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はじめに

　拙稿「英国コミュニティケア改革と高齢者 ― 長期ケアをめぐって ―」（2002）において，

筆者は，1980年代の英国のサッチャリズムの影響のもと推進された医療・社会福祉分野におけ

るコミュニティケア法，及びその多くを占めるアルツハイマー高齢者に関する政策や関連する福

祉国家の議論を考察した。当時は日本において，認知症という言葉はなく痴呆症というタームが

公的に使用されていた時代で，2000年に介護保険制度が初めて導入されたばかりであり，病状

やケア・介護に関する社会的な認識は，現在に比しても極度に少なかった。英国においては議論

が繰り広げられつつある時でもあった1）。

　英国は，戦後の 1940年代以降，福祉国家の道を進み，現在も国民が誇る NHS（National 

Health Service国民医療保健制度）や様々な社会サービスなどの社会福祉領域で世界をリードし

てきた。ここでは詳細の展開は割愛するが，1980年代から 1990年代においては，諸々の財政難

の状況とともに，コミュニティケア法が制定され新たな取り組みや施策が推進される。しかしな

がら，長期ケア，認知症患者については制度的な枠組みが先進的に徐々に整いつつあるとはいう

ものの，社会，人々の意識など様々な意味で充分とは言えない。

　このような状況のもと，英国の 1980年代の経済社会分野を大きく改革したマーガレット・

サッチャー（Margaret Thatcher）元首相が，認知症を患っていることが 2008年に公表される。

個人的なことではあるが，英国社会を大きく変革した偉大さと後への様々な影響はいまだ英国民

間に確固として存在し浸透しており，ある部分それゆえに，個人的なことは社会的なことをも含

むこととなる。また 2012年には関連する映画も公開される。

　本稿では，英国の文化社会研究の一つとして，ここ数年にわたるサッチャーの疾患に関する議

論を社会との文脈から読み解く。最近の事象を公表・表出という観点からとらえ，後，アルツハ

イマー・認知症，人々の態度や意識，国や政策としての関連などについて，医学医療および社会

英国におけるアルツハイマー疾患と社会
― サッチャーをめぐって ―

香　戸　美智子

〈Summary〉
This article deals with the issue of Alzheimer’s disease from a social perspective, particularly 

in Britain. The number of people afflicted with Alzheimer’s disease or dementia has been in-

creasing as has its effect on families and carers. Recent portrayals of Thatcher’s case and 

some of the socio-medical aspects of Alzheimer’s are discussed.
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領域における展開や新しい潮流，関連する議論を考察する。

1．アルツハイマーと公表

　認知症は，人間における脳の委縮などの障害で通常，脳機能の喪失に発展する様々な型の病気

に対する用語である。アルツハイマーが認知症の最も多い一般的な型であるが，その他にも脳血

管性，混合型，レイビー小体型など様々なタイプがある。総称として国際的にアルツハイマー

〈病〉（Alzheimer’s）あるいは認知症（dementia）という用語が使用される。症状としては，記

憶障害，言語や理解における困難，コミュニケーション障害，妄想・錯乱，生活における支障の

発生（徘徊や暴力など）があげられる。型により他の症状も含まれる。現在，進行を遅らせる薬

物はあるが，根本的な治療法は見つかっていない。病気の診断から死に至るまでの期間は一般に

2年から 15年以上かかるとされる。このような病気の特徴により，本人だけでなく，周囲の家族，

ケア・介護をする側の負担も多大であるとされる。現代社会における長期ケアの象徴でもある。

現在，英国における認知症患者は約 80万人であり，推計 67万人の家族や周囲の人々がその介護

のために生活・人生の多くの部分を使っているとされている。今後 10年で患者数は 100万人に

達するとされる2）。

　2008年，元英首相のマーガレット・サッチャーが認知症を患っていることが公表された。彼

女の長女によるものである。サッチャーは，1979年より 1990年までの 11年 6か月余の任期を

先進国で最初の女性首相として務めた。サッチャリズムと呼ばれる経済・社会政策，およびその

理念による大改革は，当時，いわゆる英国病で経済停滞に陥っていた英国を活性化させ，経済分

野だけでなく社会の様々な分野に大きな変革，変動をもたらした。現在の英国の経済的繁栄は基

本的にはその延長上にあるとも言える。1997年にはそのネガティブな面を補うべく労働党が 18

年振りに政権を担ったが，後 2010年には再び保守党（自民党との連立）に政権は移行する。

　キャロル・サッチャー（Carol Thatcher）は，回顧録『ア・スウィム・オン・パート・イン・

ザ・ゴールドフィッシュ・ボウル』（A Swim-on Part in the Goldfish Bowl）（2008）において，母

親の認知症の兆候に初めて気づいた時のことなどを語り，病名を公表した。ここではまず，回顧

録における公表としての表出をとりあげる。

　認知症患者を抱える家族として，初めての気づき，その後の症状，家族としての戸惑いなどが

典型的に描写されている。

　第 13章「暗雲」（an ominous cloud）において，2000年夏，ハイドパークに面するレストラン

で，久しぶりに母娘で昼食をとった時のことである。（首相の座を退いて 10年経つが国際問題に

関していまだ詳しい母親であったので，バルカン半島，ボスニアについてのいつもの饒舌たる話

を期待したが，）母親は混乱に陥り，長女は打ちのめされたような衝撃を受ける。75歳の母親は，

その時点まではウェッブサイト級の記憶力を保持していたから尚更であった。

But she soon became confused, and a few sentences later discussion of Bosnia had moved to 
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the Falkland conflict with the Yugoslav wars. You could have knocked me of f my chair. 

Watching her struggle with her words and her memory, I simply couldn’t believe it. She was in 

her seventy-fifth year, but I had always thought of her as ageless, timeless and one hundred per 

cent cast-iron damage-proof. . . The contrast was all the more striking because, until that point, 

she’d always had a memory like a website3）.

　以後，「二人のランチという運命の日以来，より多くの兆候が表れだした。」（From the fateful 

day of our lunch, more clues began to emerge.）4） として，どの家族も初期に経験する典型的な認

知症の症状が語られる。他愛もない事柄の繰り返しで，恐ろしい章のページを開くことになる。

. . . Mum started asking the same questions over and over again, unaware that she was doing 

so. It might be something innocuous like ‘What time is my car coming?’ or ‘When am I going to 

the hairdresser?’ or ‘What time is Denis coming home?’ but the fact she needed to go on re-

peating them opened the page on a new and frightening chapter in our lives5）.

キャロルは，「認知症」（dementia）という言葉を初めて使用する。いつでも誰にでも起こること

とし，患者はいつもと同様の外見や行動だが，別世界にいる人となったことが語られる。

. . . I also had to learn that she had an illness. . . That’s the worst thing about dementia: it gets 

you every time. Its sufferers look and act the same, but beneath the familiar exterior something 

quite different is going on. They’re in another world, and you cannot enter6）.

　その後サッチャーは，2002年には断続的な軽い脳卒中も起こし，主治医の薦めにより健康上

の理由から公の場でのスピーチは禁止されることとなる。

　一方，調子の良い時は，昔の栄光の瞬間場面が生き生きと思い出され，過去の様々な出来事 

が語られる。それは「まるで認知症が，彼女の長期の記憶力の強さを実際，さらに鋭く研ぎ澄ま

しているかのよう」（It was as if the dementia had actually sharpened her powers of long-term re-

call.）7） であったとも言う。

　また，母親は自分の故郷であるグランサムについては長年話に出さなかったが，現在の住まい

を自分の故郷と思っていることにも娘は気づき，病気が進行していることを憂う。さらには，最

愛の夫デニスが 2003年に亡くなったことは，母親にとっては実際恐ろしいことになり，彼女は

夫が亡くなっていることを忘れ続け，娘は何度も何度も繰り返し，その悪いニュースを伝え続け

なければいけなかった。二人にとり大変つらく，母親は夫の死を告げられる毎に，悲しそうに娘

を見て「まあ」と言い，「皆そこにいた？」と静かに尋ねるのであった8）。

　しかしながら，サッチャーが認知症であることの公表，長女キャロルの本の出版は，英国内に
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おいて一部激しく非難された。母親の病気で金儲けをする，プライバシーの侵害であるなど。保

守党議員ウィリアム・ヘイグの元報道官であるアマンダ・プレイテルは，「裏切りだ。」「母親の

個人的政治的な偉大な遺産にまったく寄与しようとしていない。」と批判した9）。

　このプレイテルの見解について，ガーディアン紙のアレキサンダー・チャンセラーは，「推測

されるに，彼女（プレイテル）は，他の多くの人々と同様に，いまだに，認知症を何か恥ずべき

ものと見なしている，この病状に直接影響を受けた人々は，病状にスティグマを付与すべきでは

ないと自ら非常に強く望んでいるのに。」と擁護した。

　チャンセラーはまた，認知症の夫の世話に苦しい日々を送った，作家でありジャズ歌手の

ジョージ・メリーの未亡人について言及し，彼女が「もし，より多くの人がオープンに認知症の

ことを話すことができれば，介護する人々（その犠牲者）はそれほど孤独を感じることはないで

あろうに。」「秘密にすることが孤独をさらに増すと思う。」と語ったことも引いている10）。

　この公表に関連して当時英国アルツハイマー協会よりコメントが発表される。家族のはっきり

と語る公表，すなわちオープンに語ることについて高く評価し，それはまた全国にいる家族の心

の琴線に触れることであろうとする。

The sad news that Baroness Thatcher has dementia has highlighted a condition that is desper-

ately under recognized and under funded in the UK. . . Carol Thatcher’s decision to speak out 

about her mother’s dementia will strike a chord with millions of families across the UK who 

face a daily battle with its devastating impact. For too long dementia has been kept in the shad-

ows and families have been left to struggle alone. By speaking openly about the effects of de-

mentia, we will begin to tackle some of the stigma that still surrounds the condition and ensure 

that everyone with dementia gets the care and support they deserve11）.

2008年におけるサッチャーの認知症の公表がきっかけとなり，当時認知症固有の病状と周辺ケ

アの課題について少なからず全国の同じ病人を抱える家族からの共感が意識されることとなる。

また当時の労働党政権は認知症高齢者に関する政策を 2009年に国家戦略として策定する12）。

2．アルツハイマーと “The Iron Lady”

　2011年末の英国は，翌年の女王即位 60周年記念行事やロンドンオリンピック開催への興奮だ

けでなく，近々公開の映画『The Iron Lady』についての熱心な議論も起こりつつあった。

　サッチャー元首相を題材に制作されたこの映画は，脚本アビ・モーガン（Abi Morgan），監督

フィリダ・ロイド（Phyllida Lloyd）によるもので，主演のメリル・ストリープ（Meryl Streep）

は翌年の 2012年 2月アカデミー賞主演女優賞およびメーキャップ賞を受賞する13）。

　2012年，英国では，この作品に関連して様々な議論が起こり，また認知症の議論にもたどり

着いたと言える。ここではフィクション自体は扱わず，英国での反響や社会における人々の意識
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などの観点から議論をとりあげる。

　ストーリーとしては，広報や予告編では女性首相の輝かしい功績や家族愛が大々的に宣伝され

たが，実際は，105分の映画は日常の 3日間を描いているだけであり，認知症と思われる症状の

中で，現実と過去（の記憶）を行き来する，年老いた女性の現在の生活が描かれている。指摘さ

れるように歴史的正確さには多々欠ける一方，主演女優の演技はどの評者も絶賛であった14）。

　英国社会でサッチャーの政策・改革の評価が大きく分かれたように，2012年の英国では賛否

両論大きな反響を呼んだ。

　まず，製作者側からの主張を見ると，脚本家のモーガンはインタビューの中で，映画製作，

サッチャーの人生を語ろうと思ったきっかけを前述の長女による母親の認知症の公表であったと

する。女性として先進国初の首相という権力に登りつめた人間の「成功・権力」を描くという意

味において，また監督・脚本家・主演俳優すべてが女性という意味においても「一種のフェミニ

ストの映画である」と位置づける一方，舞台を現代に置いて，王となった権力者の権力の喪失，

老齢化，喪失について追求したいと考えた。監督のロイドや俳優ストリープも同様に語っている

ように，リア王物語，権力者と権力の喪失，孤独が意識される。モーガンは彼女自身認知症患者

を家族に抱えていることを吐露し，政治映画ではなく普遍的な物語とする。

　公開以前は左派からの攻撃の作品と批判される。保守党政権のサッチャリズムの諸改革は当時

の左派勢力（炭鉱労働者・巨大化した労働組合など）や多くの国民（失業者など）に対して徹底

して変革を起こし政策遂行したため社会や人々への影響も大きく，英国内ではいまだに評価およ

び好み（憎悪と熱愛）が大きく二分される。そのために作品は保守党政権への攻撃と批判される。

さらに，ストーリーに当時の保守党の内紛・裏切りによる彼女の辞任劇が描かれており，その意

味でも反保守党からの攻撃とされる。

　これらの攻撃に対しては，監督・脚本家ともに，政治次元の作品ではなく，「サッチャー自身

の観点から」の「ヒューマン物語」であり，俳優ストリープは，それに値し得るに充分な「尊厳

（dignity）」と「人間味（humanity）」をもたらしてくれたと確信していると語る。政策への好み

は別として，女性として成し遂げたこと，物事を断言し断行する姿にはとても尊敬すると強調す

る15）。

　しかしながら，2012年 1月の英国での公開後，論調が変化する。すなわち，前評判や予告編

とは異なり，作品全編にアルツハイマーと老いた女性が扱われていたからである。

　強烈な批判が，保守党から相次いで攻撃的になされる。特にサッチャー時代の閣僚やサッチャ

リズムに近かった政治家からの言動が特徴的である。

　例えば，マイケル・ポーティロ（元国防相）は，彼女の弱さを描くシーンについて「不愉快だ。

（felt uncomfortable）」マイケル・ヘーゼルタイン卿（サッチャー内閣の環境相・国防相）は，

「彼女の老齢の問題を描くなんて不快（extremely distasteful）だ。」と非難した。ダグラス・

ハード卿（サッチャー内閣の外務相）は，「残虐趣味だ（ghoulish）」と表現した。「フラッシュ

バックの場面は，認知症を患っている女（woman）をあらわしているが，その女性（lady）は実
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際いま生きているのだ。もう少し時間を待つべきであった。」16）

　これらの反応に共通なものは，明らかに弱いものとしての描写への嫌悪であり，怒り・憤りで

ある。その意識下には，老いて弱いアルツハイマー＝不名誉・汚名の図式があり，功績を汚すも

のとの認識である。2003年に新聞記事で最初にサッチャーの初期症状にふれた映画製作者のリ

ンダ・マクドガルは，「最高権力の位にあった鉄の女との関係から最も利益を得ていた人々の一

部は，静かなる沈黙するイコンをいまだ欲するし，少なくとも公には虚弱な老女というものは存

在しない振りをしたい。女性指導者の神話を生かし，巫女が彼らのためにいつも話すという印象

を与えたいのだ。」としている17）。

　元サッチャーの報道官であり元保守党議員であったマチュー・パリスは，一部の保守党議員か

らの批判については同様に否定的であり，認知症描写への不平は不当であるとする。サッチャー

の歴史的遺産は影響されるものではないとむしろ讃える。

Complaints about the portrayal of dementia are unreasonable. In the main they come from self-

appointed guardians of the Thatcher legacy. They simply have the wrong end of the stick. In no 

way is this film disrespectful. Thatcher is not some little old lady whose private indignity is be-

ing blundered upon for mass entertainment. She and her legacy have made themselves public 

property, part of our history18）.

　保守党の現ロンドン市長であるボリス・ジョンソンは，一部同様に保守党内部への批判を行い

ながらサッチャーを語る。認知症の事柄については，あまりにも多すぎるとはいうものの，実際

非常によく描かれており，それは何百万もの家族の重要なリアリティを慎重に扱ったものである

と述べている19）。

　2012年に起こったこのような英国社会の議論について，英国アルツハイマー協会は，「認知症

を描くことは，決して，屈辱的・不名誉（shameful）なことでない。」と繰り返す。映画につい

ては，歴史的記述には疑いを持つが，俳優の素晴らしさにはエンターテイメントとして絶賛する。

サッチャーの正確な描写かどうかの判断はできないが，認知症家族ならば理解できるある型を示

しているとする。認知症を恥ずべきこととすることやプライバシーとして隠そうとすることには

強く反論し，さらにより多くの映画やテレビで認知症の描写の必要性を訴える20）。

Some people seem to be suggesting it’s shameful to depict dementia per se. . . Actually we need 

more depiction of dementia in films and TV because it’s a natural part of life and not something 

people should need to hide. . . I can’t say whether the film is an accurate portrayal of Lady 

Thatcher’s situation. But it shows the type of symptoms that thousands of families with people 

suffering from dementia will clearly recognize and it’s a great shame if people think that should 

not be depicted.
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患者の病気以前の「人生においてしてきたこと，成し遂げてきたこと」が変わってはいけない，

すなわち，人としての尊厳が強調される。

We must bust this appalling idea that it is shameful in anyway to portray people living with de-

mentia. It isn’t. Also, just because someone now has a different life because of a serious medical 

condition does not change what they did or achieved21）.

　 “The Iron Lady” については，2012年 1月初めの公開後，自国の元首相を扱ったものである

ことから多くの観客数を得，同じ存命中の女王を扱った映画（“The Queen” 2006）時の 3倍近

い売り上げを得る勢いとされたが，実際は，評価は賛否両論があり，激しい論争を巻き起こした

のであった。その後の英国社会において，アルツハイマー・認知症へのメディアや世論の関心が

より高まったとされる22）。

3．アルツハイマーと社会（スティグマと開示）

　アルツハイマー病・認知症は，20世紀初頭（1907）にドイツの精神科医師・神経病理学者で

あるアロイス・アルツハイマー（Alois Alzheimer）が，フランクフルト精神病院における老年期

前患者の臨床的症状と病理から初めて症例を報告したものである。のちに同僚のエミール・クレ

ペリン（Emil Kraepelin）が教科書にアルツハイマー病の概念を掲載した（1910）。しかし，その

後，老年期症状との関連は議論が続き，20世紀半ば頃より，電子顕微鏡など科学技術の発展と

ともに神経精神医学領域での研究が進み，脳変化に由来する老年認知症状に関して，アルツハイ

マー型老年認知症という疾病としての位置づけがなされ，以降，疾患としての定義とともに様々

な研究が進められる。いわゆる医療化・アルツハイマー化とされる23）。しかしながら，老年期症

状との関連，また，特異な症状による家族・ケアラーへの心身上の負担，医療化における負的側

面など，社会においてアルツハイマー疾患はネガティヴな諸相を呈することになる。

　前 1・2で扱った英国におけるサッチャーに関する事象は，アルツハイマー病をめぐる社会的

な展開と深く関わりがあり，ネガティヴな諸相に対し，特に 1980年頃より 21世紀にかけての医

学・医療や福祉，社会領域における大きな変化，新しい潮流に位置するものであると考えられる。

　まず英国においては二つの契機があげられる。欧米ではプロフェッショナルとは別に，レイ・

イニシアティヴとも呼ばれるセルフヘルプグループやサポートグループが，すでに 20世紀半ば

前後から戦後に発展し，特に 1970年代から 1980年代にかけて当事者として様々な患者・介護家

族の会や団体が創設され，発展してきた歴史がある24）。アルツハイマー疾患に関しては英国では

先駆的に，1979年，アルツハイマー病協会（Alzheimer’s Disease Society）が設立される。親族

の認知症患者の介護を経験した二人の英国人が，介護の窮状から病気への認識とケアの質，支援

を求めて始めたものである。翌 1980年には年次大会が約 100名の参加者とともに開催され，そ
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の後オクスフォードやブロムリーに支部が設立され，1980年代 1990年代には全国の各地域に広

まった。現在，イングランド・ウェールズ・北アイルランドにおいて約 230の支部を持ち会員数

は約 25,000名である。ただ，この会に特徴的なことは，認知症者のケアとともに研究を掲げて

おり，当初の患者・家族とともに早い時期より医師・生物医学研究者や医療従事者が参加し学会

の性格を持ち合わせる。（初代協会会長〈1980‒82〉はロンドン神経医学研究所の神経化学教授

A.デイヴィソン〈Alan Davison〉）医療化の正負両面を踏まえ，直接ニーズを把握する患者家族

と医学研究医療従事者により発展してきたといえる。この構成は認知症という疾患が示す表象と

も言える。またプロフェッショナル（専門職）との関わりでは，英国では早くから医療関係者と

患者とのパートナーシップ，すなわち，「患者と医師を対等な存在として位置づける」という志

向があり，近年 NHS文書などにも掲げられるが，その一端が協会構成にも見られる。名称は

1999年に病（Disease）の文字を削除し，中間的な表現法 Alzheimer’sが使用され，アルツハイ

マー協会（Alzheimer’s Society）と改称される25）。

　二つ目の英国の契機として，トム・キットウッド（Tom Kitwood）の業績があげられる。彼は，

1980年代後半から 1990年代を通じ，ブラッドフォードで認知症患者のケア研究に携わり（アル

ツハイマー協会とも関わり），『認知症再考 ― 最初に人ありき』（Dementia reconsidered ― the 

person comes first）（1997）などを著して理論体系化した。20世紀後半に進められたアルツハイ

マーの医療化・生物医学的モデルが，過度に患者の臨床的諸症状を脳病理に還元してしまう概念

を批判し，「パーソンセンタード・モデル」，つまり，人格的な行動としての位置づけを提唱する。

特に「文化を変える」（Changing Cultures）の章では，「認知症ケアの二つの文化」（Two 

Cultures of Dementia Care）として「古い文化」（old culture）と「新しい文化」（new culture）

を掲げ，パラダイム転換，すなわち人格と自己が破壊される中枢神経系の病気とする見方から，

病気は障害と見るべきであり，ケアの質に依存するものであるとする見方への転換を促す。

「パーソンフッド（personhood）（その人らしさ）」を中心概念として導入し，PCCケア法を作成

する。「『認知症』の人」から「認知症の『人』」への意識転換である26）。パーソンセンタード・

モデルは，英国行政で公的に使用され，国際的にも医療福祉分野で使用，日本においてはようや

く 2005年に初めて邦訳されてその後知られることとなる。

　このように認知症に関しては 20世紀末より 21世紀初めにかけて医療化中心主義から日常の介

護ケア・家族の視点である人中心主義への移行が顕著である。

　一方，アルツハイマー病・認知症は，先述のように中核症状と BPSDという認知的欠陥に基

づく様々な特有の病状 ― 記憶障害だけでなく言語や理解における困難，感情変化や徘徊や暴力

など生活における支障となる様々な行動など ― を発生することから，社会におけるスティグマ

と密接な関係を結ぶ。アルツハイマー協会の活動やキットウッドのパーソンセンタードケア理念

は，それらの関係をいかに軽減していくかに基づいているとも言える。スティグマの観点からさ

らなる発展の契機が考えられる。

　スティグマ（stigma）は，もともとギリシャ語で，奴隷や犯罪者であることを示す焼印，肉体
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上の刻印のことを表す語であり，現在では，不面目（disgrace）自体を表すのに広く使用される。

ある種の属性であり，他者により，ある属性を保持することにより与えられる様々なネガティブ

な想像，負の表象，烙印と言える。誤った想像により貶められたり，時に恐れられ侮蔑されたり

排除される。ゴッフマンは『スティグマの社会学』（1963）の中で，当時，異なる三種類がある

とし，第一に肉体上の諸々の奇形，第二に精神異常，麻薬常用，アルコール依存，同性愛，罪人

など個人の性格上の様々な欠点，第三は人種，民族，宗教などという集団に帰属されるものとし

た。近年，病気と障害，精神疾患，HIVなどにスティグマの議論が見いだせ得る27）。

　アルツハイマー病・認知症は，脳の障害により認知的部分の欠損を負うことから，現代，特に

先進国社会という「超高度認知的文化」（hyper cognitive culture）28） においては，患者たちは「認

知的市民性」（cognitive citizenship）を保持しないがゆえに，ソーシャル・エクスクルージョン，

社会的排除の対象となるのである。社会におけるスティグマの様相は，1．ステレオタイプ化さ

れ，2．感情的な反応である偏見を生じ，3．回避・強制・隔離といった行動への過程に至る。ま

たスティグマはあらゆるレベルで存在し，認知症患者本人の自己スティグマ化，介護ケアする家

族，医療分野でケアに携わる人々においても「二次的スティグマ」として存在し，さらに，政策

の優先事項の決定に関わる政治家においても存在するとされる29）。認知症患者集団は発症後，長

期にわたり病状の進行とともにネガティブな諸相を生きなければならない。

　このような認知症に関するスティグマを減ずる方法について，ベンボウとジョリーによれば，

まず，情報と教育が必要とされ，スティグマや差別は無知から生起することから，正しい知識や

情報を社会に伝えていくこと，すなわち教育（社会教育）が強調される。その有効的手段，未来

へのパースペクティブとして「認知症である本人やその家族が，個々に，あるいは，地域のアル

ツハイマー協会を通じてなどして，自ら話し始めることが重要である」と結論づける。すなわち，

「カムアウトという行為，公表・開示」は，「スティグマと直接立ち向かうことであり，認知症に

ついて世間の人々を教育することにつながること」なのである。このような患者や患者家族の開

示や表現は，また政策への強力なロビー集団にもなり得るとする。

　その他，第二に政策上の変化として，あらゆるレベルの政策がスティグマを軽減する必要性の

もとになされなければならないとされる。第三は研究であり，がん研究に比較して認知症研究へ

の資金が極度に少ないのはスティグマの反映であるとする。実際，2010年の報告によると英国

では，認知症に関わるコストはがんの二倍，心臓病の三倍，脳卒中の四倍であったが，研究資金

は最大であるがん研究の十分の一である。また認知症研究は，本人や家族がオープンにすること

を嫌がる隠ぺい性が研究を妨げることも指摘される。第四は，社会サービスのデザインと実践で

あり，先述のパーソンセンタードアプローチの重要性，パーソンフッドに基づくケアが強調され

る30）。

　カムアウトという行為は，1980年代から特に 1990年代に，スティグマを負った主に HIV患者

や同性愛者などから特にアメリカを中心に起こる。その後，21世紀前後より精神疾患者，近年

認知症者にも同様の傾向が顕れつつある。
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　先述のゴッフマンは，スティグマに関する技法としてカヴァリング（covering），パッシング

（passing）に続いて，告白（disclosure）をあげ，告白により様々な不利益を被る可能性を踏ま

えつつ自らの属性を明らかにし不安や煩わしさなどから解放されるとし，その後，シュナイダー

とコンラッド（1980）はスティグマの関係性を論じ，スティグマを持つ本人が周囲の受容する環

境関係性によりネガティブな捉え方を再考するとした31）。本人や関係性におけるエンパワメント

につながり得る。

　一方，精神疾患の患者のカムアウトの行為は同性愛者のそれとパラレルに捉え分析されており，

不利益として身体的被害，他人による社会的忌避，社会的不承認などの存在をあげられるが，よ

り大きな利点として，心理的な平穏，すなわち自尊心の増加と苦痛の軽減，危険な行動の減少，

人との関係性の促進，職場などの諸機関との関係性の向上を挙げられている。そして関係性から

社会や研究・政策レベルへの展開と捉えられる32）。

　アルツハイマー病については，前述のように患者本人と一体化するケア家族が，そのアドボカ

シィの大きな役割を果たしてきたが，21世紀前後より患者当事者による公表および症状の描写

や開示が行われ始める。2001年の国際会議において，46才時に前頭側頭型認知症の診断を受け

た女性が認知症患者当事者として初めて自ら公表しスピーチを行う。その影響力は当事者だけで

なく国際的にも認識された33）。また 2006年には，ワトキンズらにより，認知症のカムアウトが

本人レベルの変化にもつながり，開示を経て可能になった周囲の支援や関係性によりスティグマ

による自身の恐怖や孤独感を乗り越えることができたモデルも提示される34）。また社会的排除の

現状への解決策として患者本人とともに著名人の開示が促される。コーナーとボンドらによれば

「もっとも大きな変化が起こらなければならないのは，社会のレベルである」として，「認知症の

人々の主張と，認知症の有名人のカムアウトから生成される世間への開示は，多大な衝撃をもた

らし，その効果により認知症がより恥ずべきものでなくなるようになるであろう。」とする35）。

　このように，歴史的に隠ぺいが多くなされてきた認知症領域において，公表・開示が顕在化し

始める理由は，当事者のスティグマ軽減およびエンパワメントとなるととともに，一体化するケ

ア家族側の極度の疲労や孤立化を解消し，関係性の向上，地域や周囲の認識と協力獲得など受容

する社会環境整備，および疾患の研究や政策レベルにおける環境整備のための表出機能とも捉え

られるからである。

　以上のように，アルツハイマー病・認知症は，20世紀初頭の症例発見から，中盤における医

療化の始まり，20世紀後半においては主軸が生物医学・医療化時代から患者側の主体性

へ ― ケアする患者家族，さらには患者本人の開示や表現 ― という変遷が読み取れる。

　本稿の 1・2における英国社会のサッチャーに関する事象は，上記の医療や社会におけるアル

ツハイマー・認知症の変遷の流れの中で，現実との様々な確執とともに位置づけられる。わずか

20世紀末頃からの新しい潮流であり，1980年代にはいまだほとんど顕在化しなかったものであ

る。

　2012年，“The Iron Lady” について，英国の主要医学雑誌『英国医学会誌』（BMJ）には医師
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によるレビューが掲載される36）。老人・脳卒中上級医のディズモンド・オニール（Desmond  

O’Neil）は「認知症はいかにサッチャーの気概を試すか」と題し，「認知症について今までの中

で最も思いやりのある洞察に満ちた扱いを行った」作品の一つであると肯定的に評価し，認知症

のインパクトにもかかわらず「ヒューマニティ」は強く貫かれており，「認知症の人々にとって

の社会的包摂（ソーシャル・インクルージョン）と良いケアの敵は，この真実（ヒューマニ

ティ）を正しく認識し価値を認めないことである。」として，「この病気のスティグマは，認知症

状態を過度に隠ぺいすることから例証される。」（The stigma of the disease is well illustrated by 

the almost obsessive concealment of the dementing illness. . .）とハロルド・ウィルソン元首相の

ネガティヴな例を挙げ，「公表による認知症のスティグマ衰退」（eroding the stigma of dementia 

by coming out with the diagnosis）について言及している。

4．アルツハイマーと政策

　さいごに，政策レベルにおける進展をとりあげる。2012年初めの “The Iron Lady” をきっか

けとして英国内では，認知症へのメディアや世論の関心が急増する。デイヴィッド・キャメロン

現首相（David Cameron）は，当初保守党議員として作品については時期尚早と否定的なコメン

トをしたが，その後，大きく舵を切り，アルツハイマー・認知症については，自身の選挙区であ

るオクスフォード・ウィトニーにあるエルムズ保健福祉センターで認知症患者を抱える家族や介

護者のグループのもとを非公式に訪問し，患者や介護者の直面する困難や日常の経験や要望を聞

くなど精力的に取り組み始める。3月末には異例ではあるが，英国首相として初めて，「私の個

人的な優先事項である」（a personal priority of mine）として，「認知症国家チャレンジ」

（National Challenge on Dementia）を発表し，認知症ケアの向上と支援のイニシアティブに取り

組み，研究に予算も増額すると発表した。そして，「ディメンシア・フレンドリー」，すなわち

「認知症にやさしい社会」（“dementia- friendly communities”）を構築することを宣言した37）。

　キャメロン首相は，2010年 5月連立与党の首相に就任し，13年ぶりの保守党復権のため 85歳

のサッチャー元首相を首相官邸に招いている。経済景気対策などは基本的には伝統的な路線を継

承するが，医療福祉雇用などについては前政権を維持し積極的とされ，新保守党としての手腕が

問われる。ただ，英国民は，彼が長男の脳性麻痺などの障がいを自ら公表し，その後 2009年に

息子は 6歳で亡くなったことも知る。認知症に関する「個人的な優先事項」はメディアで報じら

れた。

　彼は，認知症について，財政危機など様々な危機があるが，（認知症は）「静かな危機」（quiet 

crisis）と呼ぶもので，「国民の生活を破壊し多くの家族の心を引き裂いている。」（one that steals 

lives and tears at the hearts of families）とし，英国で対策が充分ではなかったことにふれ，集団

となり社会全体で否定してきたかのようだと「国家的危機」と位置づける。そして，過去につい

て，1970年代にはがん，1980年代 1990年代には HIVと戦ってきたとして，今は認知症への戦

いが必要であり，スティグマと戦い，研究とケアにおいて英国が世界のリーダーになることを望
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むとした。

. . . So my argument today is that we’ve got to treat this like the national crisis it is. We need an 

all-out fight-back against this disease; one that cuts across society. We did it with cancer in the 

70s. With HIV in the 80s and 90s. We fought the stigma, stepped up to the challenge and made 

massive in-roads into fighting theses killers. Now we’ve got to do the same with dementia. This 

is a personal priority of mine, and it’s got an ambition to match. That ambition: nothing less 

than for Britain to be a world leader in dementia research and care.

　認知症の研究，ケア，啓発の予算を大幅に増額するとし，財政難な時代であるとしながらも，

政府の大胆かつ重要な決定として，認知症の研究費を 2010年の 2660万ポンドから 2015年まで

に 6600万ポンドに倍増すると約束した。（現在，がんの研究費は認知症の 10倍以上である）ま

た早期の認知症診断と適切なケア，啓発が向上すること，「認知症にやさしい社会」のために個

人・地域・企業・国の連携など掲げ推進していくことを述べた。その他，NHSの GPや看護師

の教育，NHSと社会サービスとの関係について，レスパイト・ケア（介護者）などについても

語る。また同時に，保健省（Department of Health）のアンドルー・ランズレイ（Andrew 

Lansley）は，早期での認知症の診断計画を発表し，全国民への啓発運動の開始を言及する。

　このように，スティグマに関する公表および広義の開示は，当事者や家族という個人レベル，

地域や他との関係性，情報や教育と意識などの社会レベル，研究ケアへの予算配分政策のプライ

オリティや福祉としての地域形成などの国・政策レベルへと，受容環境の整備への帰結を意味す

る。

むすびにかえて

　本稿においては，現代英国社会におけるアルツハイマー・認知症について，特にサッチャーを

めぐる議論を中心として考察した。急増する認知症患者に関して，迫りくる先進国の超高齢化に

直面し，英国においては 2009年に労働党政権下で「認知症国家戦略」（Living well with demen-

tia: A National Dementia Strategy）が策定され支援が実施され始めたが，本稿で扱ったように

2012年に新たなるプライオリティが示され大きく前進し，さらなる意識改革や「認知症にやさ

しい社会」（dementia-friendly communities）の構築などが推進されつつある。また，アメリカに

おいても，2011年にオバマ大統領が「国家アルツハイマープロジェクト法」に署名し，2012年

5月，国家戦略が発表される。一方，日本は，2012年，厚生労働省の推計で，認知症高齢者数が

予測数より増加していることを修正し，現時点で 305万人と発表したが，研究ケアについては欧

米には遅れをとっているのが現状である38）。2013年には厚生労働省主導で，英国の国家戦略モ

デルを一部念頭に認知症患者への新たなる対策がすすめられる。

　サッチャーをめぐる数年の議論や，現代社会における公表や開示という様々な表出は，サッ
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チャー時代には顕在化しなかった，福祉（well-being），つまり諸個人の多様性を許容する寛容な

社会環境への新たな価値観を示す現代という時代の表象と捉えることができる。
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1．はじめに

　Norlan（2008）のダークナイトは，それ以前のアメリカン・コミックファンのみならず，それ

までアメリカン・コミックスに興味を抱いたことのなかった一般聴衆はいわんや，映画評論家，

文芸作家，表象文化研究家，心理学者など多くの関心を攫った。

　しかしながら，同作品に加えられてきた他方面からの多くの分析や評価は，自身の研究分野の

範囲且つ，その分析法や思考法に基づくものであり，実はその多くが極めて分野限定の主観性に

基づくものであり，作品の本質や Norlanの真の意図を捉えきれていないのではないかという疑

念が残る。

　本稿では，70猶予年の歴史を誇るこの「闇の騎士」のクロニクルを紐解き，その上で，

Norlan（2005，2008，2012）のトリロジー（3部作）に対する考察とそこに込められた登場人物

抱える個人的な苦悩と実社会時勢との関わりの関係の中で，改めて Norlanの作品に対する正当

（正答）のあり方を考えていき，更に彼が主人公ブルース・ウェインに与えた「光」という自己

解放論について検討したい。

2．アメコミ史におけるバットマンの変遷

　アメリカン・コミックス（AC）を良く知るものであれば，半ば常識ではあるが，多くの作品

において，その登場人物に対しての版権は，出版社が持っている。故に，同じキャラクターに対

する性格やストーリー展開といったものは，個々のシリーズや作品を委ねられた作家によって大

きく様変わりする1）。このことについて少し歴史を振り返って考察してみよう。

　バットマンの初出は，1939年の “Detective Comics （DC） #27” である。しかし，この時点では，

ブルース・ウェインの贖罪と自己救済
― Norlanは闇の騎士に光を与えることができたのか ―

藤　本　幸　治

〈Summary〉
  Batman, an American comic hero, has more than 70 years of history. Over these years, 

the character of the hero has been changing due to the writers and the eras where they write 

the comics, who are responsible for defining the characteristics of the Dark Knight. 

Christopher Norlan is one of such important figures who have established the popularity of 

the American comic hero in recent years. In this paper, I will prove what is so special about 

Norlan’s works （2005, 2008 and 2012） on the Caped Crusader that some people over-

appreciate or others misinterpret and underestimate what is really intended by the director.
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バットマンの正体も，その活動の理由も明らかにされていない。エピソードの冒頭で，警察署長

の友人で社交界の有名人ということ，最終パネルで，その彼がバットマンであるかもしれないと

いう暗示が示されるのみである。

　つまり，Norlan（2005）で描かれた続く 2008年のダークナイトに続く所謂，オリジン・ス

トーリーに一切触れていない。大富豪の息子が目の前に強盗に両親を殺害されたことがバットマ

ン誕生のきっかけであることが明かされるのは，DC #33でのことであり，初出から実に半年の

時間を要している。言い換えれば，今でこそ有名な彼のオリジン・ストーリーすら当初には考え

られていなかったと思われ，エピソードが進むに連れて，登場人物やその背景の基本設定が発展

していったと思われる。

　また，当初のバットマンの性格は，Kane（1989）の回想記に従うと，殺人をも厭わないヴィ

ジランテ（自警団）であり，特に 1940年の単行作品 “Batman” では銃すら所持していた2）。

　特に子どもに銃の所持や殺人を意識させるようなエピソードを掲載する（ただし，このときの

エピソードは，Bill Fingerが発案しているコミックには母親たちからの抵抗もあり，何よりも人

気の低迷を嫌った編集者がバットマンの行う暴力描写に大きく規制をかけたとしている。つまり，

法の外で活躍する自警団よりも法に従うヒーローとしての路線が選ばれた（選ぶしかなかった）

のである。さらに，このことが後に DC自身のコミック・コードとなり，作家たちはそれに従わ

なければならなかったようである。

　闇の騎士でありながらも，陽の性質を持たせられるに至ったもう一つの要因として，現在に至

るまでのバットマンのサイドキックとして欠かすことのできないロビンの存在がある。

　ロビンの初出は，DC #38であり，当初は幼年層の年齢的に読者が親しみを感じ易いキャラク

ターを導入することで，売り上げを伸ばそうという意図であった3）。しかし，このロビンの導入

は，作者すらも当初意図しなかったバットマンにも計算外の影響を及ぼすことになる。

　まず，1つは，ロビンのビジュアル面（コスチューム）である。漆黒あるいは，ダークブルー

の色合いを持つバットマンに対して，ロビンのコスチュームはグリーン，イエロー，オレンジと

いった陽のイメージを醸し出している。2つ目に，バットマンを孤独のヒーローという存在から，

守るべき年下の仲間のいる保護者あるいは，兄弟としての立ち位置を与えた点を重視しなければ

ならない。

　これらの変化により，バットマン（ブルース・ウェイン）の容姿もよりハンサムに，より明る

いイメージで描かれるようになっていった4）。

　そして，40年代に与えられたこれらのバットマンに対するキャラクター付け，つまり DCが

与えた暴力描写への規制と相棒の登場が，その後の 50年代のバットマンや 60年代の TVシリー

ズのイメージおよび原点にもなったと言って良いであろう5）。

　特に，1966年のテレビシリーズが始まると，そこにはコメディを交えた明るく愉快なコミッ

クスの内容をそのまま反映させたようなバットマンが登場し，当時の若者に支持され，一種の

ブームを起こした6）。しかし，このブームは長くは続かず，その後 70年代には，DCは新しい作
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家達であるデニス・オニールやニール・アダムスを投入することで，バットマンの原点回帰をめ

ざし，よりシリアスでダークな世界観へと引き戻すことになった。

3．作品の転換期と主要作品の影響

　Norlan（2005，2008，2012）の一連の作品群に見られるダークナイトの心的描写の繊細さやリ

アリズムに対しての評価が多くの表象文化論者や研究者によって論じられているが7），ダークナ

イトのシリアスな性格付けは，実は，上記で紹介した作品の変遷を辿ってみると Norlan自身の

手によって施されたわけではないことがわかるだろう。

　事実，2005年以前および以降のコミックとしてのバットマン作品は，いずれのタイトルにお

いても孤独の闇の中で苦悩するヒーロー像は標準的に描かれている。むしろ，Norlanの作品で

はこれらのコミックにインスパイアされた形で，劇中のキャラクターが設定されていると言った

方が良いだろう。例えば，最新作 “the Dark Knight Rises” の敵役のベインなどがそうである。

　既に紹介したように，バットマンも他のアメコミ・キャラクターと違わず，時代において作家

によってそのイメージが変更されて来ているが，その中でも現在のバットマンのイメージに決定

的に影響を与えた作品として挙げなければならないのが，Frank Millar（1986）である。

　この作品は，AC史上，最高かつ最重要作品としての社会的な評価を得ている。コミック読者

のみならず広く一般読者にもベストセラーとしてヒットしたこの作品に強く影響されたのが，

Burton（1989）である。

　Burton（1989，1991）では，バットマンは当時のコミックの原作のイメージを誠実に描いて

いる。ただし，Norlanも Burtonも原作コミックにインスパイアはされてはいるが，例えば，

Millar（1986）を単に映像化している訳ではなく，両者とも映像作品作家，脚本家として，映像

作品ならではの微妙なストーリー調整や登場人物の骨格の組み替えを行っている。同時に，両者

に共通する点として，特に 70年代以降のコミックでのバットマンの世界観の映像作品への投影

が挙げられる。

　では，両者の相違点はどこにあるのか。Burntonの作品は，彼の代表作『シザーハンズ』

（1990）でもよくわかるように，ダークでシニカルな世界観に残酷性を味付けした独自の表現手

法を得ている。ただし，この手法とバットマンコミックが持っていたシリアスネスを融合させて

はいるが，キャラクターを通しての作品解釈の多様性というようなことには視点がおかれていな

いことに注意しなければならない8）。

　対して，Norlanの作品では，登場人物達の台詞の随所に見られるような極めて文学的手法が

多用されて，原作へのオマージュとリスペクトを込めたキャラクターの登用を行い，彼らを通し

て作品全般への解釈の多様性を生み出していると言える。

　この解釈の多様性に関する具体例としては，後述する Burton（1991）でのキャット・ウーマ

ンと Norlan（2012）のセリーナ・カイルに見られるキャラクター設定の差において最も顕著で

ある。そして，何よりブルース・ウエィンの極めて個人的叙情詩的物語をひとりの人間が抱えう
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る普遍性を持つテーマへと発展させ，さらに，「選択」という手法で，現在社会に生きる我々聴

衆に共感を招くテーマとして問いかける強烈なメッセージ性を持っていることであろう。次節で

は，これらの選択とメッセージに関連する問題について考察を加えてみたい。

4．ケープの下の正義と選択

　Norlan（2005）で問われた「選択」とは，法と個人感情（復讐）の狭間の正義の解釈である。

正義とは元来，法と同定されるべき共存関係にあるべきものである。しかし，当該の作品におい

ては，正義とは法の裏に存在するものとして描かれていることに注目しなければならない。ス

トーリ・ボードに描かれるドラマの背景は以下の通りである。

　今やゴッサム・シティに蔓延る悪は，ギャングのみではなく，警察や司法までもが，自分たち

の利益を求めて麻薬取引のような悪事が平然と横行している。このような腐敗しきって自浄能力

を失ってしまった文明や社会に対して最後の審判を下すこと，つまり，その文明や社会を破滅さ

せることこそが正義であると考えるラーズ・アル・グール率いる秘密結社「影の同盟」に対して，

悪に支配された世界に今一度再生，機能させるための機会を与えるべきだとするブルース・ウェ

インが対峙する。

　腐敗した社会を構成させることが不可能と思われた場合，そこに破滅という制裁を加えること

が悪であるのか，現状を野放しにしておくことが正義なのかということに正解を求めることは極

めてデリケートな問題である。

　影の同盟のリーダーであるヘンリー・デュカードによって罪人に死という制裁を加えること命

じられたブルースは，殺人を正義だとは認めなかった。彼が採った方法は，良識ある市民を信じ

ること，そして悪には直接的な制裁ではなく，未必の故意に基づく破滅に導くことであった9）。

だが，同時に，ブルースの活動もまた法の裏で行われる自警行為であるのだ。

　また，そのための身体および精神的訓練を受けたのは，他でもない影の同盟においてである。

ならば，その能力に依存して，法の外で自警行為を行うことは，正義であると言い切れるのだろ

うか。あるいは，直接的制裁を逃れても，故意的な破滅への導入は悪でないと言い切れるのであ

ろうか。何より両親を殺害された報復にかつて殺人という制裁で罪を償わせようとしたブルース

の心に復讐はなかったのだろうか10）。

　確かに，ブルースは，ゴッサムの未来を信じ，大きな自己犠牲を払ってでもその都市を守り再

生させようとしている。しかし，それが真に善意に基づくものかどうかについては，疑念を残す。

まずは，政治や国家に頼らず堕落，腐敗した社会の更正を図る意図はどこにあるかを確認しなけ

ればならないだろう。

　ブルースは何不自由無い大富豪の息子という幸せのケージから，ある日突然に不条理な現実社

会に投げ込まれ，自らの弱さを知る。自らの過失に呪縛され，その怒りは社会に蔓延る悪に，そ

して自分自身に向けられている。

　しかし，自らの過失と懺悔の念を正義の名の下に社会の更正に転じたところで，それは，復讐
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に変わりないのではないだろうか。個人の復讐の念を，恐怖のシンボルに象徴させて，仮面を纏

い法の外で悪を成敗するとはいうものの，法を遵守すべき警察や議会がギャングにコントロール

され，公的に市民を保護する手段を失った社会にどのような存続意義があるのであろうか。なら

ば，史的経験と実績に基づく影の同盟の選んだ手段に勝る部分として何が残るであろうか。

　事実，法に則った「ホワイト・ナイト」という道をブルースは選んでいない。それは，ゴッサ

ムに対する自浄や自己再生能力に対する疑念の具現化された選択だったとは言えまいか。無論，

ブルースもそれを知っているのではないか。にもかかわらず，なおもゴッサムの善意を信じるこ

とは，自身に対する偽善そのものではないのか。

　救えなかった両親に対する贖罪としてそれまでの過去の消去を拒んでいるのは，後悔とのスタ

ルージが生み出したエゴそのものである。実際，ブルースが行う自警活動は，社会利益に基づく

ことばかりではない。このことが顕著化されるのが，スケアクロウこと，悪徳精神科医ジョナサ

ン・クレインに略奪されたレイチェルを救済する際の行動である。

　そこには他への犠牲を省みない極めて個人的感情に基づくもの以外は存在していない。その延

長上に，自身を含む家族や社会を傷つける悪に対峙しようとするのは，正義ではなく，エゴそし

て時に偽善の心があるからだと言われても仕方あるまい。

　繰り返すが，自身の主観的判断に依っているという点においては，ブルースの行動は，影の集

団の選択と何ら差を持たない暴力に訴えかける違法行為である。もし，仮にそれを自認している

のであれば，ブルースの悔恨や精神的苦悩は深まるばかりである。影の同盟の目的もブルース目

指す目的も社会更正であることは間違いないのだ。取るべき行動の形と根拠で，正義と復讐に線

引きすることに意味は無い。すべては，その結果が重んじられなければならない。

　ならば，結局は，暴力で失われた何かに対して暴力で抵抗する手段を選んだ段階で，それは復

讐行為である。このことについて確信を与えるのが，劇中のブルースとレイチェルの対話であ 

る11）。

　さらに，このような手段の行使は，暴力と憎悪の負のスパイラルを生む。こちらが武器を持て

ば，相手も武器を持ち，こちらがさらに強い武装をすれば，相手は尚強い武装で備える。そして

正体を明かさぬ闇の騎士の存在は，その対極にある理解不能の巨悪を生み出すきっかけにすらな

る。

5．正義を正義足らしめるのは偽善であり，悪は正義か

　続く Norlan（2008）で提起された問題は，「正義」と「悪」を定義づけるものは何かというこ

とである。また，そのために再び「選択」という手段が用いられている。Norlan（2005）では，

一人の満たされた裕福な生活から投げ出された少年のトラウマとそれに捕われ続けて成長を続け

る青年の姿が映画描かれた。そのトラウマと向き合う手段が，死の恐怖への克服と，その恐怖を

利用することであった。それを正義と呼ぶか復讐と呼ぶことに賛成するかを徹底して問い続けた。

　一方で，ブルースの個人史に視点を移せば，Norlan（2005）は，彼の邸宅から落ちた井戸のよ
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うに，今まで味わったことの無い恐怖と孤独を感じながらも這い上がるための試練の序章である

とも考えられる。

　ブルースの父は息子に問う。そして執事もその言葉を借りてブルースを震え立たす。「ヒトは

何故落ちるのか。（why do people fall?）」「這い上がるために。（So we can learn to pick ourselves 

up.）」

　Norlan（2005）のエピローグで示唆された予告は，最悪の形で現実となる。正体を明かさぬブ

ルースの自警行為は，彼が守ろうとするゴッサムの社会では，結果として殺人を含む奇怪行動と

して見なされる。しかるに，それを利用して，覆面の犯罪者が横行する。

　Norlan（2008）の冒頭，偽の蝙蝠男に扮する犯罪者は言い放つ。「我々はお前を助けようとし

ているのだ。」犯罪者が犯罪者に持つシンパシーがそのような発言を生んだのであろうか。それ

は，絶対的には否定できない。ブルースが主張したことは，『お前たちのように，ホッケーパッ

ドなど身につけていない』というジョークまじりともとれる「見かけ倒しでない，本当の黒の意

味に込められた信念によって我の行動はある」ということである。

　しかし，このようなデタラメな見せかけだけのニセモノの登場はプロローグにしか過ぎない。

光と影の関係のように，社会に正義があれば，必ず悪が存在する。正義あるいは，復讐が心理主

義に基づいて実行されるのであれば，心理主義に基づかない悪が存在する可能性がある。それが，

ジョーカーである。

　Norlan（2008）においては，殊更にこの心理主義に基づかない，根拠の無い破壊悪に焦点が当

てられる。事実，多くの評論家や研究者がジョーカーの心理や行動の意味を分析している12）。そ

の主張の多くは，ジョーカー自らが豪語して憚らないように「我は，混沌の使者である。」（I am 

an agent of chaos.）ということである。

　執事アルフレッドは，自身の経験も踏まえ，このことをさらに具体的に解説している。

Alfred: “With respect, Master Wayne, perhaps this is a man you don’t fully understand either. 

A long time ago, I was in Burma and my friends and I were working for the local government. 

They were trying to buy the loyalty of tribal leaders by bribing them with precious stones but 

their caravans were being raided in a forest north of Rangoon by a bandit. So we went looking 

for the stones. But in six months, we never met anyone who traded with him. One day, I saw a 

child playing with a ruby, the size of a tangerine. The bandit had been throwing them away.”

「申し上げにくいのですが，ウエィン様。おそらくこのジョーカーとやらは，あなたも完全

には理解できない男だと思います。昔，私がビルマにおりましたときに，友人と私は現地の

政府に仕えておりました。役人達は高価な宝石を与えて部族のリーダ達の忠誠心を得ようと

しました。ところが，その部族の一行がラグーン北にある森で盗賊に襲われたのです。それ

で私たちは，その宝石を探しに行きました。しかし，6ヶ月の間，その強盗と宝石を売買し

た者に会うことはありませんでした。ある日，子どもがミカンほどもある大きさのルビーで
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遊んでいるのを見つけたのです。盗賊は盗んだ宝石を投げ捨てていたのです。」

Bruce: “So why steal them?”

「では，何故盗んだのだ。」

Alfred: “Well, because he thought it was good sport. Because some men aren’t looking for any-

thing logical, like money. They can’t be bought, bullied, reasoned or negotiated with. Some 

men just wanna watch the world burn.”

「ちょっとした遊びだったのですよ。お金のような論に的なものには，興味が無いのです。

彼らには買収も，脅しも，説得も交渉も通用しない。世界が燃え上がるのを見たいという輩

どももいるのですよ。」

　アルフレッドの指摘の正当性を証明するかのように，ジョーカーは，理にかなわない無秩序な

暴力や破壊を繰り返していく。そこには，どのような交渉も説得も，そして恐怖も通用しない。

ジョーカーは常に選択を通して，ブルースに正義を貫くための 4種類の選択を迫る。

　まず一つ目の選択が，「バットマンの正体か，市民の命か」というものである。（マフィアから

バットマン殺害を依頼されたジョーカーは，バットマンの正体を暴くために，市民を殺害し，そ

の遺体にビデオメッセージを添えた。「バットマンがマスクを脱いで正体を見せるまで，毎日市

民を殺す」そして，その言葉通り，ジョーカーは一般市民に加え，市警本部長，判事を殺害した

上，市長をも標的にする。）

　2つ目の選択として差し出されたものは，「ハービーの命か，レイチェルの命か」というブ

ルースにとっては究極の選択である。（留置場でバットマンと対面したジョーカーは，ハービー

とレイチェルを別々の場所に監禁していた。「爆発まで後数分。どちらかを助けたければ，急ぐ

ことだ」と二人の場所を告げる。バットマンはレイチェルをゴードンはハービーを救出に向かう

が，バットマンが到着した場所には，ハービーがいた。）

　次に 3番目として出されたのが，「弁護士の命か，病院の爆破か」というブルースを含む市民

への問だ。（バットマンの正体に気づいてしまったウェイン社担当の弁護士，リース。彼は，テ

レビで告白しようとするが，「バットマンのいない世界は退屈だ」と考えを変えたジョーカーは

「60分以内にリースを殺さなければ，市内の病院を爆破する」と宣告したのだ。）

　そしてブルースが信じて疑わないゴッサム市民の良心を試すいわば社会実験が 4番目の選択で

ある。「一般市民の命か，囚人の命か」（ジョーカーが支配すると宣言した街から脱出しようとす

る人々は，橋もトンネルも使えないため，フェリーに殺到する。しかし，最初に出港した 2隻に

はどちらも爆弾が満載されていた。1隻の乗客は一般市民，もう 1隻は，囚人たちが乗っていた。

そしてそれぞれの船に他方の船を爆破する為のリモコンがあり，ジョーカーは「ボタンを押した

方の船が助かる」と言う。）

　実は，これらの 4つの選択を細かく見て行くと，ジョーカーは決して無秩序なルールに則り，
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直感的には言動していないことがわかる。むしろ，先を読んだ計算に計算を重ねた周到な準備の

もと，選択を迫っているとさえ，考えられる。

　まず 1つ目の選択についてであるが，これは絶対にブルースがその正体を明かさないであろう，

故に，犠牲者が増え続けることで彼の心に正義が生み出す犠牲と生む順を突きつけ追い込んで行

くことに成功している。仮に，ブルースが自らの正体を明かすとなれば，彼が信じる闇の騎士に

よる正義が実行されなくなってしまう。

　そもそも，自らが光の騎士になることがないブルースに，自警団を辞して，その自警団が守る

べき社会を守ることは，その社会を見捨てることにつながることが十分にわかっていたはずだ。

あるいは，その代役が登場する可能性も踏んでいたかもしれない。事実，それがハービーとのや

り取りで確認される。

　2つ目の選択は，さらに解読の謎が深まる。まず，果たしてジョーカーは二人の場所を正確に

伝えたかどうかとうことである。確かに，ブルースはレイチェルを救済することを明言して，警

察署を飛び出して入る。だが，実際ブルースが倉庫で目にしたのはハービーである。その時のブ

ルースに動揺や驚きの様子が感じられないことに注目したい。

　ブルースは，既に自らの犯した過ち，つまり，自分にとっての大切な存在である両親を救済で

きなかったことに至極の苦しみを味わっている。今回は，レイチェルを助けることで同じ轍を踏

まないという選択肢も当然可能であろう。

　しかし，大切な存在を失ったからこそ，それを奪い取った悪に対峙しようと決意したこともま

た事実である。果たして，今やレイチェルだけを救済して本当にブルースの目指す正義は実行さ

れると言えるであろうか。ゴッサムにとっての光，つまり，ハービーを自ら放棄することでブ

ルースに後悔は残らないであろうか。いや，むしろ，今や自己利益で動いてしまうことこそ，自

身が否定し続けている復讐の感情を肯定し，エゴを認めてしまうのではないか。そうなれば，

ジョーカーと大差はない。

　故に，自ら途中で全てを理解した上で救済進路を変えたのではないだろうか。あるいは，レイ

チェルがハービィーを伴侶として選ぶ予感がブルースには既にあったと考えるのは考え過ぎか。

もし，仮にそのことが頭にあれば，これは，正に制裁と復讐に基づく行為である。

　いずれにしても，どちらの選択肢を選んでも，ジョーカーはブルースの信条に矛盾する苦悩を

与えることに成功することになる。

　3つ目の選択は，ブルースのみならずゴッサムの市民にも向けられた選択であり，その選択の

答えが故，市民もまたブルースにとっての敵になってしまうというやりきれない想いが去来する

ことをジョーカーは知っていたと思わざるを得ない。

　また，身内を助けるために病院爆破を防ぐ姿は，人間の偽善を暴き，エゴがその本質であるこ

とをブルースに証明し，自らの存在の正当性を証明したかったのだろう。

　最後に 4つ目の選択は，ブルースの守ろうとするゴッサムが，エゴと悪意にまみれた世界であ

るということを証明し，ブルース，いや，バットマンの存在意義を否定するために他ならない
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ジョーカーの仕掛けである。

　ジョーカーは，自らを混沌の世界の使者という。また多くの研究者たちもその非条理性や狂気

に着目するが，実は，彼は極めて知能指数の高い，むしろ，正義を良く知り，その弱点を熟知し

ているのではないだろうか。これは，先に上げた彼の言動のみならず，彼のバックグラウンドか

らも推察可能である。

　Moore and Bolland（2008）では，ジョーカーの素性が明かされている。彼は元々うれないコ

メディアンであり，妻や生まれてくる子どものために，悪事に加担したことになっている。悪事

自体は咎められることではあるが，その動機は，果たして真の悪と言えるであろうか。

　ならば，もし彼が本来善人であったのであれば，それには，悪に転じるための何かのきっかけ

が必要である。そして，それは，彼の妻の死によってもたらされたと考えられる。大切な物に対

して無力であり，救済できなかったことで，その状況を造り出した環境や他人を憎悪することは，

彼自身が経験済みであり，それを活かして，ハービーをトゥー・フェイスへの変貌と誘ったので

はないだろうか。

　さらに考えれば，これは両親を亡くしたブルースと同じ境遇であり，その心理においても共感

できるものが大きいはずである。にもかかわらず，ブルースは，正義の名の下の復讐を，ハー

ビーとジョーカーは，感情の赴くままの暴挙に出てしまっている。ならば，同じ悲しみを分かち

合えるものとして，ブルースの行動は，真の正義ではなく，偽善そのものではないか。

　仮に性善説と性悪説を採用して分析するならば，ブルースが性善説に基づく行動をし，ジョー

カーが性悪説に従っていると言えるだろうか。答えはノーである。既に述べたように，ブルース

もまた，ジョーカーと同じように一時は，復讐の苦悩でもがいた経験がある。レイチェルの助け

もあり辛うじて，正気を保っているとも言える。

　対するジョーカーもまた，元来，イノセントな一市民であった。両者を分けたのは，環境であ

る。ジョーカーに，アルフレッドやレイチェルのような理解者がいれば，また，ブルースに彼ら

がいなければ，立場は逆転していた可能性は大いにある。経験が人格に影響を及ぼし，それはま

ぎれも無く偶然の産物である。

　また，個人のコントロール外の神の悪戯ですらある。そのこともまた，トゥー・フェイスのコ

インによって表現されている。つまり，彼の言うところの「チャンスのみがフェアーである」と

いうことである。

　ならば，この三者間に相違など無いことになる。しかし，それを認めず，自己救済のための偽

善を振りかざすブルースこそが，咎められるべき存在になるのではないか。そして，それを糾す

ことこそが真の正義であり，ジョーカーが正にブルースに求めたものでないのか。彼が人々を危

機的な状況に追いつめるのも，そこに人間の本性が現れることを知っているからである。

　ブルース以上にブルースを理解しているのは，じつは誰よりもジョーカーではないか。だから，

彼はブルースを同じラインに引き込もうとするに違いない。そしてまた，ブルースもそのライン

を超えないためにもがいていると思える13）。
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　つまり，ダークナイトはジョーカーの鏡像としてのヒーローであり，ツゥー・フェイスのコイ

ンの表裏である。

　ブルースとジョーカーの対決に勝利があるとすれば，それはどちらに軍配が上がるであろうか。

少なくともジョーカーは，ハービーを陥れ，ゴッサムの光の騎士を消すことに成功した。またそ

の事実の公表を防ぐために，ブルースもゴードンも嘘をつくことになる。

　この嘘によってもたらされたゴッサムの平和は，真なのであろうか。偽善を重ねても個人の責

任の範囲においてのみであり，その個人が失う代償は無い。いや，ブルースは，バットマンにな

ることで，邸宅を失い，友人を失ったではないか。また，大切なレイチェルも救えなかったでは

ないか。そして，何よりもゴッサムおいては，殺人者としての汚名を着せられることになった。

　果たして，ブルースが目指した贖罪は，彼に更なる苦悩を生み，過ちと後悔の呪縛にますます

捕われてしまうのではなかろうか。ならば，ジョーカーの振る舞いは，ブルースにとっては，絶

好の自己解放につながる善意になる。双方にそれが認識できていれば，共に相手を永遠に必要と

する関係が続く。バットマンはジョーカーを殺せない。この状況こそ，ジョーカーの圧倒的勝利

を意味する。

6．人間は這い上がることを覚えるために落ちる

　かのジョーカーとの壮絶な戦いから 7年間，ブルースはゴッサムを離れた。だが，彼は戻って

来た。執事アルフレッドは言う。「ここには何も無い。良い思い出も。あるのは，苦しみだけ。

戻られないと思っていたのに。毎年，外国のカフェで休暇を過ごす私。そして，コーヒーを飲み，

新聞越しに，少し離れた場所に見慣れたあなたがこちらを見ている。美しい伴侶と共に。私もそ

れに気づいている。でも互いに何も言わない。私はついにあなたが幸せを見つけられたのだと思

う。私は，コーヒーを飲み終え，静かに席を立つ。でも，そのときに気づくのです。実際にはそ

れはあなたではく，全くの別人だったと。」

　8年目にゴッサムに戻ったブルースは，ウェイン邸に引きこもる。彼に残されたものは，殺人

者バットマンという汚名と肉体的限界，そして以前にも増す孤立感と苦悩であった。

　Norlanのバットマンシリーズを締めくくる第 3部である “Dark Knight Rises” を論じるにあ

たって，前 2作も鑑みながら，この偉大なトリロジーのテーマを再咀嚼してみよう。

　第 1作では，ブルースがバットマンに化身するオリジン・ストーリーが描かれているが，ブ

ルース個人の視点から見て，この物語は，「喪失」を中心に展開する。物語の冒頭，幼少のブ

ルースは幼なじみのレイチェルから庭で見つけたユニークな形の小石を力ずくで奪い取ってしま

う。そして，身を隠すためによじ登った井戸の蓋が壊れ，井戸に落下してしまう。

　このこと自体，天罰という宗教観が漂うメッセージが込められているが，その後，彼は，今ま

でいた光のあたる恵まれた世界から，今まで知らなかった未知の恐怖の暗黒の世界を体験するこ

とになる。安心を失い，不安を得るというこの展開こそ，この後ブルースが直面する悲劇のプロ

ローグとなっている。ブルースを救出した彼の父親が言う「人は何故落ちるか。それは，這い上
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がることを学ぶためだ。」と。

　そしてその後，両親が強盗に殺害されるという彼のその後の人生観を変えてしまう「喪失」が

起る。当初，ブルースはこの喪失を正義という名の復讐で埋め合わせようとするが，レイチェル

は，復讐と正義が異なることを諭す。さらに，人間の価値は，「誰であるか」ということより

「何をするか」似よって決まるということをブルースに教え諭す。また，物質的側面から見れば，

影の同盟との戦いで，彼は，ウィイン家の名声と邸宅も喪失してしまう。

　第 1作での喪失は，両親の死と言う喪失が父の残した言葉に大きな意味をその後のブルースの

人生に与えることになる。

　第 2作目での何よりの喪失は，幼少の頃からの良き理解者のひとりであり，友人であり，恋愛

感情を抱くレイチェルの死である。喪失と表裏一体で共存しているものが，「裏切り」というも

う一つのテーマである。そもそも，ブルースが，失ったものの多くの根底にある原因は，ブルー

スの影の同盟に対する裏切りである。

　そして，このことをブルースとは対極にある存在であるジョーカーを登場させることで，鏡像

現象としてブルース自身への自問としてこの問題を顕著化させている。つまり，ジョーカーもま

た，仮に彼の話を信じるとするならば，父親に裏切られ，愛妻に裏切られ，いや，たとえいずれ

の話もが的確性と信用性に欠けるとしても，大事で愛しき人々からの裏切りがあった可能性は極

めて高い。その裏切りかれ得たものが，ブルースと同じ孤独感と怒り，憎しみであることは間違

いない。

　ただし，それは，その状況を造り出した社会，ゴッサムの破壊行動と，そこに暮らす人々，特

に善人や何より偽善者に向けられることになる。なぜなら，ブルースもレイチェルの「人は，そ

の人が為すことで決まる（It’s what you do that defines you.）」と言う言葉が無ければ，彼の採っ

た正義は別の形となり単なる復讐劇化し，主観的感情で動くジョーカーと何ら変わらないもので

あっただろう。

　3部作の最終作である Norlan（2012）でもこれらのテーマが深淵にある。

本作では，喪失，裏切りに加えて，「許し」と「再生」というテーマがさらに折り重なってくる。

　第 1作では，ブルースの転落と喪失を謳い上げた。第 2作では，喪失を埋める手段として彼が

採った正義の正当性をその対極にある悪を対峙させることで，正義が正義である根拠と悪が悪と

決定づけられる証拠を徹底して問った。

　第 3作の劇中冒頭，ベインは，「大切なことは自分が誰かではなく，計画は何かということ

だ」と言う。この言葉は，ジョーカーがハービーを陥れた時の言葉のオマージュである。ジョー

カーは，善人や偽善者どもはみんな計画を持って動く，だから計画が狂うとパニックが起る」と

しているが，ジョーカーの言動でも保証されるように悪もまたこの上ない計画に則って進行して

いくものである。

　そもそもベインの登場は，影の同盟の裏切り者，ブルース・ウェインに対する制裁とゴッサム

の破壊という彼らの正義の遂行である。本作では，ジョーカーは登場しないが，彼の意思は見事



ブルース・ウェインの贖罪と自己救済28

に他の悪の存在として受け継がれている。「喉の渇きに耐えきれず，目の前の海水を飲み自滅す

る人間」よろしく，ゴッサムに偽りの救済と解放を見せつけ，その後，一気に破滅させるという

ベインの計画は，拘束されたレイチェルとハービーの居場所をブルースに告げた時の，あるいは，

2隻のフェリーに乗るゴッサム市民に互いの船の爆破を強要させた時のジョーカーの行為そのも

のである。

　ただし，裏切りは別の裏切りや憎悪を負のスパイラルとして生み出し，終局的に双方の破滅を

もたらすという展開は，Norlanの選択肢にはなかった。そして，その対案として出されたのが

「許し」である。この許しは，ベインに対しては行われない。事実，ブルースは最後まで彼との

命をかけた戦いに挑む。許しの対象として選ばれているのは，セリーナ・カイルである。

　女泥棒である彼女は，恵まれぬ生活環境から，生きて行くために「しなければならないことを

した」だけであるという。彼女の最も望むものは，「クリーン・スレーター」という情報ネット

ワーク上の個人の過去の情報を一切消去するウィルス装置である。

　彼女は言う「マスターベッドルームで産まれたお金持ちには，私の苦悩はわからない」と。し

かし，過去を消去し，やり直し（start fresh），再生したいという願いは，実はブルースと違わない。

　ここでも Norlanは原作に忠実でありつつも，敢えて，キャット・ウーマンではなく，一個人

の女性としてのセリーナの描写に拘っている。セリーナもまたブルースに裏切りを仕掛ける。

　1度目の裏切りはウェイン邸から金庫にあったブルースの母の形見のネックレスと彼の指紋を

奪うこと。結果ブルースは財産を失い破産してしまうことにもなる。2度目は，ベインとの対決

で，ブルースをベインとの死闘の場所へと連れ込むこと。

　しかし，ブルースは重ねられる裏切りにもかかわらず，彼女の善意を信じ，再び彼女を信じて，

ルーシャス・フォックスの救出とベインらに閉じ込められた警官隊の救助応援を請う。

　この裏切りに対する許しこそが，実は，ジョーカーにも向けられたメッセージと捉えることが

できる。ジョーカーもまたバットマンを裏切る。アーカムアサイラムに幾度となく投獄しようと

も，その都度脱獄を繰り返すジョーカーをバットマンは決して殺さない。

　この背景には，実はバットマンがジョーカーに与える許しがあると考えられる。もちろん，

ジョーカー自身は未だその許しに答えることは無いが，悪事に対する制裁のみならず，許しが効

力，つまり，善へのベクトル変換が可能であることを，セリーナを通じてブルースはメッセージ

化している。

　第 3作では，裏切り者として，ミランダ・テイトの存在も忘れてはならない。ミランダは当初，

ウェイン企業を引き継ぐブルースの信頼する平和主義者として登場するが，実は，ラーズ・ア

ル・グールの実の娘（タリア）であり，彼女もまた父親からの裏切りに会っている。しかしなが

ら，父と影の同盟の意思を遂行すべく彼女は，最終目標としてのゴッサム破壊に手を染めていく。

　そのミランダがバットマンに傷を負わせる武器として用いられるのがナイフである。「何年も

の恨みが蓄積されたナイフほどよく食い込んで行く」というタリアのセリフは，「人殺しのとき

に銃ではなくない負を使うのは，殺されていく人間の最後の表情をじっくり味わうため」とする
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ジョーカーへのオマージュであろう。ただし，ブルースはこの絶体絶命の状況において，九死に

一生の助けを得る。それが，セリーナである。セリーナもまたブルースに託された信頼に応える

ことで，ブルースの自身への贖罪と自己救済を懇願する。

　「もうこの街に負うものは何も無い。あなたは全てを与えてきた。」と言うセリーナに対して，

「全てではない」と言葉を返すバットマン。最終的に，ゴッサムを救うために自らの命と引き換

えに原子爆弾を牽引したバットともに光の空に向かうブルースである。この最後のシナリオは，

ブルース自身の贖罪と自己救済に対する最終的な決断と回答である。

　ブルースがブルースである限り，どんなにゴッサムから離れようと，再びその地へ回帰してし

まう。そして，どのような肉体的精神的苦痛が伴おうとも，再びバットマンとして活躍する自分

を見てしまう。あるいは，それを楽しみにさえしているようだ。

　第 2作で，良き友人，恋人であるレイチェルを失い，本作では，半ば意図的に最後の理解者と

も言えるアルフレッドさえ喪失してしまう。ただし，この喪失は，解放である。自らを取り囲む

全ての要因要素をブルース自身で取り払ったと言えよう。そして，アフルレッドに与えた自由こ

そが，自らに対する自由にもつながると心得ていたはずである。

　ジョーカーは，バットマンの存在が，自らの存在を完全なものにするという。ジョーカーに

とっては，彼の言葉を借りるのであれば，バットマンは，too much funであり，その関係はバッ

トマンが存在する限り続いて行く。また，ベインのような「必要悪」と称する輩も後を絶たない。

そのためにも，ブルースは一旦自らの存在を消し去る必要があった。それが表面的なものであっ

たとしてでもある。そうすることが，悪への回答と勝利宣言に他ならないからである。劇中バッ

トマンは，3部作にて初めて白昼の決戦に挑む。光の中で戦う闇の騎士の姿である。そして，闇

の騎士は，家族との思い出の詰まったゴッサムを守るために，自己犠牲を払い東の光の空へと消

えて行く。光の空に向かうマスク越しのブルースの眼が見る者全てに安楽のメッセージを伝える。

果たして，彼は死を持って全てを償い，己を許し，解放したのであろうか。

　この顛末は，決して責任放棄ではない。「ヒーローは誰でもなれる。」「バットマンは象徴であ

る。」「愛する人を守るために一人で戦うなら，仮面を着けよ」とするブルースの言葉は，余すこ

と無く，ゴッサム世界において継承され，具現化され得る。つまり，法の元でのヒーローは，

ゴードンを始めとする国家警察であり，彼らもまた蝙蝠の象徴の元，力を団結し，悪に立ち向

かって行く。そして消息を消したブルースの意志を継ぐものとして，法の外に出たブレイク（ロ

ビン）にその役割を託したのだ。

7．ま と め

　果たして Norlanは，ブルースに光を与えることができたのであろうか。アメコミという特殊

な土壌において，その歴史的背景やキャラクターが時代変遷を経て得た特徴を見事に生かしなが

ら，独自の解釈と新たな可能性をファンのみならず世の中に問った Norlanのバットマン 3部作

は，ブルース・ウェインという一人の人間のバイオグラフィーと贖罪の歴史であったと言える。
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　第 1部で，バットマンと化したブルースの正義の解釈に対する踏み絵として，第 2部で鏡像的

存在であるジョーカーを登場させ，終焉の 3部では，「落ちた」ブルースが全てを解放し，再び

「ライズ」するまでの物語を描く。

　ブルースの贖罪からの解放，自己救済は，「死」と言うもので終結したようにも思われる。あ

るいは，それは一旦終結を見たものの，ブルースの意図によって全く別のものへと伝播して行っ

たとも言えるように思う。はたして，Norlanは闇の騎士に光を与えることができたのであろう

か。

　全ての始まりには終わりがある。終わり方は 1つではない。この最も大切な議論に解釈の多様

性と多義性が存在する。それこそが，Norlanの作品が優れた映像文学作品であることの証であ

り，その本質を正しく理解され，評価されなければならない理由に他ならない。

注

1） ACの中では，ほぼ例外的言っても良いほどキャラクター創作アーティストである Bob Kane

が Norlanの作品群の中でもクレジットされるが，元来の作家であるとされる Bill Fingerの名
はない。ただし，現在のバットマンに対する影のイメージは，作家を問わず一貫したものと
なっている。

2） その後のアメコミ史におけるコミック・コード（1951年）問題との関連もある。
3） ただし編集者は，バットマン一人の活躍で十分であるとし，むしろ，ロビンの導入に否定的で
あった。これを試行的に 1話のみ登場させることに Kaneがこだわり，結果，その号の売り上
げが倍増した。

4） サイドキックのこのような読者とのシンパシーを考えての登場は，日本のコミックや特撮ヒー
ローものにも散見される。cf.「仮面ライダー」および「ウルトラマン」シリーズ

5） ただし，最古の映像作品とされる “Batman（1940）” では，太平洋戦争下の社会的背景を受け，
悪役として日本人が登場するなど，単なる冒険活劇ではない作風が見受けられる。）

6） この人気を得て，日本でも桑田次郎氏作による雑誌『少年キング』連載の「バットマン」が発
行された。

7） 『詩と批評　ユリイカ』8月号　青土社刊等を参照のこと。
8） Burton（1992）では，コミックにインスパイアされたヴィラン，ペンギンを登場させるが，
彼の立ち位置は，ブルースと同じく両親を奪われ，孤独に育ったという設定であり，これら二
人の孤児の立場を鏡像的に描くことにより，苦悩に対峙する態度と手段のあり方を描こうとし
ている。しかし，そこには，両者の共通性こそ見いだされても，両者の差異に関する多角的考
察は不要であり，その分析も成し得ないように思う。しかし，ペンギンのコミックでのオリジ
ン・ストーリーとは異なる上記のような立ち位置に設定したのは，Burtonの評価されるべき
技法である。

9） これは，Norlan（2005）のストーリー終盤に，ブルースが脱線する電車にデュカードを取り残
す場面で彼が取った未必の故意による彼の考える悪への制裁において確認できる。

10） ブルースの両親を殺害した強盗，Chillの裁判においてブルースは，事実，彼を銃殺しようと
コートに銃を忍ばせていた。

11） Rachel: You’re not talking about justice, you’re talking about revenge.
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  Bruce: Sometimes they’re the same.

  Rachel: They’re never the same, Bruce. Justice is about harmony.

       Revenge is about you making yourself feel better.

  また，劇終盤，ブルースの正体を知ったレイチェルは，この発言を詫びた。
  しかし，それに対して，ブルースは次のように答えている。“True things. Justice is more than 

revenge.”

12） White, M. and R. Arp eds, （2008），および，中島隆博（2012）参照のこと。
13） バットマンは何故ジョーカーを殺さない理由の詳細と見解についてWhite （2008） in White, M. 

and R. Arp eds, （2008） での議論を参照されたい。
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1．はじめに

　本研究の目的は，地域スポーツ振興の場作りに必要不可欠な公共スポーツ施設における兵庫県

豊岡市の事例と，地域スポーツのネットワーク構築のハブとして活動するスポーツ推進委員の活

動内容から，地域スポーツ振興の展望について考察することである。

　まず，我が国のスポーツ施設は，89％（約 19万施設）を行政が所有しており，その約 3割が

公共スポーツ施設（53,732施設），残りの約 7割が学校体育施設（136,276施設）であり1），施設

の管理を企業や NPO法人等の民間組織が担っている割合は，公共スポーツ施設の指定管理者制

度導入割合が 37.9％である2） という現状がある。

　2011年に公布されたスポーツ基本法（第 12条，13条）は，学校体育施設と公共スポーツ施設

の運用面での充実の必要性を指摘している。また，2010年に文部科学省が示したスポーツ立国

戦略3） や内閣府に設置された「新しい公共」円卓会議が作成した「新しい公共」宣言4） では，地

スポーツ施設と地域スポーツ振興に関する一考察
― CSR施設とスポーツ推進委員制度を視点に ―

中　嶋　大　輔
足　立　　　学

〈Summary〉
  This paper is an analysis of current-day regional sports promotion in Japan from two 

differing standpoints, namely, the Hyogo Prefecture CSR （corporate social  responsibility） 
Centre, and the work of committees for sports promotion.

  First, we examine how through the activities of the CSR Centre, Hyogo Prefecture is 

able to provide the wider public with opportunities and space for sport and recreation, with 

the aim of contributing to a mutually beneficial and culturally-rich society. As an example of 

this project, the prefecture’s Tajima Dome, which was constructed as a Culture, Sports and 

Research facility, is managed by local residents under the coordination of “The Tajima Dome 

Support Team”.
  Under the national government’s Sport Basic Plan, which was formulated from the 

Ministry for Education, Culture, Sports, Science and Technology’s Basic Act on Sport, a 

system of sports promotion was instigated. This system states as its goal the creation of a 

regional sports environment in which local residents are the key participants, and takes over 

from pre-existing systems by clearly shouldering responsibility for regional sports 

promotion.

  Finally, we look at areas in which the support work of local residents at these facilities 

and the work done by regionally-oriented community sports promotion committees may still 

encounter difficulties, and conduct a study of future issues in this area.
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域スポーツ振興や公共サービスの分野で官民協働を推進することが重要であるとも述べている。

　このような動きの背景には，多くの市町村が財政難から地域スポーツ振興に積極的に資源を投

入できず，行政だけの力で学校体育施設と公共スポーツ施設の有効的活用を実現できる市町村は

少なくなってきたという現状があることが考えられる。多くの市町村は有効的活用の実現のため

に官民協働を進めることが必要であるが，一方で，官民協働の十分な経験がない市町村が多く，

市民ニーズが高い公共施設を総合型クラブや，その他の民間組織に安易に委託するとフリーライ

ダーや市民間のトラブルが発生し，公平性が失われ，市民から不満が出るといった事態が発生す

る事も考えられる。

　また，地域スポーツのネットワーク構築とスポーツ指導を担うスポーツ推進委員は，1957年

の文部次官通達により体育指導委員制度として発足し，1961年に制定された「スポーツ振興法

第 19条」において，市区町村教育委員会任命の体育指導委員として法的に位置づけられた。体

育指導委員を非常勤の公務員とするこの制度は，世界に例を見ない制度であり，体育指導委員は

わずかな財政負担の中で，非常勤公務員という誇りと使命感のもと，ほぼボランティアともいえ

る活動を通して，我が国の地域スポーツの拡大と発展に貢献してきた。

　2011年 8月 24日に施行されたスポーツ基本法では，改めてスポーツの理念を定め，国及び地

方公共団体の責務やスポーツ団体の努力などについて定めるとともに，体育指導委員は，スポー

ツ推進委員として規定されている。その責務としては，新たに「連絡調整等の職務」が加わり，

文字どおり地域スポーツ振興の推進役であるスポーツ推進委員のコーディネーターとしての役割

が一層期待されており，その責務の重要性とともに，活躍の場は今後さらに広がっていくものと

考えられる。

2．CSR施設「但馬ドーム」

　兵庫県立但馬ドーム（以下「但馬ドーム」と略す）が立地する兵庫県豊岡市は，2005年 4月 1

日に兵庫県北東部に位置する 1市 5町（豊岡市，城崎町，竹野町，日高町，出石町，但東町）が

合併し誕生した，人口 85,592人，世帯数 29,741，高齢化率 28.2％の地方都市である。豊岡市は，

全国的に有名な城崎温泉をはじめ，但馬の小京都と呼ばれる出石城下町，西日本屈指の神鍋ス

キー場などを有し，年間の観光客は 470万人以上である。

2‒1．CSR施設

　兵庫県では，法人県民税の超過課税を実施し，勤労者をはじめ広く県民の CSR活動の場と機

会を提供することにより，こころ豊かな生活づくり，生きがいづくりを進め，人間性に満ちあふ

れた文化社会を築くことをめざした CSR事業を展開している。

　表 1に示したように，この事業の一環である CSR施設として，県内には，会議・研修施設・

協会分野，文化・スポーツ研修施設分野，自然とふれあう施設分野，会議・研修・宿泊施設分野

という 4分野で，35の施設や団体が存在している。
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　法人県民税の超過課税は，自治体の裁量により制限税率がある場合，その制限率まで課税する

ことが可能である。近年は環境目的等を理由に，個人・法人の住民税に関わらず，超過課税を

行っている自治体が多い。

　兵庫県の超過課税を財源にした CSR事業では，自由時間が増大し，価値観が多様化・個性化

する中で，知的・情操的生活の豊かさを高める文化，健康の増進に欠かせないスポーツ，精神

的・肉体的疲労の回復に役立つレクリエーション等の活動を通じたこころ豊かな生活づくり，生

きがいづくりを目指しているのである。

2‒2．但馬ドーム

　但馬ドームは，兵庫県豊岡市日高町という県下有数のスキー場を保有する山間部に，CSR施

設として 1998年 10月 1日に誕生した。開設以来 15年を経た現在もなお，90％以上の利用率を

表 1　「兵庫県 CSR施設概要」

目的

こころ豊かな生活づくり，生きがいづくりを進め，人間性に満ちあふれた文化社会を築く
 1）Culture   （知的・情操的生活の豊かさを高める文化）
 2）Sports   （健康の増進に欠かせないスポーツ）
 3）Recreation （精神的・肉体的疲労の回復に役立つレクリエーション）

財源

1974年 10月法人県民税の超過課税
 1）税率 5.8％（標準税率 5％，制限税率 6％）
 2）中小法人等に対する不均一課税
 3） 資本金又は出資金額が 1億円以下で，かつ，法人税額が年 1,500万円以下の法人等に

ついては，標準税率を適用。

施

設

一

覧

会議・研修施設・
協会

財団法人兵庫県勤労福祉協会
中央労働センター（神戸市），ひょうご労働図書館（神戸市），
城崎大会議館（豊岡市）

文化・スポーツ・
研修施設

文化体育館（神戸市），北神戸田園スポーツ公園（神戸市），
尼崎青少年創造劇場（ピッコロシアター）（尼崎市），
平荘湖アクア交流館（加古川市），たつの市青少年館（たつの市），
全天候運動場（養父市），但馬ドーム（豊岡市），
篠山総合スポーツセンター（篠山市），市民交流センター（洲本市）

自然とふれあう施設

フラワーセンター（加西市），いなみ野水辺の里公園（稲美町），
三木山森林公苑（三木市），やしろの森公園（加東市），
日本のへそ日時計の丘公園オートキャンプ場（西脇市），
なか・やちよの森公園（多可町），ゆめさきの森公園（姫路市），
兵庫県立大学西はりま天文台施設（佐用町），円山川公苑（豊岡市），
丹波年輪の里（丹波市），香りの公園（淡路市），
国見の森公園（宍粟市），ささやまの森公園（篠山市），
丹波の森公苑（丹波市），淡路ふれあい公園（南あわじ市），
淡路夢舞台公苑温室（淡路市），宝塚西谷の森公園（宝塚市），
淡路ファームパーク・イングランドの丘（南あわじ市）

会議・研修・
宿泊施設

いこいの村はりま（加西市）
赤穂ハイツ（赤穂市）
新たんば荘（篠山市）
津名ハイツ（淡路市）

（出所：兵庫県「CSRの情報」から筆者作成）
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確保し，毎年 40万人を超える利用者が来場している5）。但馬ドームの最大の特徴は，天候に左

右されることがない 14,000m2 の大きな面積を持つ全天候型グラウンドである。利用の用途は，

野球やサッカーなどの競技種目からコンサートやイベントの会場としてなど多種多様である。

　特に，但馬ドームが位置する兵庫県北部地域では，冬季の降雪や降雨の多い地域であることか

ら，利用者にとってスポーツ活動の機会確保が確実に行える点で魅力のある施設であるといえよ

う。これと同様に，イベントなどを主催する事業者にとって，雨天の心配もなく確実に事業開催

できることは，利用価値の高い施設であるとの評価に繋がり，年間 55回に及ぶイベントが開催

されている。

　この施設の運営管理は，財団法人兵庫県勤労福祉協会と兵庫県産業労働部と旧日高町役場（現

豊岡市役所）の 15名の職員より組織構成され，試行錯誤を繰り返しながら行われてきたが，平

成 15年の行政改革によって進められた指定管理者制度を但馬ドームでも採用した。現在では，

指定管理者グループ6） の一つである兵庫県勤労福祉協会の職員のみで直接的な管理運営がなされ

ている。開設当初から管理団体が変更されることなく，多くの利用者に愛される施設として存在

する為の運営努力は，表 2に示したような利用促進事業に表れており，体育施設管理団体との違

いを明確にした特殊な運営方法の構築に繋がっていった。

　但馬ドームのグラウンドは甲子園球場と同面積であり，雨天を気にすることのない全天候型

（屋内）グラウンドである。ところが，その規模の大きさから一般利用者には，大規模なイベン

トやスポーツ大会での利用しか想像できず，そのような利用形態だけでは，休日・祝祭日のみの

利用しか見込めず，利用率が著しく下がってしまう可能性があった。

　多くの公共スポーツ施設における課題の一つは，利用率である。そのため，平日の利用率を向

上させる手立てにあり，その利用者となるターゲット層は，平日にスポーツ活動が出来る高齢者

や個人利用者である。その利用者の固定概念を打破するためには，地域住民や県民に個人でも小

集団グループなどでも安価で利用できる方法を知らせる必要があった。そこで，但馬ドームでは，

2つの特徴的な運営手法を用いたのである。

表 2　「但馬ドームの利用促進事業」

無料開放日 グラウンド
甲子園と同規模のグラウンドを，但馬地域のスポーツ団
体や近隣の自治会へ運動会や研修会，スポーツ大会など
に無料（1回）で貸出。

個人利用

ミーティングルーム トレーニング器具の設置により，個人顧客の取り込みと
広報活動の機会を創出。

グラウンド ジョギング・ウォーキング愛好者に雨天時でも運動がで
きることを広報。

インラインスケートパーク 利用者のニーズに対応し，フリースペースに新設。

専用利用 グラウンド 夜間や雨天時に照明を無料で点灯し，野球やサッカー愛
好者へ自主練習の場としても解放し，分割利用に発展。

（出所：兵庫県立但馬ドーム企画課主任：飯田徳子氏からのヒヤリングをもとに筆者作成）
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　まず，オープン前に「無料開放日」を設定し，但馬地域のスポーツ団体や近隣の自治会へ運動

会や研修会，スポーツ大会などを無料で利用をさせることを試みた。それによって，利用形態に

応じた経費の試算を行い，利用者である個人や団体に対して施設利用経費の提示による可視化と，

スポーツ備品や机・椅子・音響などの備品使用も含んだ利用料金の提示を行うことで使いやすさ

をアピールしたのである。

　次に，表 3に示したように，兵庫県が作成した但馬ドームの基本運営方針の 3本柱が設定され，

その中の「住民参画」に関するシステム構築を重点的に行なったことである。この運営方針では

住民参画を，地域住民が施設の実施するイベントに企画段階から参加し，発言権を持ってイベン

トや事業に携わることであると捉えている。

2‒3．「但馬ドーム応援隊」

　このような基本運営方針によって但馬ドームでは，県市町村広報誌の紙面を用いて，地域住民

に向けたイベントへの参加や管理面での協力者を募集した。「但馬ドーム応援隊」と名付けられ

たこの組織の概要を表 4に示しているが，募集時の特徴としては，個人の得意技能（専門競技の

大会運営に長けた人材，測量を専門とした職業の人，婦人会などを動員できる人材，イベントの

企画立案に長けた人材など）によるボランティアとして但馬ドームの運営に協力できる人材を募

集したのである。

　この応援隊は，結成から徐々に会員を増やし，今日では約 100名の応援隊が集まっており，そ

の事業規模は，競技スポーツの全国大会や音楽イベント，また魅力あるイベントなどの多彩な事

業を職員と共に運営しているのである。

表 3　「但馬ドーム基本運営方針」

基本方針

豊かな自然の中で，広大な空間を活用することにより，勤労者をはじめ広
く県民・市民の文化・スポーツ・レクリエーション活動の振興並びに地域間
交流の促進を図るために設置され，この設置理念に基づき，スポーツ大会や
地域交流イベント，文化活動等に活用し，県民・市民の信頼に応え，利用者
が満足できるよう適正な管理運営を行なう。

施設の維持管理方針

管理基準書をもとに，施設の特性を考慮し，より質の高い維持管理が保て
るよう，必要かつ適正な管理を行わなければならない。施設や設備について
は，利用者が快適かつ安全に利用できるよう常に清潔に保ち，また，機能を
正常に保持するために，適正な管理と保守点検を行わなければならない。

施設の運営管理方針

　利用者の満足度を高め，その期待に応えるため，常に利用者の声を聴取し，
反映できるものは積極的に取り入れる必要がある。特に，有料施設について
は，利用者に対して平等かつ公正な態度で運営を行わなければならない。ま
た，施設の運営にあたっては，周

4

辺施設及び地元をはじめとした関係団体等
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

との連携に
4 4 4 4 4

配慮しつつ
4 4 4 4 4

，住民の参画を促進して地域の交流や振興に努めなけ
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

ればならない
4 4 4 4 4 4

。さらに，危機管理体制や，防犯体制の整備など，利用者の安
全確保や防災対策にも十分に配慮するとともに，環境対策にも取り組むこと
が求められる。

（出所：兵庫県立但馬ドーム管理運営方針から抜粋し筆者加筆）
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　但馬ドームは，日本初の屋根と壁が一体式となった開閉式ドームであることから，魅力的な施

設とその運営組織の一員としての特別な存在である優越感を得るという動機が応援隊への参加動

機の一因であろう。しかし，飯田氏7） によれば，「但馬ドームの所在地である日高地区 17,242 

人8） の住民の中から約 100名の住民が応援隊に所属することにより，但馬ドームの運営スタッフ

の一員であるという帰属意識と，イベントや事業をやり遂げた際に得られる達成感や住民間での

新たな団結の芽生えがみられ，応援隊が各事業で着用するユニフォームに憧れる子ども達も存在

している。」という。このように，応援隊に参加する住民の中には，施設への愛着と事業運営へ

の協働の姿が窺い知れるのである。

3．スポーツ推進委員

　我が国における地域スポーツは，前述した但馬ドームのような地方自治体が所有する公共ス

ポーツ施設と，公立教育機関のスポーツ施設をその場として展開され，1960年代後半以降が拡

大期であったといえる。その後の「学校体育施設開放事業9）」をハード面の整備として，ソフト

面の充実を体育指導員という制度が担ってきたのである。この体育指導員制度は，スポーツ基本

法の策定と同時にスポーツ推進委員制度に名称を変更したが，その役割に大きな変化はみられな

い。

3‒1．法的根拠

　スポーツ推進委員は，1957年の文部次官通達により体育指導委員制度として発足し，1961年

に制定されたスポーツ振興法第 19条において，市区町村教育委員会任命の体育指導委員として

法的に位置づけられた。このスポーツ振興法を 50年ぶりに全面改正し，2011年 8月 24日に施

行されたスポーツ基本法では，第 32条にスポーツ推進委員として名称変更が行なわれたが，こ

表 4　「但馬ドーム応援隊組織概略」

設立年月日 平成 10年 10月 1日
設立目的 但馬ドームを地域住民と一体となって運営し，多くの人々の交流の場とする。
募集方法 地方自治体「広報誌」
募集内容 ・専門競技の大会運営に長けた人材

・測量や建設業に従事している人材
・婦人会などのリーダー的人材
・イベントの企画立案に長けた人材

活動内容 個人の得意技能を活かし，但馬ドームの主催する事業へのスタッフ参加。応援隊独自
の自主事業の企画・運営・開催。

会 員 数 約 100名（県外居住者を含む）
会　　費 1,000円／年

事務費及び応援隊主催イベント経費
事 務 局 但馬ドーム内に設置，事務局員は但馬ドームの職員。

会員と職員とが密接に連絡の取れる体制をとっている。

（出所：但馬ドーム職員ヒヤリングと応援隊会則から筆者作成）
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れに関する条文を対比させた表 5に示した通り，その責務は大きく変更されたわけではない。

3‒2．社会背景

　戦後，我が国においては，オリンピックでのメダル獲得を目標とする競技力向上に向けたス

ポーツ行政がなされてきた10）。図 1に示したように，厨ら11） によると，我が国において人々の生

表 5　「スポーツ振興法とスポーツ基本法の対比（スポーツ推進委員関係）」

スポーツ振興法（1961年～　） スポーツ基本法（2011年～　）
第 19条 市町村の教育委員会（特定地方公共団

体にあつては，その長）は，社会的信
望があり，スポーツに関する深い関心
と理解を持ち，及び次項に規定する職
務を行うのに必要な熱意と能力を持つ
者の中から，体育指導委員を委嘱する
ものとする。

第 32条 市町村の教育委員会（特定地方公共団
体にあつては，その長）は，当該市町
村におけるスポーツの推進に係る体制
の整備を図るため，社会的信望があり，
スポーツに関する深い関心と理解を有
し，及び次項に規定する職務を行うの
に必要な熱意と能力を持つ者の中から，
スポーツ推進委員を委嘱するものとす
る。

第 19条
2
体育指導委員は，教育委員会規則（特
定地方公共団体にあつては，地方公共
団体の規則）の定めるところにより，
当該市町村におけるスポーツの振興の
ため，住民に対し，スポーツの実技の
指導その他スポーツに関する指導及び
助言を行うものとする。

第 32条
2
スポーツ推進委員は，当該市町村にお
けるスポーツの推進のため，教育委員
会規則（特定地方公共団体にあつては，
地方公共団体の規則）の定めるところ
により，スポーツの推進のための事業
の実施に係る連絡調整並びに住民に対
するスポーツの実技の指導その他ス
ポーツに関する指導及び助言を行うも
のとする。

第 19条
3
体育指導委員は，非常勤とする。 第 32条

3
スポーツ推進委員は，非常勤とする。

（出所：文部科学省「スポーツ振興法」及び「スポーツ基本法」から筆者作成）

図 1　「地域スポーツのタイプとその変遷」

（出典：厨義弘・大谷善博編著『地域スポーツの創造と展開』12））
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活にスポーツが結びついて登場しはじめたのは 1950年代の後半からであるという。1957年には

体育指導委員の配置が行なわれ，1961年になるとスポーツ振興法が制定され，行政施策として

のスポーツ行事への住民の「かり出し」が始まるのである。そこでは，住民の行事参加への多少

でスポーツの振興レベルを評価していたという。その後は，婦人スポーツや少年スポーツの振興

を中心にして地域スポーツ人口を増加させることになるのであるが，その結果，それらの種目の

競技会レベルや範囲が変容し，それらの団体は技術高位者だけの閉鎖的集団に変質していったと

いう。

　一方，この年代には，世界的潮流に影響を受けた「みんなのスポーツ」振興政策により，「コ

ミュニティ・スポーツ施設整備計画」が作成され，施設づくりや指導者養成などの環境整備も行

なわれている。ただし，これも依然として，いわゆる「お上からのスポーツ振興」であった面は

否めない。

　1970年代後半を迎えると，人々のスポーツ・レクリエーション活動への欲求に公的施設だけ

では対応できなくなり，スポーツや文化面へのサービス産業の浸透が始まるのである。そして，

1980年代には，スポーツ，文化活動，趣味娯楽などを中心に，生活の質の向上や自己実現，あ

るいは公共的な価値の実現もそれらに付加しながら，それらの活動を「地域づくり」や「まちづ

くり」に繋いでいこうとする新しいタイプの活動が登場するのである。

　他方，社会体育の振興については，社会教育法13） が 1949年に施行されたが，それによる大き

な成果を上げられなかった。ただ，スポーツの競技力向上による国のプレゼンスを高める作用と

ともに，この当時のコミュニティ問題への有効性が各省庁から認められるようにはなるのである。

　そして，この動向は，1973年に経済企画庁14） から発表される「経済社会基本計画」15） において，

「日常生活域におけるスポーツ活動が地域住民相互の接触を深め，新しい時代に合致したコミュ

ニティ活動の場の形成に貢献する16）」としてコミュニティ・スポーツ17） の振興への期待として論

じられることとなるのである。さらに，1974年には「コミュニティ・スポーツ施設整備計画調

査報告書」18） が，文部・厚生・労働・自治・建設・経済企画の 6省庁や地方自治体の協力のもと

にまとめられ，そこでは，コミュニティ・スポーツの環境整備の主体が市町村であり，国はその

ための基準の明示と補助金による支援をなすとの提言がなされた。ところが，各省庁によって計

画立案されたとしても継続した政策を推進するための担当部署が存在せず，そのため，このコ

ミュニティ・スポーツ政策は頓挫するのである。

　このような中で，スポーツ振興法に基づく体育指導員制度は，地方自治体におけるスポーツの

推進に係る体制の整備を図るため，教育委員会がスポーツに関する深い関心と理解を持ち，ス

ポーツ推進を図ることへの熱意と能力を持つ地域住民に非常勤公務員として委嘱し，生涯学習の

観点から地域住民へのスポーツ教室や各種大会などを提供する人材確保に努め，今日では，ス

ポーツ基本法の制定と共に，その名称をスポーツ推進委員に変更したものの脈々と地域に根付い

ているのである。
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3‒3．責務と委員数

　スポーツ推進委員は，前述したように大幅な変更点は無いものの，「スポーツ推進に係わる体

制の整備を図る」，「事業の実施に係わる連絡調整」を行なうことが責務に加えられており，ス

ポーツの実技指導や，その他の指導・助言を行なうことのできる地域住民の中から人選され，地

方自治体の教育委員会から委嘱を受けた非常勤公務員である19）。

　例えば，京都府の中央部に位置する南丹市は，近隣の 4町が合併し誕生した中山間部の地方都

市であるが，スポーツ推進委員会が組織され，生涯スポーツの振興を目的に，誰もが手軽にでき

るニュースポーツの普及に重点を置き活動を進めるため，25名のスポーツ推進委員が 4ブロッ

ク（旧 4町単位）に分かれて配置され，スポーツ推進に向けた事業や研修会を実施している。こ

のようなスポーツ推進委員の活動内容を表 5に示した。

　全国的な動向では，図 2に示したように，1985年には 3,253の市町村が存在していたが，「平

成の大合併」と呼ばれた市町村の合併によって，2011年には 1,724まで減少をみせている。

表 6　「スポーツ推進委員の活動（例）」

会 議 等 定例会（1／月），広報委員会・研修委員会・普及委員会・役員会
普及活動 ニュースポーツを楽しむ日（1／月），おもしろスポーツ体験（巡回スポーツ教室）

指導員派遣 聴覚障害者成人講座ニュースポーツ体験，わくわくキッズ，ペタンク教室，
丹波支援学校サマースクール，フロアカーリング教室，屋内ニュースポーツ講習会

運営協力 駅伝競走大会，スポーツフェスティバル，子どもスポーツ大会，ワンデーマーチ
研　　修 女性体育指導委員研修会（インドアホッケー），指導委員研修会（ドッヂビー）
そ の 他 全国・近畿・京都府研究協議会参加，他市との交流会，広報誌発行（2／年）

（出所：南丹市教育委員会ヒヤリングから筆者作成）

図 2　「市町村数とスポーツ推進委因数の推移」

（出所：公益社団法人全国スポーツ推進委員連合資料より筆者作成）
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　このような中，スポーツ推進委員の総数は，1985年当時の 55,570名から 2011年 6月時点の調

査報告によると 52,531名となっており，市町村合併が実施されつつも，これに比例する定数の

極端な減少には繋がっていない。また，スポーツ推進委員数における女性比率は，1985年の

13.7％から 2011年では 30.4％まで上昇しており，地域スポーツ振興における担い手としての期

待が窺い知れる結果となっている。これらは，地方自治体が厳しい財政状況の中でも地域スポー

ツ振興を軽視せず，可能な範囲での支援を行なっている結果といえよう。

4．考　　察

　地域スポーツの振興に係わる公的スポーツ施設とスポーツ推進委員について，その動向を事例

と共に概観してきた。一見すれば，地域と共存している両者であるが，課題や危機感が無い訳で

はない。

4‒1．指定管理者制度の課題

　但馬ドームのような大規模公共施設では，指定管理者制度20） が採用されており，その制度設

計の多くが自治体に委ねられているという特色を持っている。この制度を採用する見方はさまざ

まであり，中央政府は規制緩和と地方行政改革の推進，財界は規制緩和による「官製市場」の開

放，民間事業者はビジネスチャンスとしての「官製市場」への新規参入，自治体はコスト削減と

サービスの向上といった具合に，それぞれ異なる利益の実現を目指している現状は，同床異夢の

状況にあるといえよう。

　公の施設の概念を現行においては，「住民の福祉を増進する目的をもってその利用に供するた

めの施設21）」と定義されており，施設の規模の大小を問わず，一括りに「公の施設」となってい

る。指定管理者制度を導入するにあたって，自治体は，公募・非公募のいずれかによって指定管

理者を選定することになる。これについて，総務省は，「指定の申請に当たっては，複数の申請

者に事業計画を提出させること」として，公募を原則とすることが望ましい旨を通知している。

　但馬ドームの場合は，財団法人兵庫県勤労福祉協会を中心とした 4社がグループを形成し，

2017年 3月までの指定管理者として契約（5年間）されている。この管理者が採用している職員

と豊岡市の職員が発起人となり結成された但馬ドーム応援隊の存続は，5年毎に迎える契約申請

の是非によって左右されるのである。

　福祉施設や教育・文化施設など，地域住民および施設利用者と施設管理団体・職員との間の信

頼関係や協働関係の構築がとりわけ重要であると考えられる施設では，指定管理者制度の導入の

可否，公募の可否，指定期間，評価手法・評価指標などについて，地域住民や施設利用者の参画

のもと，そのあり方について検討し，決定する必要があろう。

4‒2．スポーツ推進委員の課題

　スポーツ推進委員における課題としては，まず，人材確保と委嘱のあり方が挙げられる。全国
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的にスポーツ推進委員の数が減少傾向をみせており，その原因としては，行政での予算額の減少，

また，地域住民のスポーツ活動に対する多様なニーズに必ずしも合致した事業展開が行なわれて

いない，あるいは名誉職的なスポーツ推進委員の存在が必要性を感じなくさせている，という多

面的な要素が挙げられよう。

　全国都道府県主管課長協議会が各都道府県スポーツ推進委員会事務局に向けて実施した調 

査22） によると，会長の平均年齢は 68.5歳であり，最年少は 54歳，最高齢は 83歳であった。そ

して，スポーツ推進委員の平均年齢は 51.1歳であり，この平均年齢が最も若い県では 43.2歳，

逆に最も高齢であった県では 60歳という結果になっている。

　今後，スポーツ推進委員は，今まで以上に計画立案にかかわるコーディネーター役を担わなけ

ればならず，従来のスポーツ推進委員の組織の中に高度な専門性を持った指導者を置き，国が育

成して配置する制度設計の必要があるだろう。さらに，委嘱する際には，コーディネーター役に

対応できる適任者を委嘱可能な選任システム，選考できるシステムを作ることが必要である。

　また，スポーツ推進委員は，現在，文部科学省が施策展開している総合型地域スポーツクラブ

への係わりも重要である。行政，学校体育，スポーツ少年団活動，競技スポーツ団体，体育協会，

総合型地域スポーツクラブ等と充分な連携を図り，スポーツ推進委員がコーディネートしていく

必要がある。なぜなら，スポーツ推進委員は，地域住民から人望があり，その地域への貢献度も

高いからであり，総合型地域スポーツクラブは，様々な関係団体が協力して立ち上げなければな

らないからである。このような地域スポーツの振興に係わる企画から参加できるスポーツ推進委

員からの要望に対し，地方自治体は，財源措置を行ない対応できるようにすることも必要となる

だろう。

5．おわりに

　本小論は，地域スポーツ振興の場作りに必要不可欠な公共スポーツ施設における兵庫県豊岡市

の事例と，地域スポーツのネットワーク構築のハブとして活動するスポーツ推進委員の活動内容

から，地域スポーツ振興の展望について考察してきた。

　その結果，これらには，様々な課題が存在しつつも地域スポーツの振興や地域コミュニティ形

成の一翼を担う存在であることを指摘してきた。しかし、地域スポーツ振興の拠点となる公的ス

ポーツ施設と，地域事情を最も理解しているスポーツ推進委員の連携に関しては，良好な状態を

構築している地方自治体が決して多くない現状の存在にまで言及できていない。

　今後は，この課題と共に，地域における障がい者スポーツの現状把握と課題解決に向けた研究

を行ない，スポーツ・フォー・オールの理念を実現するための一助としたい。
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はじめに

　本稿は，現代日本における外国史研究，なかでも軍事史や戦争史の研究に注目し，その実状を

丹念に紹介してから，残された課題を検討していくことを目的とする。その手始めとして読者，

および筆者自身にとっても身近な関西圏の研究活動を 2つとりあげてみよう。そうすることで，

不必要に抽象的な議論を避け，現行の研究に即した具体的な考察を進めていけると思われる。

　まず，京都大学文学部の今津晃教授を囲む読書会として第二次世界大戦後に発足し，今なお，

実証的なアメリカ史研究を追究する「関西アメリカ史研究会」の研究をとりあげたい。同研究会

（通称：関西アメ研）は最近，共同研究の成果として，次の 2冊の書物を上梓した。シリーズ名

を含めるとタイトルがやや長いので，箇条書きに記しておく。（なお関西アメ研の予定としては，

今後の共同研究書にも，（アメリカ史のフロンティアⅢ，Ⅳ…）とシリーズ名を冠していく模様

だ。フロンティアという命名には，日本の西部における最前線の研究という意識がある。）

常松洋，肥後本芳男，中野耕太郎編『（アメリカ史のフロンティアⅠ）アメリカ合衆国の形

成と政治文化 ― 建国から第一次世界大戦まで ―』昭和堂，2010年。

肥後本芳男，山澄亨，小野沢透編『（アメリカ史のフロンティアⅡ）現代アメリカの政治文

化と世界 ― 20世紀初頭から現代まで ―』昭和堂，2010年。

現代日本における外国史研究の実状と課題
― 軍事史，戦争史に注目して ―

布　施　将　夫

〈Summary〉
  The purpose of this article is to consider the condition of foreign historical studies in 

Japan today. Past studies dealing with foreign histories have paid little attention to the signifi-

cance of military affairs and war. To help examine such military histories, this article focuses 

on German History and War: History of Military Affairs and War, published in Japan. This ar-

ticle first examines how this book is constructed and finds that the book’s framework is high-

ly diachronic and synchronic. This article then reviews the contents of this work. It is clear 

that this work is important for understanding the history of war in Germany, but it also con-

tains a number of weaknesses. For example, how was the military relationship between 

Germany and the U.S.? The final aim of this article therefore, is to emphasize the necessity 

of studying the history of military relationships among various countries.
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編集者名が研究会名でないのは，これらの書物は研究会の内部文書だから購読してはいけないと

いうように，一般の読者に誤解，敬遠されないためである。

　こうした販売促進事情はさておき，これらの 2冊は副題から明らかなように，アメリカ合衆国

の歴史を建国期から現代まで通時的に検討した論文集である。それゆえこれら 2冊は，アメリカ

史全体の見通しには大いに貢献しうる。ところがこれらの論集には，政治文化という主題の後半

が示すように，政治史とそれ以外の分野（法経・外交等）を絡めた論稿が多く，軍事史や戦争史

を正面から取り上げたものは極めて少ない。その例外としては，フロンティアⅡの第 1章の拙稿

（「エリヒュー・ルートの軍制改革 ― 陸軍省参謀部の創設をめぐって」）があげられる程度であ

る1）。ただしアメリカ史には，多種多様な戦争が非常に多いのだが。

　このようにアメリカの軍事史・戦争史が少ない原因としては，次の 2つが予想される。人種や

ジェンダーの研究など，社会史研究に特化しつつある関東圏のアメリカ史研究の傾向が「西漸」

してきたことと，「太平洋戦争」敗戦以降の日本の学界における軍事史研究のタブー視の残存だ。

とりわけ後者の理由は，日本が最後に敗戦した相手がアメリカであったことを考えあわせると，

より一層説得力をもちうるであろう。

　では次に，京都大学人文科学研究所の「第一次世界大戦の総合的研究班」が主宰する研究をと

りあげよう。同研究所（通称：人文研）は，文系の研究所として国内最高峰の 1つと見なされて

いるが，この研究班はそれに甘んじることなく，班員を全国に求めて第一次大戦の総合的研究を

着実に進めている。同研究班（通称：大戦班）は，第一次大戦開戦（1914年）の百周年にあた

る 2014年以降から本格的な論文集を出版する予定だが，その前に中間報告として，次のような

レクチャー・シリーズを刊行した。（なお同シリーズには，芸術三人衆と大戦班で呼ばれる研究

者たちの本もあるのだが，本文では割愛する2）。）

山室信一『複合戦争と総力戦の断層 ― 日本にとっての第一次世界大戦』人文書院，2011

年。（班長。なお複合戦争とは，独露との武力戦と英米中との外交戦が絡むという視点

である。）

小関隆『徴兵制と良心的兵役拒否 ― イギリスの第一次世界大戦経験』人文書院，2010年。

藤原辰史『カブラの冬 ― 第一次世界大戦期ドイツの飢饉と民衆』人文書院，2011年。

　これらの書物は，第一次世界大戦期に焦点をあてた共時的な各国史で，戦時中の日本の政戦略

（山室著）や同時期のイギリスの兵制（小関）等について検討したものである。なかには小関著

のように，戦間期や第二次世界大戦期への「接続」の必要性に言及したものもあるが，先の関西

アメ研の論集ほど，通時的な分析はなされていない。しかしながら，（いわゆる科研費も得てい

る）大戦班の研究には，共同研究としての高い専門性が求められる以上，世界中の歴史をすべて

通観するわけにいくまい。それゆえ，ある程度の通時性の欠如は，やむを得ない限界かと考えら

れる。また研究班報告のなかには，カフカスや東アナトリアなど，史料の入手が難しい地域の軍
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事史を見通す意欲的なもの（伊藤順二）もある。したがって，現在共時的な大戦班の研究が，通

時性・現代性をどう獲得していくかについては，今後の展開に期待したいところである。

　以上のように関西圏の外国史研究を 2つ概観してくると，各々の長所や短所が判明する。関西

アメ研の研究は，アメリカ史を見通しうる通時的なものだが，軍事史や戦争史の分野がほぼ脱落

していた。一方，人文研の大戦班の研究は，第一次世界大戦期の共時的・総合的な各国史だが，

通時性には乏しかった。それでは，軍事史や通時性の欠如といった短所を補い，特定の一国だけ

でなく世界各国にまで視野を広げたような，出色の研究や論文集はまったく見当たらないのか。

本稿では，その候補は 1つあると考える。そこで以下では，その有力候補たる論集，三宅正樹・

石津朋之・新谷卓・中島浩貴編著『ドイツ史と戦争 ―「軍事史」と「戦争史」』彩流社，2011年

を検討してみよう（なお，この本を今後，『ドイツ史と戦争』と略記する）。

1．『ドイツ史と戦争』の構造 ― 通時性と共時性の意識的共存？

　本節では，『ドイツ史と戦争』のなかの個別具体的な内容に踏み込む前に，その構造を大づか

みに把握しておこう。全十三章，全四部からなるこの本格的な研究書を，構造の把握という手順

を踏まず，いきなり詳細に分析し始めると，その全体像を見失いかねないからである。この書物

の構造を把握して，それがいかなるものか本節の末尾で評価してから，次節で具体的な内容分析

に移ることにする。（ただし例外的に，この本の概説部分に該当する第一部の内容については，

次節の混乱を避けるため，ここで言及しておく。）なお，この本の構成は以下のとおりである。

戦争史研究の新たなフロンティア ―「はじめに」に代えて（石津朋之）

第一部　ドイツ史と戦争

第一章 ドイツ統一戦争から第一次世界大戦（中島浩貴）

第二章 第一次世界大戦から第二次世界大戦 ― 二つの総力戦とドイツ（望田幸男）

第三章 冷戦 ― 政治と戦争の転換（新谷卓）

第二部　戦争史と思想

第四章 リュヒェルとシャルンホルスト ― 転換期における啓蒙の軍人たち（鈴木直志）

第五章 モルトケとシュリーフェン（小堤盾）

第六章 ルーデンドルフの戦争観 ―「総力戦」と「戦争指導」という概念を中心に（石津）

第三部　軍事組織としてのドイツ軍

第七章 ドイツ陸軍 ― ドイツにおける「武装せる国民」の形成（丸畠宏太）

第八章 ドイツ海軍 ― 海軍の創建と世界展開（大井知範）

第九章 ドイツの脅威 ― イギリス海軍から見た英独建艦競争 1898～1918年（矢吹啓）

第十章 ドイツ空軍の成立 ― ヴァルター・ヴェーファーと『航空戦要綱』の制定（小堤）

第四部　ドイツ軍の世界的影響

第十一章 ヤーコプ・メッケルと日本帝国陸軍（大久保文彦）
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第十二章 コルマール・フォン・デア・ゴルツとオスマン帝国陸軍（藤由順子）

第十三章 アレクサンダー・フォン・ファルケンハウゼンと中華民国陸軍（長谷川熙）

　本のタイトルと同名の第一部「ドイツ史と戦争」は，1860年代のドイツ統一戦争から 20世紀

後半の冷戦までのドイツ軍の多様な状況を概観したものである。それゆえこの第一部では，煩雑

な注を避け，参考文献だけに限定する引用方法を採用していた。第一部の直前に置かれた石津の

文章では，幅広い新視点に基づくドイツの「戦争史」，つまり政治や経済，技術，倫理，思想な

ど社会的な要素をすべて含む「広義の軍事史」が，要領よく紹介されている。第一部第一章でも，

後の各章の内容がもう少し詳しく予告されていた。第二章では，両世界大戦が総力戦としてどう

違うか，新分類が試みられる。そして第三章では，旧国防軍から連邦軍への連続性の可能性が，

反語表現を含みつつ，示唆されていた3）。「戦争史」というやや馴染みのない用語を定義した石

津の文をはじめとして，第一部では，概説的ながらも鋭い問題提起がなされていたといえよう。

　次に，やや先走るようだが，第四部「ドイツ軍の世界的影響」を取り上げてみよう。第四部は，

19世紀の第 4四半世紀から 20世紀前半までの短い時代に，ドイツ軍人の考えが世界各国にどの

ような影響を与えたのか否かを考察したものである。つまり，ドイツの軍事史・戦争史の通時的

概説であった第一部とは対照的に，当時の世界各国の軍制改革をめぐる共時的考察だといえる。

ただし評者（布施）として付言すると，各国の軍事上の事例からドイツ戦略思想への「反作用」

の可能性についても検討を深めて欲しかった。たとえば，日露戦争中の 203高地における日本軍

の肉弾戦を観戦して，ドイツ軍に反省や教訓は生じたのか，といった問題が考えられよう。

　そして，こうした各国の軍制を取り扱った第四部の前に，ドイツ陸・海・空軍の軍制と社会の

関係を論じた第三部「軍事組織としてのドイツ軍」が配置されたのは，適切で親切に感じられた。

この第三部の第九章は，評者の最近の問題関心と非常に近いため，次節で詳しく論じてみたい。

一方，著名な軍人の政治・軍事思想を取り扱った第二部「戦争史と思想」では，ドイツ圏の軍事

思想家のなかでおそらく一番有名なクラウゼヴィッツの不在に，一瞬驚かされる。しかし，詳細

な先行研究の存在を知ると，納得できるであろう。たとえば，『ドイツ史と戦争』の執筆者 7人

も参加していた清水多吉・石津朋之編の『クラウゼヴィッツと戦争論』があげられる4）。

　以上のように本節では，『ドイツ史と戦争』の構造把握に努めてきた。ごく簡単に要約し，一

覧にしておこう。

第一部，近現代ドイツの戦争史の通時的概説。

第二部，近世以降のドイツの軍事思想史（クラウゼヴィッツは他に譲る）。

第三部，近世以降のドイツ各軍の軍制形成史（社会や外交との関連を含む）。

第四部，近代後半以降の世界各国における，共時的な軍制改革研究。

こうしてまとめると，『ドイツ史と戦争』は，通時性と共時性を備えたバランスのいい歴史研究
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書だと考えられる。第七章を担当した丸畠は，次のように謙遜していたが。「わたし自身や第四

章の鈴木先生が参加したため，近世軍事史の書き手が入り，通時性があるように映るかもしれな

い。でもそれは偶然の産物だ。基本的に本書は，近代史以降の研究だ」と。これが，本節のタイ

トルの末尾にクエスチョン・マークを付したゆえんである。

2．『ドイツ史と戦争』の内容分析 ― アメリカの軍事史・戦争史と対照しつつ

2‒1．［第二部］戦争史と思想

　近世の軍事思想を検討した第四章では，リュヒェルとシャルンホルストの評価が，先行研究に

おいておおむね正反対であったこと（後者のそれは常に肯定的）がまず指摘される。しかし二人

の交友は，互いに尊敬しあう親密なものであった。そうした彼らの見解を比較すると，次のよう

になる。国家機械論を説くリュヒェルは，絶対君主制を正当化し，兵役免除の廃止に努めた。軍

学校の改革で彼は，業績原理を導入する。一方シャルンホルストは，武装せる国民国家の創出を

構想し，特権を除く一般兵役義務をめざした。そして将校の教育では，戦史研究による判断力の

育成を重視している。つまり，出身階級の違いから二人の国家観は対照的だが，軍隊・教育面で

は「教養」を軸とした改革を指向し，共通性があったのである。ここから，彼らが生きた時代の

断続性を相対化する必要が述べられる。近世末，近代初頭といっても「長い 19世紀」の前半で

はないかと。ただし，この「世紀」の定義自体がまだ曖昧であることに留意すべきであろう5）。

　次の第五章では，19世紀半ば以降のモルトケとシュリーフェンの二人に，焦点があてられる。

前者の従来の評価は，シュウォルターの研究に代表されるように，技術化や近代化等に対応し，

統一戦争を成功させたという肯定的なものであった6）。しかし実際のモルトケは，政治状況の変

化に翻弄され，戦争指導に苦慮していたことが明かされる。たとえば彼は，1866年の普墺戦争

までの官房戦争（Kabinettskrieg）ですでに，政治や外交の要素を軽視し，ビスマルクとの間に

摩擦が生じていた。国民戦争（Volkskrieg）となった 1870年の普仏戦争でモルトケは，戦争の

性質の変化に不安を抱き，フランス軍の殲滅を主張し続けて，ビスマルクと一層対立した。こう

した政治的思考の限界をもつモルトケは，対仏・対露の予防戦争の早期実現を後に要求していく

が，ビスマルクに反対されると自説を簡単に撤回するなど迷走を見せる。このように第五章前半

は，大モルトケの（評者も含む）従来の肯定的評価をくつがえす極めて興味深いものであった。

　第五章の後半は，ツーバーの仮説を皮切りとしたシュリーフェン論争から始まる。ツーバー説

とは，シュリーフェン参謀総長の 1905年の覚書（いわゆるシュリーフェン・プラン）が，兵力

増強を目的とした政治的なもので，現実的な作戦計画ではないというものだ。この説に対しては

反論が強く，兵力量を定める軍政（陸軍省）と作戦を担当する軍令（参謀本部）を混同し，省部

の対立をも見落としていると批判される7）。このようにツーバー説はほぼ全否定されたが，実は，

日米海軍の作戦計画（帝国国防方針やオレンジ・プラン）も，予算獲得目的だったのではないか

という議論が根強い8）。近ごろ評者が思うに，20世紀以降の世界各国の作戦計画には，政治目的

が疑われる傾向が，陸海軍に共通して存在するのではなかろうか。
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　ただしシュリーフェンはまだ，第六章のルーデンドルフと違い，皇帝・宰相・参謀総長で戦争

指導すべきというクラウゼヴィッツ的な戦争観を維持していた。このように政治を軍に従属させ

ないところから，シュリーフェン神話が形成され，小モルトケ（大モルトケの甥）参謀総長らに

第一次大戦の敗戦責任が転嫁されたと説かれる。しかしながら，そうしたシュリーフェンも君主

制が最善だと信じこんでいたため，政治的思考の停止状態であったと結論づけられている。

　第六章では，第一次大戦期に軍事独裁したルーデンドルフの「総力戦理論」が綿密に紹介され

る。彼の理論の構成要素を五つあげておく。①交戦諸国の全領土が交戦圏に入るので，全国民が

戦争遂行に従事する。②効率的な戦争遂行のため，経済組織の構築が必要だ。③自国民の士気を

高め，敵国民の結束を弱めるため，宣伝も必要だ。④軍事的・経済的・心理的な戦争の準備は，

明白な戦闘以前から始まる。⑤以上の努力を総合するため，一人の最高指導者の軍人が，総力戦

を指導すべきだ。これらのなかでも①から③は，アメリカ史でも人的動員・産業動員・精神動員

と分類されて普遍的な概念だが9），軍事独裁の「総力政治」にあたる⑤が，独特で悪名高い。結

局ルーデンドルフは，クラウゼヴィッツの戦争観を倒立させ，「政治こそが戦争の手段」だと考

えたのである。石津は，ルーデンドルフの戦争観を，軍人のベルンハルディや作家のユンガーた

ちの思想を源としたドイツの「時代精神」の延長線上の産物か，とも注記で推測する10）。しかし

結論部では，政軍関係における軍人ルーデンドルフのご都合主義が，厳しく批判されていた。

2‒2．［第三部］軍事組織としてのドイツ軍

　近代前半のドイツの兵役を考察対象とした第七章では，前半で最新学説の問題点が提示され，

後半でライン地方における一般兵役義務の導入の実態が検討される。その結果，プロイセン領で

あるなしに関わらずライン地方の兵役は，多少の抵抗が存在したものの，住民を「馴化」した，

または少なくとも郷土意識を住民に植え付けたと評価される。こうして住民の「規律化」を進め

た兵役義務に基づく常備軍にとって，1848・49年革命は，信頼に足る組織か否かが問われる試

金石となった。そして革命の間，予備役兵や帰休兵などを例外として常備軍の規律維持は，おお

むね成功したのである。君主への忠誠の当然視や退役後の生活保障等も，規律維持の成功要因と

してあげられる。なお，1848・49年革命に似た社会状況としてアメリカでは，1877年に鉄道ゼ

ネストが発生した。その後連邦政府は，州軍よりも，スト側に寝返らない正規軍を信頼するよう

になる。南北戦争後に徴兵制が廃止されたので兵役に基づかない正規軍ではあったが，スト直前

期の予算がまったくなかった（予算 0）正規軍の予算審議が再開されたほどであった11）。たとえ

一時的にせよ，常備軍や正規軍への信頼回復が，独米両国に共通して見られたのである。

　第八章で初めて海軍が本格的に登場する。1848年革命で生まれた「ドイツ艦隊」を先例とし

て，プロイセン海軍は 1850年代に発足した12）。当時不可欠な海外資源や市場を確保するため，

外交・通商手段として，軍艦の海外派遣や常駐が必要になったからである。そして，初代海軍本

部長のシュトシュ時代（1870年代）に，新設の帝国海軍本部のもとで海軍の軍令と行政は一元

化した。この一元化のため彼とビスマルクの間で摩擦が頻発したが，海軍本部自体は陸軍を模倣
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して人材を養成し，造船業などの国内産業も育成していく。ただし，シュトシュの海外拠点獲得

構想は，政治上失敗した。そこで，「基地なき海外ステーション」（他国施設の借用）を通じ，海

軍は海外通商を保護・促進することになる。その結果，良好な英独関係が保たれた。なお，同じ

頃のアメリカ海軍は，南北戦争後の国内発展に疎外されて急激に衰退し，予算節約で帆船に戻る

ほどであった13）。独米両海軍とも，世界最強のイギリス（英）海軍を意識せざるをえない時代で

あったといえる。

　第九章で実証的に検討される英海軍は，露仏海軍の拡張に対する誇張された恐怖（Navy 

Scare）と世論に応じ，19世紀末から新規の建艦を拡大した。たとえば 1889年に英海軍は，世

界第二位と三位の艦隊を合わせたものと同等以上の海軍力をもつと定めた「二国標準」（実質露

仏）の方針を宣言する。ただし，19世紀末以降のドイツ海軍の増強に対し，英海軍省は注目し

たものの冷静であった14）。しかも，1904－05年の日露戦争でロシア海軍が壊滅したので，英海

軍は「三国標準」（独仏露）に優に到達する。それゆえ主に政府から，海軍予算を削減せよとい

う圧力が強まった。しかし，新鋭のドレッドノート（弩）級戦艦等を導入しつつ建艦を確保した

い英海軍省は，予算確保の理由に，ほぼ実在しない「ドイツの脅威」という言説を政治上利用し

ていく。その結果，英独建艦競争では，1912－13年の間にイギリスが勝利を収めることになっ

た。

　なお英海軍は，建艦競争で最終的な勝利を収める少し前から，建艦能力の優位や不意打ち先制

攻撃というカード（「イギリスの脅威」）を外交で活用し，ドイツの冒険的政策を抑止していた。

しかしながら，この抑止政策は 1914年には機能せず，第一次大戦が勃発する。大戦中の英海軍

は，バルト海に侵攻して戦局を大転換させることもなく，ドイツの経済や艦隊，潜水艦隊の封鎖

に従事した。こうした経過から第九章末では次のように結論づけられる。英独両海軍は，互いの

「脅威」の政治利用に積極的だったが，これは諸刃の剣であったと。なぜなら，建艦続行に必要

な国内世論は両国の対立を深化させたうえ，「脅威」言説によって海軍の政策まで膨張の一辺倒

に硬直化したからである。このような第九章の結論は，海外拠点獲得の面でドイツ海軍が英海軍

に譲歩し，良好な英独関係が保たれた第八章の結末と比較すれば好対照であろう。そして，艦隊

による「恐怖の均衡」が永続しなかったことを考えれば，20世紀後半の米ソ冷戦が核兵器によ

る「恐怖の均衡」を破らなかったことは，人類にとって誠に幸いであった。

　『ドイツ史と戦争』の中でも比較的無名なヴェーファーに着目した第十章は，彼の 1935年の

『航空戦要綱』に紙数を割く。『要綱』の要点は，1．近接航空支援や敵航空阻止を主とする統合

作戦の遂行（独立空軍だが，陸海軍と協同する戦術空軍），2．空軍同士の航空撃滅戦の実施，3. 

敵戦力源への戦略的航空戦（攻撃の限界も認めた戦略空軍）の 3つだ。だが翌 36年の彼の死後，

戦術空軍の要素が，戦略空軍のそれを凌駕していく。なぜなら，戦略用の長距離爆撃機の開発を，

資源・技術の不足やヒトラーの陸上戦志向，陸軍主流の反対が阻んだからである。とりわけ陸軍

主流は，重爆撃機の開発が技術上困難なうえ，工業界への負担まで増やすとして，空軍は陸軍の

支援に専念すべきだと考えた。したがって，重爆撃機保持による現代の「抑止戦略」に似た先進
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的な思想が他に存在しても15），戦略空軍は主に陸軍の反発で実現しなかったのだ。こうした当時

のドイツ空軍の制約は，陸空軍間における予算獲得競争の必然的な結果だとも解釈できよう。

2‒3．［第四部］ドイツ軍の世界的影響

　本書の第四部に入ると，われわれ日本人にとって，なじみ深い人名や地名が登場してくる。

　第十一章では，1885年から三年間，日本の陸軍大学校で御雇教師として教鞭をとったメッケ

ルが取り上げられる。他の御雇教師と比べても叙勲回数がもっとも多い彼は，1944年の宿利の

著書『メッケル少佐』のように，ドイツ兵学の使徒として扱われた。しかし，メッケルの主な貢

献は，彼が来日するまでの日本陸軍の改革（1873年の徴兵制導入や 1878年の参謀本部設置）を

続け，改善することであった。たとえば，師団制の採用や旧監軍部の廃止，免役規定を極力除く

徴兵法（一般服役法）の制定などが，彼の建言の成果としてあげられる。加えて彼は，巷間でも

有名になった「実地応用」教育を行い，旧来の陸大教育を補足していた。それゆえ彼は，陸大教

育から軍制改革へと活躍の場を移しながら，日本陸軍全体に貢献したと高く評価される16）。ただ

し評者として苦言すれば，メッケルの貢献が後年神格化されるほど重要なものであったのか，そ

れほど独創的なものではなかったのかが，本章の分析では不明であるところが惜しまれた。

　第十二章では，19世紀末にオスマン帝国へ派遣された軍事顧問団の 1人ゴルツが論じられる。

大モルトケの推薦次第では来日する可能性もあった彼は，ドイツ軍内部の教育と，一般兵役義務

の徹底的活用などの研究を土台とした軍人であった。ゆえにオスマン帝国派遣後も彼は，トルコ

陸軍の教育改革と軍団再編に尽力する。前者の例としては，陸軍士官学校の授業改善や若手将校

のドイツ留学の奨励，軍事教範の編纂などがあげられる。後者のおもな例としては，軍団編成の

統一化や動員能力の改善があった。ただ，ゴルツ着任以前から始まっていたトルコ軍の欧風改革

デモーニッシュなメッサーシュミット戦闘機。第二次大戦期に活躍。但し航続距離は短い。
（2012年 8月 25日にワシントン DCの航空宇宙博物館で布施撮影）
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の完成となるべきこれらの改革は，徹底性を欠いていた。なぜなら，オスマン・トルコ帝国皇帝

アブドゥル・ハミト二世自身が，本心では革命を恐れて軍事改革に消極的で，実戦的な軍事演習

を阻むなどの妨害活動をしたからである。したがって，ゴルツの影響力は，限定的なものになら

ざるを得なかった。前章と対比すれば，本章の結論は意外で，興味深いものに感じられる。

　最後の第十三章では，蒋介石率いる中華民国へ大戦間期に派遣された軍事顧問団の団長である

ファルケンハウゼンについて語られる。「反ヒトラー意思」をもっていたため，第二次大戦末に，

ナチス親衛隊 SSに処刑されかけた彼は，戦間期の中国で対日戦を督励し，実践した。たとえば，

空間を武器とした消耗戦や，日本軍の背後におけるゲリラ戦などを展開している。そのため日本

軍は，1937年に上海で大損害を被った。こうした彼の戦いの大きな動機は，「厳しい対日認識」

だと推定される。その状況証拠として，第一次大戦が勃発した 1914年の夏に，駐日ドイツ大使

館付武官だった彼が，同僚と共に日本から強制退去させられたことがあげられる。しかし，この

出来事だけでは根拠不十分であろう。彼の「厳しい対日認識」が生まれた確かな証拠として，彼

の同僚や部下，あるいは彼自身の日記か何か，史料的裏付けが欲しいところである。

おわりに

　本稿では，世界史の重大な変動要因の 1つである軍事の歴史（軍事史）を対象とし，一定期間

を考察して各国まで視野を広げることで通時性と共時性を兼備した稀有な研究書の候補として，

『ドイツ史と戦争』を紹介してきた。通時性と共時性の兼備は，丸畠が言うように「偶然の産

物」であったかもしれないが，本書の検討対象が，近世以降のドイツの軍事史から世界各国の近

現代の軍制改革まで網羅したことは確かであろう。それゆえ，このように視野狭窄に陥らない大

胆な共同研究の試みは，非常に有意義なものであったと思われる。

　本書のなかでも特に興味深かったのは，第五，九，十章であった。学界で否定されたとはいえ

ツーバー説は，世界的に有名なシュリーフェン・プランが，ドイツ陸軍の予算獲得目的で作られ

た可能性を指摘した（第五章）。20世紀初頭のイギリス海軍は，ありもしない「ドイツの脅威」

を唱え，削減されそうだった建艦予算を確保した（第九章）。そして 1936年以降のドイツ空軍が

戦術空軍に限定されたのは，自部門の予算確保をもくろむ陸軍が，空軍の予算拡大を快く思わな

かったことが一大要因であった（第十章）。このように従来は，完全な作戦・軍令事項だと信じ

られてきたことが，実は，予算獲得という政治・経済目的から生じた可能性が出てきたのだ。

　このような発見を，軍の単なる縄張り争いだと切り捨てるのはやさしい。しかし，そう簡単に

切り捨てるのは，もったいなくないであろうか。なぜならこれらの新しい知見は，戦闘の歴史に

ほぼ限定されてきた従来の「狭義の軍事史」を，政治や経済など他の分野をまきこんだ「広義の

軍事史」へ誘う契機になると考えられるからである。「広義の軍事史」，つまり石津の言う「戦争

史」研究が，今後，一層発展していくことを期待したい。

　なお，『ドイツ史と戦争』に不満がまったくなかったわけではない。第 1節後半ですでに前述

したように，軍事をめぐるドイツとアジア諸国の関係は，必ずしも一方向的ではなく，双方向的
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なものではなかったのか。加えて，軍事上の好敵手同士であったにもかかわらず，ドイツとフラ

ンス，ドイツとアメリカの関係についての分析も少なかったように思われる。たとえば，第一次

大戦前のアメリカ海軍側は，杜撰な計画ではあったが，カリブ海でドイツと海上決戦をする場合

のブラック・プランを練っていた17）。そして，最後に指摘したいのは，軍事をめぐる二国間関係

だけでなく，日独米といった三国間の双方向的な関係を検討対象にすれば，より一層面白い結果

が得られるのではないかということである。しかしこれこそ，今後の研究課題とすべきテーマで

あろう。
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0．はじめに

　気圧は場所や時間によって変化し，気圧配置によりさまざまな気象現象が起こる。人間が生活

する中でさまざまな気象現象を予報する天気予報は非常に重要な位置を占めている。昔，天気予

報がなく，帆船で航海をしていた時代には，思いがけない時に暴風雨に遭い，難破することが多

かった。そこで，漁師や船乗りは，天気の変わりに大きな関心を持ち，空模様を見て天気の変わ

りを予想していた。しかし，気象に関する知識が増し，通信が発達し，暴風雨の襲来が科学的に

予想されるようになると，まず船舶に対する暴風雨警報の仕事が始まり，それを利用するように

なった。そのおかげで船舶の遭難はずっと減った。そして，それが進んで，一般の人たちへの天

気予報が出されるようになった。

　今日では，船舶や一般の人たちのためだけではなく，航空，農業，電力，土木工事など，交通，

産業のためにも出され，広く利用されている。

　20世紀前半，気候と人類史の関係について大胆な仮説を提唱したのが，米国人の地理学者エ

ルズワース・ハンチントン1）（1876‒1947）である。フランス革命はなぜ 1789年に起きたのか2）。

本稿ではフランスと日本の故事・諺・成句に見られる天候，自然現象の語彙による比喩表現を取

り上げ，それぞれの気象現象に対するフランスと日本の捉え方を比較することにする。

比喩表現について（14）
― フランスと日本の故事・諺・成句にみられる

天候・自然現象の語彙による比喩表現を中心として ―

小　倉　博　史

〈Résumé〉
  En français, les expressions comportant le vocabulaire tiré de la météorologie 

expriment principalement la psychologie de l’être humain ou bien se réfèrent aux sens de la 

vue et de l’ouïe. Ainsi, la pluie montre 《l’ennui》, une averse, puisqu’elle est temporaire, in-

dique 《une fin que l’on attend》, faire boule de neige signifie 《prendre des proportions de 

plus en plus importantes》, un coup de vent 《la rapidité》. Le vent symbolise aussi la vanité: 

faire du vent signifie 《se dépenser en vain》. Avoir un brouillard devant les yeux signifie 

《avoir la vue troublée》, être dans le brouillard montre 《la confusion de l’esprit, l’ivresse》.
  En japonais, les images diffèrent: la couleur blanche est évoquée par la neige. Celle-ci 

associée aux lucioles, symbolisant la lumière, indique que l’on étudie tout en gagnant sa vie. 

Si l’on tombe 《comme la pluie ou la grêle》, on tombe alors violemment.
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1．フランスと日本の故事・諺・成句にみられる気象・自然現象による表現

1）pluie・雨

［諺］Après la pluie, le beau temps.　（雨の後は晴れ→）苦あれば楽あり

［退屈］ennuyeux comme la pluie　ひどく退屈な

雨には飽きるが天気には飽かぬ：良い天気が続くのは気にならないが，雨が続くと退

屈で気分が悪いということ

［一挙に］en pluie　雨のように

雨の降る程：非常に多いことをたとえていう。たくさんあるさま。

［うぶではない］ne pas être né［tombé］ de la dernière pluie　（最新の雨に遭わない→）経験

豊かである，うぶではない

［つまらない話］parler［causer］ de la pluie et du temps　（雨と晴天の話をする→）当たり障

りのない［つまらない］話をする

［諺］Petite pluie abat grand vent　（小雨が大風を静める→）ちょっとしたことで大騒動が収

まることもある

［大難］se mettre［se coucher］ dans l’eau de peur de la pluie3）　（雨を恐れて水のなかに入る

→小難を避けようとして大難を招く

雨に濡れて露恐ろしからず：大きな難に遭うと，小さなことは気にならない。

［諺］faire la pluie et le beau temps4）

［激しく降り注ぐ］雨霰のごとし：弾丸などが激しく降り注ぐさまにいう。

雨，車輪のごとし：雨脚を車輪に見立てて大粒の雨が降るという事

［終わりは同じ］雨霰や雪や氷と変われども落つれば同じ谷川の水：雨・霰・雪・氷というよ

うに元はいろいろであっても同じ谷川の水になってしまう。はじめは異なっていても，

終わりは同じであるということ。

［適当が良い］雨多ければ則（すなわ）ち爛（ただ）る：物事はほどほどがよいということ。

［雨が止む］雨が上がる：降っていた雨が止む。

［固い決意］雨が降ろうと槍が降ろうと：たとえどんなことがあろうとも，必ずやるという気

持ちを表す言葉。

［苦労する］雨に沐（かみあら）い風に梳（くしけず）る：雨や風にうたれて苦労する。世の

中のさまざまな苦労を味わう

［美人］雨にしおれし海棠の花：美人の憂い顔をいう。

［美しい女性］雨を帯びたる桃季［桃桜・花］：雨に濡れて色つやの美しい桃や李または桜の

花。美しい女性の形容として用いる

［変幻自在］雨に添うた風：相手次第でどんなふうにでも変わるものだということ。雨は風に

よって降り方が必ずしも同じでないことからいう。
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［雨の降る音］雨の脚音：雨の降る音。和歌などでは人の足音にたとえていう。

［家の繁栄］雨の脚より人の脚：（雨の絶え間なく降ることにかけて，しゃれていう）人の絶

え間なく出入りすることが家の繁栄を示してめでたいことである。

［よりよい状態］雨降って地固まる：雨が降ったあと地面が固まるように，困難な事や悪いこ

とがあったあとなどに，その試練に耐えて，かえってよりよい状態になること

［もてなすこと］雨を冒して韮を剪（き）る：友人の来訪を喜んでもてなすことにいう。

［泣くこと］雨や雨（さめ）：「さめ」は春雨など複合語の時に雨をいう語：雨が降りしきるよ

うに，さめざめと泣くさまにいう

［多忙］雨も風も一緒：一度にいろいろなことが起こって忙しいさまにいう。

　フランス語と日本語に共通しているのは，雨が退屈なものや災難であるということ，フランス

語だけにみられるものとしては，雨と晴天の話をすることからつまらない話をすること，最新の

雨に遭わないことから経験豊かであるの意である。日本語だけにみられるものとしては，雨，霰

のごとしから激しく降るの意，雨に沫（かみあら）意風に梳（くしけず）るから苦労するの意，

雨に打たれたさまざまな花から美人の意，雨降って地固まるからよりよい状態になることなどの

意である。

2）averse・にわか雨

［やり過ごす］laisser passer l’averse　（にわか雨が通り過ぎるのを待つ→）（怒り，非難など

の治まるのを待つ，やり過ごす

［最新の］né de la dernière averse　（最新のにわか雨の中で生まれた→）ごく最近の

［多量の］une averse de＋無冠詞名詞　たくさん［多量］の

［面の顔の厚い］夕立雲：（夕立の降る前兆の雲が出る頃，ひどく熱いのを，「厚い」にかけて

いう）面の顔の厚いもののたとえ

［一時的］夕立は一日降らず：夕立は一時的につよく降るが長続きするものではない。

［化粧の落ちた顔］夕立に逢った吊し柿のよう：汗などで白粉がはげて，赤黒い地肌の見えは

じめた顔の形容にいう

［続く］：夕立は三日：一日降ると，三日ぐらい続けて夕立がくる。夕立は一度降ると日を続

けてくることをいう。

　フランス語だけにみられるものとしては，にわか雨が多量の意，にわか雨が通り過ぎることを

待つことから怒り，非難などの治まるのを待つの意にわか雨の中で生まれることから最新の意。

日本語の夕立は一時的な意，夕立に逢った吊し柿のようから化粧の落ちた顔の形容である。

3）neige・雪

［純白］blanc comme neige5）　（雪のように白い→）純白な

雪の肌：雪のように白くて美しい皮膚
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雪を欺く：その白さが雪に引けを取らないほどである。非常に白いさまの形容。

［白髪］雪を戴く：髪が白くなったさまにいう

［黒人］boule de neige　（雪球→）（軍隊で反語的に）黒人

［言い包める］：雪を墨：白い雪を黒い墨だと言い包める。

［増える］faire （la） boule de neige6）　（雪球を作る→）雪だるま式に増える

［引用］Mais où sont les neiges d’antan7）　さあれ去年（こぞ）の雪いまいずこ

［消える］fondre comme neige au soleil　（日向の雪のように溶ける→）はかなく消える

雪に湯を掛けるよう：たちまち消えてなくなることのたとえ。

［蛍雪］雪を積み蛍を集める：貧苦に耐え，苦労して勉学する。

［正反対］雪と墨：物事の正反対であること。

［見分けのつかないこと］雪に白鷺：ともに白色であることから，見分けにくいこと。

［晴天］雪の明日は孫子の洗濯：雪の降った翌日は晴天になって洗濯に適するような暖かい日

が多いことをいう

［豊作］雪の多い年は豊作：雪は豊年の瑞（しるし）

　フランス語と日本語に共通しているのは雪の色から純白なの意。前者では日向の雪のように，

後者は雪に湯をかけるようから消えるの意。フランス語だけにみられるものとしては雪球から反

語的に黒人の意，雪球から雪だるま式に増えるの意。日本語だけにみられるものとしては，雪を

積み蛍を集めることから苦学するの意，雪と墨で色が対照的であることから物事の正反対である

ことの意，ああ雪に白鷺でともに白色であることから，見分けにくいことの意，雪が翌日の天気

や農作物の出来の手がかりになることなどを表す。

4）vent・風

［古・諺］A brebis tondue, Dieu mesure le vent　（毛を刈られた雌羊には神が風を加減する

→）神は弱き者には手心を加えてくださる

［素早く］aller［courir］ comme ［plus vite que］ le vent　（風のように早く進む→）素早く行く，

あっと言う間に行く

［四方八方］à tous les vents＝ aux quatre vents　（すべての風に→）どの方向にも

［成行きに任せる］aller selon le vent　（風に任せて進む→）成行きに任せる

風が何処を吹くやら：少しも気にしない様子をたとえていう。

［空約束］Autant en emporte le vent　（風にさらわれてしまうだろう→）あとには何も残ら

ないだろう，それは当てにならぬ話［空約束］だ

［千鳥足］avoir du ［le］ vent dans les voiles8）　（帆の中に風をもっている→）酔っ払っている，

千鳥足である

［順調］avoir le vent en poupe［dans le dos, dans les voiles］　（帆の中に追い風をもっている

→）順風満帆である，順調に進んでいる
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［知る］avoir vent de qc.　（～の風をもつ→）～を風の便りで知る，かぎつける

風の便り：風が運んでくるもの，風という伝え手，使者

［万難を排して］contre vents et marées　（風と潮に逆らって→）万難を排して，是が非でも

［流行の］dans le vent　（風の中で→）はやりの，当節流行の

［疾風のように］coup de vent　（風の一撃→）あっという間に

風を追う：風を追うように早く走る，疾走する

［乱れ髪］être coiffé en coup de vent　（疾風で調髪した→）髪が乱れている

［威張る］faire du vent9）　（風を起こす→）大物ぶる，威張る

風を吹かせる：地位や身分などを鼻にかけて威張る

風を切る：するどく，勢いよく動く，威勢よく歩く

［自由］être libre comme le vent　風のように自由である

［自分勝手］faire le vent et la tempête　（風と嵐を起こす→）気ままに事を運ぶ

［何も食べない］humer le vent［du vent］10）　（風を吸い込む→）何も食べずにいる

風を呑み霞を食う：穀物を食べないで，風と露で生命をつないでいるいるといわれる

仙人の生活を言う

［撒き散らす］jeter au vent　（風上に投げる→）撒き散らす，ばらまく

［見守る］prendre le vent＝ voir［observer］ d’ où vient le vent　（風向きを見る→）（情勢

の）成行きを見守る

Selon le vent, la voile11）

風見て帆を使え：状勢をよく見て行動せよということ。

［変わる］tourner［virer］ à tout vent［à tous les vents］　（あらゆる風で曲がる→）（意見，考

えが）ちょっとしたことですぐに変わる，非常に影響されやすい

風にそよぐ葦： 風の吹くままにそよいで揺れる葦。力のある者の言うままになる定見

のない者のたとえにもいう。

風に草靡（なび）く： （草は風の吹くままになびくことから）力ある者のいうままに

なる

風が変わる：風が変わる。転じて，物事の状勢・事態が変わる

風の吹き回し：その時のなりゆきで気分が一定しないことにいう。物のはずみ

［大切にすること］風にも当てぬ：大切に養育すること。

［あしらう］風に柳：相手の勢いに逆らわないで，適当にあしらうさまのたとえ。

［初夏の風］風薫る：初夏に風がさわやかに吹くことをいう。

［痩身，衰弱］風が吹けば倒れそう：大変に痩せている，衰弱しているさまのたとえ。

［不利］風が悪い：風の方向が悪い。転じて形勢が悪い，不利である。

［不安］風吹けば木安からず：事件があると，その影響を受けて人の心も落ち着かなくなるこ

とをいう。
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［容易に成功］風に順（したが）いて呼ぶ：（風にのって呼ぶと遠くまで聞こえることから）

勢いにのって事をなせば早くかつ容易に成功するたとえ。

　フランス語と日本語に共通しているのは風が情報の伝え手になるということ，前者は風を起こ

す，後者は風を吹かせるから威張るの意，後者は風を切るから威勢よく歩くの意，前者は風を吸

い込む，後者は風を呑み霞を食うことから何も食べないの意，前者は風向きを見る，後者は風を

見て帆を使えから成行を見守るの意，前者はあらゆる風で曲がる，後者は風にそよぐ葦からすぐ

に変わる，力のある者の言うままになるの意，前者は風の一撃，後者は風を追うから疾風のよう

にの意，フランス語だけにみられるものとしては，風のようにという直喩から自由の意，風と嵐

を起こすことから気ままに事を運ぶの意，風上に投げることからばらまくの意，日本語だけにみ

られるものとしては，風が変わる，風の吹き回しから物事の情勢・事態が変わることや気分が一

定しないことの意，風にも当てぬから大切に養育することの意，風薫から初夏のさわやかな風が

吹くことの意，風吹けば倒れるから痩せている，衰弱していることのたとえ。

5）brouillard・霧

［酔っ払う］abattre le brouillard　（霧を鎮める→）酔っ払う，（ノルマンディー地方で）朝

方軽く一杯やる

［見えない］avoir un brouillard devant［sur］ les yeux　（目の前に霧をもつ→）目がかすむ，

（事態が）はっきり見えない

［あやふや］Cela repose sur les brouillard de qc.　（古）（それは～の霧の上にのっている

→）～にかかる霧のようにあやふやである

［吹き払う］chasser le brouillard　（霧を追い払う→）（強い酒などを飲んで）頭のもやもや

を吹き払う

［ほろ酔い］être dans le brouillard　（霧のなかにいる→）五里霧中である，寝ぼけている，

ほろ酔いである

［猪突猛進］foncer dans le brouillard　（霧のなかに突進する→）やみくもに突き進む

［五里霧中］n’y voir que du brouillard　（そこでは霧しか見えない→）訳がわからない

［雲隠れする］s’évanouir dans le brouillard　（霧のなかに消え去る→）不意に姿をくらます

［天候の俗説］霧深ければ三日の内に雨降る

［香を焚く］霧不断の香を焚く：霧が常に立ちこめて，絶え間なく香をたいているようである

　フランス語では霧は頭の中や目の前がもやもやしていることの意であることから，目がかすむ，

寝ぼけている，ほろ酔いである，軽く一杯やるなどの意である。日本語では天候に 関する俗説

である。

6）tonnerre・雷鳴

［はるかかなたに］au tonnerre de Dieu　（神の雷鳴に→）はるかかなたに



比喩表現について（14） 65

［突発事故］coup de tonnerre12）　（雷鳴→）思いがけぬ事件，突発事故

［恐ろしいこと］雷は逃げ場がない：火難水難などに比べてずっと恐ろしいことをいう

［雷鳴のような］voix de tonnerre　雷鳴のような声

［素晴らしく］marcher le tonnerre　（素晴らしく進む→）絶好調である

［諺］Le tonnerre ne tombe pas toutes les fois qu’il tonne　（雷は鳴るたびに落ちるわけでは

ない→）凶兆［脅迫］は必ずしも現実とはならない

［叱られる］雷が落ちる：目上の人からひどくどなりつけられて叱られる

［離れない］雷が鳴っても離れない：容易に離れないことのたとえ

［俗説］雷が臍を取る： 腹を出した子供を戒めるときに言う語

［時期］雷は冬発せず霜は夏降らず： 物事にはそれぞれ時期があるというたとえ

［梅雨明け］雷が鳴れば梅雨が明ける：梅雨明けの目安を示した語

［静かになる］雷が落ちた宿のよう :今まで大変騒がしかったのが急に静かになることのたと

え

［地域の諺］雷が北で鳴ると梅雨が晴れる :大隅地方の諺

　フランス語では雷鳴から思いがけぬ事件，突発事故の意。日本語では雷は逃げ場がないことか

ら恐ろしいことの意，フランス語だけにみられるものとしては神の雷鳴にからはるかかなたの意。

諺で雷鳴は鳴るたびに落ちるわけではないことから脅迫は必ずしも現実とはならないの意。日本

語だけにみられるものとしては，雷が落ちることからひどく叱られるの意，雷が鳴っても離れな

いことから容易に離れないことのたとえ。雷が臍を取るから腹を出した子供を戒めるときに言う

語。

7）éclair・稲妻

［一瞬］avec la rapidité de l’éclair13）　（稲妻の速さ→）あっという間に，さっさと

［素早く］comme l’éclair ［un éclair］　（稲妻のように→）（動き，移動について）素早く

［前兆］稲光は豊年の兆（しるし）：稲光がするのは稲がよく実る前兆である。古く，稲は稲

光によって霊的なものと結合し，米を実らせると信じられていた。

　フランス語だけにみられるものとしては，稲妻の速さ，稲妻のようにから，あっという間にの

意。日本語だけにみられるものとしては稲は稲光によって霊的なものと結合し，米を実らせると

信じられていたことから稲光は豊年の兆。

8）gelée・霜

［抜け出せない］être dans la gelée　（霜のなかにいる→）（競走馬が）集団から抜け出せな

い

［白くおおう］霜が置く：寒い朝に，霜が物の上を一面に白くおおう

［白い］霜の鶴：羽の白い鶴。羽毛の白さを霜にたとえていう語。
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［天候・俗説］霜の消えるのが早いときは雨

［活気を失った］霜の下の花：霜にあって萎れた花。勢力や活気を失ったもののたとえ

　フランス語だけにみられるものとしては，霜の中にいることから競走馬が集団から抜け出せな

いの意，日本語だけにみられるものとしては，霜の下の花から活気を失ったものの意，白さを表

したり，天候に関する俗説などである。

2．おわりに

　フランス語では天候や自然現象を表わす語彙が人間の心理的な感情，視覚や聴覚に対して与え

る印象に基づく表現，たとえば雨は退屈な意，にわか雨は一時的なので，治まるのを待つの意，

雪は白い意，雪球を作ることから雪だるま式に増える意，風は虚栄，慢心を象徴することから威

張るの意，風の一撃から疾風の意，霧は頭の中や目の前がもやもやすることから寝ぼける，目が

くらむ，ほろ酔いであるなどの意，稲妻からあっという間の意，大気中の水蒸気または地中の水

分が地上の物体の表面に凍りついたものが霜であることから競走馬が集団から抜け出せないこと

の意などである。一方，日本語では，雪の肌のように視覚に基づいた表現もあるが，情緒的なも

のが主である。たとえば雨，霰のごとしから激しく降るの意，雪と蛍から明かりを取ることから

苦学するの意，雪と墨で色が対照的であることから正反対であることの意，天候に関する俗説，

風にも当てぬから大切に養育することの意，風薫から初夏のさわやかな風が吹くの意， 雷りが

なっても離れないから容易に離れないの意，雷が臍を取るから腹を出した子供を戒める表現，稲

妻と稲を結びつけ稲の豊作の前兆，霜の下の花から活気を失ったもののたとえなどである。

［注］

1）「もし気候の変化が歴史時代に発生したとすれば，必ずや人類に影響を与えたに相違ない。（中
略）歴史的事件と気候の変化との間における密接な関係は想像以上に重大なのであって，往昔
の幾多の大民族の興亡は，その気候的条件の良否に正比例しているようである。」（ハンチント
ン，エルズワース著：「気候と文明」pp. 23～24）

2）「ヨーロッパの場合，寒冷な気候は 1785年まで続いた。ブリテン島では北極振動や北大西洋振
動が正の値を取ると暖かい南西風が吹く回数が増える。南西風が吹いた平均日数をみると，
1861年から 1978年にかけて 91・5日であったのに対し，1781年から 1786年にかけては 66日
へと減少し，1785年はわずか 45日しかなかった。ところが，1788年になると，一転して熱波
と干ばつが到来した。ブリテン島南部の年間降水量は，250年間の平均の 63％と一年の量とし
ては最も少なくなり，1786年のパリでは平年の 67％の雨しか降らなくなる。日照りと夏の雷
雨は農作物の大凶作をもたらし，穀物価格は上昇した。フランスでは，1788年に，1788年に
春先から何カ月も日照りが続いた後，7月 13日に大西洋から湿った空気が流入したことで 40

万トンといわれる雹が降り，小麦の栽培が壊滅的になった。この結果，フランスの労働者の収
入に占めるパン消費支出の割合は，それまで 55％程度であったものが，1789年には 88％へと
跳ね上がった。フランス革命は，旧制度（アンシャン・レジーム）と呼ばれる社会の疲弊に
よって起きたものであり，気候の変動を主因とするのは行き過ぎだろう。ただし，遅かれ早か
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れ社会変革が起きたにせよ，なぜ 1789年という年に革命が勃発したのかとの背景を考える際，
前年からの天候変化によって農民や労働者が窮乏していた状況のあったことを忘れてはならな
いだろう。（田家康著：「気候文明史」PP 235～236）

3）（架空の人物名）Gribouille（避けようと思っていた難儀に飛び込んでしまう）間抜けな人間の
寓話の引喩

4）神々の王ゼウスあるいはジュピターは天を支配し，思うままに雨を降らせ，また上天気にする
と信じられていたので，この故事から出た。またこの成句は古代に神様として尊敬されていた
占星学者を，「雨を降らせ上天気にする人」と呼んだことから出たとなす説もある。（田辺貞之
助：「ふらんす故事ことわざ辞典」P. 34）

5）neigeは「白さ」「静けさ」「寒さ」を強調する。
6）斜面を下りるに従って大きくなる雪球の類推から。
7）フランソワ・ヴィヨンはこの一句を使い，Mais où sont les neiges d’antan?（さあれ去年の雪は
いまいずこ）をリフレンして，歴史上の美女をしのぶ哀切の詩を物した。d’antanは元来は去
年だが，16世紀以来意味が広がって遠い過去のことにも使う。（田辺貞之助：前掲書，p. 36）

8）風の気紛れから追い風を受けたり，向かい風を受けたりすることから。
9）ventは 12世紀から虚栄，慢心を象徴している。
10）ventは空気，呼吸の意である。
11）船の帆の張り方は風の強さや方向などによって非常に注意を要する難しい仕事だ。従って，風
に応じて帆の張り方を工夫しなければならないが，これと同じく，何事をなすにもその性質，
種類ないしは自分の能力に応じて対策を定めろの意。この諺は丁寧に Il faut prendre sa voile 

selon le vent.（風に応じて自分の帆を張らねばならぬ）ともいう。（田辺貞之助：前掲書，
p. 35）

12）17世紀半ばから。
13）éclairは特別に速い意以外にはない。
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Ⅰ．はじめに

　1990年代前半より，ケベック州では保育士養成課程（0歳から 12歳までの子どもの教育を行

う者）において，保護者とその子どもとの関係における文化の多様性を尊重したコミュニケー

ションや教育の重要性が認知されるようになってきた（Lavallée, 2000）。モントリオール市内の

短大（CEGEP，大学基礎教養および職業教育機関）で使用される保育士養成教本の中には，こ

ケベック州の保育現場における
リーゾナブル・アコモデーション

木　下　裕美子
Maurice JACQUET

〈Résumé〉
  Depuis plusieurs décennies, le Québec adopte un modèle d’intégration interculturaliste 

et un régime de laïcité ouverte. Dans ce type de régulation sociale, la société québécoise 

tente de distinguer la voie juridique de la voie citoyenne dans le domaine de la politique in-

terculturelle. La voie juridique s’appelle « accommodement raisonnable », prenant la forme 

de décisions formelles, et la seconde voie exige un « ajustement concerté », négociations et 

compromis moins formels. La société québécoise favorise la communication interpersonnelle 

dans la voie citoyenne ces dernières années, en même temps qu’elle demande certaines 

normes et balises en vue d’aborder clairement les questions sociales dont traitent les « ac-

commodements raisonnables ».

  À la différence des règles éducatives mises en vigueur dans l’école primaire au Québec, 

il n’existait pas, jusqu’en 2011, de directives générales auprès de l’éducation de la petite en-

fance portant sur la relation entre le milieu éducatif et la religion. Si, à l’origine, le terme ju-

ridique d’« accommodement raisonnable » était employé pour désigner des actions sociales 

traitant des conditions d’accueil et de travail des handicapés, on a désormais tendance à  

l’utiliser dans le but d’aborder diverses situations conflictuelles dans la société interculturel-

le, ce qui conduit à aiguiser l’intérêt public sur les questions sociales liées à certains rites re-

ligieux. En effet, de nos jours, la place de la religion au sein de l’éducation de la petite en-

fance est une question non négligeable.

  Compte tenu de ce contexte, notre article montre d’abord l’origine de ce terme ju-

ridique et son développement historique. Nous présenterons ensuite un cas concernant son 

utilisation dans le cadre de l’éducation de la petite enfance tout en prenant comme exemple 

la directive relative aux activités d’apprentissage religieux. En guise de conclusion, nous 

aborderons les questions qui se posent autour de l’éducation de la petite enfance au Japon 

selon les perspectives de ce savoir-faire social né au Québec.
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うした文化の多様性に関する課題を扱って作成された教本がある。そのうちの 1つは，保育に携

わる職員には，多様な文化とそのバランスを保ちつつ，家庭との適切な連携を取ることが求めら

れると指摘している。更に，CPE（乳幼児センター）における保護者との連携とは，「法律概念

である accommodements raisonnables（リーゾナブル・アコモデーション，以下 ARと略記）で

はなく，むしろごく簡単に，arrangements（調整）を言うのである」（Brien et Cardonneau, 2011，

p. 91）と述べ，概念を区別している。文化的多様性を生きる社会において，ARとは一方で混乱

を招く概念である。その概念と実践をまとめたブシャール・テイラー報告書（2008）では「人び

との口にのぼる『AR』とは，こうした法的な定義から外れており，公共機関または民間機関に

おいて，統括責任者が，学生，患者，顧客などに対して承認を与えた取り決めすべてをカバーす

るような言葉になっている」と指摘されるほどである。対して，近年の日本における社会福祉分

野をみれば，AR1） はとりわけ障がい者の権利に関わる議論の中で概念規定や実際の運用基準に

関心が高まっている状況であるが，その文化的多様性の範囲は限定的である。

　障がい者の権利に関わる概念として出発した ARは，現代のカナダ連邦・ケベック州において，

多文化社会という，より広域な文脈へと拡大適応されるようになっている。このような現状を踏

まえ，ARの拡がりとともに，教職員に対する間文化2） に関する教育が必要と唱えられる保育現

場の対応や今後の課題を確認する作業は重要であると考えられる。

　そこで，本論文では，まず，ARという法律概念の文化領域への活用について概説する。次に，

ケベック州の保育制度と保育に関連する法律と規則を整理し，ARとの関連について述べる。そ

して，これらの作業を通して見えてくる現象を指摘し，最後に，これらの考察から，日本社会に

共通する課題を示し，今後の研究の課題を提示したい。

Ⅱ．リーゾナブル・アコモデーション

Ⅱ－1．法的調整と市民的調整

　ARという調整方法の内容を知るために，まずは，先に挙げた通称「ブシャール＝テイラー報

告」（以下 B－T報告書と略記）が 2008年に政府に提出した，ARに関する記述を参照する。B

－T報告書は，ケベック州において特に 2006年以降にセンセーショナルに報道されるように

なった「信教の自由」に基づいた裁判所への幾つかの訴えや，さらに日常レベルでの文化摩擦を

象徴する社会現象（1985年以降訴訟や付随事件 75件）を考慮して作成された，政策提言の報告

書である3）。本報告書が確認する ARとは，文化的な背景から生じるコンフリクトに対する解決

を模索するという意味において，拡がりをもった現象を含みこんでいる。本来，ARとは法律用

語であり，日常的に用いられる場合の ARとは，市民的解決のためにインフォーマルなコミュニ

ケーションにより妥協を含めて協調することを目的とした調整行為（ajustement concerté）であ

ると明白に区分されている。しかし，ケベック社会における ARは，「障がい者の権利に基づい

た状況の調整」という起源となる文脈を超えて，民族的出自に拘束されない「新しいケベック・

アイデンティティ（p. 11）」を基盤とした，「新しい社会の連帯（p. 53）」を作り出すことを主な
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目的とした「多文化を社会背景とした権利の調整」を意味する概念として，一般的に受け止めら

れ，拡大適応されつつある。その背景には，障がい者の権利を超えて文化の保護に関わる実践が

すでに行われてきたという状況があり，1975年のケベック自由と人権憲章4） のなかで扱われて

いる事項であり，この憲章は次に示す拡大の契機となった裁判の根拠とされるものである。

　この B－T報告書は，調整による社会の連帯という目的の達成に向けた対策として，多文化を

背景とする「社会的摩擦」の解決には ,「法的調整」ではなく，「市民的調整」が適切であるとし

て勧めている。このような調整方法を提案することで，図らずも ARという概念の拡大適用を容

認することに繋がっているとも考えている。そこで，本論文では，まず，P. Bossetの論考を紹

介しながら，そもそもの AR概念の起源や拡大適用の契機となった事例を概観したい。

Ⅱ－2．ケベック州における ARの起源と拡がり

　Bosset（2007）は，ケベック社会における AR概念が拡大適用されたという印象を社会に与え

た発端と拡がりや限界を，幾つかの事件から述べている。発端としては，シンプソンズ・シアー

ズ事件が挙げられている。そして，この AR概念は「平等への権利」を保護するための法的根拠

であるだけでなく，「法律の想像する力」5）（p. 1）の産物であるという点をその限界とともに評価

している。

　この ARとは，その根拠とされるケベック州の「人権と自由の憲章」には明記されておらず，

この憲章で規定された「差別」の性質と意味が拡大した結果，誕生した概念である。つまり，

ARや「ARの義務」という考え方は，「差別の是正」を介した「平等への権利」を起源にして発

生しているのである。そこで，Bossetが挙げる 3つの事件を紹介しながら，文化を背景にした

衝突が起きた例を理解したい。

 ①　シンプソンズ・シアーズ事件（1985年）

　まず，ARを扱う分野の拡がりとしての事例である。カナダにおいて初めてこの概念が直接的

に検討されたのは，1980年代中頃の「シンプソンズ・シアーズ事件」においてであった6），7）。こ

の事件は，シンプソン・シアーズというデパートに勤める一人の女性従業員が，自らの宗教実践

と就労時間との調整を求めたものである8）。この事件に際して，カナダ最高裁判所は，不平等を

是正するために 2つのアプローチを取った。1）一つには，差別の意思があったかどうかではな

く，何よりも差別的な排除の結果として生じうる行為や状況を考察する，客観的なアプローチで

ある。2）もう一つは，社会・歴史的な不均衡を注視することで，「中立性」を装った社会規範や

実践を考察する，批判的なアプローチである。第 2のアプローチは特に，文化的に脆弱な社会的

立場にある個人に対して，文化的承認において社会的な「差別」が存在すると判断し，「調整

（アコモデーション）」を行なうように判決を下したものである。

　さらに，当事者に「過剰な負担」を課さないよう，「合理的な（リーゾナブル）」対応を取る義

務があるとされた。このようにして，「平等への権利」の必然的結果として，人権憲章では言及
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されない「合理的調整」が義務として存在し，人権憲章を規準として文化的承認を求めることが

可能である，と理解されるようになったのである。さらに，「合理的な範囲での」調整の義務が

提示されたことによって，文化的多様性を背景にもつ社会においては，宗教的差別を受けずに平

等権を求めることが，最終的に「合理的な9） 配慮（AR）」として，文化間の摩擦を解決し，共生

する義務があると理解されるようになったのである。（Bosset, 2007）

 ②　メイオリン裁判（1999）

　このような多文化へと対応を可能にした事件を通して，次に，「差別の形態と動機」や「義務

を負う領域と対象者」という観点から ARの拡大が把握されるようになる発端となった出来事が

メイオリン裁判であった。事件は，タウニー・メイオリン（女性）の所属する森林消防隊に新し

い基準が設けられたことに由来する。メイオリンは，2.5キロメートルを 11分以内で走ることが

できなければならないとされるこの基準に達することができず，1994年に消防隊を解雇されて

しまった。この解雇が女性差別に基づくとして訴えた争いである。この出来事はいわゆる文化的

多様性を扱ったものではなく，女性の身体的な性質，つまり，個々人の差異を無視したことに由

来する訴えからなるものである。しかし，ARという対応の拡大を示したものとして，後に乳幼

児センターに関する訴えの中でも引用されている。

　この最高裁の判決によれば，ARとは，差別是正を介して「平等を得る権利」の中に本質的に

属するため，そもそも差別がなければ成り立たない要求である。そのため，この差別の性質，特

に 1）形態や動機や，2）義務を負う領域や対象者が，ARの主要な問題となる。

　複合的な要因からなる差別の特性に注目して判決が言い渡されたこのメイオリン裁判は，「差

別の形態や動機」の多様化に応じた AR概念の拡張を扱った判例として理解されている。この中

で，直接的差別および間接的差別は区別されず，差別の意志よりも具体的に生じた結果から差別

が存在すると判断する必要性が述べられた。とりわけ，間接的差別に対応するためには，組織が

則る規約の中に，統合された基準（critère unifié）としてあらかじめアコモデーションの方法を

挿入しておくことが必要であるとされる。このような観点から見た ARの拡大は，差別の複合性

を考慮した上で，個別に対応するための規準を探る過程で生じたものであった。例えば，「貧

困」の問題では，財やサービスに適切にアクセスできずに制限されることから生じる，重層的な

排除の結果であると判断することも可能なのである。直接的な原因を特定することだけが目的と

されているのではない。ここで扱われた ARは，その起源となった「宗教」や「文化」の問題を

直接的に扱うわけではないが，Bossetは，宗教という文化的側面を判断する宗教裁判となるこ

とを避けるための有効な手段として活用できると述べている。

 ③　ルノー訴訟（1992）

　「義務を負う領域と対象者」の多様化に応じた AR概念の拡大を扱った判例として引用される

ものである。この出来事は，学校評議会の守衛，セブンスデー・アドベンチスト教会の信者が，
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勤務日である金曜日の夜に宗教的理由から働けないという主張が通らず，退職に至ったものであ

る。この判例では，ARの義務とは雇用者だけにあるわけではなく，労働組合の責任者にも存在

することが指摘された10）。ここで重要なことは，「ARの義務」の発生は状況依存性が高いため，

雇用者の役割だけでなく，労働組合が担う役割も過小評価できないとされた点である。つまり，

ARには絶対的な基準があるわけではないので，事前に ARによって差別を予防し，文化的人格

の自律を尊重するような規定を就労規則に盛り込んでおくということ，つまり，個別に基準を設

けることとそのための調整が予め必要とされるということである。また，この点から導かれるの

は，ARを請求するためには，その合理性や受け入れてもらう状況づくりに請求者も参与してい

なければならない点も示唆されているのである。

　以上のように，「法的調整」としての ARの起源と拡がりを Bossetの論文を手掛かりに概説し

た。この拡がりを受けて，ケベック州の保育施設における ARの実践の例をみたい。

Ⅲ．B－T報告書にみる保育サービスにおける妥当なる調整の例

　ここで，改めて B－T報告書を見てみると，乳幼児センター（以下 CPEと略記）での ARの

実践として，次の 4点が挙げられている。A）食生活に関する記述（p. 54），B）工作作業で宗教

的物体を作ることに関する記述（p. 59），C）公共施設での「調和の実践 pratiques  

d’harmonisation」を論じた箇所で，CPEでの実施の困難さに関する記述（p. 84），D）言語的多

様性の調整を論じた箇所で，CPEにおけるフランス語使用の義務化という極端な反応と実 

情11） に関する記述（p. 210の注 46）。さらに，報告書の出版された時点ではなかった宗教に由来

する摩擦を調整するための基準として 2010年に公表された「宗教教育禁止に関する行動指 

針12）」（2010）（資料 1および 2を参照13））やケベック乳幼児センター協会による「ARに関する

講演セミナー」（2010）や 2012年 3月から 5月にかけて行われる所長を対象とした ARの半日セ

ミナーも重要な事例である。

　本研究では，インターネットサイト Société québécoise d’information juridique14） から就学前教

育の現場における ARが取り扱われた例を検索したが，B－T報告でも述べられていたように事

例は限られていた。文化的要素に関するものとしては，B－T報告書にもある子どもの食事に関

する例として，「人権と青少年委員会対乳幼児センター Gros Bec」の争いと，職員に関する事例

として，「人権と青少年の権利委員会対ギャルドリー Le Futur de l’enfance」の争いがある。2つ

の事例はそれぞれ，教育を受ける側と教育を提供する側に関わることである。この 2つの方向性

は提示すべき課題が異なると考えるため，本論文では，前者の教育を受ける側に関する問題につ

いてのみ取り上げることにする。「人権と青少年委員会対乳幼児センター Gros Bec」の概要は以

下である。2003年 9月，宗教上の理由から，乳幼児センター内およびその課外活動において，

子どもの食事に特別の配慮をするように保護者は求め，教職員と口頭による合意を結んでいた。

教職員は，子どもの給食から宗教上禁止されている種類の肉をできる限り取り除くようにすると

した。数年間は約束が守られていたが，その後，宗教上禁止された種類の肉を子どもに与えてし
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まっていたことが発覚し，また，後任の教職員が保護者の求めを拒否したことにより，文化的差

異に基づく子どもの権利が侵害されているとして，その改善等を求めた事件である。

　なお，この事件を通して ARが提起する課題を論じる前に，提供される保育システムの概要を

示しておきたい。

Ⅲ－1．ケベック州の保育所サービス制度

　まず，ケベック州における乳幼児センター（Centre de la petite enfance，CPE）に関して簡単

に説明をする。CPEとは，家庭と仕事の両立支援を軸とする家族政策改革の一環として，1997

年に設置された，就学前教育を担う公共施設である。当時存在した「託児サービス局

（OSGE）」を含む「家族・児童省」が，補助金を受ける非営利託児所と家族的託児所とを統括す

ることで，0歳児から 5歳児までを対象とする幼児教育センターとして CPEは誕生した。ケベッ

クの保育施設には，CPE以外にも私立託児所や不定期型サービス，病院などに設置されるアル

ト・ギャルドリー，学校内や自営業として個人宅で子どもたちを預かるサービスが存在する。

　就学前教育に関する制度は，「子どもに対する教育的託児サービスに関する法律」，「子どもに

対する教育的託児サービスに関する規則」で法的に規定され，「幼児の受け入れ：ケベック州・

託児サービスにおける教育プログラム」に従うことが求められている。

　「子どもに対する教育的託児サービスに関する法律」において，保育施設および私立保育施設

では，理事会の少なくとも 3分の 2は親および将来的な利用者でなければならないとされている

ように，親の参加，つまり，法的には親が教育プログラムに関与することが可能であると理解さ

れる。

　CPE設置の主たる目的は，設立当初より，子どもを育てる養育者の就労と家庭生活の両立を

助け，学校生活への子どもたちの円滑な移行を支援することとともに，「児童発達上みられる問

題や社会問題を発見し，予防する早期教育」（Ministère de la Famille et de l’Enfance, 1999, p. 5）

であった。そのため，CPEに期待されているのは，子どもたちに直接働きかけるだけではなく，

保護者や学校，その他の地域の福祉施設等と協働して子どもの発達に寄与することであった

（OSGE, 1991, p. 50）。現場で働く職員とは，現在の「幼児の受け入れ：ケベック州・託児サービ

スにおける教育プログラム」によると，3つの使命として，「託された子どもたちの福祉，健康，

安全に注意すること。誕生から学校入学までのあらゆる側面において，子どもたちの発達を促進

するのに適した生活環境を子どもたちに提供すること。最後に，学習，振舞い，社会への参入に

関する事後的な困難の発生を予防すること。（Ministère de la Famille et des Aînés15）, 2007, p. 5）」

とされている。また，子どもの社会化に関して，親との対話が重要である点が指摘されている

（Ibid., p. 21）16） ように，職員と親との関わり合いが子どもの利益を考える上で必要であるという

立場にある。

　子どもの利益を考え，親との協働関係を結ぶ職員については「子どもに対する教育的託児サー

ビスに関する規則」の第 21条から第 23条に以下のように規定がある（執筆者訳）。
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第 21条  免許保有者は，施設での保育を保証するために存在する保育サービス従事者の最

小限の人数が，以下の割合を順守していることを確認しなくてはならない。5人以下の

18カ月未満の乳幼児に対して 1人の職員，8人以下の 18カ月から 4歳未満の子どもに

対して 1人の職員，10人以下の子どもまたは 9月 30日に 4歳から 5歳未満の子どもに

対して 1人の職員がいること，20人以下の 9月 30日に 5歳以上の子どもに対して，1

人の職員。

第 22条  資格を有するのは次のいずれかに該当する者，幼児教育法に関する大学基礎教養

および職業教育機関（CEGEP）の学位（DEC en TEE）やそれに相当すると省が認めた

資格（AEC, TESG）を保有している保育サービス従事者である。

第 23条  免許保有者は，保育サービス従事者の少なくとも 3人中 2人が有資格者であり，

保育サービスが提供される間，日々子どもの傍にいることを確認しなくてはならない。

もしも保育サービス従事者の人数が 3人以下である場合は，少なくとも 1人の従事者が

有資格者でなければならない。

　また，職員と協働する親およびそれに代わって子育てを担う者には，人権憲章第 41条により，

「自分の子どもの利益と権利を尊重する中で，自分の信仰に基づいて宗教および道徳的教育を求

める権利をもつ」とされている。先に挙げた宗教上の理由による食に関する妥当なる調整の例の

根拠として，職員と親との間で調整の義務が求められうることになるのである。

Ⅲ－2．保育施設の利用者からの ARの要求

　B－T報告書で，CPEにおける「法的調整」の例として挙げられたのは，A）の食生活に関わ

る事例のみであった。「人権と青少年委員会対乳幼児センター Gros Bec」の争いである。ただし，

原告側からの訴えは，2008年に B－T報告が提出された後に，ARの構成要件である「差別」が

存在しないと判断され，棄却された。つまり，食生活に関する問題は差別ではないとして，訴え

が退けられたのである。このような判断が下されたのは，Bossetの論考と同じように，ARの構

成要件に「差別」をおく B－T報告書（p. 63）の考えに沿ったためと考えられる。また，和解へ

の両者の取り組みの重要性が考慮されている点も強調されている。

　この事例で ARの必要性が発生した要因として推測できるのは，信仰の自由の尊重を目的とし

た ARを効果的に実施するために不可欠な，保護者と保育者との協働や相互理解である。この点

は ARの拡大の項で触れたルノー訴訟の理解を踏襲している。しかし，請求者である子どもに代

わる父親は，その ARを要求するための状況を満たすための努力を怠り，CPEや保育者に対して

敵対的で非協力的な態度をとり続けたとされている。よって，両者の協力体制が整わない限り，

ARの成立の要件は満たされないのである。また，請求者は保育サービスの直接の受益者である

子どもに代わってその父親である。就学前幼児は就学児童と異なり，宗教的信仰心の芽生えが判

然としない年齢であるという点で信教の自由に関して差別があったかどうかを提示することが困
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難であるとされており，差別が存在するとはみなされなかった。つまり，ARが成立するための

差別の要件が存在しないとされたのである。さらに，家族的文化を子どもに継承することは認め

るが，それを保育所職員にも尊重・実践するように保護者が CPEに求めることは，宗教中立的

な教育を行うべきであるとする CPEの本質に必ずしも一致せず，保育者が関わる仕事に「過大

な負担」となり得ることや，食事を個別化することによる子どもへの社会化という理念が疑問視

され，ARの要求は棄却されたのである17）。

Ⅳ．調整の論点

　この ARの訴えから先鋭化される問題の本質は何であろうか。家族には，親による家族的価値，

つまり，文化および宗教を伝える権利があり，それと施設保育という教育現場において調整する

場を設け，努力することが求められている。その 2つの領域（家族と施設）の衝突の例を見てき

たが，これから明らかになる点は，保育という行為による支援の方向性の多層性とそのあり方で

ある。1つの方向は「幼児の受け入れ」にもあるように，子どもの社会化，就学への橋渡しのた

めの発達を促進する支援であり，他方は，「子どもに対する教育的託児サービスに関する法律」

や「幼児の受け入れ」に記載されるように教育的託児サービスにおける親の参加や親と職員との

対話といった形をとる親との協働という親と教職員の関係構築にむけた行為である。実際に「調

整」が求められた事例は，親から子どもへの文化継承の権利であった。この点については，当時

の家族大臣 T. Tommassiは，保育施設とは「家族的価値の延長線上にあり」，「それぞれの親が選

択」して利用できる，と述べている18）。こうした家族的価値を尊重する意見がある一方で，実際

には，宗教中立的な教育を規定する就学教育と同じく，2011年から，乳幼児センターにおける

行動指針が施行されるようになった（資料 1および 2）。これにより，衝突に対するひとつの回

答が明文化され，社会的規準が求められた。

Ⅳ－1．対立する 2つの支援ベクトル：子どもあてと親あて

　それでは，親との関係から見た場合，親との協働とはどういった点から成り立つのであろうか。

親であることとは，3つの次元からのアプローチが可能である（Houzel, 2009）。親性の行使，親

性の経験，親性の実践である。親性の行使とは，主に親であることのアイデンティティに関わる

ことであり，親というシンボル的な行為および親権などに関わる行為のことである。親性の経験

とは，主観的にみて親であると思う行為を子どもに対して行い，それによって，親になっていく

過程のことである。親性の実践とは，日常的な子どもの世話に必要な行為として観察可能な家事

や育児などを示すものと定義されている。

　ARという調整法を親性という観点からみてみたい。すると，親との協働を通して行われる親

としての行為は，親性の行使と親性の実践が絡みあったものであると考えられるのではないか。

つまり，親による自分の家族の価値観もしくは文化を継承しようとするといった「家族」を伝え

る行為として，親の文化継承の権利を主張することは，親性の行使に当てはまる。Azdouz
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（2007）は，ARの請求者から親の権利を一時的に剥奪せずには子どもの権利を無視してしまう

状況がない限り，この請求者は親の立場を保持し，またそれに付随して，自らの宗教的信仰を自

らの子どもに伝達する権利をも保持することを主張している（p. 366）。そして，親性の実践の

面からは，子育てと就労を両立させることによって子育ての環境を維持するために施設を選択す

る権利があり，保育サービスへのアクセスが可能にならなければならない。前者の親性を行使す

る権利は施設側における「過大な負担」を要求する場合を除いては，保障され，それによって，

親性の実践としてサービスを利用することが可能になり，自発的に公的サービスからおりること

にはならない。一方で，過大な負担のために希望するようにならなかった場合は，説明の機会が

十分に用意されることが求められるのである。しかし，実際にはどれほどのコミュニケーション

が可能になっているのかは確かではない19）。

　この乳幼児センターにおける ARの事例が示すのは，親あての方向性と子どもの利益が公的領

域において衝突することと，親性の次元を分けて認識し，親との協働が不可欠であることである。

Ⅳ－2．日本における保育所保育

　このケベックの ARの事例から，日本の課題は把握できるのだろうか。

　日本においても外国に縁をもつ子どもたちの増加により，多文化教育に関心が高まっている。

多文化保育論の中で，支援のあて先を子どもとして，乳幼児期からの異文化間教育の必要性を子

どもの発達支援から捉え（松尾，2006），文化の適応（ajustement）から子どもの発達のなかで

捉えることの重要性が指摘されている（荻原，2008）。

　日本の保育士の役割は，児童福祉法および保育所保育指針によれば，子どもの保育と親への支

援であり，保護者の苦情などに対し，その解決を図るように努めることも求められている。それ

にも拘わらず，異文化を背景とした子どもあての研究が蓄積される一方で，その親への支援およ

び協働に関する取り組みやその調査研究はまだ多くない。

　保育所保育では，保育所保育指針第 7章に指摘されるように，必要な知識及び技術の修得，維

持及び向上に努め，地域の関係機関との連携を図ることが求められていることから，子どもあて

と親あての支援の接合点と相違点を，親性をもとに解きほぐすことで，社会的文脈にそった知識

を修得することが多文化を背景にした場合の調整方法には必要になってくると思われる。異文化

を背景とした場合に家族が直面する制度的問題や，支援及び協働のネットワークを理解する知を

保育士養成課程へ組み込むことも考えられる。そして，その具体的な研究作業として，ケベック

における保育士養成課程における異文化教育の取り組みを整理することが可能であろう。

Ⅴ．まとめと今後の課題

　本論文では，ARの拡がりと，保育の現場でおこった調整の活用事例をみた。そこから分かっ

たのは，保育という子どもの利益を考える現場において，親の文化継承の権利との衝突が起きる

ということである。同時にそれは，親性の行使および実践という親性の次元の出来事であり，そ
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れぞれの文脈にそって，過大な負担を避けながら，ARを社会システムに取り込んでいくことの

必要性が伴ってくるという考え方であった。我が国における保育士に要請される役割も，子ども

および親への支援および親との協働が求められている。我が国における異文化教育に関する研究

は，主に，子どもの文化への適応ということに視点をあてた研究が先行し，親への支援や親との

協働の姿がみえにくく，また職員や関係機関によるそれへの対応が明らかになってはいない。一

方，ケベック州においては，親と職員との関係に関する調査研究は小学校以降をフィールドを中

心として研究蓄積がある。また，乳幼児センターにおける職員と親との協働に関わる研究は，親

あての方向性を分析した研究として近年になって注目されており，親との協働を類型化した研究

もある（Vatz Laaroussi et Messé Bessong, 2008）が，異文化を背景にしたものではない。異文化

を背景としたものとしては，まずは参加しない家族の現状を把握することが中心的研究課題であ

ることが指摘されており（Conseil des relations interculturelles, 2010），サービスの利用やニーズ

に関する調査が主体である（Patriciu, 1997, Bernhad, Lefebvre, 1997, Audet, 2008, Lenoir et al., 

2008）。提供されるサービスにまで辿り着けない家族の訴えは，言語や民族に由来した差別とし

て本人には実感されるが，実際には取り残されてしまうケースとして扱いきれない点での限界も

ある20）。

　これらの点を踏まえて，今後の課題について 2つの方向性から取り組みたい。1つ目の方向性

として，本論文で確認した ARの拡がりとの関連で語られる親性レベルを扱う親支援や親との協

働が挙げられる。2つ目は，社会化レベルで扱われる子ども支援の方向性である。これら 2つの

方向性から，日本およびケベック州における具体的な取り組みを再検討することである。例えば，

ケベック州における，親支援プログラムや日本における苦情解決に関する運営適正化委員会での

実践を比較検討すると同時に，保育士養成課程の中への ARの導入方法を把握することによって，

多文化社会における親支援や親との協働および子どもの社会化支援の方向性を探ることである。

注

1）日本語訳としては「合理的配慮」が定着しているが，本論文では，文化的背景を問題化する場
合に触れるため，「リーゾナブル・アコモデーション」のままにし，略記「AR」としておいた。

2）ケベックは政策上，interculturalismeであることを主張していることから，ここでは多文化で
はなく，間文化という訳を使用している。

3）本報告書は，300頁余りの完全版と 100頁程度の要約版の二つの形態で公表され，要約版は
2011年に日本語訳が刊行された。

4）第 20条　職業上必要な態度もしくは質に基づいた区別，排除あるいは選好，または非営利団
体や特定の民族グループの福祉のみを目的とする団体の慈善的，博愛的，宗教的，政治的もし
くは教育的性格によって正当化された区別，排除あるいは選好は，非差別的であるとみなされ
る。

5）つまり，単に既存の平等を保護・維持するのではなく，未来における平等の実現をも想像して，
時には事前にその侵害を予防するのである。概念，実践，倫理における想像する力が ARの性
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質として挙げられている。
6）1978年に ARがカナダに輸入されたのは，シク教徒がキルパンを持って労働を行う権利にお
いてである。ただ，実際に差別の認定がされたのは，1985年に，宗教上の理由から日曜日に
労働しない権利を訴えたこの事件においてであった。（B－T報告書，p. 161，注 2．）

7）ケベック州で初めてアコモデーションという概念が文化および宗教との関連性をもつものとし
て導入されたのは 1990年の移民統合政策に関する報告書においてである。

8）本事件は，2010年に提出された「94法案」にも繋がる問題を提起するものであった。とはい
え，今日も全く本法案の成立の目途が立っておらず，改めて ARの定義のみならず，その手続
きや実施の難しさが露呈した状態にある。この 94法案は，CPEの職員にも関連する内容であ
る。

9）その合理的な程度とは，ARに内在する限界として，理解される。
10）労働法典（Code du travail）によって，アソシエーションを結成する（結社の）権利が認めら
れており，この権利は，先の「ケベック自由と人権憲章」および「カナダ自由と人権憲章」に
記載されている。このアソシエーションは，労働法典によって承認をうけた組合が労働者を代
表して労働協定について交渉し，締約することができる。

11）既に 96％がフランス語でのサービスを提供している。
12）CPEおよび補助を受ける私立託児所に適用される。
13）MFAの HP上で公開されている行動指針と行動規準の全訳である。また括弧内は，参照に関
するもの以外は，筆者による補足説明である。斜線記号「／」は，訳語を複数付すべきである
と判断された場合に利用した。

14）http://www.jugements.qc.ca/（最終閲覧日 2012年 9月 26日）
15）2012年 9月 19日より従来の高齢者部門は健康・社会サービス省へ編成されていおり，2012年
現在では，Ministère de la Familleである。

16）（筆者訳）親との会話は，まず保育従事者や RSG（家庭的保育サービス責任者）に，子どもの
家族の現実や，趣味，関心分野，習慣という子どもの特性を認識し，把握することを可能にす
る。［中略］これらの議論は，彼らがお互いの能力を発揮する際に，相互に支え合うことを可
能にする。［中略］調査研究が証明するのは，親と保育者または RSGとのこのようなパートナ
シップは，子どもにとっても，親や保育サービス従事者にとっても，多くの有益な効果をもた
らすということである。長期的に見て，このパートナーシップは，例えば親が将来的に学校環
境と築くであろう関係の質に影響を与えることさえありうる。この関係の質は，子どもが学校
生活をうまくすごすことを容易ならしめるものである。（P. 21）

17）Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Centre à la petite enfance 

Gros Bec （2008.05.29）
18）2010年 3月 8日テレビ番組「MONGARIN」における「宗教的活動を行う保育所への補助金問
題」に関するインタビュー
http://tvanouvelles.ca/video/en-vedette/les-dernieres-nouvelles/8805187001/le-ministre- 

tomassi-reagit/71009296001（最終閲覧日 2012年 9月 26日）
19）筆者が 2010年に行った保育士へのインタビューで語られた内容である。
20）Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse c. Bilodeau, （2005.10.12），中

国出身の家族の子どもが家庭的保育所の入所を拒否され，子どもがフランス語を全く理解でき
ないことを理由とする差別であるとする訴えである。家庭的保育所へ入所前の段階であり，説
明の時間はとられたが，待機児童の入所が滞ってしまったケースであり，言語による差別であ
るとはみなされなかった。しかし，訴えた家族は言語的差別であるという誤解を持った例であ
る。
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資料 1．「行動指針」

DIRECTIVE  Activités ayant pour objectif l’apprentissage d’une croyance, d’un dogme ou de la pra-

tique d’une religion spécifique dans un centre de la petite enfance ou une garderie subventionnée.

行動指針　 CPE（乳幼児センター）もしくは補助を受ける私立保育所における，特定宗教の信仰，

教義あるいは実践の学習を目的とした活動

目　　的

　行動指針は，国より補助金を受給する保育サービスが，特定宗教の信仰，教義あるいは実践の

学習を目的とした活動を除外しなくてはならないことを規定する。

　行動指針の目的は，社会的出自，民族あるいは宗教的所属による区別なしに，共生の学習を通

じたケベックの児童たちの統合を奨励すること，さらに CPEまたは補助を受ける私立保育所に

少ない負担金で通園することを誰にでも可能にすることである。

適用領域

　行動指針は，CPE免許所有者，及び教育的保育サービスに関する法律の第 92条において規定

された補助金協定に調印することで補助金を受給する私立保育所を対象としている。

補 助 金

　教育カリキュラムにおいて，児童への特定宗教の学習を目的とした活動を提供する CPEまた

は補助を受ける私立保育所は，親の利用料負担減額プログラムの一環としての補助の認可を与え

られない。

　たとえば，以下のような場合，親の利用料負担減額プログラムの一環としての補助は与えられ

ない。

・ 児童の入園許可が，特定宗教の信仰，教義あるいは実践の学習と連結しており，またそれら

と関連する活動が，当該宗教と関連する知識の習得を目的としたカリキュラムを含んでいる

場合

・ 特定宗教の信仰，教義あるいは実践の学習に児童が取り組むよう仕向けるために，反復的に，

何らかの活動が行われる場合

・ 児童と教職員（personnel éducateur）との教育上の交流が，児童に特定宗教の信仰，教義あ

るいは実践を植え付けるという，持続的な意思を反映している場合

 　但し，行動指針は，以下の事柄を妨げようとする訳ではない。

・ 暗示的に宗教を意味する祭事と関連した個別の文化的表示，もしくは何らかの宗教的伝統を

起源に持つ祭事と関連した個別の文化的表示

・宗教的な戒律もしくは伝統に基づいた食品規定
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・文化的及び宗教的な現実の多様性を反映することを目的とした活動プログラムの設定

・慣習から着想を得たテーマをもつ活動への参加

制　　裁

　行動指針を遵守しない CPE免許所有者または補助金協定に調印した私立保育所免許所有者は，

教育的保育サービスに関する法律の第 97条（付則 A）において規定された制裁を受ける。

付則 A

　教育的保育サービスに関する法律の第 97条

　以下のような場合，大臣は認可された補助金を無効にする，もしくは減額することができ，さ

らに補助金の支払いを全体的にもしくは部分的に中断することができる。

第 1項 受給者が，権利なく補助金を受給する場合

第 2項 受給者が，補助金協定に従うことを拒否もしくは無視する場合

第 3項 受給者が，第 57条から第 65条における規定に従うことを拒否もしくは無視する場合

第 4項  受給者が，本法の適用に際し本人に課される費用の総額を，大臣に支払うことを拒否も

しくは無視する場合

第 5項  公的資金に基づいた補助金を受給する組織に適応される正常な運営管理の規則と相矛盾

する行為を受給者が行う，もしくは受給者が補助金受給を認められた目的以外の目的で

それを使用する場合

第 6項  受給者が，留保もしくは忌避理由を含んだ決算報告を行なったり，大臣の意見により更

生が必要と認められたりする場合

第 7項 受給者が，第 86条及び第 86条第１項の規定に違反する場合

第 8項  受給者が，第 98条に適応した更生計画の作成を拒否もしくは無視する場合，または第

98条に従うことを拒否もしくは無視する場合

　もし受給者がこれまでに不適合判定の対象となったことがない場合，大臣は，最初の段落で規

定された措置を適用する前に，受給者が観察所見を提出するまでに少なくとも 10日間の猶予を

与える。
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資料 2．「行動規準」

GUIDE  d’application de la Directive relative aux activités ayant pour objectif l’apprentissage d’une 

croyance, d’un dogme ou de la pratique d’une religion spécifique dans un centre de la petite enfance 

ou une garderie subventionnée.

行動規準　 CPE（乳幼児センター）もしくは補助を受ける私立保育所における，特定宗教の信仰，

教義あるいは実践の学習を目的とした活動に関わる行動指針適用の際の行動規準

導　　入

　宗教的性格をもった学習を教育的保育サービスから除外するために，そのサービス活動を指導

することを目的として，家族高齢者省（Ministère de la Famille et des Aînés, MFA）は，CPEま

たは補助を受ける私立保育所における，特定宗教の信仰，教義あるいは実践の学習を目的とした

活動に関する指導方針を作成した（以下の行動指針を参照）。

　ケベック州における保育サービスは，組織化された巨大なサービス網を成しており，毎年 20

億カナダドルを超える公的融資を受給している。この点からいって，ケベックにおける保育サー

ビスは，幼児／児童の総合的な発達のための主要な共同手段である。保育サービス従事者は，包

括的なアプローチから他者への好奇心や差異の尊重を促す学習活動を提供することによって，今

日のケベックにおける多民族的構成を考慮に入れなくてはならない。

　本文書は，行動指針の適用方法を明確化することを目的とする。ここでは行動指針の主要な規

定が再録され，適用方法の幾つかの基準が提示され，また行動指針の対象とする宗教的表示が明

示される。

1．行動指針

　行動指針は，国より補助金を受給する保育サービスが，特定宗教の信仰，教義あるいは実践の

学習を目的とした活動を除外しなくてはならないことを規定する。行動指針の目的は，社会的出

自，民族あるいは宗教的所属による区別なしに，共生の学習を通じたケベックの児童たちの統合

を奨励すること，さらに CPEまたは補助を受ける私立保育所に低料金で通園することを誰にで

も可能にすることである。

　行動指針は，CPE免許所有者，及び教育的保育サービスに関する法律の第 92条において規定

された補助金協定に調印することで補助金を受給する私立保育所免許所有者を対象としている。

1.1.　範囲と限界

　行動指針は，CPEまたは補助を受ける私立保育所における，以下のような状況を回避させる

ものである。

・ 児童の入園許可が，特定宗教の信仰，教義あるいは実践の学習と連結しており，またそれら
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と関連する活動が，当該宗教と関連する知識の習得を目的としたカリキュラムを含んでいる

場合

・ 特定宗教の信仰，教義あるいは実践の学習に児童が取り組むよう仕向けるために，反復的に，

何らかの活動が行われる場合

・ 児童と教職員（personnel éducateur）との教育上の交流が，児童を特定宗教の信仰，教義あ

るいは実践を植え付けるという，持続的な意思を反映している場合

　行動指針は，以下の事柄を妨げようとする訳ではない。

・ 暗示的に宗教を意味する祭事と関連した個別の文化的表示，もしくは何らかの宗教的伝統を

起源に持つ祭事と関連した個別の文化的表示

・宗教的な戒律もしくは伝統に基づいた食品規定

・文化的及び宗教的な現実の多様性を反映することを目的とした活動プログラムの設定

・慣習から着想を得たテーマをもつ活動への参加

2．適用の基準

　行動指針の適用は，以下に提示される様々な基準に基づく。

2.1.　教育的保育サービスに関する法律

　教育的保育サービスに関する法律の規定は，行動指針の実施方法を枠付けるものである。

　本法の目的は，特に以下の点にある。保育サービスを受ける児童，とりわけ特定の必要性を有

する児童や社会経済的に不安定な状態にある児童の健康，安全，発達，福祉，機会の平等を確保

するため，本法の対象となる保育サービス従事者によって提供される，教育的保育サービスの質

を向上することである。

　より明確には，本法の第 5条は，以下の点を規定している。教育的保育サービス従事者は，児

童のあらゆる次元における人格発達，とりわけ情緒，社会性，道徳，認知，言語，身体及び運動

といった面における児童自身による人格発達を可能にすること通して，さらに児童が漸進的に共

同生活に適応し，協調性をもってその生活に統合することを可能にすることを通して，児童の総

合的発達の奨励を目的とした活動を含む教育カリキュラムを実施しなくてはならない。

2.2.　多様性への開かれを視野に入れた共生学習

　社会生活とは，多様性に開かれた状態において，共通の価値を共有することを前提とするもの

である。したがって，行動指針は，共生学習を通してケベックの児童を多様性への開かれという

目標に組み入れることを奨励すること，さらに CPEまたは補助を受ける私立保育所に少ない負

担金で通園することを誰にでも可能にすることを目的とする。このような観点から，CPEまた

は補助を受ける私立保育所の職員は，ケベック社会に存在する宗教的多様性に開かれていること
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を示さなくてはならない。

2.3.　幼児／児童における学習

　行動指針は，明確には，児童のための学習活動を対象とする。学習という概念は，特に以下の

2つの要素を基礎としている。

・児童は自らの発達の第一主導者である。

　児童は自らの発達の第一主導者であることを基礎づける原理とは，児童は探索，相互行為，

観察及び聴取を介して学習するということである。活動的／能動的な学習が重要なのである。

・児童は遊びを通して学習する。

　遊戯は，児童が自己表現し，学習し，発達していく際の主要な手段である。遊戯はいくつか

の機能を有する。すなわち，感覚的な発見をさせること，運動の器用さを高めること，環境に

働きかけたり，新しい社会的役割を実験的に演じたりすることを可能にすること，選択をした

り，自律性／自立性，創造性，自信を発達させたりすることを教えること，といった機能を有

する。

　一般的に，4つのタイプの遊戯が知られている。

練習の遊戯

象徴的遊戯

規則の遊戯

組み立ての遊戯

　これら様々なタイプの遊戯により，児童は学習することが可能になるのである。

2.4.　宗教学習の要素の累積

　行動指針は，CPEまたは補助を受ける私立保育所に通う児童たちが，宗教学習に至る活動に

反復的に従うことがないようにすることを目指している。行動指針では，「宗教学習」という言

葉は，特定宗教の信仰，教義及び実践を植え付けることを目的とする活動に，児童が反復的に従

うことを意味する。或る宗教的表示はそれ自体で宗教学習に至ることがありうるが，別の宗教的

表示はこのような学習に貢献することがある。

2.5.　活動を主導する人物及び活動の対象となる人物

　教職員（personnel éducateur）の役割とは，児童の学習を枠付け，指導し，寄り添うことであ

る。

　行動指針の適用の際は，宗教的活動を主導する人物及び活動の対象となる人物を考慮しなくて

はならない。
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　特定宗教と連結した宗教的表示は，教職員の主導で行われ，この職員により促進あるいは監督

され，さらに（その表示が）児童に向けられた場合は，宗教学習の活動であるとみなされる。

　しかし，個人的目的で，児童もしくは教職員の一員の主導で行われる宗教的表示は，宗教学習

の活動であるとはみなされない。

3．宗教的表示（宗教の表示のされ方）

　様々な宗教的表示が，保育サービスにおいて現れることがある。以下に主要な宗教的表示を提

示する。特定宗教の学習のコンテクストとは，宗教的表示の存在であることを想起しておこう。

3.1.　教育カリキュラムにおける（宗教）学習活動

　CPEまたは補助を受ける私立保育所の教育カリキュラムに，公式にせよ非公式にせよ組み込

まれた宗教学習の活動が存在することは，特定宗教に連結する信仰，教義，実践を児童に植え付

けようという当該保育サービスの意思を表している。

3.2.　宗教的実践 ― 祈り，讃美歌，教典の読書／朗読，宗教に関わる振る舞い，祝福

　保育サービス従事中の祈り，讃美歌，教典の読書／朗読，宗教に関わる振る舞い，祝福といっ

た宗教的実践の問題は，以下の 2つの形で現れる。まず，児童もしくは職員の一員が個人的に，

祈り，讃美歌，祝福を行うことは，他の児童に対する宗教学習の活動とはみなされない。職員向

けの礼拝場所があることも，同様に児童に対する宗教学習の活動とはみなされない。

　それとは異なり，CPEまたは補助を受ける私立保育所の職員の一員が，児童に特定宗教に連

結した信仰を植え付けるために，祈り，讃美歌，祝福を主導，促進及び監督し，またそれらを記

憶させ，暗唱させること，もしくは職員の一員が司祭／牧師や親を招きそのような活動をさせる

ことも，宗教的学習の活動であるとみなされる。

3.3.　宗教的物品

　CPEまたは補助を受ける私立保育所における宗教的物品の存在は，様々な方法で判断されな

くてはならない。CPEまたは補助を受ける私立保育所が，児童の視界や手に取れる範囲で，宗

教的物品を配置もしくは陳列することは，屋外の遊戯場も含めて，必ずしも児童を宗教学習に組

み入れる意思を表している訳ではないが，しかしそれに貢献することはありうる。それとは異な

り，複数の宗教的物品が（すでに）存在し，CPEまたは補助を受ける私立保育所がさらに他の

宗教的表示を行うならば，宗教学習の活動であるとみなされる。

　CPEまたは補助を受ける私立保育所の建物の外部に置かれた宗教的物品は，宗教学習に貢献

する要素とはみなされない。宗教的物品の存在が保育サービス従事者の意思に属していない場合

は，なおさら宗教学習に貢献する要素とはみなされない。

　いずれにせよ，CPEまたは補助を受ける私立保育所の内部もしくは外部に設置されたあらゆ
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る宗教的物品は，職員や職員に依頼された司祭／牧師もしくは親によって，宗教的学習のために

利用されることはできない。

3.4.　司祭／牧師

　CPEまたは補助を受ける私立保育所における司祭／牧師の存在は，司祭／牧師が宗教学習以

外の理由でそこにいる限りにおいて，行動指針が目指す目的と対立するものではない。これは教

育的保育サービスに関する法律を尊重しているためである。

　とはいえ，司祭／牧師が CPEまたは補助を受ける私立保育所において，宗教的な側面に関し

て児童に働きかけることは，宗教学習の活動であるとみなされる。

3.5.　芸術的活動

　行動指針の適用という観点からするなら，工作，ごっこ遊び，唄などの芸術的活動は，特定宗

教に連結した信仰を植え付けるために CPEまたは補助を受ける私立保育所の職員が主導して組

織された活動であるならば，宗教学習に貢献することがありうる。

3.6.　宗教的祭事

　CPEまたは補助を受ける私立保育所における宗教的祭事の問題は，2つの側面で現れる。一方

で，暗示的に宗教を意味する文化的表示は，それ自体では宗教学習に至る活動ではない。実際，

宗教的起源をもつ複数の祭事においては，文化的側面が顕著であり，時には大部分において，こ

の文化的側面が宗教的次元に取って代わるまでになる。行動指針は，宗教学習に至る活動と関連

しない場合には，保育サービス従事者がこれらの祭事の文化的側面に連結した活動を提供するこ

とを妨げるものではない。

　他方で，宗教的祭事に連結した宗教的実践または儀式を反復的に準備し，祝うことは，特定宗

教に特有の実践を児童に植え付けることに貢献する方法となり，これを理由として，宗教学習の

活動であるとみなされる。

3.7.　食品規定

　或る宗教では，保育サービス従事者によって提供されうる特別な食品規定を定めている。行動

指針の本文では，当該行動指針が宗教的戒律または伝統に基づく食品規則の存在を妨げようとす

るものではないことを明示している。たとえば，CPEまたは補助を受ける私立保育所において，

宗教的見解を考慮した食品を提供することは，行動指針と対立しない。とはいえ，言葉または振

る舞いによって，児童に対して食品上の宗教的戒律を認識させようと仕向けることは，宗教学習

の活動とみなされる。
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1－はじめに

　アメリカのサブプライムローン問題をきっ掛けに，世界的金融危機は欧州を中心に不況の連鎖

反応を引き起こし，PIIGSと総括されるポルトガル，アイルランド，イタリア，ギリシャ，スペ

インの各国を財政危機に落としいれた。財政悪化に陥ったポルトガルは，2011年 5月，財政資

金調達に支障をきたし，アイルランド，ギリシャに引き続き欧州連合側から金融支援を受ける 3

番目の国となった。2012年の年明け早々に，格付け会社，スタンダード・アンド・プアーズ

（S&P）による欧州各国の格下げ評価の中，ポルトガルのランクは投機的水準と言われる BBへ

と格下げされた。

　ことの発端は，2011年 3月 23日，社会党が議会に提出した財政再建のための「第 4次安定・

2011年のポルトガル解散総選挙とその後の緊縮政策

廣　瀬　忠　昭

目　次
1－はじめに
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〈Sumário〉
  No âmbito da crise financeira que assola a Europa, Portugal foi o terceiro país a solicitar 

o resgate financeiro à União Europeia, a seguir à Irlanda e à Grécia. Na génese deste pedido 

de ajuda e da dissolução do Parlamento que levou a eleições antecipadas esteve o quarto 

Programa de Estabilidade e Crescimento （PEC IV） para os anos 2011-2014, apresentado pelo 

então primeiro-ministro Sócrates, do Partido Socialista （PS）, e rejeitado pelos partidos da 

oposição.

  As eleições legislativas que sucederam ao chumbo do PEC IV e dissolução do 

Parlamento foram ganhas pelo Partido Social Democrata （PSD）, que formou governo coliga-

do com o CDS-Partido Popular （CDS-PP）. O novo governo aprovou o pedido de resgate fi-

nanceiro de 780 milhões de euros efectuado pela administração anterior, conhecido como 

Memorando de Entendimento （Memorandum of Understanding-MoU） da Troika.

  O presente artigo tenta verificar o processo de medidas de austeridade tomadas até hoje 

pelo novo governo, no sentido de reorganizar as finanças públicas, e analisar as perspectivas 

de futuro do país.
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成長計画 2011年－2014年」が野党によって否決されたことによる。ソクラテス首相の辞任，議

会解散に追いこまれた暫定内閣は，外部の金融支援なくして再建はありえなくなったと判断し欧

州連合に金融支援を要請した。

　解散選挙に勝利し 3年間で 780億ユーロの金融支援を受けるという「対ポルトガル支援覚書

（MoU）」を引き継ぐことになった社会民主党は，民主社会中道・人民党と連立政権を樹立，緊

縮政策を推し進めてきた。新政権樹立後 1年 4ケ月が経過したが，ポルトガルは財政を立て直し

2013年には市場に復帰できるのであろうか。本稿の目的は，今日までポルトガル政府がとって

きた財政再建のための緊縮政策を検証し，今後の財政再建の道を模索することにある。

2－「安定・成長計画」とソクラテス首相辞任

　2009年 9月 27日に実施された共和国議会選挙で，社会党は 36.56％の得票率で勝利し 97議席

を獲得したが，230を有する共和国議会定数の絶対過半数にはほど遠く，ジョゼ・ソクラテス首

相にとって前途多難な政権の船出となった。選挙後には連立政権樹立に向け他党との協議を重ね

たが合意は得られず，9月 22日，第 2次内閣を発足させた1）。

　翌 2010年 2月 10日には，反対する社会民主党，及び民主社会中道・人民党による投票放棄に

より 2010年予算案が議会を通過。そうした中，ポルトガルの国家財政の悪化，財政危機問題を

引き金に，議会解散の可能性が話題となり始めたのは第 2次社会党政権樹立 6ケ月後の 3月頃か

らである。

　ソクラテス内閣は，2010年 3月から 1年間の間に 1次から 4次に至る「安定・成長計画

（PEC）」を発表し国家財政の立て直しを試みようとしていた。3月 15日，「第 1次安定・成長計

画 2010年－2013年2）」の草案を議会に提出。その目標は財政赤字の国内総生産比を規定値の 3％

以内に抑えるよう，2011年には 6.6％，2012年には 4.7％，2013年には 2.8％に段階的に引き下

げようというもので，その主な対策は次の 9点であった。与野党間で議論が重ねられたが，26

日の採決においては社会民主党が投票を放棄，残りの野党，民主社会中道・人民党，左派ブロッ

ク，ポルトガル共産党，エコロジスト・緑の党の議員が反対票を投じたが，賛成 97，反対 52の

投票結果により議案は承認された3）。

支出部門

1）Lisboa-Porto，及び Porto-Vigo間の超高速鉄道（TGV）建設工事を 2年間延期する

2）公益企業への投資を削減する

3）公務員の給与を 2013年まで凍結する

4）失業者手当支給期間の延長，若年層雇用補助金を取り消す

5）納税者の控除額，恩恵額に上限を設ける

6）2013年までに社会保障を 0.5％削減する
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収入部門

1） 年収 15万ユーロを超える納税者を対象に，個人所得税の新たな税率表を作成し 2013年ま

で適用する

2）1年以上に渡り株式を所有する納税者は 20％の税金を納入する

3）債務を削減する最重要課題として公益企業を民営化し，歳入 60億ユーロを目指す

　その後の 4月 17日，ソクラテス首相は，社会民主党が出した「第 1次安定・成長計画 2010年

－2013年」見直し案を拒否し，2010年中には付加価値税を含む増税を行わないと明言していた

が，5月 13日には記者会見を開き，付加価値税，個人所得税，並びに法人税の引き上げについて，

11日には社会民主党との間で合意に達したこと，また閣僚会議においても承認されたことを明

らかにし，歳出削減や公務員給与の削減に頼る当初の緊縮財政策に代わり，すべての納税者に負

担を分け合って欲しいと訴え，2009年の財政赤字 9.4％（国内総生産比）を 2011年末までに

4.6％に引き下げると宣言した。その追加財政緊縮策となった骨組みをまとめると次のようにな

る4）。

1）建設予定の新リスボン空港，第 3テージョ川新橋などの大型公共事業の延期

2）新規の高速道路建設認可を延期する

3）内閣構成員，高級公務員の給与を 5％削減する

4）公務員の新規採用を規制し，退職者 2人につき 1人の新規採用を行う

5）公務員の退職年齢を 2012年－2013年の間は 65歳に引き上げる

6）家族手当等の社会手当を 2013年まで凍結する

7）年末のクリスマスボーナスに特別課税をかける

8）最低生活保障のための予算を削減し，保障額に上限を設ける

9）国の医療経費出費を管理，監視する

10） 付加価値税を 20％から 21％に引き上げる。ただし，食料・医薬品などの生活必需品は最

低税率 5％から 6％に，ワイン・保存食品などの特定品目は中間税率 12％から 13％に引き

上げる

11） 個人所得税は，2,375ユーロ（最低賃金 475ユーロの 5倍）以上の所得者に対しては 1.5％，

それ以下の所得者に対しては 1％引き上げる

12）15万ユーロを越える所得に対して 45％課税する

13）大企業の法人税を 27.5％に引き上げる

　社会党と最大野党の社会民主党の亀裂が大きくなり始めたのは，11月に予定される 2011年国

家予算の編成を迎える 9月，10月頃からである。7月に入り付加価値税の最低税率 5％を 6％に，

中間税率 12％を 13％に，一般税率 20％を 21％にそれぞれ 1％ずつ引き上げたばかりであるが，

国債の保証コストが上昇し過去最高を記録したことを背景に，経済協力開発機構からの増税示唆

を受け，政府は国民に追い打ちを掛けんばかりに，10月 29日には，2011年 1月より公務員の給
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与を平均 5％カットし，付加価値税の一般税率を更に 2％引き上げ 23％にするという追加財政再

建策を決めた5）。

　増税を柱とする，総額 718億 6,100万ユーロの「2011年国家予算」がテイシェイラ・ドス・サ

ントス財務相によって議会に提出されたのは 10月 16日である6）。財務省による財政収支報告に

よれば，2010年の財政赤字額は 142億 7,830万ユーロに達していた。野党の社会民主党は，ソク

ラテス首相に対して，来年の追加的な増税を避けるよう要求したが，政府は歳入の増加なくして

財政赤字削減目標の達成は不可能だと主張。政局が行き詰まりを見せ始めるのはこの増税問題の

是非をめぐってである。

　その後，23日に始まった社会党と社会民党間の予算交渉は，テイシェイラ・ドス・サントス

財務相と社会民主党を代表するエドゥアルド・カトロガ元財務相の間で続いたが，29日には協

議が決裂。翌 30日にはパッソス・コエーリョ社会民主党党首は公式声明を発表し，大局的見地

から混乱を避けるため予算案に合意するが，予算案承認投票を棄権すると表明。社会民主党は，

建前上「増税反対」という姿勢を示しているが，多くの国民の目には本音はソクラテス首相を辞

任に追い込み政権交代を目論んでいると映っていたはずである。こうして，翌月の 11月 6日，

2011年の財政赤字を国内総生産比で 4.6％に削減することを目指す「2011年国家予算」は議会に

おいて社会民主党が政府との合意に基づき投票を棄権し，その他野党が反対票を投じる中，社会

党議員 96名（1名欠席）の賛成票でもって可決された7）。カヴァッコ・シルヴァ大統領により

2011年の国家予算が公布されたのは年末の 12月 30日であった。

　翌 2011年 3月 10日，左派ブロックによって提出された政府不信任動議は，社会民主党と民主

社会中道・人民党が投票を棄権したため，ポルトガル共産党，エコロジスト緑の党からの賛同し

か得ることができず解散には至らなかった8）。議会解散という政治危機の嵐が吹く中，21日にソ

クラテス内閣は追加財政策として，2011年の国内総生産の成長を 0.2％，2012年には 0.3％，

2013年には 0.7％，2014年には 1.3％を目標とする「第 4次安定・成長計画 2011年－2014年」

を議会に提出。首相は SICテレビ局のインタビューに答え，「第 4次安定・成長計画 2011年－

2014年」が承認されなかった場合は首相を辞任すると明言9）。

　ソクラテス首相は政治危機，早期の解散選挙，金融支援要請を回避しようと赤字削減策につい

て野党側と話し合う姿勢を示していたが，コエーリョ社会民主党党首は追加緊縮策が政府の構造

改革の度重なる失敗の結果だとして，23日，「第 4次安定・成長計画 2011年－2014年」に反対

する決議案を議会に提出。これに全野党が賛成票を投じた結果，「第 4次安定・成長計画」は否

決10）。ソクラテス首相は当日の午後 9時過ぎにはカヴァッコ大統領に辞任届を提出し，国民に対

してはテレビを通して辞任の意志を伝えた11）。1月 23日の大統領選挙実施後に，政府を解散に

追いやるというシナリオは，当初から社会民主党が描いていたものであると考えざるをえない。

3－議会解散と EUへの金融支援要請

　首相より辞任表明を受けたカヴァッコ大統領は，早速，25日には解散総選挙を実施すべきか
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どうかについて各党の代表者達と協議すると表明し，新政権が樹立するまでの間は暫定政権とし

て施政を継続するように伝えた。

　25日，大統領官邸（ベレン宮殿）にて大統領は社会党，社会民主党，民主社会中道・人民党，

ポルトガル共産党，エコロジスト緑の党の 6党の代表者達から意見を聴取。全ての政党が解散選

挙を望んでいること，並びに選挙日として，民主社会中道・人民党は日にちにこだわらない，社

会民主党が 5月 29日を，その他政党が 6月 5日を希望していることを確認した。

　引き続き 31日に，大統領は共和国憲法第 145条の a）項の「国家評議会（Conselho de 

Estado）は，共和国議会の解散，並びに自治地域の立法議会の解散について意見を具申す 

る」12） に基づき，国家評議会のメンバーを大統領官邸（ベレン宮殿）に招集13）。召集されたのは

憲法の 142条（国家評議会の構成）に規定されている次の 19名である。

　ジャイメ・ガマ（共和国議会議長），ジョゼ・ソクラテス（首相），ルイ・モウラ・ラーモス

（憲法裁判所長官），アルフレッド・ジョゼ・デ・ソウザ（オンブズマン），カルロス・セザール

（アソーレス諸島自治政府の長），アルベルト・ジョアン・ジャルディン（マデイラ諸島自治政府

の長），ラーモス・エアネス（元大統領），マリオ・ソアーレス（元大統領），ジョルジェ・サン

パイオ（元大統領），大統領が任命した 5人の市民，並びに共和国議会が比例代表の原則により

任命した 5人の市民。

　大統領は，第 2期大統領就任後，最初の国家評議会を開催するにあたりまず自分が任命した有

識者 5人の就任式を執り行った。こうしてカヴァッコ大統領にとって第 7回目の国家評議会は始

まった。評議会の内容は公にされていないが，午後 3時過ぎに始まった評議会は 3時間以上続き

閉会したのが 6時 15分であった。

　夜 8時半，カヴァッコ大統領は大統領官邸（ベレン宮殿）よりテレビ放送を通じ国民に向け声

明を発表14）。その冒頭において，首相が提出した辞任届を受理すること，共和国議会を解散する

こと，解散選挙は 6月 5日に実施することの 3点を明らかにし，国家は社会危機，財政危機の中

に立たされているが，この行き詰まった局面を打開し，より良い国家の将来を子供達のために築

いていくには，今，国民が一緒にこの難局を乗り越えていかねばならないと力強い口調で言明し

た。

　大統領が「共和国議会解散命令」に署名をしたのは，1週間後の 4月 7日。欧州単一通貨ユー

ロ圏で財政危機国の首相が辞任，解散選挙に追い込まれたのはアイルランドに続いて 2カ国目。

10年もの国債の利回りが 8％近くに達し，4月から 6月にかけて合計約 92億ユーロに上る多額

の国債償還が待ちかまえる中，議会の解散により 2ケ月に及ぶ政治空白が生じることで，近々ポ

ルトガルは欧州連合，国際通貨基金と欧州中央銀行に金融支援を要請するだろうという懸念が一

気に強まった。

　こうした中，暫定内閣を率いるソクラテス首相はポルトガル銀行のカルロス・コスタ総裁と協

議，政権が交代しても厳しい緊縮政策は不可避であり金融支援要請は避けられないと判断し，欧

州連合側の代表者たちとの交渉の末，4月 6日，テレビ演説を行い国民に向け「第 4次安定・成
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長計画が否決され，状況は一段と悪化した。金融支援要請は避けられなくなった」と説明，欧州

連合に対し金融支援を要請すると明言15）。そして，1ケ月後の 5月 3日の夜には，首相公邸にお

いてサントス財務相立ち会いのもと，金融支援を受けることで欧州委員会，国際通貨基金，欧州

中央銀行との間で合意に至った旨を発表。翌々日の 5日には，サントス財務相によって 3年間で

780億ユーロの金融支援を受けるという「対ポルトガル支援覚書（MoU）」が発表された16）。ま

た 6日夜には，カヴァコ大統領が国民に向けて，この支援開始は長い道のりの第 1歩であるが，

健全な経済を構築するためにポルトガルは生活を変えていかねばならない，変えることができな

ければ 3年後には，いやそれ以前に今以上に最悪な状態を迎えるであろうと説き，犠牲限度をは

るかに超えているこの状況において更に強いられる衝撃を最小限にしていかなければならないと

強調した17）。

　サントス財務相が発表した「対ポルトガル支援覚書（MoU）」18） の内容を国家財政，税金，病

院・医療，労働・雇用，社会保障，公共投資，公益企業の民営化，公務員，銀行，司法・裁判の

10項目に区分して要点をまとめると次のようになる19）。

国家財政

1） 赤字財政を改善し，2011年は国内総生産比 4.6％に，2012年には 3％に，2013年には 2％

にする

2）金融支援の補償額は 2011年が 100％，2012年は 80％，2013年は 20％にする

3）国家が所有する公営企業のゴールデン・シェアを 7月までに撤廃する

4）公共行政の過剰サービスを廃止し年間 50億ユーロを倹約する

5）電話通信事業の入札価格を上げ，認可事業者に対し契約を再交渉する

6）国営企業は運営費を 15％削減し，2012年度は 51億 5千万ユーロ倹約する

7）テージョ・フェリー船舶（Transtejo），リスボン地下鉄の運営経費を削減する

税　　金

1）タバコ税と自動車税を増税する

2）不動産にかける固定資産税を増税し，4年から 8年間適応される免税をカットする

3）電気料金にかかる現行 6％の付加価値税を 2012年の 1月以降は 23％に増税する

4）経済競争力を上げるため，企業にかかる社会保障税を削減する

病院・医療

1） 医療経費の支出を 2013年までに 5億 5千万ユーロ削減する。病院，特に緊急病院の診察

料金を上げる

2）病院の診察費を 9月までに値上げする

3）医師の時間外手当てを 2013年までに 10％削減する

4）年間 200万ユーロを予算として計上されている公務員医療保障経費をカットする
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労働・雇用

1）雇用の創造，特に若年層に対する雇用を促進する

2） 労働時間のフレキシビリティーについて，相互協定によって労働者と企業側が直接交渉可

能にする

3）企業は時間外労働に対する賃金を最高 50％まで下げる

4）正当な理由による個々の解雇手当を削減する

社会保障

1）年金の最高額である 1,500ユーロを削減する

2） 失業手当を 18ケ月間に短縮し，失業手当最高額の 1.257,66ユーロを 1.048,05ユーロに減

額する

3） 失業手当，最低生活保障手当などの社会保障を受領するものは，個人所得として申告し納

税する義務を課す

4）小規模自営労働者に対する失業支援を検討する

公共投資

1）新リスボン空港，リスボン－ポルト間の高速鉄道（TGV）建設を中止する

公益企業の民営化

1） ポルトガル航空（TAP），ポルトガル・エネルギー（EDP），ポルトガル電気ネットワーク

会社（REN）を今年度中に民営化する

2） 乗車運賃値上げを検討し，ポルトガル鉄道の輸送部門（CP Carga）と都市近郊路線の民

営化を検討する

公 務 員

1）2013年まで継続的に公務員を年間 8千人削減する

2）2013年まで継続的に国家公務員を年間 1％，地方公務員を年間 2％削減する

3）公務員の給与削減，しかし夏期ボーナス，クリスマスボーナス停止は実施しない

銀　　行

1）780億ユーロの融資額の内，政府は銀行の資本増強に 120億ユーロ充てる

2）ポルトガル商業銀行（BPN）を 2011年の 7月末までに売却する

3）貯蓄銀行（CGD）は独自資産で資本金を増強する

司法・裁判

1）100万ユーロを超える財政訴訟に関して対応する特別判事部会を設置する

4－総選挙，コエーリョ社会民主党政権誕生

　選挙運動が始まったのは 5月 20日。選挙運動期間は，投票日の 14日前から投票日前夜の午前

零時までの 12日間と「共和国議会選挙法」53条によって規定されている20）。また，同選挙法の

13条には海外に在住するポルトガル人のために欧州選挙区と欧州を除く海外選挙区の 2つの選
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挙区を作りそれぞれを 2人区とすること，残りの 226議席を選挙実施前の有権者数調査結果に基

づき，20の行政区（Distrito／県）の選挙区，並びにマデイラ諸島自治地域とアソーレス諸島自

治地域の 2つの選挙区に比例配分することが定められている21）。

　3月 10日の社会党書記長選にて再選したジョゼ・ソクラテス前首相は，その後の 15日，SIC

テレビ局のインタビューに答えて，解散総選挙が実施される場合は再出馬する意向を表明してお

り22），前回の総選挙時と同じく出生地のカステロ・ブランコ県から出馬。一方のパッソス・コ

エーリョ社会民主党党首は，3月 26日に実施された社会民主党党首選においてマデイラ諸島地

区を除く全区において，合計 31,671票（61.2％）の支持票を獲得し党首に選出され，出生地の

ヴィラ・リアル県から出馬。

　コエーリョ社会民主党党首は，ソクラテス書記長の 53歳に比べ 47歳と若く，共和国議会議員

初当選は 1991年。その後，1999年までの 2期間議員をつとめたが大臣職に就任したことはなく

政治家としての知名度に欠けるという声が圧倒的であるが，16歳の頃から社会民主党青年部会

に所属し，2005年から 2006年には社会民主党副代表を務ており，政局を睨みつつソクラテス首

相を辞任に追いやった政治手腕を高く評価する人も多い。

　今回の解散選挙は，まさに中道左派のソクラテス社会党書記長と中道右派のコエーリョ社会民

主党党首の一騎打ちという形となった。リスボン市のリベルダーデ通りに本社のある市場・世論

調査の専門会社，エウロソンダージェン社が，エスプレッソ新聞社，SICテレビ局，ラジオ・レ

ナセンサ局のために行った予備調査によると，社会党不利という形勢は否めない。下記の表のご

とく議会解散前は社会党支持が優勢であったが，大統領による解散宣言後には社会民主党支持が

優位を占めるように変わっていった。これは，政権与党への国民の生活不安に対する不満，怒り

の表れであろう。

表 1　2011 年総選挙投票予備調査結果23）

調査年月 PS PSD CDS/PP BE
CDU

（PCP-PEV）

2010－03－10 36.9％ 26.2％ 14.8％ 8.8％ 8.4％

2010－06－08 34.8％ 34.9％ 10.1％ 7.7％ 7.6％

2011－03－04 30.6％ 36.9％ 9.9％ 7.7％ 8.6％

2011－04－21 32.7％ 36.3％ 11.3％ 6.9％ 7.8％

2011－05－26 32.5％ 33.6％ 12.8％ 6.5％ 8.1％

2011－06－03 31.0％ 35.5％ 13.0％ 6.3％ 8.2％

　社会党は 4月 27日に「ポルトガルを守り，未来を築く；2011年－2015年」24） と題する選挙公

約を，社会民主党は 5月 8日に「信頼を回復し，ポルトガルを発展させる」25） と題する選挙公約

を公表。また，その他の主要 3政党が発表した選挙公約は，民主社会中道・人民党が「今がその
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時だ；貴方とすべての人のためのポルトガル」26），ポルトガル共産党が「愛国心と左派政治に

よって」27），左派ブロックが「将来を変える；雇用と税の公正」28） と題するものであった。

　社会党と社会民主党の選挙公約を，国家財政，税金，病院・医療，雇用・労働，社会保障，公

共投資，公益企業の民営化，交通・運輸，司法・裁判の 9つの分野ごとにまとめると次の通りに

なる。

国家財政

社会党

1）歳出，特に国営企業への支出を抑え財政赤字を削減する

2）財政再建と経済成長，福祉国家の安定を両立させる

社会民主党

1）「対ポルトガル支援覚書（MoU）」の政策に準拠し，財政赤字を削減する

2）歳出を国内総生産の 40％に削減し，財政負担を年間資産の 33－35％に削減する

税　　金

社会党

1）個人所得税の控除制度を見直す

2）年金受給者と民間労働者の個人所得税の規定を収束する

3）付加価値税の税率構成を合理化する

社会民主党

1）個人所得税の税率階層区分の数を削減する

2）付加価値税の製品・生産物リストを見直す

3）輸出業者に対する法人税を削減する

4）税控除期間を認め，課税ベースを拡張する

病院・医療

社会党

1）医薬品の償還制度を見直す

2）全ての償還医薬品について処方箋をジェネリック医薬品にも拡大適応する

3）全ての人に家庭医を保証し，必要不可欠なヘルスケアを継続して改革する

社会民主党

1）診察料金を見直す

2）協同組合，民間機関，公共機関に保険医療センターを開設する

3）医薬品の償還制度を見直す

4）民間病院との取り決めを強化する
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雇用・労働

社会党

1）自営労働者への社会保障と共に労働関係を保証できる形に変更する

2）失業手当の削減を見据えた政労使 3者間の協定を実現する

社会民主党

1）不当解雇について，中小企業，零細企業には労働者を再雇用する義務を課さない

2）期限付き雇用を排除，研修期間を延長し正規雇用を確立する

社会保障

社会党

1）すでに実施されている改革に続いて，社会保障の安定を保証する

2）脱税，税金逃れを取り締まり，社会保障のための財政状況を監視する

社会民主党

1）失業手当を受けるために必要な手続きを簡素化する

2）年金の財政源を多元化し，企業レベルで補完可能な計画を作成する

公共投資

社会党

1）公共投資の拡大という表現は 1度登場するが，公約の中には具体的提案はない

2）社会施設への投資計画を検討する

社会民主党

1）経済を活性化する公共投資を優先し，大型の公共事業を中止する

2）国家戦略フレームワーク（QREN）を重視し，限定された枠組内で投資を実行する

公益企業の民営化

社会党

1） ポルトガル鉄道の輸送部門（CP Carga），ポルトガル鉄道（CP），鉄道施設保全会社

（EMEF），ポルトガル航空（TAP），ポルトガル空港管理会社（ANA），ポルトガル郵便

（CTT），ポルトガル・エネルギー（EDP），ポルトガル電気ネットワーク会社（REN），

ポルトガル石油・ガス会社（GALP），ヴィアーナ・ド・カステーロ造船所（ENVC），貯

蓄銀行（CGD）の民営化

社会民主党

1） ポルトガル航空（TAP），ポルトガル空港管理会社（ANA），ポルトガル鉄道の輸送部門

（CP Carga）の民営化に続き，リスボンバス会社（Carris），ポルトバス会社（STCP），ポ

ルトガル鉄道管理会社（Refer），ポルトガル鉄道（CP），リスボン地下鉄，ポルト地下鉄，

テージョ・フェリー船舶（Transtejo），リスボン・フェリー船舶（Soflusa）を民営化する

2）ポルトガル郵便（CTT），ポルトガル水道（AdP）を民営化する

3）貯蓄銀行（CGD），ポルトガル商業銀行（BPN）を売却する
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4）万博公園管理会社（Parque Expo）を民営化し，資産を清算する

運輸・交通

社会党

1）限度を考慮しながら，港湾，空港，道路・鉄道交通などのインフラを近代化する

2）公約の中に高速鉄道（TGV）についての言及は無いが，後，計画を維持すると表明

社会民主党

1）運輸関連企業の再建

2）高速道路建設計画の見直し

3）港湾，空港などのインフラの近代化

4）新リスボン空港建設の査定，高速鉄道（TGV）建設の再交渉と再査定

司法・裁判

社会党

1）訴訟手続きの簡素化と電子化

2）司法マップを継続的に再編成する

3）クレジット差押え，債務取立を迅速化する対策を検討する

社会民主党

1）判決の数とその質により裁判官を評価する

2）訴訟執行権を持った高等司法委員会を設置する

3）政治家の職務上の疑惑事件の捜査を無期限化する

　ページ数の都合で選挙運動についての記述は省略するが，国民が最も関心を寄せて観ていたの

は 5月 6日から 20日にかけて 10回にわたり放送された党首テレビ討論であった。

　もちろん，最も多くの人びとが党首討論を視聴したのは最終日の 20日に放送されたジョゼ・

ソクラテス社会党書記長とパッソス・コエーリョ社会民主党党首による党首討論で，視聴率が

44％，視聴者数は 158万人以上であった。10時から 1時間にわたって放送された討論は相手政

党の批判に終始し，ソクラテス書記長が，「第 4次安定・成長計画」否決後の政治危機の責任を

社会民主党に問いただしたのに対し，コエーリョ党首は，現在の破滅状態に至らせた国家の責任

はソクラテス前首相にあると追及29）。コエーリョ党首には初挑戦となった党首討論であったが，

カソリック大学が行った討論の優位調査ではコエーリョ党首優位とした人が 46.4％であったのに

対しソクラテス書記長優位とした人は 33.9％にしか及ばなかった30）。

　5月 6日に実施された投票結果は，次ページの表 2のごとく野党，社会民主党の得票率が社会

党を 10％強上回り，2002年の総選挙以来 10年振りに勝利した社会民主党政権が誕生することに

なった。社会党の得票率は予備調査を 5％も下回る 28.05％，獲得議席数が 74議席，社会民主党

の得票率は予備調査を 3％上回る 38.66％，獲得議席数が 108議席であった。中道右派の社会民

主党は，2002年の総選挙時と同様に伝統的に保守的とされる北部地域，中部地域での支持を大
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きく回復することにより，選挙前の念願であった過半数獲得には至らなかったが，国内選挙区

20の内の 17選挙区で勝利した。

表 2　2009 年総選挙結果31）

PS PSD CDS/PP BE PCP

得票数
（％）

議
席

得票数
（％）

議
席

得票数
（％）

議
席

得票数
（％）

議
席

得票数
（％）

議
席

1,566,347
（28.05）

74
2,159,181
（38.66）

108
653,888
（11.71）

24
288,923
（5.15）

8
441,147
（7.9）

16

　この結果を受け，破れたソクラテス書記長は，80％の開票が終了した 8時 20分には，支持者

を前に演説し，「敗北の責任は私にあり，社会党は新しい政治サイクルを開始する時が来た」と

語り書記長を辞任すると表明32）。社会党は，後の 7月 23日の全国社会党役員会で，ソクラテス

書記長の後任としてアントニオ・ジョゼ・セグーロ元首相補佐大臣（第 2次アントニオ・グテレ

ス政権）を選出。

　一方のパッソス・コエーリョ社会民主党党首は勝利宣言にあたり，「社会民主党への支持投票

は変革への意思表示であり，ポルトガルの未来に対する期待と信頼への明白な意思の表れである。

困難に直面しているが，この困難に打勝つには勇気と忍耐が不可欠である」と訴え，連立政権を

樹立するにあたり「民主社会中道・人民党の理解を得ることは可能であると信じている」と演説

した33）。

　単独過半数（議席定数 230）には達しなかった社会民主党は，投票日の翌日，6日にカヴァッ

コ大統領より迅速な組閣を要請され，得票率 11.71％，獲得議席数 24で第 3党に躍り出た古くか

らのパートナー，民主社会中道・人民党と連立政権樹立の協議を開始。その後の 15日，大統領

官邸（ベレン宮殿）での大統領との会見で首相に指名されたパッソス・コエーリョ首相は，16

日，民主社会中道・人民党との連立政権樹立協議に合意したことを正式に発表した34）。

5－Troika支援と新政権下での緊縮政策

　6月 21日，アジューダ宮殿にて就任式が執り行われ，パッソス・コエーリョ首相率いる第 19

代連立政権が誕生。1974年の「ポルトガル革命」以来，最も小さな内閣と称される第 19代連立

内閣は，若くて，新鋭で，政党的束縛が無いというのがそのキャッチフレーズである。内閣は表

3のごとく 11人の大臣と 35人の長官によって構成された35）。



2011年のポルトガル解散総選挙とその後の緊縮政策 101

表 3　第 19 代内閣大臣一覧

大臣職 大臣名 政党 年齢（歳）

首相 Passos Coelho PSD 47

財務大臣 Vítor Gaspar 無所属 51

外務大臣 Paulo Portas CDS-PP 49

国防大臣 Aguiar Branco PSD 54

内務大臣 Miguel Macedo PSD 52

法務大臣 Paula Teixeira PSD 51

国会担当大臣 Miguel Relvas PSD 50

経済・雇用大臣 Santos Pereira 無所属 39

農漁業・環境・国土整備大臣 Assunção Cristas CDS-PP 37

保険担当大臣 Paulo Macedo 無所属 48

教育・科学大臣 Nuno Crato 無所属 59

社会保障大臣 Mota Soares CDS-PP 37

　第 18代ソクラテス内閣の大臣数 16に比べると，大臣ポストが 5名削減されたこと，平均年齢

が 47.8歳と相対的に若く無所属の議員が 4名も登用されているのが目を引くが，その一方で男

女同権の世相の中で女性大臣が 4名から 2名に減った点は気にかかるところである。

　こうして，パッソス・コエーリョ新政権は，前政権下で厳しい財政緊縮策との引き替えに実施

が決まった欧州連合，国際通貨基金，欧州中央銀行による 780億ユーロの金融支援を引き継ぐこ

とになった。この Troika体制による専門家チームの視察と評価は，増税，歳出削減，構造改革

等を中心に財政の健全化が予定通り実行されているかどうかを問うもので 3ケ月ごとに実施され

る。2011年 5月に融資の合意に至ったポルトガルに対しては，下記の表の通りに最初の視察が

2011年 7月に実施され，これまでに 5回にわたり調査を受けてきた。

表 4　Troika による対ポルトガル融資状況36）

融資機関（満期） 融資日 融資額
単位：百万ユーロ 金利

第 1回融資

IMF（7.25年） 2011/5/24 6,308 変動

EFSM（10年） 2011/5/31 1,750 3.50％

EFSM（5年） 2011/6/1 4,750 2.75％

EFSM（10年） 2011/6/22 4,602 3.375％

EFSM（5年） 2011/6/29 2,525 2.75％

第 1次 Troika視察（2011/7/13～27）評価発表（2011/9/13）
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融資機関（満期） 融資日 融資額
単位：百万ユーロ 金利

第 2回融資

IMF（7.25年） 2011/9/14 3,972 変動

EFSM（10年） 2011/9/21 5,000 2.75％

EFSM（15年） 2011/9/29 2,000 3.00％

EFSM（7年） 2011/10/6 600 2.375％

第 2次 Troika視察（2011/11/7～16）評価発表（2011/12/19）

第 3回融資

IMF（7.25年） 2011/12/21 2,867 変動

EFSM（3年*） 2012/1/12 1,730 1.725％

EFSM（30年） 2012/1/16 1,500 3.75％

EFSM（0.4年*） 2012/3/15 995** 0.29％

EFSM（14年） 2012/7/19 1,020** 変動

第 3次 Troika視察（2012/2/15～27）評価発表（2012/4/3）

第 4回融資

IMF（7.25年） 2012/4/12 5,210 変動

EFSM（26年） 2012/4/24 1,800 3.375％

EFSM（10年） 2012/5/4 2,700 2.75％

EFSM（20年） 2012/5/30 5,200 変動

第 4次 Troika視察（2012/5/22～2012/6/4）評価発表（2012/7/17）

第 5回融資
EFSM（26年） 2012/7/17 2,600 変動

IMF（7.25年） 2012/8/6 1,460 変動

第 5次 Troika視察（2012/8/28～2012/9/11）評価発表（2012/未定）

 *償還時に再融資される際，最大 15年まで延長予定
**昨年 12月及び本年 1月に発行した EFSF債の再融資分

　新政権発足後，「対ポルトガル支援覚書（MoU）」追加措置として政府より提出された「4カ年

財政緊縮計画」が 7月 1日に議会にて承認，また 11月 30日には社会党の投票放棄，その他野党

が反対票を投じる中，前年度を 76億 9,620万上回る総額 795億 5,720千万ユーロの「2012年国

家予算案」が議会を通過37）。

　2012年 2月に実施された第 3次 Troika視察の欧州委員会報告書は，ポルトガルの財政再建状

況は順調に進行しているが，引き続き緊縮政策履行に向け努力が必要であるとし，次のような政

策履行率を公表している。全 124の緊縮政策の内，「完全履行済」と評価されたのが 59件，「完

全履行に向け進行中」と肯定的評価を受けた 34項目を合わせるとその履行率は 75％，更に「大

まかに，部分的に履行中」と評価された 20件を加えると 91％に達するが，一方，「不履行」と

評価された政策が，地方財政法の見直し，中央政府の行政と地方行政の同一化・効率化，医療費

の削減，エネルギー関連会社への補償費削減，通信事業入札制の実施，国際的不動産取引での不

当制約の撤廃，キャピタル・マネージメント会社，パルプブリカ（Parpública）の民営化に向け
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た準備，貯蓄銀行（CGD）が保有するポルトガル石油・ガス会社（GALP）の株式の売却など 9

項目を数えた38）。

　新政権のもと，ポルトガルがこれまでに取り組んできた主な緊縮政策を列挙すると次の通りと

なる。

地方自治体の統廃合

1） ポルトガルには 308の都市（Concelho）があり，都市は 4,259の行政区（Freguesia）に

小区分化されている。この過剰なまでに多い地方自治体を統廃合し行政の合理化を図ろう

とするもので，2月 2日の閣議にて行政区削減案が承認された。

2） 2月 28日，ポルトガル都市連合（ANMP）は小行政区の意見聴取をした上で各市議会に

おいて決定されるべきであると拒否，3月 31日には各地でポルトガル・フレゲジーア連

合（Anafre）と共に反対デモを繰り広げた。

3） 4月 13日，この小行政区の 1,000～1,400を削減し行政改革をするという政府議案は，議

会にて野党の反対の中，社会民主党と民主社会中道・人民党の賛成により可決39）。ポルト

ガルの都市 308の内の 115が人口 1万人を割り，更にその内の 38都市が人口 5千人未満

の小都市であり，今後は都市の統廃合についても検討されるべきであろう。

公務員数の削減と給与・ボーナスの削減

1） 「対ポルトガル支援覚書（MoU）」では，公務員の人数を段階的に中央行政で年 1％，地方

行政で年 2％ずつ減らしていき，2014年までに国家公務員を 3万人，地方公務員を 7,600

人削減することが求められている40）。2005年には 566,329人いた国家公務員が，2011年

までの 7年間で 71,000人削減されたという報道記事があるが，人口が 1千万人を少し超

えるだけのポルトガルにとって公務員がいかに多い国であるかが伺われる。

2） 財務省の行政・雇用総局（DGAEP）が 3ケ月ごとに発表する「公務員統計報告書」によ

れば，2011年末における公務員の総数は 613,852人で，その内訳は国家公務員が 452,127

人，地方公務員が 155,751人であった。この 6月末までに国家公務員が 6,154（現職者

445,973人）の削減があり，前年 12月比で 1.36％の減，地方公務員が 2,486人（現職者

153,085人）の削減があり，前年 12月比で 1.6％の減となった。

3） 公務員の給与を凍結し，2013年まで給与の平均 0.5％を削減することは前ソクラテス政権

の時代から決まっている。給与の削減率は 50ユーロごとに区分された「公務員給与削減

表」41） に基づき，1,550ユーロ以上の給与受給者（1,500ユーロ以下の受給者への削減はな

し）に対しては，段階的に 3.5％から 10％までの削減率が適応されすでに 2011年 1月よ

り実施されている。

4） 国家公務員と地方公務員をあわせた全公務員の平均給与は昨年 10月が 1,578ユーロであっ

たのが，今年の 4月には 1,394ユーロに減給された。今年の 4月の国家公務員の平均給与

は時間外手当の 200ユーロを加算すると 1,754ユーロで，昨年 10月期の給与と比較して
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0.6％の減額となっている。社会民主党政権になって更に削減率を上乗せする方向で現在

査定中である。

5） 2012年の国家予算編成に際して，1,000ユーロ以上の給与受給者に対しては 2012年と

2013年の夏期ボーナスとクリスマスボーナスの全額をカット，485から 1,000ユーロの給

与受給者に対しては段階的にボーナスの額を削減することが決まっていた42）。

6） その後，11月 28日の議会において，全額カットになる受給者の対象を 1,100ユーロ以上

の受給者に，また段階的削減を受ける対象者を 600から 1,000ユーロの受給者に変更する

という政府案が提出され，社会党の採決棄権，その他野党の反対の中，社会民主党と民主

社会中道・人民党の賛成でもって可決された。

7） これに対して 1月 19日，社会党の議員 17人と左派ブロックの議員 8人が憲法裁判所に違

憲審査の誓願を提出。憲法裁判所は，7月 5日，憲法 13条に謳われた「平等の原則」に

抵触するとの違憲判決をくだし，公務員の夏期ボーナスとクリスマスボーナスの支給廃止

は見送られることになった43）。

公益企業の管理職者給与削減と民営化

1） 2月 9日，給与の均一化と 200万ユーロの歳出削減を目的とし，公益団体の管理職者の給

与は首相の 5,300ユーロを上限とすることを閣議決定し，3月から実施すると発表。公益

団体を 3グループ化し，A）職員が 1,500人以上で収益が 1億ユーロ以上ある団体の場合

は 5,300ユーロ，B）職員が 500～1,500人で収益が 1億ユーロ以下の団体の場合は 4,505

ユーロ，C）職員が 500人以下で収益が 5千万ユーロ以下の団体の場合は 4,240ユーロに

するとした。しかし，自由競争の市場原理に晒される企業と判断されるポルトガル航空

（TAP），ポルトガル郵便（CTT），ポルトガルラジオ・テレビ放送局（RTP），貯蓄銀行

（CGD），防衛産業公社（Empordef）の管理職者はその対象から外した44）。

2） その後，3月 15日，ポルトガルラジオ・テレビ放送局（RTP），貯蓄銀行（CGD），防衛

産業公社（Empordef）の 3企業をグループ A）に追加変更し，削減対象外とする公益企

業は民営化交渉中のポルトガル航空（TAP），ポルトガル空港会管理社（ANA），ポルトガ

ル郵便（CTT），今年度中の解散が決まっている万博公園管理会社（Parque Expo）と航

空機関会社（EMA）の 5社とし，措置の実施を 4月からにするという変更がなされた。

3） また 8月 29日には新たに，ポルトガル観光院（ITP），ポルトガル統計院（INE），社会保

障財政管理院（IGFSS），社会保障院（ISS）など 8団体をグループ A）に追加し，その管

理者の給与を首相と同額にすると発表。

4） 2011年 12月 9日，ポルトガル商業銀行（BPN）の売却について財務省は予てから交渉し

ていたアンゴラ資本によるポルトガル BIC銀行との間で合意。提示額は 4,000万ユーロ。

2012年 3月 30日，財務省にて売却署名式が行われた。

5） 2011年 12月 22日，政府はポルトガル電力会社（EDP）の売却先を約 27億ユーロ提示し

た中国の水力発電会社，三峡にすると発表。同月 30日，財務省にて売却署名式が行われ
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た。

6） 2012年 2月 2日，政府はポルトガル電気ネットワーク会社（REN）の保有株 40％の 25％

（3億 8,715万ユーロ）を中国の国家電網公司に，15％（2億 506万ユーロ）をオマーン石

油社に売却すると発表。残り 11.1％の政府保有株は市場の条件が整い次第売却予定。同月

22日には財務省において売却署名式が行われた。

7） 政府は今年，ポルトガル航空（TAP），ポルトガル空港管理会社（ANA），ポルトガル郵便

（CTT），ヴィアーナ・ド・カステーロ造船所（ENVC），ポルトガルラジオ・テレビ

（RTP）局の 1局の民営化に加え，ポルトガル水道（AdP）の株式売却を計画している。

公共料金の値上げと増税

1） 2011年 8月 12日，ガスパール財務相がガスと電気料金にかかる付加価値税税率を現行の

最低税率の 6％から一般税率の 23％に引き上げると発表。9月 1日の閣議で承認され，

2012年 1月から施行予定であったが，前倒しで 10月から実施されることになった。2011

年 1月，前政権のもとで最低税率は 6％，中間税率は 13％，一般税率が 21％から 23％に

増税されている。

2） 2012年 6月 15日，エネルギー供給サービス公団（ERSE）は 7月 1日より天然ガスの料

金を 6.9％，電気料金を 2％値上げすると発表45）。

3） 2011年 8月 1日，鉄道，地下鉄，バス等の交通料金が平均 15％値上げ，半年後の 2012年

2月 2日には更に平均 5％の値上げがあった。これによりポルトガル鉄道（CP）のリスボ

ン管区 1区間乗車運賃が 1.50ユーロから 1.55ユーロに，リスボン地下鉄の 1区間乗車運

賃が 1.05ユーロから 1.25ユーロに，同定期代が 23.9ユーロから 29ユーロに値上がりした。

4） 2011年 12月 20日，政府公報誌（Diário da República）に 2012年 1月より公立医療施設

における診察料金の改定が発表。一般診察料が 2.25ユーロから 5ユーロに，救急外来診

察料が 9.60ユーロから 20ユーロにと約 50％の値上げとなった。しかし，平均月収が

628.23ユーロ以下の患者に対しては医療費免除の措置がとれられる46）。医療費免除の対象

者の制限が最低賃金の 485ユーロから月収 628.23ユーロ以下に変更されたことにより 4

月末現在，免除対象者が前年の 12月に比べると 580,213人増加し 2,388,067人に膨れ上

がった。これは国民の約 24％が免除を受けていることになる。

5） 2011年 8月 30日，閣僚会議にて 2012年度の増税案を承認。翌 31日，ガスパール財務相

によって個人所得税と法人税に対する増税を発表。個人消費税は 8ランクに区分，その中

で年間所得が 153,300ユーロ以上の最高納税者ランクには 46.5％の税率と，更に 153,300

ユーロを超えた所得分については特別附加税 2.5％を加算すること，また，年間の収益が

150万ユーロから 1千万ユーロの企業には，法人税 25％と特別附加税 3％と地方所得税

1.5％の合計 29.5％を課税することが，更に 2012年分の所得控除の削減などが公表された。

企業倒産・失業と貧困問題

1） 財務省の報告によると今年の 1月から 6月に倒産した企業件数が 10,379社に達した。前



2011年のポルトガル解散総選挙とその後の緊縮政策106

年度同期（7,835社）に比べると 33％増である。倒産した企業には建設・不動産業関連の

企業，小売業が多いのがその傾向。また，今年度の第 1四半期の個人破産件数は 2,753人

に達し前年比 140％の増加。

2） 2012年 8月 14日，ポルトガル統計院（INE）は第 2四半期の失業率が 15％に達したと発

表。同月 31日には，EU統計局（Eurostat）も，2012年 7月のポルトガルの失業率を

15.7％，また若年層の失業率（25歳以下）が 36.4％と発表。2011年 8月の失業率 12.4％

を 3.4％上回り，失業センターへの登録者数は 66万人であるが実際の失業者は 80万～100

万人を数えると推定されている47）。こうした経済危機の中，最近は外国（EU諸国及びブ

ラジル）に仕事を求めて出稼ぎに出て行くポルトガル人が増加している。ポルトガル国内

におけるホームレスの数は 2008年末以来増加傾向にあり，ホームレスのみならず，食事

の支給を必要とする深刻な経済的困窮状態にある家庭が増えているのが現状である。こう

した中，ポルトガル労働者総連盟（CGTP），労働総連（UGT）によるゼネスト，公共交

通機関によるストライキが続発している。

社会保障

1） 2007年に交付された「社会保障基本法」の第 2条に「全ての国民は社会保障を受ける権

利を持つ」と謳われており，社会福祉活動，最低生活保障，年金，失業手当，高齢者社会

補助などにおいて援助されることが定められている。

2） 2011年 8月 5日，モッタ・ソアーレス社会保障相は貧困撲滅を目的とした社会緊急計画

（PES）を発表。2014年 12月まで施行予定で初年度予算は 4億ユーロ。具体的政策とな

るのは，子供を持つ夫婦の失業手当を 10％増額，市場より安価な公共住宅の賃貸，交通

費及びガス・電気代の補助，貧困者への食事・食料品の提供，最低年金生活者への購買力

維持支援などである。2012年 4月 11日の社会緊急計画（PES）報告は，7,500組の子供

を持つ夫婦の失業手当を 10％増額できたこと，約 100万人の低額年金受給者の年金を

3.1％引き上げる（最低年金を 254ユーロに，農業年金を 234ユーロに増額）ことができ

たことが報告されている。

3） 2012年 1月 19日，閣議にて失業手当の規律変更が承認。4月以降の失業者に対しては，

失業手当は基本給の 65％が保証されるが最高額を従来の 1,258ユーロから 1,048ユーロ

（最低失業手当は従来通り 419.22ユーロ）に減額すること，6ケ月後に受け取れる失業手

当は 10％削減されること，受領期間は最短 5ケ月で最長を 26ケ月（年齢と労働年数によ

り変わる）にすることが発表された。

4） 2012年 4月 12日，閣議にて最低生活保障の規律変更が承認され，7月から実施されるこ

とになった。新規律では，生活保障の期間は 12ケ月で 1年ごとに契約更新をすること，

預貯金が 25,000ユーロ以上（現行規律では 10万ユーロ以上）ある場合は申請できないこ

と，非営利機関にて週 15時間の労働を義務づけること，月収が 189.52ユーロ以下である

こと，最高受領額は 189.52ユーロ（家族と同居の場合 341.14ユーロ）であることなどが
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定められている。6月末現在，338,752人が登録されており申請者が増加傾向にある48）。

財政赤字

1） 2012年 6月 29日，ポルトガル統計院（INE）は第 1四半期の財政赤字が国内総生産比で

7.9％になったと発表。「対ポルトガル支援覚書（MoU）」での目標値 4.5％を大きく上回る

結果であった。公務員，及び年金受給者の夏期・クリスマスボーナス廃止撤廃により税収

が減少したこととは事実であるが，付加価値税などの税収の減額，社会保障の負担増が主

たる原因と考えられる。

2） 9月 1日，共和国議会が設けている予算執行監視チーム（UTAO）が発表した報告書は第

1四半期の財政赤字を 6.9～7.1％前後と計算。このままでは，歳入と社会保障についての

目標の達成が可能とは考えられず，その結果，上期の税収は予想を大きく下回ると判断し，

2012年の財政赤字目標を達成できないリスクが高まっていると警告49）。政府は 2012年の

歳入を 3月時点では 351億 3,500万ユーロと見込んでいたが，30億ユーロ引き下げ下方修

正。

3） 今年に入って，何度も，「ポルトガルは財政健全化への模範的な道を歩んでいる」と力説

してきたコエーリョ首相は，8月 14日，アルガルヴェ地方のロウレ市で開催された社会

民主党「支持者集会」の演説で，「我々は財政危機に打勝とうとしている。ポルトガルの

歴史の中で最も暗いページから，今，抜け出そうとしている。2013年には経済活動は好

転し回復に向けた準備の年となる」と強い自信を見せていたが，その後の 8月 28日から

始まった第 5次 Troika視察団はポルトガルの財政状況がこれまで以上に悪化しているこ

とを指摘。

4） 財政再建を目指して実施した歳出削減と増税は，失業率の高騰と景気の後退を引き起こし

ていた。これに対しコエーリョ首相は，9月 7日夜のテレビ演説で，「2011年に陥った緊

急事態はまだ終わっていない」と訴え，財政赤字削減に向け追加の財政再建策を発表。

2013年から公務員の 1回分のボーナスのカットと，公務員と民間労働者の社会保険料を

給与の 11％から 18％に引き上げること，更に雇用しやすい環境を企業側が作りだすため

に企業が支払う社会保険料を 23.75％から 18％に削減することを明らかにした。まさにこ

の労働者に対する社会保険の増額は憲法裁判所の審判によって夏期・クリスマスボーナス

の廃止案が撤廃されたことへの代替策であり，憲法裁判所の判事たちは判決を愚弄する行

為であると非難している。

5） 9月 11日，ガスパール財務相は，第 5次 Troika視察団から今年の赤字削減目標を 4.5％

から 5％に緩和（2013年度は 4.5％に，2014年には 3％－2.5％に）すること，更に達成期

限を 2014年までの 1年間延長するという裁可を得たと発表50）。Troika視察団は今年の国

内総生産比の債務を 114.4％，2013年には最高 120％までになる可能性があると予想して

おり，ポルトガルの財政再建への道は安心できない状況にある。

6） 赤字削減目標について緩和するという裁可を受け，9月 11日，ガスパール財務相は，来
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年度の予算対策として，更なる歳入の増加を目的に，2013年度には公務員の年金受給額

の削減を実施すると発表。それによると 1,500ユーロ以上の年金を受けている 114万 8千

人の退職公務員と国家年金センターに登録された 6万人の年金受給者がその対象で，その

額に応じて段階的に 3.5％から 10％削減されることになる51）。9月 15日の土曜日には，

Troika，及び政府の緊縮政策に反対し，40以上の都市で数十万人を超えるデモが展開さ

れた。報道によれば，1974年 4月 25日の革命以来の大規模なデモとなった。

7） その後，コエーリョ首相が 9日に発表した社会保険料改定を巡って，党内外，並びに閣僚

の間からも反対の意見が上がり，ポルタス民主社会中道・人民党党首からは予算成立後に

は連立政権解消がありうるという判断が下され，今にも政治危機に発展しかねない情勢に

なった。社会不安や政局の不透明感が一気に高まる中，連立政権の分裂を避けるべくカ

ヴァッコ大統領は 21日に国家評議会を招集。大統領は，Troikaとの覚書を遵守するには

まず社会と政治の安定をはかることが重要であると説き，連立政権が崩壊しないよう要請。

政府は 2013年予算編成を 1ケ月後に控え，今後，赤字削減目標達成のため社会保険料改

定にかわる緊縮政策を再検討することになった。

6－む す び

　予定していた公務員の夏期・クリスマスボーナスカットが，憲法裁判所に違憲だと審判された

ことで歳入に大きな誤算が生じた。財務省は税収の不足分を全て埋めることは望めないが，一部

は歳出削減によって相殺されるであろうと述べているが，2012年の赤字財政削減目標は達成不

可能になるのではとの懸念が国民の間で広がっている。しかし，ポルトガルの財政破綻の根本的

原因は公務員が多く，税収が不足した分を公務員改革ではなく国債の発行で解決してきたことに

起因すると述べても過言ではない。

　国土面積が 91,985平方キロメートル，人口が約 1,056万人（2011年国勢調査結果）の国が 308

の都市（Concelho），4,259の小行政区（Freguesia）を有し，各市には市長を始め市会議員が，

各小行政区（Juntaと呼ばれる区役所がある）には区長を始め区議会議員がそれぞれいるのであ

る。この細分化された地方行政区を統廃合し行政改革をすると同時に，公務員の人件費削減を押

し進めることがまず第 1に必要であろう。2011年末の公務員数は 613,852人（国家公務員

452,127人，地方公務員 155,751人）で，それはポルトガルの雇用人口の 11.1％を占めている。

今年 4月の時点で，全公務員の平均給与は 1,394ユーロで，約 800ユーロ前後（最低賃金は 485

ユーロ）と言われる民間労働者のそれと比較すると大差がある。近年，官民格差は以前に比べ少

なくなってきたといわれるが，これを是正することは避けられないであろう。

　ポルトガルは伝統的に官僚的な国であると評される。340の国営企業と各種財団，379の公団，

1,000に及ぶ官民パートナー企業，537の市営企業，これら全てを合わせるとその数は 14,00にも

及ぶのである。これら全ての公益団体が国家予算によって賄われているのである。国営企業の民

営化の早期実現とともに，公益団体の統廃合，廃止を進めていかなければならないであろう。現
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在，財務省が中心となり公益団体の経営を再評価し，年間 1億 5,000万～2億ユーロの歳出削減

を目標に運営予算の削減，あるいは団体の廃止に向けて検討中である。

　更なる課題は，民間企業に対する財政支援を手厚くすると同時に，雇用の創出を図り失業者を

減らすことだ。失業率高騰を目の前に，サントス・ペレイラ経済相は失業対策を訴えているが，

十分な雇用対策は未だ手が付けられていない状態である。8月現在の失業率が過去最悪の 15％台

に達し実際の失業者は 80万～100万人になると言われる。この問題を解決し国民の購買力を維

持しなければ，国民に犠牲を強いる付加価値税の増額，所得税の増額，社会保険料の増額を繰り

返しても国家の税収はますます減る一方である。

　おそらく，この年末には財政赤字の初期の目標値 4.5％には到達できないであろうが，現在の

7.9％という数値が少なくとも 5％台に引き下がることを願うばかりである。ポルトガル経済が深

刻な景気後退に見舞われている現状においては，今後，財政再建には更なる追加金融支援を受け

る必要がでてくるのではと危惧する声も多い。 〈2012年 9月 22日〉
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一、印度“烈士故事”的中国化历程

《杜子春》是牛僧孺《玄怪录》中甚为新异的一篇1），其主体故事是一个“护丹历幻”的类型，

这一类型实又源于《大唐西域记》婆罗痆斯国“烈士池”故事，这一点，古今学者已多有论及2）。

蒋忠新先生将此依据玄奘之记载而称之为“烈士故事” 3），并进一步指出，其当源于印度故事集

《故事海》中《僵尸鬼故事二十五则》的骨干故事4）。这些都为考察此类故事的渊源和流变打下了

基础。

然而，在将其命名为“烈士故事”的同时，就无意中回避了这类故事的两个核心情节：护丹与

历幻。虽然蒋忠新先生在“烈士故事”与“僵尸鬼故事”之间找出了六处相同来证明其渊源，但后

者却恰恰没有这两个最核心的情节（虽然其倒有“不言”的禁忌），所以，若简单地说前者源于后

者就无法令人信服。当然，蒋忠新先生只是想证明前者源于印度。然而，一方面，僵尸鬼故事与此

有零星的相似无助于证成这一点；另一方面，玄奘之记载源于印度却似乎不证自明。因为《大唐西

域记》本来就是他回国后对其游历西域的记载，这个故事也正是他到婆罗痆斯国即今印度的瓦腊纳

西，看到烈士池并听到的关于此池的故事而记下的。何况他还在文中说“闻诸土俗曰……” 5），可

见正是印度的民间故事。而且在《进西域记表》中，他阐明自己的写作态度是“皆存实录，匪敢雕

华” 6）。现在，《大唐西域记》已成为重构印度历史不可或缺的珍贵文献，我们似乎不必对此怀疑。

從仙話到童話
―《杜子春》故事在印、中、日三國的流變

李　　　小　龍

〈Summary〉
  In order to Tang Chuanqi Du Zichun is representative the story type of the Protection of 

immortality and through illusion from the Buddhist Records of the Indian” martyrs pool “sto-

ries, such stories in the future of China derived from a large number of similar stories, and 

further with Chinese other types of stories blend. Again while the Japanese writer 

Akutagawa Ryunosuke, Du Zichun modeled to write his fairy tales of the same name. 

Described in this article and try to explain the course of the evolution of such stories in 

India, China, Japan, which will not only see the story of the life history, can also see the ca-

pacity of the different cultures of the same story and transformation.

〈Key words〉
  Du Zichun　The story type of the Protection of immortality and through illusion　
Akutagawa Ryunosuke
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至于印度现在已无此类故事也并不足以否认这一点。

其后，陈引驰先生又补充了前贤已指论而蒋文未能征引的一些篇目，描述了这个故事在中国的

流衍。但在其所论之“‘中国化’过程中的互逆现象”中，却颇有误解与不妥之处7）。

应该说，这一故事的中国化历程从玄奘的记载中就已开始了，其中附着之道家色彩便是明证。

程毅中先生以此为“佛教故事” 8），程国赋先生也同样的判断9），这自然无误。但若仔细考察，就会

发现故事中确有道家色彩。陈引弛先生即认为此中的隐士实为印度的外道隐士，但在玄奘笔下已化

为了中国的道士。但他又认为此故事中加入了许多“佛教的成分”，主要证据是这类故事均有借助

于梦的考验，因为“佛教中尽可举出以梦来考验修行者的例子，而道教对于梦却有着根本不同的认

识，故而以梦来考验道士是滑稽背谬的。”这一点笔者不敢苟同。首先，杜子春是历幻而非入梦，

这两者间的区别是明显的：历幻所发生的事仍以其现实的立足之处为舞台（我们下边将要引及的同

类作品莫不如是）；入梦则必另适他处。即以《杜子春》而论，其入幻之后，现实环境并未改变，

仍是华山云台峰，庭中仍见巨瓮，只是各种幻相纷至沓来罢了；若入梦，自当如《幽明录》所载之

杨林，“遂见朱楼琼室”，而非“焦湖庙”了。而说“杜子春所遭遇的那场雷电交加的大雨，佛陀在

思虑十二因缘法时同样遇到过。这一情节显然是佛教神话领域中的神话”，实颇牵强。陈先生又认

为《杂宝藏经》卷二的《娑罗那比丘为恶生王所苦恼缘》是此之出源，但它显然缺少共同求仙、护

丹、不言等核心情节 ― 其实，这也许只是入梦故事的出源罢了。入梦故事在中国小说中是另一个

相当庞大的系统了10），这个系统在“护丹历幻”故事完全中国化并进一步演化时才加入进来（详后

文）。

在“烈士故事”中，作者是这样描写隐士的：

博习伎术，究极神理……但未能驭风云，陪仙驾。阅图考古，更求仙术。其方曰：“夫神

仙者，长生之术也。将欲求学，先定其志。筑建坛场，周一丈馀……求仙者中坛而坐，手按长

刀，口诵神咒，收视反听，迟明登仙。所执铦刀变为宝剑，凌虚履空，王诸仙侣。执剑指麾，

所欲皆从，无衰无老，不病不死。”（文字皆从季羡林校本，笔者对标点稍有更动。）

这一节的描述是极为典型的道家幻想。“求仙”和“炼丹”是道教的两大支柱，此二者又是相辅相

成的：炼丹是手段，求仙是目的。虽然这里没有铅汞之药石，但其描写却分明既有炼外丹的意味，

又有炼内丹的架势11）。刘仲宇先生归纳道家之方技，其核心有四字：符、咒、决、步；而且，还有

一个重要的道具 ― 剑12），这些都无一例外地出现在这则故事中，相反，这些都并非佛家所应有。

道家对此之浸润是可以轻易地找到解释的。唐代统治者有鲜卑血统，但他们把老子拉来当作祖

宗，从而把自己打扮成了圣裔。因此，道教在唐三百年中始终得到扶持与崇奉，这也成为道教史上

颇为光彩的一页。处于其中“珪璋特达，聪悟不群”的玄奘当然不会不受影响，何况，他还曾把

《老子》翻译为梵文。因此，玄奘在记叙此则故事时，从自身文化视角观照“印度的外道隐士”便

顺理成章地迁移为中国道士，从而使之与道家传统相契合，开辟了此类故事的中国化历程。
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二、杜子春“护丹历幻”故事在中国的传播与衍化

这一开端对中国后来的同类故事影响极大。此后的小说也沿着道家仙话的方向衍化下去。程毅

中先生在《唐代小说史话》中就认为：“尽管在社会生活中佛教战胜了道教，而在小说领域里，道

教的影响却比佛教更大。”确为精深不刊之论。

《酉阳杂俎》续集卷四的《顾玄绩》故事是较早的“护丹历幻”故事之一13）。其云“相传天宝

中……”，又说“盖传此之误，遂为中岳道士”，可知在玄奘之后，这类故事已在中国社会流传开来

了。把这个故事与玄奘的记载相比，既有承袭，又有新创。其主要的不同在于道家外丹色彩的强

化：“予烧金丹八转矣，要人相守，忍一夕不言，则济吾事……或药成，相与期于太清也。”还有，

烈士“惟念已隔生世……遂发此声”，是主动发声。而在《顾玄绩》中这个还没有名字的人却是不

由自主的失声，这就凸现了情之一关的难以克服。

而“护丹历幻”故事的高峰则无疑是《杜子春》了。与《顾玄绩》相较，他已完全脱离了传闻

色彩，踵事增华，戛戛独造。

首先，其艺术化进程上的最大进步是叙事视角的转换与整齐。视角对于一部虚构性作品而言有

着无可置辩的重大意义，因为他是作品得以呈现其虚构世界的基本角度。前两个故事的视角并不完

整统一，但均可以看作求仙者的视角。其人物性格的模糊与情节的平淡不能不说与视角的设置有关。

前者宥于求仙人的视角，故历幻时是“先发声叫”，而后隐士问之，烈士才自陈幻境，这就弱化了

作品的艺术势能，使其精彩顿失。而后者则出现了叙事操作的矛盾：即通篇本以求仙之顾玄绩为视

角，但至历幻时，为了可以增加切身体验的精彩程度，又生硬地转换到了受试者的角度，这种视角

的混乱无疑影响了作品艺术性的生发。但《杜子春》的作者却颇具文心，他把视角统一整齐为受试

者的视角，由于这一视角对情节进程的未知性和对叙述焦点的亲临感，再加上作者视角意识的自觉，

从而使作品在艺术表达上精致化和深邃化了。

因为有了艺术化的视角为基础，牛僧孺便在历幻上呈才竞奇，大做文章。“烈士故事”虽有被

杀、托生、生子、杀子的陈述，然平铺直叙，了无生意；到《顾玄绩》，虽稍有摹写，却依然简陋。

而牛僧孺却腾挪变幻，奇诡相生。其尤出人意外者，乃是将受试之男性转托为女体14），这不但以母

爱为后来子春“爱生于心，忽忘其约”埋下了伏笔，而且，也当为日本作家芥川龙之介同名童话中

以母爱为潜台词的构思提供了契机。

当然，我们还应看到，在牛僧孺笔下，这个故事的道家仙话色彩进一步加强。其炼丹登“华山

之云台峰”，竟“彩云遥覆，鸾鹤飞翔”，“中有药炉，高九尺馀，紫焰光发，灼焕窗户”，“玉女九

人环炉而立，青龙白虎，分据前后”，而老人也成了“黄冠绛帔”的道士了。

说《杜子春》已至“护丹历幻”故事的顶峰并不是说就至此为绝笔了，事实上正因为有了一个

可以流之久远的高峰，后人的仿作才会推衍不已。薛渔思《河东记》中的《萧洞玄》（《太平广记》

卷四四）和裴铏《传奇》中的《韦自东》（《太平广记》卷三五六）就是同类的故事15）。前者之摹写

并未出《杜子春》的藩篱。后者的前半篇虽亦为韦自东作护丹人作了铺垫，事实上已是另一个完整

的故事了，而且在这里，那个“禁语”的禁忌似已没有了。前者之幻境有群仙与美人，倒为以前之
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故事所无；而后者先有巨蛇，再有美人，然后是一道士乘云驾鹤而来，冒充仙师，韦“遂释剑礼

之”，看来是得到了前者的影响启发。

然此二篇对“护丹历幻”故事的贡献却在于结尾上，我们不妨先引录如下：

二人相与恸哭，即更炼心修行，后亦不知所终。（《萧洞玄》）

道士恸哭，自东悔恨自咎而已。二人因以泉涤其鼎器而饮之，自东后更有少容，而适南岳，

莫知所止……道士亦莫知所之。（《韦自东》）

只寥寥几句话，已将这个护丹历幻故事的结尾改变了。虽然求仙暂时失败了，可他们最终还是

“莫知所之”― 在中国志怪传奇的语境中，也就是说 ― 成仙了。前者还只笼统地说“炼心修行，

后亦不知所终”，后者却已给出了明显的证据：二人喝了洗药鼎的水后，韦自东“更有少容”，这句

话当然是一个强烈的暗示，暗示了后文中的“莫知所之”其实就是白日飞升了。当然我们不能简单

地说这是中国艺术精神中乐喜恶悲的趋向对这则故事中国化的最后整合，但是，我们却不得不承认

这种“成功”的结局（或者暗示了成功的结局）不但是繁盛的唐代炼丹术面对实践的尴尬而产生的

急切希望，也是晚唐政局板荡时士子们聊以自慰的幻想。从此，这种结局作为“护丹历幻”类故事

的结局被广泛认可，并凝为定格。

在后世的这些作品中，最典型的恐怕是明代拟话本小说《醒世恒言 · 杜子春三入长安》了。

牛僧孺其作品之开端对杜子春几番挥霍的描写似有戒奢劝俭的民间传说为本；到了话本中，其无度

挥霍的情节不但加大了篇幅，亦俨然有取代“历幻”而成为叙事焦点的态势。而且，结尾杜子春于

众目睽睽之中白日飞升时，还借机晓谕云“横眼凡民，只知爱惜钱财，焉知大道”。这就一改蓝本

之劝惩而隐然有劝人勿宝钱财、及时行乐的思想了。这无疑是晚明好货好色之纵欲思潮的反映。

此后清人胡介祉的传奇《广陵仙》（已佚，情节见于《曲海总目提要》卷二三）和岳端传奇

《扬州梦》（《古典戏曲存目汇考》卷一一）也均以《杜子春三入长安》为蓝本，弦于宫商而已。这

些作品均将杜子春的销金窟改为了扬州。一来这在牛僧孺笔下可以找到前因（其有“以孤孀多寓淮

南，遂转资扬州”句）；二来，也与唐以后中国经济文化中心的南移有关。冯梦龙等煞费苦心地把

扬州搬出来是以“腰缠十万贯，骑鹤下扬州”为潜台词的。

在牛僧孺笔下，老头曾嘱杜子春云“来岁中元，见我于老君双桧下”。这“老君”二字是否触

发了明清作者们把那个求仙的道士更换为“太上老君”的灵感还可存疑；但是，这一角色的置换却

深刻地改变了此类故事的情节流程与艺术面貌16）。这个改变就集中体现于“护丹历幻”型演化成为

“受试成仙”模式上。纵观以《杜子春三入长安》为代表的此类作品，我们就会发现这个情节流程

是怎样变化的。这里已不再有求仙者为炼丹而寻找刚烈之士护丹的情节单元了，而转变为这样一种

模式：一神仙寻一有宿慧的人欲度其成仙，并以护丹为名，试其道念坚定与否。这一模式的确立极

大地影响到了故事的叙事操作：因为其中的仙人当然已是“情节”的设计者，他设计的试验情景不

但对受试者，即便对读者而言也是一个未知数，于是，读者便与受试者一起接受仙人（其实就是作

者）的试验，并被这种强化的艺术势能所冲击。至此，这则异域故事便又一次与中国的一种故事类
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型融合，这个类型就是从葛洪《神仙传》所收《魏伯阳》、《李八百》、《张道陵》、《蓟子训》等开始

的“受试成仙”型故事（即顾希佳先生所言的“神仙考验”型故事）。这里，我们还该说到的就是

上文曾提及的《杂宝藏经》卷二和《大庄严论经》卷十二所载的《娑罗那比丘为恶生王所苦恼缘》

故事，不仅与《列子·周穆王》、《搜神记·杨林》的“黄粱梦”类故事有相同处，而且也与此类

“受试成仙”的道家仙话有共同之处。至于“护丹历幻”型故事在汇入“受试成仙”类时是否有此

佛典的一臂之力则尚未敢遽下断言。

“烈士故事”自从借了道家之台阶中国化以后，终唐一代，始终固守着求仙、寻友、护丹、历

幻、不语、失败几个情节单元。就连上文所论之《萧洞玄》、《韦自东》两篇，虽在结尾有成仙之暗

示，但在小说的立体世界中，还是不得不以失败而告终。而后来《杜子春三入长安》之流，依然不

得不以失败先为一结。所以，这种情节流程使得这一类型的故事在表面上是崇道的，但在客观效果

上却渲染了求仙之艰难乃至于不可能。当代许多学者在论及牛僧孺之《杜子春》时都有这样的看

法：即云此为“最伟大的母爱，神圣的人性对宗教的反叛” 17），虽都不同程度地以漠视此类故事中

对道义的演示与求仙的渴望为代价而换取更为积极的评价，但这一类故事的情节流向与意义展示的

内在矛盾却也在客观上支持了这些见解。这对于宣扬道家之成仙胜景当然是不利的，同时，也减弱

了对民众的吸引力。所以，它就不得不向中国固有的“白日飞升”类的道家仙话靠拢，从而在“受

试成仙”这个类型上找到新的契合。而这个契合为中国文学开拓了一大宗受试成仙的情节家族，并

且至今不辍。如《绿野仙踪》从九十三回《守仙炉六友烧丹药》开始的几回情节（八十回本从七十

三回始），冷于冰率六弟子九功山烧丹，故设幻境，考验众徒。至《东游记》中吕洞宾之受试便已

抛开“护丹历幻”的情节而几乎完全溶入到道家“受试成仙”类型中去，其后如《韩湘子全传》第

八回“韩湘凝定守丹炉”中，钟、吕二仙命韩湘守丹炉，他历尽神人威逼、龙虎吞噬、鬼王拘羁、

冥界审判及美女引诱等幻景而成仙亦属此类。同时，这些情节模式又在各种因素的作用下泛化开来，

并渗进各种类型的故事中去，如《三国志演义》的“三顾茅庐”、《聊斋志异》的《画皮》等均是。

而这，已完全超出了护丹历幻故事所可笼罩的范围了。

而在“受试成仙”类型中，却有一部集大成的煌煌巨著：《西游记》。其尚无法敲定的作者用他

巨丽无比的艺术才能，把“受试”过程铺衍出了九九八十一难的艰苦历程。只是在这儿，道士的鹤

氅又换成了和尚的伽裟罢了。回想一下“护丹历幻”的仙话到“受试成仙”的仙话之历程，倒良多

趣味：它先由玄奘本人从印度带回，在中国文学中借树生花，而把受试历幻发展到该括万有，奇幻

百出之极境的，却又恰恰回到了艺术的玄奘身上。

三、芥川龙之介童话《杜子春》的沿创

演变至此，“烈士故事”终于完全融入了中国文学的洪流之中，不复可辩了。然而，在日本，

我们却又看到了对这一类型故事的新的演化，那就是芥川龙之介的童话作品《杜子春》（1920）18）。

这篇童话是直接以牛僧孺的传奇作品《杜子春》为蓝本的19），虽然篇幅加大，描写详尽，但基

本的情节元素与流程仍未改变，用鲁迅评价《鼻子》的话来说就是“近于故事的翻译” 20）。

关于这一点还需要作些讨论。芥川龙之介在 1927 年 2 月 3 日致河西信三的信中说：“なほ又拙
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作《杜子春》は唐の小説杜子春傳の主人公を用ひをり候へども、話は 2/3 以上创作に有之

候。” 21） 也就是说他认为绝大部分为自己新创，此后学者在比较二作时也竭力寻找不同之处并在论

述中多有夸大，其实这并不妥当：就于小说而言最重要的叙事流程与情节设置看，这篇作品与原典

的相似程度非常高，恐怕大部分可定为沿袭；而芥川所说三分之二的比例却并非着眼于情节，当然

也不会投机取巧地指语言形式，事实上，他应该指的是附着在叙事流程之上的思想。

我们把芥川对原本的突破和创新可以归纳为两个方面，分述如下。

第一个方面是一个宏观的把握，即整体上褪去了宗教香火的缭绕。佛道二教不仅为中国小说提

供了许多素材，框架甚至载体，而且也影响到了其发生与发展；而护丹历幻故事源于印度，经由佛

家著作进入中国，然后又依靠了道家而中国化，并有意无意地一直为道家摇旗呐喊，其历程几乎一

直被宗教主题所笼罩框范，从未进入更广阔的社会层面。芥川虽也借了道家的外表，比如铁冠子在

与杜子春飞向峨眉山时，高唱了一首诗，此诗的作者却是“道教信仰中不可缺少的一位大神”吕洞

宾。但芥川这不过是涉笔成趣而已，因为他在《〈杜子春〉附记》一文中曾说：“（三）のしまひに

ある七言絶句は、吕洞宾の诗を用いました。少年少女読者諸君には、‘ちちんぷいぷいごよの御

宝’と同じやうに思つて貰ひたいのです。” 22） 这里的“ちちんぷいぷいごよの御宝”是日本人在

哄小孩的时候说的歌谣。所以，芥川并未沿袭这一故事原本的宗教主题，其艺术的笔锋已冷冷地伸

向社会，伸向人生的困境。于是，芥川龙之介把这样一个类型的故事从体制与语言上写成了童话，

而本质上却有芥川式的“理智的痛苦” 23） 在熠熠闪光。

蓝本前半写杜子春得钱就大肆挥霍，所有的人都趋之若鹜。逐渐家财散尽，便被弃如敝屣，如

此者再。当然，这里无疑有诫奢刺世之意！但在芥川龙之介笔下，这一情节不仅成为人物性格发展

的动力，而且，也被改造成为童话的重要表征之一。比如老人第一次周济杜子春时说“今この夕日

の中へ立つて、お前の影が地に映つたら、その頭に當る所を夜中に掘つて見るが好い。きつと車

に一ぱいの黄金が埋まつている筈だから”。第二次与第三次的话还是一样，只是把“头部”依次

换成“胸”和“腹”罢了。这种写法在一般的小说中是没有的，因为他在情节进程中并无实质性的

功能。正因为如此，不少学者对这一情节发表了看法，山敷和男认为这正是老人使用仙术的描写24），

这自然是对的，但也并无意义；荻原雄一甚至将其象征化，认为这表明杜子春在出卖自己的影子25），

这一看法虽然新鲜，但却嫌求之过深，且与情节发展颇为扞格。其实，这一情节不过是童话化的表

现罢了，他满足了儿童急于以某种神奇的联系来把握他们眼中这个新鲜世界的心理渴求；同时也具

有强烈的童趣化色彩（如安徒生《打火匣》中三只一个比一个眼睛更大的狗就是一个典型的例子）。

接下来，我们再来看第二个创造性改变：即芥川龙之介以自己一贯的创作个性和艺术理想对此

类中国故事固有的流变惯性的改变 ― 把幻境彻底虚化。

在这个故事的中国轨迹里，受试幻境的戏分不但一点点地加大加重，而且，也明显地具有“实

化”的倾向。“烈士故事”是从“曛暮之后”到“殆将晓矣”，其它的同类故事也都有这样的时间跨

度，也就是说这个幻境虽非实有，但却要占用现实的时间。更重要的是这个幻境造成了现实的结果，

那就是“鼎破丹飞”的客观存在。而后越衍化也就越强化了这种趋势，直到与“受试成仙”故事融

合后，干脆就把幻境植入了现实生活。应当说，这是唐以后的中国小说走向世俗化从而必须面对市
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井百姓的必然结果。然而，芥川却把这个受试的幻境完全虚化了，虚化到了可以不占用时间而在观

念中瞬间完成的程度。在幻境被杜子春一声喊叫打破之后芥川写到：

その聲に氣がついて見ると、杜子春はやはり夕日を浴びて、洛陽の西の門の下に、ぼん

やり佇んでいるのでした。霞んだ空、白い三日月、絶え間ない人や車の波、― すべてがま

だ峨眉山へ、行かない前と同じことです。

走出幻境之后，他却并未回到入幻时的峨眉山，而是伫立于洛阳西门下，这一地点的错毂无疑

是意味深长的。他在把入幻前的情景亦幻化的同时，也就把整个受试过程虚化了。并且在芥川精心

设计的那“白い三日月”的出场证实下，我们看到了这个奇幻迭生的过程确乎只是心念一转，几乎

未占用任何时间的虚境。

从这两大改变上，我们就可以看出，芥川对杜子春故事作了什么样的意义重构。

芥川的文学生涯一直都纠缠着他早年生活的阴影和由此而来的对人生的悲凉心境，但同时他又

是一个对这个灰暗的人生作执着追问的作家。于是，我们看到他在杜子春故事走出道家羁绊而变为

童话时，却展示出了冰冷的社会和人生内容。这就是对此类故事的最大创新。

前文已说过，唐传奇《杜子春》的前半部有戒奢劝人的意味，但在整部小说中，它承担的任务

有二：一方面对杜“感激其心”，使为己用；另一方面也是在逐渐坚固杜的道心――即看破人世的

纷扰，斩断心生的七情。（有学者认为杜的多次挥霍罄尽已暗示了他无法完成受试26），这不过是当

代视野中的误读罢了，虽然这种误读有助于我们从不同角度去理解作品。）

而在芥川龙之介笔下，这几番的沉浮把杜子春推到了冷冰冰的社会和赤裸裸的人生面前。这乍

贫乍富的人世冷暖之于杜子春正如母亲的发疯和初恋的失败之于芥川一样，使他不得不去探究人生

的终极意义，并且不得不向着悲观的方向探究。所以，如果一定要寻绎杜子春三次找到金子的位置

从“头”到“胸”又到“腹”的深意，那么似乎可以说这象征着杜子春的生命意志和生活热情逐渐

被消磨 ―“每况愈下”了。直到最后，杜子春粗暴地对老人说“何、贅沢に飽きたのじゃありま

せん。人間というものに愛想がつきたのです”，“人間は皆薄情です。……そんなことを考えると、

たといもう一度大金持になったところが、何にもならないような気がするのです。”这个剧中人

与他的缔造者一样，开始对人生投去了深深的怀疑的目光。（有学者认为其“对炎凉世态的描写，

无疑是从对日本现实社会的观察中得来的” 27）。这应是拘执于社会学角度而作出的评判。事实上，

芥川龙之介的艺术指向更多的“超越了具体事件”，从而投注于“人生的根本问题” 28）。）

正因为对人生的绝望，杜子春又欲求仙，但在受试失败之后，芥川写到：

“どうだな。おれの弟子になった所が、とても仙人にはなれはすまい。”

片目眇の老人は微笑を含みながら言いました。

「なれません。なれませんが、しかし私はなれなかったことも、反って嬉しい氣がする

のです。」
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杜子春はまだ眼に涙を浮べた儘、思わず老人の手を握りました。

这里，杜子春的激动心情恰可以看作芥川的理想之境。那是因为，事实上，杜子春的失败恰恰

是他的胜利 ― 他被拯救了，从对人生悲凉黯然的绝望中拯救出来。通过受试的失败，他又发现了

人生的意义与价值，那就是爱，是那博大的母爱又给了他一个澄明的人生境界。所以，他“充满了

从未有过的爽朗情调”说“何になっても、人間らしい、正直な暮しをするつもりです。”（而在受

试之前，对仙人提出的“ではこれからは貧乏をしても、安らかに暮して行くつもりか”的设想，

杜子春是无法接受的。）而此时仙人的态度也饶有深意，在杜子春失败后他不是像传统的此类故事

一样懊丧地说“措大误余乃如是”，反而是说“もしお前が黙っていたら、おれは即座にお前の命

を絶ってしまおうと思っていたのだ。”仙人的态度不但证实了他的得救，而且也证实了仙人的目

的恰恰也就在于这种因失败而得到的拯救。仙人的角色从以前的护道断欲的道仙形象转化为肯定人

生的艺术幻象。从这一点来看，前文所引的那些对《杜子春》有溢美之嫌的评价，如吴志达说是

“最伟大的母爱，神圣的人性对宗教的反叛”，孙逊说“在这场人性与仙性的较量中，人性取得了胜

利”等其实倒正宜于此29）。考验型故事总是要通过考验才会获得成功的结果，此处却恰恰相反，这

当然不单单是一个情节设置的问题，他显示了作者对人性更深刻的思考。

在这则童话中，芥川把自己人生的两大“裂谷”联结了起来：一是自小失去的母爱；一是对人

生的怀疑。而且，他在幻想中用前者来拯救后者。可以说，蓝本中杜子春托生为女，又因了母爱而

功亏一篑的情节拨动了芥川心灵深处的琴弦。于是，他通过杜子春因母爱而得救，重拾人生之信心

的艺术幻觉给自己以幻想中的安慰甚至祈望。就表面意义而言，由于其童话化的处理和对理想幻景

不动声色的补偿性结撰，这篇作品呈现出芥川氏少有的“爽朗情调”。

但当我们进一步考虑，就会发现还并非如此。虽然，这是他面对这个自私浇薄的人世绝望时在

幻想中假想的补偿，对于芥川而言，其补偿的动力又恰是他一生向往的母爱，从而使其成为一个双

重的补偿；然而，在文本中，我们还可以看到芥川对人生无情的剖析与紧随其后的浓重悲凉。至此，

我们不得不指出，其之解救与补偿是从他的“虚化世界”中产生的，而这种虚化就黯然地证明了杜

子春的解脱其实只是在精神世界中概念性的解脱罢了。因为浇薄的世态与卑琐的人性作为他人生危

机的根源并没有一丝一毫的改变。仙人与杜子春都以为闭眼不看世事而只从母爱中即可证果，可作

者却有清醒的认识。他不但略带伤感地写那个可以拯救世人的仙人说“ではおれは今日限り、二度

とお前には遇わないから”；而且，在结尾时，仙人突然说：“おお、幸、今思い出したが、おれは

泰山の南の麓に一軒の家を持っている。その家を畑ごとお前にやるから、早速行って住まうが好

い。今頃は丁度家のまわりに、桃の花が一面に咲いているだろう。”对于精熟中国文化的芥川而

言，这句话的意义再明显不过了：他把杜子春安排到一个“桃花源”中去了。这或许是一个无奈的

选择。因为作者痛苦的人生经历和心灵历程使他明白，观念的演绎无论多精彩，一回到现实社会就

会被风化。所以，他也悲哀地知道，杜子春并未真正得救，他只能永远居住在作者幻想的桃花源里。
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注

1 ）许多学者在论述此篇时仍依《太平广记》将其归于李复言的《续玄怪录》，甚至还有据《唐人说

荟》等书而归之于郑还古的，实均误。参见程毅中点校《玄怪录·续玄怪录》（北京：中华书局，

1982），以及李剑国《唐五代志怪传奇叙录》（天津：南开大学出版社，1998，第 612 页）、李时

人《全唐五代小说》（西安：陕西人民出版社，1998，第 838 页）等著述。

2）唐人段成式在《酉阳杂俎》（方南生点校，北京：中华书局，1981，第 235－236 页）中已指出此

点，后之霍世休（《唐代传奇文与印度故事》，《中国比较文学研究资料 1919－1949》，北京：北

京大学出版社，1989，第 348－350 页）、钱锺书《管锥编》（北京：中华书局，1996 年，第 655

页）及李剑国《唐五代志怪传奇叙录》亦有论述。
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1．汉日辅音系统概貌

	 	 现代汉语共有二十二个辅音音位，其中 [ŋ] 只能做韵尾，[n] 即能做声母也能做韵尾，其余的

只能做声母。现代日语的辅音音位共有十二个，所有的辅音都只能出现在音节开始部位，除了一个

特殊的拨音假名“ン”，它是一个可以自成音节的辅音。汉语和日语中都没有复辅音。

	 	 日语的皡音音位比较少，但是音位变体却非常丰富，并且相互之间的差异非常大。例如：[t]、

[ts]、[tʃ] 同属音位 /t/；[s]、[ʃ] 同属音位 /s/；[d]、[dʒ]、[dz] 同属音位 /d/；[dʒ]、[dz] 同属

音位 /dz/；[h]、[ç]、[ɸ] 同属音位 /h/；[g]、[ŋ] 同属于音位 /g/；[n]、[ɲ] 同属于音位 /n/。下

图为汉日辅音音位对比图，其中没有下划线的是汉语中的辅音，有下滑线的是日语中的辅音，粗体

的是两种语言中都存在的辅音。（注意
4 4

：由于日语的辅音音位变体之间差异非常大，出于实用性考

虑，下图中列入了一些有代表性的音位变体，用圆括号加以注明。）

	 	 观察上表，我们可以归纳出如下结论：

	 	 按照发音部位，汉语的辅音可以分成七类：双唇音、唇齿音、舌尖前音、舌尖中音、舌尖后音、

舌面音和舌根音；日语的辅音也可以分成七类：双唇音、舌尖前音、舌尖中音、舌叶音、舌面音、

舌根音和咽壁音。其中唇齿音和舌尖后音是汉语中特有的；舌叶音和咽壁音是日语中特有的，是学

习过程中引起负迁移的根本原因之一。

	 	 再看发音方法，汉语覆盖了塞音、塞擦音、擦音、鼻音和边音等五类辅音；日语则覆盖了塞音、
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塞擦音、擦音、鼻音和闪音等五类辅音。其中边音和闪音是两种语言各自特有的，这是学习时引起

负迁移的另一个原因。

	 	 在塞音和塞擦音中，汉语只有清音没有浊音，只区分送气和不送气的对立；日语只区分清浊对

立，没有送气与否的对立。在擦音中，汉语存在唯一的一组清浊对立的皡音 [ʂ] 和 [ʐ]；日语中的

擦音却没有清浊对立。在鼻音中，汉语的韵尾区分前后鼻音 [n]、[ŋ] 的对立；日语虽然在音节头

部区分 [n]、[ŋ]，但是在音节末尾只存在一个 [n]，不区分前后鼻音，这是造成学习困难的又一原

因。

	 	 总体上看，汉语中清音占有绝对优势，日语中清浊音比例大致持平。下面具体分析：

2 ．塞音的送气不送气对立与清浊对立

	 	 /p/、/t/、/k/ 是在各种语言中广泛存在的塞音，在汉语和日语中，虽然发音部位完全相同，

但是发音方法上体现出整齐的送气不送气对立与清浊对立的差异。因此，多数日本学生在学习汉语

的这三组塞音时，在听辨和发音两方面都感觉到困难。由于日语中的清塞音 [p]、[t]、[k] 不区分

送气不送气（送气不送气在日语中属于同一个音位的随意音品），不经过专门训练，日本学生很难

听栲出汉语中诸如“兔子箚了”和“肚子籾了”的差异。并且，在发音时，总是无意识地用浊塞音

替代不送气的清塞音，例如将“爸爸到了”说成 [bA bA dau lɤ]；或者将送气清塞音发成不送气的，

例如将“身体”说成 [ʂən ti]。

	 	 克服困难的关键在于训练学生听辨出送气不送气的区别，如今比较流行的做法是将一张小纸片

置于口前，体会纸片摆动的幅度，一般情况下发送气音时纸片的摆动幅度明显比不送气音强烈。这

样经过反复训练，学生一般都能体会到其中的差异。之后，在听辨的基础上再训练学生做发音练习，

此时，教师需要时刻提醒学生不要发出浊塞音来，这类音在汉语中是不存在的。日本学生即使是在

图 1　汉日辅音的发音部位和方法比较
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鼻　音 m[m] n[n] (n[ɲ]) [ŋ] ([ŋ])

边　音 l[l]

闪　音 r[ɽ] [ɾ]
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体会到送气不送气的差异后，在发送气音时往往还是存在送气程度不够的缺点，教师应该及时提醒

并鼓励学生大胆地增大送气气流，一般能取得较好的效果。

3 ．塞擦音发音部位的差异

	 	 汉语中存在三组塞擦音，日语中存在两组，与塞音相同，汉日两语的塞擦音也存在送气不送气

对立与清浊对立的差异，教授方法同上节，这里不再赘述。需要注意的是，这五组塞擦音的发音部

位互不重合，而是两相交叉，从前至后依次排列，也就是说，就发音部位而言，汉语的三组塞擦音

完全不同于日语，这给日本学生的学习带来很大困难。

	 	 先看汉语中的舌尖前塞擦音 z[ts] 和 c[ts‘]，虽然日语中不存在这两个音，但由于存在一个发音

部位相同的清擦音 [s]，因此，日本学生还是比较容易掌握 z[ts] 和 c[ts‘] 的，教师只需强调一下送

气不送气的区别就可以了。

	 	 比较困难的是 zh[tʂ] 和 ch[tʂ‘] 的发音，与日语中 [ts] 和 [tʃ] 的发音十分接近。在日语中，[ts]

和 [tʃ] 与元音拼合的分布是互补的，同出现在タ行假名中（タ [tɑ]、チ [tʃi]、ツ [tsɯ‥]、テ [tᴇ]、

ト [to]），并且归入同一个音位 /t/。受日语影响，日本学生在发汉语 zh[tʂ] 和 ch[tʂ‘] 合口呼音节

时常将皡音部分发成 [ts]，而在发汉语“知”、“吃”等时，不仅将韵母错发成 [i]，更将声母错发

成 [tʃ]。因此，教授 zh[tʂ] 和 ch[tʂ‘] 的关键在于和韵母一同教学，首先训练学生 zh[tʂ] 和 ch[tʂ‘]

的开口呼音节，待学生掌握了发音部位后，再训练合口呼音节，注意纠正错发成 [ts] 的倾向，最

后，训练“知”、“吃”等音节，注意特别强调拼音 zhi 中的“i”的发音是 [ʅ] 不是 [i]，声母是 [tʂ]

不是 [tʃ]。

	 	 掌握 j[tɕ] 和 q[tɕ‘] 也有类似的困难，在齐齿呼音节中，日本学生常将声母发成 [tʃ]，在撮口呼

音节中，又常将声母发成 [ts]，并将介韵 [y] 发成 [u]，也就是说，有区分 j[tɕ]、q[tɕ‘] 和 zh[tʂ]、

ch[tʂ‘] 的困难。因此，教授时首先须进行 j[tɕ]、q[tɕ‘] 和 zh[tʂ]、ch[tʂ‘] 的听辨和发音比较练习，

在此基础上再按照齐齿呼→撮口呼的过程让学生掌握正确发音。

	 	 我们发现，其实汉语中的 zh、ch、sh、r 和 j、q、x 在与韵母拼合时的分布也是互补的，前者

构成开、合二呼（洪音），后者构成齐、撮二呼（细音），因此，即使将两者归入一个音位也未尝不

可，所不同的就是日语中这样做了，而汉语中没有这样做。从中，我们还可以找出汉日两语的一个

共同规律，即：辅音总是依照发音部位的前后与其相近的元音拼合，或者说，辅音因为受到其后面

元音的影响而发生了变化。基于以上的认识，我们认为在教授这几组塞擦音时需要以音节为本，需

要在基础发音练习后进行大量的音节发音训练，这一宗旨也应体现在语音教材编写中。

4 ．擦音中的 [ɸ]、 [f]、[ç]、 [x]、[h] 及其他

	 	 这一节，我们首先分析日语的ハ行假名，他们是ハ [hɑ]、ヒ [çi]、フ [ɸɯ]、ヘ [hᴇ]、ホ [ho]，

其中的辅音由三个明显不同的音素构成，[ɸ] 是双唇清擦音，[ç] 是舌面清擦音，[h] 是咽壁清擦音，

发音部位由前至后依次排列，像这样把发音部位相距甚远的音素归入一个音位的情况是不多见的，

我们该如何理解呢？
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  ハ行辅音就像是附着在元音前面的附着音一样，发音部位总是处在元音发音时声道最狭窄的地

方。[ɑ]、[ᴇ]、[o] 是低元音，开口度较大，发音时声道最狭窄的地方不在口腔而在喉部，所以附

着在前面的辅音是咽壁音 [h]；[i] 发音时声道最狭窄的地方在中舌面和硬腭之间，附着在前面的是

舌面皡音 [ç]，实际上也可以把 [ç] 理解成 [h] 的腭化音；[ɯ] 发音时声道最狭窄处是双唇间，所

以附着在前面的是双唇音 [ɸ]。

	 	 然而在汉语中，发音部位相距甚远的辅音 [f] 和 [x] 都分别能和开口度相距甚远的元音 [ᴀ] 和

[u] 相拼，形成诸如“发”、“夫”、“哈”、“呼”这样的音节，似乎有些奇怪。其实不然，我们只要

稍微留意一下就会发现，类似“发”这样的音节是有一个明显的动程的，即开口度的由小到大的过

程，僊想一下如果不允许存在动程，那么开口度很小的唇齿音 [f] 就根本不可能和 [ᴀ] 拼在一起了。

	 	 在这里，日本学生的学习难点有两个，一个是倾向于用双唇清擦音 [ɸ] 代替唇齿清擦音 [f]，

一个是无法区分唇齿音 [f] 和舌根音 [h]，或者说这两个辅音的部位感模糊。教学过程中，第一个

难点是较容易解决的，因为双唇音和唇齿音的发音部位是可以目测的，教师只需演示“フ”和

“夫”的发音并提请学生注意唇部动作，一般都可以达到较好的效果。比较困难的是“呼”的发音，

日本学生往往找不到发音部位，甚至发成“フ”音，这就需要教师演示“フ”和“呼”发音，在发

“呼”时，用手指指在自己的咽和下颚交界处，提示发音部位，这样经过反复的发音和纠音训练，

学生才能掌握“呼”的正确发音。

	 	 其他几个擦音：s[s] 在日语中也存在，日本学生很容易掌握。sh[ʂ] 和 r[ʐ] 的发音部位同

zh[tʂ] 和 ch[tʂ‘]，不再赘述，其清浊对立是现代汉语中唯一的一组，但由于日语中普遍存在清浊对

立，日本学生也很容易掌握。

5 ．前鼻音与后鼻音

	 	 汉语中鼻音的发音部位基本和日语重合，只有 [ɲ] 比较特殊，其实 [ɲ] 只是 [n] 的一个极度腭

化了的变体，并不能算作一个独立的辅音。腭化现象在日语中非常普遍，在汉语中却不常见。所谓

腭化，就是发音部位向上腭中间移动，或者发音时舌面中部向上腭抬起。换一种说法，就是发音时

舌的状态向 [i] 接近。日语イ段假名前部的辅音，都有程度不等的腭化现象。例如カ [ka] 和キ [ki]

中的辅音 [k] 是明显不同的，后者发音靠前，是腭化的 [k]。日语有些音节里辅音腭化程度非常高，

已经演变成了不同的音素，例如シ、ニ、チ的辅音音素。我们可以把腭化看成是音节中辅音部分受

元音的影响而产生变异，向元音融合的现象，它增强了音节的紧密度。

	 	 双唇前鼻音 [m]，不仅发音部位同日语相同，连在音节中的分布也完全相同，即：只出现在音

节开头，不出现在音节结尾。因此，日本学生非常容易掌握，不存在教学困难。

	 	 难点在于 [n] 和 [ŋ] 的区分。这两个音在两种语言中都是存在的，并且发音部位基本重合，因

此，日本学生在发音方法和发音部位上应该没有困难。困难在于两个音的听辨上，这是由两个鼻辅

音在两种语言的音节中的分布不同造成的。见下表：
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图 2　鼻辅音在音节中的分布

　　　　　	语　种

鼻辅音

汉　　　语 日　　　语

出现在音节开头 出现在音节末尾 出现在音节开头 出现在音节末尾

[n] ＋ ＋ ＋ ＋

[ŋ] － ＋ ＋ －

  我们注意到表中有两个空白点，即①汉语中 [ŋ] 不出现在音节开始；②日语中 [ŋ] 不出现在音

节末尾。空白点①出现在汉语中，对日本学生学习汉语不构成影响；空白点②出现在日语中，日本

学生在学习过程中必须填补这个空白点。总结成一句话，受母语影响，在音节开头，日本学生对前

后鼻音 [n] 和 [ŋ] 的对立是敏感的，但是在音节末尾，日本学生对 [n] 和 [ŋ] 的对立却是不敏感的。

另外，即使在音节头部，日语中 [ŋ] 和 [g] 是一个音位，和 [n] 不是一个音位，情况又更加复杂了

一些。

	 	 克服困难的关键在于训练学生前后鼻音的听辨，即举出一组前后鼻音对立的汉字，由教师发音，

学生体会两者的差异。由于日本学生一般都有较好的英语基础，英语中音节末尾类似于汉语，也存

在前后鼻音的对立，所以教师可以举一些英语的例子，往往可以达到触类旁通的效果。

6 ．边音与闪音

	 	 日本学生在学习汉语的边音 l[l] 时往往认为就是日语中ラ行假名的辅音，这是不正确的。

  ラ行辅音音素不在词头时是典型的闪音 [ɾ]，在词头或在拨音ン后面时是带有微弱破裂的闪音

[ɽ]，同样，在リ中的闪音有腭化现象。所谓闪音，是指发音时舌或唇等在气流的冲击下，轻轻弹

动一次，因此闪音的音色清亮，有明显的跳动感和不稳定感。闪音是介于一般辅音和颤音之间的一

种辅音，如果是弹动多次，即成为颤音。

	 	 汉语的边音 l[l] 是不同的，发音时舌尖顶住上腭，形成阻碍，舌的两边松弛，气流沿舌的两边

流出。边音和闪音的最大区别在于边音可以持续，闪音不能持续。

	 	 日本学生有用闪音代替边音的倾向，给人以音色过于清亮、不稳定或者有一种“打嘟噜”的感

觉，教师应该及时指出并纠正。教学过程中可以采取故意拖长音节的做法，例如将“啦”发成	

[l---ᴀ]，日本学生会体会到闪音很难做到这一点而有意识地区分边音和闪音。

7．汉语和日语中的半元音

	 	 半元音是介于元音和辅音中间的音。区分元音和辅音的几个标准①气流是否有阻碍②气流的强

弱③发音器官是否有明显部位感	都不是非此即彼的概念，因此语音也是有其过渡状态的，处在元

音与辅音之间的过渡音就是半元音。

	 	 一般认为，日语有两个半元音 [j] 和 [w]，汉语有三个半元音 [j]、[w] 和 [ɥ]。虽然日语的 [j]、

[w] 同汉语的 [j]、[w] 在发音部位上存在着一些微小的差异（例如日语的 [j]、[w] 都更接近元音并

且不圆唇），但由于这都是受后面拼合元音的部位的影响而发生的改变，掌握起来一般都不困难。

对于日本学生，困难在于半元音 [ɥ]，这个音在日语中不存在，日本学生通常会像发 [y] 一样用日
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语ユ [jɯ] 替代，它由两个音素拼合而成，与 [y‥] 明显不同，这点在教师说明后学生一般都能领会

并纠正。接下来的问题是，日本学生发 [y‥] 时普遍圆唇度不够，并且舌位偏低。这种倾向通常很顽

固，很难纠正，所幸的是圆唇度和舌位的高低都可以比较直观地观察到，教师可以给学生一面小镜

子，让学生观察自己的唇型、开口度和老师的差异，反复练习并纠正，通常可以达到很好的效果。

8 ．汉日两语中基于汉字的的辅音对应关系

	 	 中日两国有着超过两千年的文化交流史，汉字作为重要的文化载体，通过佛教典籍、国家公文、

汉籍和科学文献等传入日本，汉字的读音也随之对日语产生影响，形成了日语汉字的音读读音。现

代日语中，一个汉字拥有两个以上音读读音的情况并不少见，主要源自其语源的地域差异和历史差

异，从不同时代的不同地域吸收汉字读音，造成了现代日语汉字读音的复杂局面。但总的来说，现

代日语的音读如同中国某些南方方言一样，保留了相当多的汉语中古时期的读音规律，由此，同一

汉字的汉语和日语读音也呈现出体系性的有规律的对应关系，下面我们以代表唐宋时期汉语辅音面

貌的三十六字母为中介，对汉日辅音对应规律做一简要归纳：

（1） 重 唇 音：

	 	 帮母：帮ホウ　奔ホン　表ヒョウ　变ヘン　布フ・ホ

	 	 	 	 	 	现代汉语（后文简称 C）中主要为双唇不送气清塞音 [p]，现代日语（后文简称 J）中

对应为不同发音部位的清擦音 [ɸ]、	[f]、[ç]、[h]（ハ行假名辅音）等。

	 	 滂母：滂ホウ・ボウ　抛ホウ　派ハ　品ヒン　烹ホウ

      C 中为双唇送气清塞音 [p‘]，J 中对应为不同发音部位的清擦音 [ɸ]、	[f]、[ç]、[h] 和双

唇浊塞音 [b]。由于 C 区分送气与不送气，J 不存在此对立，所以诸如“帮滂”、“端透”、

“知彻”等以送气与否区分的字母，在 J 中对应的辅音往往一致或近似，下同。

	 	 并母：	并ヘイ　袍ホウ・ボウ　傍ボウ　盆ボン・ホン　贫ヒン・ビン	抱ホウ　婢ヒ　勃ボ

ツ　罢ヒ

      C 中为双唇清塞音 [p‘] 和 [p]，J 中对应为不同发音部位的清擦音 [ɸ]、	 [f]、[ç]、[h] 和

双唇浊塞音 [b]。

	 	 明母：明メイ・ミョウ・ミン　麻マ　某ボウ　蛮バン　梦ム　门モン　马バ・マ

     C 和 J 中都为双唇鼻音 [m]，对应整齐、稳定。

（2） 轻 唇 音：

	 	 非母：非ヒ　发はつ　风フウ　匪ヒ　放ホウ　夫フウ

	 	 敷母：敷フ　翻ホン　芬フン　费ヒ　拂フツ

	 	 奉母：奉ホウ　乏ボウ　符フ　凤ホウ　肥ヒ　饭ハン

	 	 	 	 	 	非、敷、奉三母相类似，C 中为唇齿清擦音 [f]，J 中对应为不同发音部位的清擦音 [ɸ]、	

[f]、[ç]、[h] 等。

	 	 微母：微ビ　味み　万バン・マン　吻フン・ブン　亡ボウ・モウ
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      C 中为半元音 [w] 开头的零声母字，J 中对应比较复杂，可分为三类：①不同发音部位

的清擦音 [ɸ]、	[f]、[ç]、[h]； ②双唇浊塞音 [b]；③双唇鼻音 [m]。

（3）	舌	头	音：

	 	 端母：端タン　搭トウ　朵タ・ダ　顶チョウ・テイ　斗ト・トウ　都ト

      C 中为舌尖不送气清塞音 [t]，J 中主要对应为舌尖清塞音 [t] 和不同部位的清擦音 [ts]、

[tʃ] 等。也有少量对应为舌尖浊塞音 [d]。

	 	 透母：透トウ　他タ　体タイ　态たい　土ト・ド

	 	 	 	 	 	C 中为舌尖送气清塞音 [t‘]，J 中与端母相同，主要对应为舌尖清塞音 [t] 和不同部位的

清擦音 [ts]、[tʃ] 等，少量对应为舌尖浊塞音 [d]。

	 	 定母：定テイ・ジョウ　腾トウ　团ダン　条ジョウ　待タイ　掉トウ・チョウ

      C 中为舌尖清塞音 [t] 和 [t‘]，J 中主要对应为清音 [t]、[ts]、[tʃ] 以及相应的浊音 [d]、

[dz] 、[dʒ]。

	 	 泥母：泥デイ　脑ノウ　宁ネイ　男ダン　能ノウ　年ネン　农ノウ

      C 中为鼻音 [n]，J 中除了对应为相同的鼻音 [n] 外，还对应为舌尖浊塞音 [d]。

（4）	舌	上	音：

	 	 知母：知チ　张チョウ　中チュウ　镇チン　展テン	竹チク

     C 中为卷舌不送气清塞擦音 [tʂ]，J 中以舌叶清塞擦音 [tʃ] 为主。

	 	 彻母：彻テツ　畅チョウ　畜チク　椿チン・チュン　抽チュウ

     C 中为卷舌送气清塞擦音 [ts‘]，J 中与知母相似，也以舌叶清塞擦音 [tʃ] 为主。

	 	 澄母：澄チョウ　肠チョウ　传デン　缠テン・デン　赵チョウ　择タク

      C 中为卷舌清塞擦音 [tʂ] 和 [ts‘]，J 中以舌叶清塞擦音 [tʃ] 为主，也对应舌尖塞音 [t]

和 [d] 等。

	 	 娘母：娘ニョウ・ジョウ　浓ノウ・ジョウ　尼ニ・ジ　匿トク・ジョく

     C 中为舌尖鼻音 [n]，J 中除对应舌尖鼻音 [n] 外，也对应舌叶浊塞擦音 [dʒ]。

（5）	齿	头	音：

	 	 精母：精セイ・ショウ　兹シ・ジ　紫シ　宰サイ　焦ショウ　晶ショウ

      C 中演变为舌面不送气清塞擦音 [tɕ] 和舌尖不送气清塞擦音 [ts]，J 中主要对应为舌尖

清擦音 [s]，也对应舌叶清塞擦音 [ʃ]。

	 	 清母：清セイ・ショウ　刺シ　擦サツ　趣シュ　亲シン

      C 中为舌面送气清塞擦音 [tɕ‘] 和舌尖送气清塞擦音 [ts‘]，J 中与精母相似，主要对应为

舌尖清擦音 [s]，也对应舌叶清塞擦音 [ʃ]。

	 	 从母：从ジュウ　瓷シ・ジ　藏ゾウ　自ジ　罪ザイ・サイ　钱セン　绝ゼツ

      C 中为舌尖清塞擦音 [ts] 和	 [ts‘]，J 中主要对应为舌尖清擦音 [s]、舌尖浊塞擦音 [dz]、

舌叶清塞擦音 [ʃ] 以及舌叶浊塞擦音 [dʒ]。

	 	 心母：心シン　丝シ　素ソ　扫ソウ　薛セツ　小ショウ　先セン
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      C 中为舌尖清擦音 [s] 和舌面清擦音 [ɕ]，J 中对应为舌尖清擦音 [s] 和舌叶清塞擦音

[ʃ]。

	 	 邪母：邪ジャ　随ズイ　似ジ・シ　穗スイ　徐ジョ 像ゾウ・ショウ

      C 中主要为舌尖清擦音 [s] 和舌面清擦音 [ɕ]，J 中对应为舌尖清擦音 [s]、舌尖浊塞擦

音 [dz]、舌叶清塞擦音 [ʃ] 以及舌叶浊塞擦音 [dʒ]。

（6）	正	齿	音：

	 	 照母：照ショウ　终シュウ　庄ソウ　制セイ　震シン　哲テツ　战セン

      C 中为卷舌不送气清塞擦音 [tʂ]，J 中对应为舌尖清擦音 [s] 和舌叶清塞擦音 [ʃ]，也有

少量的舌尖清塞音 [t]。

	 	 穿母：穿セン　充ジュウ　出シュツ　初ショ　川セン　创ソウ　抄ショウ

      C 中为卷舌送气清塞擦音 [tʂ‘]，J 中对应为舌尖清擦音 [s] 和舌叶清塞擦音 [ʃ]，也有少

量的舌叶浊塞擦音 [dʒ]。

	 	 床母：床ショウ・ソウ　实ジツ　术ジュツ　舌ゼツ　蛇ジャ・ダ　状ジョウ

      C 中为卷舌清塞擦音 [tʂ]、[tʂ‘] 和卷舌清擦音 [ʂ]，J 中主要对应为舌尖清擦音 [s]、舌

叶清塞擦音 [ʃ]、舌尖浊塞擦音 [dz] 和舌叶浊塞擦音 [dʒ]。

	 	 审母：审シン　束ソク　诗シ　书ショ　失シツ　说セツ　少ショウ

     C 中为卷舌清擦音 [ʂ]，J 中对应为舌尖清擦音 [s] 和舌叶清塞擦音 [ʃ]。

	 	 禅母：禅ゼン　成セイ・ジョウ　熟ジュク　受ジュ　甚ジン　涉ショウ

      C 中为卷舌送气清塞擦音 [tʂ‘] 和卷舌清擦音 [ʂ]，J 中主要对应为舌尖清擦音 [s]、舌叶

清塞擦音 [ʃ]、舌尖浊塞擦音 [dz] 和舌叶浊塞擦音 [dʒ]。

（7）	牙　　音：

	 	 见母：见ケン　归キ　骨コツ　高コウ　交コウ　基キ

     C 中为舌面不送气清塞擦音 [tɕ] 和舌根不送气清塞音 [k]，J 中对应为舌根清塞音 [k]。

	 	 溪母：溪ケイ　开カイ　款カン　空クウ　去キョ　丘キュウ　腔コウ

      C 中主要为舌面送气清塞擦音 [tɕ‘] 和舌根送气清塞音 [k‘]，J 中与见母相似，对应为舌

根清塞音 [k]。

	 	 群母：群グン　狂キョウ　跪キ　共キョウ　旗キ　权ケン　件ケン

      C 中为舌面清塞擦音 [tɕ]、[tɕ‘] 以及舌根清塞音 [k]、[k‘]，J 中对应为舌根塞音 [k] 和

[ɡ]。

	 	 疑母：疑ギ　我ガ　外ガイ　言ゲン・ゴン　牛ギュウ　倪ゲイ

      C 中为零声母，个别转变为舌尖鼻音 [n] 和舌尖浊擦音 [ʐ]，J 中对应为舌根浊塞音 [ɡ]

和舌根鼻音 [ŋ]。

（8）	喉　　音：

	 	 影母：影エイ　安アン　烟エン　弯ワン　屋オク　袄オウ

     C 中为零声母，J 中都对应着ア行和ワ行假名以元音开头的音节。
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	 	 晓母：晓ギョウ・キョウ　花カ　虎コ 孝コウ・キョウ　香コウ・キョウ

     C 中为舌根清擦音 [x] 和舌面清擦音 [ɕ]，J 中主要对应舌根清塞音 [k]。

	 	 匣母：匣コウ・ゴウ　华カ　户コ　回カイ　学ガク　咸カン　幸コウ

     C 中为舌根清擦音 [x] 和舌面清擦音 [ɕ]，J 中主要对应舌根塞音 [k]、[ɡ]。

	 	 喻母：喻ユ　越エツ　为イ　余ヨ　用ヨウ　雨ウ　也ヤ　融ユウ　铅エン

	 	 	 	 	 	喻母比较复杂，C 中大部分演变为零声母字，小部分演变为 [tɕ]、[tɕ‘]、[ɕ]、[ʐ] 开头

的字。J 中主要对应ヤ行假名开头的字，部分为半元音 [j] 开头，部分为元音开头。

（9）	半	舌	音：

	 	 来母：来ライ　里リ　隆リュウ　卢ロ　灵レイ　刘リュウ　连レン　列レツ

     C 中为舌尖边音 [l]，J 中对应为舌尖闪音 [ɾ]，两者发音十分接近。

（10）	半	齿	音：

	 	 日母：日ニチ　柔ジュウ・ニュウ　饶ジョウ・ニョウ　戎ジュウ　入ニュウ・ジュウ

      C 中大部分转化为舌尖浊擦音 [ʐ] ，小部分转变为零声母。J 中对应为舌叶浊塞擦音

[dʒ] 和舌尖鼻音 [n]，都带有明显的腭化。

	 	 综上所述，汉日语言间的辅音差异，可以找到成体系的整齐的对应规律，主要表现在发音方法、

发音部位以及清浊上的有规律的影响和演变。汉语发音通过借词成体系地影响其他语言的现象还见

于朝鲜语、东南亚各国语言，以及中国某些少数民族语言，这不仅是语音学和音韵学研究的宝贵材

料，也为语言的教学与应用研究提供了参考内容。

参考文献

1 )	冯玉明 「日语汉字音读源流初探」 『日语学习与研究』 1983（4）.

2 )	王迈 「现代日语中的汉语古音」 『日语学习与研究』 2011（1）.

3 )	王迈 「汉日音调差异与汉语上声教学」 『对外汉语论丛』 2011（8）.

4 )	王力 『汉语音韵』 中华书局 1963.

5 )	朱川 『外国学生汉语语音学习对策』 语文出版社 1997.

6 )	高本汉 『中上古汉语音韵纲要』 齐鲁书社 1987.

7 )	陈复华 『汉语音韵学基础』 中国人民大学出版社 2002.

8 )	山口明穂、鈴木英夫 『日本語の歴史』 東京大学出版会 ,	1997.

9 )	渡辺実 『日本語史要説』 岩波書店 1997.

10)	金田一京助 『日本語の変遷』 講談社 1980.

*		2012 年度中国教育部人文社科规划项目“以自主学习为特征的外国学生汉语语音训练研究”，编

号：12YJAZH008。

*	上海外国语大学，国际文化交流学院，博士，讲师。



汉语和日语的辅音系统134



西田の「自覚」と「絶対自由の意志」の立場 135

1．はじめに ―『自覚に於ける直観と反省』の問題

　『自覚に於ける直観と反省』は，西田幾多郎の著作の中で最も数奇な運命をたどった作品であ

ると言える。それは，西田哲学の発展における重要性を認められ，他の多くの著作よりも早く英

訳されて西洋の読者に紹介された作品である一方1），解釈者たちによって最も軽視されている作

品であると言っても過言ではない2）。その理由は，『自覚に於ける直観と反省』にて発表された

思想が西田哲学の過度的段階にすぎず，しかもその最終的な立場が西田自身によって批判され，

完全に捨てられたように思われるということにある。西田の最も独自で代表的な説は，『善の研

究』にて発表された純粋経験論，および『働くものから見るものへ』の「場所」という論文以降

展開された場所論理や絶対無の自己限定などであるとされていて，その間に発表された『自覚に

於ける直観と反省』の論文の概念的な内容は中途半端な展開にすぎないと考えられているのであ

る。

　こうした両価的な評価は，西田自身の評価に基づいている。『自覚に於ける直観と反省』を出

版してから 4年後，「京都に来てから読書と思索とに専なることを得て，余もいくらか余の思想

を洗練し豊富にすることを得た」（I，5）3） と西田は大正 10年の『善の研究』の再版の序におい

て述べている。すなわち，『自覚に於ける直観と反省』の立場に基づいたこの時期の思想を，『善

西田の「自覚」と「絶対自由の意志」の立場
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〈Summary〉
  Among the main works by Nishida Kitarō, Intuition and Reflection in Self-Consciousness 

is the one most neglected by scholars. While its importance for the development of Nishida’s 

philosophy is universally recognized, it is regarded as the expression of a merely transitional 
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free will is generally considered a fruitless dead-end detour into mystical irrationalism with 
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of the reflective aspect of absolute in the birth of the concept of basho. However, Intuition 
and Reflection in Self-Consciousness can also be regarded as the culmination of earlier 
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rational as generally believed, and that it had a significant, multifaceted influence on later 

Nishida’s thought, including on the concept of self-determination of the individual and the re-

lated idea of time.
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の研究』の純粋経験より複雑で，哲学的に一層成熟したもとして評価しているのである。しかし

ながら，『自覚に於ける直観と反省』は，『善の研究』と同様に，当初は雑誌に載せられた小論文

をまとめたものであるが，『善の研究』と異なって，一貫した体系としてまとめたものではなく，

むしろ数年にわたる（大正 2年から 6年まで）思想の歩みを時間的な順序によってまとめたもの

である。この数年の間，西田は，フィヒテの観念論や当時の日本で流行していた新カント派の発

想を用いて，『善の研究』の体系において取り残された問題の解決へと懸命に努めていたが，満

足できる新しい体系に至ることはできなかった。「疑問の上に疑問を生じ，解決の上に解決を要

し，徒らに稿を重ねて遂に一冊の書」（II，3）になった『自覚に於ける直観と反省』は，「悪戦

苦闘のドッキュメント」（II，11）であると晩年の西田は昭和 16年の改版の序に述べている。そ

の上，その「悪戦苦闘」の結果，西田は『自覚に於ける直観と反省』の最後の論文にて「絶対自

由の意志」の立場に至り，一時的に落ち着きを得るようになったが，周知のとおり，晩年にその

立場を強く批判し，「神秘の軍門に請うたと自白せざるを得なかった」と述べた（II，13）。その

ため，「絶対自由の意志」という概念は完全に捨て去られ，西田哲学の発展を理解するためには

あまり重要な概念ではないと考えられるのである。

　しかも，『自覚に於ける直観と反省』の最初の論文の中心となった「自覚」という概念がその

後の西田哲学においても重要な役割を果たしていることは認められてはいるが，後期西田におけ

る「自覚」概念の理論的な枠組みは『自覚に於ける直観と反省』の枠組みと大きく異なると考え

られる。『自覚に於ける直観と反省』において西田は，新カント派の超越論的哲学を当然の立場

として，その枠組みの中で考えようとしていたが，新カント派の問題設定とその解決は当時すで

に現象学などによって乗り越えられつつあり，今日から見ればその意味と重要性を失ってしまっ

たように思われるわけである。後期西田の場所論理が，新カント派の立場への批判として生じた

理論であるにせよ，その立場の問題設定を超えて，アリストテレスなどの西洋の存在論の根本的

な立場に反する独自の思想として定められた結果，西田哲学の発展においても新カント派の役割

が重要性を失ったように思われる4）。すなわち，「自覚」という概念自体は後期西田にとって重

要であったとしても，『自覚に於ける直観と反省』における自覚の分析と解釈は後期西田にとっ

てあまり重要ではないように思われるのである。

　その結果，『自覚に於ける直観と反省』は西田哲学の研究者によって軽視されてきた。その上，

今日あまり読まれていない新カント派の細かい理論を前提にしているものとして，かなり解釈が

難しい著作である。しかし，「余の思想を洗練し豊富にすることを得た」と言われるように，こ

の著作のテーマとなったのは，新カント派の思想よりも，すでに『善の研究』において発表され

た西田自身の思想なのである。周知のとおり，西田が純粋経験の立場から自覚の立場へ移った

きっかけは，高橋里美による『善の研究』への批判だった5）。意識において事実と意味という二

つの側面を認めなければならないが，純粋経験の立場が意識の事実しか認めない心理主義にすぎ

ないと高橋は西田を批判した。それに対して西田は，批判に対し反論しながらも，『善の研究』

において意識における事実と意味の関係が十分に論じられなかったことを認めた。「如何にして
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一つ意識が此両面を具して居るか，両面は如何にして一つの意識に結合せられて居るか，意識の

如何なる方面が意味であって如何なる方面が事実であるかを考へて見ねばならぬと思う。」（I，

315）『自覚に於ける直観と反省』の諸論文はその問いに答える試みとして書かれたのである。す

なわち，自覚の概念の解釈によって，西田は新カント派の概念を手段として自分の立場の改善，

いわばその止揚に努めたわけである。『善の研究』における「純粋経験を唯一の実在としてすべ

てを説明して見たい」（I，4）という根本的な課題は，『自覚に於ける直観と反省』における「余

の所謂自覚的体系の形式に依ってすべての実在を考へ」て見よう（II，3）という根本的な課題

に直接に繋がる。西田が新カント派のコーヘンに対して「余は認識論を以て止ることはできない，

余は形而上学を要求するのである」（II，6）と述べるのはこのためなのである。

　こうした意味では，『自覚に於ける直観と反省』の自覚や絶対自由意志の立場は，すでに『善

の研究』において純粋経験論として発表された立場の洗練，完成の試みにほかならないと言える。

したがって，『善の研究』の思想に潜んでいる可能性や難点などを理解するには，『自覚に於ける

直観と反省』の説の分析は欠かせないものなのである。しかも，その後の西田の自覚の立場は全

く異なる枠組みにおいて考えられたといえども，やはり同様の自覚の立場であるかぎり，当然な

がら『自覚に於ける直観と反省』の立場に繋がっていることも否定できない。『自覚に於ける直

観と反省』の立場はもはや重要性を失った新カント派の思想に頼るとはいえ，それにおける自覚

の根本的な構造は新カント派の概念ではなく，フィヒテの事行（Tathandlung）という概念に

よって解釈されている6）。実のところ，西田が新カント派，特に H.コーヘンの思想を受け入れ

たのも，単にその当時の哲学的な流行であったためだけではなかったのである。すでに『善の研

究』において西田は，カントのように知覚を「構成的作用」（I，20）と看做していたが，意識現

象を唯一の実在とする一種の観念論者として，カントの物自体を認めることはできなかった。そ

れ故西田にとり，カント的に知覚の構造を綜合作用として細かく分析するには，物自体に頼らず，

感覚も完全に意識活動の産物として説明したコーヘンの思想の方が観念論に近くて，ふさわし

かったのである7）。さらに，絶対自由意志の立場は捨てられたといえども，その概念によって西

田がそれ以前全く考えていなかった，新しい発想の可能性を開いたと言える。意志の否定的な面，

すなわち，反省の面の重要性を認めたことによって，西田は場所の発想の方へ一歩進んだという

ことがすでに認められているが，意志の自由という発想も場所論理の発展に繋がっているように

私には思われる。拙論では，まず『自覚に於ける直観と反省』の立場を『善の研究』の問題点を

解明するものとして分析し，その後その概念が後期西田哲学に与えた影響を考えてみたいと思う。

2．『善の研究』において取り残された問題

　『善の研究』の体系において取り残された，最も大きな問題の一つは直接経験（純粋経験）と

反省の関係であるように思われる。唯一の実在である意識現象の根本的な有様とされる純粋経験

は，「全く自己の細工を棄てて，事実に従うて知る」（I，9）意識作用であるが故に，反省される

以前の意識の状態を示すのである。経験内の様々な区別を引き起こして，その統一的な流れを破
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る反省は，純粋経験から離れた意識の間接の状態となる。こうした主張によって西田は，現実を

対象化する科学の概念的，すなわち抽象的な見方に反して，美意識や宗教的な感情をも含む我々

の経験の豊富を守ろうとしたように思われる（I，7）。しかしながら，一方において西田の言う

純粋経験は唯一の実在としてすべての意識現象の真相であり，意識の全体の範囲，すなわちすべ

ての意識の活動と内容を示している。反省もいわば外から純粋経験の流れに入るのではなくて，

反省以前の直接状態から派生する。意識活動として純粋経験は意識内容の統一作用であって，そ

の統一の根底に矛盾衝突がなければならないと西田は述べている。つまり，意識の直接状態は同

質の無差別混沌の状態ではなく，様々な差別相を生み出してそれらを統一する活動なのである

（I，69）。この統一作用は無意識であり，意識の上に現われるのは統一された内容だけであるが，

作用それ自体が意識の対象，すなわち統一の内容となり得る。こうした再帰的な意識作用が反省

そのものであり，それによって意識する主観（統一作用）と意識される客観（統一された内容）

という区別が意識されるようになる。その結果，意識内容が対象化されて概念的な判断の対象に

なる8）。

　ところが反省によって区別された作用と内容がすでに直接経験に含まれていたように，判断に

よって結ばれた概念も直接経験において統一された内容に含まれていた（I，18‒19）。すなわち，

直接といえども純粋経験における意識活動は論理的な構造によって意識内容を統一するのである。

たとえば，純粋経験は「色を見，音を聞く刹那，未だこれが外物の作用であるとか，我が之を感

じて居るとかいふやうな考のないのみならず，此色，此音は何であるといふ判断すら加わらない

前」（I，9）という意識状態として定義されるが，判断が加えられる以前にも意識される色は他

の色との対立によって一定した色として統一される（I，68）。このため，純粋経験の統一作用は

「概念の一般性その者」（I，26）であって，意識活動は一般者の自己限定であると西田は述べて

いる。そうであれば，無意識統一作用の論理的構造と判断を引き起こす，そもそも意識作用の自

覚的な遂行と言える反省作用との関係が問題になるが，『善の研究』においてはこの関係につい

てあまり論じられていない。その結果，西田の立場に根本的な曖昧さが潜んでおり，そのため両

立しがたい，矛盾したような主張すらも見られる。たとえば，「自覚は反省に由って起る」と記

されているのに対して，同じ箇所に「統一其者は知識の対象となることはできぬ，我々は此者と

なって働くことができるが，之を知ることはできぬ。真の自覚は寧ろ意志活動の上にあって知的

反省の上にないのである」（I，183）とある。

　上述の問題の重要性は『善の研究』の形而上学の根本的な発想に関して更に明らかになる。現

象界を作り出す統一力は一般者の自己限定として理性でありながら，その根底において自分自身

（自分の実現・発現）を目的として自己原因となる意志である。こうした統一作用は，我々の個

人的活動よりも，宇宙を作り出す超個人的な統一力，すなわち神である。すべての実在を生み出

す純粋経験の遂行は神そのものである「一大知的直観」（I，186），つまり自分の発現として対象

の世界を措定し，それを直接に知る意識作用とされる。ベーメを引用して，「発現以前の神が己

自身を省みること即ち己自身を鏡となすことに由って主観と客観とが分かれ，之より神及世界が
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発展する」（I，191）と西田は述べる。すなわち，意識の根本的な遂行は，神が自分の内面的性

質を表わす意識内容において自分自身を省みるという遂行なのである。ところが，他者との対立

がないので「神には反省なく（中略）特別なる自己の意識はない」（I，184）と言われるにも関

わらず，この「己自身を省みる」という事柄にすでに反省の構造が含まれているように見える。

言い換えれば，直接経験における内容の統一作用は，その内容が作用の自己発現であるが故に，

すでに一種の反省作用であると言わざるを得ない。

　ここにおいて，もう一つの問題が生じるように私には思われる。つまり，神が世界において己

自身を省みるという事柄や，神が一般者として個において己自身を限定するという事柄には否定

構造が含まれていると思わざるを得ないということなのである。自分を省みる神と省みられた神

の関係は一種の自己否定でなければならないと言えるであろう。『善の研究』において西田は意

識内容の間の対立的な関係は否定と看做しているが，神である作用そのものを肯定的にのみ考え

ているようである。言い換えれば，『善の研究』の弁証法は実在の根底そのものに及ばなくて，

未だ徹底していない概念であるのである。この点においても，両立しがたい，矛盾したような主

張が見られる。「知識の対象として反省することに由つてその内容が種々に分析せられ差別せら
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

れる
4 4

のである」という主張の直後，「若しその発展の過程より云へば，先ず全体が一活動として

衝動的に現はれたものが矛盾衝突に由つてその内容が反省せられ分別せられた
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

のである」（I，

191，傍点は引用者による強調）と表される。高橋の批判に対して，西田は自分の矛盾対立の概

念の不十分さを判然と認めた。「余は此等の対立の区別や，矛盾，対立の意味を厳密にしなかっ

た為め，種々の曖昧の点を生じたことは自分も認めて居るのである。」（I，308）この問題は意識

遂行の根本的構造の問題だけではなく，絶対的意識と個人的意識の関係の問題にも繋がるように

思われる。個人は，純粋経験の統一性を破る反省によって，意識の対立的な小体系として生じる

と言われる。しかしながら，超個人的意識といえども，統一的な意識現象は一つの個人的な意識

範囲においてのみ現われる以上，個人は，一個の単なる客観的対象と異なって，特殊の意識内容

でありながら統一作用の一つの必然の焦点でもあるはずであろう。

　実に西田は，神の自己発現・個人的意識・反省という関連を意識の自覚の遂行として強調して

いるようである。統一力の自己発現は段階的に考えられた発展であり，その中で反省は意識の直

接状態を破って一層大なる統一的状態の実現に仕える作用とされる。「反省は深き統一に達する

途である（中略）神はその最深たる統一を現わすには先ず大に分裂せねばならぬ。個人は一方よ

り見れば直に神の自覚である」（I，192‒193）。しかし，『善の研究』においては，自覚が課題と

して扱われていないため，自覚と反省の関係は明らかにされていない。

3．自覚体系の展開

　西田は次第に上述の問題点を意識するようになった結果，『自覚に於ける直観と反省』では，

その題名が示すように，自覚の構造において「直観と反省の深い内面的関係」（II，23）の解明

が求められている。『善の研究』と異なって，意識の根本的な遂行は反省以前の純粋経験という
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よりも，自覚と看做される。自己意識である自覚には，意識された自己と意識する自己という区

別が含まれており，普通に意識される意識作用（たとえば反省以前の純粋経験）が先立って存在

して，その上に自覚的反省作用が成立すると考えられる。従って，異なるものとされる意識する

作用と意識される作用の同一性の問題が生じる。しかし，フィヒテの事行という概念に倣う西田

によれば，自覚は意識の自己措定的作用である。つまり，意識作用は己自身を自分の対象とする

自覚作用として存在し，「同一者が自己の中に自己を写す」（II，69）という「絶対活動」（II，

245）なのである。主観と客観，意識作用と意識内容，精神と世界の関係は，「自己の中に独立な

自己の肖像を見る」（II，197，68を参照）自覚の根本的な同一性に基づいている。すなわち，

『善の研究』において実在の起源とされた，神が己自身を鏡として己自身を省みるという「一大

知的直観」はこうした自覚として解明されるのである9）。

　自覚は間接の自己投射として反省作用でありながら，動的な直接の自己措定として純粋経験そ

のものである。「独立自存なる具体的意識即ち直接経験はいつでも（中略）自覚の形に於て成立

し自覚の形に於て進行する」（II，68）。自覚の遂行そのものである「甲は甲である」という意識

は10），直接の具体的経験であり（II，56），そこにおいて直観と反省の内面的関係が見られる（II，

63）。自覚の全体として与えられる「甲は甲である」という意識は，「甲」という内容の直接の措

定であると同時に，その措定作用であるからこそ，「甲である」という反省的作用となる。抽象

的に考えれば，措定された「甲」は独立した対象となって，物理学によって物質として扱われる

一方，作用そのものも対象化されて心理学によって判断などとして扱われるようになる。しかし，

実在の自発自展である具体的意識から見れば，「甲」は単なる「甲」ではなく，「甲である」を含

む「甲は」であり，「甲である」は単なる無内容の思惟の形式ではなくて，「甲」を生み出す具体

的活動である。事行において，「甲は甲である」は直ちに「甲がある」であって，「甲がある」は

直ちに「甲は甲である」なのである。これが故に，「所謂直覚とは概念の要素を混じたものでな

ければならぬ」（II，163）と言われる。しかも，こうした自覚の遂行は自己否定の側面を含んで

いる。「「甲は甲である」といふのは「甲」を「非甲」から区別することであって，その裏面には

「非甲」を「甲」から区別する働きを含んで居る，即ち「非甲」の措定と見ることもできる（中

略）而して斯く分化発展するのは外からの力を得来るのではない，同一者が自己の中に自己を写

すのである」（II，69）。『善の研究』における省みる神と省みられた神の関係は，自己同一即自

己否定として解明される。『善の研究』において取り残された問題点，すなわち，ここに至って

意識として解釈された実在の成立における矛盾の根本的な役割とその構造が明らかになるのであ

る。ここにおいて後期西田の「矛盾的自己同一」の発想の種が見られる。しかし，こうした自覚

体系の「自己の中に」（鏡となる神）とは未だ場所的「自己に於て」としては解釈されていない。

　自己措定的反省として，自覚は無限の自発自展である。意識された意識に対して，意識する意

識は新たな作用となるので，再帰的に反省作用の対象となり得る。自覚を具体的一般者の自己否

定的自己限定として見れば，限定された「甲」の背後に常に限定する活動があるのである。ロイ

スの言う「英国に居て完全なる英国の地図を写すことを企図する」ということにおいて「或一枚
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の地図を写し得たといふことが，既に更に完全なる地図を写すべき新たなる企図を生じて来る」

と同様に，「自己の中に自己を写すといふ一つの企図から，無限の系列を発展せねばならぬ」（II，

16）。こうして，西田は『善の研究』で主張された統一力の無限性を具体化することができて，

『善の研究』で内容の統一の形式として考えられた時間と空間を自覚の構造に根拠づけることが

できる。「甲は甲である」は無内容の形式として見れば，「甲」と「非甲」の対立関係は同質的，

すなわち純数量的関係となる。「甲」も「非甲」もただの単一，すなわち「質的「或物」」である

故に，直ちに「量的「一」」となる（II，209）。そして，「甲」と「非甲」の動的対立は，一つの

量的一から他の量的一への推移として，数の無限の系列，つまり時間の系列を作り出すのである。

「甲」と「非甲」の関係は，自己否定的な推移でありながら，同一者の発展として統一的な関係

である故に，数の系列は，1，1，1，. . . .のような独立した単一の断続でありながら，1，（1＋1

＝）2，（2＋1＝）3，. . . .という一つの統一的な系列となる。つまり，時間でありながら数の系

列は同時的に統一されており，系列は直線と，単一は幾何学的な点となって，統一の場として連

続的な空間が生じる。純粋思惟の最も具体的な体系は，時間と空間，数理と幾何学を統一した解

析幾何学であると西田は述べている。ここで我々は，上述の空間の派生は構築的な過程ではない

ということに注目すべきである。つまり，西田によれば空間，すなわち連続体は数えるという再

帰的な操作によって構成されるものではないのである。Nと N＋1の同時性は Nから N＋1へ進

む操作の必要条件，つまりその前提である。二つの異なる分離数の間に再帰的に他の分離数を数

えることができる（たとえば N＜Mであれば，N＜ （N＋M）÷2＜M）が，いくらこのように

進んでも，有理数の切断（Schnitt）となる無理数を含む連続体に達することはできない。この

意味において，コーヘンに従って，西田は連続体を分離数の極限概念（Grenzbegriff，II，162）

と看做す11）。数学的な極限は，一つの系列に含まれていないながらも，その系列を規定するもの

（たとえば〔X＜ 2〕という系列に対して 2）である。極限概念は，一つのアプリオリの概念とし

て働く意識作用によっては到達され得ないが，その作用を可能にするアプリオリの概念である。

「極限とは或一つの立場から到達することのできない高次的立場であって，而も此立場の成立の

基礎となるものである，即ち抽象的なるものの具体的根源と考へ得るのである。」（II，8）自覚

の遂行においては，自己同一の統一的な全体が「甲」と「非甲」の区別にその条件として先立つ

のである。『善の研究』と比較すれば，あまり論じられなかった時空はより根源的な意義を持っ

ているとされて，しかも空間は時間列の可能性の条件として考えられている。

　こうした自覚の構造は，純粋思惟の論理的形式であるが，「論理の形式なるものは単に主観的

理解力の形式ではなく，具体的経験其者の形式である」（II，86）。「甲」として意識される内容

は，純粋思惟に対して外から与えられたものではなくて，「甲は甲である」という自覚的自己限

定において与えられたものなのである。事行としての自覚において，主観的作用と客観的内容の

区別は自己否定的同一者の相対的な区別にすぎない故に，上述の構造は作用の発展として見るこ

とができれば，内容そのものの自発自展としても見ることができる。「甲がある」として措定さ

れた「甲」という内容は，「甲は甲である」へ必然的に発展する「甲は」である。『善の研究』に
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おいてすでに論じられたように，赤という色を経験するのは，それを赤でない色と区別し，その

両者を「色」という統一的概念において意識することであり，思惟から最も離れた直接意識とさ

れる感覚においても自覚の構造が含まれている。意識の内容と意識の形式（その事実と意味）と

いう対立は抽象的な区別にすぎず，具体的な経験において論理的構造と直接内容は同一の実在の

発展の両面にほかならないのである（II，57）。西田の言う自覚は，「我は我である」という個人

的自己意識でありながら，すべての実在の意識的な自己同一の発展なのである。

　この発想によって，西田は『善の研究』で論じなかった論理的価値や意味と事実上の意識の存

在の関係を解釈することができるようになった。自己を目的にする活動として，自覚的体系は事

実であると同時に当為である。あらゆる意識現象において，意識された事実上の内容は，自己限

定を目的とする具体的一般者，すなわち作用の自覚的限定であるため，論理的価値の表現として

意識されるのである。たとえば，表象された一つの有限の線分によって幾何学の無限の直線が表

現され得るのは，無限の直線の具体的概念の自己限定である表象作用に作用自体の意識（自覚的

意識）が伴うからである。「働く我を見る我は己が働きを線を引くとして見る」（II，137）と西

田はフィヒテの言葉を借りて述べる。

4．具体的な実在の問題

　「自覚」という概念によって西田は直観と反省，経験と思惟の関係を解明するようになった。

一般的思惟に対して直接に与えられた特殊な内容は，思惟そのものの自己限定である。「意識す

るといふことは無限なる全体が己自身を限定することで」あり（II，112），「純粋思惟の体系が

自己を限定するといふことは経験内容に接触することである」（II，204）。しかし，超越論的に

考えられた思惟の自己限定から，事実上の意識の偶然の内容に至る途を必然の発展として考える

ことができないという難点を西田は次第に意識するようになった。「一般的なる思惟対象に対し

て，その特殊的限定は外から加へられる偶然的出来事としか思はれない，如何にしても思惟対象

として直線其者の中に限定の内面的必然を見出すことはできなかった」（II，6）。

　確かに，「甲は甲である」の中に内容として「甲」が措定されて，「甲」は「甲は」として「甲

である」という反省的自己限定に必然に発展するが，こうして考えられた「甲」は一つの特殊の

内容ではなく，思惟の要求として限定された単なる超越論的内容にすぎない。リッケルトの所与

性の範疇（Kategorie der Gegebenheit）として，偶然の特殊内容の対象化を可能にする条件では

あるが，そこから特殊内容そのものは出てこないのである。西田は，新カント派と異なって，す

べての実在を説明しようとする形而上学の立場に立っていた以上，この問題を無視することがで

きなかった。「甲は」を，反省的発展以前であってその発展を生み出す所与として思惟に対して

規定しても，自覚的体系には偶然の要素を認めざるを得ない。たとえば，今ここで一つの赤い色

が知覚されるとすれば，その感覚は「甲は甲である」として自覚的作用であり，赤として色の具

体的一般者の自己限定であるが，今ここで丁度この特殊の赤が意識されることは，超越論的な事

柄によって説明され得ない非合理的な出来事なのである。この出来事は因果関係によって決定論
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的に説明され得るとしても，因果関係そのものは思惟が内容を順序付ける形式にすぎず，内容の

起源ではない。意識の対象として生じる事実の世界の出来事は因果関係によって決定されると

言っても，論理的な立場から見れば，事実の世界は因果関係によって成り立つ可能な世界の一つ

にすぎないのである12）。「意味の世界から事実の世界に移る難点は意識作用の起源にある」（II，

6）と西田は述べる。

　こうした問題は『善の研究』の形而上学にも潜んでいるように私には思われる。『善の研究』

において，自然界となる意識対象の世界は因果関係によって成り立つが，神は，世界を形成する

意識作用そのものとして，時間，空間，因果関係を超えると言われる。しかし，神は自分の性質

によって束縛されて，その働きは「必然的自由」である故に，「万物悉くは神の内面的性質より

出づる」（I，184）。つまり，事実の世界は，神の必然的な発現として，偶然性を排除する唯一の

可能な世界であると言わざるを得ない。ところが，『善の研究』で世界を措定する統一力は，『自

覚に於ける直観と反省』で己自身を措定する自覚的作用として解釈されるため，後者の根本的な

発想においてその問題は一層深い意味をもつようになると言っても良いであろう。つまり，自覚

の遂行の特殊の内容の必然性のみならず，遂行それ自体の必然性への問いともなり得るのであ 

る13）。なるほど，自覚的遂行は自己原因として，自己措定的活動であるから自己を措定せざるを

得ないと言われるであろう。だが，このように自己措定的活動という本質（神の内面的性質）は

遂行そのものに先行することが前提にされる。自覚的遂行は自己措定的「絶対活動」であるから

こそ，それに先立つ何ものもない。自覚的体系は，自己に先立って，自己を目的として働くので

はなく，自己を目的とする活動として自己を措定するのである。

　「直接に与へられるもの」という論文において，『自覚に於ける直観と反省』の立場から離れ

かけた頃の西田が述べるように，「与へられたものは「所与の範疇」に当はまって知識となると

云ひ得るであろうが，「所与の範疇」は単なる思惟の形式ではない。此物が赤いとか，青いとか

いふには，思惟以上の直観が加はらねばならぬ（中略）思惟に対する極限は単に思惟より成立す

るのではない，そこには何時でも思惟より高次的な立場がなければならぬ。」（IV，28）こうした

難点は意識作用の起源にあると西田は述べた。意識作用は自覚として反省作用であり，自覚的作

用は自己の中に自己を写して，写された自己の肖像において自己を省みることはできるが，自己

に先立って自己の背後から，つまり自己の起源に遡ってそこから自己の全体を見ることはできな

い。意識されたものは客観として対象化されて，それを意識する作用自体は，その背後に潜んで

いるため，反省によって把握され得ない主観として解釈できるが14），一方，こうした作用は客観

を除いた主観だけではなく，客観を生み出す活動として，換言すれば，反省の質料そのものとし

て，自覚の構造を開く意識の全体にほかならない。「「甲は甲である」といふ命題を成立せしむる

ものは，主語「甲」の中にあるのでもなければ客語「甲」の中にあるのでもない，然らばとて此

二者を離れてあるのでもない，而かも此全体は我々が「甲は甲である」といふことを考へる前に

与へられてあるものとせねばならぬ」（II，279）。自己が自己を知り得ることの根底には，それ

自体として反省的意識の対象になり得ない直接経験が潜んでいる。自覚的体系が再帰的に無限の
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発展となり得るのはそのためである。「我々の背後に何時でも一種の無意識が影の如く随うて居

る」（II，183）。自覚的体系の全体は意識＋無意識，ὄν＋μὴ ὄν（有＋無）（II，194）である。意

識作用の起源は，反省の極限として反省によって達することのできない（II，166）先験的感覚，

「要するに一種の宗教的感情」である（II，184）。

　「その中に没入して働くことはできるが反省することのできない直接の流動的実在」（II，

248）である先験的感覚は，自己へ働きかける事行（II，16）の自己触発として解釈できるであ

ろう15）。この自己触発は自己投射として反省的思惟に発展するが，その直接性において，思惟作

用を生み出す自己への当為として，思惟に先立つ創造的意志である。『善の研究』以来，西田の

立場は意志主義であった。若き西田は，意識作用としての実在の根本的な遂行は，自己の発現を

目的とする衝動的活動と看做していたわけである。こうした発想は一貫して『自覚に於ける直観

と反省』の背景にもある16）。自覚の論理構造の分析を保留して，西田はその背景にある意志活動

の説明，すなわち，「作用の性質の議論」（II，8）に取り組むようになった。当初は，反省でき

ない意識の事実をコーヘンの極限概念をもって理解しようとしたが，次第に，極限概念によって

定義した作用の具体的な性質をベルクソンのエラン・ヴィタール（élan vital）の概念をもって解

釈して，物質の問題や心身問題に取り込む（II，225以降）。ところが，意志の衝動的な性質に

よってのみ現実の世界の偶然性が依然として説明できない。今ここに一つの赤い色が意識される

事実の背後に，しかもその論理的・自覚的構造よりも根本的な次元に衝動的意志が潜んでいると

いうのは，その意識の存在の根拠にはなり得るかもしれないが，やはりその具体的な内容，その

特殊の性質の直接の根拠にはならないのである。なぜならば，自己の肖像として世界を映す自覚

的意志の力を前提にすれば，当然ながら今ここにその活動の必然的な結果として世界が存在する

と言えるが，世界の局所的性質は依然として偶然の出来事としてしか考えられないからである。

自覚の論理構造によって縛られていないエラン・ヴィタール，すなわち，実在の根底に潜む意志

は，自己を目的とする故に合目的意識活動であるにもかかわらず，意識現象の偶然な内容を理由

なしに生み出す側面において，単なる盲目の衝動にすぎないと言わざるを得ない。

　「悪戦苦闘」を繰り返したあげく，西田は，キリスト教的プラトン主義者のスコトゥス・エリ

ウゲナ（Johannes Scotus Eriugena）の思想を知ることによって，その問題への一種の解決を着

想するようになる（II，275以降）。反省によって理解し尽せない極限として，意識の背後に潜ん

でいる絶対意志は，思惟作用の超越論的構造を開く創造的活動である故に，それによって束縛さ

れていない。すなわち，あらゆる論理的限定は主語の「甲」と述語の「甲」，主観と客観などの

自覚の構造に内在する故に，その構造を可能にし，自己の内に包む直接全体性である絶対意志は

すべての論理的限定を超えるのである。

　「意志の統一は思惟の統一よりも尚一層深き意味の統一であると考えることができる，思惟の

根柢に意志があると云ふことができる。経験体系を組織する真の一般者は一般概念ではなくして

一つの動機である，思惟ではなくして意志である。（中略）意志の直感といふことが却って知的

統一の基となり，時間的統一の前に意志の直感がなければならぬ」（II，263‒264）。「真に直接な
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る世界は（中略）全然我々の思惟の範疇を超越して居る，昔ディオニシュース・アレオパギタや

スコトゥス・エリューゲナが云った如く神はすべての範疇を超越して居る，神を有と云ふのも既

にその当を失して居る。我々の意志は有にして無，無にして有なる如く，此世界は有無の範疇す

らも超越して居る（中略）無より有を生ずるのである。」（II，341）

　こうしてあらゆる限定に束縛されていない意志は，思惟に対して非合理的な絶対自由の意志で

あるとエリウゲナに倣って西田は言う。己自身を自由に創造して，絶対自由の意志は自己の肖像

として客観的な事実の世界を自由に創造する。今ここで一つの赤い色が知覚されるという，思惟

によって説明し尽くせない偶然の出来事は，絶対意志の自由活動によるのである。意志の自己限

定は「合理性と非合理性の両方面を統一したもの」であるため（II，298），実在は思惟によって

理解され得る側面とされ得ない側面を兼ね備えている。直接に与えられたものは，意志そのもの

であるから，動的で自由に自己を限定するものである17）。実在は神の本質の必然的発現ではなく，

神の自由の人格的発現となる（II，331）。「余は此処に於て希臘の終期に於ける新プラトー学派

の流出説からオリゲネスなどの教父の創造説に転じた所に深い意味を認めざるを得ない」（II，

342）と西田は述べているが，この発言はむしろ，『善の研究』の決定論的な立場から絶対自由の

意志の立場への西田自身の転回を表わすものである18）。

　ところが，西田哲学にとって絶対自由の意志の概念の導入は重大な問題をはらむ。言うまでも

なく，キリスト教の創造説の普及は宗教史上の出来事であって，単なる哲学史上の出来事ではな

かった。すなわち，神の自由は世界の偶然性の問題への解決として論じられたのではなく，むし

ろ信仰によって信じられるようになったのである。エリウゲナのようなキリスト教徒にとって自

由なる神の存在は信仰の対象であるため，それに基づいた哲学体系の論理的な必然性，およびそ

の議論上の妥当性が問われるべきものではないが，それは西田にとって哲学的要求にすぎないの

で，その論理的根拠が十分に示さなければならない。しかし，意識現象の背後に潜む意志が自覚

の論理構造に先立つからそれによって束縛されていないという前提から，その意志は自由な人格

であるという結論は必ずしも出てこない。自覚体系において単なる偶然な要因が含まれているの

を認めることも論理的に可能であって，有限で論理に束縛されている我々人間が実在の最深の根

拠の作用を説明し尽くせないという事実から，その深い根拠が我々にとって不可解であるという

確実な結論しか得られない。こうした意味において，『自覚に於ける直観と反省』の絶対自由の

意志は「一種のデウス・エクス・マキナ」にほかならないとも言える19）。

5．絶対自由の意志の説

　そもそも西田はすべての実在を完全に説明し尽くすという，強い要求を持っている。上述の

「純粋経験を唯一の実在としてすべてを説明して見たい」（I，4），および「余の所謂自覚的体系

の形式に依ってすべての実在を考へ」る（II，3）という明言はその要求の主張なのである。そ

のため，実在が最終的に不可解であるという見方に西田は到底満足できるはずがなかった20）。解

釈者は，西田自身の言葉にちなんで，絶対自由の意志の概念は実在の論理的な説明にならなくて，
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その導入によって西田は「徹底的な非合理主義の方向をとることになった」21） ような主張をして

きたが，逆に絶対自由の意志の概念は実在の根拠をある程度理解可能にする手段として解釈でき

ると私は考える。たしかに「意志が反省しえな」くて，「意志が自覚的意義を失う」ため，西田

は「（絶対意志）については，神秘的にしか語りえなかった」22） と言える。しかしながら，意志

の特殊の作用が説明され得ないといえども，絶対自由の意志は我々の意志に喩えられることに

よって，その一般的な働き方はある程度理解できるにちがいない。今ここに赤い色があるという

具体的な出来事の特殊の理由は形而上学の立場から挙げられないが，「絶対自由の意志がそう決

めたから」という一般的な理由が挙げられるわけである。後期西田の場所論理は有限な世界と無

限な絶対者の根本的な同一性を可能にする，一種の analogia determinationis（限定の類比）であ

ると J. W.ハイジックは述べたが23），それにちなんで絶対自由の意志の概念は相対的な立場から

絶対者の作用の理解を可能にする，一種の analogia volitionis（決意の類比）であると言えよう。

実在の一層合理的な説明を求めていた西田は，絶対自由の意志の立場を神秘主義への降参として

批判したが，神秘そのものよりは有神論への降参と看做すほうが適切であろう24）。

　実のところ，『自覚に於ける直観と反省』の最後の諸論文において，西田は人間の意志と絶対

自由の意志，すなわち神の意志との類似性を強調した。我々の意志の背後に神の絶対自由の意志

が潜んでいるが，我々の意志が神の意志によって決定されておらず，逆に我々の自由意志が神の

自由意志によって許されると西田は繰り返して主張する。「意識現象の根柢となる全体は，その

部分を否定する全体ではなくして，各部分の独立，各部分の自由を許す全体である（中略）我々

の意志の自由と絶対意志の自由とは相撞着するものではない，我々は絶対自由の意志の中に於て

自由である，否絶対的意志は他の独立を許すことに依って真に自ら自由となることができるので

ある。」（II，296）すなわち，我々は自由意志の遂行によって，神の創造的意志を分有し，その

創造的活動に参加するのである。聖書に「神は自分のかたちに人を創造」したと述べられいてい

るように25），絶対意志は我々の相対意志を自分の肖像として生み出すわけである。こうした西田

の主張は，上述のように『善の研究』以来問題点となっていた，個人の独立の正当化としてされ

ているが，と同時に絶対意志としての神の本質の理解の正当化にもなっている。西田がエリウゲ

ナのキリスト教的な神の自由意志の概念に共感を覚えたことはそのためでもあったにちがいない。

　結局のところ，西田哲学の枠組みにおいて絶対自由の意志の立場の論理的根拠がなくて，一切

を説明し尽くしたいという，しかも有神論者ではない西田はその立場に満足できるはずがなく，

絶対自由の意志の概念を捨てざるを得なくなった。この意味では，その立場は「神秘の軍門に請

うた」立場として，西田哲学の歩みにとって行き詰った迂回にすぎなかったと言えるにちがいな

い。しかしながら，その概念によって西田は新しい重大な発想を得るようになったことも否定で

きない。先ず，すでに言及したように，その立場において西田は初めて決定論を突破して，単な

る自発性，すなわち，単なる内的な必然性に還元されない自由の概念を考えるようになった。

『善の研究』の体系はスピノザのような決定論であって（I，184‒185），意志の自由を許すことは

できなかった（I，111以降）。第 39節以前の『自覚に於ける直観と反省』において意志の自由
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の問題はテーマとして扱われていないが，あらゆる出来事の特殊を自覚の一般的な原理から演繹

しなければならないという要求は意志の自由の承認に反しており，根本的な立場は決定論としか

看做せない。「神を絶対的意志となし，之に内面的必然すらも拒んだ」（II，273）というエリウ

ゲナの発想を知って，西田は初めて形而上学的な決定論の枠組みの外に立つようになり，人間の

自由意志を認めるようになった。その結果，西田は個人の問題，すなわち絶対意識と個人的意識

の関係の問題の解決へ一歩進めるようになった。上田閑照によれば，自由意志への発展以前の自

覚の立場においても「我とはっきり言い得る基礎が」あって26），それによって個人の問題はすで

に解決された。しかし，たしかに超越論的に考えられた自覚的体系において「我は我である」と

言えるが，「我は太郎である」とか「我は次郎である」とは言えないであろう。超越論的に「我

は我である」と言えるのは，超越論的自我であって，個人ではない。事実上の個人は，自分の個

人的人格と歴史においてのみ「我は我である」と言えるのである。超越論的な立場から見れば

「所謂個人とか（中略）いふことは，時間，空間といふ如き形式によって，我々の経験界を統一

した後に考え得るもの」（II，25），すなわち，いわゆる経験的自我にすぎない。こうして考えら

れた個人は，客観的対象として捉えた，派生的な実在である。因果関係によって束縛された，世

界の中の一つの出来事だけである。しかし，と同時に「我々の自覚はそれぞれ独立な自由な人格

であると共に，大なる自覚の部分である，我々の人格は神の人格の一部である」（II，210）と西

田は述べる。個人の自覚における，対象化された自我と神の人格の一部として独立した自由な人

格の関係は，絶対自由の意志の立場からのみ始めて解明され得るようになるように私には思われ

る。形而上学の観点から見れば，個人の独立の承認の背後に絶対自由の意志の立場における時間

論がある。

　絶対意志は，時間を開く作用として，時間を超越する「永久の今」（II，331）であると西田は

述べるが，それはいわば神が時間の始まりの前から，T0という時間の開始を創造して，世界が

その T0の状態から因果関係によって機械的に T1. . . T1＋n. . . T1＋n＋m. . .という相次ぐ状態に発展す

るということではない。行為を含めて，あらゆる意識作用は絶対意識の自覚的体系の自由実現の

一つの焦点になるということでなければならない。絶対意志の自覚的体系において，全体が各部

分を創造することは，各部分が全体を創造するということである。絶対自由の意志の永久の今の

立場から見れば，あらゆる瞬間，すなわち，あらゆる Tnは独立し自己を限定する意志の自由作

用である。こうした発想によって，西田は自然界の因果関係を否定するつもりではなかった。永

久の今の立場から見れば，時間列において成立する因果関係は，Tnの瞬間は次の Tn＋mという瞬

間を引き起こして決定するという意味ではなくて，むしろ相互に独立して自由に自己決定する

Tnと Tn＋mは相互関係に入って時間列を作るという意味であると解釈できるであろう。我々の行

為は，客観的に対象化された時，世界を支配する因果関係の枠組みに囚われて，『善の研究』に

おいてのように決定論的に考えられるが，反省せずに行為する時，我々はその因果関係の枠組み

の自由創造に関与するのである。客観的世界は，それ自体において考えられた時，科学の機械的

な自然界となるが，自由意志の世界として考えられた時，歴史の世界，すなわち人間の自由の世
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界となる。「一瞬の過去にも還ることができないと考へられたが，意志に於て時間を超越し，

却って時間を創造する絶対的自由の我に返ることができると考へることができる。（中略）「我が

意志する」といふ時，我は時間的関係を超越するのである，目的論的因果関係に於ての様に意志

は時間的関係を離れた原因である，時間的関係は却って意志によって成立つのである。」（II，

265‒266）こうした時間論は我々の一瞬一瞬の意志的活動の自由を可能にして，西田哲学の発展

において初めて個人の独立の存在根拠を定めたのである27）。

　エリウゲナの影響は意志の絶対自由の概念にとどまらない。エリウゲナに倣って，『自覚に於

ける直観と反省』の最後の諸論文において西田は意識作用の二重の構造の意義を重視するように

なった。意識作用には内容を作り出すという構築的な側面の他に，内容を見るという反省的な側

面がなければならないが，エリウゲナの影響を受ける前に西田はその二つの側面の相違と関係を

全く論じなかったどころか，それに取り組む必要も全く感じなかったようである。意識の綜合作

用は内容を措定するが，それを単なる存在するものとしてではなく，客観
4

として措定する。すな

わち，意識内容は観
4

られるもの，意識に現前するものとして作られるのである。綜合作用という

概念によって，意識の構築的な活動が十分に理解され得るが，その反省的・知覚的な側面は理解

され難い。後の西田の用語を以って言えば，働くものとしての意識は理解できるが，見るものと

しての意識は理解できないのである28）。なぜならば，単に対象を綜合し作り出す意識作用は，単

なる力，すなわち盲目の物理的力や生物的力と区別できないからである29）。エリウゲナの「創造

して創造せられない神 Natura creans et non creata」と「創造もせず創造もせられない神 Natura 

nec creans nec creata」の区別を知り，西田は意志に，世界を自己限定として措定する肯定的な

側面に対して，措定した世界から退きそれを自己の肖像として見る否定的な側面を認めるように

なる。「ベーメの云った如く対象なき意志が己自身を顧みた時，この世界が成立するのである。

それでは反省といふことは何を意味するか（中略）絶対自由の意志とは進むと共に退くことの可

能性を含むことである，creans et non creataと共に nec creans nec creataである。反省といふの

は小なる立場より大なる立場に移り行くことであり，自己が自己の根元に返り行くことであり，

行為とは之に反して一つの立場から進み行くことである，自己が己自身を発展して行くことであ

る。」（II，287）

6．絶対自由の意志と西田哲学の発展

　こうした「より大なる立場」，すなわち，見る立場は依然として作用から派生する二次的な意

識と見なされている。「反省それ自身が又一つの行為である，退くと考えられるのは進むのであ

る，自己の元に返り行くのは自己を発展する所以である。斯く考えれば認識も一つの意志となる

（中略）絶対的統一即ち絶対的意志の立場から見れば，すべてが一つの意志である。」（II，287‒

288）形而上学の立場から見れば，前期西田は意識の遂行を自己表現と看做し，主客未分の状態

を強調しながらも，そこにおいて映す作用と映される内容（「甲は甲である」という自覚の構造

における主語の「甲」と述語の「甲」）を区別するが，ドイツ観念論に倣って，後者を活動的な
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力として解釈した。この意味で，『自覚に於ける直観と反省』は『善の研究』の立場の発展と看

做すことができる。著作の前半における自覚体系は，純粋経験論においてほとんど取り込むこと

のなかった自覚の弁証法的な構造を明らかにして，後半における絶対自由の意志の概念は，意識

現象の非論理的な源の解釈をもって，経験の非論理的な側面，すなわち，その具体的な実在を説

明しようとしたのである。そのため，絶対自由の意志は『善の研究』における超個人的な意識作

用の可能な解釈として理解できる。すなわち，西田は『善の研究』では意志作用を必然的と看做

していたが，それによって意識現象の偶然性を説明し得なかったため，意志作用の優位を守りな

がらその必然性を否定し，理性に対する超越性を根拠に，その意志作用を自由活動として考える

ようになったと言えるのである30）。

　意識の見る側面の重要性を認めるようになった結果，西田は単純な主意主義の突破を可能にす

る立場に立つようになったが，『自覚に於ける直観と反省』の段階では反省を意識の働く側面の

様相としてしか考えられなかったため，未だ突破できなかった。「場所」という画期的な概念の

導入によって，後期西田は働くものを一時的に見るものに包摂して，ようやく「行為的直観」と

いう概念によって両者の等価と相補性を認めるようになった。ところが，こうした後期西田の発

展を可能にしたのは，『自覚に於ける直観と反省』における意識の見る側面の承認にほかならな

い。行為的直観は特別な能力ではなくて，「人が行為するとき，人は行為の内容を直観している。

人は歩くということを知りつつ歩く」31） という単純な事柄を示している概念であるが，西田がそ

の単純な事柄の意義に目覚めたのは，エリウゲナの神秘的な概念を通じてであったにちがいない。

反省の立場が対象を生み出す意志に対して高次的であると西田は述べるが，すでに『自覚に於け

る直観と反省』の前半において，自覚の構造の解釈に関して論じられた「高次の立場」という概

念そのものが場所論理へ導く道を開いたことも明らかである。「或一つの立場から到達すること

のできない高次的立場であって，而も此立場の成立の基礎となるもの」（II，8）という極限概念

の定義は，言うまでもなく，場所の概念にも当てはめることができる。小なる立場は，その極限

概念という大なる立場に場所的に於いてあり，それによって場所的に成立するのである32）。

　絶対意志の反省的側面が見るものとしての場所の概念の先駆者であることは解釈者によって認

められたことである33）。しかし，絶対自由の意志による後期西田への影響はそれにとどまらない

と私は考える。絶対意志の反省的側面を認める前の段階でも，「自由の意志」という発想は後期

西田に重要な影響を与えて，しかもその影響は場所論理の最初の段階だけではなく，その後の発

展にも及んだ。なぜならば，上述のように，絶対自由の意志という概念によって西田は初めて意

志の自由および個と一般者の相互関係を考えられるようになったからである。後期西田は独立し

た個の自己限定という概念を一般者（絶対者）の自己限定の欠かせない要素として考えたが，そ

の発想が可能になったきっかけは，西田が『自覚に於ける直観と反省』において独立した個人の

自由の意志を絶対自由の意志の要素として考えるようになったことにあるにちがいない。『無の

自覚的限定』において言われるように，
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「個物といふものが考へられるには，先づ何等かの意味に於て一般者の限定といふものが考

へられねばならない。個物はかかる限定の極限として考へられるのである。個物は何処まで

も限定せられたものでなければならぬ。限定せられない個物といふものはない。併しかかる

意味の限定に於ては何処までも個物に達することはできず，単にかかる意味に於て限定せら

れたものは真の個物ではない。個物は自己自身を限定するものでなければならぬ。個物的な

るものの自己限定によって判断が成立すると考へられる如く，個物は一般者を限定するとい

ふ意味を有ってゐなければならぬ。個物と一般者の間に弁証法的限定といふ如き意味がなけ

ればならぬ。」（VI，343‒344）

　こうした個物と一般者の弁証法的限定は絶対意志と人間の意志の相互限定に近い発想なのであ

る。しかも，『自覚に於ける直観と反省』における永久の今の概念と同様に，後期西田において

も独立した個の自己限定を可能にするのは，時間を越えながら時間列を開き出す「永遠の今」と

いう概念である。

　「周辺なくして至る所が中心となる円の自己限定として，永遠の今の限定といふ如きものが考

えられねばならない。その至る所が中心として，之に於て自己自身の限定面を有った無数の円が

空間的に限定せられると考へられると共に，周辺なき円の限定として，即ち一般者の一般者の限

定として，之に於てあるものが無限の流によって限定せられると考へられるのである。（中略）

個物が環境を限定するといふ我々の世界と考へられるものは，いつも永遠の今の自己限定の意味

を有ったものでなければならぬ。」（VI，361）34）

　要するに，後期西田の重要なキーワードである，「自己限定」の特徴はそもそも絶対自由の意

志の概念の展開として初めて論じられたのである。

　絶対自由の意志の概念は，それ自体として神秘的かつ有神論的であるため，西田哲学の発展に

おいて一時的な迂回にすぎず，捨てられざるを得なかったにちがいない。しかしながら，西田に

とってその概念の含意は様々な新発想の可能性を開き，重要な役割を果たしたことは否定できな

い。そのため，後期西田の解釈にはその概念の十分な理解が欠かせないのである。「自覚的体

系」が西田の自覚概念の展開に重大な役割を果たしたことと，「絶対自由の意志」が自己限定概

念の発展に同様に重大な影響を与えたことを考えれば，西田哲学の研究にとって『自覚に於ける

直観と反省』が軽視できない作品であることを認めざるを得ないのである。
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1）Intuition and Reflection in Self-Consciousness, trans. by V.H. Viglielmo, with T. Yoshinori and J.S. 

O’Leary, Albany: State University of New York Press, 1987.
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3）西田の引用は『西田幾多郎全集』，東京，岩波書店，1950年による。以下巻番号をローマ数字
で，頁番号をアラビア数字で本文中に記した。

4）K.リーゼンフーバー，「前期西田における自己意識と自由意志」，大峯顕編『西田哲学を学ぶ
人のために』，京都，世界思想社，1996年所収，91頁を参照されたい。

5）「意識現象の実在とその意味 ― 西田氏の『善の研究』を読む」，『高橋里美全集』，福村出版，
第 4巻，1973年所収。

6）西田とフィヒテの関係については，岡田勝明『フィヒテと西田哲学』，京都，世界思想社，
2000年を参照されたい。

7）「コーヘンもカントより出でて純論理学を主張して居るのであるが，氏が思惟と直覚との対立
を打破し純思惟を創造的となす辺は寧ろフィヒテ，ヘーゲルに似て居ると思ふ。」（I，222‒
223）西田とカントの関係については，門脇卓爾「西田哲学とカント」，上田閑照編『西田哲学
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照されたい。『善の研究』の形而上学体系については，レオナルディ・アンドレア「『善の研
究』における神」，『哲学論叢』，京都大学哲学論叢刊行会 ，第 27号，2000年を参照されたい。

9）「自覚は即ち知的直観である」（II，245）。限定された意識（意識された意識）の背後にある無
限の全体（意識する意識），つまり『善の研究』で言及されるベーメの「発現以前の神」につ
いて，「ヤコブ・ベーメのいった様に我々の立つ所，行く所そこに神がある」（II，182）と言
われる。『自覚に於ける直観と反省』の体系の形式的な分析については，末木剛博『西田幾多
郎 ― その哲学体系 2』，東京，春秋社，1987年，73頁以降を参照されたい。西田哲学の発展
における自覚概念の役割については，上田閑照『西田幾多郎を読む』，東京，岩波書店，1991

年，259頁以降を参照されたい。
10）フィヒテやコーヘンの超越論的観念論の立場をとる西田によれば，論理的な原理は思惟作用の
形式にほかならない。自己同一は，ものの静的な同一性である以前に，自己関係としての自覚
作用の動的な構造である。

11）板橋勇仁「根源と無 ― 西田幾多郎とヘルマン・コーエン」，『哲学論集』，上智大学哲学会，
第 28号，1999年，45頁以降を参照されたい。

12）この偶然性の問題は九鬼周造の言う形而上学的偶然性の問題である。『九鬼周造全集』，第二巻
（『偶然性の問題』），東京，岩波書店，2011年を参照されたい。

13）ただし，『自覚に於ける直観と反省』においてこの徹底した問題が明瞭な形では問われていな
い。言うまでもなく，この問題は，西洋の存在論における，パルメニデスの独断的存在論やキ
リスト教の肯定的神学によって排除された根本的な問い，すなわち，ライプニッツの問いかけ
た「なぜに無があるのではなくむしろ有るものがあるのか」という形而上的な謎に繋がるので
ある。晩年西田のこうした問いへの答えについては，アンドレーア・レオナルディ「西田の神
秘主義と神の概念の変化」，藤田正勝編『「善の研究」の百年・世界へ／世界から』，京都，京
都大学学術出版会，2011年所収，176‒177頁を参照されたい。

14）「大なる立場から反省せられた小なる立場といふのは既に客観的対象ではないか，真の動的主
観は反省することはできぬ，反省せられたものは既に動的主観ではない」（II，7‒8）。
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15）すなわち，フィヒテの事行という概念の先駆者である，プロティノスの自己への飛躍・直観
（ἐπιβολὴ πρὸς ἑαυτόν）として解釈できるのであろう。II，287を参照されたい。

16）「意志は意識の根本的統一作用であって，直に又実在の根本たる統一力の発現である。意志は
他の為の活動ではなく，己自らの為の活動である。」（I，143）「意志の統一は思惟の統一より
も尚一層深き意味の統一であると考へることができる，思惟の根柢に意志があると云ふことが
できる。経験体系を組織する真の一般者は一般概念ではなくして一つの動機である，思惟では
なくして意志である。（中略）意志の直感といふことが却って知的統一の基となり，時間的統
一の前に意志の直感がなければならぬ。」（II，263‒264）『自覚に於ける直観と反省』の意志の
概念については，K.リーゼンフーバー，前掲，同著者「純粋経験と絶対意志」，上田閑照編
『西田哲学：没後 50年記念論集』，東京，創文社，1994年所収，D. Dilworth, Nishida’s Early 

Pantheistic Voluntarism, in Philosophy East and West, vol. 20, 1970を参照されたい。
17）「知識は意志に依って成立するのであるから，知識に対して最初の対象として与へられたるも
の，即ち直接の所与は意志の形でなければならぬ，動的実在でなければならぬ。」（II，286）

18）西洋哲学の歴史から見れば，西田の発言が正確ではないと論じられる。厳密に言えば，新プラ
トン派の形而上学は自由創造の説でもなければ，流出論でもないのである。G. Reale, Storia 

della filosofia antica, vol. IV, Le scuole dell’età imperiale, Milano: Vita e pensiero, 1984, pagg. 606 

sgg. （English translation by J.R. Catan, A History of Ancient Philosophy, vol. IV, The Schools of the 

Imperial Age, Albany, N.Y.: State University of New York Press, 1990, pp. 334 ff.）を参照されたい。
19）小坂国継『西田哲学と宗教』，東京，大東出版社，1994年，125頁。
20）晩年西田において，実在を完全に説明し尽くし得るという考え方は一層深まる。脚注 13を参
照されたい。

21）山田宗睦『西田幾多郎の哲学』，東京，三一書房，1978年，165頁。
22）石神豊『西田幾多郎 ― 自覚の哲学』，東京，北樹出版，2001年，126‒127頁。
23）J. Heisig, Nishida’s Medieval Bent, in Japanese Journal of Religious Studies, 31:1, 2004, p. 60.　いう

までもなく，ハイジック氏はトマス・アクィナスの「存在の類比」（analogia entis）という概
念にちなんだのである。

24）“Of course, this theological doctrine is being formulated as a prerequisite ontological condition 

for Nishida’s doctrine of self-consciousness and the will. But at the same time it is a kind of theis-

tic （or “pantheistic”） position. Again, it is a “creationism.”” D. Dilworth, op. cit., p. 40.

25）創世記（Genesis），1：27。
26）前掲，290頁。
27）ただし，『自覚に於ける直観と反省』において個人の問題の論理的構造はいまだ十分に解明さ
れていないようにも思われる。自己否定的自己限定としての自覚において，「我」は「非我」 

に対してのみ自己同一的な「我は我である」となるが，それは，後期西田が認めるように，個
は個に対してのみ個であり，私は汝に対してのみ私であることにならなければならない。しか
し，『自覚に於ける直観と反省』で西田は，フィヒテに従って「非我」を単なる客観的意識対
象と看做しているようである。
　石神豊は，『自覚に於ける直観と反省』の時間論を機械論に対する目的論的な立場として解
釈して，過去の目的となる現在から過去の意義を変えることができることをその主点と看做す
（前掲，117頁以降）。しかし，たしかにそれは意志に基づいた時間論として，機械論に対して
合目的論を強調する立場ではあるが，形而上学の観点から見れば単なる合目的論によって個々
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いのであれば，意志は現在に想起された過去の意義を変える能力を持つという，当然のことに
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関係と目的論的因果関係を同様に超越する立場としてのみ両方を可能にする立場になり得るの
である。

28）「知るものは単に構成するとか，働くとかいふことを意味するのではなく，知るものは知られ
るものを包むものでなければならぬ，否之を内に映すものでなければならぬ。」（IV，223）

29）「意志は単なる作用ではなく，その背後に見るものがなければならぬ，然らざれば機械的作用
や本能的作用と択ぶ所はない。」（IV，228‒229）還元すれば，綜合作用の概念で意識の実在は
理解できるが，その志向性（Intentionalität）は理解できない。「我々の意識作用は一方に於て
実在的と考へられると共に志向的である，ノエシス的なると共にノエマ的である。」（V，
124）

30）「『自覚』において西田が絶対自由の意志と言う時，少なくとも純粋経験が意志であると言われ
た意味での意志から理解しなければならないでしょう。」上田閑照，前掲，294頁。

31）大橋良介，『西田哲学の世界 ― あるいは哲学の転回』，東京，筑摩書房，1995年，131頁。
32）しかも，時間に対して空間を極限概念として解釈したことは，即ち，空間を時間を可能にする
より根源的な概念として考えたことも，場所の概念に導いた発想であるように私には思われる。
A. Leonardi, Locus and Space － The Concepts of Time and Space in the Evolution of Nishida’s 

Philosophy，『西田哲学会年報』，西田哲学会，第 7号，2010年，183頁以降を参照されたい。
ちなみに，ここにおいて後期西田の「非連続の連続」という概念の先駆者も見られるであろう。

33）「西田が最後にスコトゥス・エリゥゲナを引用するとき，〈自分の居る場所がずっと深めてゆく
という〉方向が予感されていると言えるでしょう。やがて西田は，「働くものから見るもの
へ」と言います。」（上田閑照，前掲，300頁）

34）「世界は超越的なるものに於て自己を有ち，何処までも過去から未来へとして，一瞬の過去へ
も返ることができないと考へられると共に，絶対現在として過去未来が同時存在的に含まれて
居るのである，即ち一面に絶対空間的であるのである。」（XI，14‒15）
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《一
エフェメラル・フィーヴァー

過性発熱 1）》（“UNA EFFIMERA”）

“スフィンクス” に捧ぐ A “Sfinge”.

　「いや，その時々で見返りが得れる愛などを，ぼくは話題にしていない。多かれ少なかれ，

我々の誰もに手が届く愛についてではない…ぼくは，理想と詩の源泉となるような完全で偉大な

真の愛について話しているのだ…想像力をかきたて，精神を高揚させる愛は，感覚を陶酔に誘い，

心
ハート

をすっかり虜
とりこ

にしてしまうものだ。大文字で大書される究極の愛，そのような愛を，信じて

頂きたいが，35歳にして，ぼくはまだ経験したことがないのだ…」

紀行《イタリア文学》― カラーブリア ―
クレーリア・ロマーノ・ペッリカーノ Clelia Romano Pellicano（1873‒1923）著

『カラーブリア物語集 NOVELLE CALABRESI』邦訳（その 1）

清　瀬　　　卓

〈Sommario〉
  Clelia Romano Pellicano nata a Castelnuovo di Puglia nel 1873, ha vissuto 50 anni di vita 

davvero intensa e laboriosa. È un vero simbolo della virtuosità femminile e una perfetta altru-

ista, che ha saputo dedicarsi bene alle attività civili per la libertà e l’indipendenza delle donne 

del tempo. Sposatasi con il marchese Francesco Maria Pellicano all’età di 16 anni, ha parto-

rito 7 figli, con cui ha condiviso tutta la sua giovinezza, spostandosi periodicamente alla sua 

tenuta di Gioiosa Ionica in Calabria, a Castellamare di Stabia e nella sua villa di Roma. 

Appena morto suo marito nel 1909, la giovane vedova ha cominciato a scrivere per varie 

riviste, quali Nuova Antologia, Flegrea e La Donna e a partecipare al Congresso 

Internazionale femminile tenutosi a Londra, come rappresentante del CNDI (Consiglio 

Nazionale Donne Italiane) per costruire una vera alleanza delle femministe di ben 21 paesi. 

Dopo aver pubblicato La vita in due o Coppie, Verso il destino e Le novelle calabresi, poche 

opere letterarie dal timbro piuttosto realistico, la nostra musa mediterranea muore a Napoli 

nel 1923, senza poter vedere realizzarsi il suo ultimo sogno del diritto femminile al voto e 

della parità trai due sessi nella società italiana.

  Per quanto riguarda le sue conoscenze scientifiche approfondite in specie sulla medic-

ina, si sa poco su come abbia fatto la nostra scrittrice ad informarsi così bene del mondo 

provinciale dei medici. Può darsi che, nei discorsi con i frequentatori del suo salotto, la 

salonière sapesse imparare a memoria alcuni aneddoti o episodi, da uno dei quali potrebbe 

essere nato il presente racconto, tradotto in giapponese per la prima volta nel saggio di 

traduzione che qui presentiamo.
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　「最期まで神様のご加護がありますように，アーメン！」― ひどい瘢
はんこん

痕が残る古傷が疼
うず

くの

だろう，悲喜劇じみた口吻で，ジューリオ・ブリッツィは呟
つぶや

いた。

　「なぜ？」― カルロ・クラーヴェリは，総
ポリ・クリニック

合病院の正面玄関に立ち止まって，その日，20本

目の莨
たばこ

に火を点
つ

けながら訊
たず

ねた ―「君に断言するが，人生とか書物のなかで恋愛に遭遇し，他

の人々の視線や話題のなかで，それを呼吸し続けると，時として，我々のあり方を覆し，しばし

ば破壊してしまうこの未知の宿命的な感情に対する郷
ノスタルジー

愁のような好奇心にとらわれることがあ

る…それは，ぼく以上におそらくは悩み，また愛しながらも，きっと楽しんでいる人類への一種

のやっかみだが。やっかみの半分は，自分にありふれた情熱に血道を上げる能力がないのを，恥

に思っているからだ。まるでそうした感情が欠落している宦
かんがん

官並みに，他の人たちに比べて劣等

であると考えているかのようだ。」

　ブリッツィは，ほんの数分だが，苦笑いをした。

　ふたりの医師は，狭
はざ

間
ま

のあるセルウィウスの城壁を正面に，総
ポリ・クリニック

合病院の黄クロム色の別棟と緑

深い庭園とが互いに作り出している長方形のこじんまりした空き地 ― 苦痛も姿を消し微笑むよ

うに見える科
サイエンス

学の神聖な空き地を出ると，ポルタ・ピーアへと続く並木の美しい街路を歩いて

いった。

　落日が遠くの糸杉の頂を黄金色に染め，ギザギザしたマロニエの葉
は

叢
むら

の間からは，木
こ

洩
も

れ日が

射していた。総
ポリ・クリニック

合病院別棟の窓硝
ガラス

子は，夕日に赫
あか

く映
は

えていた。その露
バルコニー

台に，病める女の物思い

に耽る姿がくっきりと浮かび上がった。正面入り口の鉄柵アーチを背にして，ひとりの白い前掛

け姿の看護人が，朗らかな別
べっぴん

嬪の女
メイド

中にちょっかいを出していた。あたりの静けさを破るものと

いえば，ただ野外を走る 2頭の馬の蹄
ひづめ

の響きと，孤独な散策から戻ってきたばかりの娘の駆けて

ゆく跫
あしおと

音だけだった。その娘はみすぼらしい野草の花束を胸に，頭髪も顔も紅潮させて，寄
ペンション

宿舎

へ急いでいた。

　ふたりの友人は，路面電車の光っている電線に沿って，静かに並んで歩いていた。痩
スリム

身で黄褐

色の肌の病弱なシチリア人ジューリオ・ブリッツィは，漆
しっこく

黒の眼
まなこ

の持ち主で，その眼
まなこ

が生き生き

した細
ほそおもて

面に輝いて忘れがたい印象を与えた。地味なフロックコートをエレガントに着こなしてい

る赤ら顔のカルロ・クラーヴェリは，恰
かっぷく

幅のよい金髪のピエモンテ人で，背が高く首から上の分

だけ目立っていた。頭が薄くなりかけている彼もまた，薄手の栗色の外套にくるまっていた。そ

の冷たい青
ブルー・アイ

眼は，ただ野心に燃えていた。

　ふたりともに，職業柄というものが感じられなかった。ブリッツィは，医師というより，むし

ろ芸
アーティスト

術家といった風情だった。クラーヴェリの方は，医師というより銀
バ ン カ ー

行家のようだった。彼ら

は病院の同僚で，若い頃からの友人同士だった。カルロはジューリオが人情家なので，彼のこと

を羨
うらや

ましく思い，ジューリオの方はカルロがものに拘
こだわ

らない倖
しあわ

せな性格なので，彼のことを羨ま

しく思っていた。彼らは，病院長の褒
ほ

めことばと得意先から《声がかかる》ことを互いに張り

合っていた。

　「君は何を聞きたいのか。」― ジューリオは，話を遮
さえぎ

って云った。彼は仕事中も暇な時も片
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時も放さない馴染みのトスカーナ葉
シ ガ ー

巻莨 ― 彼の癇
かんしゃくしょう

癪症の無抵抗な犠牲者 ― を口に銜
くわ

えてい

た。彼は，帽子を頭の後ろへ傾けていた。その仕
し

種
ぐさ

は，彼の癖だった。「君は何を聞きたいのか。

恋愛などは，要するに魂の病気に過ぎない。麻
はし か

疹2） か犬の咳3） のように生涯に 1，2回経験しな

ければならないものだ…その後で，ワクチンを打たれると…当分の間は。」

　カルロは，可笑しくて仕方がない風を装った。

　「君の考えでは，ぼくには人生に…免疫が出来ているとでもいうのか。」

　「たぶんね。稀なケースだが，あることはある。ある人々は，この病
やまい

に対する免疫が，大人に

なるまで維持される。やがて罹患すると，その場合は重症になる。それもかなりね…他の人々に

は信じられないことだが，君のように好運にも感染を免れる。女たちは秋
ながしめ

波や仕
ポーズ

種で，しきりと

菌を接種しようとする。ちょうど血清反応で，天然痘を発症しない保菌者の腕のように，好運な

この種の人間の心は，女の魅力に反応することがない。…しかし，くり返して云うが，実に稀な

ことで，もし 20年前に君と知り合いになっていなければ，きっとぼくはそんなことはありえな

いと主張していたことだろう…」

　「ということは，ぼくの場合は特異なのだろうか。」

　「おそらくね。」― そして，ジューリオは，火のなかですら死なないサラマンダー4） さなが

ら生きながらえることができる特権を授かっているクラーヴェリのような人間のかたわらに，悪

性の熱病に焼き尽くされ，恥ずべき色恋沙汰に毒された青春時代を経験して，再発に再発をくり

返すうちに，執拗な苦しみのために，次第に老け込んでゆく運命にある彼ブリッツィのような別

の人間が存在することを考えると，思わず溜
ためいき

息が出た。

　彼は葉
シガー

巻を捨てると，瀟
しょうしゃ

洒な《ドゥランテ荘》と《パトリーツィ荘》に挟まれた半円形の小さ

な広場に立ち止まって，もう一本の葉
シガー

巻に火を点
つ

けた。別荘の赤い煙突が，森の神秘につつまれ

た大聖堂の尖塔のように，敷地の陰気な広がりに不似合いな印象を与えていた。彼は葉
シガー

巻を立て

続けに何度も吹かすと，ふたたび歩き出し，こう云った ―「《初めてちょっかいを出した小娘の

女
メイド

中にも，彼に初めて悩ましい秋
ながしめ

波を送ってきた婦人用帽子店の売り子にも，学生の彼に窓辺の

二つの花瓶の間から微笑みかけた感傷的な少女にも，若い従兄弟にも，結婚していた叔
お

母
ば

にも，

大人びた未亡人にも…本当に，彼の心
ハート

臓は一度もときめいたことがなかったのだろうか？　一度

も？》このように何度もぼくは自問自答してきたが，そのことを，もし君が知っていれば。」

　「ようく調べてみると，」― クラーヴェリはいつに似ず真面目になって，彼の話を遮
さえぎ

ると

云った ―「ぼくの人生の穏やかな空にも，ある日，恋
ラヴ・ロマンス

愛小説の夜明けが始まるように思え 

た…」

　「早朝にね！ ぼくは，すでにそう云った！」

　「ゆっくりだ！ それは，真昼に至らなかった夜明けで，点火すると同時に消えてしまう一瞬

の炎だ。これぞ，ぼくの感傷的不
インポテンツ

能を証明してくれる典型だ。もし，ぼくがかつて愛さねばな

らなかったとすれば，それは，他でもない…」

　「君は一度もぼくに，その素
そ

振
ぶ

りすら見せなかった…とても興味が尽きないものだったはず
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だ。」

　「覚えている人が，誰かいただろうか？ そうだ，まだぼくが，M村で嘱託医師だった頃のこ

とだ。覚えているかい？ カラーブリア地方の山頂に見捨てられた例の小さな村で，そこに，ぼ

くは幸いにも 1年足らず滞在しただけだ。その期間を利用して，ぼくは助手職公募の準備をした

のだが…」

　「覚えているよ。」

　「その村は，こう表現することも出来るが，黒いあばら家ばかりの集落で，山頂の教会へと至

る砂利の坂道が，ただ 1本横切っているだけだった。住民と云えば，大半が移民となったごく僅
わず

かの百姓家庭で，今成金の農場主がいたが，その裕福な暮らし振りは，周囲の困窮と際立った対

照を見せていた。農場主は村一番の立派な屋敷と云うか，住居という命名に相応しい邸宅を所有

していて，彼にはひとり娘がいた…」

　「その通りだ！」

　「この娘は，林
リンゴ

檎のように紅の射した小さな顔に，潤
うる

んで黒い大きな眼をして，巻き毛の豊か

な黒髪と，山国育ちの女固有の健康と利発な頭脳の持ち主だった。その知性は，軽薄な世知にも

穢
けが

されていなかった。」

　「ほほう！ 処女地なのだ。心も，精神も，肉体も，すべてが純潔なのだ！ 小悪党め！ 主
ヒ ロ イ ン

人公

がいるじゃないか。それで，君は色
ロ

恋
マ

沙
ン

汰
ス

がなかったとでも，ぼくに云い聞かせたいのかね？」

　「聞いてくれ。15歳の娘のほとんど冒
ぼうとくてき

涜的と云ってよい豊
グラマラス

満な姿態と，血色の良い輝く容貌

と，機敏で引き締まった容姿に打ち震えている旺盛な若さからして，ぼくはアナーイデのことが

好きだった。病院の臭いと悪
カへ

液
キシ ー

質5） の顔色と苔
コケ

を生じた舌に慣れっこになった我々哀れな悪魔た

ちに，彼女の健康美が働きかける魅力からして，ぼくは彼女のことが好きだった。我々には，健

康抜きに，女性的な美しさは想像すらできない…」

　「実際，ぼくだって健康ではちきれそうな
4 4 4 4 4 4 4

女に，いつも恋をしてきた。だから，ぼくは大抵は

彼女たちにたまらない
4 4 4 4 4

思いをさせられたのだ…」

　「例の娘は，だからぼくには人類の素晴らしい実
サンプル

例に思われた。M村には，彼女のような娘

がたくさんいてくれるように願ったもので，彼女に田畑でたまたま出会うようなことがあれば，

しばらく立ち止まって，旺盛に繁茂する奇妙な植物の前に佇
たたず

んで観察する植物学者の歓びを感じ

ながら，彼女をじっと観察したものだった…しかも，ぼくはよく彼女に出会った。というのは，

最善なのか最悪なのかはともかく，アナーイデには母親がいなかったし，父親は知性に乏しく 

蒲
ほりゅう

柳の質で，再婚した相手の家
メ

政
イ

婦
ド

兼奥様に彼女の面倒を任せていた。夫人はダヌンツィオの

《ルーコの女
にょしょう

性》のような存在で，肘からニュッとむき出しになっていた逞
たくま

しい前腕のことを，

ぼくはいまだに覚えている。浅黒い額のところで左右に分けている艶
つや

やかな髪の房に隠れて，き

りりとした黒い眉毛が低い鼻の付け根でくっ付いていた。」

　「ほほう，そりゃまた。」

　「無口で笑顔をみせたことがないその女
にょしょう

性は，アナーイデの面倒をみていたが，まるで通りで
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見かけた野良犬のように扱った。だから，気ままに育てられた少女は，野生児のように田野を駆

け回っていた。」

　「事情が飲み込めてきた。」

　「君は何も判っちゃいないさ。」

　「ああ，判っているとも…」

　「いや，全然！…」

　彼らはポルタ・ピーアの荘重なアーチの下に立ち止まって，互いに反論しあった。そのアーチ

の前から，別荘や城館や官庁や大使館が左右に建ち並ぶ広々とした 9
ヴェンティ・セッテンブレ

月 20日 通りが，高貴に

一直線に伸びていた。サビーニ山地から微風がその背中にさっと吹きつけると，ブリッツィはブ

ルッと身震いして肩をすくめた。一方，クラーヴェリは，ぶつぶつ云いながら，ふたたび歩き始

めた。

　「彼女が愛したのは男じゃなくて，医師だったと，ぼくが君に云ったのだったら。」

　「つまらん！」

　「君には奇妙に思われるかもしれないが，これが事実だ。彼女の真っ赤な口を見ても，ぼくは

赤血球が豊富な若い血液を理解したにすぎない。ぼくの眼をじっと見つめているキラキラと輝く

大きな眼
まなこ

を見ても，旺盛な生命力の輝きを認めただけだし，父親の農場の囲い壁の上からぶら下

がっている筋肉質のスマートな脚を見かけても，ぼくの動
どう

悸
き

が一挙にたかまったわけではな

い。」

　「朴
か た ぶ つ

念仁め！」

　「当初は，こうだった。やがて，山地の雪のように清浄で原初的な生き物そのものに相応しい

瞠
どうもく

目すべき彼女の無知のためにも，ぼくは茫
ぼうぜん

然となり，好きになったのだった。希
ギリシア

臘語由来の彼

女のお国ことばで，彼女が矢継ぎ早にまくしたてるのを聞いては，愉しんでいた。ぼくは彼女に

訊ねてみた。どうして，いつも君はぶらぶら出歩いているの？ 家で機
はたおり

織をしないの？ 糸紡ぎを

しないの？」

　「彼女は肩をすくめて，若い雌
めすおおかみ

狼のように美しい歯並びをキラリと見せて，笑っていた。だ

が，ぼくは彼女の家庭が地獄のようなのを承知していた。恐ろしく横暴な継
ままはは

母と病弱でその横暴

に受身でしか抵抗できない父親との間では，暴力沙汰に彩られた喧
けん

嘩
か

が絶えなかった。だから，

彼女は戸外に避難所を探していたのだった。南伊
イ

太
タ

利
リア

のうっとりとするような自然に擁かれると，

彼女は自分がホンモノの自然の愛
まなむすめ

娘である気がするのだった。

　ある日のこと，ぼくは何か話そうとして，《家はどうなっているの？》と彼女に訊
たず

ねてみた。

彼女は，《父はチェンツァ夫人に虐
いじ

められているの》と答えて云った。

　《で，彼は？》と聞くと，彼女は一瞬躊
ちゅうちょ

躇してから，やがて軽蔑したような皮肉な口調で，

《神様が虐
いじ

めを認めているの！》と云った。

　ある日の朝，樫
かし

の木蔭で，サペエ6） の浩
こうかん

瀚な本の頁をくっていると，突然，背後に彼女の気配

を感じた。
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　嘱
しょくたくい

託医の細
こまごま

々した仕事には，偶然にもその場に居合わせた百姓の助けを借りて，難しく込み

入った外科的処置を（云うなれば）即席でやり遂げなければならない場合がしばしば起こる。そ

れは，緊急の事態や重くのしかかる責任感から職務を遂行するのでなければ，単独ではやりたく

ないような処置だ。また，毎朝，自分が昔使った論著をひっくり返してみることが嫌ではなかっ

た。外科医は誰でも人体という迷
ラビリンス

宮に迷い込んだテーセウスのようなもので，人体はぼくの眼の

前に常に現前していて，ぼくを保護している楢
ナラ

の樹
き

が無数の葉を付け，枝が互いに絡まりあって

いるように，人体を包んでいる肉を通して，主要な臓器の調和した装置にも，血管と筋肉の巧妙

な絡
から

まりにも，ほとんど手で触れることができるかのようだった。その当時，ぼくは（多くの

人々の命を救ってもいたが）何人かの人たちをあの世へ行かせてしまってもいた！　ぼくが叡
えい

智
ち

と才能だけに任せて，自分の意識だけを判断基準に，貧弱な身体に加えた例の《急場の処置》は，

やがて後になって，もっと広い領域で，より慎重な手順が要求される場合に，驚くほど役に立っ

た。…」

　「脱線は止せよ。」

　「だから，叫び声にハッとなって，ぼくは背後を振り返った。カラーブリアの《ガラテーア》，

ぼくのチャーミングなアナーイデが，手元に拡げていた図版に，吃
びっくり

驚仰天したように眼を見張っ

て突っ立っていた。それは，人体のおぞましい図版で，頭の皮を無残に剥
は

がされ，大きく引き裂

かれた胸と腹部から，呼吸器や消化器といった臓器が露出しており，その彩色はとても派手で

生々しく，まるで不運な標本が屠
と

場
じょう

からそのまま抜け出てきたかのようであった。

　それがあまりに素直な驚きと恐怖の叫び声だったので，ぼくは思わず笑ってしまったほどだ。

しかし，その恐怖には，魅了されている感触が混じっていて，小娘は矢継ぎ早に質問を浴びせて

くるので，ぼくは彼女に恥ずかしい思いをさせないで，その本の図版を出来る限り多く彼女に示

しながら，人体の部分とその働きについて概説したのだった。

　もし，君が大きく見開いた眼
まなこ

をして，彼女がぼくのことばを飲み込んでゆく有様を知ることが

できれば。生体組織の奇蹟を眼の当たりにして，彼女のあどけない素顔に，不信と讃嘆の気持ち

が，光の効果となって交互に現れたことか！ 数日の間，彼女はジプシーの少女が魔法の秘
ひ

訣
けつ

を

伝授してもらえる希望から，魔法に精通した魔法使いに感じる恐れの入り混じった敬意を示して，

ぼくに付き纏
まと

った。とうとう，彼女は卑屈になって，躊
ためら

躇いながら《わたしのことで怒ってられ

るの？》7） と云った。そこで，ぼくは時間を無駄にしたくなかったので，否定はしなかった。ぼ

くは読み書きのテキストの助けを借りずに，ゲーム感覚で文字の綴りと発音を追ってゆきながら

論著の解説を率先しておこなった。彼女は数週間経
た

たないうちに読み書きを覚えた。それに，ぼ

くはせっかちな先生だった。当時，彼女は，ぼくを休ませてくれなかった。自宅で読むために，

自分用の本が一冊欲しいと云う。ぼくの方は，どうしたらよいのか困った。そこで，ぼくが持っ

てきた乏しい書物の中から楽しそうなものをさがしてみた。『貧しい青年の愛の物語』と題する

本を運よく見つけ，それを彼女に持ってゆくと，驚いたことに，彼女は初めてお人形をプレゼン

トされた時見せたに違いない歓喜の感情を満面に浮かべて，それを受け取ってくれた。ぼくの
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持っている他の本も，彼女の理解力と年齢を考えて，全部ではなかったが貸し与えた。その他に

も，薬屋や教区司祭から本を借りてきた。どれぐらい彼女が理解していたのか，ぼくは知らない。

ただ，彼女は，満たされることを知らない知識欲に駆られて，隅から隅まで貪るように全部の本

を読んだ。」

　「カルロ，もっとかいつまんで話してくれないか…」

　「まあ，順番にぼくの話を聞いてくれ。どこまで話していたかな？　そうだ…それからは，稀
まれ

にしか彼女の姿を見かけなかった。時々，ぼくに本を返しにやって来ては，他の本を貸して欲し

いと云ったが，別に自分の感想は語らなかった。でも，感動した顔の表情とか，震えている手の

感じから，大体の察しは付いた。眼を伏せて，慌
あわ

ただしく《ありがとう》とひとことポツリと

云ったが，その様子は彼女の見せた新しい面で，急にその時ぼくはもう小娘でなく一人前の女性

である印象を持った。」

　「感心な娘
こ

だね！」― ブリッツィは思わず漏
も

らした ―「君は狂恋を覚えなかったのかね？　

ぼくだったら，正直なところ，惚
ほ

れ込んでしまっているところだ…」

　「きっとそうだろう。ああ，聞けよ。もし，乗り合い馬車を一台拾えたら？」― クラーヴェ

リは時計を見つめた ―「米国の老婦人が気まぐれにもポルタ・カヴァッレッジェーリ郊外に住

んでいて，そこへ，ぼくは 9時までに着かなければならないのだ…」

　「なんてこった！」

　「償
つぐな

いをしっかりやってもらうよ…」

　気付かないうちに，我々はサン・ベルナルド広場に来てしまっていた。米国大使館の下手だっ

た。片腕の柱
ポール

だけが，星条旗も掲揚されずそこに立っていた。白亜の大理石からベルニーニ作

《法悦の聖
サンタ

テレサ》が異教的な激しい感情を発散している貴族的なサンタ・マリア・デッラ・

ヴィットリア教会前にも，歩行者の顔にすがすがしい《幸福の宝水》を 3個の液体の団
うちわ

扇で吹き

かけるモーゼの噴
ふきあげ

水の前にも，快適な乗り合い馬車がひしめき合っていた。何台かの馬車には，

馭
ぎょしゃ

者が尊大に構えて，客の声がかかるのを待っていたが，その様子は，まるで紋
もんしょう

章付天
てんがい

蓋の下

で，昔の羅
ローマ

馬の王
プリンス

子が恩寵を依頼されるのを待ち望んでいるかのようだった。

　「夕べになると，こんなにも爽
さわ

やかなのだ。」― 公
テ ル メ

衆浴場の噴泉がキラキラと輝き，宝石で

赤く輝く酒
グラス

杯をギュッと握り締めている巨人の腕さながら，一方の広場から別の広場へと伸びて

いる狭い露地の奥をチラリと見ながら，彼は感想を述べた ―「爽
さわ

やかだから，ぼくはヴェネ

ツィア広場まで，ずっと歩いて下って行くことを提案したいほどだ。そこで別れるとしよう。ぼ

くも郊外に訪問先があるのだ…」

　「さあ，行こう。」

　彼らは，通りの片側全体を占めている豪
グランド

華ホテル ― 近代化の野蛮な格好をして冬場の華美を

謳
おう

歌
か

する神聖な記念建造物 ― の前を通った。眺
なが

めを見厭
あ

きた眼のようにピタリと閉め切った無

数の窓に，彼らは見向きもしなかった。一台の車が，ゆっくりと真向かいから進んできた。人気

のない焼けた舗
ほ

道
どう

は，小ぬか雨に濡
ぬ

れていた。まさにそれは，辻馬車や自動車でごったがえす
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大
コスモポリス

都会の季節に見られる舗
ほ

道
どう

だった。ちょうどその時，ホテルを目指す快楽の優雅な巡礼が通り

過ぎていった。

　「夏場の羅
ロー マ

馬は，伊
イ

太
タ

利
リア

でもっとも爽
さわ

やかで感じの良い街なのに，いまだに《死の街》の

《灼
しゃくねつ

熱の午後》などと取り沙汰されている！」― ブリッツィは声高に云った。彼は，首都を熱

烈に讃美する時，疫病流行の街だからと，6月から 10月にかけて，そこから避難してもよいと

は認めなかった。

　「伊
イ

太
タ

利
リア

でもっとも爽
さわ

やかで感じの良い街か！」― クラーヴェリは認めて ―「このままの方

が良い。少数の我々だけが愉しければ。」

　遠くの丘陵地から吹く湿り気を帯びたそよ風に，事実エゼードラの広場は広々と開けて生き返

るような爽
そうかい

快さに包まれていた。周囲は中央に木蔭が広がる庭園に囲まれ，そこには森の精たち

の見張る噴泉が，銀色の水しぶきを上げていた。それに陽光はもう七色に屈折してはいなかった

し，地平線を赤く染めてもいなかった。宵の大饗宴から戻ってきた数片の雲が，ほつけた紫の裾
すそ

をたなびかせながら，厳
おごそ

かに空を横切っていった。

　「もし，ぼくたちが氷菓子を食べておれば？」― ブリッツィはアーケードの下にある喫
カ フ ェ

茶店

を指差しながら誘った。色とりどりの衣装を纏
まと

った裕福な人々が，南部伊
イ

太
タ

利
リア

の暑気に苦しめら

れた身体に，その場所が提供してくれる二倍の気分爽快さを求めて，小
テーブル

卓を囲んで屯
たむろ

していた。

―「君の米国女は数分ぐらい待つことはできるし，ぼくは君の話をどうしても聞きたいし…」

　「そりゃあ，無理だ。道中，君に話してあげるさ…」

　「そう薄情云わずに，お願いだ。」

　クラーヴェリはニヤリと笑うと，もう 1本煙草に火をつけ，しばらく考え込んだ。やがて，

おっとりと続けて云った。

　「アナーイデの父親が亡くなったとの知らせを，ある日ぼくは耳にした。葡
ワ イ ン セ ラ ー

萄酒貯蔵庫から穀

物小屋へ通じる階段の天辺から転げ落ちて，無残な死に方をしたという。そこへ，チェンツァ夫

人といっしょに胡
クルミ

桃の袋を取りに上っていたそうだ。あるいは，穀物小屋から葡
ワ イ ン セ ラ ー

萄酒貯蔵庫へ下

りようとしていたのかも…ぼくは葡
ワ イ ン セ ラ ー

萄酒貯蔵庫は知っている。とても勾配のきつい階段で，段差

が大きいんだ。小太りの気の毒な老人は，胡
クルミ

桃の袋を抱えて，まっ逆さまに墜落して，こめかみ

を階段の一番下のステップの角にぶつけたのだ。即死だったそうだ。」

　「ぼくは呼ばれて駆けつけたが，死亡を確認するに終った。ぼくはその際に，アナーイデが

すっかり青ざめていて，恐怖の眼差しをしていることに驚いたんだ。彼女の眼は輝きをすっかり

失って，不安そのものだった。」

　「あらゆる良き土地の習慣に反して，彼女は泣きもせず，石のように堅い表情をして，仕種で

非難と批判をかきたてようとしていた。一方，継母は，ただただ取り乱した苦しみのジェス

チャーを見せて，長く美しい頭髪を引きむしり，金切り声と奇妙に取り繕った嘆きの声とを交互

に挙げて，人々の賞賛と尊敬とをまんまとかちとることに成功していた。」

　「で，君は，いったい君はどうだった。彼らのことばかり話しているが。」
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　「ぼくは…戸惑って帰宅した。不可解な謎にぶつかったかのように，ほとんど取り乱していた

と云っても良い。しかし，別にそのことをあれこれ考えたわけではない。助手職採
コ ン ク ー ル

用試験まで，

数週しかなかった。あのど田舎から早急に出てゆきたいとの思いは，鋼鉄製の刃のように，硬く

ひんやりと一直線に目標に向けられていた。アナーイデを世話している家政婦が，ぼくに来て欲

しいと息せき切ってやって来た時，いつものように徹夜の勉強に備えて，書斎の燈
ランプ

火を点したと

ころだった。彼女は年齢も性別も分からないような醜い老婆で，歳月より習慣のせいですっかり

耄碌していて，ひん曲がった手で顎のところで押さえている分厚い布地のマントの間から，ブナ

テンのように狡
こうかつ

猾な顔が覗いていた。ジャンナという名前だったが，ぼくは『テンペスト』に登

場する魔女に敬意を表して，シェークスピア風にサイコウラという新しい名前を付けてやった。

チェンツァ夫人の《呪われた魂》との評判を博していたが，同じくアナーイデに忠実であること

は知っていた。ぼくに出会うやいなや，彼女は両手を拡げて，《お嬢さんが死にかっている！　

お嬢さんが死にかっている！》8） と金切り声で叫んだ。」

　「アナーイデが？ 健康ではち切れそうだった彼女が！ まさか。」

　「ぼくも，同じことを云っていた。そのような時間に呼びつけられると，まるで頭に瓦が突然

に落ちてきたような感じで，やれやれと思ったものだ。でも，今回はアナーイデのことだったの

で，ぼくは躊
ちゅうちょ

躇などしなかった。」

　「ぼくは，その女にお目にかかりたかった。」

　「ローデン・コートを着ると，鉄の握りのステッキと小さなランプを手に，ぼくは険しい坂道

を登って行った。例の村を抜けて頂上の教会へと至る唯一の道さ。サイコウラは飛ぶように身軽

に，ぼくを先導して進んだ。砂利道に小さな影法師が出来ていた。腰まで垂れているマント9） に

くるまり，掌半分ばかり短いスカートからはみ出ているはげたシャツを見ていると，女というよ

り幽霊のようで，箒
ほうき

に跨
またが

った彼女を，一陣の風が刻一刻と伝説的な黒
サ バ ト

魔術祭典へ運び去ってゆ

くような心地がした…」

　「いやに，細かいな！ いい加減にしろよ。」

　「今すこし，あの頃の例の土地の人々のことを思い出させてくれよ。まるで夢を見ていたよう

な気がしないでもない。それほど今の生活からほど遠いものに思われるのだ！…」

　「（カラーブリア地方の集落では，しかるべき家はどれもお屋敷造りだが）アナーイデの〈屋

敷〉は，坂の途中にあった。数分もしないで，ぼくは彼女の寝
ベッド・ルーム

室  ― 広々とした大きな部屋の

中へ入っていった。小さな燈
ランプ

火が灯っていたが，部屋の中は薄暗かった…」

　「大きな部屋の話は勘
かんべん

弁願うよ。」

　「ああ，そのうち話してやるさ。聞く価値はあるぞ…ぼくは寝
ベッド

台に近づいて，少女の様子を一

目見て，熱で潤んでいる眼
まなこ

を薄っすらと半分閉じて，切れ長の瞼
まぶた

が痙
けいれん

攣している火
ほ

照
て

った顔を眺

めるなり，家政婦が口にしたことばが嘘ではないと納得したのだった。黙ったまま彼女の様子を

観察した。イライラして興奮気味の彼女は，頭を絶えず枕の端から端へと動かしていた。手首の

脈を診ると，脈拍は毎分 110回だった。頭を高くさせようとしたが，意外なことに硬直した首筋
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が邪魔して思うようにならなかった。咄
とっ

嗟
さ

の出来事だったが，彼女は両手を首筋に持ってくると，

ぞっとするような奇妙で変化のない叫び声を発した…ぼくは理解した。」

　「そりゃ髄
ずい

膜
まく

炎10） だ！」

　「そのようだった。すぐにも継
ままはは

母に知らせなければと，ぼくは考えた。その間，アナーイデは

うわ言を口走っていた。自分が，階段の天辺から底なしの奈落へと墜落してゆくように思われた

のだ。彼女は寝
ベッド

台に座ると，カッと眼を見開いて恐ろしい奈落の底を覗き込んだ。苦悶と激痛で

額には汗が滲
にじ

み，想像上の墜落を身体で真
ま

似
ね

て，想像上の地面との激突 ― というよりも，他の

もの以上に激烈な発作だったが ― のせいで，彼女はもう一回喉
のど

から搾
しぼ

り出すような痛ましい絶

叫を発した。家政婦に呼び出されて，烏
からす

が羽根にくるまるように黒いベールをかぶって，継
ままはは

母は

やって来た。頭からつま先まで黒一色だった。その様子は，今もありありと眼に浮ぶ。溜
ためいき

息をつ

き，ブツブツ云いながら，彼女はやっとの思いで部屋のなかへ入ってきた。フリンジ付カシミヤ

のスカーフに縁取られた陰気な顔をして，部屋の中を一途に見つめていた。その動作も表情も，

古代の死者の壺に象られている《涙》のイメージにそっくりだ。土地のことばで，ぼくは深刻な

事態だと彼女に告げた。古典的に苦痛で出来上がった顔のことだ，同情とか驚きで筋肉が引き

攣
つ

ったりすることはなかった。彼女は音楽的な大きな溜
ためいき

息を鞴
ふいご

のように胸から吐くと，病人の方

を振り向き，葬送歌を口ずさんでいた ―《辛いのなんのったら！ このわたしが何をしたってい

うの。娘は，死んでしまった。夢も希望もなくなった。わたしの人生みたいに，メチャメチャに

されてしまった。》11）」

　「その声音に，アナーイデは目覚めた。彼女は継
ままはは

母を，怒りと憎悪の炎の籠
こも

った眼つきでジロ

リと睨
にら

みつけると，すごい勢いで彼女を跳ね除けるようと両手をグッと突き出し，《出て行け！　

お前の顔など見たくもない！ お前の声も聞きたくない！ 出て行け !!》12） と叫んだ。」

　「彼女は，うわ言を云いながら再び枕元にくず折れた。墜落の悪夢が戻ってきて，彼女を圧倒

し，支
し

離
り

滅
めつ

裂
れつ

なことばを吹き込んだ。憤
いきどお

りのことばと軽蔑の仕
し

種
ぐさ

に混じって，継
ままはは

母の名前が口

をついて出た。未亡人の唇は，血色を失っていた。未亡人の眼差しは小刀の刃ように鋭く，まる

で不安と叱責を交えて難詰するかのように，家政婦 ― 部屋の片隅にうずくまっていたが ― を

捜し廻った。《彼を呼びに遣らない方がよいと，わたしはお前に云わなかったかい？》未亡人は，

ぞっとするような真実の一端をぼくに漏らした。ぼくの眼差しは，本能的にフリンジ付のショー

ルで隠している骨ばった手や，運命の突きを与えただろう筋骨逞
たくま

しい前腕にチラリと向けられ

た。」

　「で，君はその怪物の肩をつかんで，戸口の外へ放り出さなかったのか？」― すっかり興奮

したブリッツィが遮って云った。

　「そんな思慮を欠いた行動は，アナーイデにとって何の役にも立たないばかりか，おそらく彼

女を危険にさらすことになっただろう。分かるかい，少女が不本意ながらどれほど悲劇的な場面

を目撃するはめになったか？　分かるかい，残酷な女にまだ何ができたか？　怒りにまかせて暴

力を振るって（故意だったか，そうでなかったかは，誰がはっきりさせることが出来よう？），
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夫をとうとう死に至らせた挙句に，もし女が継
まま

娘
こ

も片付ける方が都合がよいと考えていたとすれ

ば。」

　「やめろよ！　それに…セルビアの話じゃないだろう！」

　「ところがだ，当の女賊なら，何だってやりかねないとぼくには思われたのだ。しかも， 

鳥
トリカブト

兜 13） や芥
ケ

子
シ

14） が，あそこではすぐ手の届くところにあった…その地区の女たちは，子供を寝

かしつけたり，病人を落ち着かせるために，それで煎
せん

じ薬を作るのが慣わしで…そのような事情

だから，まれにそれを服用して死亡する者が出るのだ…田舎だと，この種の過ちはしばしば罪に

問われることがない…」

　「止めてくれ，お願いだ。鳥
とりはだ

肌が立つ！」

　「そこで，ぼくは慌てて，そのうわ言を聞きながら頭を横に振って《悲しいわ，彼女は頭が変

だもの》と囁
ささや

いているチェンツァ夫人を安心させ，（ここで，他に比べてもっとも苦しそうな嘆

息が木
こ

霊
だま

した）父親が犠牲になった《不幸な事故》後，アナーイデの錯乱した精神に眩
めまい

暈をおこ

す墜落の悪夢がとりつくようになったのは至極当然のなりゆきであることを説明した。一番親し

い人々を自分から遠ざけたい本能的な必要性を感じるのは，もっとも重い病状の患者の多くに共

通したものなので，少女が（溜息をついて）継
ままはは

母に取った不意の反発の態度は，きわめて当然の

ことだった…継
ままはは

母は，ぼくのことばを信じたようで，その暗い表情がさっと明るくなった。ぼく

は結果的に，病人の興奮を掻き立てないためにも，また通夜をして明かした夜の肉体的疲れをい

やすためにも，しかるべき哀悼の気持ちに打ちのめされた精神をそっとしておくようにと継
ままはは

母を

説得した。彼女はそれ以上のことを何も訊かなかった。少女を徹夜で見守るには，ぼくと家政婦

だけでじゅうぶんで，もし危篤状態に陥った際には，呼びに遣らせると云って安心させると，

継
ままはは

母は軽く会釈をして，底が抜けた太鼓の奥底から出てくるような音楽的な吐息をまたひとつ吐

くばかりで，ぼくに礼も云わず退出していった。」

　「ぼくとアナーイデだけになった。すると，急に素晴らしい闘志がぼくをとらえた。どうした

と思う？　戦士が登場するように，医師が登場するのだ。耐え難い病気が発散する悪臭は，砂塵

の臭いが白兵戦の熱気のなかで兵士を刺激する以上に，そのような時，ぼくたちのエネルギーを

より強く刺激するものだ。科
サイエンス

学と死とのすざましい決闘に勝利をおさめた後で，ぼくは自分に満

足しきって仕事に取りかったように思われた。」

　「（一番近い薬屋が何キロも離れていたし，町の薬屋など一軒もなかったので）家のなかに

あったほんの僅かばかりの蝋
ろう

引きの布を使って，その場しのぎの氷
ひょうのう

嚢を用意した。匙
さじ

何杯かのラ

クトフェニン15） を投与し，枕もとに陣取って，その運命がぼくの治療如何にかかっている《素

敵なヒト標本》と自分では呼んでいる病人を死から救い出そうと決意を固めた。さて，何を語ろ

うか？　3日間というもの，彼女は生死の境を彷徨った。その 3日間，ぼくは生きた心地がしな

かった。一分たりとも眼を離さないために，ぼくは休息も食事も摂らなかった。サイコウラ以外

は，誰も彼女に近づけなかった。科
サイエンス

学がこうした場合に用意してくれているありとあらゆる従来

通りの治療法と思いつく限りの究極の処置を，ぼくは粘り強く熱心に試みてみた。どうしても，
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この戦いに負けるわけにはいかなかった。ぼくは驚いたものだが，熱にうかされながらも薄いカ

バーの下で自信たっぷりの様子の思春期の身
から だ

体が，はちきれんばかりの若さの隠されたエネル

ギーと相俟って，ぼくを助けてくれなかった。病人の口から漏れ聞いたことばの端々と，ひっき

りなしにくり返された仕
し

種
ぐさ

のお蔭で，ぼくは《現場》をおおよそ再現してみることができた。い

つもの口論が穀物貯蔵庫にいた夫婦の間で始まると，怒り心頭に発した継
ままはは

母は，呪いのことばを

吐いて，胡
クルミ

桃の袋を背負っていた夫を出口の外へグッと押した。アナーイデは悲鳴を聞いて駆け

つけた。彼女が下の踊り場に姿を現したときには，老人が二回目の突きを食らって階段を転げ落

ちる瞬間だった。《殺される！》と，彼はまっ逆さまに転落しながら，こうしたことばを叫んで

いたはずであった。娘は奇蹟が起こることを願って，《聖
マ

処
リ

女
ア

さま，あなたの外
マン ト

套で彼を包
くる

んで

やって下さい》と唱えながら，本能的に両腕を伸ばしていた。ところが，駆けつけて彼を包
くる

んで

やったのは，家政婦だけであった。彼女はアナーイデの助けを借りて，寝
ベッド

台に彼を寝かしてやっ

た。とすると，当初からぼくが予想していたように，幼い魔女は共犯者だったのだろうか？　違

う。でも，その犯罪を知らなかったのでもない。アナーイデの枕にぼくが視線をやるたび毎に，

ぼくの眼
まなこ

が引き寄せられた陰惨な秘密には，堅く閉ざされた例の口 ― 女主人の一語一語に微か

に打ち震え，ほとんど一挙手一投足を見張っているような口は，ぼくを戸惑わせた。ぼくも黙っ

て不承不承漏らすことのなかった例の秘密が，性格が似てもいないにもかかわらず，ぼくたちの

間に共犯関係をつくり上げたことを，ぼくは不安を感じずには考えることができなかった。それ

は沈黙の共犯関係だった。」

　「ところが，君の沈黙はバレている。」― ブリッツィが間
あい

の手を入れた ―「女中は，当然の

こと食い扶持のパンを保証しているチェンツァ夫人の云いなりだったから。君は，あすこじゃ医

師の仕事をやっていて，巡査 ― 君には軽蔑の対象にしか過ぎない職業だが ― ではなかった。

アナーイデは，では，彼女は何者なのだろう？　どうして彼女は告発し，大声で非難しないの

か？　父親の死の裁定者として仇を討つために立ち上がらずに，どうして葬式のような卑猥な喜

劇にのこのこ出てくるのか？」

　「ぼくだって，復讐ということにかけては容赦しない残酷な人々の性格を知っている以上，そ

の時ぼくの頭がちゃんと働いてくれておれば，そこのところは自問自答したことだろう。このぼ

くは，その時ばかりは，分かるだろうカルロ・クラーヴェリ，アナーイデの青春を台無しにした

くなかったので，ぼくの青春時代の 10年だって惜しまなかっただろう。それで，ぼくが実に稀

なことだが，不安な面持ちで彼女の上に身を屈めた時，あまりに《変な》顔つきをしていたに違

いないと見え，少女の眼差しは感謝の気持ちではなく，驚きを露わにしていた。ぼくがやろうと

したことは，実際のところ，前代未聞で奇妙なことだった。考えてもみてくれ。職務とか検査の

用意とか日常生活の利害とか必要性とか慰めとか，そのすべてをすっかり忘れて，まるで時間や

人生がどこかへ行ってしまったかのような具合だった。ぼくの全世界は，類稀な犠牲者が死と

戦っているその窮屈な空間に集約されていた。死に一歩譲るなどという考えは，ぼくの矜
きょうじ

持がな

んとしても許さなかった。ぼくの全存在は，武
む

者
しゃ

震いしながら反抗の構えを見せていた。これこ
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そ愛というものなのだろうか。これが愛なのだろうか，教えてくれ，ジューリオ，君はこの種の

病には経験豊富だから。」

　「いったい君は何者でありたいと思ったのかい ?!」― ブリッツィはふき出したが，それは他

人が疑ってみることが出来る余地がある考えを笑おうか怒ってやろうか分からなかったから

だ ―「それが愛というものだ。しかも正直者のね。」―「むしろ，ぼくが云うように，《意地悪

者の》ね。」

　「それは，愛は，ご覧よ」― ここで，彼は気に入りの不運な人の診断を行う場合に見せる

もったいぶって秘密めかした調子になった ―「観念論者では魂に，唯物論者では感覚に，庶民

では心に住みついている愛というものは，結局のところ想像力の病気に過ぎないのだ。これは確

かだ。危険な微生物が眼と聴覚から入ってきて，大脳へと導かれ，そこで幻想を養分に，ちょう

どゼラチンか寒天のなかで培養されるように増殖するのだ。神聖な砦の高みから思考へと，破壊

をやってのける。火花のようにパッと空想に火がつき，血管が炎をあげ，心臓は激しい動悸をう

つ。その熱は全身に隈なく拡がって，体温が高くなると，他の微生物同様に，自らの火に焼かれ

て死んでしまう。やがて，もし増殖するのに好都合な土壌が見つかり，その毒性があらゆる抵抗

も無駄な段階にまで至ると，患者の体内で害毒と非可塑的な不
アンバランス

均衡を生み出す。やがて，もっと

も重篤な場合だと神経衰弱から，患者は気がふれて，時として死亡することがある…そのような

症例は稀ではない。」

　「それどころか，新聞の三面記事は，そのような話ばかりだ。」― クラーヴェリは，ちょっ

ぴり嘲笑するように相槌を打った。

　「君の症例を例に取ってみよう。」― ブリッツィは，クラーヴェリに構わず，続けて云っ

た ―「その時点まで潜伏期にあって，君自身に不明だった病気が，不意に発現して，最初の激

烈な発作に君を釘付けにした 3日間，微生物に悩まされた君の空想力は，高速車のエンジン以上

に過度に興奮させられていたに違いないと思う…」

　「何たる喩
たと

え！」

　「証明して欲しいかい？　君はずっと《悲劇的な症例》を頭に浮かべ続けていた。片田舎の寒

村の《世間知らずな田舎娘》で，豪農の相続人であるチェンツァ夫人の継
まま

子
こ

が，もうちょっとで

お伽
とぎばなし

噺の王
プリンセス

女に変身しようとするところまで，君は無
む

垢
く

な犠牲者を詩的な存在に祭り上げた。彼

女の命を救うことは，君の存在価値と結びついていた。そうだろう？」

　「そんなこともありうるだろう。」

　「じゃあ，もうひとつ説明しよう。髄
ずい

膜
まく

炎が，その感染性からして，結核の仕業であることを，

君は無視出来なかった。ぼくは断言するが，半世紀前のロマンチスト作家のように，あらゆる経

験知に逆らって，その時の君は髄
ずい

膜
まく

炎を《倫理的なショック》のせいにしようとしていた。否定

できるかね？」

　「否定はしない。」

　「何故かと云うと，たとえ科学的に見た場合，それが嘘であっても，《興味深かった》からさ。
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ああ，空想力，しかも病める空想力という奴は！　何と多くの味わい深く，奇抜で，危険で儚
はかな

い

幻想をかもし出すことか！　恋する人に偶然出くわすと，ぼくは一見して見抜けるのだが，顕微

鏡でも見えない神秘的な微生物を，彼の額を通して見るような気がいつもする。その微生物は，

女性の小さな指なら，しばしば破れてしまう罠
わな

の巣を巧みに編んでゆく蜘
ク

蛛
モ

の形をしている…」

　「何て馬鹿なことを云うのだ，気でも狂ったのか！」

　「信じてくれ，カルロ。やがてぼくが官
エロス・

能微
バクテリア

生物（とでも名づけるつもりだが）とそれを無毒

化する血清を発見した日には，何百年間にもわたって恩恵を蒙ってきたもっとも偉大な奉仕を，

人類にお返しすることになるであろう。」

　「馬鹿な，普通じゃないぞ！」

　「いつの時代にも大量の死者を出し，それに対する有効な治療法がないと信じられてきた不可

解な病気（文明の発達とともに，ますます複雑になり致命的な症状を呈するようになっている病

気）からようやく解放された暁には，その時になって初めて人類は，完全無欠な状態にいたる歩

みを開始するであろう。我々は自由になる。やっと自由を手にするであろう。したがって，強く

なるであろう。何故と云えば，あらゆる自由を獲得したと思い込んでいる我々は，その時点まで，

単に我々の行動を思いのままに操っている哀れむべき虫けらの奴隷に過ぎなかったからだ。」

　「頭が変だ，どうかしている！」

　「さあ，見ているがよい。世界を大騒ぎに巻き込む発見を。もしクレオパトラの鼻が 1センチ

ばかり長いか短かったとすれば，羅
ローマ

馬帝国の行く末はもっと変わったものになっていただろうと

謂われている。民衆の歴史に関しても，そう謂えるのではないか？　民衆が新しい平和な環境の

なかで気高い発展を遂げることができる折に，彼らがどれだけ自己を高めてゆくか，それをいっ

たい誰が実際に予見することが出来るのか？　考えてみろ，家族に保証された静けさや，社会に

保証された秩序を。《妻を探し出せ！》などと叫ぶ声は聞かれなくなるだろう。というの

は ― 君は同意しなければならないが ― 情念に駆られた犯罪がなくなれば，犯罪全体の一番暴

力的な暗い事例は鳴りを潜め，いうなればほとんど…普通の規模のものに縮小されるだろうか

ら。」

　「しかし，そんなのは屁
へ

理
り

屈
くつ

だ！」

　「さあ，答えてみろ。ヘレネーとパリスの狂気の愛がなかったなら，トロイ戦争は果たして起

こっていただろうか？」

　「イリアス物語ですら書かれなかった。」

　「ああ，笑え，遠慮なく笑ってくれ。ジューリオ・ブリッツィのことを人々が噂する日が，そ

のうちに来るぞ。その日になれば，彼の栄光は，ダーウィンやニュートンやパスカルやパスツー

ル16） やベーリンクの栄光をかき消してしまっているだろう…」

　「ただ，それだけかい？…」

　「…彼の名前は，人類に恩恵をもたらした偉人たちの名前の仲間入りをしているだろう。」

　「嘘つけ！」
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　彼らはまくしたてながら，笑い，一歩ごとに立ち止まっては，ナツィオナーレ街の大方を下っ

て来て，マーニャナポリ広場にたどり着いていた。小さな庭園が中央の棕
しゅ

櫚
ろ

の樹を取り巻いて，

焼けた通りの白く眩
まぶ

しい照り返しを殺すように，砂漠のオアシスさながら青々と緑を滴
したた

らせてい

た。右手に，人気のないクィリナーレ王宮へと横丁が上り坂になって続いていた。左手に，くっ

きりとした輪郭を持つトール・デ・スペッキ教会の優美な正
ファサッド

面壁が聳
そび

えていた。その背後に，豪

奢な門蹟修道院があって，法王時代の羅
ローマ

馬には，ヒラヒラと波打つ面
ベー ル

紗を着けた美しく尊大な

修
シ ス タ ー

道尼たちが，素晴らしい歌声を響かせ，王侯貴族の賓
ゲスト

客を迎え入れ，まるで古代ウェスタ神殿

の巫女たちが戦
キ ル ク ス

車競技場の見物に出かけるように，二頭立て馬車に乗って観劇に赴いたことだろ

うと想像させた。教会堂横にあるヴィッラ・アルドブランディーニの庭園は朗らかな姿を現して，

古代の城壁の頂から広場を睥
へいげい

睨していた。クラーヴェリはその城壁の下で立ち止まると，ブリッ

ツィのことを同情するかのように眺めやって，自分の陽気さ加減をグッと抑えた。

　「これが恋だったわけだ。だろう。」― やがて感情の発作に打ち克つと，無礼な態度を取っ

たことをいつものようにあっさりと詫
わ

びたいと思い，彼は続けて云った ―「君が誤りようのな

い症状から，それと認めたいと思っている以上は，ぼくはそのことに異議を申し立てはしない。

《正直者の》恋だったとか，むしろ君の云うような《意地悪者の》恋だったという点は，ぼくは

絶対に賛成しないが。」

　「ただ一回しか愛したことがないのに，それがどうして分かるというのか？　比較するにも，

君には根拠がない。」

　「それは結果論だ。ぼくの物語は，今まででもっとも卑俗な部類に入るからじゃないのか

ね？」

　「むしろ…もっとも宿命的な部類に入ると云いたい。」

　「考えてみろ。瀕死の綺
き

麗
れい

な少女が…」

　「…救世主を演じている若い医師が…」

　「たった二人だけで，日夜，処女の部屋に籠りっきりで…」

　「うん，分かる。」

　「希
ギリシア

臘悲劇の主人公のように陰気な継
ままはは

母が…」

　「…中世の魔女のように恐ろしい家政婦が…」

　「すべては悲劇的な神秘の影に包まれている。25歳前後の若造の空想力をかきたてるものが

何かあったと，君なら分かるだろ…」

　「同感だ。」

　「ぼくが想像力を逞しくしたとしても，当然至極じゃないか。」

　「当たり前と，云ったほうがよい。」

　「実際，異常な出来事は，ここから始まるのだ。官
エロス・

能微
バクテリア

生物の理論を覆し，未来の人類に恩恵

を齎
もたら

す偉大な人間の判断を狂わせるほど奇妙なものなのだ…」

　「へえー！ うかがおう。」
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　「聞いてくれ。3日目の晩のことだった。ぼくは，病気の少女と二人だけだった。隣の部屋の

長
ベ ン チ

椅子で，サイコウラは居眠りをしていた。昼間ずっと溜息ばかりついていたアナーイデは，よ

うやくウトウトし始めていた。午後に起こった脳脊髄圧の上昇という症状と格闘するために，ぼ

くはクヴィンケ式腰椎穿
せん

刺
し

17） の処置を施
ほどこ

していた。それ以外に手の打ちようがなかった。科
サイエンス

学

が提供してくれるありとあらゆる治療法がもはや尽きてしまって，不測の事態でも起こってくれ

なければ何もできないと解ると，ぼくは自分の非力を悲しく思い内心忸
じく

怩
じ

たるものを感じ，医師

愛そのものにも，自分の男性的強さにも傷つき，急激な好転の兆候が見られないかと様子をうか

がっていた。その時のぼくの気持ちは，降参するに先立って，形勢を覆
くつがえ

してくれる援軍を待ち

望んで地平線の彼方をうかがう将軍の苦しい胸の裡
うち

に等しかった。周囲のものすべてが寄ってた

かって，ぼくの神経を逆
さか

撫
な

でした ― いったい誰が，その時までぼくのいらいらに気付いてくれ

ただろうか？ ― あまりにがらんとだだっ広い部屋。パチパチ音を立てている小さな真
しんちゅう

鍮製

燈
ラン プ

火の燈芯。その立ち上る油煙が漆
しっくい

喰壁の上に演出する奇妙な長い影。むき出しの天井の梁
はり

とき

ては，そこに精力的なツトガの一隊が騒々しい製材所を設けているかと思われたほどだ。冬メロ

ンやカーチョカヴァッロ・チーズや柘
ザク ロ

榴の実や細い腸
サルシッチェ

詰が紐
ひも

に吊るされていて，ぼくの頭の上

で，長く丸い先端部分をブラブラ揺り動かしているかと思われ，そこから田舎の食料貯蔵庫に

相
ふさわ

応しく，よく熟した濃厚な果汁をたっぷり含んだ甘辛風味の入り交ざった香りが一斉に漂って

きていた…ところが，ぼくを特に困
こんわく

惑させたのは，キルト地のベッド・カヴァーの下で，麻
ま

痺
ひ

し

たように身動きひとつしない彼女の様子だった ― 熱っぽく空
うつ

ろな眼差しをした彼女は，ぼくに

はすでに棺
かんおけ

桶の中に納まっているように見え，ぼくの無能な両の手は，その眼
なまこ

を閉じるため以外

に役に立たないかのようだった。いったい何が彼女を眠りに陥
おちい

らせたのか ― ぼくは自問自答し

た。それは，ただ単に徹夜したために衰弱をきたした肉体の反応だったのか，生命の復活が準備

される休止状態だったのか？　眼には見えない自然の威力が，突撃の合図で立ち上がるべく体力

を蓄
たくわ

えて用心していたのか，あるいは悲しい宿命が，不可抗力的に現実のものになろうとしてい

たのか？」

 （つづく）

註と参考文献

　本稿のために使用したテキストは，Clelia Romano Pellicano, Novelle calabresi（Torino 1908）で，
今回は 233頁から 258頁までの前半部分のみを試みに邦訳・紹介してみた。
　人生 50年の時代にクレーリア・ロマーノ・ペッリカーノ（1873年カステルヌオーヴォ・ディ・
プーリア生まれ，1923年ナポリ歿）は，ジャンドメーニコ・ロマーノ男爵家の第 4女としてこの
世に生を受け，16歳でリアーリオ＝スフォルツァ公爵家のフランチェスコ・マリーア・ペッリ
カーノ伯爵に嫁ぎ，ジョイオーサ・ヨーニカ（レッジョ・カラーブリア地方）とナポリのカステッ
ラマーレ・ディ・スタービアの屋敷やローマの別荘で次々に誕生した 7人の子供の養育に励んだ。
しかし，1909年に 36歳で未亡人となると資産運用のためにプラテリーア（カラーブリア地方）で
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林業株式会社を興すとともに，ローマでサロンを主宰し，月刊雑誌《ヌオーヴァ・アントロジー
ア》にも《フレグレーア》にもトリーノの隔週刊雑誌《女

ドン ナ

性》にも投稿した。そればかりか，7年
前に結成された国際女性会議《我らが連盟》に，CNDI（イタリア女性会議）のメンバーとしてロ
ンドンに赴いている。フランス語と英語に堪能だった彼女は，その決して長くはない生涯を賭けて，
女性の自由と男女同権と参政権獲得のために奮闘した本来の意味でヨーロッパ人だったと言える。
彼女の基本理念は，次のようなスピーチに如実に表れている。
　「皆様が，正午の太陽が輝く土地から南十字星が煌

きら

めく土地までを含め，あらゆる人種あらゆる
国を代表する女性であることを思い出して頂きたい。ここに皆様が集ったのは，自由と男女同権と
いう共通の悲願を実現するためです。わたくしたちの絆は，モットーとしての婦人参政権です。文
明化された世界のすべての女性が，今日まで法律と慣習によって無能者とか劣等者と烙印を押され
てきた悪評から，永遠に解放されるまでは，わたくしたちの使命は続けられるということを心に銘
記致しましょう。」
　もちろん男女の両性が構成する人間社会の改善は，相互理解と尊敬に基づくと彼女は考えていた。
彼女の夢が現実のものとなったのは，しかし歿後四半世紀以上経った 1945年 2月 1日のことで
あった。パルミーロ・トリアッティとアルチーデ・デ・ガスペリの尽力によって第 23条《婦人へ
の投票権の拡大》が明文化され，イタリア女性の参政権が認められたからであった。
　作家としては，『二人三脚あるいはカップル』や長編小説『運命に向かって』など自然主義的傾
向の強い短・長編小説を書いた。その大方は散逸してしまったが，『カラーブリア物語集』のみ原
稿が保存されている。彼女が親しんだ地方の農村の現実と庶民の女性疎外などをテーマに選んでフ
ローベールやモーパッサン風に書かれた短編小説集から，今回は医

メディカル

療ものに属する一篇を試みに邦
訳・紹介してみた。

1）一
エフェメラル・フィーヴァー

過性発熱 ephemeral feverとは，おそらく皮膚に発疹の出る地中海発疹熱か，潮紅斑を生じ
る地中海紅斑熱のことかは不明であるが，いずれにしても 1日程度の短期間の発熱を症状とす
る風土病であろう。

2）麻
はし か

疹 rubeolaは，飛沫感染する麻疹ウィルスが原因で，9～11日の潜伏期を経て発症する発疹
を伴う小児急性伝染性疾患のことで，2～3日の前

カタ ル

駆期，3～4日の発疹期を経て回復期に至る。
生後 3ヶ月までは母体の中和抗体によって罹患しない。その後，ほとんどの子供が小学校低学
年までに罹患し，一度罹患すると終生免疫が生じる。

3）犬の咳については不明。
4）サラマンダー salamanderとは，一般に山

サンショウウオ

椒魚を指すが，火中に住むとされた伝説上の火蜥
トカ ゲ

蜴
のこと。

5）悪
カへ

液
キ シ ー

質 cachexia, cachexyとは，古くは体液病理学説の血液混合状態の異常を指すことばで
あったが，現代では梅毒，結核，血友病，癌腫などによる全身の衰弱状態を指す。全身の衰弱
と貧血特有の黄灰色を呈する皮膚蒼白や，眼瞼や下腿などの軽度の浮腫，皮膚の色素沈着が見
られる。

6）マリ・フィリベール・コンスタン・サペエ（ Marie Philibert Constans Sappey 1810‒1896）フ
ランスの解剖学者でリンパ系に関する重要な業績を残した。

7）M’ imbizzate ’ u leju?

8）’A gnuricèja se more! ’ a gnuricèja se more!

9）vhancàle

10）髄
ずい

膜
まく

炎 meningitisとは，一般に急性軟髄膜の炎症を指す。化膿性髄膜炎，流行性髄膜炎，結
核性髄膜炎，奨液／無菌性脳膜炎に分類され，ストレプトマイシンを処方する結核性を除けば，
それぞれスルホン剤やペニシリン剤などの抗生物質による治療が一般的。
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11）Amàra, amàra! E che n’ daju ’u te fazzu, eo, ca sugnu cchiù morta ’ i tija? Morta sugnu, figghia! 

Distrutta! Distrutta cume la me’ vita!

12）Jatevinne! Nun vogghiu ’mu ve viju! Nun vogghiu ’ mu ve sentu! Jatevinne!!

13）鳥
トリカブト

兜は，北半球温帯以北に広く分布する約 300種の鳥
トリカブト

兜属 Aconitum L.のことで，ジテルペン
系アルカロイドである猛毒アコニチン（半数致死量 0.3mg），メサコニチン，ヒパコニチンな
どを根に含み，本邦でも烏

ウ

頭
ズ

，附
ブ

子
シ

，天
テン

雄
ユウ

と称され，八
ハ チ ミ ジ

味地黄
オウガン

丸等の漢方薬に配合される。南
欧からバルカン半島部にかけては，Helmet Flowerの名称で呼ばれる Aconitum anthora L.が分
布し，その根は Radix Anthoraeとして古代ローマ時代には継子殺しに多用（《継母の毒》）さ
れたという。アコニチンの薬理作用は解明されていない。

14）芥
ケ

子
シ

は，阿
ア ヘ ン

片 opiumの原材料として栽培される芥
ケ

子
シ

科 Papaveraceaeの鬼
オニ

芥
ケ

子
シ

Papaver 

somniferumを初め，さまざまな品種（虞
ヒ ナ ゲ シ

美人草など）が広く世界に分布する。日本および各
国薬局方は，イスタンブールを集散地とする土

ト ル コ・ア ヘ ン

耳古阿片 Turkey opiumがモルヒネ含有量 10～
20％と優良品なので，これからモルヒネを初め，共通した分子構造のモルフィナン骨格を利用
して，鎮咳薬コデインや睡眠薬ナルコチンや筋肉弛緩剤パパヴェリンなどの阿

アヘン

片製剤が作られ
ている。

15）ラクトフェリン lactoferrinは，赤血球が鉄分を運ぶ際に関与していると考えられるトランス
フェリンのことで，数種類の哺乳類の乳汁でも，特にヒトでは高濃度に含まれている。

16）ルイ・パストゥール（ Louis Pasteur 1822‒1895）は近代細菌学の父で，炭疽病予防ワクチンの
開発，悪性水腫菌とニワトリ・コレラ菌の発見，肺炎菌と連鎖球菌の観察，低温殺菌法の確立，
1885年狂犬病予防法発見の功績により国際醵金でもってパストゥール研究所を設立した。弟
子のシャンベルラン（ Chamberland 1851‒1908）は，120℃以上で手術関連用具の滅菌処理可
能な世界初の高

オ ー ト ク レ ー ブ

圧蒸気滅菌器を制作した。
17）クヴィンケ（ Heinrich Irenaeus Quincke 1842‒1922ドイツの内科医）式腰椎穿

せん

刺
し

とは，第 3腰
椎のクモ膜下腔へ中空の穿刺針を刺して髄液を得る処置法のこと。
　なお，註記作成に際しては，以下の参考文献を参照した。
堀田満その他編集『世界有用植物事典 Useful Plants of the World』（平凡社 1989）
『南山堂医学大事典 Nanzanndo’s Medical Dictionary』（南山堂 1985）
『ステッドマン医学大辞典 Stedman’s English-Japanese Medical Dictionary』（Medical 

View 1981）
稲垣勲ほか編『生薬学』（南江堂 1966）
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  Au Japon, les interactions entre les professeurs et les élèves sont rares dans la classe, et celles 

entre les élèves le sont davantage. Sans avoir une connaissance élargie du système éducatif 

japonais, avoir au moins conscience de cette caractéristique d’enseignement permet de mieux 

comprendre le comportement de nos étudiants en classe. En effet, peu habitués à donner leur 

opinion et leur participation étant rarement sollicitée en classe, leur demander de prendre la parole 

devient alors complexe, notamment dans le cours de langue étrangère. Ayant à charge des cours de 

conversation, nous avons entamé une réflexion sur l’élaboration d’activités communicatives en 

groupe, qui placeraient l’étudiant japonais dans une situation où les interactions deviendraient 

spontanées.

  Au Japon, les relations sont beaucoup moins amicales qu’en France, il y a un mode de politesse 

très strict, qui donne au respect une toute autre valeur. Selon les dires de nos connaissances 

japonaises, à l’école primaire le professeur et les élèves sont assez proches, vers 6 ans un élève est 

appelé par son prénom. Mais quand ils arrivent vers l’âge de 10 ans, le professeur les appelle par 

leur nom de famille. Déjà, une barrière se crée et l’enfant a le sentiment d’être traité comme un 

adulte. De manière générale, il y a une distance entre les élèves et le professeur, ce dernier étant 

toujours une personne supérieure qu’on tutoie très rarement. D’ailleurs, en japonais le professeur 

est appelé sensei （先生） que nous pourrions traduire par « qui est né avant », le caractère （先） signi-

Le travail en groupe dans la classe de conversation :
le cas de l’apprenant japonais

Laura ARIÈS

〈Summary〉
  In Japan, interactions between teachers and students are not common in the classroom, 

and those between students are even fewer. Without a broad knowledge of the Japanese 

educational system, being at least aware of this main characteristic is necessary to 

understanding the behavior of the students during classes. Because they are not used to 

giving their opinion and to discussing their ideas on the spot, asking them to speak can 

become a difficult issue, especially in foreign language courses. As a lecturer of French 

conversation classes, I started to thinking about the development of communicative speaking 

activities for group work, the aim being to build a situation that would help the Japanese 

students to feel more spontaneous in their interactions with others. This article will describe 

the relationship between teachers and students in France as opposed to the relationship 

between teachers and students in Japan. This comparison will then allow us to expound on 

the benefits of working in groups, using one activity as an example.



Le travail en groupe dans la classe de conversation174

fiant « avant » et le second （生） venant du verbe umareru （生まれる） qui signifie « naître ». Au 

Japon, le professeur est donc celui qui détient les connaissances et qui explique une façon de 

penser, on écoute ce qu’il dit et les discussions sont rares.

  Dans un système éducatif où on est habitué à ce qu’il y ait une communication uniquement du 

professeur vers les étudiants, comment créer des échanges ? L’objectif principal du cours de 

conversation est de faire parler les étudiants, autrement dit de développer leur compétence commu-

nicative. Or, la communication implique deux personnes ou plus, sans cette relation la réalisation de 

la tâche n’est pas possible. Notre rôle d’enseignant est en ce sens de favoriser les échanges entre 

les apprenants et de créer des situations de la vie quotidienne pour qu’ils puissent pratiquer et  

s’exprimer ensemble en français. Il va alors falloir briser cette inégalité entre enseignant et appre-

nants, et mettre en place des situations où les apprenants pourront s’exprimer plus ou moins 

spontanément. Le but ici n’est pas de faire de l’enseignant le camarade de ses apprenants mais de 

rendre plus souple sa relation avec eux. En d’autres termes, nous souhaitons sortir du rapport 

hiérarchique trop rigide qui rend les apprenants trop passifs. Pour l’enseignant français, en tant que 

natif il représente déjà une figure éloignée du système scolaire japonais et il doit expliquer culturel-

lement les habitudes de classe qu’il veut mettre en place. Cependant la difficulté ne s’arrête pas là, 

en effet, n’étant pas habitués à discuter, discuter en français est un exercice encore plus laborieux 

voire douloureux pour certains.

  Cette nouvelle approche de la relation enseignant-apprenant implique de créer une ambiance et 

un cadre détendu pour faciliter l’expression sans la peur d’être jugé. Avec un effectif trop élevé  

l’enseignant finit souvent par faire son cours de façon magistrale, nous sommes donc convaincue 

que l’idéal pour un cours de conversation est d’avoir un petit nombre d’étudiants, une quinzaine 

environ. Nous avons actuellement entre quatorze et dix-huit étudiants dans nos cours de conversa-

tion et nous avons remarqué que nous arrivons à avoir une participation plus active et constante 

dans la classe avec le plus bas effectif que dans celle avec le plus grand effectif. Même si dix-huit 

reste un effectif correct, nous ne pouvons que remarquer la différence d’implication des étudiants 

individuellement dans le groupe classe. En outre, un effectif bas permet de modifier facilement  

l’organisation de la classe, en formant par exemple un U ou un cercle avec les tables. Pouvoir 

balayer du regard le visage de l’ensemble de ses camarades et de son professeur en même temps va 

contribuer à diminuer la différence de statut entre l’enseignant et les apprenants.

  Permettre à l’apprenant de s’impliquer dans une conversation c’est le mettre en contact direct 

avec d’autres interlocuteurs. Mais pour pouvoir observer des résultats en groupe classe, nous 

essayons d’abord de mettre en place des activités de travail en petit groupe. Répartir les étudiants 

en groupes de travail avec un objectif commun va permettre de:
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  -  Donner l’occasion de parler avec les autres apprenants. Pour aider à la création d’une 

ambiance de classe agréable, le travail en groupe va leur permettre de mieux se connaître et 

de créer des affinités.

  -  Donner plus d’intimité, ce qui va réduire la crainte de parler devant les autres et favoriser  

l’écoute entre les interlocuteurs.

  - Rendre la discussion nécessaire donc naturelle et spontanée.

  - Faciliter les productions orales par des travaux guidés et réalisés ensemble.

  - Investir tout le monde dans la classe. Chacun participe et personne n’est exclu.

  - Augmenter la motivation de l’apprenant en l’impliquant personnellement dans les activités.

  - Donner un temps de parole presque égal à chacun.

  - L’apprenant devient actif et responsable.

  Nous savons que les Japonais donnent difficilement leur opinion en public mais, suite à diffé-

rentes expériences de classe, nous avons constaté que dans chaque groupe il y a toujours un 

étudiant qui va prendre l’initiative d’organisation ou de parole. Pour éviter qu’une personne dirige 

les autres, il faut réfléchir à des activités de groupe qui permettent une prise de parole égale. En 

confiant un rôle à chacun des apprenants, nous lui donnons l’occasion de s’impliquer dans l’exercice 

en utilisant ses propres connaissances.

  Philipe Meirieu, qui a beaucoup réfléchi sur le travail coopératif, déclare que : « L’objectif 

essentiel n’est pas l’apprentissage entendu au sens cognitif de ce terme. Non que de tels apprentis-

sages ne peuvent se produire, mais ils ne sont pas prioritaires : l’essentiel se situe au niveau des 

attitudes sociales de l’élève : il s’agit d’apprendre à organiser un travail en commun, de planifier les 

étapes de celui-ci, de trouver à chacun une place lui permettant de s’intégrer dans le groupe, de 

faire preuve de compétences dont il dispose mais qui ne sont pas encore reconnues, de se dégager 

d’une image négative que les autres ont de lui. »1）, en ce sens un des objectifs essentiels du travail 

en groupe est la socialisation. Notre propos n’est pas d’en faire l’objectif unique, mais il nous semble 

une étape importante pour amener l’étudiant à communiquer. En effet, pour l’apprenant japonais, 

avant sa capacité à formuler des phrases en français, il faut travailler sur sa capacité à exprimer ses 

opinions et à écouter celles des autres. Le travail en groupe peut être l’occasion pour l’individu d’

être confronté aux autres, à de nouvelles façons de penser, à des points de vues différents du sien 

qui vont permettre d’enrichir sa propre réflexion et de prendre conscience que chacun est unique 

dans son apprentissage.

  Exemple d’activité de travail en groupe par René Richterich et Nicolas Scherer dans 

Communication orale et apprentissage des langues :
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Choisir ce qui est caractéristique

Fonction : Relater → confirmer / démentir un fait, un évènement, une expérience.

Intention pédagogique : Montrer que, lorsqu’on veut relater un fait, un évènement, une expérience 

qu’on a vécus, il convient de choisir dans l’ensemble des souvenirs qu’on a les données les plus 

marquantes.

Objectif global d’apprentissage : Choisir dans un fait, un évènement, une expérience vécus les 

cinq données les plus marquantes.

Contenu : Faits, évènements, expériences vécus par les étudiants : vacances, week-end, accident, 

maladie, sport, loisirs, vie de famille, excursions, visites, etc.

Participants : Enseignant → classe

Groupes

Enseignant → groupes

Lieu/ Moment : Phase d’appropriation

Canal : Direct

Registre : Courant

1-  Activités

  Chaque membre d’un groupe mentionne aux autres un fait, un évènement, une expérience qu’il 

aimerait leur relater, mais sans le faire. Il se limite à énumérer brièvement cinq traits qui lui parais-

sent les plus caractéristiques.

  Les autres membres du groupe cherchent à reconstituer, à partir des cinq données indiquées, 

le fait, l’évènement, l’expérience en question.

  Le groupe discute si les cinq données étaient vraiment celles qui permettaient le mieux de 

relater le fait, l’évènement, l’expérience en question.

2-  Organisation

  Raconter un ou deux faits, évènement, expériences et demander à la classe de relever les cinq 



Le travail en groupe dans la classe de conversation 177

données qui lui paraissent les plus caractéristiques.

  Former plusieurs petits groupes.

  L’enseignant passe de groupe en groupe pour une aide éventuelle et pour participer à la 

discussion.

  Terminer la séance en demandant à un ou deux groupes de présenter les cinq données qui leur 

ont paru les plus caractéristiques et faire reconstituer, par la classe, le fait, l’évènement, l’expérience 

en question.

  Dans cette proposition d’activité, nous constatons que le travail en groupe va favoriser la parti-

cipation de tous les apprenants mais que l’enseignant ne doit pas s’effacer pour autant. Il suit 

constamment le travail des apprenants et l’encourage, il est ainsi plus disposé à observer les difficul-

tés personnelles de chacun. Ce type d’activité permet d’impliquer l’apprenant car il doit s’exprimer 

sur une expérience vécue, il nous semble important de travailler sur quelque chose de concret. En 

cherchant dans ses souvenirs un évènement auquel il a participé ou assisté, nous pensons que  

l’apprenant peut parler plus facilement que s’il devait créer de toutes pièces une histoire. De ce fait, 

la parole peut circuler plus facilement dans le groupe d’apprenants, et nous observons des échanges 

et une dynamique dans le groupe. L’activité est simple et n’est pas dirigée rigidement par l’ensei-

gnant, puisque dans chaque groupe c’est un apprenant qui oriente la prise de parole des autres en  

l’alimentant avec quelques informations à partir desquelles les autres apprenants doivent réfléchir 

et faire des propositions. Nous constatons que l’activité évolue différemment dans chacun des 

groupes, et terminer la séance avec l’ensemble de la classe permet de relancer un échange.

  En multipliant les activités de ce genre, nous allons créer de nouvelles habitudes de travail 

chez l’apprenant. Nous avons pu l’observer en contexte lorsque nous avons donné des cours  

d’expression orale à un groupe d’étudiants japonais dans un centre de langue en France. Avec un 

effectif réduit （onze étudiants）, dès le premier cours, nous constituons des groupes de travail dans 

la classe et modifions la disposition du matériel pour pouvoir faciliter la communication dans  

l’espace de travail. Nous observons que très rapidement les apprenants prennent le pli de préparer 

la salle avant même que l’enseignant arrive. La spontanéité dans leur façon de se préparer au travail 

dans ces nouvelles conditions nous semble être un résultat encourageant.

  Nous avons conscience que le travail en groupe a ses limites, nous savons qu’il se transforme 

trop souvent en une répartition du travail entre les apprenants qui supprime toute cohésion de 

groupe. Mais il nous semble être une bonne alternative pour un cours de conversation.
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Note

1） http://www.meirieu.com/ARTICLES/pourqoiletdgde.pdf
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