
スコットランドをご紹介します！

スコットランドは、英国（United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland）を構成する 4 つの地域のひとつであり、
英国の一部ではあるものの、経済や教育等の内政権を持つため、独自の法令が施行されています。人口は約 542 万人、面積は
約 7.8 万平方キロメートル（英国全体の約 1/3）で、北海道とほぼ同じ規模です。
　政治の中心地エディンバラでは、毎年 8 月から 9 月にかけて芸術の祭典「エディンバラ国際フェスティバル」が開催され、
日本をはじめ世界中から多くの観光客が訪れます。
　グラスゴーは、エディンバラから電車で１時間の距離にあり、スコットランドでは最大の人口規模の都市です。現代文化を
体験できる博物館や美術館が 20 以上あり、音楽もアートも楽しめる文化の街です。
　そして、アバディーンはスコットランド第 3 の港町。花崗岩で造られた建物の街並みを抜けると、中心部からすぐに港に
歩いて行くことができます。港では戯れるイルカが見られるかもしれません。
スコットランドは、私たちの身近なところに「メイド・イン・スコットランド」として存在しています。「スコッチウイスキー」
や制服・ファッションアイテムに使われる「タータンチェック」に始まり、卒業式で歌われる「蛍の光」はスコットランド民謡です。
文学では小説家コナンドイル、電話を発明した発明家グレハム・ベル、ペニシリンを発明したフレミングなど、著名な人物を
多数輩出しています。
スコットランドの経済は、堅調に成長しています。域内総生産（GRP）は、1,512 億ポンド（約 21 兆円）で、1 年間に約1％

の伸び率を生み出しています。医療、小売業、観光産業がスコットランド経済を支えています。また、海洋におけるガスや石油
などのエネルギー産業も盛んです。

出典：外務省ホームページ スコットランド～日本との知られざる絆と独立問題を加工して作成。https://www.mofa.go.jp/mofaj/press/pr/wakaru/topics/vol120/index.html
参考：VisitScotland ホームページ https://www.visitscotland.com/

 Scotland is one of 4 areas in United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (UK). Although it is part of 
UK, Scotland is responsible for devolved operations and domestic administrative matters not reserved to the 
British Parliament. This includes some aspects of the economy and education. It has a population of 
approximately 5.42 million and a land are of about 78,000 ㎢ , as much as Hokkaido.
 In Edinburgh, Scotland’s capital, the “Edinburgh International Festival” is held in August and September of 
every year, attracting many visitors from all over the world, including Japan.
 Glasgow is the largest city in Scotland, and is only an hour away from Edinburgh by train. It is a city filled with 
music and art, with more than 20 museums where people can enjoy modern culture.
 Aberdeen is the third largest city in Scotland and has a very famous harbor which is located near the 
downtown area. One can reach the harbor from the city center by going down only a few streets, which are lined 
with historical granite buildings. You can sometimes see dolphins in Aberdeen harbor.
 You probably know many things that are ‘Made in Scotland’ . These include Scotch whisky; the Tartan pattern 
which can be found on many fashion items, as well as part of school uniforms; and in the famous as a graduation 
ceremony song in Japan “Hotaru no Hikari” , which uses the same melody as “Auld Lang Syne”, a traditional 
Scottish folk song. Many internationally famous people are of Scottish origin, such as Sir Arthur Conan Doyle, 
creator of Sherlock Holmes; Alexander Graham Bell, who invented the telephone; and Alexander Fleming, who 
discovered Penicillin.
 The Scottish economy is growing steadily. GDP in Scotland is about 151.2 billion pounds (21 trillion yen), with 
a 1% growth rate. Important industries are health, retail and tourism. Another important sector is the subsea 
energy industry, which includes petroleum and natural gas.
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