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■国際シンポジウム■

イレズミ・タトゥーと多文化共生
――「温泉タトゥー問題」への取り組みを知る――

日時：2019 年 3 月 30 日（土）１３：００～１６：４５
会場：東京・ＴＫＰ西新宿カンファレンスセンター３Ｂホール
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用語解説 イレズミ・タトゥーとは　山本芳美
　イレズミ、和彫り、タトゥー、墨、刺青、彫り物など、イレズミを示す言葉はさまざまあるが、そのどれも正解である。
どのように称すかは、その当人がどの呼び方に親しんでいるかに左右される。実際のところ、タトゥーが入っているのに、
その当人は、もっとも大きな図柄が入っていることをイメージさせる「墨」と呼ぶこともある。
　この解説では、伝統的なものをイレズミ（tattoo）とし、現代的なものをタトゥーとする。私の場合は、古代に彫られ
ていたものや先住民族のあいだでおこなわれているものまで含めた総称として「イレズミ」としている。その上で、現代
的なものを「タトゥー」、あるいは「現代タトゥー」と呼びわけている。英語圏では、「tattoo」、「tattooing」を先住民族
から現在までいれられているものを示す包括的な意味で用いているが、筆者も同じ意味でイレズミとしている。近年、英
語圏では、現代的なものを「ink」とも称している。
　tattoo という単語は、もともとは英語においても外来語である。tattoo は、英国英語ではイレズミとの意味があるが、
一方でノック、行進や記念パレードでも用いられる。タヒチのイレズミを示す ‘ta-tu’ または ‘tatau’、「叩く」という動作
とその音が語源である。
　tatau という呼称を欧米世界に伝えたのは、英国の海軍軍人兼探検家のジェームズ・クック（James Cook, 1728-
1779）である。通称キャプテン・クックとして知られる人物であるが、18 世紀後半に太平洋方面へ 3 回の大航海をおこなっ
ている。1768 年 から 1771 年にわたる第一次航海で、タヒチ島に立ち寄り、そこで tatau について記録している。クッ
クが率いたエンデヴァー号の乗組員の多くも、タヒチ式イレズミをして帰還した。また、1769 年に tattoo という単語が
報告書などに現れており、ポリネシア系タヒチ語の tatau が、英語の tattoo の語源となった 。
　オーストロネシア語族に属するタヒチ人の方法は、小さな「ノミ」を肌にあてて、小槌でノミの背を叩くことで皮膚に
傷をつけて、そこに煤などを塗って図柄を定着させるものであった。このノミは、材質や大きさ、形状はさまざまで、海
鳥の翼の骨、サメの歯、石、硬い木を組み合わせて作られていた。タヒチ人を含むオーストロネシア語族は、諸説あるが、
雲南・東南アジア付近から 4000 年ほど前に移動をはじめ、西はマダガスカルから東はイースター島、北は台湾から南は
ニュージーランドまで拡散していった人々である。言語のほか、イレズミ、タロイモやヤムイモの栽培、宗教観念の共通
性が指摘されている。加えてイレズミも古層において共通していた文化と考えられている。航海で拡散していった人々に
は長いイレズミの歴史があり、ノミを小槌で叩く方法も共通している。台湾のパイワン人のあいだで柑橘類のトゲが針と
して用いられたように、オーストロネシア語族が用いる針は、金属を入手するまで、色素を皮膚に直接送りこめるほどの
細さや強度はなく、槌でノミを叩くのは効率的に色素を皮膚下に送りこむ意味があった。この方式では、施術師の両手が
道具でふさがるため、施術しやすくするために被施術者の皮膚を手で広げる助手が必要な場合がある。金属針で直接肌を
刺す際には、シャキシャキという高い乾いた音がするが、オーストロネシアの場合は、小槌がノミの柄を叩く音と皮膚に
針が入る音がリズミカルに高く響く特徴がある。tatau は、この音を表現しているといえよう。
　文

ぶんしん

身や黥
げい

、刺
し

墨
ぼく

は、現在ほぼ聞かないが、かつて書き言葉としてよく用いられていた 。イレズミは広く知られる一般
名称だが、同じ発音を漢字であてて「入墨」と書く場合には、江戸時代に刑罰でおこなわれたものを意味するので、筆者
は漢字をあてるのを避けている。ただし、『朝日新聞 用語の手引き』（朝日新聞社）、『記者ハンドブック』（共同通信社）
などでは「入れ墨」の表記が標準とされており、各種報道でよく用いられている。
　呼称には地域差もあり、身体を一続きの絵画で覆う江戸時代から流行した様式を指す場合は「彫り物」で、これは江戸
前の呼び方である。関西では「がまん」、倶

く り か ら

利伽羅紋
もんもん

々から「もんもん」と呼ぶ場合もある。「刺
し

青
せい

」も一般的ではあるが、
明治時代に登場した言葉である。刺青は 1911（明治 44）年に書かれた谷崎潤一郎の処女短編『刺青』から広まっていった。
　日本では、彫り方でも呼び方に区別が生まれた。戦後にタトゥーマシンやアメリカンタトゥーなど外来の図柄が一般的
になってきたため「洋彫り」という呼び方が生じ、従来の方法を「和彫り」と呼び分ける。また、タトゥーマシンを使う
場合に「機械彫り」、昔ながらの道具で彫る場合を「手彫り」と呼び分けることもある。欧米か他の地域か、日本に図柄
が由来するかで、洋彫り、和彫りとする場合もある。1990 年代には、タトゥーもイレズミ全般の呼称として定着している。
なお、地方によっては、和彫りと洋彫りとも「墨

スミ

」と呼ぶ場合もある 。
　ちなみに、中国語では、「紋身」が一般的だが、日本語の「刺青」も定着している。黥や黥面、箚

とうせい

青（劄青）あるいは剳
さつせい

青は、
古代中国で刑罰としておこなわれていたものを示す。
　このほか、各言語でイレズミを示す単語がある。例えば、沖縄本島では、女性のイレズミはハジチやハヅキと呼ばれ、
針突との漢字があてられた。宮古島ではピーツキ、八重山諸島ではティーツキ（手突）と呼ばれていた。



イレズミ・タトゥーと多文化共生 資料集

3

シンポジウムの趣旨　実行委員会代表　山本芳美
　2019 年にラグビーワールドカップ、2020 年に東京オリンピック、2025 年に大阪万博開催を控えた現在、タトゥーと
社会の関係が改めて問われています。2014 年の関東弁護士連合会の 20 代から 60 代の男女 1000 人を対象にしたアンケー
ト調査では、1.6％の日本人にタトゥーがあるとの結果が出ています。日本にもイレズミ・タトゥーの文化と歴史が根づ
いており、独自の表現が世界的にも評価を集めています。一方で、1990 年代から増加してきたイレズミ・タトゥーがあ
る人の存在に日本社会が向き合うことはありませんでした。また、2010 年代に入って、外国人旅行者の招致や外国人の
就労拡大が目されるようになっています。
　そのなかで、2013 年ごろから注目を集めるようになったのが、「温泉タトゥー問題」です。各地の温泉や各種入浴施設、
プールなどに設置されてきた「タトゥーお断り」看板が引き起こした客と施設側とのトラブルが報じられ、施設から断ら
れた困惑を SNS の書き込みが絶えません。一方で、タトゥーのある人を積極的に受け入れ、成功しているホテルや入浴
施設、温泉などもあります。
　今回の国際シンポジウムは、さまざまな分野で活躍されている方をお招きし、日本ほか各地のタトゥーを研究してきた
研究者とともに、温泉タトゥー問題解決に向けてさまざまな角度から話し合います。シンポジウムでは、解決のヒントと
なる具体的な情報が得られるはずです。今一度、現状をとらえなおしましょう。

シンポジウムプログラム
〈第一部 芸術・哲学からのイレズミ考察〉
▽開始・趣旨説明＝山本芳美
▽セクションの主旨と登壇者紹介＝大貫菜穂
◆発表１　Matt Lodder
“Japanese tattooing in the contexts of Japonisme in late 19th century Britain” 
邦題「19 世紀後半英国ジャポニスムの文脈にみる日本のイレズミ（Japanese Tattoo）」　
※英語による講演、講演要旨（翻訳）を資料として配布
◆発表２　大貫菜穂

「イレズミのかたちと身体の形象との連環」
◆発表３　千葉雅也

「イレズミ、主体化、エンブレム」
▽ミニディスカッション・質疑応答 

〈第二部　温泉タトゥー問題の検討〉
▽温泉タトゥー問題の現状＝飯塚玲児
▽サイト紹介「タトゥーフレンドリー」＝川崎美穂
▽共同討議・質疑応答 
通訳：Johan Nordstrom ヨハン・ノルドストロム（都留文科大学文学部国際教育学科講師）

登壇者・実行委員会プロフィール
◆総合司会
北山晴一 Kitayama Seiichi
立教大学名誉教授。文化ファッション大学院大学客員教授。社会デザイン学会会長。「顔・身体学」班友。化粧文化研究者ネッ
トワーク世話人代表。専門は社会史・社会学、社会デザイン学。東京大学大学院修了。パリ第３大学専任講師、立教大学
教授、放送大学客員教授などを歴任。著書に『おしゃれの社会史』（朝日選書、1991 年）、『衣服は肉体になにを与えたか』

（同、1999 年）、『世界の食文化⑯フランス』（農文協、2008 年）、『乳房の文化論』（淡交社、2014 年）、『乳房の科学』（責
任編集、朝倉書店、2017 年）など。
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◆登壇者（登壇順）
Matt Lodder  マット・ロダー
Senior Lecturer in Art History and Theory, and Director of American Studies at University of Essex. 英国エセックス
大学・人文学群・哲学美術史学部およびアメリカン・スタディーズコース上級講師。2010 年レディング大学大学院・芸
術・人文・社会科学部・美術学科修了（博士）。現在所属するエセックス大学では、デジタル技術やニュー・メディアといっ
た戦後の近現代芸術をふくむ 19 世紀から現代のヨーロッパ、アメリカ、日本の美術や視覚文化論の研究・教育に携わっ
ている。

大貫菜穂 Onuki Naho
京都造形芸術大学、神戸松蔭女子学院大学非常勤講師、立命館大学生存学研究センター客員研究員。博士（学術・立命
館大学）。専門は美学・芸術学、表象論。日本および英米圏のイレズミや身体装飾（改造）の表象論的分析や思想研究を
行う。分担執筆に「生を刻む 武者とほりもの」『傑作浮世絵コレクション 歌川国芳 遊戯と反骨の奇才絵師』（河出書房新
社、2014 年）。主な論文に「無辺のカンヴァスと対峙すること——イレズミにおける身体と彫師の聯絡」（『Core Ethics』
Vol.14）、「イレズミの変身機能——歌川国芳《通俗水滸伝豪傑百八人之一個》にみる「ほりもの」行為と絵柄の意味」（『民
族藝術』第 27 号）、「近代における「イレズミ」を背負う女性像——「悪女」の表徴としての「ほりもの」」（『大正イマジュ
リィ』No.5）。

千葉雅也 Chiba Masaya
哲学者、立命館大学大学院先端総合学術研究科准教授。博士（学術・東京大学）。ジル・ドゥルーズの哲学やフランス現
代思想をベースに哲学や表象文化論に広い造詣をもち、美術・文学・ファッションなどの批評を連関させて行う。著書に『動
きすぎてはいけない——ジル・ドゥルーズと生成変化の哲学』（河出文庫、2017 年）、『別のしかたで——ツイッター哲学』

（河出書房新社、2014 年）、『勉強の哲学——来たるべきバカのために』（文藝春秋、2017 年）、『意味がない無意味』（河
出書房新社、2018 年）、『欲望会議——「超」ポリコレ宣言』（二村ヒトシ・柴田英里との共著、KADOKAWA、2018 年）
など。

飯塚玲児 Iizuka Reiji　現存日本最古の歴史を誇る旅行専門誌・月刊『旅行読売』編集長を歴任してフリーの紀行作家、
写真家に。温泉入浴指導員（厚生労働大臣認定）、温泉観光士（日本温泉地域学会認定）、温泉ソムリエアンバサダー、（一
社）高齢者入浴アドバイザー協会認定講師、日本酒ナビゲーター（SSI 認定）。約 25 年で日本の温泉約 4300 湯に浸かっ
た実践派の温泉ジャーナリスト。近著に、源泉かけ流し温泉への盲信に警鐘を鳴らした『温泉失格 超改訂版』（徳間書店、
2015 年）などがある。

川崎美穂 Kawasaki Miho
1973 年生まれ。青森県弘前市出身。高卒。編集、ライター、プランニングディレクター。1996 年より雑誌『BURST』
の編集に携わり、1999 年に本邦初のタトゥー専門情報誌『TATTOO BURST』を創刊。2013 年休刊になるまで編集長を
務める。現在はタトゥーのある人でも利用可能な日本の温泉施設などを紹介するバイリンガルサイト「Tattoo Friendly」
を運営。タトゥーにまつわることをライフワークとし各メディアにて発信中。

◆実行委員会
山本芳美 Yamamoto Yoshimi
文化人類学者、都留文科大学教授。学術博士（論文・昭和女子大学）。専門はイレズミ研究、化粧文化研究。主著に『イ
レズミの世界』（河出書房新社、2005 年）、『イレズミと日本人』（平凡社、2016 年）。共著に『コスプレする社会』（成
実弘至編、せりか書店、2009 年）、『靴づくりの文化史』（稲川實との共著、現代書館、2011 年）など。跡見学園女子大
学在学中の 1990 年からイレズミの研究をはじめ、沖縄、台湾などで調査をおこない、2000 年にイレズミの歴史に関す
る学位論文で博士号を取得している。
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桑原牧子 Kuwahara Makiko
文化人類学者、金城学院大学教授。専門は文化人類学、ポリネシア研究。単著に Tattoo: An Anthropology（Oxford:Berg, 
2005）、共著に Tatau/Tattoo: Bodies, Art and Exchange in the Pacific and the West（London:Reaktion, 2005）。本共
同研究ではポリネシアのイレズミと樹皮布の模様を比較研究する。

津村文彦 Tsumura Fumihiko
文化人類学者、名城大学教授。学術博士（論文・東京大学）。専門は東南アジア、タイの宗教文化の研究。主著は『東北
タイにおける精霊と呪術師の文化人類学』（めこん、2015 年）。共著に『呪術の人類学』（人文書院、2012 年）、『複ゲー
ム状況の人類学』（風響社、2014 年）、『東南アジアのポピュラーカルチャー』（スタイルノート、2018 年）など。1999
年より東北タイで現地調査を開始し、精霊ピーと呪術のもつリアリティを探る。2014 年よりタイの呪術的イレズミ・サッ
クヤンについて研究を行っている。

山越英嗣　Yamakoshi Hidetsugu
文化人類学者、早稲田大学人間総合研究センター招聘研究員、博士（人間科学・早稲田大学）。専門はラテンアメリカ
地域研究、ストリート文化研究。共著に “Chapter26 Street art/Graffiti in Tokyo and surrounding districts” Routledge 
Handbook of Graffiti and Street Art（Routledge, 2016）。主な論文として「ヒップホップ文化を担う若者たちによる共
同体の創造——地方都市の繁華街で商店を営む若者たちを事例として」（日本生活学会『生活學論叢』Vol.25、2014 年）。
メキシコ・オアハカ州でのフィールドワークに加え、2010 年から千葉市で服飾系の店舗を経営する若者たちを中心にタ
トゥーに関する聞き取り調査を行っている。

秦玲子 Hata Reiko
日本文化人類学会学会員、修士（人間・環境学 )。2014 年、京都大学大学院人間環境学研究科博士後期課程中退。論
文として、「世界を教育する　絡み合うマオリのタトゥー『モコ』と世界の『Tattoo』」（『日本オセアニア学会 News 
Letter』No.100、2011 年）、「マオリの伝統的タトゥー、モコの断絶と復興　彫師の語りを中心に」（『日本ニュージー
ランド学会誌』第 18 巻、2011 年）、「コンタクト・ゾーンにおける実践 : ニュージーランド・マオリのタトゥー『モコ』
と世界の『Tattoo』」（『コンタクトゾーン』第 5 号、2012 年）。ニュージーランドの先住民マオリの伝統的タトゥーの復興、
特に、復興運動における「美しさ」と「正しさ」の追求を研究している。

Matt Lodder 氏紹介
　17 世紀から現代までの西洋のタトゥー文化や歴史にかんして、美術史・芸術学の立場でアプローチする研究を専門と
する。とりわけ彼が着目する、1880 年前後の英国でタトゥーショップが登場しタトゥーが一般に浸透した「タトゥーの
プロ化／商業化」は、個性的な論点であるだけでなく、芸術の大衆化を考える上で非常に示唆的な議論だといえる。その
専門知識はまた、西洋のボディ・モディフィケーション（身体改造）——スプリット・タン、インプラント、そのほか多
様な身体をめぐる試みを含む——の実践についての広大な歴史研究にまで及ぶ。同時に近年では、ポルノグラフィにおけ
るフェミニズムの議論への考察や、1970 年代から 80 年代のサブカルチャーの文脈におけるクィア文化と法律の交錯に
ついての論考も発表している。
　直近の活動として、ヴィクトリア＆アルバート博物館、スコットランド国立博物館、ロンドン博物館などでの招待講演
の他に、多くの有名な学術誌や新聞・雑誌への寄稿や、英国国内にとどまらないメディアへの出演もおこなっている、第
一線で活躍するタトゥー研究者である。とりわけ彼がメインキュレーターをつとめた 2017 年 3 月よりイギリス西南部の
港町ファルマスにあるコーンウェル国立海事博物館での展覧会「British Tattoo Art Revealed（英国タトゥーの真実）」は、
現在は 3 月から 6 月まで中西部のブリストル博物館に場を移し、2020 年まで英国内を 5 ヵ所巡回する大きな成功をおさ
めている。また、その関連もあり、2018 年の終わりから 2019 年の初めには、ヨーロッパ中で放映される主要な美術や
美術館を扱う複数のテレビ番組にも出演している。
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Japanese tattooing in the contexts of Japonisme in late 19th century Britain
邦題「19 世紀後半英国ジャポニスムの文脈にみる日本のイレズミ（Japanese Tattoo）」
Matt Lodder（大貫菜穂 訳）
　本講演は、明治維新後の日本のイレズミが欧米のタトゥーに及ぼした影響を「ジャポニスム」のコンテクストで読み解
くものである。つまり、装飾品や趣

フ ァ イ ン ア ー ト

味の良い純粋芸術で日本趣味を受容し、絵画や彫刻作品から家具、陶磁器、テキスタ
イル、銀器にいたるまでジャポニスムが西洋諸国を駆け巡った時代の、広い文化的現象の一部としてタトゥー／イレズ
ミを理解すべきだと私は主張したい。西洋の陶磁器に適するものとして用いられたいくつかの日本の版画などの模様は、
日
ジャパニーズスタイル

本 様 式のタトゥーとしてロンドンやニューヨークなどといった都市で取り入れられたのだ。こうしたことから私は今
回の講演で、英国初のタトゥーの商業的・文化的マーケットが形成されたことや、本格的な商業としてタトゥーの交易を
継続できたことに、日本からの影響があった点を強く主張したい。西洋の現代のタトゥー産業の体系全てさえも、結果的
に日本のイレズミの伝統と遺産にかかっているのだ。
　バジル・ホール・チェンバレン（Basil Hall Chamberlain, 1850-1935）と W. B. メーソン（W. B. Mason, 生没年不詳）
によって 1893 年に出版された A Handbook for Travellers in Japan の第三版 1 には、横浜のアーサー＆ボンド商会の一
面広告が掲載されている。この広告はよくある典型的なものだが、一つだけ珍しい文章が付け加えられている。「金蒔絵、
浮きだし模様や槌目仕上げや象嵌が付された金工、象牙細工、刺繍、七宝焼、磁器、掛物、屛風、箪笥などなど」といっ
た広告の誇り高き高級品リストの下にある、幸せな顧客の手によって書かれた熱心なレビューがそれにあたる。彫千代

（1859-1900）という名のイレズミの彫師が「彼の素晴らしい芸術的作品は世界中で知られている」という評価とともに
アーサー＆ボンド商会に所属していたことが書き留められているのだ。
　アーサー＆ボンド商会は、装飾美術品や高級な土産物となる美術品を、西洋人を中心とした外国人訪問者や駐在員を対
象に販売する店で、日本に移住したホーレス・フランク・アーサー（Horace Frank Arthur, 生没年不詳）によって開業
された 2。1868 年の明治維新後、日本が西洋に向けて開国するやいなやヨーロッパにおいて日本の芸術品や工芸品への
興味が花開き、ヴィクトリア朝のジャポニスムの熱狂的流行は、販売するための「伝統的な」美術工芸品の輸入を目的と
して、日本の主要都市に小さなギャラリーやディーラーを設立させることになった。彫千代を紹介した A Handbook for 
Travellers in Japan 第三版の広告には、アーサー＆ボンド商会が「本物の」日本の美術工芸品を販売しているとかなり
詳しく強調してはいるものの、1893 年の時点ではそれら美術工芸品は、需要が増加したことによって工業化されて量産
体制をとるようになり、かつての伝統的な職人の技が駆使された作業場を維持することがますます困難になっていること
が示されている。この書物でチェンバレンは、「今の日本では古く珍しいものが排

はいせき

斥されている 3」「（そうした珍しい美
術工芸品は）あるものはこの国の博物館に入ってしまい、また価格のつけようのないコレクションが海を越えてヨーロッ
パやアメリカに行っているのである 4」と物憂げに指摘し、そのような事情も重なって、目の肥えた読者が自分のコレク
ションのために「本物の」古い美術工芸品を購入することは容易なことではないと述べている。 
　「ロンドン・スタンダード」紙の 1886 年 4 月 13 日の記事も同様に、西洋との接触の増加が日本文化全般、とりわけ
芸術的な製品にもたらした変化を強調している。

日本が外の世界に開かれて以降、年々その島国の民の趣味は悪化している。ヨーロッパの（日本文化の需要）モデ
ルは、日本人の目を毒し、野蛮な市場に向けて商品を製造するように彼らを誘惑した。結果、かつては彼らが（英
国に）送って寄越してきた日本の名高い職人仕事であったものが、それよりもはるかに不誠実な製品になってしまっ
た。銅像、漆器、陶器も同じように「文明」に冒されてきている。（日本の）人々は長い間（「文明」を）拒絶をし
てきたが、しかし、彼らはいまや自らの快適さのためにあまりにも躍起になりすぎなくらいにその状況を進んで受
け入れている。にもかかわらず、ある芸術形態が、観光客が主導してきた（日本文化の）悪化に抵抗した。「こん
にちに至るまで」この作品はあり続けている。「裸の装飾品とでも呼べるであろう、とあるいにしえからの芸術形
態の一分野は（悪化の）影響を受けていない。その作品とはイレズミのことなのだ」。

　上の引用文では「日本美術の重要な一分野が消滅間近である」という危機にひんしていることが指摘される一方で、少
なくともこの記事の理解においてイレズミは、汚れずに最後まで残された、真正な日本の芸術形態だとみなされた。19
世紀をとおして、日本人は世界で最も精緻で美的なイレズミの伝統を形成し、そのことに値する名声を得てきた——写真、
浮世絵、そして保存された人体標本さえもが 5、彼らがイレズミに費やした規模や野心、そして特有の価値を証明するのだ。
しかし、日本のイレズミは文化として長い歴史を有していたにもかかわらず、明治政府は確固とした近代社会である日本
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というイメージを促進させるため、1869（明治 2）年にイレズミを禁止する法令を可決し、その後何年にもわたり取り
締まりを続けた 6。
　ここで注意すべきは、当局が禁止した理由が、最初の段階では古い日本の文化と広範囲に身体を覆うイレズミが結びつ
いていたことにあり、むしろその禁止した理由が、「本当の」「古い」日本を探し求めていた特定のタイプの外国人訪問者
にアピールしたことである。後の 19 世紀後半から 20 世紀早期の段階で明らかになるように、「教養ある」英国人やアメ
リカ人が自身の身体に日本のイレズミを入手することは、彼らの趣味人さ、国際人ぶり、そして富を表明できる手段であ
り——当時の日本のイレズミは、世紀転換期に西洋で発明されたコイルやモーターで動くタトゥー・マシーンという電気
機器で一気に彫る施術と異なり、束ねた針を糸でくくりつけた鑿

のみ

に墨などをつけて、彫師が手で少しずつ彫るものであっ
たため、広範囲かつ複雑な絵柄のイレズミは高価で手間のかかるものであった——、同時に彼らが真に日本文化を経験し
た者であることを永久的に象徴し続けもしたのだ。
　つまりこう言えるだろう。「真正な」東洋のイレズミは、日常的商品であると同時に製品化され、社会的地位を映し出
すために文字どおりにそのコレクターの体に直接的にえがかれ、さらにそれらイレズミや彫師が美術商といったパトロン
のために、金儲けを目的として外国人客向けの場に進出した。そのうえ、明治政府が日本の彫師という職業にたいして厳
しい法的制限を課したゆえに、彫師らは国内外にいる西洋人の潜在的な顧客に対し自らを活発に売り込んでゆく必要が
あった。つまり、彫師が生計を立ててゆく上で、その仕事の質の高さと海外を行き来する外国人訪問者から評判を得るこ
とが最も重要な課題のひとつであったのだ。

講演の解説　山本芳美
　Matt Lodder 氏は、監修した 2017 年の「英国タトゥーの真実」展（BRITISH TATTOO ART REVEALED）の複数の
会場での巡回が決まるなど多忙なため、講演原稿ではなく、講演概要の要旨とスライドを事前に用意いただいた。本講演
は、日英ともどもこれまでほぼ着目されていなかった、英国の皇族をはじめとする外国人たちの日本土産としてのイレズ
ミ、氏がジャポニスムと表現する日本から英国のタトゥーにもたらした影響、近代の彫師たちの移動と接触の歴史を論じ
るものである。
　氏は一般向けのレクチャーも多数経験しており、わかりやすい内容であるものの、来場者にとって未知の事柄が多い。
そのため、氏に断って、聴衆の補足となる情報をスライドに書きくわえた。私自身もこの数年、海外各地で活動した日本
人彫師の歴史的な研究をし、氏が紹介した新聞記事や資料類に目を通してきたこともあり、スライド内容に沿って講演の
ポイントを示すことにした。ただし、25 分間と時間が限られているので、講演で内容すべてが触れられないであろうこ
とを断っておく。
　本講演では、美術史を専門とする氏の視点から、日本のイレズミに英米人が高い関心をしめしていたことが述べられ
る 1。日本国内ではほとんど意識されていないが、日本のイレズミは背中や腕、脚など全身にわたって、浮世絵などをも
とにした具象画を絶妙に配置することに特徴がある。イレズミの歴史からすれば一足遅れで発展した欧米の人々にとって
は、思いもしなかった表現である。欧米の人々のタトゥーは、それまで胸や腕への施術が中心で、自分が確認できない箇
所に入れることはなかった。はっきりいえば、日本人の眼から見ると、19 世紀末までの欧米のタトゥーは驚くほど稚拙で、

訳注
１　チェンバレン＆メーソンが執筆したA Handbook for Travellers in Japan 第三版の初版は1891年として広く知られているが、ロンドン版初版が1891年、

ニューヨーク版初版が 1893 年であり、本稿はニューヨーク版に準じる。なお、日本語訳として、B・H・チェンバレン、W・B・メーソン『チェンバレ
ンの明治旅行案内——横浜・東京編』（楠家重敏訳、新人物往来社、1988 年）。もともとこのシリーズは当時の外交官や東京帝国大学を中心に雇用され
ていた「お雇い外国人」が執筆しており、チェンバレンが執筆者に加わったのはこの第三版からである。なお、それ以前のヴァージョンは駐日公使のアー
ネスト・サトウ（Sir Ernest Mason Satow, 1843-1929）らによって手がけてられていた。

２　1889（明治 22）年にアーサーによって横浜市中区山下町 38 番に開業、翌年にウィリアム・ロバート・ボンド（William Robert Bond, 生没年不詳）が
ビジネスパートナーとなり、アーサー＆ボンド商会となる。ロンドンと横浜に店舗を構え、高品質な日本の美術装飾品の輸出入や販売をする当時の代表
的な英国系商社の一つであった。一時期は神戸にも支店が置かれていた。

３　前掲書註 1、p.42
４　同上、p.42
５　江戸中期以降に形成された日本の装飾的なイレズミ「ほりもの」は、江戸後期から明治半ばまで浮世絵（錦絵）にしばしば描写され、開国以後には外国

人旅行者やお雇い外国人らが駕籠舁らといった肉体労働者のほりものを撮影し、後に彩色写真にされたものもある。また、東京大学医学部標本室では昭
和初期以降、有名人の脳といった所蔵品とともにほりものを入れた肌を標本として収蔵し、いまだに所蔵されている。

６　公議所でイレズミ禁令の議論が提起されたのが 1869（明治 2）年 4 月、可決されたのが同年 6 月である。正式な布告については、まず、1872（明治 5）
年の太政官令によって江戸期の「入墨刑」の廃止を決定した上で、同年 4 月に東京府下へ入墨禁止令の布告、そして 11 月に司法省による東京府違式註
違条例布告によって厳しい罰則や罰金がもうけられることになった。なお、これらの禁令は太平洋戦争後の 1948（昭和 23）年に全て廃止されているこ
とにも注意が必要である。
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手のひら大の一筆書きの絵が貼りついているようにしか彫られなかった。この違いは、海軍や水夫などが各寄港地で、彫
師に寄稿記念として入れてもらう施術習慣が反映していたことも反映しているだろう。すべての移動が船でなされていた
時代には、いつ船が出航するかがわからない。いつその場所に戻れるかわからない状況下で彫るタトゥーの大きさはさほ
ど大きくなかったはずである 2。対して、日本の彫師は仕事場の近隣で定住して働く人々を主な客としていた。日本の習
慣では、彫師が仕事に比較的じっくり取り組むことができたことも、イレズミの面積や表現の差が生じたことにつながっ
たと筆者は考えている。
　当時の図柄を記録した資料を見る限り、英国をはじめとする欧米では 19 世紀後半でも、肌にむらなく線や色を入れる
技術、ぼかしなど、日本の彫師が当たり前にこなしていた表現には達していない。そうした英国の人々が、幕末期には芸
術的にも、技術的にも、すでに一定の完成を見ていた日本のイレズミを知って、大きな衝撃と影響を受け、自ら欲したこ
とは容易に想像ができるのである。
　さて、Matt 氏の講演は、1886（明治 19）年に長崎で海軍士官がイレズミを入れたことが新聞などで報じられた時代
から始まる 3。遡って、1881（明治 14）年に、英国のアルバート・ヴィクター皇子や弟のジョージ皇子（後のジョージ
五世、エリザベス女王の祖父にあたる）が来日の際に入れたことも報道されている。
　次に紹介されるのは、1891 年（氏が底本とするのは 1893 年）の『日本旅行案内』（A Handbook for Travellers in 
Japan, 第三版）である。本書は、当時日本を訪れる外国人客が必ず携えたといわれる英文旅行案内である。このガイドブッ
クに、横浜の英国系美術商であるアーサー＆ボンド商会が広告を出し、そのなかで彫千代が紹介されている。彫千代が両
皇子のイレズミを手がけたかどうかは定かではないが、両皇子が来日時にイレズミを入れたエピソードを利用した形で広
告が出されていたことがわかる 4。さらに、1894 年に出版された同書の第四版には帝国ホテルで営業する Horitome（彫
留 5）の広告が掲載されている。広告は日本土産としてのイレズミを求める外国人向けにホテルで営業したのが、彫千代
だけではなかったことを示す 6。
　日本では 18 世紀半ばに彫師が職業化していったと考えられるが、英国で彫師が職業として確立するのはそれより時代
的にくだる。ロンドンでは、19 世紀末から 20 世紀はじめにかけてサザーランド・マクドナルド、トム・ライレー、ア
ルフレッド・サウスが彫師として顔をそろえた。さらに、ジョージ・バーチェットらが仕事を始める。当時のロンドンに
は専業の彫師がまだ数名ほどで、それまでは図柄も技術的にも稚拙だった。それらの彫師が、先行する日本のイレズミと
彫師の影響を深く受け、日本式の技術や図案などを積極的に取り入れたことを Matt 氏は指摘する。ロンドンに日本人彫
師 Yoshisuke Horitoyo が現れ、1898 年 8 月にはトム・ライレーのアシスタントをつとめていたことが広告からわかる 7。
Horitoyo が、黎明期の英国タトゥー業界にぼかしなどの彫り方、図柄のヴァリエーションや大きさ、身体への配置など
に多大な影響を与えたことが窺える。
　一方で、氏が強調するのは、英米の人々が 19 世紀後半に全盛を迎えたジャポニスムとして日本のイレズミを受容した
ことである。横浜美術館主席学芸員の沼田英子によると、ジャポニスムとは端的には次の現象である。

19 世紀後半から 20 世紀初頭にかけて日本の美術工芸品が西洋にもたらされるようになると、芸術家たちはそれ
に触発されて新しい表現を生み出しました。このようにして、日本の美術がヨーロッパやアメリカの美術に与えた
影響を「ジャポニスム」と呼びます。ジャポニスムは絵画だけでなく、版画や彫刻、工芸、ファッションなどさま
ざまなジャンルで起こりました。また、文学や音楽、演劇などにも日本の文化や芸術が大きな影響を及ぼしていた
ことが知られています。（p.6）
西洋では動物や昆虫が主題となることは稀でしたが、19 世紀後半には日本美術の影響で、特に版画や挿絵、工芸
の分野で、動物や昆虫、鳥や魚をモチーフとする作品が生まれました。（p.56）8

　筆者の専門ではないので、ジャポニスムの視点については立ち入らないが、講演ではロンドンの彫師たちが、日本の横
浜を拠点にした彫千代（生没年 1859 年～ 1900 年）や『北斎漫画』を手本にしていたことが具体的に紹介される。彫師
たちは機械式の針とともに、日本式の針での手彫りも試みていたことも明らかである。『北斎漫画』にみるような繊細な
動植物のモチーフを活かすジャポニスム的表現が、19 世紀から 20 世紀にかけて、花瓶や皿、女性用ストッキングなど
の装飾、人体を彩るタトゥーにまで浸透する。巻きつく蛇は、工芸やファッションに取り込まれ、イギリスやアメリカ
の貴婦人の足をタトゥーとして飾るにいたったのである。日本発祥のモチーフがモノとヒトの境なくヴィクトリア時代の
人々の生活を彩ったのであった。
　以上、補足しながら、スライドから見る Matt 氏の講演ポイントを示した。今後も Matt 氏が研究を深められること、
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１　小山騰氏の研究によれば、19 世紀後半には、欧州の皇族や貴族、アメリカの富豪や有名人などを中心にタトゥーが大流行した。
２　欧米の服はオーダーメイドを基本としていたが、いつ港に戻ってくるかがわからない船員を対象とした店で既製服が発達したといわれる。
３　英米の新聞や旅行記では、イレズミが規制されていたにもかかわらず、横浜、神戸、長崎など外国人居留地のある港に彫師が集まり、日本土産としてイ

レズミを望む外国人客に施術をしていたことが紹介されている。スライドで示されるように、日本人彫師が各地のホテルに出張する形での施術もおこな
われていた。

４　ちなみに、19 世紀末から 20 世紀初頭の香港、アメリカなどの彫師の広告や彫師のインタビューなどを参照すると、「両皇子のご贔屓」は定型化した売
り込み文句であったことが窺える。

５　1930 年代以降、日本のイレズミについて調べた玉林晴朗は『文身百姿』を 1941 年に出版する。それによると、彫留は深川の魚売りから後に彫師となっ
た人物で、大柄で大酒飲みであったと述べられている。（玉林 1941：229）

６　神田の名人として知られた初代彫宇之（1842?～1927）も、帝国ホテルで仕事をしたと述べている。当初、彫宇之は各国大使館や公使館の日本人馬丁やコッ
クを客にしていた。それが外国人に知られ、日本のイレズミの写真を提供するうちに、外国人相手に仕事をするようになった。日本在住の外国人で有名
となり、やがて東京や横浜のホテルに滞在する外国人に彫るようになった。そうなると、ホテルのボーイが外国人客の紹介につとめた。当初、帝国ホテ
ルではインド人が仕事をしていたが、彫宇之が仕事をするようになると、いなくなったという。外国人客は水滸伝の豪傑のような図柄を好まず、鷲、蛇、
花などを好んだ。そのため、彫宇之は日本人向けの「ほりもの」の図柄と異なった下絵帳を用意していたとのことである。（玉林 1941：242-243）

７　山本の研究によると、Horitoyo は 1896 年にはリヴァプールで彫師をしていた。1897 年 11 月 3 日には Daily Mail 紙が “The Orient in London.” と
いう記事でロンドンの Whitechapel Road にいることを紹介している。さらに、同年 12 月 1 日に Daily Mail 紙に Horitoyo 自身が Euston Road の
Tattoo Professor として広告を出している。リヴァプール在住の女性との 1896 年の結婚を機に、ロンドンに居を移した可能性がある。しかし、翌
1898 年には、事情がどのようなものであったかは不明だが、トム・ライレーのアシスタントになっている。さらに、1899 年に Horitoyo はアメリカ、ニュー
ヨークに渡っている。

８　以上、沼田英子『かわいいジャポニスム』東洋美術、2017 年。

参考・引用文献
檀原照和 2012「刺青から学ぶ封印された外交」『レッドライト（連載第 10 回）』Yokohama Now（インターネットサイト）
小山騰 2010『日本の刺青と英国王室』藤原書店
玉林晴朗 1941『文身百姿』文川堂書房
山本芳美 2016「日本の彫師はいつから認められてきたのか」Web マガジン『シノドス』

〈温泉タトゥー問題をめぐる動向 資料〉
観光庁によるアンケート・情報提供などをめぐって　山本芳美
　観光庁が 2016 年 3 月 16 日に発表した情報提供「入れ墨（タトゥー）がある外国人旅行者の入浴に際し留意すべきポイントと
対応事例」では、宗教や文化などの理由でタトゥーがある場合があること、衛生上の支障にはならないことが示されているほか、
入浴に関する対応事例として「シールなどでの対応」「入浴時間の工夫」「貸切風呂の案内」を紹介し、施設側に対応の改善を促し
ている。以下、これに関連した製品や対応する取り組みなどを紹介していきたい。

●タトゥーカバーシール
　現在、各種のタトゥーカバーシール、傷跡隠しシールが数社から発売されている。タトゥー隠しをうたうコンシーラー、スプレー
なども販売されている。これら製品は、リストカットなどの傷、シミ、アザ隠しなどにも用いられ、コスプレイヤーにも愛用され
ている。
　株式会社グランブルー「肌かくしーと」公式サイトによれば、次のように説明されている。

「傷あと（リストカット・あざ・しみ・手術痕）やタトゥーに悩んでいる人達の声から生まれた、肌の気になる部分をカバー
する新しい「貼る」タイプのスキンカバーシートです」

　大きさは、絆創膏タイプ、はがき半分、はがき大、最大で 118mm×172mm のマンガ単行本サイズを用意している。値段は 10
枚で 1870 円程度（最大サイズの場合）である。
　2019 年 3 月に同社 EC 事業本部　第一マーケティング部部長 土屋史明氏に取材をしたところ、なぜこのサイズに設定したかと
いえば、「自分で貼れる大きさであるため」とのことであった。アメリカやカナダでは、スリーブと呼ばれる腕全体を彫るスタイ
ルが流行している。このように、シール 1 枚程度ではカバーできない大きさのタトゥーもあるが、その場合は「アームカバーを使っ

資料　観光庁 HP より、アンケート結果（2015 年 10 月） 資料　観光庁 HP より、情報提供（2016 年 3 月）

そして日本と英国双方の視点からの歴史的研究が深まることを強く望んでいる。
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てほしい」と土屋氏は述べる。このアームカバーは、海水浴 1 に行き、そのあと砂場でくつろぐ際の使用を念頭にした接触冷感仕
様になっている。シートは、2017 年 6 月に販売開始してから特に宣伝しなかったにもかかわらず、1 年間で 102 万枚を売り上げ
ている。通販での販売のほか、「ドン・キホーテ」などにも卸しており、インバウンド（外国人観光客）が多い新宿や、イレズミ・
タトゥーに厳しい関西方面でよく売れているとのことである。絆創膏サイズは、コスプレイヤーたちが眉を隠して、自在に眉を描
くために利用する。このほか、撮影された写真がサイトにアップされての「身バレ」（身内にばれること、身元がばれること）を
防ぐため、人物が特定できる特徴的なホクロやアザなどを隠すよう利用しているとのお話であった。ちなみに、和装や男装・コス
プレをする際に、胸のボリュームを抑えるインナーも同社では製造・販売している。
　同社サイトでは、観光庁の「入れ墨（タトゥー）入浴に関する観光庁の声明」を示すとともに、使用例も以下のように説明する。

「入浴時（お風呂・温泉・銭湯・プール・スパ・ジム）、海水浴、旅行や宿泊行事、家族行事、 半袖・ノースリーブ、半袖の仕事 ( バ
イト ) 着を着用する時、コスプレをする時、ご自身の結婚式や結婚式参列、面接、体育、体育祭、文化祭、 親バレや教師バレ、
担任バレしたくない時」

　同社以外の製品でも、日本製のファンデーションに準ずるように、複数の色味のシートが販売されているが、在住外国人ならび
に来日する観光客用の利用を考えれば、いわゆる日本人向けの「肌色」のみでよいのかの疑問が残る。
●湯あみ着・入浴着
　もともとは、湯あみ着は、裸で温泉に入るのに抵抗感がある人向けに開発された衣類、カバー類のことである。タトゥーだけで
なく、乳がんなどの手術痕をおおって入浴できるとの提案である。2018 年 4 月と 12 月に NHK 教育（Ｅテレ）の番組「バリバラ」
が「LGBT 温泉旅」と題して、湯あみ着での入浴を特集した。
　従来、温泉では、全裸での入浴が前提となっていた。混浴露天風呂への入浴時、女性は「湯あみ着」を着用しての入浴に対応す
る施設もある。各温泉では、湯あみ着の販売やレンタルを試みるところもでてきている。
　日本温泉協会では、乳がん患者の受け入れを進めており、その筆頭の団体『ピンクリボンのお宿ネットワーク』（略：リボン宿ネッ
ト）は、「乳がんを患い、手術を受けて回復の道を歩みながらも、術後の痕を気にして旅をあきらめてしまう方たちに、もう一度、
誰の目も気にせず旅に出かけてもらい、心ゆくまで旅館・ホテルでの入浴などを楽しんでほしい」との目的で、2012 年 7 月に設
立された団体である。現在、全国で 115 軒の宿が登録している。
　だが、タオルなどを湯船に浸すことはマナー違反とされているため、厚生省は湯あみ着の利用者の受け入れを呼び掛けている。
ただし、着用すると目立つため、手術後の患者自身が避ける例も多いとのことである。

●別府市と大分県の取り組み
　大分県の別府市は、温泉タトゥー問題に 2016 年から取り組んできた。2016 年から温泉を主題にしたシンポジウム「別府
ONSEN アカデミア」を開催し、いち早く温泉タトゥー問題に着目してきた。2017 年第二回「別府 ONSEN アカデミア」では、
別府市外国人観光客 温泉入浴アンケート調査結果」をまとめている。2017 年に別府市内の宿泊施設、温泉施設、レジャー施設、

【Q3 外国人観光客の入浴で困っていること〈特徴的な意見〉】
①入浴マナー（かけ湯をせず入浴、大声、立って湯をかける、濡れたま

ま脱衣所に上がる等）
②靴を履いたまま浴室に入る、脱衣室のスノコに上がる
③体にせっけんの泡が付いたまま入浴する
④風呂で洗濯をする
⑤ゴミを散らかす
⑥下着をつけたまま入浴、水着を着て入浴する
※最も多いのは、入浴マナーに関することであり、それに伴い言葉が通

じないことが困っていることにつながっていると考えます。

【Q4 タトゥー・刺青の入っている方の入浴不可の理由〈特徴的な意見〉】
①他のお客様がいるため（他のお客様に不快感・恐怖感を与える）
②他のお客様からのクレームにつながる
③刺青＝「反社会勢力」、若者のファッション・外国人＝「タトゥー」

の線引きが曖昧
④警察からの指導
※他のお客様への配慮という意見が多く見られました。

資料　2018 年 6 月 29 日付 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部 企画課自立支援振興室
　　　「公衆浴場における入浴着を着用した入浴等への理解の促進について（周知）」

　乳がん患者の方が入浴時着用する入浴着や入れ墨（タトゥー）がある外国人旅行者等の入浴に関しては、「ユニバーサル観光の推進について」（平
成 23 年１月 17 日総務省・厚生労働省・国土交通省事務連絡）や「入れ墨（タトゥー）がある外国人旅行者の入浴に関する対応について」（平成
28 年３月 18 日厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部生活衛生課事務連絡）により、理解を促進し不当な理由により入浴拒否が生じな
いよう、周知徹底をお願いするとともに、オストメイトの公衆浴場への入浴についても理解を促してきました。（参考資料参照）
　今般、同課より、各都道府県、政令市、特別区の生活衛生担当課に対して別紙のとおり周知されていますので、御了知願います。
　貴部局におかれましても、公衆浴場における入浴着の着用等について、消費者の十分な理解が得られますよう、生活衛生担当課と協力のうえ、周
知徹底をよろしくお願いいたします。

【Q6 どのようにしたらタトゥーの方の入浴を可能にできるか
〈「可能にできる」ための意見〉】
①入浴可能施設と不可施設の情報提供を行なう
②貸切入浴（家族湯）の提供を案内する
③湯浴み着物の提供
④お客様の理解が必要。理解によりクレームが無くなれば施設側として

は問題ない
⑤タトゥーを隠すシールの提供
⑥友人、知人と同伴で入浴マナーが守れる人
⑦「反社会勢力」＝刺青と「ファッション等」＝タトゥーを明確に区別

する基準
※決定的な解決策ということはなかなか難しいところですが、「タトゥー

文化」を受け入れる受け入れる受容力（施設側の受け入れ及びお客様
側の理解）も必要であると同時に、外国人観光客側にも入浴マナーや
タトゥーに対する日本人の印象といった入浴文化の面を事前に周知し
て理解してもらうことも必要と思われます。

資料　2017 別府市外国人観光客温泉入浴アンケート調査結果より抜粋・作成
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　また、別府市旅館ホテル組合連合会は、2019 年 1 月 11 日、加盟 110 施設に対して意向調査を実施することを決めた。多くの
外国人旅行客を見込む今秋のラグビーワールドカップ（Ｗ杯）を見据え、大会期間中の「限定解禁」の可能性を探るという。意向
調査は各施設の考えを把握するのが目的。▽入浴の可否▽その理由▽断る際の周知方法▽トラブルやクレームの有無▽今後の対応
▽大会期間中（約１カ月）の限定解禁の可能性などについて尋ね、２月以降の定例会で実施が可能かなどの議論を進めることにし
ているという（アンケート結果や情報は「B-biz LINK」提供）。
　大分県庁観光振興課・国際観光班においても、2019 年 3 月 18 日から外国人観光客に向けて、「タトゥー OK」の温泉施設を紹
介する英語のウェブサイトを開設すると発表した。2019 年 10 月に日本で開催されるラグビー W 杯で 5 試合が行われる。県内の
温泉観光地を訪問する外国人が増えることが予想されており、これに対応するためと報じられている 2。
● Tattoo Friendly ほか情報提供サイト
　今回のシンポジウムに登壇した川崎美穂氏は、タトゥーに寛容な温泉や宿泊施設の情報を掲載するウェブサイト「Tattoo 
Friendly」を運営している。現地に行ってから入浴を断られる訪日外国人旅行者が増えており、事前に施設の利用状況が確認でき
るサイトがあれば現地でのトラブルが最小限に食い止められると思って開設したという。電話で利用状況を確認し、タトゥーを受
け入れている施設に掲載の依頼をしている（2019 年 2 月現在、1050 件を掲載、日本語と英語に対応）。
　ほかにも、類似サイトとして「Tattoo-Spot」が温泉、スパ、ジム、プールなどの利用情報を検索できるようになっている。こ
の運営母体「Tattoo Navi」では別に「Tattoo Recruit」（刺青・タトゥー OK 限定の求人情報サイト）を解説している。「Tattoo 
Go」も情報提供サイトである。北海道でも、タトゥースタジオ「マウンテンハイタトゥー」が、「北海道タトゥー OK 温泉 MAP」
を独自に公開している。
　タトゥー受け入れ施設をライターがおとずれて体験ルポをするサイトもある。web ニュースサイトの「ロケットニュース 24」
の GO 羽鳥の連載中コラム「タトゥー温泉」が関東を中心にした各施設を紹介している。

タトゥー人口比率と意識　山本芳美
　紙幅は限られているが、シンポジウムでの議論の前提となるタトゥー人口を中心に情報を示しておきたい。まずは日本で知られ
ていない欧米を中心にしたタトゥー人口が、どれくらいかを紹介する。そのうえで、日本の状況を検討していきたい。
　2015 年のドイツの調査会社 stastista 社の英国を対象としたオンライン調査（1669 名が回答）では、18 歳から 24 歳までが
13％、25 歳から 39 歳までが 30％、40 歳から 59 歳が 21％、60 歳以上は 9％の人々にタトゥーがあると回答した（https://
www.statista.com/statistics/530572/tattoo-percentages-by-age-uk/）。
　民間の調査会社 The Harris Poll による 2015 年のアメリカ成人の 2225 名を対象とした調査では、10 名中 3 名に１名はタ
トゥーがあり（全体の 29％）、10 名中の 2 名（21％）が過去 4 年以内にタトゥーを入れている。そして、タトゥーがあるうち
の 10 名に 7 名が 2 つ以上のタトゥーを入れているとの結果を公表している（https://theharrispoll.com/tattoos-can-take-any-
number-of-forms-from-animals-to-quotes-to-cryptic-symbols-and-appear-in-all-sorts-of-spots-on-our-bodies-some-visible-in-
everyday-life-others-not-so-much-but-one-thi/）。
　青山学院大学の薄上二郎は、 Harris Interactive の 2003 年、2008 年、2012 年、2015 年の調査をもとに、タトゥー人口の 増
減を地域別、年代別に分析した表を論文中に提示している（薄上 2016）。 
　ドイツの調査会社 Dalia 社が 2018 年に発表した国際ネット調査（アルゼンチン、オーストラリア、ブラジル、カナダ、ドイ

１　現在、日本の海岸でイレズミ・タトゥーの露出に対する条例による制限は、2011 年に神戸市が制定した「須磨海岸を守り育てる条例」からはじまる。
2014 年に逗子市もビーチでの飲酒、タトゥーの露出を制限する「安全で快適な逗子海水浴場の確保に関する条例及び施行規則」を制定した。逗子市の
サイトには、「利用者：他の利用者を畏怖させるものは露出禁止。シャツやタオル等で隠してください。数に限りがありますが、タオルの貸出がありま
す。事業者：露出禁止（海水浴場開設時間外も含む）と説明がある。このため、逗子は「日本一規制が厳しいビーチ」と評されるようになった。条例
制定の経緯がわかる資料として、「逗子海水浴場のあり方検討会 最終報告書」がネットで読むことができる。鎌倉市でも同年タトゥーの露出を制限した。

２　「大分県、「タトゥー OK」の温泉施設を紹介する英語サイト開設へ 外国人向け、決断に至った背景とは？」ハフポスト日本版　2019 年 3 月 6 日付配
信ニュース。

資料　2017 別府市外国人観光客温泉入浴アンケート調査結果と別府市の取組み

【外国人観光客入浴アンケート調査結果のまとめ】
①外国人観光客の入浴の有無では、全体の約６割が有となっているが、逆に日本語以外の

言語対応では全体の６割以上ができていない。
②日本語以外の言語対応では、市営温泉等より外湯・宿泊施設に対応可能な施設が多い。
③外国人観光客・タトゥーの入っている方へ入浴可能施設と不可施設の情報提供や言葉が

通じないことによる入浴マナーに対する理解不足等への対応が必要である。

【「別府市モデル」の取組み（情報提供・言語対応）】
①今回のアンケート結果から外国人観光客へより細やかな情報提供を行なうため、多言語

マップを作成し、外国人観光案内所や宿泊施設等で配布する。
②多言語対応のＱＲコードを活用し、入浴マナーや施設利用などの情報提供を行なう。
③温泉施設での多言語対応を促進するため、言語変換ツールの導入・活用や分かりやすい

多言語表示の掲示、多言語コ－ルセンター等も利活用する。

福祉施設など 151 施設を対象としたアンケート
を実施したところ、タトゥーや外国人旅行者に関
する質問への回答は、次のようなものであったと
いう（回答数 88、回答率 58.3％）。
　 次 い で、2018 年 に は 市 の 外 郭 団 体「B-biz 
LINK」（ビービズ リンク）の業務委託を通じて、
外国人向けの温泉マップを制作した。外国人向け
の温泉紹介サイト「ENJOY ONSEN」にタトゥー
受け入れ施設 100 カ所を英文マップにまとめて
紹介し、入浴マナーなどにも言及している。
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ておこう。本稿を書くため改めて研究状況を含めて調べたが、2012 年ごろからタトゥーに関連する修士論文 27 編が各大学に提
出されているものの、博士論文はない。タイトルを見る限り、タトゥーのデザインやそれを入れる心理に関心を向けているが、現
在のところイレズミ・タトゥー人口に関する網羅的な調査や統計は発表されていない。
　ただし、若者を中心にタトゥーを入れている人は日本より明らかに多く、夏などに街頭の様子を見ていると、2 割から 3 割程度
の若者がワンポイント以上のタトゥーを入れていることが見受けられる。また、先住民族（原住民族）もかつてイレズミをする習
慣があり、日本植民地時代の干渉により、停止した。これらの民族は、タイヤル、タロコ、セデック、サイシャット、ツォウの一部、
パイワン、ルカイ、プユマである。しかし、原住民族による権利獲得運動が実り、多文化政策が図られていることもあって、若者
たちの一部に限られるが伝統的なイレズミを元にした図案を実際に入れる動きが出ている。
　台湾では軍人、警察、消防隊などでタトゥーを露出してはいけないという規定はあるが、それを理由とした解雇はしてはいけな
いとの判断が新北市就業差別評議委員会より 2012 年に下されている。雇い主は 30 万台湾ドルの罰金を命じられている。また、
台湾には数多くの温泉はあるが、タトゥーを理由にした入浴拒否の看板はない。水着着用のスパ形式の温泉が多く、衛生的な理由
から赤い水泳帽を身につけて入るよう看板が入口に設置されている。
　オセアニア全体、ニュージーランドのマオリ、カナダのイヌイトなど先住民族の人々のあいだで、文化復興運動が進んでおり、
その一環で伝統的なイレズミ、あるいは、それを元にデザインした図案が盛んに入れられるようになっている。
●タトゥーを入れること、入れた人への意識
　冒頭に示した欧米のアンケート調査については、ウェブ調査であり、どのように実施されたのかを慎重に見極めなければならな
い。タトゥーに関心を持っているか、実際に入っている人がこうしたアンケートに積極的に答えるのではないか、とも考えられる。
また、結果が示される際に、センセーショナルな見出しがつけられがちである。
　だが、どの統計データにせよ、欧米と日本の状況はかなりの差があることが明らかである。3 割程度の成人が何らかのタトゥー
を入れていることが明らかな欧米の状況に比して、後述するように、日本でのイレズミ・タトゥー人口は 2％前後にすぎない。そ
れでは、日本ではタトゥーやイレズミに対して、どのような意識が持たれているのだろうか。日本でどのくらいの人々が入れてい
るのかがよく話題になるが、その実態は把握できてはいない。これまでイレズミに関する研究は、歴史学や民俗学、文化人類学、
社会学的視点による質的調査はおこなわれてきたが、これは主に文献研究や、個人ならびに集団へのインタビューや参与観察によ
るものであった。ある程度の信頼性のある量的研究、つまり調査企画者の主観的判断を排除し、標本をくじ引きのような方法で抽
出する方法（無作為抽出法）による質問紙調査（アンケート）などをおこなうには、必要最低限の調査でも数十万円の費用がかか
る。個人のプライバシーにも触れるので、簡単なようにみえるが調査は難しいところがある。
　日本でもシンクタンクや情報サイトなどがタトゥーに対する小規模なアンケート調査をおこない、折々に結果が発表されている。
ただし、学術的に信頼できる調査は次に紹介できるものである。
　2012 年におこなわれた大阪市役所職員に対するアンケート調査 は、日本初の大規模調査であった。大阪市公式ホームページに
よると、公務員 33,537 名を対象に行った調査において、回答した職員 33,507 名のうち、113 名 (0.34%) が何らかのイレズミを
入れていたとの結果が示された。
　その後、関東弁護士会連合会は、2014 年 6 月にイレズミに対する意識を調べるためアンケート調査を行った 。対象者は、無作
為に抽出した日本在住の 20 代、30 代、40 代、50 代、60 代の男女各 100 名、合計 1000 名であった。いくつかの質問結果を紹
介したい。
　「イレズミを現に入れているか、または過去に入れたことがあるか」に対して、はい（1.6%・16 名）、いいえ（98.4％・984 名）
であった。

資料　アメリカにおけるタトゥーをしている人の割合
（出所：Harris Poll オンライン調査。薄上 2016 より）

　　　区分

地域別

年齢別

2015 年

29%

28%
27%
32%
27%

35%
42%
55%
33%
13%
11%

2012 年

21%

21%
21%
18%
26%

22%
30%
38%
27%
11%
5%

2008 年

14%

12%
10%
13%
20%

9%
32%
25%
12%
8%
9%

2003 年

16%

14%
14%
15%
20%

13%
36%
28%
14%
10%
7%

All Adults

East
Midwest
South
West

18-24
25-29
30-39
40-49
50-64
65+

ツ、デンマーク、スペイン、フランス、英国、ギリシア、イスラエ
ル、イタリア、メキシコ、ロシア、スウェーデン、トルコ、アメリ
カ、南アフリカ）によれば、各国の 14 歳から 65 歳までの 9054 名
を対象にした調査で、全体では 38％がタトゥーがあり、最もタトゥー
人口が多いのはイタリア（48%）で、次いでスウェーデン (47%)、ア
メリカ (46%)、アルゼンチンとオーストラリア（43％）、スペイン

（42％）、デンマーク（41％）、英国（40％）……と続く。最も比率
が少なかったイスラエルでも 25％であった。中でもスウェーデンと
アメリカでは一人当たりのタトゥー数の平均が最も多く、4 個以上の
タトゥーをしている人が多い。タトゥーのある 72％の人は、後悔し
ていないと答えたという（https://daliaresearch.com/wp-content/
uploads/2018/05/2018-05-16_Pressrelease_Tattoo_Survey.pdf）。
　欧米の事例ばかりになったので、筆者が研究している台湾にも触れ
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　「イレズミ（タトゥー、ファッション・タトゥーを含む）を入れたいと思うか」に対しては、強く思う（1.0％）、どちらかとい
えば思う（2.0％）、どちらともいえない（4.1％）、あまり思わない（7.2％）、まったく思わない（85.7％）で、入れたいと思わ
ない人が圧倒的であった。
　「家族がイレズミを入れることをどう思うか」に対しては、まったく構わない（2.2％）、構わない（4.4％）、どちらともいえな
い（12.0％）、どちらかといえば許せない（26.0％）、絶対許せない（55.4％）であった。
　「友人がイレズミを入れることをどう思うか」に対しては、まったく構わない（7.1％）、構わない（14.5％）、どちらともいえ
ない（25.2％）、どちらかといえば許せない（26.9％）、絶対許せない（26.3％）で、家族よりも「構わない」が増えている。
　「職場の同僚がイレズミを入れることをどう思うか」に対しては、まったく構わない（8.4％）、構わない（12.5％）、どちらと
もいえない（25.6％）、どちらかといえば許せない（25.0％）、絶対許せない（28.5％）で、「友人」と類似した結果となった。
●芸能人やスポーツ選手への見方は「身内」と異なる
　身近な人と違って、芸能人やスポーツ選手が入れる場合は、厳しい態度はとらない。
　「芸能人がイレズミを入れることをどう思うか」に対しては、まったく構わない（15.6％）、構わない（18.2％）、どちらともい
えない（30.3％）、どちらかといえば許せない（18.8％）、絶対許せない（17.1％）であった。
　「スポーツ選手がイレズミを入れることをどう思うか」に対しては、まったく構わない（10.2％）、構わない（16.4％）、どちら
ともいえない（26.6％）、どちらかといえば許せない（25.3％）、絶対許せない（21.5％）であった。ベッカムやメッシなどのサッカー
選手ほか、ラグビー、バスケットボールなど、タトゥーを入れているアスリートはたくさんいる。日常的によく話題にされ、家族
や友人などの「身内」ではないせいか、スポーツ選手のタトゥーへの拒絶反応は比較的薄い傾向にある。
　しかし、「公務員がイレズミを入れることをどう思うか」に対しては、まったく構わない（4.7％）、構わない（6.8％）、どちら
ともいえない（18.7％）、どちらかといえば許せない（24.4％）、絶対許せない（45.4％）と、「絶対許せない」が高くなっている。

「イレズミをしている人をどう思うか」については、まったく構わない（5.4％）、構わない（9.9％）、どちらともいえない（32.4％）、
どちらかといえば許せない（32.5％）、絶対許せない（19.8％）という結果であった。
　「公共の場で見せるのはどう思うか」については、まったく構わない（2.9％）、構わない（5.8％）、どちらともいえない（20.2％）、
どちらかといえば許せない（32.4％）、絶対許せない（38.7％）で、イレズミを入れること自体にはある程度理解を示しても、公
共の場で見せることは不快を感じる人は多い。
●日本社会におけるイレズミを入れたための不利益
　「あなたやあなたの家族が所属する学校、勤務先、職場においてイレズミを入れることにより不利益となるきまりや、扱いはあ
るか」の問いに対しては、あると答えたのが 20.3％、ないと答えたのが 79.7％であった。
　「ある」と答えた人に、「どのようなきまり、扱いか」を尋ねたところ、禁止（70.0％）、処分等の対象となる（17.2％）、昇進
が制限される・評価が悪くなる（7.4％）、配置転換先が制限される（2.0％）、その他（3.4％）という結果であった。

「イレズミを入れた人を実際に見たときにどのように感じたか」は、強そう（6.2％）、個性的（格好良い・お洒落）（11.2％）、何
も感じない（14.2％）、怖い（36.6％）、不快（51.1％）、見たことはない（8.3％）という結果であった。怖いと不快というネガティ
ブな印象を持つ人がいることは確かである。
　「イレズミやタトゥーと聞いて何を連想するか」については、芸術・祭・ファッション（24.7％）、スポーツ（5.5％）、アウトロー

（55.5％）、犯罪（47.5％）、その他（9.6％）という結果であった。
　「イレズミは日本の伝統文化という考え方についてどう思うか」については、そのとおりだと思う（1.3％）、理解はできる

（11.8％）、どちらともいえない（26.3％）、どちらかといえば理解できない（26.5％）、まったく理解できない（34.1％）であった。
　「イレズミを入れることを法律で規制すべきだと思いますか」については、強く規制すべきである（11.1％）、規制はあっても
よい（22.8％）、どちらともいえない（38.0％）、規制すべきではない（20.2％）、規制は不当である（7.9％）と意見が分かれた。
また、「イレズミを入れた人から実際に被害（暴力・脅迫・強要などをいい、不快感などの感情的なものは除きます）を受けたこ
とがありますか」については、ある（4.5％）、ない（95％）であった。この結果は、ほとんどの人がイメージに基づいて判断し
ているとしか思えない状態である。
　「イレズミを現に入れているか、または過去に入れたことがありますか」では、「はい」が 1.6％、「いいえ」が 98.4％であった。
　では、入れている人はどのような理由で入れたのか？
　「イレズミを入れようと思ったきっかけは何ですか」との問いには、自分を変えたい（強く見せたい・生まれ変わりたい等）（56.3%
・19 名）、その場の勢い・思いつき（該当者なし）、愛情・帰属意識・忠誠を示すため（18.8％・3 名）、ファッション・メークアー
トとして（18.8％・3 名）、その他（18.8％・3 名）と答えている。
　「公共の場でイレズミを見せることをどう思いますか」では、全く構わない（2.9％）、構わない（5.8％）、どちらとも言えない

（20.2％）、どちらかと言えば許せない（32.4％）、絶対許せない（38.7％）。
　「銭湯やプールなどでの『イレズミ・タトゥーお断わり』の注意書きについてどう思いますか」では、当然（42.4％）、あった
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ほうがよい（26.0％）、どちらとも言えない（19.2％）、どちらかと言えば不当（7.2％）、極めて不当（5.2％）との結果であった。
　シンポジウム中、飯塚玲児氏が指摘したように、この注意書き自体が施設の外側ではなく、浴場入口に提示されている例も多い。
　筆者自身は、さまざまな観点からみて、看板の設置自体が不当と考えているが、看板を掲示する／しないは、公衆浴場でない限
り、経営者の意志が反映される。公衆浴場は公衆衛生の観点から誰でも利用できることになっている。温泉タトゥー問題を考える
際には、「お断わり」看板が施設のどこに設置されているか、施設自体が情報発信を心がけているかどうかがポイントの一つとなる。
● 2018 年の論文におけるタトゥー経験者の傾向
　2015 年から 2016 年に鈴木公啓（東京未来大学）と大久保智生（香川大学）によりおこなわれた量的研究が、2018 年に論文
としてまとめられている。現代日本において、イレズミ（タトゥー・彫り物）をどのくらいの人が経験しているのか、どの程度興
味がもたれているのか、どの程度受容されているのか、どのくらい周囲に経験者がいるのか、そして、どの程度特徴を知っている
のかについて調べた。約 6500 名を対象に調査会社を通じて web の調査を実施したほか、イレズミを経験した 90 名を対象に改
めて質問紙を配布して調査をおこなったという。
　この調査では、日本全国に居住する 20 代から 50 代の男性および女性を対象とし、各年齢層（10 歳刻み）に約 900 人を割り
付けて Web 調査を実施した。回答拒否や無効回答等を除いた男性 3079 名および女性 3359 名の計 6438 名（平均年齢 40.54 歳、 
SD ＝ 10.78）のデータを分析に使用した。この結果によれば、全体で 2.3％の人々がイレズミ（彫り物）ないしタトゥーを入れ
ていた。
　ネットでも読めるので、詳しい報告や分析は論文「いれずみ（タトゥー・彫り物）の経験の実態および経験者の特徴」を参照し
てほしいが、タトゥーの経験者は全体数の 1.6％、イレズミ（彫り物）は 0.8％である（Table 1 性別のいれずみの割合）。経験者
は 40 代から 20 代を中心に、年齢が若いほど経験者が多くなる（Table 2）。調査対象者に「イレズミを入れたいか」と質問した
ところ、全体の 121 名、1.92％の人々が「入れたいと思う」と回答した。そして、全体の 23 名、0.27％の人々が「とても入れ
たいと思う」と回答したとのことである（Table 3）。この論文では、社会におけるイレズミの受容の推測（Table 4）、周囲の人
のイレズミ経験数（Table 5）なども調査しているので参考にしてほしい。
　この論文でも、関東弁護士連合会の調査結果と同様に、イレズミがある人が全体として少数派であり、入れていない 6287 名の
うち 5522 名（87.9％）が「イレズミを受け入れられない」、あるいは「あまり受け入れられない」と回答している現状が示され
ている。また、そうした回答者の身近な存在として経験者がいないことが示されている。
　筆者自身は、日本には現在、最低 50 万人から 170 万人以上はイレズミ・タトゥー保持者がいると推測している。総務省統計局
によれば、2013 年 10 月の日本の総人口 1 億 2729 万人から 0 歳から 14 歳の年少人口を引くと 1 億 1090 万人である。関東弁護
士連合会の調査にある保持者ないし経験者の比率（1.6％）を成人人口にあてはめると、推計 177 万人となる。幾分多めに見えるが、
18 歳未満の青少年が施術を受けることが各都道府県の青少年健全育成条例等で禁止されているものの、海外で入れてくる人もい
るので、成人人口としてはその程度は存在する可能性があると考えている。
　そうであれば日本のイレズミ・タトゥー保持者と外国人旅客、在住外国人の人々が、人口でみれば少数とはいえ、かなりの数に

資料　鈴木・大久保 2018「いれずみ（タトゥー・彫り物）の経験の実態および経験者の特徴」

男  性
2998
97.4%

57
1.9%
24

0.8%
3079

100.0%

女  性
3289
97.9%

47
1.4%
23

0.7%
3359

100.0%

合  計
6287
97.7%
104
1.6%
47

0.7%
6438

100.0%

Table 2 年齢別のいれずみ経験割合

入れていない

タトゥー

彫り物

合計

20 代
1371
96.8%

32
2.3%
13

0.9%
1416

100.0%

30 代
1590
96.4%

44
2.7%
16

1.0%
1650

100.0%

40 代
1652
98.1%

21
1.2%
11

0.7%
1684

100.0%

50 代
1674
99.2%

7
0.4%

7
0.4%
1688

100.0%

合  計
6287
97.7%
104
1.6%
47

0.7%
6438

100.0%

Table 3 いれずみを入れることへの興味

まったく入れたい
とは思わない
入れたいとは
思わない
入れたいと思う

とても入れたいと
思う
合計（100.00%）
注：非経験者の回答

5673
90.23%

470
7.48%
121

1.92%
23

0.37%
6287

Table 4 社会におけるいれずみの受容の推測

入れていない

タトゥー

彫り物

合計

まったく受け入
れられていない

2425
38.6%

29
21.0%

26
23.2%
2482
38.0%

あまり受け入れ
られていない

3097
49.3%

62
44.9%

47
42.0%
3211
49.1%

ある程度受け入
れられている

661
10.5%

26
18.8%

30
26.8%
718

11.0%

とても受け入れ
られている

104
1.7%
12

8.7%
9

8.0%
126
1.9%

合  計

6287
100.0%

138
100.0%

112
100.0%
6537

100.0%

Table 1 性別のいれずみ経験割合

入れていない

タトゥー

彫り物

合計
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上ることが推察される。しかし、日常生活では一定数のタトゥー人口がいることは意識されず、非常に特殊な行為と見られている。
ただし、公衆浴場の利用有無、日常生活の中で他人の身体をみる機会があるかどうかでも、イレズミ・タトゥーへの反応が異なる
可能性がある。
　温泉タトゥー問題への注目は、2016 年に一度大きく高まったが、2019 年のラグビーワールドカップ、2020 年の東京オリンピッ
クを前に、関心は継続しているものの、現状はまだ解決にはほど遠い状況であり文字通り硬直状態にある。意見は出尽くしている
ように見えるが、温泉タトゥーをめぐる議論は、日本のなかの事情と文脈を語ることに終始していて、国外の状況に目を向けた議
論には残念ながらなっていない。異文化理解の大切さをうったえてきた文化人類学者からの「温泉タトゥー問題」への取り組みも、
これからといえる。
　1000 軒以上のスーパー銭湯、日帰り温泉など外浴サービスを提供する温浴施設の業界団体である一般社団法人温浴振興協会の
諸星敏博氏（常任理事）にも 2019 年 2 月にお話を伺ったが、受け入れに関しては「業界横にらみ」の状態なのだという。すでに
日本のイレズミがいわゆる反社会的勢力の人が入れるものではなく、専ら一般の人々が楽しんで入れていることは施設側も了解し
ている。だが、イレズミ・タトゥーの受け入れを施設としては表明しても、さほどお客が増えるわけでもなく、別の利用客からの
クレーム対応に苦慮する場面もしばしばであることが背景にあるなど、いろいろお話していただいた。
　現状では、積極的な受け入れを表明する施設として、東京を中心に展開するカプセルホテルの「安心お宿」、千葉県成田の「大
和の湯」3 などがあるが、全体からみればごく一部である。温泉タトゥー問題をめぐる切り口はいろいろあり、誰もが納得できる
結論がなかなかでにくい上、多文化共生は「言うは易し実践はたやすくない」歩みとなる。茶髪やピアスと同様に日常生活の中で
イレズミ・タトゥーもやがてとけこんで行くものと予想されるが、何事も慣れるまでには、時間がかかるであろう。
　少子高齢化が急速に進む日本社会は、もはや大きな成長がのぞめない。いささか大げさだが、社会的な資源が限られているなかで、
この問題は解決に社会的コストをどの場面にどれだけ払う覚悟をもつかが問われてもいる。「温泉タトゥー問題」を糸口に、現代
日本の多文化共生の身近な取り組みとして自身におきかえて考えることこそが、問題解決の第一歩だろう。

温泉の「タトゥーお断り」問題で逆に浮き彫りになった日本人差別　飯塚玲児（2017.3.12 MAG2NEWS より）
　刺青入浴拒否は入浴制限規定に該当せず！　過日、２月 20 日の閣議で、政府は「入れ墨をしていることだけを理由として公衆
浴場の利用を制限されないとする答弁書を決定した」というニュースが飛び込んできた（http://www.yomiuri.co.jp/national/20
170222-OYT1T50012.html　http://buzzap.jp/news/20170222-tattoo-public-bath/）。
　この問題については、僕が手伝っている雑誌『温泉批評』の 2014 年秋冬号で詳しく取り上げている（僕はこの記事がこの問題
を表面化させた火付け役としての役割を担ったと思っている。ただ、記事を書いたのは僕ではないです。坊主頭と作務衣の風貌の
おかげで、僕が書いたと思っている人が多いみたいですが）。また、このメルマガでも、2015 年７月８日配信の vol.7 の中で、僕
の考えを含めて取り上げている。ぜひバックナンバーを読んで欲しい。
　そもそもの発端は、脳科学者の茂木健一郎氏がツイッターで「海外ではタトゥーの人が普通にいるのに、日本の入浴お断りはお
かしいし差別だ」という内容をつぶやいたこと。2014年６月にはこうつぶやいた。「ワールドカップサッカーを見ていると、タトゥー
をしている選手なんて、普通にいる。タトゥー、刺青は入浴お断り、という不当な差別をしている限り、日本の温泉の世界遺産登
録は無理だね」。
　『温泉批評』の記事ではこうした茂木氏らのツイートなども盛り込み、さらに業界団体や温泉施設などへの取材も行って記事を
構成している。
　雑誌発売後の業界内の一つの大きな動きとして挙げられるものに、かの星野リゾートが、タトゥーを隠すために貼るシールを導
入、隠せる場合は入浴を認めるという試みを始めたことだ。
　また、2015 年６月 29 日には、この問題を受けて観光庁が全国約 3700 の施設で初めての実態調査に乗り出したという発表があっ
た。観光庁は結果をもとに、宿泊業界などと相談しながら対応策を検討するといって、久保長官（当時）は「具体的な方針を持ち
合わせていないが、まずは実態を把握する」と話していた。
　そもそも、旅館業法などでは刺青やタトゥーを入れた人の入浴を断るという具体的な定めもない。だが、皆さんもご存知の通り、
多くの施設で「お断り」の掲示がされている（本当に断っているかは別だが）のが実態だと思う。しかし、茂木氏のいう通り、ス
ポーツ選手にもタトゥーを入れている人はたくさんいる。将来の東京オリンピックなどで日本を訪れたこれらの外国人選手や観光

１　2012 年の橋下徹市長時代におこなわれた調査に対して回答を拒否した 6 名に、大阪市から戒告処分が下された。その処分を不服として、憲法や条例
に反して違法ではないかと法廷で争われた。「大阪市公務員タトゥー裁判」として大きく報じられた裁判に対する 2016 年の最高裁判決は、市の戒告処
分の適法性を認めるものであった。

２　そのアンケートは、関東弁護士連合会のシンポジウムで発表された後、『平成 26 年度 関東弁護士連合会シンポジウム 自己決定権と現代社会――イレ
ズミ規制のあり方をめぐって』としてまとめられた。

３　「大和の湯」をめぐっては、web サイト「成田シティージャーナル」で、受け入れ賛同派と反対派が 2009 年から 2018 年まで時折意見を交わして
いる。温泉タトゥー問題をめぐる典型的な意見が総ざらいできるので、一読をお勧めする（http://www.naritacity.com/bbs/bbs/BBSDispMessage.
asp?ThreadNo=19）。
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客らが、日本観光の大きな魅力の一つである温泉から閉め出しを食らうということにつながりかねないのは、やはり問題だ。
　茂木氏や『温泉批評』の記事でも指摘している通り、「ベッカムやネイマールが温泉にきたら、入浴を断るのか？」ということ
を考えたとき、断った場合はそれぞれの国の英雄を差別するわけで、国際的な問題になるだろうということは想像に難くない。
　今回はこうした問題について、政府が公式な見解として「入れ墨だけで入浴を断ることは、法の定める制限理由に該当しない」
と発表したわけだ。これはこれでよかったと個人的には思うのだが、それでも、施設ごとの判断に任せる部分があって、すぐに全
国の施設で入浴がＯＫになるわけではない。
　少し話を戻して、先の実態調査に関しては、2015 年 10 月 21 日最終更新の結果発表もされている。さらに、昨年３月 16 日に、「入
れ墨（タトゥー）がある外国人旅行客の入浴に関する対応について」という報道発表を行っている。HP では具体的な対応方法を
例示している（※編注：実態調査の結果と対応方法は本資料集 9p を参照）。
　また、「観光庁より外国人旅行者への働きかけ」として下記のように要請している。

JNTO や各旅行会社の HP、パンフレット等様々なチャンネルを通じて、以下の情報提供をしていきます。
我が国においては、入れ墨に対する独特なイメージがあること
入れ墨をしている場合は、一定の対応を求められる場合があること

　その上で、今年３月 16 日には田村観光庁長官が会見で次のように語っている（観光庁 HP より転載）。
　予て、外国人の旅行者の中で、個人の趣味や宗教上の習慣で入れ墨をされている方が多数おり、これに対する対応が課題
になってきたが、アンケート結果については既にご報告し、追加調査を実施してきた。 その結果を踏まえ、観光庁として
の対応をとりまとめたのでご報告する。
　本件については、入れ墨のある外国人旅行者が温泉を利用した際に、入浴の可否が過去に問題となったことがあること、
今後更なる外国人旅行者の増加が見込まれる中、満足度を低下させることなく、トラブルを少なくして、日本の重要な観光
資源である温泉を満喫していただく必要があること、一方で我が国においては風紀上、衛生上、治安上の理由から入れ墨の
ある方に対する独特のイメージ・制約があること等、様々な考慮すべき点があり、すべての方を満足させる一律の基準を設
けることは困難と考えている。
今回の追加調査では、個別の施設における対応方法等についてヒアリングを行った。
　その結果、主な対応方法は大きく分けて 3 つに分かれている。1 つ目はシール等で入れ墨部分を覆うなど一定の対応を求
めること、2 つ目は家族連れの入浴が少ない時間帯の入浴を促すこと、3 つ目は貸切風呂や露天風呂付の部屋など、個人専
用の風呂へ案内すること、こういった対応が主にされている。
　関係省庁としては、警察庁と厚生労働省があるが、警察庁に確認したところ、全国の警察では外国人旅行者に限らず、入
浴施設から入れ墨のある方への対応に関する相談があれば、その事案に応じて個別に対応しているということであった。
　また、厚生労働省に確認したところ、公衆浴場法では、衛生的に問題が生じると考えられない場合、入浴拒否等の措置を
求めていないとのことであった。
　これらを踏まえ、観光庁としては、入れ墨をしている外国人旅行者の入浴に関する留意点とその対応事例をお示しし、施
設側と利用者側の相互の摩擦を避けるよう促すことにより、できるだけ多くの外国人旅行者に日本の温泉を満喫していただ
きたいと考えている。
　具体的に留意すべきポイントとしては、宗教、文化、ファッション等の様々な利用で入れ墨をしている場合があること、
利用者相互間の理解を深める必要があること、入れ墨があることで衛生上の支障が生じるものではないこと等をお示しする
こととし、対応事例については、シール等で入れ墨部分を覆う、入浴する時間帯を工夫する、貸切風呂に案内する等の事例
をお示しし、業界団体等を通じて個別の施設に対応改善を促すとともに、警察庁や厚生労働省を通じ、観光庁の取組を全国
の警察や自治体の担当部局（保健所等）にお知らせすることとしている。
　一方で、これらの対応改善は受入側だけではなく、利用者側の理解協力も重要であるので、観光庁としては引き続き、我
が国においては入れ墨に対する独特なイメージがあること、入れ墨をしている場合は一定の対応を求められる場合があるこ
と等を、JNTO や各旅行会社のホームページ、パンフレット等様々なチャンネルを通じて、適切な情報提供を行っていきた
いと考えている。

　僕がこれらの発表で気になるのは、対象が「外国人旅行客」に限られているという事である。これでは、例によってまたもや海
外に媚を売っている、と見られても仕方ないと思ってしまう。日本にだってファッションで入れ墨を入れている人はいくらでもい
るのだから、外国人に限らず、一般的な考え方として、対応を考えて行く必要があると思うわけだ。
　一筋縄ではいかない問題なのだろうが、それこそ偏った考え方をせずに、正しい方向性を見出して欲しいものだ。ちなみに僕自
身の意見は、もちろん外国人も日本人も入浴ＯＫ、である。
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関連イベント
●

大阪：タトゥー・アート・アーカイブ――身体とその展示を考える
日時：2019 年 3 月 25 日（月）14:30 ～ 17:30

会場：関西大学梅田キャンパス 6 階 601 号室／定員：35 名（入場無料・通訳付き）
トーク：Matt Lodder「『英国タトゥーの真実』展関連トーク」
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共催：科研費 基盤研究（C）「ポストヒューマニズムの時代における芸術学の再構築に向けた総合的研究」

●
東京：マット・ロダー先生の「英国タトゥーの歴史」講座

日時：2019 年 3 月 28 日（木）14：00 ～ 16：00
会場：上野・東京国立博物館小講堂／定員：40 名（入場無料・通訳付き）
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