を採用することを要望する。
（使節団の方向性）
これらの諸案の中何れを採るべきかは、容易に決定することができぬ。しかし、史実と教育と
言語分析とを考えあわせて、使節団は、早晩普通一般の国字においては漢字は全廃され，そしてあ
る音標式表現法が採用されるべきものと信ずる。かような表現法は比較的修得に容易であり、また
全学習過程を大いに簡便にするであろう。この表現法によって、辞書、カタログ、タイプライター、
ライノタイプ機、およびその他の言語補助の用法が、簡単になるであろう。さらに人切なことには、
この表現法によって日本の人衆は、芸術、哲学、科学、および技術学上の自国の文書中に存在する
知識と知慧に、いっそう親しみ易くなるであろう。それはまた日本人の外国文学研究を容易ならし
めるであろう。
漢字というものの中に存するある審美的その他の価値か、音標法では到底じゅうぶんに表わせな
いということは容易に認められる。しかし、一般の民衆が国の内外の事がらに良く通じて、はっき
り意見が達べられるようになるべきであるとすれば、もっと簡便な続み書きの手段 が与えられなく
てはならぬ。続一された、実施可能な計画の完成には、時日を要するではあろうが、しかしいまこ
そ着手の好機であると思う。
使節団の判断では、かなよりもローマ字に長所が多い 。さらに、それは民主的公民としての資格
と、国際的理解の助長に適するであろう。
（使節団の意見）
必然的に幾多の困難が伴うことを認めながら、多くの日本人側のためらいがちな自然の感情に気
付きながら、また提案する変革の重大性をじゅうぶん承知しながら、しかもなおわれわれはあえて
以下のことを提案する。
①ある形のローマ字をぜひとも一般に採用すること。
②選ぶべき特殊の形のローマ字は、日本の学者、教育権威者、および政治家よりなる委員会がこ
れを決定すること。
③その委員会は過渡期中、国語改良計画案を調整する責任を持つこと。
④その委員会は新聞、定期刊行物、書籍その他の文書を通して、学校や社会生活や国民生活にロ
7
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ーマ字を採り入れる計画と案を立てること。
⑤その委員会はまた、いっそう民主主義的な形の口語を完成する方途を講ずること。
⑥国学か児童の学習時間を欠乏させるふだんの原因であることを考えて、委員会をすみやかに組
織すべきこと。あまり遅くならぬ中に、完全な報告と広範囲の計画が発表されることを望む。
上記の引用は、『報告書』第２章の全文ではない。しかし、国語の改革に関する提言は、なんと横暴
な勧告かとあきれてしまう。子供の学力に関しても、国字が妨げになっているというとうてい首肯でき
ない結論を導いている。ローマ字化を進めると子供の学力が向上するという発想は、欧米人ならではの
ものであろう。米国教育使節団は、戦後の同じ頃ドイツにも訪問しているが、その報告書では、「ドイ
ツ語を英語にせよ」という意見は書かれていない。無謀とも言える意見は、欧米人の合理性に基づく発
想とも考えることができるが、日本で長い間を要して培われてきた文明・文化の否定とも言える内容で
あり、占領統治下にある日本であっても承伏しかねる中身であったのであろう。
しかし、これには伏線がある。米国教育使節団を招聘した、ＣＩＥが設置される昭和 20 年 10 月まで
に、文部省は戦後教育を除去すべく行政措置を講じ、自主的な改革に着手していた 9。しかし、これら
の侍従的改革を不十分なものとして批判的に捉えたＣＩＥは、10 月はじめの発足当時から精力的に活動
し、先に述べた「四大指令」や米国教育使節団の訪日依頼につながっていくのである。

③

日本側教育委員会の報告書

『米国教育使節団報告書』の国語問題の提言は、多くがすぐに実行されている。しかし、国語問題の
国字に関してはそうはならなかった。その理由に関しては種々の推論があるものの 10、米国側の公文書
に記録が残されているわけではないのではっきりできない 11。しかし、文部省を始め日本側の予想以上
の抵抗があったために、ＣＩＥも実行を断念せざるを得なかったという想像はできよう。その反対運動
の理論的裏付けを行ったグループの一つとして、日本側教育家委員会がある。
ＣＩＥは昭和 21 年 1 月 9 日に総司令部を通じて日本政府に「日本教育家の委員会に関する件」とい
う指令を出し、
「教育使節団に協力すべき極めて堪能なる日本教育家の委員会」の設置を命じている。
この指令を受けて、文部省は 2 月 7 日に 29 名のリストをＣＩＥに提出、南原繁を委員長として発足し
ている。委員会の主たる目的は、教育使節団の調査に協力することであったので、カウンターパートと
しての４つの分科会が設けられ委員の配分が行われた。彼らは、使節団と直接的に調査・討論に当たっ
主たる政策には以下のものがある。戦時教育廃止決定（8 月 21 日）
、学校教練・戦時体錬・学校防空
関係訓令の廃止（8 月 24 日）
、学校授業再開についての通達（8 月 28 日）
、文部省の機構改革（9 月 5
日）
、新日本建設の教育方針発表（9 月 15 日）、戦時教育の省略・削除（9 月 20 日）
。
10 中田祝夫氏は、米国が国字をローマ字とする事を断念した理由として「表意文字の漢字と、それを補
う表音文字の仮名の利点、その仮名が表意文字の右側に振仮名として記入されるといった利点に初めて
連合国や使節団も気が付きはじめたというのが真相でないか」としている（『漢字講座 11 漢字と国語
問題』322 頁（明治書院、1989 年）
）
11 ただし、使節団が訪日する以前の昭和 20 年 11 月の国語審議会総会において、大村文部大臣が「わ
が国は、連合国の進駐下にあらゆる行政が行われているが、内政上の問題について、文部省としては極
力自主性を保って行きたい。この点占領軍も同意を表して干渉をさけ不必要な指令は発しないと言明し
たゆえに、我が国は自主的に改むべきことは改めてゆきたい。」と発言している（文部省調査普及局国
語課編『国語審議会の記録 : 現代かなづかいの制定から国語白書の発表まで』34～35 頁、1952 年）
8
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たメンバーであり、使節団の勧告に関して最も知る事ができた者達であると思われる。
この日本側教育委員会では、米国教育使節団との協力の他に、独自に作成した報告書があった。しか
し、それが作成されるようになった過程は不明であり、完成して文部大臣に提出された後も秘密文書扱
いとされて公表されることはなかったという 12。この報告書が、米国の国字に関する勧告を排除する原
動力の一つとなるのであろう 13。
日本側教育家委員会は、米国教育使節団に対する協力活動が一段落した 3 月 25 日に、総会を開いて
いる。この中で国語問題に関し、安藤正次（元台北帝国大学総長）
、山極武利（東京都西田国民学校長）
、
柳宗悦（日本民芸館館長）をもって小委員会を構成する事を決定している。また３日後の 3 月 28 日に
先の総会の決定を具体化し、米国教育使節団とは別に、独自の立場で教育改革に関する報告書を作成す
るために小委員会を設けている。国語国字の問題に関する小委員会は、前出の安藤を委員長とし、柳宗
悦（前出）
、高木八尺（東京帝国大学教授）
、上野直昭（東京美術学校校長）を委員としている。
さて、その報告書

14 に掲載された国語・国字に関する提言は、
『米国教育使節団報告書』と全く異な

るものであった。その内容は、以下の五点である。
① 文体の統一
② 漢語の整理
③ 漢字の制限
④ 仮名遣い問題の解決
⑤ 横書き問題の解決
この４名が後で触れる「表音主義者」か「表意主義者」かは定かでないが、国語国字の簡易化を主張
し、ローマ字を国字として採用することを進めなかったことは、非常に評価できる。結局、学校教育へ
のローマ字導入がはかられたが、漢字をなくすという当初の目的は転換され、簡略化の方向で決着した
のである。
昭和 25 年 8 月 27 日に来日した第二次米国教育使節団は、第一次報告書の内容がどの程度実行され、
更に改善を図るべきかを調査する目的であったが、国語・国字問題に関しては、現状の批判はあったも
のの、同年 9 月 22 日に提出された勧告の内容としては、
① 一つのローマ字方式が最もたやすく一般に用いられうる手段を研究すること。
② 小学校の正規の教育課程の中にローマ字教育をいれること。
③ 大学程度において、ローマ字研究を行い、それによって教師がローマ字に関する問題と方法と
を教師養成の過程の一部として研究する機会を与えること。
④ 国語簡易化の第一歩として、文筆者や学者が当用漢字と現代かなづかいを採択し、使用するよ
12

読売新聞戦後史班編『教育のあゆみ －昭和戦後史－』
（読売新聞社、1982 年）
米国教育使節団の報告書が出された１ヶ月後の昭和 21 年 5 月に、国語審議会総会の席上で山崎文部
大臣が「ローマ字問題のアドバイスは教育使節団も司令部も強いが、国内問題ゆえ命令はしないといっ
ている」という発言をしている（注 11 の報告書 52 頁）
。日本側教育家委員会の報告書の提出は 4 月 7
日以降の比較的早期の時点であったであろうが、約１月の間に、ＧＨＱやＣＩＥとの折衝が続けられ、
文部大臣の発言となったと思われる。
14 日本側教育家委員会の報告書はいつ文部省に提出されたかははっきりしない。ただ、注 7 の教科教育
百年史編集委員会は、鈴木英一『日本占領と教育改革』
（勁草書房、1983 年）を引用して、
「
『米国教育
使節団報告書』が完成・提出された４月以降に文部大臣に提出された」と推測している（249 頁）
。
9
13

『愛媛大学書道研究』第７号
う奨励すること。
となっている。第一次報告の「漢字を全廃し、ローマ字を採用する」という方針は、公的に撤廃された
と言える 15。

（３）当用漢字から常用漢字へ
①

当用漢字の制定

昭和 21 年に内閣告示・訓令により制定された当用漢字であるが、米国占領期から種々の問題があっ
た。送り仮名・振り仮名を含めた運用上の問題などを解決するために、昭和 22 年から昭和 51 年までに
出された内閣告示・訓令には以下のものがある。
昭和 21 年 当用漢字表・現代仮名づかい
昭和 23 年 当用漢字音訓表・当用漢字別表
昭和 24 年 当用漢字字体表
昭和 26 年 人名漢字別表
昭和 33 年 学年別漢字配当表
昭和 34 年 送りがなの付け方
昭和 43 年 備考漢字
昭和 51 年 人名用漢字追加表
その内の「当用漢字表 まえがき」には「この表は、今日の国民生活の上で、漢字の制限があまり無
」とし、また「当用漢字字体表 まえがき」に
理なく行われることを めやす として選んだものである。
も同様の趣旨で「この表の字体は、漢字の読み書きを平易にし正確にすることを めやす として選定し
たものである。
」としている。
この趣旨は、常用漢字になっても変化はないのであるが、これほどまでの追加の訓令が出されるとい
うことは、根底に大きな問題が内在していたと考えざるを得ない。特に問題となったのが、漢字そのも
のよりも「送りがな」と「仮名づかい」に関してのようであるが、本章は常用漢字の字体に関して観察
しようとしているのでこれ以上は触れない。
この混乱は、昭和 30 年代に入ると拍車がかかってくるようである。戦後、占領軍をバックにして漢
字制限をはじめ、表音的な仮名づかいなどを一気に実施した改革派に対し、伝統守旧派の学者が異議を
唱えるようになる。昭和 36 年 3 月 22 日に開催された第五期国語審議会最終総会において、次期委員の
推薦を巡って混乱、五人の委員が退場するという自体になっている 16。
字体に関しては、簡略化の動きが見られる。既に昭和 17 年の「標準漢字表」において 142 字をみる

15

福田恒存『増補版 私の國語敎室』
（中公文庫、1983 年）を読むと、国字のローマ字化に関してそう
とうの抵抗があったことを窺うことができる。このような抵抗運動を押さえ、ローマ字化に進めない当
時の社会状況もあったのであろう。
16 次期委員を元委員が推薦するというきまりから、表音主義者が多数を占める委員会では、表意主義の
立場が守れず、十分な意見を述べることができないとして、宇野精一・塩田良平・成瀬正勝・舟橋聖一・
山岸徳平の５委員が退席した。このときの詳細については、文化庁国語施策システムに公開されている。
10

『愛媛大学書道研究』第７号
ことができる

17。この中には「乱（亂）
」のように一般に使用されるべき簡易字体を先にしているもの

と、
「佛（仏）
」のように一般的に使用して差し支えない文字を後に示すものがある。しかし、昭和 21
年「当用漢字表」では、標準漢字表をほぼ踏襲した 131 字について簡略化字体を基準として示している。
同表のまえがきでも、
「簡易字体については、現在使用されているもののなかから採用し、これを本体
として参考のため原字をその下に掲げた。
」としている。
また、昭和 24 年に告示された「当用漢字字体表」については、これ以外に 29 字の簡易体を追加した。
これらの簡易化については、関連する全字の規則的な簡易化は行われず、「梅・毎と母」や「区・欧と
鷗」のような問題を残した。

②

常用漢字の制定

戦後の占領下に定められた当用漢字は、その名称を「常用漢字」と改め、新しい歴史を歩むことにな
る。とはいっても、当用漢字と常用漢字を比較してみると、概念的に大きな変化がある訳ではない。表
面的な変更の主眼は、字数の増加に関してである。昭和 52 年の「新漢字表試案」では、当用漢字表か
ら 19 字を削り、95 字を追加するものであったが、国民的な議論を経て削除する予定の 19 字を復活さ
せ、合計 1,945 字を「常用漢字」とした。
先に挙げた「梅・毎と母」の問題はここでも解決されていないが、常用漢字の前書きにおいても「こ
の表は、法令、公用文書、新聞、雑誌、放送など、一般の社会生活において現代の国語を書き表す場合
」とするように、
「目安」とする方針を堅持していることから、
の漢字使用の 目安 を示すものである。
現在でも多少の修正・追加はあるものの、安定した使用がなされている。

（４）字体整理の実態
①

歴史と字体

「
（１）漢字制限の歴史」中の表に記したが、明治以降字体の整理は徐々に進められている。公的な
機関による字体整理に関わる事項を再度まとめて表にしてみると、以下のようになる 18。

表２
年

号

漢字の簡易化に関する一覧
月

内 容

簡易文字数

明治 41 5

国語調査委員会が『漢字要覧』を編纂。

９６字

大正 8

文部省普通学務局から「漢字整理案」が発表 19。

未詳

7

注 10 所収の加藤正信「常用漢字の字数・字種・字体」33 頁を参照した。
この表を作成するにあたっては、注１の図書の他、当用漢字においては吉田澄夫・井之口有一『明治
以降国字問題諸案集成』
（風間書房、1962 年）を、常用漢字においては藤原宏『注解常用漢字表』
（ぎ
ょうせい、1981 年）を中心的に利用した他、当用漢字の字体に関する資料は、文部省『現行の国語表
記の基準』
（行政学会、1967 年）
、文化庁『復刻文化庁国語シリーズ Ⅵ 漢字』
（教育出版、1974 年）
を利用した。
19 文字の簡易化を行ったということに関しては、注 17 の『復刻文化庁国語シリーズ Ⅵ
漢字』267
11
17
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大正 12 5

臨時国語調査会で「常用漢字表」を可決（1962 字）
。

大正 14 11

臨時国語調査会で「常用漢字表」の漢字についての「字体整理案」を １０２０字 20

１５４字

発表。
昭和 12 12

昭和６年の「常用漢字表」
（1858 字）の漢字についての「漢字整理字 ８６４字 21
体案」を可決。

昭和 17 6

国語審議会の発表した「標準漢字表案」
（2528 字）中、一部について １４２字
簡易字体を採用。

昭和 17 12

文部省が「標準漢字表」を確定（2669 字）
。一部に簡易字体を採用。 ８０字 22

昭和 21 11

国語審議会が「当用漢字表」を可決（1850 字）
。

１３１字

昭和 24 4

「当用漢字字体表」が内閣告示・訓令。

２９字

昭和 29 3

国語審議会で「当用漢字表補正資料」が報告

１字

昭和 52 3

国語審議会第 12 期最終総会において「新漢字表試案」を報告。

３４９字

昭和 54 3

国語審議会第 13 期最終総会において「常用漢字表案（中間答申）
」が ３５５字
提出。

昭和 56 10

「常用漢字表」
（1945 字）の訓令・告示。

３５５字

簡易化された文字数については、表中のようになるが、重複する字種・字体もある。表２の青色部分
は字体が把握できる資料であるが、これらの一覧は章末の「資料１」でまとめてある。さて、興味深い
のは、どのような字体が提案され改編されてきたのかということである。その時々に簡易字として認定
され、指定を受けてきた字体が多くあるが、現在では使用されていないものは以下のようになる。

表３

現在使用されていない字体一覧
書名

年号

字体

字数

漢字要覧

明治 41 年

糖剄玺饗釆躰昔獵谷汰珎繆槀槩棊胷

24 字

常用漢字表

大正 12 年

鼡赱耒觧甞扣畄糖舘

16 字

標準漢字表

昭和 17 年

扣畄糖渊感潅沛

9字

当用漢字表

昭和 21 年

糖

1字

昭和 56 年に定められた常用漢字表には、明治以降に簡体字として指摘された簡易字を整理して、旧
漢字と並列しているが、簡易字体そのものについては、新たに追加したものはなく、それ以前にあった
ものをまとめたと理解してよいであろう 23。表３と資料１を比較しても明らかなように、明治後期以降

頁を参考にした。
20 字数に関しては、注 18 の 268 頁を参考にした。
21 注 19 と同じ。
22 字数に関しては、注 18 の 270 頁を参考にした。
23 前書きには「括弧に入れて添えたものは、いわゆる康煕字典体の活字である、これは明治以来行われ
てきた活字の字体とのつながりを示すために添えたものであるが、著しい差異のないものは省いた。
」
12
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簡略化された文字については、一部現在では使用されなくなっている字体もあるものの、多くがそのま
ま継続して使用されていると言える。字体に関しては戦前にほぼ現在の基礎ができあがっていた、つま
り字体制限に関しては戦前に完成していたと捉えられるのである。

②

簡易化の根拠

繁用なものを簡単にして書くことは、仕事の能率にも関わる大事である。日本は、元々近年まで手書
きの文書が普通であったので、簡便にこしたことはなかったのであろう。しかし、どのような根拠で簡
易にするのかという議論は、現代になってもなくなることはない。先に紹介した表意主義と表音主義の
対立とは別の次元であったことは、文字学者の回顧録などを読んでいると、しばしば登場することであ
る。
個別具体的な理由については割愛するとしても、簡易一覧を作成するに当たっては、何らかの方針が
示されてしかるべきである。表２の字体表中、文字の簡易に関するルールを定めている部分 24を抽出し
てみると、次表のようになる。

表３

明治以降の文字の簡易化についての根拠
書名

漢字要覧

年号
明治 41 年

今、世間通用 の文字の主要な楷書の字体について、統一を害しない限り、なるべく字
画が簡易で筆写に便利なものを取る方針でこれを２類とし、正体と別体とに区別して
取捨の標準を示せば、次のごとくである。

漢字整理案

大正 8 年

簡便を主とし、慣用を重んじ、活字体と手書体との一致を図るということである。大
体からいって、字画の簡易なもの、運筆の利便なものを採り、あるいは字形のつり合
いを整え、小異の合同をはかるように努めた。…簡単で書きやすく、または慣用がす
でに久しくかつ広いものを選んで、許容することとし、これを一括して巻末に示した。

常用漢字表

大正 12 年

以上の常用漢字中、字形の複雑なものは捨て、その代りに簡易な字体を以てしようと
いう意見があった。

字体整理案

大正 14 年

康煕字典の字体を基本とし、これを整理するに当たって、現代の慣用を深く考慮し、
字画の簡易を運筆の便利に重きを置き、字形のつりあいを整え、小異の合同を図った。

漢字整理字体案

昭和 12 年

康煕字典の字体をもととして整理したもので、その方針は、特別の場合を除いて、慣
用を重んじ、簡便を主とした。

標準漢字表

昭和 17 年

本表の漢字中には普通に行われている簡易字体を採用した。

当用漢字表

昭和 21 年

簡易字体については、現在慣用されているものの中から採用し、これを本体として、
参考のために原字をその下に掲げた。

とある。
24 表３の引用は、
「前書き」
「はしがき」
「委員長報告」
「官報」などから抽出しているが、引用の部分に
ついては、一々明示しない。旧仮名づかい・片仮名・旧字体は改め、下線・色付は東がおこなっている。
13
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当用漢字字体表

昭和 24 年

この表の字体の選定については、異体の統合、略体の採用、点画の整理などを図ると
ともに、筆写の習慣、学習の難易をも考慮した。なお、印刷字体と筆写字体とをでき
るだけ一致させることをたてまえとした。

新漢字表試案

昭和 52 年

字体に関しては、考えるべき問題がないわけではないが、現在世間で通用されている
字体を軽々に動かすべきではない。

上記の表を参照すれば明らかになるが、簡易化を進める理由は「筆写・運筆に便利」と「学習の難易」
に配慮した結果である。一方、簡易にする文字と簡易にしない文字の違いとして最大の理由は、
「慣用」
ということになるであろう。それぞれの改訂に併せ、どのくらいの範囲・深度で汎用性を調査したかは
はっきりしないが 25、いわゆる日常生活中で使用されている文字を基準としたということが想像できる。
慣用を主としたために統一的な省略ができない部分も残り、後に問題となってくるのであるが 26、明治
以降の簡略化の姿勢には、政府が新しい字体を作り出すのではなく、「慣用」を重視し整理を図るとい
う方針が堅持されていたことは特筆すべきであろう。

２

常用漢字の字体と墓誌銘の字体の近似性

（１）比較の視点
第３部において、墓誌銘の書を中心に観察してきたが、墓誌銘の字体・字形には種々のものがあるこ
とは改めて述べる必要はないであろう。墓誌銘に書かれる文字を字種ごとに見ていくと、すべてが異体
字と言えるほどに種々の字形・字体がある事はすでに指摘した 27。墓誌銘の書は、成立の時期から言っ
て当然旧字体の部類に分類されると思う。
現在使用されている種々の漢和辞典の類は、常用漢字とそれの元になっている古い字体が見出し字な
どに並んで収録されている。前節ではあまり触れることのなかった旧漢字であるが、辞書を構成する基
本字体つまり旧字体は、
『康煕字典』から採用しているものが多いことを認めることができる

28。しか

大正 12 年に作成された「常用漢字表」について、作成にあたった臨時国語調査会幹事の保科孝一の
報告が残されている。字種の選定に関しては、①尋常小学校の各教科書のなかに現れているもの②各新
聞社において最も普通に用いている漢字③築地活版所・秀英舎等の印刷所において最も普通に用いてい
るもの④個人として常用漢字について研究されたもの等を材料として研究を進めた、としている。字体
の整理に関しても、こうした情報が利用された可能性もあるであろう。
26 例えば、
「沸・仏・払」は「佛→仏」
、
「拂→払」であるから「沸→」としてよいかという問題等。
27 第３部第３章「おわりに」で述べた。
28 例えば、諸橋徹次『大漢和辞典 第 1 巻』の凡例 採録の範囲には「資料は殿版康煕字典を中心とし
たが、外に説文・玉篇・広韻・集韻・韻字・字彙・正字通・中華大字典その他の字書類等をも参照して
補正した」とあり、同 文字解説には「字形は主として殿版康煕字典に準拠し、更に他書を参考して、
六書の本義に遡り、字形の史的変化を尋ね、且つ近代通行の形態をも参酌して、慎重に決定した」とあ
る。以上のように、諸橋大漢和には、
『康煕字典』が大きく影響を及ぼしていることは、広く知られる
事であり、現代の辞典類においても影響を及ぼしていることは自明である。
14
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し、この理解が定着しすぎているからであろうか、『康煕字典』以前の楷書体に関しては、その大部分
が画数の多い文字ばかりという印象が強い。旧漢字は新漢字と比較して画数が多いため、整理の対象と
なったことは、前節から明らかなのであるが、実は慣用をもって文字を簡易化しており、新しい省略の
原則を用いて文字を作成した例はあまりない。
私は、現代人の感覚を考えるに、当用漢字や常用漢字の成立において、旧漢字を整理して新しく字体
を作ったという印象が強すぎるのではないかと感じている。つまり、その意識を持つ人には、常用漢字
の字体が現代において新たに作成されたかのような錯覚を持っているのではないかと思うのである。前
節でも述べたように、政府主導で簡易化を推し進めたことは事実であるが、新たに文字を作り出したの
ではない。
これから紹介しようとする文字群は、魏晋南北朝時代のものであり、清代康煕年間から見てもおよそ
1,000 年以上遡る時期の作例である。しかし、すでにこの時代には現代の文字の原型がある。墓誌銘の
文字を多く見ていると、元々手書きの文字の字形が多種類あった事はすぐに確認できる。一方、六朝期
には種々の字体バリエーションが確率しており、1,000 年もの長い期間を経るうちに「慣用」により取
捨選択され、現代の常用漢字のような字体にたどり着いたと考えられるのである。
常用漢字と墓誌銘の文字とは、一見繋がりがないようであるが、上記のような視点から文字の変遷を
見ると、常用漢字と墓誌銘の接点が見えてくる。これを証明するには、一にも二にも常用漢字 1,945 字
の中に、墓誌銘と一致するものがどのくらいの確率で存在するのか、資料を提示する必要があるであろ
う。

（２）観察方法
先に挙げたように、墓誌銘の種々の字形・字体中には現在の漢字と同じ字形、あるいは文字の骨組み
（字体）上は同じものを散見することができる。文字においても当時流行している書きぶりがあったの
かは定かでないが、北魏墓誌等を眺めていると、横画が右上がりであったり、重心が左の方に寄ってい
たりするものが多くある。現代人から見ると、確かに歪んだいびつな文字という印象を持つかもしれな
いが、骨組み、すなわち縦画が何本あり、横画が何本あるかという基本的な文字構造については、常用
漢字と同じと考えてよいものがある。また、南北朝時代後期の墓誌銘の文字中には、横画が水平になり、
かつ文字の重心が文字の中心に一致するものも増加してくる。一見したところでは、隋唐の石刻資料と
見間違うような字形の文字も存在するのである。このように、比較を行うにあたっては「中心的骨格」
とでも言うべき文字構造を重視し、共通性のある文字は極力採用することにした。
よって、①点画の方向②画の長短③画の曲直④画の接し方⑤多少の画の増減⑥部分の組み合わせ⑦許
容としてよい省略に関して、厳密にいうと常用漢字と異なる部分もある。
また、重要な観察の視点として、前節で取り上げた昭和 56 年告示の「常用漢字表」中、簡易字に注
目したい。字体を観察する目玉は、現代の簡易字が魏晋南北朝時代の墓誌銘にどのくらい見られるのか
という点である。

15
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（３）観察結果
論文が煩瑣になることを避けるため、墓誌銘と常用漢字の比較の表は、本論末に掲載することにした。
資料その５を分析すると、以下の結果を導くことができる。

①

常用漢字と墓誌銘の字体は 8 割以上が一致する。

資料その５からは、1,945 字の常用漢字の中の 1,567 字（80.57％）では、既に同体あるいは非常に近
い字体を看取することができる。繰り返しになるが、論文末の表は魏晋南北朝時代の墓誌銘のみとの比
較である。当時の文字資料は、石刻資料では造像記や記念碑等があり、肉筆資料としては写経等がある。
これらの資料を含めると、ほとんどすべての常用漢字に共通する字体があるだろうと予想できる。

②

明治以降簡易化された常用漢字では、４割が一致する。

昭和 56 年に告示された「常用漢字表」中、康煕字典体が括弧書きで伴っている文字は 355 字である。
資料その５から、その 355 字の内で同字体の墓誌銘の文字が存在するものを抽出すると、以下の 142
字（40.0％）となる。明治以降の字体整理の中で、大きく変化した文字群中でも、約４割の文字が一致
するという結果は、南北朝時代以降、楷書体が大きく変化することがなかったという裏付けとなる。
亜悪為逸隠衛謁塩縁奥横温禍悔壊懐慨巻寛漢虚挟郷響暁謹勲薫恵継撃研圏顕効恒黄号国黒穀済殺参
賛糸祉視辞社者収祝粛暑署緒諸叙将祥渉焼乗縄壌嘱神真慎粋随髄斉静節専浅祖壮争層騒増蔵贈即属
帯台著徴聴鎮塚逓都盗徳縄難梅繁卑秘碑賓敏侮福並弁歩豊墨翻毎万免黙与予余揺謡来頼乱覧隆虜緑
涙礼錬郎朗廊録

③

常用漢字の字体は、歴史上の文字に存在した。

魏晋南北朝の異体字に関連して述べてきたが、墓誌銘を字種ごとに比較してみただけで、その字体・
字形に関して種々のものがあることをつかみ取る事ができる。この中に既に現在の常用漢字と同じ字体
がある事は、非常に重要な視点である。墓誌銘等の石刻資料に限らず、もともと楷書の手書き文字に関
しては魏晋南北朝時代には種々のバリエーションが確立しており、常用漢字の字体が近年になって作り
上げられたという認識は改めるべきであろう。

④

最も一般的に使用されている字体が生き残り、現在の常用漢字となった。

下表では、常用漢字と一致する漢字の内、複数見られるものについても一例のみ挙げるにとどまって
いる。現時点で、その数量は厳密に示すことはできないが、多くの字種において旧字体とは異なるもの
を複数確認することができている。現代まで下って比較するとすれば、隋唐や宋元の石刻を分析する必
要があるが、少なくとも汎用性の高いものが生き残り、現在の文字に受け継がれ採用されたのであろう
と予想することができる。

16
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おわりに
本節では、現代の教育には欠かすことのできない常用漢字について、その成立の歴史を述べると共に、
墓誌銘の文字との共通性に関して観察を行ってきた。常用漢字の成立の過程を把握した上で、それと墓
誌銘の文字を比較した考察の結果としては、以下のような結論を導く事ができるであろう。

①

戦前・戦後を通して、国内外から漢字をローマ字化しようとする動きがあった。

②

明治以降の漢字の簡易化は何度も行われているが、その都度「慣用」を基本に据
えた整理が行われていた。

③

現代の常用漢字と魏晋南北朝時代の墓誌銘の文字を比較すると、字体が一致する
と判断してよい文字が多くある。常用漢字の原型は、すでに魏晋南北朝時期に存在
し、あまたある異体字の中から汎用的に使用されている字体が後の時代に受け継が
れ、更に整理を重ねて現在に生き残っていると思われる。

④

旧字体と比較して、簡略化が著しい常用漢字においても、南北朝の墓誌と一致す
るものがある。楷書という書体には、1,500 年ほど以前から変化していないものが
あり、楷書の安定性を裏付ける根拠とすることができる。

我々が日常的に使用している「漢字」は、今では生活になくてはならないものとなっており、とりわ
け現代人にとっては「楷書」という書体が最も身近にある。この文字は、もともとは「漢民族」が作成・
使用した言語であったので「漢字」といわれるのであろう。それを安定化し普及させたのは魏晋南北朝
時代であるが、その原動力が「胡族」にあったということはたいへん皮肉なことであり、不思議な気が
している。そうしてみると、楷書体が使用され続ける歴代の王朝を見ても、漢民族以外の支配者が統治
する王朝があったが、漢字（楷書）の立場は揺らぐことはなかった。それだけ、漢字は完成度の高い言
語であるといえるのではないか。
常用漢字の成立に関しては、漢字制限という観点からみると、いかにも使用できるものを使用できな
くしたという印象があるが、実際には最も使用されている字体を残し、それを軸として多少のぶれ（許
容体）を認めたのであって、その時々の日常生活に大きな影響はなかったと思われる。しかし、その日
常的に使用されている字体が、漢字の原義や文字構造の変化と整合性があったかというと、100％一致
しているとはいいがたく、現在でも「芸」
（げい・うん）のような問題を抱えているのである。
日本の漢字制限の歴史に関連して、②の「慣用」という視点には大きな共感を覚える。例えば、韓国
のハングル文字は、政府主導で新しい言語体系を作ったものである。表意文字を表音文字に変え大きな
混乱が起きたといわれている。日本の場合はそれをとらなかった。日本の民族性と言ってもよい「実態
に即した変化」
「使用者が便利なように変えていくという視点にたった整理」は大きな混乱をすること
なく現在に至っている。このことの意味は大きい。
本稿の考察には、民間の字体制限の提案を入れる事はなかったが、明治初期などの漢字節減論には興
味深い点も多い。今はここまでに止め今後の課題とする。

資料１

簡易化された文字の字体

明治 41 年

漢字要覧
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糖（禮）仏（佛）剣（劔）剄（芬）画（聽畫）万（萬）岳（嶽）銕（鐵）滝（瀧）号（號）処（處）与（與）玺（璽）糸（絲）並
（竝）粮（糧）虫（蟲）饗（棄）塩（鹽）声（聲）岩（巖）断釆（斷）継（繼）粛（肅）辞（辭）乱（亂）躰（體）麦（奔）尽
（盡）即（卽）双（雙）灯（燈）関（關）献（獻）嘱（囑）昔（密）獵（眞）鎮（鎭）粘（黏）覧（覽）為（爲）偽（僞）参（參）
惨（慘）従（從）縦（縱）谷（狸）状（狀）（奬）壮（壯）荘（莊）汰（藏）（經）（輕）（莖）珎（珍）脚（凄）旧（舊）
悪（惡）（寳）顕（顯）（麗）称（稱）証（證）胆（膽）担（擔）豊（豐）托（託）医（醫）円（圓）厘（釐）丁（町）繆
（銭）槀（稿）槩（概）峯（峰）羣（群）幕（幙）棊（棋）胷（胸）松（枩）魂（栗）略（畧）秋（秌）和（咊）鄰（隣）緜（綿）
愉（愈）紋（紊）腑（腐）猶（猷）衿（衾）恰（怠）吟（含）

大正 12 年

常用漢字表

勧（勸）権（勸）潅（灌）歓（歡）観（觀）沢（澤）択（擇）訳（譯）駅（驛）釈（釋）変（變）恋（戀）蛮（蠻）湾（彎）茎（莖）
径（徑）経（經）軽（輕）併（倂）塀（軼）瓶（瓶）餅（餠）研（然）斉（齊）斎（齋）済（濟）剤（劑）残（殘）浅（淺）賎（賤）
銭（錢）労（勞）営（營）栄（榮）学（學）覚（覺）挙（擧）誉（譽）断（斷）継（繼）歯（齒）齢（齡）湿（濕）顕（顯）窓（窗）
総（總）属（屬）嘱（囑）為（爲）偽（僞）帯（帶）滞（滯）参（參）惨（慘）両（两）満（滿）発（發）廃（廢）鼡（鼠）猟（獵）
乱（亂）辞（辭）潜（潛）賛（贊）赱（走）（徒）（從）（縱）悩（惱）脳（腦）処（處）拠（據）担（擔）胆（膽）耒（來）
麦（奔）寿（壽）鋳（鑄）数（數）楼（樓）楽（樂）薬（藥）読（讀）続（續）竜（龍）滝（瀧）随（隨）髄（膸）（鹿）（麗）
聴（聽）廰（廰）虚（虛）戯（戲）遅（遲）觧（解）独（獨）触（觸）畳（疊）摂（攝）虫（蟲）蚕（蠶）仮（假）児（兒）（刻）
励（勵）甞（嘗）国（國）囲（圍）円（圓）図（圖）壱（壹）実（實）写（寫）宝（寳）扣（控）叙（敍）条（條）様（樣）帰（歸）
（氣）炉（爐）犠（犧）献（獻）画（畫）畄（留）尽（盡）糖（禮）称（稱）糸（絲）欠（缼）声（聲）台（臺）旧（舊）万（萬）
号（號）証（證）豊（豐）弁（辨辯）逓（遞）辺（邊）医（醫）鉄（鐵）関（關）双（雙）霊（靈）余（餘）舘（籏）体（體）闘
（鬪）塩（鹽）点（點）党（黨）亀（龜）

昭和 17 年

標準漢字表

一般に使用せらるべきもの
［常用漢字］並乱仮両実属廃数断帰残浅満沢済湾独発糸経総継欠台旧万処号虫蚕誕変豊軽弁辞辺銭鉄関余駅体塩麦点歯亀
［準常用漢字］剤嘱岳径恋択担溌炉献窃食縄胆茎縄触訳賎践輌逓遅釈双麹麺斉斎齢
一般に使用して差し支えないもの
［常用漢字］仏労励区国囲円図壱寿学写宝対応払扣昼会条栄権歓気営畄画当尽糖続声与挙覚観誉読弐医
［準常用漢字］勧弥枢桧欧殴渊感滝潅沛称篭繍絵粛蛍鋳駆鴬党滝

昭和 21 年

当用漢字表

乱（亂）併（倂）仮（假）両（兩）剤（劑）労（勞）励（勵）勧（勸）区（區）参（參）嘱（囑）囲（圍）円（圓）図（圖）堕（墮）
圧（壓）壱（壹）学（學）実（實）写（寫）宝（寶）対（對）届（都）属（屬）岳（嶽）廃（廢）径（徑）悩（惱）惨（慘）恋（戀）
択（擇）担（擔）拠（據）挙（擧）拡（擴）数（數）断（斷）会（會）栄（榮）楼（樓）枢（樞）権（權）欧（歐）権（權）帰（歸）
残（殘）殴（毆）浅（淺）満（滿）潜（濳）沢（澤）済（濟）浜（濱）滝（瀧）湾（灣）営（營）炉（爐）犠（犧）独（獨）猟（獵）
献（獻）画（畫）当（當）発（發）研（然）糖（禮）称（稱）穏（穩）窃（竊）並（竝）糸（絲）経（經）総（總）絵（繪）継（繼）
続（續）声（聲）粛（肅）脳（腦）胆（膽）台（臺）旧（舊）茎（莖）万（萬）処（處）号（號）虫（蟲）蚕（蠶）蛮（蠻）覚（覺）
観（觀）触（觸）証（證）訳（譯）誉（譽）読（讀）変（變）豊（豐）予（豫）弐（貳）賛（贊）践（踐）軽（輕）弁（辨瓣辯）
辞（辭）逓（遞）遅（遲）辺（邊）医（醫）釈（釋）鉄（鐵）鉱（鑛）関（關）随（隨）隠（隱）双（雙）霊（靈）余（餘）駆（驅）
駅（驛）髄（髓）体（體）塩（鹽）麦（奔）点（點）党（黨）斎（齋）歯（齒）齢（齡）

昭和 23 年

当用漢字別表
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仮（假）両（兩）労（勞）勧（勸）区（區）参（參）囲（圍）円（圓）図（圖）圧（壓）壱（壹）学（學）実（實）写（寫）対（對）
届（都）属（屬）挙（擧）拡（擴）数（數）断（斷）会（會）栄（榮）権（權）歓（歡）帰（歸）残（殘）浅（淺）満（滿）営（營）
独（獨）画（畫）当（當）発（發）研（然）糖（禮）称（稱）糸（絲）経（經）総（總）絵（繪）続（續）欠（缼）声（聲）台（臺）
旧（舊）万（萬）処（處）号（號）虫（蟲）蚕（蠶）覚（覺）観（觀）証（證）訳（譯）読（讀）変（變）豊（豐）予（豫）弐（貳）
賛（贊）軽（輕）弁（辨瓣辯）辞（辭）辺（邊）医（醫）釈（釋）銭（錢）鉄（鐵）鉱（鑛）関（關）余（餘）駅（驛）体（體）
塩（鹽）麦（奔）点（點）党（黨）歯（齒）

昭和 24 年

当用漢字字体表

仏（佛）来（來）伝（傳）価（價）児（兒）単（單）国（國）団（團）塁（壘）壊（壞）専（專）広（廣）応（應）払（拂）摂（攝）
条（條）楽（樂）滞（滯）湿（濕）狭（狹）尽（盡）県（縣）芸（藝）売（賣）転（轉）述（肓）鋳（鑄）顕（顯）翻（飜）

昭和 29 年

当用漢字表補正資料

灯（燈）

昭和 52 年

新漢字表試案

29

殻（殼）褐（郷）缶（罐）挟（挾）渓（溪）蛍（螢）縄（繩）斉（齊）挿（插）塚（襃）覇（霸）頻（檠）瓶（祀）塀（軼）褒（襃）
竜（龍）戻（貫）

昭和 54 年

常用漢字表案（中間答申） 30

謁（津）殴（毆）逓（遞）喝（棯）桟（棧）壌（壤）

昭和 56 年

常用漢字

亜（亞）悪（惡）圧（壓）囲（圍）医（醫）為（爲）壱（壹）逸（菽）隠（隱）栄（榮）営（營）衛（衞）駅（驛）謁（津）円（圓）
塩（鹽）縁（緣）応（應）欧（歐）殴（毆）桜（櫻）奥（奧）横（橫）温（溫）穏（穩）仮（假）価（價）禍（婆）画（畫）会（會）
悔（臈）海（恭）絵（繪）壊（壞）懐（懷）慨（挂）概（槪）拡（擴）殻（殼）覚（覺）学（學）楽（樂）喝（棯）渇（渴）缶（罐）
巻（卷）陥（陷）勧（勸）寛（藻）漢（繍）関（關）歓（歡）観（觀）気（氣）祈（頭）既（旣）帰（歸）器（默）偽（僞）戯（戲）
犠（犧）旧（舊）拠（據）挙（擧）虚（虛）峡（峽）挟（挾）狭（狹）郷（鄕）響（響）暁（曉）勤（賦）謹（当）区（區）駆（驅）
勲（勳）薫（薰）径（徑）茎（莖）恵（惠）掲（視）渓（溪）経（經）蛍（螢）軽（輕）継（繼）鶏（鷄）芸（藝）撃（擊）欠（缼）
研（然）県（縣）倹（儉）剣（劍）険（險）圏（圈）検（檢）献（獻）権（權）顕（顯）験（驗）厳（嚴）広（廣）効（效）恒（恆）
黄（乱）鉱（鑛）号（號）国（國）黒（僂）穀（榖）砕（碎）済（濟）斎（齋）剤（劑）殺（襞）雑（雜）参（參）桟（棧）蚕（蠶）
惨（慘）賛（贊）残（殘）糸（絲）祉（騰）視（斎）歯（齒）児（兒）辞（辭）湿（濕）実（實）写（寫）社（藤）者（隅）煮（八）
釈（釋）寿（壽）収（收）臭（勅）従（從）渋（澁）獣（獸）縦（縱）祝（凸）粛（肅）処（處）暑（様）署（厩）緒（茆）諸（跳）
叙（敍）将（將）祥（呑）称（稱）渉（粁）焼（燒）証（證）奨（奬）条（條）状（狀）乗（乘）浄（淨）剰（剩）畳（疊）縄（繩）
壌（壤）嬢（孃）譲（讓）醸（釀）嘱（囑）神（突）真（眞）寝（寢）慎（愼）尽（盡）図（圖）粋（醉）酔（醉）穂（穗）随（隨）
髄（髓）枢（樞）数（數）瀬（腿）声（聲）斉（齊）静（靜）窃（竊）摂（攝）節（戲）専（專）浅（淺）戦（戰）践（踐）銭（錢）
潜（潛）繊（纖）禅（禪）祖（督）双（雙）壮（壯）争（爭）荘（莊）捜（搜）挿（插）巣（巢）装（裝）僧（雌）層（馳）総（總）
騒（騷）増（增）憎（躇）蔵（藏）贈（呻）臓（臟）即（卽）属（屬）続（續）堕（墮）対（對）体（體）帯（帶）滞（滯）台（臺）
滝（瀧）択（擇）沢（澤）担（擔）単（單）胆（膽）嘆（淬）団（團）断（斷）弾（彈）遅（遲）痴（癡）虫（蟲）昼（晝）鋳（鑄）
著（存）庁（廳）徴（徵）聴（聽）懲（衛）勅（敕）鎮（鎭）塚（襃）逓（遞）鉄（鐵）点（點）転（轉）伝（傳）都（綾）灯（燈）
当（當）党（黨）盗（盜）稲（稻）闘（鬪）徳（德）独（獨）読（讀）突（俛）届（都）難（盟）弐（貳）悩（惱）脳（腦）覇（霸）

29
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本来 349 字あるが、当用漢字表にない 83 字中、康煕字典体が添えられる文字 17 字のみを掲載した。
本来 352 字あるが、新漢字表試案にない 6 文字のみを掲載した。
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拝（型）廃（廢）売（賣）梅（怦）麦（奔）繁（蟾）晩（娘）蛮（蠻）卑（揖）秘（特）碑（妥）浜（濱）賓（兮）頻（檠）敏（潰）
瓶（祀）侮（金）福（芭）払（彿）仏（佛）併（堅）並（囹）塀（軼）変（變）弁（辨瓣辯）勉（必）歩（腆）宝（寳）豊（豐）
褒（襃）墨（豈）翻（飜）毎（譌）万（萬）満（滿）免（抖）黙（兔）訳（譯）薬（藥）与（與）予（豫）余（餘）誉（譽）揺（搖）
様（樣）謡（謠）来（來）頼（勠）乱（亂）覧（覽）欄（欗）竜（龍）隆（畑）虜（癧）猟（獵）緑（綠）涙（撃）塁（壘）類（浚）
礼（禮）励（勵）戻（貫）霊（靈）齢（齡）暦（曆）歴（歷）恋（戀）練（萼）錬（鍊）炉（爐）労（勞）郎（郞）朗（呟）廊（敕）
楼（樓）録（錄）湾（灣）
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