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〈Summary〉
  Judo was established by Jigoro Kano in 1882 and it has been spread all over the World with 

putting many people’s blood into its promotion since then. The member countries of 

International Judo Federation counts over 200 now. It is presumed that there are various activi-

ties in every country for the promotion of Judo; we can infer that influences of coaches, experi-

ences of player, and charms of judo they feel through practice are especially important factors 

for the development of judo. Our research group conducted a survey of judo trainees to ascer-

tain factors associated with the prevalence of the sport and gather fundamental data on judo 

instruction. In this presentation, we consider the stress-coping behaviors （i.e., constancy or 

stability of mind and body when encountering difficult situations） and self-esteem （i.e., self-re-

spect and the objective evaluation of oneself） of judo trainees across three nations: France, 

Switzerland, and Japan.

1．目　　的

　西暦 1882年，嘉納治五郎によって創設された柔道は，今年創立 132年を迎える。以来，先人

達の心血を注ぐ普及活動により諸外国へと発展した。2010年には世界柔道連盟に加盟する国と

地域の数は，200を超えている。柔道の普及活動については，各国独自の施策の展開が考えられ

るが，中でも指導者の影響や練習生自身が活動を通して体験する事柄，さらには体得する魅力等

は，柔道発展の大きな要因であると考えられる。本研究グループは，柔道普及の諸要因と柔道指

導の基礎的資料を得ることを目的に，専門家のもとで修行する柔道練習生の実態調査を実施して

きた。

　今回は，フランス，スイス，日本の 3カ国における柔道練習生のストレス対処行動（困難な場

面に遭遇した時に，心身を安定的に保持しようとする恒常性）とセルフエスティーム（自分を客

観的に評価する自尊感情）に関して考察する。
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2．調査方法

⑴　調査対象： 260名にアンケート用紙を配布し，その内，有効回答数 224名（回収率 86％）。

内訳は，日本（90名），フランス（64名），スイス（70名）の柔道練習生（224

名）。

⑵　調査時期：2011年 12月～2013年 3月。

⑶　調査方法： 無記名質問紙法を用いた。セルフエスティームの測定は，Rosenbergのセルフエ

スティーム尺度日本語版1） （10項目）を英語版，フランス語版に翻訳し，質問紙

を作成した。またストレス対処行動は，宗像2），伊藤3） らの項目を参考に英語版，

フランス語版を作成し，現地にて調査活動を実施して回収した。

⑷　調査内容： 1）セルフエスティーム調査 10項目は，以下に示す通り。

○私は自分が少なくとも人並みに価値のある人間だと思う。

○私は自分には見どころがあると思う。

○自分を失敗者だと感じることが多い。

○私は人がやれる程度には物事ができる。

○私には得意に思うことがない。

○私は自分自身に対して前向きの態度をとっている。

○私は自分に満足している。

○もう少し自分を尊敬できたらと思う。

○私は自分が役立たずだと感じる。

○私は自分がダメな人間だと思う。

2） ストレス対処行動の積極的対処行動（9項目）表 3－⑴参照。消極的対処行

動（9項目）表 3－⑵参照。計 18項目。

⑸　比較方法： セルフエスティームは，各項目別に「かなりそう思う」，「まあまあそう思う」

「そうは思わない」の割合を求めた。またストレス対処行動については，各質問

項目別に「かなりそうする」・「まあまあそうする」・「そうしない」の割合につい

て，国別比較を行った。セルフエスティーム得点は，各国の平均値と標準偏差を

基に「高群」「中群」「低群」の 3群に区分した。割合の比較には χ2 検定を，平

均値の比較には t検定及び一元配置分散分析（多重比較 Bonferroni，5％水準）

を行った。

3．結果と考察

⑴　調査対象の概要

　表 1－⑴は，調査対象の 260名の内の欠損値を除く 224名の国別，性別人数の内訳である。

　表 1－⑵は，今回，調査した対象者の柔道経験年数をまとめたものである。この内，最年少者
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は，10歳のフランス人女性で，最高齢者は，78歳の日本人男性で経験年数が 65年であった。全

体の経験年数としては，7割以上の練習生が 5年以上の経験者であった。

　次に表 1－⑶は，試合経験についてまとめたものである。この表から世界大会の出場者は，全

体の 7.1％の練習生が経験しており，また各国の代表の座を競う大会出場者は，30.4％であった。

従って全体の 37.5％の者は，世界大会や各国の代表を決定する大会の試合経験者である。

⑵　セルフエスティーム得点の国別比較

　表 2は，自尊感情を得点化し，国別比較をするために多重比較をした結果を示したものである。

この結果，セルフエスティーム得点が高い順にスイス，フランス，日本の順で，日本は最も低

かった。このような傾向について，児童精神科医の古荘4） や児童教育学者の佐藤5） は，日本の子

どもの自尊感情が諸外国の子どもと比較して低いと述べている。特に佐藤氏は，世界の 5つの都

市，東京，上海，ソウル，ロンドン，ニューヨークに住む子供の自己像の比較でも日本人のセル

フエスティームが有意に低いとー報告している。その要因として，親や教師の子供への発達期待

は，社会や文化の価値を媒介とする。外国では子供の「自己主張」を育むことと「セルフエス

ティーム」の発達が深く結びついており，一方，日本人の自己形成においては，謙遜することや
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表 1－⑴　国別・性別人数（内訳）

性別

国別

男　性 女　性 合　計

N ％ N ％ N ％

フランス 45 70.3％ 19 29.7％ 64 100.0％

ス イ ス 59 84.3％ 11 15.7％ 70 100.0％

日　　本 61 67.8％ 29 32.2％ 90 100.0％

合　　計 165 73.7％ 59 26.3％ 224 100.0％

表 1－⑵　経験年数（内訳）

経験

性別

5年未満 5年～
10年未満

10年～
20年未満

20年～
30年未満

30年～
40年未満 40年以上 合　計

N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％

男性 34 20.6 51 30.9 45 27.3 12 7.3 13 7.9 10 6.1 165 100

女性 24 40.7 18 30.5 10 16.9 4 6.8 2 3.4 1 1.7 59 100

合計 58 25.9 69 30.8 55 24.6 16 7.1 15 6.7 11 4.9 224 100

表 1－⑶　試合経験

大会区分
性別

世界大会 国内代表 府県大会 地域大会 経験なし 合　計

N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％

男性 13 7.9 53 32.1 92 55.8 4 2.4 3 1.8 165 100

女性 3 5.1 15 25.4 35 59.3 0 0.0 6 10.2 59 100

合計 16 7.1 68 30.4 127 56.7 4 1.8 9 4.0 224 100



謙虚であることが望ましい対人行動であると重んじられ，集団の中で一人際立って目立つことを

回避し，自己と他者の境界をあいまいにして同じに溶け込むことに価値を置いてきた。― と指

摘している。

⑶　ストレス対処行動

　人が困難な場面に遭遇した時に，心身を安定的に保持しようとする恒常性について調査した結

果を以下にまとめた。

　表 3－⑴は，ストレス対処行動の積極的対処行動（9項目）について，「かなりそうする」，「ま

あまあそうする」と回答した割合の高い順に 3カ国間の比較についてまとめたものである。この

表から 3カ国ともに「困難にたち向かい努力して乗り越える」と回答した者が最も多かった。ま

た 3国間を比較すると「色々考え，見方や自分の意見をかえてみる」の項目について，フラン

ス・スイスの回答が高く，日本は低いという有意な差が認められた。また同様に「信頼できる人

に相談する」，「部活動に熱中する」，「それはあまり心配するほどのものではないと決める」の 3

つの項目において，日本がフランス，スイスの調査結果と比較して数値が高いという統計学的に

有意な差がみられた。
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表２　セルフエスティーム得点（国別比較）

国　別 平均値 標準偏差 度　数

フランス 23.7 3 64

ス イ ス 25.3 3.1 70

日　　本 19.3 3.8 90

全　　体 22.4 4.3 224

一元配置分散分析　P<0.01
多重比較　スイス＞フランス＞日本

表 3－⑴　積極的対処行動「かなりそうする」，「まあまあそうする」の割合

国　　　別

項　　　目

フランス スイス 日　　本 合　　計
3国間比較

N （％） N （％） N （％） N （％）

困難に立ち向かい努力して乗り越える 60 93.8 67 95.7 77 85.6 204 91.1 N.S.

色々考え，見方や自分の意見をかえてみる 58 90.6 67 95.7 71 78.9 196 87.5 ＊＊

信頼できる人に相談する 54 84.4 60 85.7 80 88.9 194 86.6 ＊

気分転換のために軽い運動をする 52 81.2 58 82.9 67 74.4 177 79.0 N.S.

勉強や趣味に集中する 41 64.1 48 68.6 72 80.0 161 71.9 N.S.

部活動に熱中する 47 73.4 42 60.0 71 78.9 160 71.4 ＊

それを人に話し，気持ちを分かってもらう 39 60.9 53 75.7 63 70.8 155 69.5 N.S.

友達の家に遊びに行く 40 62.5 52 74.3 57 63.3 149 66.5 N.S.

それはあまり心配するほどのものではないと
決める 39 60.9 39 55.7 68 75.6 146 65.2 ＊

対象者の人数 64 70 90 224

比較：χ2 検定を使用してストレス対処行動を国別に比較した。
df＝ 1　　＊：P<0.05，＊＊：P<0.01



　また表 3－⑵は，消極的対処行動（9項目）について「かなりそうする」，「まあまあそうす

る」と回答した調査結果である。この表から 3カ国ともに最も回答率の高かった項目は「物事に

感情的に巻き込まれないようにする」で，全体の 82.6％と多くの者の回答を得た。また他の項目

の 3国間の比較では，「おいしいものを食べたり，やけ食いをする」の項目以下 7項目において，

それぞれフランス，スイスの数値と日本の調査結果との間に有意な差が認められ，いずれも日本

の消極的対処行動の数値が高いことが判明した。

⑷　セルフエスティーム 3群とストレス対処行動について

　この項では，セルフエスティームとストレス対処行動との関連について明らかにするために各

国のセルフエスティーム得点を標準偏差と平均値をもとに，高群，中群，低群と区分した。また

ストレス対処行動（積極的対処行動，消極的対処行動）については，3カ国全体の回答率の高

かった項目順にまとめ，セルフエスティーム 3群との関係を検討した。また今回，フランスとス

イスのセルフエスティーム得点が類似している為，フランス・スイスを合わせて調査結果を作成

した。セルフエスティーム 3群とストレス対処行動の各項目「かなりそうする」，「まあまあそう

する」，「そうしない」の割合とその関連は，以下の各表にまとめた。

　積極的対処行動とセルフエスティームの関連については，表 4－⑴から表 4－⑼に示す通りで

ある。表 4－⑴は，「困難に立ち向かい努力して乗り越える」の対処行動についてまとめたもの

である。その結果，フランス・スイスではセルフエスティームの高い者が，積極的に「困難に立

ち向かい努力して乗り越える」取り組む姿勢があることが分かった。

　また表 4－⑹は，「部活動に熱中する」の項目である。この調査結果から日本人のセルフエス

ティーム得点が高い者は，この対処行動をとっている。という有意な差がみられた。

5フランス，スイス，日本における柔道練習生のストレス対処行動とセルフエスティームに関する比較研究 

表 3－⑵　消極的対処行動「かなりそうする」，「まあまあそうする」の割合

国　　　別

項　　　目

フランス スイス 日　　本 合　　計
3国間比較

N （％） N （％） N （％） N （％）

物事に感情的に巻き込まれないようにする 54 84.4 62 88.6 69 76.7 185 82.6 N.S.

おいしいものを食べたり，やけ食いをする 9 14.1 19 27.1 65 72.2 93 41.5 ＊＊

怒りを抑えたり，欲求不満をためたりする 11 17.2 18 25.7 63 70 92 41.1 ＊＊

何もしないで我慢する 11 17.2 14 20.0 61 67.8 86 38.4 ＊＊

機嫌が悪くなり，つい人をせめてしまう 11 17.2 17 24.3 55 61.1 83 37.1 ＊＊

何もする気になれず寝てしまう 6 9.4 10 14.3 56 62.2 72 32.1 ＊＊

誰にも相談せず悩み続ける 15 23.4 11 15.7 33 36.7 59 26.3 ＊＊

買い物などして気を晴らす 10 15.6 8 11.4 40 44.4 58 25.9 ＊＊

泣きわめいたり，取り乱したりする 10 15.6 9 12.9 26 28.9 45 20.1 ＊

対象者の人数 64 70 90 224

比較：χ2 検定を使用してストレス対処行動を国別に比較した。
df＝ 1　　＊：P<0.05，＊＊：P<0.01
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表 4－⑴　困難に立ち向かい努力して乗り越える

フランス・スイス
A B C 合　　計

有意差
N ％ N ％ N ％ N ％

セル 3群

セル高群 22 53.7 18 43.9 1 2.4 41 100.0

＊＊
セル中群 15 24.6 42 68.9 4 6.6 61 100.0

セル低群 2 6.3 28 87.5 2 6.3 32 100.0

合　　　　計 39 29.1 88 65.7 7 5.2 134 100.0

日　　　　本
A B C 合　　計

有意差
N ％ N ％ N ％ N ％

セル 3群

セル高群 10 43.5 12 52.2 1 4.3 23 100.0

N.S.
セル中群 7 18.4 25 65.8 6 15.8 38 100.0

セル低群 4 13.8 19 65.5 6 20.7 29 100.0

合　　　　計 21 23.3 56 62.2 13 14.4 90 100.0

回答区分　A：「かなりそうする」，B：「まあまあそうする」，C：「そうしない」
比較：χ2 を使用してセル 3群と回答区分を比較した。
df＝ 4　　＊：P<0.05，＊＊：P<0.01

表 4－⑵　色々考え，見方や自分の意見をかえてみる。

フランス・スイス
A B C 合　　計

有意差
N ％ N ％ N ％ N ％

セル 3群

セル高群 13 31.7 25 61.0 3 7.3 41 100.0

N.S.
セル中群 7 11.5 49 80.3 5 8.2 61 100.0

セル低群 4 12.5 27 84.4 1 3.1 32 100.0

合　　　　計 24 17.9 101 75.4 9 6.7 134 100.0

日　　　　本
A B C 合　　計

有意差
N ％ N ％ N ％ N ％

セル 3群

セル高群 7 30.4 14 60.9 2 8.7 23 100.0

N.S.
セル中群 7 18.4 20 52.6 11 28.9 38 100.0

セル低群 4 13.8 19 65.5 6 20.7 29 100.0

合　　　　計 18 20.0 53 58.9 19 21.1 90 100.0

回答区分　A：「かなりそうする」，B：「まあまあそうする」，C：「そうしない」
比較：χ2 を使用してセル 3群と回答区分を比較した。
df＝ 4　　＊：P<0.05，＊＊：P<0.01
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表 4－⑶　信頼できる人に相談する

フランス・スイス
A B C 合　　計

有意差
N ％ N ％ N ％ N ％

セル 3群

セル高群 15 36.6 19 46.3 7 17.1 41 100.0

N.S.
セル中群 15 24.6 40 65.6 6 9.8 61 100.0

セル低群 9 28.1 16 50.0 7 21.9 32 100.0

合　　　　計 39 29.1 75 56.0 20 14.9 134 100.0

日　　　　本
A B C 合　　計

有意差
N ％ N ％ N ％ N ％

セル 3群

セル高群 8 34.8 14 60.9 1 4.3 23 100.0

N.S.
セル中群 10 26.3 22 57.9 6 15.8 38 100.0

セル低群 9 31.0 17 58.6 3 10.3 29 100.0

合　　　　計 27 30.0 53 58.9 10 11.1 90 100.0

回答区分　A：「かなりそうする」，B：「まあまあそうする」，C：「そうしない」
比較：χ2 を使用してセル 3群と回答区分を比較した。
df＝ 4　　＊：P<0.05，＊＊：P<0.01

表 4－⑷　気分転換のために軽い運動をする

フランス・スイス
A B C 合　　計

有意差
N ％ N ％ N ％ N ％

セル 3群

セル高群 19 46.3 18 43.9 4 9.8 41 100.0

N.S.
セル中群 18 29.5 29 47.5 14 23.0 61 100.0

セル低群 8 25.0 18 56.3 6 18.8 32 100.0

合　　　　計 45 33.6 65 48.5 24 17.9 134 100.0

日　　　　本
A B C 合　　計

有意差
N ％ N ％ N ％ N ％

セル 3群

セル高群 8 34.8 9 39.1 6 26.1 23 100.0

N.S.
セル中群 12 31.6 20 52.6 6 15.8 38 100.0

セル低群 6 20.7 12 41.4 11 37.9 29 100.0

合　　　　計 26 28.9 41 45.6 23 25.6 90 100.0

回答区分　A：「かなりそうする」，B：「まあまあそうする」，C：「そうしない」
比較：χ2 を使用してセル 3群と回答区分を比較した。
df＝ 4　　＊：P<0.05，＊＊：P<0.01



8 フランス，スイス，日本における柔道練習生のストレス対処行動とセルフエスティームに関する比較研究 

表 4－⑸　勉強や趣味に集中する

フランス・スイス
A B C 合　　計

有意差
N ％ N ％ N ％ N ％

セル 3群

セル高群 6 14.6 18 43.9 17 41.5 41 100.0

N.S.
セル中群 7 11.5 37 60.7 17 27.9 61 100.0

セル低群 5 15.6 16 50.0 11 34.4 32 100.0

合　　　　計 18 13.4 71 53.0 45 33.6 134 100.0

日　　　　本
A B C 合　　計

有意差
N ％ N ％ N ％ N ％

セル３群

セル高群 10 43.5 8 26.1 7 30.4 23 100.0

N.S.
セル中群 14 36.8 19 50.0 5 13.2 38 100.0

セル低群 11 37.9 12 41.4 6 20.7 29 100.0

合　　　　計 35 38.9 37 41.1 18 20.0 90 100.0

回答区分　A：「かなりそうする」，B：「まあまあそうする」，C：「そうしない」
比較：χ2 を使用してセル 3群と回答区分を比較した。
df＝ 4　　＊：P<0.05　，＊＊：P<0.01

表 4－⑹　部活動に熱中する

フランス・スイス
A B C 合　　計

有意差
N ％ N ％ N ％ N ％

セル 3群

セル高群 5 12.2 20 48.8 16 39.0 41 100.0

N.S.
セル中群 8 13.1 34 55.7 19 31.1 61 100.0

セル低群 3 9.4 19 59.4 10 31.3 32 100.0

合　　　　計 16 11.9 73 54.5 45 33.6 134 100.0

日　　　　本
A B C 合　　計

有意差
N ％ N ％ N ％ N ％

セル 3群

セル高群 10 43.5 7 30.4 6 26.1 23 100.0

＊
セル中群 12 31.6 24 63.2 2 5.3 38 100.0

セル低群  8 27.6 10 34.5 11 37.9 29 100.0

合　　　　計 30 33.3 41 45.6 19 21.1 90 100.0

回答区分　A：「かなりそうする」，B：「まあまあそうする」，C：「そうしない」
比較：χ2 を使用してセル 3群と回答区分を比較した。
df＝ 4　　＊：P<0.05，＊＊：P<0.01
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表 4－⑺　それを人に話し，気持ちを分かってもらう

フランス・スイス
A B C 合　　計

有意差
N ％ N ％ N ％ N ％

セル３群

セル高群 15 36.6 19 46.3 7 17.1 41 100.0

＊
セル中群 7 11.5 34 55.7 20 32.8 61 100.0

セル低群 7 21.9 10 31.3 15 46.9 32 100.0

合　　　　計 29 21.6 63 47.0 42 31.3 134 100.0

日　　　　本
A B C 合　　計

有意差
N ％ N ％ N ％ N ％

セル 3群

セル高群 7 30.4 8 34.8 8 34.8 23 100.0

N.S.
セル中群 6 15.8 23 60.5 9 23.7 38 100.0

セル低群 6 21.4 13 46.4 9 32.1 29 100.0

合　　　　計 19 21.3 44 49.4 26 29.2 90 100.0

回答区分　A：「かなりそうする」，B：「まあまあそうする」，C：「そうしない」
比較：χ2 を使用してセル 3群と回答区分を比較した。
df＝ 4　　＊：P<0.05，＊＊：P<0.01

表 4－⑻　友達の家に遊びに行く

フランス・スイス
A B C 合　　計

有意差
N ％ N ％ N ％ N ％

セル 3群

セル高群 11 26.8 17 41.5 13 31.7 41 100.0

N.S.
セル中群 11 18.0 31 50.8 19 31.1 61 100.0

セル低群 5 15.6 17 53.1 10 31.3 32 100.0

合　　　　計 27 20.1 65 48.5 42 31.3 134 100.0

日　　　　本
A B C 合　　計

有意差
N ％ N ％ N ％ N ％

セル 3群

セル高群 6 26.1 6 26.1 11 47.8 23 100.0

N.S.
セル中群 11 28.9 18 47.4 9 23.7 38 100.0

セル低群 9 31.0 7 24.1 13 44.8 29 100.0

合　　　　計 26 28.9 31 34.4 33 36.7 90 100.0

回答区分　A：「かなりそうする」，B：「まあまあそうする」，C：「そうしない」
比較：χ2 を使用してセル３群と回答区分を比較した。
df＝ 4　　＊：P<0.05，＊＊：P<0.01



　また表 4－⑺の「それを人に話し，気持ちを分かってもらう」の項目について，フランス・ス

イス人は，この対処行動をとる。という有意な差が認められた。

　消極的対処行動とセルフエスティームとの関連については，表 4－⑽から表 4－⒅に示す通り

である。

　表 4－⑽は，「物事に感情的に巻き込まれないようにする」の消極的対処行動の調査結果であ

る。この表からフランス・スイスにおいて，セルフエスティーム得点が高群の者ほど，この対処

行動をとる。という有意な差がみられた。

　表 4－⒀は，「何もしないで我慢する」の対処行動についてまとめたものである。この表から

フランス・スイスのセルフエスティーム得点が高い者ほど，この対処行動をとらないという有意

な差が認められた。また表 4－⒅の「泣きわめいたり，取り乱したりする」の項目では，日本の

セルフエスティーム得点の低い者ほど，この対処行動をとるという有意な差がみられた。

10 フランス，スイス，日本における柔道練習生のストレス対処行動とセルフエスティームに関する比較研究 

表 4－⑼　それはあまり心配するほどのものではないと決める

フランス・スイス
A B C 合　　計

有意差
N ％ N ％ N ％ N ％

セル 3群

セル高群 6 14.6 20 48.8 15 36.6 41 100.0

N.S.
セル中群 4 6.6 33 54.1 24 39.3 61 100.0

セル低群 2 6.3 13 40.6 17 53.1 32 100.0

合　　　　計 12 9.0 66 49.3 56 41.8 134 100.0

日　　　　本
A B C 合　　計

有意差
N ％ N ％ N ％ N ％

セル 3群

セル高群 3 13.0 12 52.2 8 34.8 23 100.0

N.S.
セル中群 5 13.2 24 63.2 9 23.7 38 100.0

セル低群 4 13.8 20 69.0 5 17.2 29 100.0

　合　　　　計 12 13.3 56 62.2 22 24.4 90 100.0

回答区分　A：「かなりそうする」，B：「まあまあそうする」，C：「そうしない」
比較：χ2 を使用してセル３群と回答区分を比較した。
df＝ 4　　＊：P<0.05，＊＊：P<0.01
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表 4－⑽　物事に感情的に巻き込まれないようにする

フランス・スイス
A B C 合　　計

有意差
N ％ N ％ N ％ N ％

セル 3群

セル高群 11 26.8 25 61.0 5 12.2 41 100.0

＊
セル中群 2 3.3 52 85.2 7 11.5 61 100.0

セル低群 4 12.5 22 68.8 6 18.8 32 100.0

合　　　　計 17 12.7 99 73.9 18 13.4 134 100.0

日　　　　本
A B C 合　　計

有意差
N ％ N ％ N ％ N ％

セル３群

セル高群 4 17.4 12 52.2 7 30.4 23 100.0

N.S.
セル中群 6 15.8 26 68.4 6 15.8 38 100.0

セル低群 4 13.8 17 58.6 8 27.6 29 100.0

合　　　　計 14 15.6 55 61.1 21 23.3 90 100.0

回答区分　A：「かなりそうする」，B：「まあまあそうする」，C：「そうしない」
比較：χ2 を使用してセル 3群と回答区分を比較した。
df＝ 4　　＊：P<0.05，＊＊：P<0.01

表 4－⑾　おいしいものを食べたり，やけ食いをする

フランス・スイス
A B C 合　　計

有意差
N ％ N ％ N ％ N ％

セル 3群

セル高群 0 0.0 7 17.1 34 82.9 41 100.0

N.S.
セル中群 2 3.3 10 16.4 49 80.3 61 100.0

セル低群 1 3.1 8 25.0 23 71.9 32 100.0

合　　　　計 3 2.2 25 18.7 106 79.1 134 100.0

日　　　　本
A B C 合　　計

有意差
N ％ N ％ N ％ N ％

セル 3群

セル高群 3 13.0 11 47.8 9 39.1 23 100.0

N.S.
セル中群 7 18.4 20 52.6 11 28.9 38 100.0

セル低群 15 51.7 9 31.0 5 17.2 29 100.0

合　　　　計 25 27.8 40 44.4 25 27.8 90 100.0

回答区分　A：「かなりそうする」，B：「まあまあそうする」，C：「そうしない」
比較：χ2 を使用してセル 3群と回答区分を比較した。
df＝ 4　　＊：P<0.05，＊＊：P<0.01
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表 4－⑿　怒りを抑えたり，欲求不満をためたりする

フランス・スイス
A B C 合　　計

有意差
N ％ N ％ N ％ N ％

セル 3群

セル高群 0 0.0 6 14.6 35 85.4 41 100.0

N.S.
セル中群 3 4.9 6 9.8 52 85.2 61 100.0

セル低群 2 6.3 12 37.5 18 56.3 32 100.0

合　　　　計 5 3.7 24 17.9 105 78.4 134 100.0

日　　　　本
A B C 合　　計

有意差
N ％ N ％ N ％ N ％

セル 3群

セル高群 1 4.3 12 52.2 10 43.5 23 100.0

N.S.
セル中群 9 23.7 19 50.0 10 26.3 38 100.0

セル低群 6 20.7 16 55.2 7 24.1 29 100.0

合　　　　計 16 17.8 47 52.2 27 30.0 90 100.0

回答区分　A：「かなりそうする」，B：「まあまあそうする」，C：「そうしない」
比較：χ2 を使用してセル 3群と回答区分を比較した。
df＝ 4　　＊：P<0.05，＊＊：P<0.01

表 4－⒀　何もしないで我慢する

フランス・スイス
A B C 合　　計

有意差
N ％ N ％ N ％ N ％

セル 3群

セル高群 0 0.0 4 9.8 37 90.2 41 100.0

N.S.
セル中群 2 3.3 6 9.8 53 86.9 61 100.0

セル低群 1 3.1 12 37.5 19 59.4 32 100.0

合　　　　計 3 2.2 22 16.4 109 81.3 134 100.0

日　　　　本
A B C 合　　計

有意差
N ％ N ％ N ％ N ％

セル 3群

セル高群 1 4.3 11 47.8 11 47.8 23 100.0

N.S.
セル中群 5 13.2 21 55.3 12 31.6 38 100.0

セル低群 4 13.8 19 65.5 6 20.7 29 100.0

合　　　　計 10 11.1 51 56.7 29 32.2 90 100.0

回答区分　A：「かなりそうする」，B：「まあまあそうする」，C：「そうしない」
比較：χ2 を使用してセル 3群と回答区分を比較した。
df＝ 4　　＊：P<0.05，＊＊：P<0.01
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表 4－⒁　機嫌が悪くなり，つい人をせめてしまう

フランス・スイス
A B C 合　　計

有意差
N ％ N ％ N ％ N ％

セル 3群

セル高群 0 0.0 3 7.3 38 92.7 41 100.0

N.S.
セル中群 3 4.9 10 16.4 48 78.7 61 100.0

セル低群 1 3.1 11 34.4 20 62.5 32 100.0

合　　　　計 4 3.0 24 17.9 106 79.1 134 100.0

日　　　　本
A B C 合　　計

有意差
N ％ N ％ N ％ N ％

セル 3群

セル高群 1 4.3 6 26.1 16 69.6 23 100.0

N.S.
セル中群 7 18.4 20 52.6 11 28.9 38 100.0

セル低群 3 10.3 18 62.1 8 27.6 29 100.0

合　　　　計 11 12.2 44 48.9 35 38.9 90 100.0

回答区分　A：「かなりそうする」，B：「まあまあそうする」，C：「そうしない」
比較：χ2 を使用してセル 3群と回答区分を比較した。
df＝ 4　　＊：P<0.05，＊＊：P<0.01

表 4－⒂　何もする気になれず寝てしまう

フランス・スイス
A B C 合　　計

有意差
N ％ N ％ N ％ N ％

セル 3群

セル高群 0 0.0  2 4.9 39 95.1 41 100.0

N.S.
セル中群 1 1.6  9 14.8 51 83.6 61 100.0

セル低群 1 3.1  3 9.4 28 87.5 32 100.0

合　　　　計 2 1.5 14 10.4 118 88.1 134 100.0

日　　　　本
A B C 合　　計

有意差
N ％ N ％ N ％ N ％

セル 3群

セル高群 3 13.0 10 43.5 10 43.5 23 100.0

N.S.
セル中群 8 21.1 14 36.8 16 42.1 38 100.0

セル低群 11 37.9 10 34.5  8 27.6 29 100.0

合　　　　計 22 24.4 34 37.8 34 37.8 90 100.0

回答区分　A：「かなりそうする」，B：「まあまあそうする」，C：「そうしない」
比較：χ2 を使用してセル 3群と回答区分を比較した。
df＝ 4　　＊：P<0.05，＊＊：P<0.01
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表 4－⒃　誰にも相談せず悩み続ける

フランス・スイス
A B C 合　　計

有意差
N ％ N ％ N ％ N ％

セル 3群

セル高群 0 0.0 3 7.3 38 92.7 41 100.0

N.S.
セル中群 2 3.3 10 16.4 49 80.3 61 100.0

セル低群 1 3.1 10 31.3 21 65.6 32 100.0

合　　　　計 3 2.2 23 17.2 108 80.6 134 100.0

日　　　　本
A B C 合　　計

有意差
N ％ N ％ N ％ N ％

セル 3群

セル高群 0 0.0 5 21.7 18 78.3 23 100.0

N.S.
セル中群 0 0.0 15 39.5 23 60.5 38 100.0

セル低群 3 10.3 10 34.5 16 55.2 29 100.0

合　　　　計 3 3.3 30 33.3 57 63.3 90 100.0

回答区分　A：「かなりそうする」，B：「まあまあそうする」，C：「そうしない」
比較：χ2 を使用してセル 3群と回答区分を比較した。
df＝ 4　　＊：P<0.05，＊＊：P<0.01

表 4－⒄　買い物などして気を晴らす

フランス・スイス
A B C 合　　計

有意差
N ％ N ％ N ％ N ％

セル 3群

セル高群 1 2.4 1 2.4 39 95.1 41 100.0

N.S.
セル中群 0 0.0 10 16.4 51 83.6 61 100.0

セル低群 1 3.1 5 15.6 26 81.3 32 100.0

合　　　　計 2 1.5 16 11.9 116 86.6 134 100.0

日　　　　本
A B C 合　　計

有意差
N ％ N ％ N ％ N ％

セル 3群

セル高群 3 13.0 4 17.4 16 69.6 23 100.0

N.S.
セル中群 3 7.9 16 42.1 19 50.0 38 100.0

セル低群 6 20.7 8 27.6 15 51.7 29 100.0

合　　　　計 12 13.3 28 31.1 50 55.6 90 100.0

回答区分　A：「かなりそうする」，B：「まあまあそうする」，C：「そうしない」
比較：χ2 を使用してセル 3群と回答区分を比較した。
df＝ 4　　＊：P<0.05，＊＊：P<0.01



4．結　　論

　今回，フランス，スイス，日本の柔道練習生の理解を深める為に，セルフエスティーム（自分

を客観的に評価する自尊感情）とストレス対処行動（困難な場面に遭遇した時に，心身を安定に

保持しようとする恒常性）を手掛かりとして３カ国の比較調査研究を実施した。

　その結果，セルフエスティームは国別の特徴が見られた。表 4．セルフエスティーム得点（国

別比較）に示した通り，セルフエスティームが高い順に，スイス，フランス，次いで日本という

結果であった。この様な日本人のセルフエスティームが諸外国の人と比較して低いことは，古 

荘4） や佐藤5） が日本の子どもの自尊感情が諸外国の子どもと比較して有意に低いと報告している。

その大きな要因として，親や教師の子どもの発達期待は，社会や文化の価値を媒介とし，外国で

は子どもの「自己主張」を育むことと「セルフエスティーム」の発達が深く結びついている。一

方，日本人の自己形成においては，謙遜することや謙虚であることが望ましい対人行動であると

重んじられ，集団の中で一人際立って目立つことを回避し，自己と他者の境界をあいまいにして

同じに溶け込むことに価値を置いてきた。と指摘している。

　セルフエスティームとは自尊感情であり，ローゼンバーク6） はそれを自己に対する肯定的また

は否定的態度であるとして，質問紙法による方法を考案した。自尊感情が高いということは，個

人が自らを尊敬し，価値のある人間であると考えている。また川畑7）8） はセルフエスティームを

「健全な自尊心」と捉え，人が自分自身をどう見ているかという自分自身に対するイメージであ

り，人は自分に対するイメージに沿うように行動する。肯定的な自己イメージが強い人は，自分

がうまくやれることを思い描き，目標に向かって積極的に取り組むので，その努力が報われるこ

とが多い。と述べている。こうした観点からセルフエスティームを高める創意工夫や社会的な取
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表 4－⒅　泣きわめいたり，取り乱したりする

フランス・スイス
A B C 合　　計

有意差
N ％ N ％ N ％ N ％

セル 3群

セル高群 0 0.0 4 9.8 37 90.2 41 100.0

N.S.
セル中群 1 1.6 8 13.1 52 85.2 61 100.0

セル低群 1 3.1 5 15.6 26 81.3 32 100.0

合　　　　計 2 1.5 17 12.7 115 85.8 134 100.0

日　　　　本
A B C 合　　計

有意差
N ％ N ％ N ％ N ％

セル 3群

セル高群 0 0.0 0 0.0 23 100.0 23 100.0

＊
セル中群 3 7.9 12 31.6 23 60.5 38 100.0

セル低群 3 10.3 8 27.6 18 62.1 29 100.0

合　　　　計 6 6.7 20 22.2 64 71.1 90 100.0

回答区分　A：「かなりそうする」，B：「まあまあそうする」，C：「そうしない」
比較：χ2 を使用してセル 3群と回答区分を比較した。
df＝ 4　　＊：P<0.05，＊＊：P<0.01



り組みは重要であると考える。

　ストレス対処行動の積極的対処行動では「困難に立ち向かい努力して乗り越える」と回答した

者が多く，全体の 91.1％であった。次いで「色々考え，見方や自分の意見をかえてみる」と答え

た者が多く見られた。また各国間の比較では，スイス，フランス，日本の順で，セルフエス

ティーム得点の国別比較と同様の傾向を示した。

　また消極的対処行動では，各国とも「物事に感情的に巻き込まれないようにする」と回答した

者が多く，全体の 82.6％であった。消極的対処行動（9項目）の内，8項目において，フランス，

スイスと比較して，日本の数値が有意な差を示したことは，今後の課題であると考える。

　セルフエスティーム得点（高群・中群・低群）とストレス対処行動との関連では，セルフエス

ティーム得点の高群の者ほど，物事をより積極的に創意工夫して，問題解決する姿勢が伺えた。

　平野ら9） の日本の女子柔道選手の日常生活習慣とセルフエスティームに関する調査研究におい

ても，世界の檜舞台で活躍する選手は，セルフエスティーム得点が高く，自己管理能力に優れて

いる。という報告がなされている。

　以上の調査結果の総合的見地から本研究グループでは，自分自身を尊敬し，自信に満ちた価値

ある人間であると考えられるセルフエスティームを高める教育が大切であるという結論に達した。

　セルフエスティームの形成と変容を促す学習指導方法については，①競技成績にかかわらず，

練習生の現実の在り方を認め，受け入れて信頼すること。②練習や生活活動における諸目標，そ

れらを達成するための課題，役割及び手順などを選択させ，練習生自身にこれらの責任を持たせ

ること。③練習生達の課題達成の期待を持って指導すること。以上の①～③が重要であると考え

られる。
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〈Zusammenfassung〉
  Dieser Artikel untersucht die Art und Weise, wie das preussische, d. h. deutsche Heer bis 

1866 die Eisenbahn für militärische Zwecke benutzte. Im ersten Abschnitt werden zuerst 

vorangegangene wissenschaftliche Arbeiten über dieses Thema vorgestellt. Als Folge davon 

wird es klar, dass es zwei verschiedene Ansichten gibt: die eine positive meint, dass das 

deutsche Heer die Eisenbahn gut ausnutzte, während die andere negative im Gegenteil seine 

Benutzung der Bahn nicht sonderlich schätzt. Dann kommt im zweiten Abschnitt ein Versuch, 

anhand der heute noch genug bemerkenswerten, wichtigen Studien in der früheren Zeit zu 

überprüfen, wie das deutsche Heer die Bahn damals in der Tat benutzte. Aus diesem Versuch 

stellt sich heraus, dass man doch nicht einfach beurteilen kann, ob das deutsche Heer die 

Bahn mit Erfolg benutzte oder nicht. Denn in betreff des Soldatentransports wurde zwar die 

Bahn immer erfolgreicher benutzt, aber hinsichtlich der militärischen Versorgung dagegen 

waren noch manche zu lösenden Probleme vorhanden.

はじめに ― 問題意識と研究計画

　本研究計画，つまり本稿と次稿では，モルトケ時代のドイツにおける鉄道の軍事利用が，19

世紀後半の日本に対し，影響を及ぼしていたのかどうかを，検討しようとするものである1）。そ

の手始めに本稿では，1866年の普墺戦争までのプロシア陸軍に注目し，当時の鉄道の軍事利用

がどう進められたかを検討しておきたい。なお，普墺戦争までの時代に限定したのは，後年の普

仏戦争（1870－1871年）にくらべ，研究の蓄積が薄いように感じられたからである。

　一般には，モルトケの軍事的諸改革のなかでも最大の 1つが，鉄道の軍事利用であったことが

よく知られており，それに関する研究もくわしくなされてきている。また，19世紀後半の日本

陸軍がドイツを模範にしたことも一般によく知られており，これに関する研究も数多い。そして，

そのような日本陸軍が，日本の鉄道のさまざまな発達に関与したことも，日本の鉄道史において

早くから指摘されてきたことである2）。

　以上のことから一般には，19世紀後半の日本において，鉄道の軍事利用についてもドイツか

ら学びとられたかのように思われている。だがそれは果たして真実であろうか。本研究の目的は，

その検証にある。こうした視点は，前述の 3つの問題群が個別にかなり研究されているものの，

問題群相互についての論議がほとんどなされていない現状では，検討の価値あるものと思われる。

　このような問題意識をふまえて，本研究計画の構成を示しておこう。
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　本稿では，モルトケ時代のドイツにおける，軍部と鉄道の関係の程度について検討する。ただ

しこの関係については，消極的な評価を下している研究もあるので，この関係について一番詳細

な先行研究を検討した上で，本稿の結論を提示しておくことにする3）。

　稿を改めた次稿では，19世紀後半の日本陸軍とドイツ軍制の関係の変遷について，まず考察

したい。明治時代初期の日本陸軍は，フランスの軍制を採用していたので，お雇い外国人などの

ドイツ人や日本人留学生によってもたらされたドイツ軍制を紹介した上で，この関係の変遷の経

過を提示することになろう。

　次稿後半では，日本の軍部と，1906年に国有化されることになる日本の鉄道との関係につい

て検討する。ここでは，1887年を境とした時期別の検討を進めていくことになろう。そして各

時期の検討を踏まえた上で，この関係についての結論を示しておくことにする。

　最終的に本研究計画の結論部では，各稿の結論を比較考察し，19世紀後半の日本陸軍が鉄道

の軍事利用法についてもドイツから影響を受けていたのか，についての結論を導き出したい。

1．ドイツの軍部と鉄道 ― 鉄道利用に関する 2つの相反する評価

　結論を先取りするようだが，19世紀におけるドイツ軍部の鉄道利用に関する研究には，大ま

かに 2つの傾向があり，それは次のようにまとめられる。つまり，

a.  軍部が鉄道をおおいに利用できたので，鉄道が軍事において果たした役割は，非常に大きなも

のであった。［積極的評価］

b.  軍部は鉄道を利用しようと努力したが，鉄道が軍事や戦争において果たした役割は，結局それ

ほど大きなものではなかった。［消極的評価］

これら 2つの対照的な傾向である。

　この 2つの傾向を帯びた研究のうち，前者の積極的評価を下している文献の方が相対的に多い

ので，先に紹介していくことにしよう。

　まず小山弘健は，『図説　世界軍事技術史』のなかで，1860年代までのプロシア軍とその鉄道

について叙述している。軍部が鉄道を利用した具体例としては，1866年の普墺戦争の際，軍部

が参謀将校のなかから鉄道特別班を創り出し，彼らを鉄道による動員・集中業務につかせたこと

があげられる。さらに小山は同書のなかで，1870年からの普仏戦争においてフランスが敗れた

結果の一因として，フランスの国境周辺の鉄道の少なさをあげ，鉄道が軍事上重要であることを，

逆の視点から暗示している4）。

　この小山の書物では暗示で止まっていた鉄道による軍事的メリットについて，より一層具体的

に述べているのが，マイケル・ハワードの『ヨーロッパ史と戦争』である。彼は同書のなかで，

「運動速度」だけでなく，「軍隊が良い状態で戦場に着く」という意味での「肉体的」「持久力」

の保持などをも鉄道の軍事的メリットとしてあげている5）。

　また，軍部の鉄道利用例に関し，19世紀当時の動員の概数をあげているのは，The Penguin 

Encyclopedia of Weapons and Military Technologyと A Dictionary of Military Historyの両書である。
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前者によると，「プロシア軍は 1848年に，クラカウまで鉄道で，12,000人の 1個軍団とそれに付

随する馬匹や大砲，補給物資を移動させた」6）。そして後者は，こう述べている。「1870年に

1,300列車が，550,000人の兵員と 150,000匹の馬匹，および 1,500門の大砲を輸送した」7） と。3

月革命時と普仏戦争時では戦争の規模が大きく異なるが，両者を比較すると，19世紀半ば以降，

鉄道の利用度がいかに大きく上がっていたかがよくわかるだろう。なお，これらの文献の他にも，

a．積極的評価をするものはいくつもある。それらは，モルトケによって参謀部のなかに「鉄道

部」が創設されたことなどについて，言及していた8）。

　一方，b.消極的評価を下している研究については，そのなかで一番強硬にそうした評価を下

し，しかも最も有名であると考えられるものを代表的に紹介したい。その研究とは，マーティ

ン・ファン・クレフェルトの『補給戦』のことである。彼は同書の第三章「鉄道全盛時代のモル

トケ戦略」において，19世紀半ば頃から 1870年の普仏戦争までのドイツ軍部の鉄道利用と，当

時の鉄道の軍事的貢献度について検討している。そこで彼は，「1870年の普仏戦争で起こったあ

らゆる障害は，すでに 1866年の普墺戦争で予行演習されたもの」とまで述べているのである9）。

　クレフェルトによると，プロシア軍が鉄道に関心をもち始めたのは，道路による軍隊移動が安

全でなくなり，革命家側も鉄道を利用し始めた 1848－1849年の 3月革命時であった。それゆえ，

それから間もない 1850年にはまだ，プロシア軍の鉄道利用は円滑ではなかった。数多くの鉄道

会社が相互協力や統制を欠いていたため，プロシア軍は，オルミュッツに到着した時でも混乱し

すぎ，オーストリア軍に対抗できなかったからである。ただ，1864年のデンマーク戦争での実

績（42列車で 15,500人の兵員や 4,583頭の馬匹，377台の車両を輸送）に基づき，クレフェルト

は，1860年代半ばまでに軍事目的のための鉄道利用が少しは効果的になったと考える。

　しかし，1866年の普墺戦争中の鉄道利用は，動員（兵員 197,000人，馬匹 55,000頭，車両

5,300台を展開）を除き，「成功したとはとても言えない」とクレフェルトに厳しく評価されてい

る。まずモルトケは，補給用列車を動員の時間表に合わせることに失敗したので，補給に関する

中央の指揮者で鉄道専門家でもあったヴァルテンシュレーベンを，前線に帯同せざるをえなくな

る。このことは，鉄道の能力を考えもしない各軍団の補給将校が，物資を求めて殺到することを

誘発した。その結果，鉄道は，完全に機能停止することとなったのである10）。

　その後，ケーニヒグレーツの会戦が終了した普墺戦争の第二段階でも，オーストリア軍側の残

存諸要塞によってプロシア軍側の鉄道線は断たれたままであった。その結果，プロシア軍は，現

地徴発によって食糧を得つつ進撃せざるをえなくなる。したがって，鉄道は軍隊の行動に対して

何らの影響も与えることはできなかったとクレフェルトは厳しく結論づけていた11）。

　以上のように，ドイツの鉄道が戦争に直面して果たした役割に関し，積極的評価・消極的評価

を下した研究をそれぞれ分けて考えると，研究傾向からいえば前者の方が多数派で，内容も常識

的だと言えるだろう。しかし前者の研究は，各戦争での鉄道による動員数を除けば，具体的な状

況説明に乏しく，その根拠が薄いと言わざるをえない。一方，クレフェルトの研究書は，積極的

評価の文献の説明が乏しいところをつき，新たに反論を試みたという点で斬新であった。ただし
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同書も，自らの見解を強調するあまり，動員時または動員以前の軍部と鉄道の関係について，記

述がやや薄弱だと思われる。

　そこで以下では，日本での紹介はまだ少ないが，19世紀のドイツにおける軍部と鉄道の関係

を最もくわしくまとめた研究とされるデニス・E・シュウォルターの Railroads and Riflesを丁寧

に紹介したい12）。そうすることで，19世紀当時のドイツ圏の実状に対する知見をより一層深め，

なるべく価値中立的な歴史像の構築をめざすことにしよう。

2．普墺戦争までのドイツの鉄道状況

2‒1.　3月革命以前（1815－1848年）― 鉄道に対する懐疑心の蔓延

　この時期，特に 1820年代に入ってから，国家のための包括的な鉄道システムを真剣に考え，

かつ作ろうとしたのは，鉄道の商業面に注目した銀行家や資本家などのむしろ私企業の方であっ

た。たとえば，フリードリヒ・ハーコートやルドルフ・カンプハウゼン，ダヴィット・ハンゼマ

ンらがその代表としてあげられる。彼らは，鉄道建設のための資金その他の援助を，国家や軍部

に頼ろうとしたが，幹線道路網の建設を主張した前参謀総長グロルマンの影響もあり，援助獲得

に成功できなかった13）。

　それでも彼ら私企業側は，鉄道の軍事的潜在能力（主として防衛面）について説き続けた。な

かでも，内外の衝突を不可能にする連邦制という理想を抱いてアメリカ総領事として帰独したフ

リードリヒ・リストは，鉄道網の防衛上の利点を次のように主張した。鉄道網は，守りやすい上

攻め難いので，国際関係は平和に帰着せざるを得ない。また鉄道網の構築は，要塞建設などより

よほど安くすむ，と。このようなリストの主張は，1833年のザクセン新聞からも賛同を得てい

たのである14）。

　しかしながら，これらの説得活動も奏功せず，私企業に不可欠な政府の認可や承認が出される

ことも遅れた。なぜなら，商務大臣のローターは，鉄道の運搬能力に対し懐疑的であったし，軍

部も相変わらず，参謀総長ヴィルヘルム・クラウゼネックのように，道路を唯一の輸送手段とし

て考えていたからである。つまり，プロシアの軍部にとって鉄道は，無用の長物であった15）。

　ただし，リストの提案はまったく無駄になったわけではなく，軍部のなかでも陸軍省は鉄道の

軍事的価値を考慮し始め，1835年 1月にはその研究機関として，特別委員会が任命された。（こ

の委員会の結論も，参謀本部と同様の次のような即物的なものになるのだが。確かに鉄道は，戦

時物資の後方輸送などに役立つかもしれないが，その再建の難しさゆえにプロシアのような広大

な国にとって有益かどうか疑わしい。まして，鉄道が幹線道路に取って代わることまでは決して

ないだろう，というものであった。）また，南ドイツの領邦諸国では対仏恐怖心が強く，プロシ

アにおいてよりも私企業家らの宣伝は成功した。たとえば，バイエルン政府がプロシアの当局に，

鉄道を共同で建設する話を持ち出したほどであった16）。

　だがやはり，当時の軍事紙が推測したように，鉄道の運搬能力や費用効果率の低さなどが現実

的に論じられると，鉄道に対する当初のやや軽薄な「熱狂」は醒めていく。1830年代当時，1個
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軍団が徒歩で 52マイル行軍するのに 16日だけで十分であったのに，鉄道で同じ距離を進むのに

は 20日もかかっていたからである17）。1839年以来，ドイツの各地でおこなわれた鉄道を用いた

諸演習も，軍部や政府に感銘を与えられなかったので，プロシアの鉄道は結局，私企業の手に委

ねられたままであった。またプロシアほど私企業が発達していなかった南ドイツ諸国でも，鉄道

に対する公的な統制がわずかに増え始めたにすぎなかった。

　以上のように，私企業の宣伝や委員会の研究，そして数度の演習をもってしても，軍部や政府

は鉄道の意義をさほど認識しなかった。ただし個々の将校は組織とは違い，鉄道の意義をより一

層明確に意識するようになったものもなかにはいた。たとえば，ザクセンのベーニッツ大尉は，

鉄道がドイツの統一を軍事的に促進することや，防御と同様攻撃にも鉄道が役立つことを確信し，

後者の鉄道の軍事的側面を最重要と考えていた。そこで彼は，複線化の必要等に加え，鉄道自体

が軍の機構に統合されるべきだと主張したのである18）。

　1841年にベルリン－ハンブルク鉄道計画に参加したプロシア参謀本部のモルトケ少佐は，鉄

道によって初めて可能な経済的進歩こそがドイツに進歩をもたらし，その結果，すべての戦争が

なくなる状況を望んでいた。もちろん彼も，鉄道の潜在的な軍事的価値を認めていたが，鉄道へ

の軍事的要請は彼にとって，経済的・政治的要請と共になされるべきものであった。そして彼は，

鉄道にかかる費用が私企業を誘致するにはあまりにも高価なことを理由に，国家が鉄道を所有も

しくは統制すべきだと主張した19）。

　しかしながら，彼らの議論でも，鉄道に対する軍部の態度を劇的に変えるには至らなかった。

たとえば，監察長官アルスター将軍は，鉄道網がプロシアの要塞群に与える潜在的な悪影響を心

配していたし，陸軍大臣ボイエンは，鉄道の大規模な利用が動員計画を危険なほど硬直化させる

可能性を憂えていた。とりわけアルスターは，ところかまわずあらゆる地点に鉄道網が構築され

ると，かえって敵軍に攻められやすくなると考えていた。実際，彼らの懸念もそれほど的外れな

ものではなかったのである20）。

　当時バーデンは，敵軍が侵入してこないような防衛手段として，他の領邦国家やフランスより

広いゲージ（軌間）を採用していた。その他の領域でも，次のような問題を抱えていた。大作戦

を支えるべき鉄道でも単線部分が多いことや，車両同士の連結部分が旧式で不便なこと，路盤が

脆いこと，訓練された鉄道マンが数少ないことなどである。つまり，鉄道の能力はさまざまな点

で限定されており，軍部に不安視されるのも至極当然であった。

　とはいえ，もしも軍部がボイエンらのような鉄道への不安を重視して，鉄道の計画や建設への

責任を完全に拒否していたとしたら，次の事態が起こったであろう。軍部は，鉄道の計画や建設

を後に引き受けた政府や統合鉄道理事会（1847年創設）に，鉄道利用に関する許可を不本意な

がら全面的に申請せねばならなくなる，ということである21）。したがって軍部は，ようやく鉄道

に関心を持たざるを得なくなり，鉄道に懐疑的であったボイエンですら，鉄道についての理論研

究を始めるようになった。そしてそれら軍による鉄道に関する理論は，1848年の革命の際，軍

自身によってテストされることになった。
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2‒2.　3月革命からデンマーク戦争まで（1848－1864年）― 鉄道軍事利用の開始と漸次的対応

　1848年の 3月革命時における鉄道の軍事利用は，革命が主に都市部で勃発したので線路破壊

などの危険が少なかったことと，政府軍が保持していた駅で安全に下車できたことによって比較

的スムーズになされ，主に歩兵の運搬に用いられた。加えて，革命軍側も鉄道を逃亡に利用した

ため，この戦争は鉄道争奪戦の様相を呈し，鉄道が作戦計画に直接影響したという面で，鉄道は

軍事問題に新局面をもたらした22）。ゆえに，1848年 5月に任命されたカール・フォン・ライヘ

ル参謀総長は，人員や物資の迅速な輸送を目的とした鉄道利用法に関心を抱くようになる23）。と

ころが，そうした利用法についての知識や経験をもつ者が部下にほとんどおらず，鉄道会社経営

者たちもその利用法を思いつかなかったので，軍用列車は通常の鉄道サービスと比較しても，ま

だ遅く厄介なままであった。

　こうした軍用列車の厄介さは，鉄道技術の新展開についていくことや，軍人にも鉄道の研究を

割りあてることの重要性を説いたライヘル参謀総長の主張にもかかわらず続く。その結果，1850

年末に普墺間が緊張した時も，物資が積載センターに山積みされたように，鉄道網は極度に混乱

した。（一方，オーストリアは，鉄道によりオルミュッツまで，75,000人もの人員を比較的迅速

かつ安全に輸送することができた。オルミュッツとは，オーストリア帝国内のメーレン地方北部

の一都市のこと24）。）したがって，1850年のプロシア軍による鉄道利用の失敗は，鉄道網の貧弱

さ，車両の欠乏，管理の無計画さによるものだったのである。

　オーストリアにも劣る以上の状況から，プロシアの鉄道の軍事的効率を改良するために，何か

緊急になされるべきだということが明らかになった。王弟ヴィルヘルムは，鉄道建設の支持者で

あることを表明したし，陸軍省と商務省も相互協力を始めた。またライヘルも，戦時中には軍が

鉄道を完全にコントロールすべきだとまで主張し始める。彼らだけでなく参謀本部が機関として，

鉄道利用のための理論を準備し始めると，鉄道は物質面でも向上していく。とりわけ商務大臣ア

ウグスト・フォン・デア・ハイトが，鉄道建設の奨励と，国家規模における鉄道網の発展とを共

に政策として実現し始めると，鉄道の物質面の向上は一層進んだ。その結果，1860年時点にお

けるプロシアの鉄道 5,700キロメートルの内，約半分が，国家の所有か管理の下に置かれること

となった25）。

　ただし，参謀本部とプロシア鉄道網の本当に緊密な関係は，モルトケが参謀総長に就任した直

後の 1858年にようやく始まった。モルトケ総長は，強力な隣国に囲まれて自然国境も欠くプロ

シアにとって「時間」が一番重要だということを理由に，次の 3つを主張する。まず，開戦時に

鉄道関係機構を完璧に整備しておくこと。次に，参謀本部だけが時刻表等を恣意的に準備するこ

とはできないので，参謀本部と陸軍省，そして商務省が緊密に協力すべきこと。最後に，鉄道を

戦時中は自由に使用できるよう，北ドイツ小国家群と条約を結んでおくべきことであった。だが

これらのモルトケの主張はすべて，1859年まで実現するには至らなかった。

　1859年にイタリア統一戦争が始まると，フランス軍の物資がスピーディーに運搬されている

ことから，鉄道の軍事的有効性が，最終的にはっきりと認識されるようになる。たとえばモルト
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ケは，陸軍大臣エドワルド・フォン・ボーニンから，プロシアの役割について質問された時，次

のように答えた。すなわち，プロシアが攻勢・防御のいかなる役割を演ずるにせよ，鉄道を最大

限に利用すべきこと，そしてそのために商務省と交渉し，単線で未発達で「不便な」北ドイツの

鉄道を複線化し，新線も増築すべきことなどである。一方ではボーニン自身やハイトらの反対が

あったものの，ついに鉄道輸送を規定する合同委員会が設立され，同時にプロシア政府も北ドイ

ツの小国家群と交渉を開始した26）。

　しかし，王太子兼摂政のヴィルヘルムと外務大臣シュレーニッツが27），ドイツ連邦の承認なく

プロシアが単独で行動することを嫌ったため，6月から 7月にかけて動員が遅れた。ところが，

この事態によってモルトケは「時間」をより一層強く意識するようになり，途切れのない輸送や

細部まで行き届いた時刻表といったものに関心を示すことになる。

　このような変化をプロシア国内に喚起したイタリア統一戦争が 7月 8日に休戦（実質上終戦）

すると，モルトケは，将校団をフランスに派遣してフランス鉄道網の組織や能力を測定させた。

その際，フランスの軍事教典が攻撃を強調していることや，同陸軍が一番採用しそうな戦略が南

ドイツへの奇襲であることも判明したので，フランスが大きな脅威であることが察知される。モ

ルトケはまた，独仏国境地帯に当時 2個軍団しか配備されていないラインラントの補強の難しさ

も認識していたので，将来の対仏戦争が自国にとって防御戦争として始まるだろうと予想した。

そこで彼は，国境地帯の要塞化や沿岸防衛に配慮するとともに，包括的な鉄道網による機動力の

重要性を強調していく。その結果，1860年代のドイツ鉄道網は，ハード面で憂慮すべき点が以

前よりは激減してくる28）。鉄道に残された問題は，平時体制から戦時体制に鉄道を転換するため

の調整計画や時刻表の欠如といったソフト面が中心になった。

　ソフト面，つまり戦時動員計画の前提条件は，ドイツの鉄道網がそもそも軍事目的に適してい

るか否かということ（ハード面を含む）である。この適性を評価する特別委員会が，ヴァルテン

シュレーベン大尉を中心として 1861年 2月 7日に創設された。この委員会は，ドイツ鉄道網の

検査旅行を数ヶ月間おこない，ドイツ内部における鉄道網の調和の欠如を報告し，複線化や軍民

協力等を要求し，勧告した29）。一方，参謀本部は動員計画作成そのものに着手する。参謀本部は，

野戦鉄道派遣隊を組み込むために動員計画を拡張したり，人員や物資の鉄道輸送に対する包括的

な一連の指示を 1860年 5月に提示したりした。

　これらの，技術的側面を重視する「軍事的実証主義」的態度によって，鉄道は，戦争の新しい

パターンの発展に寄与することになる。しかし，参謀将校必携のハンドブック等といった軍隊教

義にまで鉄道が影響を及ぼすためには，線路の総延長の増加や，注意深く正確な監督組織などが

なお必要であった。

　意外なことに，この「軍隊教義にまで鉄道が影響を及ぼす」可能性をもつ発展は，商務省内の

変化によって促された。1862年に商務大臣が，ハイトから，鉄道建設上の自由放任主義者で

あったイッツェンプリッツ伯に交代する30）。この交代で私鉄がもう一度繁盛し始め，鉄道の戦時

使用法の決定に関する責任がプロシア陸軍に重くのしかかることとなる。たとえば同陸軍には，
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鉄道技術上のさらなる熟達が求められた。そして海外に目を転じると，1861年以降のアメリカ

の南北戦争が，軍事と鉄道に関するさまざまな実例を提示し始めていた。この南北戦争に刺激さ

れ，プロシアの参謀本部のなかに鉄道課が設立されるに至る31）。

　プロシア参謀本部の軍事計画者は，シュレスヴィヒ・ホルシュタイン問題に関する緊張が増す

につれ，北部国境地帯に関心を徐々に振り向けるようになった。なかでもモルトケは，1862年

12月に，諸外国の干渉を避けるため，将来起こりうるデンマークとの戦争をなるべく早く終え

るべきだと論じていた。しかし実際には，デンマークと戦争をするための計画は，ヴィルヘルム

王と陸軍大臣ローンがプロシア派遣軍団の規模を決める際にやや躊躇した結果，完成が遅れた32）。

そこでモルトケは，軍隊の集結命令や鉄道の時刻表の準備を，1863年度の参謀本部の任務とし

て設定し，空いた時間を有効利用したのである。

　1864年にデンマーク戦争が勃発すると，軍事輸送計画の細部は，ライプツィヒの鉄道専門家

の委員会に委任された。この委員会が，軍事輸送についての同意を各政府や各私企業と個別に結

ぶことができ，また軍事輸送を一般交通になるべく抵触させないよう調整できたことも手伝って，

遠征軍の人員輸送はおおむね成功した33）。ただし，あらゆる輸送が円滑に実行されたわけではな

かった。たとえば，貨物の積み下ろしの地点では，北ドイツの冬の寒さで側線が氷づけになり，

軍や鉄道の職員は手詰まりの状態に陥った。そしてユトランド半島でプロシア軍は，敵地デン

マーク人の農夫から食糧を入手できなかったため，各種の供給物資を鉄道ではなく従来どおり倉

庫に頼らざるを得なくなったのである。

　とはいえ，戦場近辺の鉄道の能力は，プロシア本国から機関車や貨物車両を搬入するという方

法で，従来の 3倍にまでまもなく増強された。その結果プロシア軍は，11月末からの帰国の際，

「鉄道による大軍輸送のための中央委員会」（11月 5日創設）に従って，鉄道輸送で無事に復員

できたのである。

2‒3.　普墺戦争までの鉄道利用（1864－1866年）― 補給問題の残存

　1864年のデンマーク戦争によって，後装式ライフル銃をはじめとした新式火力を克服して敵

を攻撃するには，敵軍の側面の攻撃や包囲攻撃によるしかないということが証明された。それゆ

えプロシア軍の参謀本部は，側面攻撃や包囲攻撃のような作戦に必要な迂回運動を，従来よりも

一層迅速に実行せねばならないと考える。ただし，そうした自軍の迂回運動には，敵軍による各

個撃破を受ける危険性が常に伴った。そこで，迂回運動中の自軍の安全な
0 0 0

「分散」と，戦場で敵

軍の側背や前面に自軍が「集結」することが不可欠となる34）。したがって，当時の戦略の一番重

要なポイントは，自軍が分散して進撃することをどうコントロールするかにかかっていた（「分

散進撃」，「分進合撃」とも言われる。後の地図を参照）。

　こうした理論的な側面の一方，地政学的で現実的な側面では，プロシア領シレジア地方が，

オーストリア軍に行軍上の 2つの選択肢を与えていた35）。1つは，東北方に迂回北上してシレジ

ア地方に入る方法である。もう 1つは，ボヘミア地方を抜けてベルリンまで，ほぼ直線的に北上
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する方法であった。どちらの方針をオーストリア軍が採用するかわからないプロシア軍にとって，

鉄道は，自軍の分散進撃を統制する手段としてだけでなく，敵軍の動向に対応する手段としても，

極めて重要なものとなる。

　ところで，1860年当時のメモによるとモルトケは，戦争になった場合のオーストリア軍の最

良の選択肢が，ベルリンへの直進だと確信していた。そこで彼は，オーストリア軍より早くプロ

シア軍がザクセン王国を占領し，トルガウやドレスデンの近郊に集結して，北上してくる敵軍の

側面に陣取っておくべきだと考察する。モルトケの考えは 1865年段階でも同様で，敵軍の機先

を制するため，鉄道連絡地点であるドレスデンとゲルリッツを自軍の集結地として選んでいた。

（なおトルガウは，プロシア領内の都市だが，ザクセン王国のすぐ北方に位置する。ゲルリッツ

もプロシア領内の都市で，ザクセン王国の東方にある36）。）

　敵軍（墺軍）の準備完了前に，自軍（普軍）が先制的に進撃し，集結しておくべきだというモ

ルトケの予防戦略にもかかわらず，1866年春のヴィルヘルム王や首相ビスマルクには，いわゆ

る「兄弟間戦争」への躊躇があり，時間のロスが生じた。彼らが躊躇している間に，オーストリ

ア軍はボヘミアに移動していくので，モルトケの軍事行動計画はますます柔軟性を失い，硬直化

せざるを得なくなってくる。オーストリア軍を待ち伏せるため，プロシア軍を適切な地点へあら

かじめ移動させておく時間がなくなってきたからである。

　そこでモルトケは，ザクセン・ボヘミア間の国境地域に残された予定兵站駅までの，5本の南

下鉄道路線を最大限に活用した最速のプロシア軍の集結計画を 1866年 4月 14日に提案した37）。

この計画，すなわちプロシア軍が 400キロメートルもの半円に沿って展開せねばならず，オース

トリア軍にどこかで突破されそうな同計画は，非常に危険なものであった。この危険性を認識し

つつもモルトケは，4月 27日に一層危険な提案を再び示す。それは，プロシア軍の重心をもっ

と東方に移し，自軍の集結をさらに早く完成させるものであったが，自軍の展開地域を以前の計

画より広範囲に拡張するものでもあった。つまり彼は，自軍の集結速度をあくまで重視したため，

そこで不可避的に生じる危険性を甘受せざるを得なかったのである。

　このような，鉄道網に依存しきったプロシア軍の作戦行動計画に対し，ヴァルテンシュレーベ

ン少佐のように協力的な将校も確かに存在した。たとえば彼は，参謀本部鉄道課と商務省の中央

鉄道理事会を調整する混合実施委員会の創設を提案している。だがこれらの行動計画の危険性，

4月半ばの計画でもヘルベルク・ゲルリッツ・ナイセの線に沿って 7個軍団半を薄く展開するこ

とに対し，不安感や反対を表明する将軍は大勢いた。反対派の将軍の例として，ベルンハルディ

やシュタインメッツらがあげられる。実はモルトケ自身，こうした自軍の配置を，決して理想的

なものではないと認めていた。（実際に，オーストリア軍はボヘミアではなくオルミュッツ周辺

に集結し，モルトケの予想は見事に外れた。そこで彼は，自軍の配置転換をおこなうことにな

る。）だが彼にとって陸軍の最終的な展開は，鉄道網による移動の後，徒歩行軍によって完成す

べきものだったので，鉄道による軍の予備的展開はやはり必要不可欠だと捉えられていたのであ

る38）。
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　では，以上のようなプロシア軍の作戦行動計画は，普墺戦争の帰趨を決したケーニヒグレーツ

の決戦直前にどのように実施されたのであろうか。ザクセン軍やオーストリア軍の場合，プロシ

ア軍に鉄道を有効利用させないという目的でおこなわれた鉄道の破壊ですら，かなり中途半端で

あった。鉄道用の河川橋梁の破壊がわずか 50センチにすぎなかったり，破壊活動後もレールや

枕木が残ったりしていたのである。一方，プロシア軍の場合，人員輸送面に限れば，鉄道はおお

むね上手く有効活用されていた。目的地に列車が計画通りに到着できた例としては，次の 2つが

あげられる。5月 16日から 23日までの一週間に，4個軍団の大半が，シレジア地方の目的地に

到達していた。そして次の二週間の間に，前述のものとは異なる 4個軍団が，1日に 40本の軍

用列車を使って目的地の戦場に到着していたのだ。なお，1個軍団の移動には，1日あたり 8本

から 12本くらいの列車が使用されるのが通例であった39）。

　このようにプロシアの鉄道網は，兵士の動員や集結の面で成功したが，物資の補給面ではここ

まで円滑に機能できなかった。むしろ，物資の補給に関しプロシア軍は，軍職員システム（地方

の請負人から補給物資を購入する職員を，各軍団が保持するシステム）に依存していたので，軍

の全体としての補給状況は，開戦後，ほとんど無秩序に陥っていたのである。この混沌の原因と

ボヘミアの戦場地図
（黒線がプロシア軍の行軍状況で，白線がオーストリア軍の布陣。）

（出所：Dennis E. Showalter, Railroads and Rifles: Soldiers, Technology, and the Unification of 
Germany, Archon Books, 1975, p. 74.）
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しては，次のようなものがあげられる。そもそも，参謀本部が作成した時刻表に補給用の列車が

含まれていなかったこと。モルトケ自身も兵士の動員計画に忙殺されて，補給問題に注目できて

いなかったこと。しかもモルトケが，鉄道問題にくわしいヴァルテンシュレーベン少佐を前線に

送りだし，後方で彼を活かせなかったこと，などである。これらの結果，鉄道による物資輸送は

混乱し，食用にできないパンが後方から戦場に大量に到着して，それらが前線地帯の駅や側線に

無駄に積み上げられる事態が生じた40）。

　ただし，ケーニヒグレーツの戦い以後の 7月上旬から中旬にかけ，物資補給体制に秩序がある

程度あらわれ始めた。モルトケが軍全体の補給の調整にようやく注目し，調整活動を始めたし，

占領地域に占領軍行政（軍政）がしかれて社会に落ち着きが戻ってきたからである。たとえば，

占領地域にパン製造業者が増え，そこでの軍馬用の飼料や兵士用の生牛の購入も可能になった。

しかしながら，こうした決戦後の補給の秩序化は，大部分が現地調達に依存したものであったた

め，プロシアの鉄道網が物資輸送面で大いに改善された，とは言い難い状況だったのである。

おわりに

　以上のように，1820年代から 1860年代までのプロシア・ドイツにおける軍事と鉄道の状況を

確認してくると，鉄道の軍事的効用に関する 2つの相反する評価（積極的か消極的かというも

の）が，実は互いに一面的であったことが判明する。なぜなら，どちらの評価も状況に応じて当

てはまるからである。試みに普墺戦争だけに注目してみても，ケーニヒグレーツの決戦までの段

階（1866年 5月下旬から 6月上旬まで）では，戦場への兵士の動員で鉄道は有効に機能し，鉄

道の軍事的効用を積極的に評価しえた。しかし同じ時期でも，物資の補給面では鉄道はそう効果

的に機能できず，無駄な物資の山積を招いたので，鉄道の軍事的効用を消極的に評価すべきだと

も考えられる。その前のデンマーク戦争での事例も加味すると41），総じて，人員輸送面では鉄道

は有効で，物資補給面での鉄道はそこまで効果的でなかったと結論づけられよう。命令一下，迅

速に動いて車両に乗り降りする兵士と，貨車積み込み・積み下ろしにも大きな人手がかかる物資

との違いが，作用していると推測される。

　そこで，本節で検討してきた 19世紀のプロシア・ドイツにおける軍部と鉄道の関係を，簡単

にまとめてみると，次頁の表のようになる。（なお，表やグラフというものは，物事を過度に単

純化するきらいもあるが，物事を手っ取り早く理解するためには効果的でもあるので，ここで援

用することにしよう。）

　では，こうしたプロシア陸軍による鉄道利用の成果は，明治期の日本陸軍にどう影響したので

あろうか。あるいは影響しなかったのであろうか。この問題については前述のとおり，稿を改め

て検討したい。（なお次稿のタイトルとしては，現在のところ，以下のようなものを考えている。

「軍事と鉄道をめぐる思想的伝播 ― 19世紀後半のドイツから日本へ ―」である。）
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35） シレジア地方（Schlesien）は，19世紀後半当時，プロシア王国領内の東南部に突出した地域
であった。現在はポーランド領である。Putzger, op.cit., p. 97参照。

36） Ibid., pp. 96‒97.　ゲルリッツは，シレジア地方の西部にあたる。なお 1865年当時，ビスマル
クの外交努力によってフランスとロシアの中立が確保されたので，プロシアはオーストリアに
対し，兵力で互角になった。Showalter, op.cit., p. 55参照。

37） Ibid., p. 58によると，ヘルベルク・ゲルリッツ・ナイセの線に沿って，7個軍団以上を集結さ
せるものであった。

38）Ibid., pp. 59, 62‒63.

39）Ibid., pp. 66, 68.

40）Ibid., pp. 69, 72.

41）Robbins, op.cit., p. 129.　ピック，前掲書，68‒69頁など。

［付記］  本稿は，京都大学大学院人間・環境学研究科に提出した修士論文「軍事と鉄道 ― ドイツ
の日本に対する影響についての考察」（1999年）の前半部を，大幅に改訂したものである。
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〈Résumé〉
  La maison d’Anjou a régné sur la province d’Anjou dans l’ouest de France du IXe au XVe 

siècles. Les seigneurs féodaux s’y sont succédés et parmi eux, René d’Anjou （1409‒80） est le 

plus remarquable et populaire.

  Dans un premier temps, nous décrivons simplement sa vie publique et personnelle.

  Pendant son règne, la France fait face à des difficultés liées à la guerre de Cent Ans. René 

aide Jeanne d’Arc et Charles VII, époux de sa soeur, tout en gouvernant ses propres fiefs, 

principalement l’Anjou et la Provence.

  A propos, quelles sont les particularités de ce seigneur? C’est un intérêt pour deux sortes 

de cultures: celle de la terre et celle du coeur. Pour la première, René conseille aux gens de sa 

terre de cultiver certains produits agricoles. Pour la seconde, il s’investit comme mécène et 

protège beaucoup d’artistes, surtout à la cour de Provence. Cette sensibilité féconde n’est pas 

sans lien avec son attitude à l’égard de la prière.

  En 1448, René fait fouiller la terre de l’église des Saintes-Maries-de-la-Mer en Provence, 

exhume des reliques et établit ainsi la légende des Saintes Maries.

  Dans cette article, nous étudions l’histoire de cette terre sainte et nous réfléchissons à la 

relation profonde de René avec ce lieu en nous référant à quelques textes. En conclusion,nous 

pensons que René a essayé de se rapprocher de son peuple en mettant en avant son attitude 

pieuse.

はじめに

　フランスの西部，ロワール河が支流メーヌ川と交わるあたり，アンジェの街を核として，アン

ジュウとよばれる地域が広がっている。この領土を 9世紀末から 15世紀末まで支配していたの

が封建領主アンジュウ家であった。フランス王家の系譜に連なるアンジュウ家の統治範囲は，ロ

レーヌなどフランス東部，プロヴァンスやナポリなど南部や東地中海にまで及んでいた1）。錯綜

する支配地勢のあわいに，幾人もの領主やその妃が歴史の荒波に名を刻むことになったが，しか

し，なかでもフランス王家に併合される最後の為政者というべきルネ・ダンジュウⅠ（René 

d’Anjou I 1409‒80）ほど人々の記憶に残っている領主はいないであろう。アンジェ城の傍らの幹

線道路には若きルネの姿が，またプロヴァンスはエクス・アン・プロヴァンス2） の目抜き通りに

好々爺然としたルネの立像があるのだ。

　折しも，時はジャンヌ・ダルク（1412－31）の活躍する英仏百年戦争の終末期，苦難の国王予

定者シャルルⅦ（1403－61）の妃はルネの姉マリー（1404－63）である。イタリアではスペイン
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のアラゴン勢が覇権を及ぼそうとしていた。内憂外患，困難な時代であった。もっとも，ルネそ

の人の最大の特質は，このような時勢と格闘しながらも，個人的な感性を自家薬籠中のものにし，

ルネサンス的生存の先駆けを生きたことでもあった3）。支配者と生活者としての個人，この統治

者にはそこに横たわる垣根がほとんどなかったと言っても過言ではないかもしれない。興味をか

きたてる封建領主の所以である。以下，ルネの生涯に簡単に触れながら，彼の為政者としての歩

みを眺め，その魅力の根底をなすであろう感性の領域，ここでは信仰の地平にとどめたいが，そ

れを探る手がかりを求めて，祈りの場 ― サント・マリー・ド・ラ・メール ― におけるルネの

姿を解明することにする。

1 ）ルネの生涯

　ルネはアンジュウ家第 3期目，アンジュウ公爵ルイⅡ（1377－1417）と妃ヨランド4）（1380－

1443）の二男として，1409年 1月 14日アンジェにて誕生。７才から，母方の遠戚バールの枢機

卿のもとで養育され5），ルネの運命は隣国ロレーヌ公国の跡継ぎイザベル（1410－53）との婚約

へと進展する。ルネ 8才の時に父が死去，跡目は兄ルイⅢ（1403－34）。ルネは 10才でイザベル

と結婚するが，バール，ロレーヌ両公国を継ぐと目されるルネの周辺では両国をめぐる後継争い

が，折からの百年戦争とも相まって，深刻化する。この時期，若夫婦には長男ジャン（1426－

71），二男ルイ（1427－43）が相次いで誕生。

　しかし，1429年 3月ジャンヌ・ダルクの出現が風雲急を告げ，ルネおよびアンジュウ家の実

権者母のヨランドをも巻き込むことになる6）。既述のように，ルネの姉マリーの婚姻によって，

アンジュウ家は王家と密接な関係を築いていたのである。王族が滞在していたロワール河畔のシ

ノンから王の戴冠式の行われたランスまで，ルネおよびアンジュウ家は宮廷にあるいはジャン

ヌ・ダルクに影のように付き添うことになった。

　ところで，目下のルネの封土ロレーヌでは跡目のことで反王家の強国ブルゴーニュなどが反発

し，戦いが勃発，あえなく敗北したルネはディジョンで数年間（1431－1437）の幽閉生活を余儀

なくされた7）。この間，1434年兄の死によって，ルネはバール，ロレーヌに加えて，アンジュウ

公国，プロヴァンス伯領，さらにはナポリ王をも戴くことになった。

　さて，莫大な身代金で長い監禁生活から解放されるや，若き領主はナポリへと赴く。そこでは，

妻イザベルが覇権を主張するアラゴン勢8） と決死の攻防戦を展開していたのである。しかし，4

年間の歳月も空しく撤退，1442年名目だけのナポリ王が残る9）。

　その後は，義兄のシャルルⅦの側近として，次女マルグリット（1430－82）を後の英王ヘン

リーⅥ（1421－71）に嫁がせ，さらにはノルマンディーに居座るイギリス人の掃討作戦にも従事

する。一方では，百年戦争で荒れ果てた広大な領地の統治にも意を尽くし，農業振興や河川改修

などに取り組む。しかし，1453年（44才）百年戦争が名実ともに終結した年にもかかわらず，

糟糠の妻イザベルが死去，イタリアからは援軍の要請10），呼応するも遠征に失敗など苦難が相次

ぐ。
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　翌年，ルネは心機一転，アンジュウの豪族の娘ジャンヌ（1433－98）と再婚，このうら若い妻

は優れた文化的教養に恵まれ，ルネの後半生に大いなる影響を与えることになる。彼はジャンヌ

のそばで，好きな絵画や書き物に向かい11），特に 1457年から 61年にかけては，プロヴァンスで

牧歌的な生存にいそしむ夫婦の姿がある12）。結婚生活 17年，その間戦友ともいうべきシャルル

Ⅶの崩御，イギリスの王妃となっていた娘マルグリットのバラ戦争での災難13） に心を痛めなが

らも，アンジュウとプロヴァンスを往来し，善良王と呼ばれるほどの為政を行き渡らせる。

　ところが，1470年になって，後継者ジャンが，アラゴン王位争いの出征で病死するや，新し

いフランス国王，甥でもあるルイⅪ（1423－83）は中央集権を急ぎ，血縁関係を口実にルネの所

領に食指を伸ばしてきた。62才になっていたルネはプロヴァンスに急ぎ，隠遁さながらの生活

を送る。しかし，この歳月がルネにもっとも彼らしい豊饒さをもたらすことになる。彼自身が身

をもって示した芸術創造の華が咲き乱れ，イタリアからフランドルから多くの芸術家が行き交い，

ルネは芸術保護者の名をほしいままにする14）。一方，客死した息子の子，ルネには最後の頼みの

綱である孫ニコラ（1448－73）が，1473年毒殺の疑いで死去，ルネの男系が絶えてしまう。国

王ルイⅪは，これを機にますます強圧的になり，すべてを悟ったルネは 1476年リヨンで国王と

会見，アンジュウ公国，プロヴァンス伯領などの行く末をルイに託したのである。

　1480年 7月 10日，ルネはプロヴァンスの首邑エクス・アン・プロヴァンスで終焉の時を迎え

る。亡骸は最初の妻イザベルの眠る，アンジェのサン・モーリス大聖堂に安置された15）。

　ここに数奇な運命にもてあそばれながらも，与えられた任務を可能な限り果たした為政者ルネ

の姿がある。それはそれなりに評価され，今なお善良王と冠されるのだが，その所以には領民と

親しく接する媒体ともなった，彼個人としての生存感性が伺える。それが具現化されたのが，よ

りルネッサンス的な生存から紡ぎだされる生活を楽しむ文化好みであり，動物や植生への関心で

あり，何よりも領民への慈しみの根幹となったように思われる，ルネその人の祈りの姿勢ではな

かったろうか。ここでは，そのことに焦点を当て，彼の敬虔な祈りの事跡を南フランスの果てサ

ント・マリー・ド・ラ・メール（Saintes-Maries-de-la-Mer）16） に訪ね，ルネの慈愛の奥底に触れ

たい。

2 ）サント・マリー・ド・ラ・メールへの誘い

　南仏アルルの街の南方で，ローヌ河は地中海に流れ込む。多くの動植物の楽園といわれるこの

デルタはカマルグ湿地帯としてあまりにも有名である。その地域が地中海に尽きるあたりに，忽

然として聖地サント・マリー・ド・ラ・メールが現れる。

　人口 2千人ほどの漁村，最近はレジャーの基地，しかし，ここは何よりも古からの巡礼の場，

低い家並みの真中に重厚な教会堂が鎮座している。襲来の歴史に見舞われた建物は，城砦風に銃

眼胸壁，物見やぐらを備え，窓がほとんどない四方の壁も，鐘楼もいかめしい。すべての飾りを

そぎおとしたロマネスク様式のお堂は，長さ 41m，幅 9m，高さ 14mのバジリカ式聖堂である。

　広い身廊には，奥に一段高い内陣，左壁にマリーたちゆかりの舟の像と彼女らの枕と言われる
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大理石，中央前方に井戸が見られるが，ひたすらにささやかである。祈りの場の内陣は上部礼拝

堂になっており，ここに聖女たちの聖遺物が納められている。内陣下に地下埋葬室，石棺がおか

れ，傍らに派手な衣装の黒人女性像17），おびただしい数のロウソクが燃えている。辺境の地にふ

さわしいこのような建造物，しかし，そこには重畳たる物語があってこの空間の位相を豊かにし

ている。ルネが書き込むことになる位相を探る前に，その地へのイニシエの儀式よろしく，ふた

つの書き物に誘われよう。

「やっと地中海沿岸のサント・マリーまで来てこれを書いている。地中海は鯖のような色で，

たえず変わりやすく，緑か紫か，常に青かどうかもさだめがたい，一瞬後にはバラ色や灰色

の反射に変わっている。」18）

　1888年，念願のアルルに絵画のモチーフを求めたゴッホが弟テオに送った手紙の一節である。

ここには，画家らしく色彩の多様さが述べられているが，残された油彩画『サント・マリー・

ド・ラ・メールの眺め』19） には落ち着いた画家の心情が忖度され，色彩も豊かである。前景は青

緑色のラヴェンダー畑，中景に 3軒の葦屋根が黒っぽく，さらにコーラルレッドの屋根がつづき，

軽やかそうなベージュの壁がさわやかである。空には淡い緑が織り込まれている。もちろん，聖

地の中心である教会も家々の奥に見える。全体として，いささかの衒いも昂揚もなく，いわば色

彩の巡礼に訪れたであろうゴッホもこの地の聖なる霊感に心を鎮められたかのようである。

　それより少し前，19世紀後半のプロヴァンスの代表的作家ミストラル（1830－1914）20） は，彼

の代表的作品で，プロヴァンスの叙事詩として編まれた『ミレイュ』の掉尾を，サント・マ

リー・ド・ラ・メールの伝説で飾っている。

「ルネ王は実に称賛すべき所
みわざ

業を果たしたのです。王が羽布団にくるまって寝ていたある晩，

わたしたちは王に，わたしたちの遺骨の在りかを教えました。

　王は 12人の司教や高官，また小姓や供廻りの一行をともなって砂浜を訪れ，丘
おか

鹿
ひ

尾
じ

菜
き

の

生い茂るなかに，わたしたちの墓所を発見したのです。」21）

　今，地主の娘ミレイュは箕つくりの息子ヴァンサンとの愛の行方に絶望して，この聖地に願か

けの決死行を試みている。激しい暑さのなかを長時間歩き，疲労困憊，生と死のぎりぎりのとこ

ろで，この地ゆかりの聖女たちが夢幻となって出現し，彼女に祝福を与える。19世紀なかば，

プロヴァンスの伝説はあざやかに生きているかのようである。しかもそこにはその伝統の立役者

としてルネの姿が添えられているのだ。以下，このように濃密な空間性をたたえているカマルグ

の故地，そこにプロヴァンスの統治者がどのようにして「墓所発見」の痕跡を残しているのかを

探っていきたい。
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3 ）聖女マリーたち

　伝説は紀元 40年代に，パレスチナからユダヤ人に追放されたイエスゆかりの人々が，櫓も櫂

も帆もない舟で，ローヌ河口の堆積土の島に流れ着いたという22）。漂流者の中心にマリー・ヤコ

ブとマリー・サロメという女性たちがいて，前者は聖ヨゼフの兄弟クレオファスの妻で，聖母マ

リーの義理の姉妹である。サロメの方は，マリー・ヤコブの長女で，夫ゼベダイとの間に 2人の

息子がいて，ひとりは『黙示録』を著したヨハネで，もうひとりは巡礼の地サン・ティアゴ・

デ・コンポステーラにその名を刻む大ヤコブと言われている。

　ふたりのマリーたちはイエスの忠実な側近で，彼の復活をいち早く認め，弟子たちに告げたの

であるが，この漂泊の地でその祈りの姿勢は彼女らの生存そのものとなる。粗末な礼拝堂と祭壇

がしつらえられた。現在も保存されている真水の井戸の奇跡もこのころである。周囲の住民たち

との交流もすすみ，イエスの教えが広まる。かくして，当時のフランス（ガリア）にキリスト教

布教の一歩が印されたのである。

　さらに伝説は豊かである。ほかの同乗者もいて，彼らの事跡もそれぞれに語られているのだ。

マルトなる女性はタラスコン23） に行き，怪物タラスクを退治，街の聖女となり，ルネが先鞭を

つけ，現在もつづく祭りのご神体ともなっている。マクシマンと，イエスに盲目を治されたシド

ワーヌは，エクス・アン・プロヴァンスにたどり着く。その南方，サン・マクシマンではその町

名とともに，ルネの先祖24） の寄進によるバジリカ式聖堂が彼らの功徳を聖域化している。また，

イエスにもっとも癒されたと言われるマグダラのマリーことマリー・マドレーヌもこの群像に連

なる。彼女はマクシマンたちの後をたどり，サン・マクシマンの南方に位置するサント・ボーム

の岩山洞窟に 33年間も籠ることになる25）。ところで，サント・マリー・ド・ラ・メールはいわ

ゆるロマの民の聖地ともなっているが，それはマリーたちの召使いであった黒人女性サラもここ

に加わっていたからで，現在もサント・マリー教会堂にある彼女の立像がロマたちの崇拝の対象

となっているのだ。

4 ）1448年までのサント・マリー・ド・ラ・メール

　キリスト教伝説以前，この辺境の地はどうであったかというと，ミトラ神を祀る寺院があり，

祭事には周辺の人々が群れていたようである。現在残る地下埋葬室の祭壇，内陣の柱，さらには

司教館の大理石柱頭などは当時の遺物とみられる。やがてマリーたちが埋葬されると，彼女らへ

の尊崇が自然な形で育まれたのだろう。

　4世紀には，より規模の大きな会堂が建設され，「サント・マリー・ド・ラ・バルク（舟の聖

マリーたち）」と呼ばれた。

　512年，アルル司教は創建されたアルルの女子修道院に，サント・マリーの教会と墳墓の管理

をゆだねる。

　8世紀から 10世紀，フランス南部は受難の時代で，時々にサラセン人の侵入に苦しんだ。し
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かし，外敵の恐怖と聖遺物崇拝がひとびとを結束させ，アルル大司教の号令のもと，現在もどっ

しりした威容を見せる教会の建立が見られたようである。四方を囲う厚い壁，銃眼胸壁，石落し，

さらには籠城用の井戸までそなえた聖なる空間が建造された。その際，以前の教会は内部の礼拝

堂として繰り込まれ，15世紀までは残存していたようである。建造時期に関しては明確ではな

いが，たとえば，9世紀後半に在任していたアルルの大司教が海辺の教会建築の進捗状況を視察

に出かけ，あいにく襲来したサラセン人の捕虜となり，身代金と引き換えに解放された史実があ

り，教会建造の時が推測される。他方では，1244年には当時のプロヴァンス伯26） が改築の鍬を

いれたことが確認されている。

　この間，教会の所属にも変遷がある。上述のように 6世紀管理をまかされた修道女たちは，サ

ラセン人の侵入の間にここを立ち去り，アルルのサン・セゼール修道院がそれに代わる。1061

年には，アルル参事会がその任をおび，さらに 1080年ごろには，モンマジュール大修道院27） の

手に移る。ここの修道士たちは，結局，1786年修道院が廃止されるまで，海の教会にかかわる

のである。

　ところで，12世紀初頭には，この辺境の地は公的に「サント・マリー・ド・ラ・メール（海

の聖マリーたち）」と呼ばれるようになる。

　11，12世紀，サン・ティアゴ・デ・コンポステーラへの巡礼が大流行する。スペインの聖地

に向かう善男善女がプロヴァンスの巡礼地にもつらなる。既述したように，祀られているマリー

のひとりが，コンポステーラの聖人大ヤコブの母であるからである。

　14世紀になると，巡礼者の増加とともに，街も発展する。「サント・マリー信徒団」が結成さ

れ，ローマ法王庁にも認可されたこの団体にはさまざまな免罪符も与えられた。行政も，3,000

の人口のもと，整備され，3人の行政官が町政にたずさわり，プロヴァンスの支配者も塩税の廃

止や木材伐採の特権を付与した。

　巡礼の群れには，高位聖職者の姿も見られた。ブルターニュの司教もそのひとりであるが，彼

は持病の治癒を聖母とマリーたちに祈願，大願が成就するやプロヴァンスの聖地を訪れ，3つの

祭壇を寄進し，さらに彼の司教区では 5月 22日をマリーたちの祭りとした。1343年は，パリ司

教が巡礼に詣でた記録が残り，彼は 5月 25日をマリー・ヤコブに，10月 22日はマリー・サロ

メに捧げる日とするように指示をだしている。このように，フランスのいろいろな司教区で，マ

リーたちへの信仰が具現化されていったのである。

　なお，この 14世紀は近くのアヴィニョンにローマ法王庁が鎮座していた時代28） でもあるが，

この海辺の巡礼地が正式に法王庁によってキリスト教の聖地と認可されるのは，その後 1397年

のことである。ところが，このころ，プロヴァンス伯と争うアラゴン勢が襲来し，彼らは町を包

囲，教会堂正面を破壊し，マリーたちの聖遺物が行方知らずとなった。

　やがて，次の世紀，ルネがプロヴァンスを統治する時代である。1448年，人心掌握のためか，

敬虔なる信仰のゆえか，あるいは実体を把握せずにはおれないルネッサンス精神の行きつくとこ

ろか，ともあれルネの歩みはここを目指すことになる。
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5 ）1448年，サント・マリー・ド・ラ・メールの再生

　ルネの発掘事業は，ドミニコ会のある修道士の進言をうけ，ローマ法王ニコラウスⅤ（1397－

1455）に許可を仰ぐことから始まった。さらに，ルネはエクス・アン・プロヴァンスの司教を現

地に遣わし，情報を収集，聖マリーたちの遺骨が教会内部にあるとの確証をつかむ。1448年 8

月 3日には法王の許可がおり，教皇使節も送りこまれ，宣誓した労働者を使って，早くも作業開

始，8月中旬には完了している。

　ルネが成果を法王に上奏すると，10月 20日には勅書がくだされ，聖遺物の認証と改葬にとり

かかれとの旨が発せられた。11月 17日からは，アルルで聴聞会が開催され，アルル大司教に

よってサント・マリーにまつわる知見が述べられる。聖女たちの祭事のこと，アルル周辺の教会

で詠まれる彼女たちの伝説レゲンダのこと，彼女らに言及している作品の抜粋などである。また，

マリーたちの墳墓，おびただしい数にのぼる巡礼者，その功徳・恩寵の例なども，他の聖職者か

ら語られる。

　11月 19日には，サント・マリーに移動し，発掘関係者から具体的な報告を聞くことになる。

まず，教会内部の確認がなされる。扉は南と北の壁の西寄りにひとつづつ，内部には入り口部分

に身廊，真中に囲いのある内部礼拝堂と左右の側廊，祈りの場の内陣である。

　礼拝堂には真水の井戸が見出され，右側廊と内陣が交わるあたりで，鉛の板に覆われた男性の

大きな頭部骨が出てきた。内陣の入り口付近には小さな穴が確認され，そこに土製の鉢のいくつ

かと黒い木炭の灰があった。内陣中央の祭壇近くでは，白い小石柱などが出土，さらにそこから

東端の壁際の方に掘り進むと，左側から頭部のある人骨，足部分は祭壇の下にかかり両手は胸で

組まれ，かぐわしい香りが漂っていた。その右側にも同じような形状の遺骨がローズとよばれる

小石にかこまれて横たわっていた。この 2体がマリーたちの遺骸と認定されることになる。また，

左側廊が内陣と接する場所からは，三角形を描くように子どもらしい頭部が 3体発見された。こ

のような発掘の結果が公表され，これらの証言は聴聞責任者の前で，調書に認められた。

　11月 23日，アヴィニョンの大教会で，彼の領地の司教，高位聖職者，家臣貴族を伴ったルネ

は，多くの聖職者や貴族に取り囲まれた法王特使の枢機卿の前に進み出て，マリー・ヤコブとマ

リー・サロメの聖遺物の認証と祝聖の請願を上奏する。そして，一連の儀式は 12月 2日，サン

ト・マリーの地で開催されることとなった。

　当日，プロヴァンスの最果ての街では，晩課の祈祷の後，儀式が執り行われる。ルネは妻のイ

ザベルはじめ家族縁者，家臣団 300名ともどもこの場に臨み，発掘調査の結果を記した調書と付

随する書類を法王特使に差し出す。これを受けて，30名ほどの司教，神父，高位聖職者たちが，

医者をも加えて，会議を開く。やがて，特使の枢機卿が壇上にあがり，教会で見出されたマリー

たちの遺物が正真正銘のものであると宣言し，聖なる亡骸をしかるべき聖遺物箱に納め，教会内

に安置するように布告する。その後の日々，聖遺物の披露と収納の儀が行われる。マリーたちの

聖遺物は，ルネが用意させておいた内陣上部にあるサン・ミシェル礼拝堂にあげられた。鍵はル
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ネの手と，ここを管理する修道院長にゆだねられた。

　その後，ルネの命によって，教会にいくつかの改築工事が施される。内部礼拝堂は内陣に行く

邪魔になるため壊され，内部の敷石は砂の堆積する外の敷石と同じ高さにされ，現在ロマの祈り

がささげられているサラの礼拝所とよばれている地下埋葬室では，円天井が切り石を使って整え

られた。一方，カトリック教会側も聖遺物に関する規則を定める。マリーたちの聖遺物箱の礼拝

堂からの降下は 5月 25日と 10月 22日の聖女たちのお祭りの時とし，開陳は 12月 3日，あるい

は王の命令による時，またはフランス親王家の行幸，枢機卿の訪問などの場合と決められた。

　以上がルネが主役をつとめたサント・マリー・ド・ラ・メールの栄光の記録である。本稿は

1920年代この教会にたずさわった主任司祭の著したテキストを参考にしているので，信憑性は

かなり高いと思われる。しかし，他のテキストになると事情がかなり異なってくる。ここでは，

ルネとサント・マリーとのかかわりを別なテキストを援用して，より幅広い角度から伺いたい。

6 ）さまざまに語られる聖地の儀典式

　『ルネの足跡（仮題）』29） は 1825年に書かれた，ルネの生涯全体を眺めたテキストである。そ

れによると，1447年 12月，ルネの宮廷はアンジェを離れ，マルセーィユなどの諸問題解決のた

めに，プロヴァンスに赴いている。ところが，ルネの関心はカマルグの寒村にばかり向き，彼は

聖女たちの遺骨を探し出し，改葬を目論んだらしい。そこで，翌年 3月からアルルに滞在してい

たルネは辺境の地に足をのばした。4月も終わろうとするころであり，以下の叙述が添えられる。

「4千人以上の人々もまた，好奇心と信仰心にかられて，海辺の町へ押し寄せ，ルネが命じ

た発掘の証言者たらんとしていた。いとも有難き聖遺物が彼らの眼前に置かれていた。

　聖遺物の改葬が，その発見は超自然的な出来事のせいにされていたが，人々の歓喜のなか，

あまたの協力のもと執り行われた。ルネ，イザベル，フェリー・ド・ロレーヌ，首席代官の

タンギー・デュ・シャテールが群れなす貴顕貴婦人の先頭に現れ，12人の高位聖職者と壮

大な列をなす神父たちを従えたアルル大司教ド・フォワ枢機卿の一団が続いた。」30）

　ルネの誇りに満ちた顔が想像されそうな文面であるが，発掘の経緯が示されず，発掘が奇跡扱

いにされていること，また一連の儀式が秋ではなくて，4月か 5月春になっているのが気になる

ところである。なお，5月 3日に行われたといわれるサント・マリーの祭典の模様は詳しく述べ

られている。ともあれ，サント・マリーにおけるルネの姿は明確に捉えられている。

　さらに，『ルネ居ませし頃のプロヴァンス（仮題）』31） での扱いはどうであろうか。この本はプ

ロヴァンスを好んで何度も逗留したルネの横顔を実録風に叙しているが，サント・マリーの街は

すっかり等閑に付され，2か所で言及されているだけである。ひとつは，従兄弟で詩人君主とし

て名高いシャルル・ドルレアン（1394－1465）を案内して，領地のタラスコンを歩くルネを描い

ているくだりである。ここの聖マルト教会を話題にしながら，次のように聖地への思いが書かれ
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ている。

「ルネは聖マルト教会の修復の最中であった。また，他にも彼は 3人の聖女にまつわる計画

をもっていた。彼女らが漂着したと言われるカマルグの巡礼地が気に懸っていたのだ。巡礼

者のために再建しようと考えている小礼拝堂の地下埋葬室に彼女らの聖遺物を探索させよう

というものである。」32）

　いまひとつは，プロヴァンスにおける領主の文芸パトロンぶりを紹介している章である。それ

によると，1449年 1月以降にルネはお抱えの芸術家たちに命じ，サント・マリーの教会に下部

礼拝堂と丈夫な祭壇をしつらえさせている。このふたつの叙述が，このテキストがサント・マ

リーに触れている部分である。他のプロヴァンスの事績に詳細な説明を加えながら，この聖地に

大きな注目がなされていないのは不思議である。

　さらに，もうひとつの著述もとりあげよう。『アンジュウ・プロヴンスの宮廷（仮題）』33） と題

されたこの作品はルネの芸術領域に重点をおいていて，問題の聖地に関しては相変わらず手短な

記述ではあるが，他と比べて大局的な言及がみられる。ここでは，ルネが宗教政策を通して統治

の威力をその広大な知行地に行き渡らせようとした意図が強調されている。サント・マリーの発

掘もその一環であるというのである。

「秋になると，ただちにローマに使者が遣わされ，聖遺物認可の勅書を法王に願いでて，そ

れが 11月に認められることになる。ルネはそこでこの発見を大々的に知らせようと，ア

ヴィニョンのド・フォワ枢機卿，アグド，カルカソンヌ，ユゼスの各司教，サン・ジルの神

父などに伝令を送った。さらに，マリーたちのレゲンダが編まれ，多くの高位聖職者や有力

者に配布された。ノートル・ダム・ド・ラ・メール（当時の名称）の教会での改葬儀典は，

ルネの臨席のもと，1449年 2月，華麗盛大に挙行された。

　マリーたちの物語を具現化したことは，1447－1450年のルネの信仰生活の領域において，

おそらく大事件だったのであり，この時期，ルネはイタリアから戻ったあと，プロヴァンス

において，名声と支配力を前にもまして安定させようと躍起になっていたのだ。ここにおい

て，ルネの宗教政策がナンシー，ソミュール，タラスコンで催された祭典34）と同じような政

策概念と符合することになり，それは彼の宮廷と統治の威信を確かな形にするものであっ

た。」35）

　領主としてのルネの容貌がしたたかである。手順や儀式の記述は簡単ではあるが，このテキス

トでは明らかにルネがより明確に主人公となっている。ところで，儀式の期日であるが，ここで

は 2月冬になっていて，他のテキストとさらに違っている。

　以上のように，中心となるべき儀典式の時期に問題があり，また叙述の色彩に強弱があるが，

41アンジュウ公ルネの足跡



目下のところ，中世の長い眠りから覚めた海辺の伝説の地が名実ともに巡礼の聖地として面目を

新たにしようとした事実は確認できるのであり，さらには，サント・マリー・ド・ラ・メールと

ルネのあまりにも密接な関係も明らかになったと言えるだろう。

おわりに ― ルネ以降の聖地の姿を添えて

　ルネの去った後も，カマルグの聖地はますます多くの巡礼者を集めることになる。それだけに，

教会にはくさぐさの寄進やお供え物が貢がれた。もっとも，1576年 3月には，それら財宝や聖

遺物をねらって，盗賊グループが押し寄せ，アルルからの助けで大事に至らずにすんでいる。な

お，聖遺物の開放と確認は，17世紀後半から 18世紀の 100年間に 5回ほど行われている。

　そして，フランス革命。どの宗教施設もそうであるように，革命の魔の手はこの辺境の地にも

伸びてきている。1793年 5月 9日，アルル郡特使がやってきて，祈りに必要な聖具だけを残し

て大部分の貴重な収蔵品を奪った。しかし，マリーたちの聖遺物は幸運にも手つかずであったた

め，教会司祭はマリーたちの骨の一部を取り出し，2つの袋に入れて墓場近くの薪小屋に隠した。

革命側は再度現れ，聖遺物箱を燃やす挙に出る。パニックの中で町民たちはともかくも灰を集め

保存することになる。革命の騒乱が収まると，散逸していた聖具や隠されていた骨が，さらに保

存されていた灰が多くの人の協力，証言によって集められて，聖遺物が形を整える。その際，現

在教会の左側廊の壁にはめ込まれている既述の「聖女たちの枕」と言われている大理石が，革命

の象徴として植えられていた樹木を掘り返していて発見されたのである。

　こうして，聖地は昔日の静けさを取り戻し，1839年 6月には，聖遺物確認の儀式が久しぶり

になされ，1845年になると，教会建物が歴史的建造物に指定され，後陣壁の修復，鐘の取り換

え，鐘楼の復元作業などが行われた。

　この間も，巡礼の波は衰えを見せない。現在は廃止されているが，カマルグ鉄道が 1892年敷

設されてもいる。20世紀，教会はいくつかの改築を経ながら，すっかり平和なたたずまいのな

かにある。そして，1920年，サント・マリー・ド・ラ・メールに殉じた，ミストラルが紡ぎだ

した悲劇の主人公ミレイュの全身像が建立された。作者自身この像を寄贈しようと考えていたの

だが，第一次大戦のために完成がのびのびになっていたのだ。翌年，5月 25日，ミレイュ像は

エクス大司教の手によって祝聖され，もうひとつの新たな伝説が始まるのだが，そこに生みの親

のミストラルの姿は探すべくもなかったのである。

　ルネの生涯を垣間み，他方ではサント・マリー・ド・ラ・メールの現在と過去を解剖し，その

聖地とルネとのあまりにもあざやかな関係をたどる我々の巡礼もここで終わることになる。この

領主の祈りへの傾倒は，さらに聖マリーたちとともに流れ着いたと言われるマドレーヌの故地サ

ント・ボームへの巡礼となって具現化している36）。また，エクス・アン・プロヴァンスのサン・

ソヴール大聖堂にほこらかに飾られている，三連式の祭壇画『燃ゆる茨』37） にもルネの想いが結

実している。これほどのルネの信仰心，それは，確かに為政に必要なパフォーマンスとも解釈で
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きるだろうが，しかし，ルネにあっては，神の前で自らを領民と同質化する心象の表現だったの

ではないだろうか。ルネの作品について語っている，中世史家ホイジンガ（1872－1945）の言葉

がそのことを想起させる。ルネの祈りの姿勢は領民への慈しみと分かちがたく結びついているよ

うに思われる。

「ただ，もうなんというか，対象のひとつひとつを，やさしい気持ちで，緒に通していった

というかんじなのである。さえずる鳥を一羽また一羽と，昆虫を，かえるを，続いて，畑を

耕す農民を」38）

注　　記

1） ルネの祖父ルイⅠ（1339－84）は，国王シャルルⅤ（1337－80）の弟で，アンジュウ家第三王
朝の始祖である。フランス南部，東地中海に覇権が及ぶのは，第二王朝の始祖シャルルⅠ
（1226－85）の時で，彼は国王ルイⅨ（1214－70）の弟である。また，フランス東部に地歩を
獲得するのはルネの婚姻による。

2） 当時プロヴァンスの中心で，ルネの伯爵宮はここにあった。彼はその生涯において 9回，約
20年この地を拠点にしてプロヴァンスに滞在している。

3） この性向はルネがナポリをはじめ，イタリアにたびたび遠征しながら，早くもルネサンスの発
信地イタリアの風潮を実感したことによると思われる。

4） スペインのアラゴン家からアンジュウ家に嫁いだが，夫のルイⅡが早世したため，アンジュウ
家のよき実権者となり，ルネ同様に今も慕われている。

5）バール公国の支配者であり，ルネの母の大叔父である。
6） 忽然と現れたジャンヌ・ダルクだが，彼女の生地ドン・レミーはルネの支配地ロレーヌである
ことも，彼女とアンジュウ家の因縁を深めている。また，彼女がシノンで身体検査された時，
ルネの母は国王の義理の母親として，その任の中心を占めている。

7） その場所の証としてディジョンの庁舎中庭に，Cour de la Bar（バール公国の庭）の名が残っ
ていて，ここを中心に幽閉されたと思われる。

8） アラゴン王はアルフォンスⅤ（1396－1458）で，文人君主としても名高いが，結局彼は 1442

年にナポリ王国を征服することになる。
9） 現在ナポリにあるカステル・アンジョイーノ（アンジュウ家の城）こそ，この攻防戦の名残で
ある。

10） フィレンツェとミラノが，アラゴンを後ろ盾とするヴェニスやジェノヴァの伸張をおそれ，フ
ランス王に援助を要請，その白羽の矢がルネに向いたのである。

11） ルネには幾つかの書き物がある。騎馬試合の実践的テキスト『騎馬試合の書 Traité de la forme 

et devis comme on fait les tournois』，牧歌的田園生活を描いた『ルニョーとジャンヌトン
Regnault et Jehanneton 』，感情が擬人化された騎士道物語『愛に溺れた心の書 Livre du coeur 

d’amour épris』であるが，いずれも文人君主の域を出ない凡庸な作品で，側近画家の細密画が
異彩を放っているばかりである。

12） 土にも親しんだルネはエクス・アン・プロヴァンスとマルセーィユの間にあるガルダンヌに広
大な個人的農地を開き，様々な作物を，特にブドウを栽培したし，そこには多くの動物も，と
くにヒツジが飼われていた。

43アンジュウ公ルネの足跡



13） マルグリットは夫の国王ヘンリーⅥ（1421－1471）を助け，さまざまに暗躍，バラ戦争の渦中
に巻き込まれた。

14） 15世紀最高の画家と言われるニコラ・フロマン（生年不明－1484）を筆頭に，多くの芸術家
がルネの保護のもとにあり，彼らの作品のいくつかはエクス・アン・プロヴァンスやアヴィ
ニョンの教会などに現存している。

15） プロヴァンスの人々は，ルネがこの地に眠ることを希望したが，後妻のジャンヌの意思で彼の
亡骸は生地アンジェに送られた。

16） フランスでもっとも美しいとまで言われるこの地名，以下略して，サント・マリーと記すこと
がある。

17） 他所でも触れるが，これが遊民的存在のロマ（ジプシー）の民の信仰の対象となっている。
従って，このサント・マリーはロマの聖地でもある。

18） J. V.ゴッホーボンゲル編：『ゴッホの手紙（中）』（硲伊之助訳），1961，岩波，p. 100

19）1888年制作，クレラー・ミュラー美術館所蔵
20） Frédéric MISTRALはプロヴァンスに在住し，プロヴァンス語の普及に努め，運動を展開
（Félibrige）。『ミレイュ』はその具現化である。

21）ミストラル：『プロヴァンスの少女（ミレイュ）』杉富士雄訳，1977，岩波，p. 227

22） これ以降の章は，原則的に次のテキストを全面的に参考にしている。
   A. CHAPELLE: «Les Saintes-Maries-de-la-Mer L’Eglise et le Pèlerinage», 1922（1997再版）, 

BELISANE, Cazilhac

23） この街もルネが滞在したところで，タラスコン城は白亜の壁の威容を誇り，ルネとジャンヌの
胸像の傷が革命の爪あとを語っている。

24） アンジュウ家第二王朝のシャルルⅡ（1248－1309）がマクシマンとマドレーヌの聖人，聖女を
祀って，この地にバジリカ式巡礼教会堂と修道院を建立し，現存している。ルネの聖地発掘は
この系譜を踏襲しているかもしれない。

25）この洞窟については，田辺保：『フランス　歴史の旅』，朝日新聞社，1990を参考にしている。
26） ルイⅨの弟，シャルルⅠ（1226－1285）がベランジェⅤ（プロヴァンス伯）の娘，ベアトリス
と結婚した（1246年）ことから，アンジュウ家のプロヴァンス支配が始まっている。

27） その遺構はアルルとレ・ボー・ド・プロヴァンスの間に廃墟風の雄大な建築物となって残って
いる。

28） 1274年，プロヴァンスのヴナスク伯領（コンタ・ヴネサン）がローマ法王庁に譲渡されて後，
1303年の「アナーニの屈辱」をへて，1309から 1377まで，アヴィニョンは聖都となった。

29）V. BARGEMONT: «Histoire de RENE D’ANJOU 1, 2, 3», 1825, Blaise, Paris

30）前掲書，2，p. 36

31）M. MIQUEL: «Quand le bon Roi était en Provence», 1991, Fayard, Paris

32）前掲書，p. 139

33）F. ROBIN: «La Cour d’Anjou-Provence», 1985, Picard, Paris

34） いずれの場所でも，何かを記念して，「馬上槍試合」や「聖史劇」を中心にして，何日間かの
お祭りが行われ，それが地域の活性化につながったと思われる。

35） 前掲書，p. 56

36） ルネはサント・マリーの発掘事業の前年，皇太子のルイ（後のルイⅪ）とともに，サント・
ボームの岩山に多くの人々を引き連れた巡礼をしている。

37） この絵画の制作者は，既述のニコラ・フロマン。『燃ゆる茨 Buisson ardent』はルネが注文し
た作品で，15世紀の最高傑作と言われている。中央パネル上部にイエスを抱くマリア，下方
に見神に驚くモーセ。周囲にはヒツジの群れ，ローヌ河と見える流れ，タラスコンの城らしき
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もの。注目されるのは，左右にルネとジャンヌの姿が描かれていることである。
38）ホイジンガ：『中世の秋』堀越孝一訳，1971，中央公論社，p. 529
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〈Résumé〉
  Sur les métaphores comportant des noms de la vaisselle dans les dictons, les provebes et 

les locutions français et japonais （16） Le couteau est d’origine l’outil pour tuer les animaux, 

pour les écorcher et couper leurs viandes. <être à couteaux tirés> signifie être dans une 

situation de grande hostilité comme deux adversaires qui s’apprêtent à se battre et ont déjà 

dégaigné. <enfoncer （remuer, retourner） le couteau dans la plaie> signifie en évoquant ce qui 

lui est très pénible, en ranimant une douleur. <jouer du couteau> signifie se battre à coups de 

couteau. Cette expression a retrouvé sa valeur analytique et ne s’emploierait pas en parlant d’un 

combat avec une autre arme blanche. Ça est basé sur l’arme. Pour la fourchette, les dents de la 

fourchette évoquent les doigts de la main. <vol à la fourchette> sigifie vol à la tire par 

l’introduction de deux doigts （index et médius） dans la poche de celui qu’on veut voler. 

<déjeuner à la fourchette> signifie déjeuner constitué de viande ou de nourriture solide. Pour la 

cueiller, <en deux[trois] coups de cueiller à pot> signifie très rapidement. La cueiller à pot, 

sorte de touche servant à écumer le pot, permet, par sa taille, une opération rapide, <serrer la 

cueiller> signifie serrer la main. L’acception argotique de cueiller <main> ne fonctionne guère 

que dans cette locution. La métaphore s’explique par sa substitution à touche <main> dans 

l’argot ancien, c’est-à-dire <instrument pour priser, voler>. Au XIXes, cet emploi familier de 

cueiller fonctionne avec donner （donner la main a été remplacé dans ce sens par serrer la 
main. Pour la baguette, en cassant la baguette en deux en japonais, on s’en sert au lieu de la 

baguette. Ça signifie les deux frères inséparables. <Celui qui ne porte jamais ce qui est plus 

lourd que la baguette> signifie se faire élever soigneusement. Les expressions en français sont 

basées sur la logique. mais celles en japonais sont basées sur l’émotion.

0．はじめに

　人間が生きていく上において，食べるということは必要不可欠な要素であると同時に，きわめ

て文化的な行為であろう。世界の三大食事方法1） は食材や調理方法によって，料理の素材が魚，

野菜，米などを中心とした日本料理，中国料理では「箸食2）」文化圏，獣鳥肉類の素材を中心と

したフランス料理3），イタリア料理などのヨーロッパ，南北アメリカでは「ナイフ・フォーク・

スプーン4） 食」文化圏，東南アジア，中近東，アフリカなどのヒンズー教，イスラム教の国々で

は「手食5）」文化圏である。ヨーロッパでは，18世紀前後までは手づかみの食事であった。一方，

日本語で，食欲がわく，欲しいという気持ちが起こるという意味で「食指（人差し指が）動く」
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という表現があることから，「手食」の時代があったということである。因みに世界の 4割は直

接，手で食べるようである。そこで，本稿では，フランスと日本の故事・諺・成句にみられる食

器，調理器具の語彙による比喩表現を比較し，食器，調理器具と両国の文化を比較し，考察する。

1．食器名によるフランス語の成句

1）couteau6）・ナイフ

　couteauの語源はラテン語の cultellus「小刀」＜ culter「家畜屠殺用の刀」，英語の knifeの語

源は古英語の cnif，nip「挟む，切り取る」nibble「削り取る」とも関連があるとされる。「ナイ

フは元来，動物を殺したり皮を剥いだり，解体して肉を削ぎ落としたり，切ったりする殺傷の道

具だった。このことは英語のナイフ（knife）やフランス語のクートー（couteau）には，テーブ

ルナイフだけではなく料理用ナイフ，つまり包丁から，小刀，刀剣までの広い意味が含まれてい

ることからも明らかだろう7）。」

［非常に濃い］

  à couper au couteau　（刃物でなくては切れないような→）濃厚な，濃密な

［苦悩をかきたてる］

  enfoncer［remuer, retourner］le couteau dans la plaie

　　　（傷口にナイフを突っこむ［動かす］→）苦悩をかきたてる，心の傷をひっかき回す

［心を傷つける］

  enfoncer un couteau dans le cœur

　　　（心臓にナイフを突っこむ→）（相手の）心をぐさりと突き刺す

［犬猿の仲］

  être à couteaux tirés avec qn.

　　　（人とナイフを取り出した状態にある→）～と犬猿の仲である，公然と反目している

［対決する］

  jouer du couteau　（ナイフで遊ぶ→）刃物で渡り合う

［原形をとどめない］

  le couteau de Jeannot

　　　（ジャノのナイフ→）部分［部品］が次々に入れ替わって原形をとどめないもの

［逼迫して］

  le couteau sur （sous） la gorge　（喉元にナイフ→）逼迫して，窮して

［子分］

  premier ［second］ couteau （de qn）　（～の最初の［二番目の］ナイフ→）腕利きの子分

［ひょろ長い］

  visage ［nez］ en lame de couteau　（ナイフの刃でできた顔［鼻］→）ひょろ長い顔［鼻］

　フランス語では，couteauは武器としてのナイフの意から苦悩を掻き立てる，心をぐさりと突
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き刺す，公然と反目している，刃物で渡り合うなどの意，ナイフの形状からひょろ長い顔（鼻）

の意。

2）fourchette8）・フォーク

　フランス語の fourchette（fourche「（農業用）フォーク＋ -et，-ette指小辞），英語の forkの語

源は，ラテン語の furca「熊手」である。

［大食漢］

  avoir un joli ［bon］ coup de fourchette＝ être une bonne ［belle］ fourchette

　　　（きれいな［良い］フォークの一突きを持っている＝良い［立派な］フォークである

→）食欲旺盛である，大食漢である

［目つぶし］

  coup de la fourchette　（フォークの一突き→）中指と人差し指で相手の目を突く危険な

攻撃，目つぶし

［肉料理］

  déjeuner à la fourchette

　　　（フォークによる昼食→）（フォークを使うような）肉料理の昼食

［（5本の）指］

  la fourchette du père Adam　（父アダムのフォーク→）（5本の）指

［すり取り］

  vol à la fourchette　（フォークの盗み→）（中指と人差し指による）すり取り

　フランス語では，fourchetteは換喩によって食事を喚起することから大食漢の意，être une 

bonne ［belle］ fourchetteはもはや用いられていない。フォークの歯と 2本指の類推から中指と人

差し指によるすり取りの意，フォークによる昼食からフォークを使うような朝食の意，父アダム

のフォークから 5本の指，つまり手の意。

3）cuiller9）・スプーン

　英語の spoon（スプーン）の語源は，古英語 spon，ドイツ語 Span「削りくず」と同語源。14

世紀には食事用の木の「スプーン」を表すようになり，16世紀には金属製品にも適用されるよ

うになった。

［死ぬ］

  avaler ［rendre, verser］ sa cuiller （au magasin）

　　　（店でスプーンを飲み込む［返す，配る］→）死ぬ

［匙形の］

  en cuiller　さじ形の
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［素早く］

  en deux ［trois］ coupe de cuiller à pot

　　　（お玉の二，三杯→）非常に早く，素早く，難なく

［半死半生］

  être à ramasser à la ［petite］ cueiller

　　　（小匙で集めているところである→）死にそうなほどくたくただ，半死半生だ

［率直に行動する］

  Il ne mange pas sa soupe avec le dos de la cuiller

　　　（彼はスプーンの背でスープを飲まない→）スープをたっぷり飲む，率直に行動する

［誇張する］

  ne pas y aller avec le dos de la cuiller

　　　（スプーンの背では飲まない→）忌憚なく物を言う，度を越す，誇張する

［握手する］

  （se） serrer la cuiller　（スプーンを握り合う→）握手をする

［1さじ食べて］

  une cuillerée pour papa ［pour maman］

　　　（パパ［ママ］のために一さじ分→）（食べたがらないこどもに）パパ［ママ］のため

に）1さじ食べて

［断念すること］

  匙を投げる：（調剤用の匙を投げ出す意から）病人を見放すこと。成功の見込みが立たず

断念すること

［医道に熟達］

  匙が回る：薬の調合がうまい。医道に熟達している

［口先が達者］

  匙の先より口の先：薬を調合する匙かげんの腕よりも口先の方が達者だの意

［どうにでもなること］

  匙の回し具合い：手加減次第でどうにでもなること

　フランス語では，お玉は大きく，鍋の灰汁を取るのに用いられ，お玉で二，三杯から素早くの

意，スプーンは一匙分の量と小さく切断されたイメージを喚起し，cuillerと cueillirの類音異義

から半死半生だの意，スプーンの背でスープを飲まないからスープをたっぷり飲む，率直に行動

するの意。スプーンの背では飲まないから度を越すの意。

4）tasse・茶碗

［溺れる］

  boire à la grande tasse　（大きなカップで飲む→）（遊泳中に）溺れる
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［（泳いでいて）水を飲む］

  boire une ［la］ tasse　（茶碗一杯分を飲む→）（泳いでいて）水を飲む

［泣く］

  pleurer une tasse　（茶碗一杯分泣く→）さめざめと泣く

［目を丸くする］

  ouvrir des yeux comme des tasses　（茶碗のように目を開く→）驚いて目を丸くする

［仲の悪い］

  茶碗と茶碗：触れ合えば音を立てて双方が欠けるところから。仲の悪い間柄をたとえてい

う

［柔らかく受けとめる］

  茶碗をば綿で受く：相手が強く出たのを，柔らかく受け止める

［迷信］

  茶碗に水を入れ，箸を十文字に乗せ，四方から飲むとしゃっくりが治る

　フランス語では，la grande tasse「大きなカップ」は la mer「海」，l’océan「大洋」の意で，大

きなカップで飲むから溺れる，茶碗一杯分飲むから泳いでいて水を飲むの意で，boire un 

bouillonも同じである。茶碗一杯分泣くことからさめざめと泣くの意，茶碗の口の形状から目を

丸くするの意。日本語では，茶碗と茶碗は触れ合えば音を立てて双方が欠けることから仲の悪い

間柄の意，茶碗を綿で受けることから柔らかく受け止めるの意。

5）assiette・（料理を取り分けるための）皿

［正面を見ない］

  avoir le nez dans son assiette＝ baisser les yeux sur son assiette

　　　（自分の皿の中に鼻を持つ，自分の皿の上に目を落とす→）正面を見ない

［暴れん坊］

  casseur d’assiette

　　　（皿を壊す人→）（騒ぎ［トラブル］を起こしたがる）人物，暴れん坊

［前かがみになって食べる］

  manger qc le nez dans son assiette　（皿に鼻がつくほど）前かがみになって…を食べる

［寄宿する］

  piquer l’assiette　（皿を盗む→）食事をたかる，寄宿する，居候を決め込む

［居候］

  piqueur d’assiette　（皿泥棒→）居候

［不安定］

  皿に桃を盛る：皿に桃を盛ったように尻のすわらないさま。不安定な物事のたとえ
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［目を見開いたさま］

  皿のよう：皿に似ているさま。目を大きくまんまるに見開いたさまのたとえ

  皿程な目をあいている：おおきなまんまるい目を見開いている

［小物が罰を受ける］

  皿嘗めた猫が科を負う：魚を食った猫は逃げてしまって捕らえられずに，あとから行って

皿をなめた猫が罪をしょいこむ。小物や従犯だけが罰を受けることのたとえ

6）plat・（料理を盛って出す）大皿

［すぐ与える］

  apporter qc à qn sur un plat （d’argent）

　　　（人に…を大皿の上に持って行く→）人に～を（望み通り）すぐ与える

［饒舌である］

  donner ［jouer, faire］ merveille du plat de la langue

　　　（舌の皿で素晴らしいことをする→）饒舌である，舌がよく回る

［疲労困憊している］

  être à plat　（大皿にいる→）疲労困憊している，気が沈んでいる

［甘言を弄する］

  faire du plat à qn　（人に料理を作る→）甘言を弄する，…にお世辞を言う

［おいしく食べる］

  faire honneur à un plat　（料理を尊重する→）（よく味わって）料理をおいしく食べる

［騒ぎ立てる］

  faire （tout） un plat de （avec） qc

　　　（～の料理を全部作る→）…について大げさに騒ぎ立てる

［（飛込みで）腹を打つ］

  faire un plat　（飛込みで）腹を打つ（＝ faire un plat-ventre）

［猛暑］

  Il en fait un plat.　（料理を作っている→）ものすごい暑さだ

［諺］

  La vengeance est un plat qui se mange froid.

　　　（復讐は冷やして食う料理だ→）復讐するには待つを知れ

［疲れさせる］

  mettre à plat　（大皿につく→）疲れさせる，消耗させる；解決する；倹約する

［大盤振舞］

  mettre les petits plats dans les grands

　　　（大皿の中に小皿をおく→）大判振舞する
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［失態を演じる］

  mettre les pieds dans le plat　（皿の中に足を置く→）（無遠慮が過ぎて）失態を演じる

［無気力な人］

  plat de nouilles　（ヌードルの料理→）無気力な人，闊達さに欠ける人

［いたずらする］

  servir à qn un plat de ［à］ sa façon

　　　（人に自分流の料理を出す→）…にいたずらする，一杯食わせる

7）verre・コップ

［ほろ酔い］

  avoir un verre dans le nez　（鼻にグラスを持っている→）ほろ酔いである

［飲み過ぎる］

  laisser sa raison dans son verre　（グラスの中に理性を置いてくる→）飲み過ぎる

［くじける］

  se noyer dans un verre （d’eau）

　　　（コップ一杯の水の中で溺れる→）不器用で小さな困難も克服できない

［空騒ぎ］

  tempête dans un verre d’eau　（コップの中の嵐→）空騒ぎ

2．食器名による日本語の成句

1）箸 10）・baguette

　日中戦争当時に中国側がスパイの素性を調べる際，箸とサジで食事をさせたという逸話はどこ

まで史実かどうかは別として有名な話だ。サジを使わずに食器を手に持って箸で飯をかきこみ，

食後は箸を食器の上に乗せるのが日本人，逆に食器を卓においたまま箸とサジを使いこなしなが

ら食事をとり，食後は卓の上に箸とサジを直に置くのが朝鮮人というわけである11）。

　箸食といっても中国，朝鮮半島，日本では材質，形，長さ，食事作法が微妙に異なる12）。

［深い絆］

  箸折り屈（かが）みの兄弟：古く，箸は一本を中央から折り曲げて鋏のようにして使った

ところから，そのように深い絆でつながれた二人だけの兄弟をいう

［親切に教える］

  箸で衒（くく）めるよう：衒（くく）めるは口の中に入れてやる意。食べ物を箸で取って

口に含ませてやるように相手が十分に理解するように親切に教えるさまのたとえ

［手がつけられない］

  箸にも棒にもかからぬ：小さな細い箸でも大きな太い棒でもひっかからない。手がつけら

れない
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［細かなこと］

  箸の上げ下ろし :細かな一挙一動。細かな事にまで口やかましく言う場合に用いる語

［十代後半の女の子］

  箸が転んでもおかしい年頃：日常のごく普通の出来事にもおかしがり，よく笑う年頃。特

に十代後半の女の子にいう

［当たり散らす］

  箸に当たり棒に当たる：自分の怒りをあれにもこれにも当たり散らす

［無一物］

  箸も持たぬ乞食：全くの無一物であることのたとえ

［大切に育てられる］

  箸より重い物を持たない：箸より重い物を持ったことがないほど，労働した経験が全くな

い。大切に育てられることのたとえ

［食べはじめる］

  箸を付ける：食べるために箸で物をはさんだりつついたりする。食べはじめる

  箸を取る：箸を手に持つ。食事をはじめる

［味わう］

  箸を試みる：箸をつけてみる。味わってみる

［準備が行き届いている］

  箸を持って食うばかり：すっかりお膳立ての整っているさま

［痩せた人］

  箸に目鼻：箸に目鼻をついたような人。痩せた人をたとえていう

［食欲旺盛な人］

  箸のすたらぬ病人：病人だとはいいながら，食欲だけは旺盛な人をいう

3．おわりに

　フランス語ではナイフはテーブルナイフだけではなく，人とナイフを取り出した状態にあるこ

から犬猿の仲の意，ナイフで遊ぶから刃物で渡り合うの意のように武器としての表現の方が多い，

フォークは食事のメトニミーから大食漢の意，フォークの歯から手の指を喚起することから手の

意，スプーンの使用法から非常に早くやくたくただの意，日本語では薬剤師が調剤用の匙を投げ

出すことから断念するの意，他に匙が回る，匙の回し具合，匙の先より口の先のように薬剤師の

調剤の匙を基にした表現が主である。フランス語では茶碗は一杯分の水の量の意から水を飲むや

さめざめと泣くの意。茶碗のように目を開くは comme des soucoupes（カップの受皿のように）

のヴァリアントである。一方，日本語では茶碗は割れるものの象徴として仲が悪い意や柔らかく

受け止めるの意。
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［注］

1）三大食作法のまとめ

食　　法 機能 特　　　徴 地　　域 人口

手食文化圏
（てしょくぶんかけ
ん）

まぜる
つかむ
摘む
運ぶ

回教圏
ヒンズー教
人類文化の根源

東南アジア
中近東
アフリカ
オセアニア

24億人

箸食文化圏
（はししょくぶんか
けん）

まぜる
はさむ
運ぶ

中国文明の中で火食（ひしょく）から
発生
中国，朝鮮では箸と匙（スプーン）が
セット
日本は箸だけ

日本
中国
韓国
北朝鮮
台湾
その他

18億人

ナイフ・フォーク・
スプーン
食文化圏

切る
刺す
すくう
運ぶ

17世紀のフランス宮廷料理の中で確
立，パンだけは手で食べる

ヨーロッパ
ロシア
北アメリカ
南アメリカ

18億人

  本田総一朗：「箸の本」p. 8，柴田書店
2）中国・朝鮮半島・日本・台湾・ベトナムなど世界全体の約 30パーセント
3） 「いまや世界的な名声を得ている料理テクニックや調理法，食事作法，食器などを磨き上げる
きっかけおなったのは，イタリアはフィレンツェの大富豪メディチ家によってもたらされたの
である。フランス料理の原型は，一般には 14世紀後半のシャルル 5世の時代に始まったとい
うのが定説になっている。当時，王の料理番であったタイユバン（本名ギヨーム・ティレルに
よる『調理法（ビアンディエ）』によって本格的な料理体系がつくられ，同時に調理の分業化
も確立されたという。（中略）フランス料理が食文化として長足の進歩をとげるの派，1533年，
メディチ家のロレンツォ2世の娘カトリーヌ（カトリーヌ・ド・メディシスがフランスのオル
レアン公アンリ（のちのアンリ 2世）に嫁いだ際，さまざまな食文化の基盤をフランス宮廷に
持ち込んで以来のことである。具体的にいうと，お抱えの第一級シェフや給仕人をはじめ，多
彩な調理法から料理道具，フォークヤグラスなどの食器類，『食膳作法 50則』にいたるまで，
まさしく料理術全般にわたっての ABCであった。（中略）それまでのフランスは，せいぜい
ナイフを振り回す程度で，フォークはもちろんのことスプーンもない，手掴み同然の食事スタ
イルが一般的な文化的後進国で，絢爛たるルネサンス花開いたイタリアに比べると，格段の差
があった。これを見て嘆いたカトリーヌ妃は，食とファッションに覇気満々たる情熱を注ぐこ
ととし，シュンンソーの城館で日夜晩餐会をくり広げて料理術の向上につとめたという。実態
は彼女の道楽にすぎなかったのだが，それでもこれらの宴会や晩餐会が，のちの料理技術に大
きな影響をもたらしたことは否定できない。」（辻原康夫著：「世界地図から食の歴史を読む方
法」PP. 20～22

4） ヨーロッパ・南北アメリカ・ロシアなど世界全体の約 30パーセント。17世紀のフランス宮廷
料理の中で確立。パンだけは手で食べる。

5） 東南アジア・中近東・アフリカなど全体の約 40パーセント。
   ヒンズー教，イスラム教では食べ物は神から与えられた神聖なものであり，食器，食具（箸，
フォーク）は汚れたものであり，手が最も清浄という宗教的戒律がある。人類は旧石器時代に
は朕パン次－や猿など同じように手で食べ物をつかんで食べていた。すべての民族は手食の歴
史を持っていた。

6） 「ナイフはかなり早い段階から愛用されていたが，あくまでもそれは肉を断ち切るための道具
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にすぎず，食器とはみなされなかったようだ」（辻原康夫：「世界地図から食の歴史を読む方
法」p. 170）

7）山内昶著：「食具」p. 163

8） 「食器の中でもっとも歴史の新しいものが，ビザンチン帝国で考案されたといわれるフォーク
である。二股に分かれた小型のフォークが，イタリア中部のトスカーナ地方に持ち込まれたの
は 11世紀に入ってからだが，当時は「小さな熊手」を意味するフスキーナ（fuscina）と呼ば
れていた。しかし，これがヨーロッパにおける最初のフォークの登場というから，彼らの手食
習慣がいかに長く続いてきたかがよくわかる。（中略）神の恵みである食べ物にふれることが
許されるのは，神がつくった人間の手のみであり，妙な道具を媒介にするなどとんでもないと。
かくして，せっかくのフォークも，ごく一部の粋狂な人を除いては，その後も長い間お蔵入り
を余儀なくされ，ようやく日の目を見るようになるのは 15世紀も末のことである。それでも
当時は，フォークを使用する男は女々しいキザ野郎とみくびられ，冷笑の対象であったとい
う」（同上　pp. 170～171）

9） cuillerの語源は，古典ラテン語 cochleare「カタツムリを食べるための先のとがった道具」
← cochlea「カタツムリ」
「スプーンはもっと古くから，おそらく 2万年前に西アジアで発明されたが，ギリシアやロー
マの時代には広く使われていた。ルネサンス以降，なぜかスプーンは愛のシンボルという縁起
物に変わり，恋人どうしでプレゼント交換という風習も生まれている。食事に招かれた場合は，
スプーン持参で出かけるのがエチケットとされ，主人は来客用のスプーンを用意する必要はな
かったという。」（同上　p. 170）

10） 箸の起源は世界四大文明発祥地の一つ，甲賀流域にその源をたどることができる。（中略）日
本での箸の発祥は，記録や出土品から推察すると中国本土よりも数世紀遅れている。（中略）
わが国で最も古いと思われる二本組の箸は，7世紀の遺跡である奈良県の飛鳥板茸宮遺跡から
出土した桧の箸であり，長さは 30～33センチ，箸先の直径 0.3～1.0センチで，全体を粗く
削って形づくり，さらに両端または一端を細く削ったものが見られる。これは日常の食器では
なく祭器ではなかったがと推察されている。694～710の遺跡，藤原京跡からも，おそらく箸
として使われたかと考えられる桧の箸が出土している。長さ約 15～23センチ，直径 0.4～0.7

センチで先端が削られている。藤原宮の箸はその長さから食事に使用されたと思われる。同時
に出土した匙の材質も桧で，長さ 16センチ，弥生時代より続いて木製の匙が使われていたと
考えられる。当時宮殿の建築には桧が主として用いられているので建築廃材から作られたので
はないかと思われる。（向井由紀子他著：「箸」pp. 2～22）

11）同上，p. 154

12）日本・中国・韓国の箸食文化・マナーの比較

箸の特徴 代表料理 食事方法

日本料理

木や竹の割り箸
片口箸
両口箸・塗り箸・菜箸，
取り箸

刺身，天ぷら，すし，
すき焼き，鍋物，麺類，
汁物

・すべて箸を使う
・ 汁類はすべて器を持って口をつけて
飲む
・料理は取り箸で直箸はタブ -

中国料理
木，竹，骨など
形は寸胴型で長い・取
り箸兼用

麺類，汁類，餃子，炒
飯，炒め物，揚げ物

・箸と匙（スプーン）がセット
・ご飯や汁類は匙（スプーン）
・取り箸がなくすべてが直箸

韓国料理
銀，ステンレス
形は寸胴・長さは日本
と同じ位，取り箸兼用

クムチ，ナムル，焼き
肉，汁類，揚げ物

・箸と匙（スプーン）がセット
・ご飯は匙（スプーン），菜類は箸
・取り箸がなくすべてが直箸

  一色八郎著：「日本人はなぜ箸を使うか」，p. 87
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〈Summary〉
  Today, we can say that advertising has become an integral and ubiquitous part of our 

everyday lives. We foreign language teachers are always looking for authentic materials in the 

classroom. Why not use advertisements as a didactic tool? In this article I will explain what 

advertisements can add to a language course and will give examples on how to use it.

  « L’air que nous respirons est composé d’azote, d’oxygène et de publicité. Nous baignons dans 

la publicité »1）, si ce que le publicitaire Robert Guérin écrivait en 1957 était déjà justifié à  

l’époque, cette image illustre parfaitement notre monde actuel. La publicité est omniprésente, on ne 

la trouve pas seulement sur l’écran de notre télévision et dans notre boîte aux lettres, mais aussi sur 

notre arrêt de bus, au cinéma ou même dans notre petite épicerie de quartier. Elle est à chaque coin 

de rue.

  Au Japon, la rue est un véritable espace dédié à la publicité. Sa diffusion est accentuée par des 

écrans géants, positionnés en haut des immeubles ils transmettent en continu des vidéos rivalisant 

de couleurs vives et de musiques entraînantes pour attirer l’attention des passants et le nombre 

d’affiches dans les transports en commun ainsi que celles sur les immeubles et les devantures de 

magasins est impressionnant.

  Un autre constat que nous avons fait concerne les coupures publicitaires à la télévision. Alors 

qu’en France elles sont annoncées, au Japon nous remarquons qu’une publicité arrive brusquement 

et que les coupures sont plus nombreuses mais plus courtes, ce qui oblige d’une certaine façon le 

téléspectateur à rester devant son écran.

  Si l’on s’intéresse aux chiffres, nous pouvons noter que le Japon est, après les États-Unis, le 

pays qui dépense le plus d’argent pour la publicité avec un budget d’environ 44 milliards en 2010 

contre 14 milliards en France la même année.2）

  Impossible donc de passer à côté de la publicité et de vivre sans. Nous, professeurs de langue 

étrangère, sommes toujours à la recherche de documents authentiques pour intégrer des facteurs 

linguistiques et culturels dans la classe, alors pourquoi ne pas utiliser la publicité comme outil 

pédagogique?
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I） D’un point de vue linguistique

  Le rôle principal de la publicité est d’attirer le consommateur. Il faut que son message le 

touche, l’importance réside alors dans la formulation. Pour captiver notre attention et influencer 

notre comportement, son outil est donc le langage.

  Le contenu linguistique d’une publicité est souvent court mais précis. Ces messages ont 

beaucoup d’intérêt pour nous car ils condensent des figures de style et des points grammaticaux 

intéressants. Voyons quelques exemples.

-  L’impératif :

« Venez comme vous êtes » （McDonalds）

« Changez pour le meilleur. » （Leerdammer）

« Prenez soin de votre peau. » （Vichy）

-  La rime :

« Des voyages et bien davantage. » （Air Miles）

« Des idées de génie. » （Gifi）

« Zéro tracas, zéro blabla, MMA. » （Mutuelles du Mans Assurances）

-  Les jeux de mots

« Les athlètes sont la lumière des jeux. Nous sommes fiers de les éclairer. » （EDF）

  Les exemples ci-dessus montrent que les slogans sont une source d’exploitation intéressante et 

presque infinie. Pour qu’il y ait plus d’impact sur les apprenants, nous suggérons de choisir une 

marque qu’ils connaissent ou bien de faire un parallèle avec un produit et une publicité similaire 

dans leur pays.

  Le travail sur les outils de langue nous semble incontournable, cependant, l’intérêt de la public-

ité ne réside pas uniquement dans son aspect linguistique, mais aussi dans sa richesse sociocul-

turelle comme nous allons le développer dans la partie suivante.
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II） D’un point de vue culturel

  Convaincue de l’importance de la culture dans le processus d’apprentissage d’une langue 

étrangère, nous sommes dans la constante recherche de matériaux à intégrer dans la classe. Nous 

pensons que les photos que proposent les manuels de langue ne sont pas suffisantes et qu’ajouter 

des documents authentiques est toujours un avantage.

  La publicité véhicule un style de vie, une façon de s’exprimer et l’ambiance d’une époque. Elle 

illustre le monde réel et concret dans sa démarche de vouloir répondre aux besoins des consomma-

teurs. C’est un bon indicateur des valeurs sociales, des comportements culturels et des modèles 

socio-économiques d’une société. Krishna Julieta Samayoa Ramirez （« Publicité, société et culture »） 

dit être « （. . .） absolument d’accord avec le fait que la publicité n’a pas seulement des fins commer-

ciales, mais aussi politiques, sociales, morales et idéologiques. La publicité est considérée comme la 

« langue dominante » de la culture, une langue sociale, sans doute le système d’information le plus 

important de l’histoire parce que la publicité peut toucher tous les secteurs et tous les domaines. »3） 

La publicité possède donc un contenu culturel riche et évident qui peut être utilisé comme base 

pour aborder un sujet dans la classe ou pour discuter directement d’un fait de société ou d’un trait 

culturel intéressant.

  De plus, l’objectif principal de la publicité étant de convaincre l’interlocuteur nous allons 

pouvoir observer des stratégies de communication intéressantes pour notre terrain d’étude. 

L’important ne réside pas uniquement dans ce qui est dit, mais également dans la façon dont cela 

est dit. Autrement dit la façon d’aborder un thème, de diffuser un message va varier selon le 

contexte et c’est là un point culturel à ne pas négliger.

  Pour que la publicité soit un matériel utile et justifié en classe de langue, l’enseignant doit 

fournir en amont un certain travail de recherche. Par exemple, comparer la promotion d’un même 

produit en France et au Japon met en valeur les différences culturelles. Il nous semble important de 

préciser que toutes les publicités ne sont pas bonnes à exploiter en classe, certaines ne montrant 

que peu d’intérêt; de même, nous pouvons nous focaliser uniquement sur quelques éléments d’une 

publicité sans pour autant l’étudier dans les détails. Il est important de définir des objectifs au préal-

able et de guider les apprenants à travers des activités adaptées. Les possibilités didactiques que 

nous offrent les publicités sont infinies mais il est nécessaire de les adapter au niveau des 

apprenants ainsi qu’au sujet du cours. Pour un niveau débutant, nous pensons qu’il convient de se 

limiter à une exploitation linguistique en s’intéressant aux contenus grammaticaux; cependant, à 

partir d’un niveau plus avancé nous pouvons mettre en place des activités orientées sur la communi-

cation et s’intéresser aux contenus culturels.

  Nous proposons quelques contenus culturels que nous pouvons retrouver dans un spot publici-
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taire et que nous pouvons exploiter:

-  Images culturelles associées à la France ou aux pays francophones

-  Composantes d’un mode de vie （normes d’hygiène, de repas. . .）

-  Mode ou standard vestimentaire selon les tranches d’âge

-  Préjugés et stéréotypes sociaux

III） La motivation

  Un autre avantage de la publicité est qu’elle aide à motiver les étudiants. En effet, comme nous 

l’avons déjà dit précédemment, elle est conçue pour attirer l’attention. Pour cela elle a pour objectif 

de marquer les esprits dans un court laps de temps en étant la plus créative possible pour provoquer 

un impact. Cette stratégie, mise en place pour attirer le consommateur, le séduire et l’amuser, va 

nous être tout aussi efficace pour capter l’attention de nos apprenants. Grâce à ce support nous 

pouvons aborder une multitude de sujets et choisir ceux qui touchent les centres d’intérêts des 

apprenants.

  De plus, la publicité va changer le rythme habituel du cours de langue car elle permet de 

manipuler les nouvelles technologies. Elle peut donc être utilisée pour donner un élan de motivation 

ou éveiller l’intérêt et rendre le cours plus interactif.

  Enfin, l’univers de la publicité fait appel au monde de l’imaginaire et à celui des rêves et cela est 

pour nous un élément de motivation supplémentaire. En effet, avec un spot publicitaire la possibilité 

d’expression personnelle nous semble plus importante et elle permet aux apprenants de sortir du 

cadre fermé de la classe et des manuels le temps de quelques minutes. C’est un moyen utile et 

agréable de travailler une langue étrangère.

IV） Proposition didactique

  Il existe plusieurs formes de publicité, elle peut se retrouver à l’écrit, à la radio, au cinéma ou à 

la télévision. Dans notre recherche, nous nous intéressons à la publicité sous sa forme audio-vi-

suelle, car en alliant le son et l’image c’est celle qui a, selon nous, le plus d’impact sur notre société 

et c’est également celle qui va nous permettre de mieux attirer l’attention de nos apprenants.

  La proposition ci-dessous a été réalisée avec des étudiants de troisième année de licence de 

français dans le cadre d’un cours de FLE.

Publicité Nestlé, gâteau au chocolat 2013

Niveau : B1 （selon le cadre européen de référence pour les langues）

Matériel : Ordinateur et/ou écran pour projeter la vidéo

Durée  : Spot publicitaire de 30 secondes

62 L’utilisation de la publicité en classe de langue étrangère



     Activité de 40 minutes environ

Objectifs :   Maitriser le champ lexical de la cuisine et l’impératif pour comprendre et écrire une 

recette de cuisine

Démarche pédagogique:

1） Compréhension générale

a-  On regarde d’abord la publicité sans le son

  Visionner dans un premier temps la vidéo sans le son permet aux apprenants de se concentrer 

sur ce qu’ils voient et leurs capacités d’analyse et d’observation ne sont pas perturbées par des 

paroles qu’ils auront sûrement plus de mal à comprendre. L’inverse est également possible,  

c’est-à-dire écouter sans voir puis faire deviner aux apprenants les détails de l’image. Le choix 

dépend de ce sur quoi nous souhaitons mettre l’accent.

b-  Compréhension et interprétation

  Il s’agit d’un premier contact avec le spot publicitaire. C’est un travail à réaliser en classe 

entière, à l’oral. Cela permet de s’assurer d’une bonne interprétation de la publicité dans son ensem-

ble et d’observer les premières réactions des apprenants.

-  Décrivez les personnes que vous voyez dans la vidéo.

-  Qu’est-ce qu’elles font ?

-  Où est-ce qu’elles sont ?

-  Que pouvez-vous dire du chef cuisinier ?

-  Quel est le produit que présente cette publicité ?

a-  Travail sur la langue

  Nous diffusons cette fois la publicité avec le son et l’image et nous posons des questions plus 

détaillées. Nous pouvons visionner la vidéo plusieurs fois selon les besoins des apprenants.

-  Faites la liste des ingrédients utilisés dans cette recette.

-  Relevez les verbes à l’impératif et donnez leur infinitif.

2） Activité d’expression orale

Demander aux apprenants de présenter, à la façon du petit chef, la recette de leur gâteau préféré.

  Une publicité offre plusieurs pistes de travail et il s’agit d’une de nos propositions que nous 

avons adapté au niveau et au thème de notre classe. Cette activité met l’accent sur l’impératif et 

permet de se familiariser avec la grammaire en contexte puis de se l’approprier grâce à la produc-

tion orale.

  Concernant le rythme de travail, il n’est pas nécessaire de passer trop de temps sur une même 
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publicité. Nous pensons qu’une séance suffit, la terminer avec une publicité reprenant le même 

thème peut être envisagé.

  Pour conclure, la publicité permet d’évaluer plusieurs compétences bien qu’elle valorise la 

compréhension et l’expression orale. Dès les premières secondes, nous comprenons rapidement le 

message qu’elle souhaite véhiculer et ainsi on ne s’attarde pas sur de multiples visionnages. Le fait 

qu’elle soit courte et directe permet aussi aux apprenants de rester concentrés et attentifs. De plus, 

les exploitations pédagogiques d’une publicité peuvent s’adapter à un large public d’apprenants 

d’âges, de nationalités ou de niveaux différents. C’est un outil pédagogique que nous pouvons 

intégrer occasionnellement dans nos classes.

 Laura Ariès
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〈Summary〉
  The use of the word “image” was originated from Chinese poetry theory in the field of 

literature. It is the earliest and widely used term in Chinese poetry theory. The western 

Imagism found its theoretical support from Chinese classical poetry theory and developed its 

imagism poetry theory. On the other hand, the western Imagism poetry theory fed back the 

development of Chinese poetic image theory. Chinese and western poetic image theories inter-

acted with each other, which made them both have the differences and similarities.

〈Key words〉
Chinese poetic image theory; western poetic image theory; interaction; difference and 

similarity

1．引　　言

文学领域中“意象”一词的使用最早源自于中国诗歌理论，是中国诗歌理论中出现最早而且又

得到广泛使用的重要术语，因此，文学中一提及意象也多指诗歌意象。意象是构成诗歌的基本因素，

客观物象、事象入诗即成为意象，诗人在创作诗歌作品时，把自己对社会、生活的主观感受、情感、

思想等寄托在精心选定的客观物象上，使之成为“含意之象”，成为可感可触的、生动的艺术形象，

从而使诗歌产生强烈的感染力（刘芳，2007a）。

诗歌意象理论是诗歌理论的重要组成部分，本文中，我们将首先概述诗歌意象理论在中、西方

的起源和发展；然后阐述中、西方诗歌意象理论之间的相互影响、相互渗透；最后对中、西方诗歌

意象理论的异同进行对比分析。

2．中国诗歌意象理论溯源

意象在文学领域的使用始于中国，它是中国传统抒情文学特别是以诗词为主导地位的韵文学的

一个重要审美范畴。中国古代典籍关于“象”的记载最早见于《尚书 • 说命》1) ：“梦帝赉予良弼，

其代予言。乃审厥象，俾以形旁求于天下。说筑傅岩之野，惟肖。”这里叙述了殷高宗武丁根据他

梦中之象找到傅说并立其为相的故事。“乃审厥象”中的“象”是梦中“良弼”的外在形象，武丁

的行为是对梦境的一种追忆，是对想象中表象的一种体察。《左传》2) 中亦有“铸鼎象物”的记载：

“铸鼎象物，百物而为之备，使民知神奸。”象征族权和政权的铜鼎上刻绘着各类鬼神物怪形象，能

“使民知神奸”，使人们能清楚地分辨出“神”（善）和“奸”（恶），从而采取崇敬、赞赏或抛弃、

回避的态度。这里的“象”是指远古神话中的形象或图腾，是远古先民借助形象来充分表达人之意
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念的方式。

“意”和“象”最早的联系可以追溯到先秦哲学。《周易》又名易经，是中华文明史上一部内

涵精深、影响广泛的典籍，是中国最古老的一部筮书，又是一部反映早期人类思维形式的哲学著作，

凝结了远古先民的睿智卓识。书中的“卦象”“正是一种反映早期人类思维的意象”（陈植锷，

1990 ：15）。《周易 •系辞上》中说：子曰：书不尽言，言不尽意。然则圣人之意，其不可见乎？子

曰：圣人立象以尽意。不可见之“意”，不能完全由“言”表达，可以用可见之“象”表达。“立象

以尽意”所体现的以近见远、以具体表现一般的原则以及暗示、象征的手法对后来诗歌意象理论的

形成产生了深远的影响。

意象后来作为一个完整的概念，最早出现于东汉王充3) 的《论衡 • 乱龙》一文。文中说：“夫

画布为熊、麋之象，名布为候，礼贵意象，示义取名也。”句中“画布”即是绘有熊、麋等单个图

象的布帛制成的旗帜，是用来象征各级贵族和官员地位的标志。由此可见，意象这一词自诞生之日

起，就与大自然中个别具体的客观物象联系在一起，而在书面文字中，与意象相对应的也就是表示

具体物象的单个孤立的词语。王充还在这篇文章里另举一例，“礼，宗庙之王，以木为之，长尺二

寸，以象先祖。孝子之庙……虽知非真，示当感动，立意于象。”古人把意象理解成为一种象征，

一种“表意之象”，这正是中国当时文学艺术的实际决定的。诚如童庆炳先生（1998 ：200）所言：

“世界一切民族的最古老的艺术几乎都是象征，中华民族自然也和世界上其他文明民族一样，有着

自己堪称辉煌的象征艺术时代。那不断焕发出新意的龙、凤图象，半坡出土彩陶上的人面含鱼纹，

以及关于盘古、女娲、后羿、夸父等的神话传说等等，都证明着这个象征艺术时代的存在。”

中国第一个在文学领域使用意象概念的人是南朝的文艺理论家刘勰。他强调了意象在文学创作

中的重要作用。他认为艺术构思一旦成熟，就要进入艺术表达阶段。他在其被称为中国第一部系统

文学理论巨著《文心雕龙 • 神思》中说：“然后使玄静之宰，寻声律而定墨；独照之匠，窥意象而

运斤；此盖驭文之首术，谋篇之大端。”“窥意象而运斤”就是指运用笔墨描述作者想象中的景象。

刘勰这里所说的意象，已不同于先秦哲学中的解释，是“神思”的结果，是作者对生活材料进行情

感酝酿、想象加工之后所得到的结果，是作者的“意中之象”，不但意象中的“意”是主观的，

“象”也是主观的。这也正是中国传统诗歌意象理论的独特之处和本质所在。刘勰不仅完成了意象

理论从哲学向文艺学的转变，而且也推动了诗论中象征性意象向情感性意象的转换。

中国诗歌意象理论自唐宋以后，得到了进一步的发展，几乎涉及整个文学艺术领域，意境论也

在唐代开始形成。晚唐诗论家、诗人司空图提出了著名的“三外”说，即“象外之象、韵外之致、

味外之旨”。此说的精髓是“超以象外，得其环中”（司空图《诗品 •雄浑》），即超越事物的表象而

把握其本质。明清时期，诗家又蜂拥以意象论诗，意象理论日趋完善、成熟。它们从“意”和

“象”两方面来论述完美意象的产生。明代文学家、思想家王廷相在《与郭价夫学士论诗书》（卷

32）中说：“夫诗贵意象透莹，不喜事实粘著。古谓水中之月，镜中之影，可以目睹，难以实求是

也……故示以意象，使人思而咀之，感而契之，邈哉深矣，此诗之大致也。”“水中之月，镜中之

影”是“象”，但此时的“象”已不再是现实中具有独立自足意义的实有的景和物了，而是“使人

思而咀之，感而契之”的诗人情感载体的意象了。情与景合，心与物契，这正是诗歌意象的真谛所
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在。明末清初的著名思想家王夫之对诗歌意象的本质及特征做了更深入的分析。他在《古诗评选》

（卷 5）中说：“情不虚情，情皆可景；景不虚景，景总含情”；在《姜斋诗话》中说“情景名为二，

而实不可离。神于诗者，妙合无限”。他认为诗歌意象的本质是对自然美的真实反映，是“情”和

“景”的内在统一，而“情”和“景”的结合可以有多种形态，只要是内在的统一，而不是外在的

相加，都可以构成意象。清代文论家叶燮《原诗 • 内篇下》卷 2 中说：“可言之理，人人能言之，

又安诗人之言之？可征之事，人人能述之，又安诗人之述之？必有不可言之理，不可述之事，遇之

于默会意象之表，而理与事无不灿然于前者也。”他认为世上存在有语言所不能表达的事理、语言

所不能描述的事物，这种“不可言之理”、“不可述之事”，叶燮又称“至理”、“至事”，诗人所追求

的应该是这种表达“至理”、“至事”以达到艺术至境的“意象”。

由上可见，诗歌意象理论在中国古代诗学中经历了漫长的发展过程，并逐步确立了其重要地位，

成为中国古典诗歌的主要创作原则和审美标准。

中国古典诗歌的意象创造和古代诗学中的意象理论对 20 世纪初西方意象派的诗学主张和诗歌

创作产生了深远的影响。意象主义运动不但给英美诗坛开拓了一种诗歌创作的新境界，而且意象派

的诗学主张和创作理念反过来又对中国正在“尝试”中的新诗运动给予了积极的影响，也激发了人

们重新审视中国传统文学中宝贵因素的热情。

20 世纪 80 年代以来的 20 多年间，学术界对诗歌意象的研究更是取得很大进展。国内有关诗

歌意象理论研究的论文有 100 多篇，意象理论研究的学术专著十多部，如，陈植锷先生（1990）的

《诗歌意象论》，此书从意象的界说、组合、分类、艺术特征、美学意味和文化整合等诸方面，对中

国古典诗歌意象进行了比较全面的探讨；吴晓先生（1990）的《意象符号与情感空间》，此书从

“诗歌是一个意象符号系统”这一本体论观念出发，系统描述了意象的产生、运动以及诗歌情感空

间的构成规律，并从意象的符号性质以及它的可感性入手，详细论证了意象的表现形态和组合；王

长俊先生（2000）等的《诗歌意象学》，此书以较为新颖的观点分析了诗歌意象的特性、诗歌意象

的生成、分类、组合、思维运动等方面的问题；严云受先生的《诗词的意象魅力》，此书主要把注

意力放在古典诗词意象的微观分析上，通过对大量实例的品赏、分析，探讨意象以及意象之间相互

关系的规律性特点；此外，还有夏之放先生（1993）的《文学意象论》、吴晟先生（2000）的《中

国意象诗探索》、汪裕雄先生的《审美意象学》（1993）、《意象探源》（1996）等等。这些专著都从

不同的视角、采用不同的方法对诗歌意象进行了关照和研究。

3．西方诗歌意象理论溯源

英语中，意象的对应词是 image，它源自拉丁文 imago。Image 在西方最初不是文学领域中的

术语，而只是一个心理学概念，一般译为“表象”、“印象”或“影象”。根据感受媒介和性质的不

同，image 可以分为不同的类型：视觉的、味觉的、触觉的等。随着 18 世纪以来 image 在西方美

学领域中的流行和 20 世纪初西方诗坛上意象派（imagism）的出现，image 在西方也渐渐在文艺理

论中广泛使用，但文学领域中对 image 的解释仍以心理学中的概念为基础。

在西方文艺理论发展史上，自亚里士多德（Aritotle）以来，摹仿说4) 长期居于主导地位，西
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方文学创作中再现性和叙事性文学一直是主要的文学样式，那时用意象理论来阐释文学的观点相对

很少，文学中的意象理论迟迟没形成。后到 18 世纪初，德国唯理主义哲学家鲍姆嘉滕（A. G. 

Baumgarten）在美学领域对意象发表了观点。当时德国唯理主义哲学家莱布尼兹（G. W. 

Leibnitz）和其弟子沃尔夫（B. L. Wolf）等人已建立了一个庞大的哲学体系来研究人类的认识。

他们认为思维或理性认识是高级认识，是能引导人们的认识达到完善的；而感觉或感性认识是混乱

的或低级的认识，诗和艺术都是属于低级认识的范围（见王旭晓，2000 ：1—2）。沃尔夫的学生鲍

姆嘉滕虽然承继了理性主义思想，却认为感性认识，特别是诗（即文学），也能导出明确的理性原

则，不应该被轻视。他在 1735 年出版的博士论文《诗的哲学默想录》中说：“哲学和如何构思一首

诗的知识是联接在一个最和谐的整体之中，却往往被视为完全相反的东西。”（鲍姆嘉滕，1987 ：

126）文中还首次提出建立一门学科来研究感性认识，这门学科可称为“Aesthetica”，即“感性

学”。他认为感性认识的完善就是美，这也是“Aesthetica”被译为“美学”的一个原因。鲍姆嘉

滕也因此书而获得了“美学之父”的称号。鲍姆嘉滕在此文中还写道：“一般诗的艺术可以定义为

一种有关感性表象的完善表现的科学。”（同上：138）感性表象是通过对个人心目中善与恶的事物

的再现所呈现出来的，所以能引起感动的、能激起最强烈的情感的就是最有诗意的，而美是与“完

善”联系在一起的。因此，诗就是一种关于完善的感性表象的谈论。基于这样的认识，鲍姆嘉滕发

表了他对意象的看法：“意象是感情表象，因而更具有诗意。”（同上：138）

在德国浪漫主义文艺运动中，康德5)（I. Kant）在《判断力批判》里提出了一个重要的美学

术语“aesthetische idée”，即“审美意象”。康德指出，“审美意象是想象力所形成的一种形象显

现，它能引人想到很多东西，却又不可能由任何明确的思想或概念把它充分表达出来，因此也没有

语言能完全适合它，把它变成可以理解的……”“想象力所造成的这种形象显现可以叫做意象，一

方面是由于这些形象显现至少是力求摸索出越出经验范围之外的东西，也就是力求接近理性概念

（即理智性的观念）的形象显现，使这些理性概念获得客观现实的外貌；但是主要的一方面还是由

于这些形象显现（作为内心的直觉对象）是不能用概念去充分表达出来的。”（见朱光潜，2002 ：

390）审美意象以“有尽之言”（个别具体形象）表达出无穷之意（理性观念内容及其可能引起的无

数有关的思致），能够引人从有限到无限、从感性世界到超感性世界；能使人感觉到超越自然限制

的自由。

随着浪漫主义在欧洲文坛上的勃兴，意象诗学被推到一个显赫的位置。然而，在西方，对诗歌

意象理论影响最大的当属于英美意象派的观点，也正是意象派使得诗歌意象理论在西方文学领域被

广泛使用。

意象派是 20 世纪初出现的西方现代诗歌流派，其主要奠基者有美国的庞德（E. Pound）、罗

厄尔（A. Lowell）、英国的休姆（T. E. Hulme）、弗林特（F. S. Flint）等人。英美意象派的出现是对

当时西方诗坛文风的一种反拨，它的产生一方面是深受中国古典诗歌意象理论的影响，另一方面也

有其深刻的历史背景：

其一，20 世纪初，英美文坛中，传统诗歌、尤其是浪漫主义、维多利亚诗风蜕变成一种感伤

的无病呻吟和陈腐烦冗的伦理说教，而且表现形式因循守旧。庞德及其意象派提出“反常规”地进
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行诗歌创作的主张，强调诗人应用浓缩、凝炼、鲜明的意象来传达诗人的情感。庞德在 1908 年 10

月 21 日给美国诗人威廉 •卡洛斯 •威廉斯（William Carlos Williams）的信中把自己“诗艺的最

终成就”写为：“1. 按照我所见的事物描绘；2. 美；3. 不带说教……”（见彼德 • 琼斯，1986 ：

7）而后，庞德在 1909 年发表了一首诗，题为《对现代诗中的朦胧精神的反叛》：

  伟大的主啊，如果人们只是成长为苍白的病病歪歪的幽灵，

	 	 这些幽灵只能在这浓雾和暗晦的光中生活。

	 	 如果你的儿子们成长为这样瘦弱的蜉蝣，

	 	 我恳求你与浑沌搏斗……

  （见彼德 •琼斯，1986 ：3）

英美意象派以其反常规的革新意识对传统的诗风形成了强烈的冲击。

其二，20 世纪初，柏格森热流行。柏格森（Henri  Bergson）是法国 20 世纪有重要地位的哲

学家，他倡导的生命哲学是对现代科学主义文化思潮的反拨。他推崇直觉而贬低理性，认为科学和

理性不能把握绝对的运动和实在本身，唯有依靠本能的直觉才能体验世界的本质和生命存在的“绵

延”。意象派的奠基人之一、英国诗人休姆就直接受教于柏格森。他从直觉主义出发，得出唯意象

论的观点：艺术 =直觉 =意象，认为艺术家的任务就是通过直觉捕捉生活的意象。意象派诗歌特别

强调意象和直觉的功能。

其三，形成于 19 世纪中后期至 20 世纪三、四十年代的欧美象征主义诗歌流派也为意象派的产

生提供了一定的基础。欧美象征主义诗歌主要是以暗示和联想为基础的创作，这种暗示和联想使诗

歌富有一种梦幻般、朦胧般的神秘美，而神秘美又主要通过非理性化、音乐化、陌生化的方式来营

构。意象派诗人大多经历了象征主义诗歌的创作，因此，一些学者认为意象派诗歌应属象征主义诗

歌流派的一个分支和变异。事实上，意象派诗歌与象征主义诗歌有着本质的差别：象征是用一个事

物来代指另一事物，或用具体的事物暗示抽象的理念，而意象则是主、客体的有机融合，物象和情

感的复合；象征主义诗歌常用晦涩、神秘的象征和梦幻来暗示某种心理状态，而意象派诗歌则用鲜

明、形象、凝练的意象来与诗人的情思融为一体。

1913 年 3 月，作为英美意象派诗人的主要代表，弗林特在《诗刊》（Poetry ：A  magazine  of 

Verse）上发表了《意象主义》（Imagism）一文，集中阐述了意象派的三原则，即①直接处理“事

物”，无论是主观的还是客观的；②绝对不使用任何无益于呈现的词；③至于节奏，用音乐性短句

的反复演奏，而不是用节拍器反复演奏来进行创作（见彼德 •琼斯，1986 ：150）。这三条原则显然

成了意象派的第一个政策声明。英美意象派的产生是对当时西方诗坛文风的一种反拨，甚至导致了

一场深刻的文学变革运动。

20 世纪以来，意象在西方诗歌理论中越来越受到重视，西方众多的文学批评家、诗人都纷纷

对意象作出了界说。英国女批评家斯珀津（C. Spurgeon）在其 1935 年出版的专著《莎士比亚的意

象》（Shakespeare’s Imagery）中全面、概括地评述了意象在莎士比亚剧作中的意义和作用。她将

69論中西詩歌意象理論的互融互動



意象界说为 ：“用任何一种方法勾画出来的任何一个想象的画面或其他经验，它不仅可以通过诗人

的某一感官，而且还可以通过他的头脑和情感为他所感知；诗人为了达到类比的目的，往往把它们

用于最广义的明喻和隐喻形式。”（见王先霈等，1999 ：202）美国新批评派的重要人物布鲁克斯

（C. Brooks）和沃伦（P. P. Warren）于 1938 年合著了《理解诗歌》（Understanding  Poetry），

书中明确指出，“意象是诗的核心”，诗人是 “按意象思维”的，或者“通过意象或在意象中感觉”

的，“思想、感情、意象……以及语言机制和节奏的这种密度、这种渗透、这种融合，乃是诗的本

质、诗的力量的源泉。”（Brooks & Warren，2004 ：196）英国诗人刘易斯（C. D. Lewis）在 1947

年出版了论著《诗歌意象》（The  Poetic  Image）一书。书中，他指出意象是：“语言绘成的画面”，

“一首诗本身也可以是多种意象描写绘制成的一个意象。”（见王先霈等，1999 ：201）美国现代学者

阿伯拉姆斯（M. H. Abrams）在其《文学术语汇编》（A Glossary of Literary Terms）中总结了

意象的常见用法：“1. 表示诗歌或其他文学作品里通过直叙或暗示，或者借助于比拟使读者感受到

物体及其特性”；“2. 在狭义上可视客体与情景进行的描写，尤其是生动细致的描写”；“3. 按照目

前最普遍的用法是指比喻语，尤其是指暗喻和明喻的喻体。”（同上：203）瑞士心理学家荣格（C. 

G. Jung）提出“集体无意识”理论6)，开创了“原型批评”的文学批评新纪元。荣格认为，作家

是在集体无意识的支配下，不自觉地在作品中体现了某些原型，读者则由这些原型触动了积淀在内

心深处的集体无意识，会感到无比的欣喜若狂、酣畅淋漓，仿佛在心中产生了共鸣。荣格把原型看

作是集体无意识和“种族记忆”；而后，加拿大文学批评家诺思洛普 •弗莱（Northrop Frye）拓宽

了原型的定义，认为原型即是典型的反复出现的意象，其中包含某些原始意象。原型意象批评使意

象研究具有了文化学的意义。

西方各文学批评流派都从不同的角度对意象在文学作品中所起的作用进行了阐述，正如汪耀进

先生（1989 ：49）所总结的，“新批评派从意象中窥见领契整部作品的统一主旨；神话原型批评从

意象中挖掘出心理、文化原型；结构主义符号学从意象的交叉轴入手得到‘文本互涉’

（intertextual）的快感；心理分析从意象中看到被压抑的欲望的冲动迹象 ；而解构主义则从意象

模式中寻得拆碎作品整体的途径。”

4．中西方诗歌意象理论的相互影响

随着中西文化的交融，诗歌意象理论在中西方的互动互融中得到进一步的发展。西方诗歌意象

派从东方、尤其是从中国古典诗歌理论中找到了自己的理论支撑点，发展了意象主义诗歌理论；同

时，西方诗歌意象派又把自己的意象主义诗歌理论反馈给中国，对中国诗歌、尤其是对现代诗歌理

论也产生了深远的影响。“意象主义在东西方文学中的回返影响，好比是中国的四大发明，传到中

世纪末期的西方后，促进了西方近代化的进程；反过来，西方又以发展深化了的中国四大发明——

西方近代科学技术，敲开了东方的大门。这种影响在世界文化史上称之为回返影响。”（洪雪花，

2006）

首先，中国古典诗歌意象理论深刻影响了西方意象派诗歌理论主张的形成。这一点可以从意象

派奠基人庞德身上管窥一斑。庞德早年就对中国和日本的绘画艺术以及中国古诗和日本俳句有所接
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触，这些东方因素曾影响他的创作，但那时中国诗歌尚未在他的心目中占据中心位置。后来受美国

著名汉学家费诺罗萨（E. F. Fenollosa）的影响，庞德才真正倾心于中国的古典诗歌及其意象理

论。费诺罗萨是美国诗人和诗歌理论家，他在赴日访学时接触到了汉字和中国古诗，后所写《汉字

作为诗歌媒介》（The Chinese Written Character as a Medium for Poetry）一文在西方诗坛影

响很大。1912 年，庞德在伦敦结识了费诺罗萨的遗孀，她将丈夫有关中国诗歌和日本诗歌的研究

手稿交付庞德收藏。英国评论家马库斯 •坎立夫（M. Cunliffe）认为，对于庞德来说，“中国和日

本诗给予他重要的影响，他对中国的文字和观念产生了浓厚的兴趣。”（Cunliffe，1970 ：247）自

此，庞德开始认真研究中国古典诗歌，他似乎从中国古老的文明中看到了现代西方所急需的理智和

理想。他在 1913 年 3 月《诗刊》（Poetry ：A  magazine  of  Verse）7) 发表的意象主义者的《几个

“不”》（A  Few  Don’t）中为意象下了如下的定义：“An  image  is  that  which  presents  an 

intellectual and emotional complex in an instant of time.”（一个意象是在一刹那时间里呈

现理智和情感的复合物的东西）（Pound，2004 ：84）。1915 年他还在《诗刊》上著文指出，中国诗

“是一个宝库，今后一个世纪中将从中寻找推动力，正如文艺复兴从希腊人那里找到了推动力。”

（见赵毅衡，1985 ：11）庞德以孔孟之道支持自己的政治经济观点，以中国诗学支持自己的文学理

论。1915 年他出版了《华夏集》（Cathay），诗集中收录翻译了 18 首中国古典诗歌，并因此而胜誉

英美。在其后的几十年内，庞德不断研究中国文学与诗歌，探索孔子哲学的真谛，成为中国古代文

明走向世界的歌颂者和传播者。象形表意的汉字、中国古典诗歌注重使用鲜明意象的表达手法、那

种寓激情于清静的审美趣味，以及中国古典诗歌凝练、简洁、恬淡的语言风格和跳跃式的句法结构

都深深吸引了英美意象派诗人，并对他们的诗歌创作产生了深远的影响。正如美国诗人弗莱契（J. 

G. Fletcher）所说：“如果法国象征主义被视为意象主义的生父，中国诗歌就是它的养父。”（见

Christy，1945 ：155）

同理，西方意象派的思想又反哺中国诗歌意象理论的拓展，特别是对中国新诗发展的影响尤为

深刻。仅以中国新诗代表人物胡适为例，他的诗论主张就吸纳了英美意象派的诗歌理论精华。“新

加坡的著名学者王润华先生指出，胡适在新文学运动中所提出的‘八不主义’8) 就是受到了英美意

象派诗论的直接影响，它与罗厄尔在《意象派宣言》中所提的‘六大宣言’以及庞德所提的‘几条

戒条’有很多相似之处，而且胡适当时把意象派宣言的相关内容剪贴在自己的日记上。胡适《尝试

集》中的一些诗作如《湖上》、《蝴蝶》等在意象适用方面和意象派诗歌颇相类似。在现代诗人戴望

舒、李金发、徐志摩、冰心、艾青、卞之琳、郑敏等诗人的作品中都可以发现意象派的烙印。”（李

孝诠，2004）

5．中西方诗歌意象理论的对比

诗歌意象理论在中西方学术界都得到了广泛的关注，并且相互之间有着深刻的影响。具体对比，

中西方诗歌意象理论既有共同点，也有各自相异的地方。
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5.1　中西诗歌意象理论的差异

意象是构成诗歌的一个基本因素，毫无疑问，意象在古今中外的诗歌都起着重要作用，但是由

于中西文化不同，中西诗歌意象理论也存在着差异。

	 1）基于不同的哲学基础

哲学历来是艺术的思想基础。中西方不同的哲学体系，是造成中西诗歌意象理论差异的一个重

要原因。

中国哲学的精神实质是自然之“道”。所谓“道”，即是自然界万物的自然性，万物的自然运动

状态：自然而然。因此，中国传统文化的核心观念即是“天人合一”。从主要组成中国传统文化的

儒、道两家思想看，儒家的“天”多指“天命”、“天道”、“天理”，即心、性、天是和谐统一的。

孟子《尽心上》中说：“尽其心者，制其性也。知其性，则知天矣。存其心，养其性，所以事天

也。”孟子的性善论奠定了儒家以人性为基础的道德修养论的基础，认为人性和道德源于天，因而

通达天人合一的道路就是通过修身养性而与体现天意的社会纲常和皇权政治协调一致。道家的

“天”有时指创造世界万物的“道”——“天道”，但更多的时候指自然界。道家提倡通过个体清净

无为的修养而反本归真，与天合一。正如庄子《齐物论》中所说“天地与我并生，而万物与我为

一”。这种“天人合一”自然观正是中国哲学的总体特征。中国哲学的自然观，取消了人和天观念

上的区别，也取消了主体和客体之间的区别，“天人合一”的观念使人从有限的意念中解脱出来，

成为自然人。

西方哲学的核心思想是主客二分。西方文化，陈本益先生（2002 ：134）称之为“智性文化”，

是以古希腊为源头发展起来的。当时的希腊人主要从事海上贸易或游牧生活，所以他们急于去认识

自然、战胜自然，因此古希腊科学比当时以农耕为主的中国发达。当人类因主客体分化而开始具有

自觉意识时 ,他们首先最惊讶和最意欲征服的就是独立于人之外的客体：或是物质的客体，或是精

神的客体。西方古代的这种“客体起点”的本体论也正是其自来重视发展科学技术的哲学基础。到

了近代，西方哲学不再着重研究客体的本源是什么，而是重视研究主体能否认识客体以及如何去认

识客体，从而出现了西方哲学从本体论向认识论的转向，也可以说是由客体论向主体论的转向。出

现这一转向的原因有二：一是，从社会历史发展看，人性的觉醒以及近代科学的发展，为人的理论

思维力和感情观察力的研究提供了依据，从而成为推动这一转向的直接动力；二是，从哲学的自身

发展看，本体论的研究已较充分，而认识论的广阔领域有待于开拓，因此，这一转向成为必然。西

方哲学从偏重客体方面，发展出科学精神；从偏重主体方面，发展出人本精神。到了现代，西方哲

学继承和发展了古代哲学的本体论和近代哲学的认识论，但是研究的重点也发生了从认识论到方法

论的转变，西方学者的所谓“哲学的语言转向”是这种方法论转向的一部分，是现代方法论发展到

一定时期的结果。方法在本质上属于主客体之间的中介，所以从认识论向方法论的转向也可以说是

从主体性向中介性的转向，而在主客体之间诸多中介中，如语言、文本等，语言是最普遍最重要的

中介。西方现代哲学方法论的转向正是西方哲学的主客二分核心观念的合乎逻辑的发展。

中国哲学中“天人合一”的自然观渗透在诗歌意象理论中，便成为“物我同一”观点，即达到

“意”与“象”、“情”与“景”、“心”与“物”的统一。“意”是形象化了的“意”；“象”是意化了
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的“象”，追求“意”和“象”的完全融合，使诗歌营造出一种和谐自然的意境，从而使意象具有

一个基本特性，即中和性。西方哲学中“主客二分”的核心观念影响到西方诗歌意象理论，便使意

象具有两种特性，即偏重于主体方面的“意”的内在心灵性——对主体自我的表现和偏重于客体方

面的“象”的外在形式性——对客体的认识。虽然意象派也认为意象是主体和客体的瞬间融合，但

他们认为，诗歌意象只是客观对应物的呈现，反映的是一种纯粹的感觉或体验 ,追求的是意象结构

本身 ,因而缺少中国诗歌深刻的内涵以及令人回味的余韵，诗歌也很难达到中国诗歌那种“意”和

“象”完全浑然融合的意境。意象派一味地追求绝对的意象，追求以意象表现情感与哲理，常常自

觉或不自觉地为写自然而写自然，为描写意象而描意象，从而形成了意象的简单堆砌，使诗歌失去

了深刻的意蕴和内涵，从而脱离了社会、脱离了生活。

	 2）基于不同的美学思想

中和美是中国美学思想中的重要范畴，它源自于儒家文化中的“中庸思想”。中国传统文化主

要是伦理道德性质的文化，陈本益先生（2002 ：131）称之为“德性文化”。从作为中国传统文化主

干的儒家文化来看，它主要是关于道德修养和人格理想的，重礼仪、重人伦，儒家的政治文化也是

基于其伦理道德的，正所谓“修身为本，为政以德”。儒家文化把“中庸思想”作为最高的道德规

范，以此来约束人的行为举止，使之符合“德”的要求。“中庸思想”体现出一种中和精神，即不

偏不倚、平衡和谐、保持常态的精神。中和精神首先指人心理上的情与理的和谐，主张情感的中和

美，要求人们“发乎情，而止乎礼义”，“乐而不淫，哀而不伤”，后来则泛指人与社会、自然之间

的和谐。中和精神所体现出的中和美也是中国美学的基本思想，在这种中和美的美学思想指导下，

中国古典诗歌节制情感的淋漓宣泄，反对作品的浓艳华丽，从而使诗歌意象含蓄、朦胧、凝练、恬

淡，具有一种阴阳相生、刚柔相济的中和美、朦胧美、含蓄美。

西方美学理论的基本思想是崇高（Sublime），它是自然界和艺术作品中能给人以惊心动魄的审

美感受的一种美学形态。崇高作为一个美学概念，相传是由古罗马时代的修辞学家卡苏斯 •朗吉努

斯（Casius  Longinus）提出的。他在《论崇高》第 35 章中说：“大自然在我们的灵魂中种下了一

种不可抗拒的爱，使我们爱一切崇高的东西，爱一切比我们更神圣的东西……当我们观察整个生活

的领域，发现处处皆是绝妙、伟大和美丽时，我们就立即明白了人生的目的。因此，出于一种自然

的冲动，我们并不是去赞美那些清澈、有实用价值的小溪，而是赞美尼罗河、多瑙河，或者莱茵河，

我们更赞美海洋。”（Longinus，2002 ：109）这段话中的“绝妙、伟大”的事物正是美学家康德所

谓“崇高”的对象，包括“数量的”（大河和海洋）和“力量的”（人的尊严）两种。在西方史诗和

悲剧中，崇高的美学风格表现得最为突出。西方所崇拜的英雄最宜于充当史诗和悲剧的主角，他们

体现出了个人意志与力量在性格上的英雄主义。因此，在这种崇高美学思想的影响下，西方从希腊

神话和英雄传说开始就以伟大者的受难与毁灭作为悲的基调，从而西方诗歌意象具有一种崇高美、

悲壮美、刚性美。

5.2　中西诗歌意象理论的相同点

在诗歌意象论的古今传承发展和中西的相互影响、碰撞中，无论古今中外的诗歌意象理论存在
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怎样的差异，但是“意”和“象”、“情”和“景”的共存统一却是一切诗歌意象论的最基本观点。

中国诗歌理论和诗歌创作领域中的著名学者叶嘉莹女士（1984 ：240）指出：“中国文学批评对于意

象方面虽然没有完整的理论，但是诗歌之贵在能有具感的意象，则是古今中外之所同然的。”的

确 ,对于意象，古今中外的论述者众多纷繁，但是就意象在诗歌中是“意”和“象”的结合这一点

上却是一致的，如汪耀进在其编著的《意象批评》中所说，诗歌意象的剖析，在英美新批评那里有

着足够的理由：寻找潜藏在意象深层的，被表层文字省略的语义关系。此外，神话原型批评、结构

主义符号学、心理分析、解构主义等都对意象情有独钟。尽管各家学派都有些醉翁之意不在酒，但

意象一定蕴涵着某种‘意’与‘象’的结合这一本质却与中国无异（汪耀进，1989 ：36—49）。“意

象”这一概念本身既包含了“意”，又包含了“象”，是“意”和“象”的统一。主观的“意”要通

过客观的“象”来表现；客观的“象”是诗人表达主观的“意”而精心选择的客观事物或景象。

“意”是目的，“象”是手段，这是古今中西诗歌意象理论最基本的相通之处。

除上述中西诗歌意象理论相通点之外，就诗歌意象形成的方式看，无论中国诗歌还是西方诗歌，

意象大多通过隐喻、明喻或者转喻来建构的。比、兴是中国传统的创作诗词的主要修辞方法，同样

也是作为诗歌基本因素——意象的建构手段。比即是以彼物比喻此物；兴即是先言他物以引起所咏

之词，也有比喻的意思，因此，比、兴时常并提。在西方文学批评中，意象同样强调隐喻、明喻等。

“诗人总是通过新奇的比喻来扩展和强化他的思想和描述：用明确——一种明显的比喻，或者隐

喻——一种隐含的比喻。诗人的头脑中储藏着各种记忆、各种联想和各种最本质的关系。柯勒律治

所谓的‘联想的流动性’即指在无穷无尽的变化中把这一切混合在一起。这种创造意象的能力永远

是诗人的标志。”（伊丽莎白 •朱，1985 ：56）

意象在中西历代诗人和理论家的不断诠释中还形成了一些共有的内涵，正如李孝诠先生

（2004）所总结的，共有的内涵主要表现在以下四个方面：“一是表象符号化，诗的意象是诗人将形

象思维的种种表象以特定的语言符号加以显示；二是比兴象征性，诗人为表达一定的情绪意念的需

要，往往选用能引发某种联想的具体事物来展示其内心世界，有所寄托从而显示出某种象征意蕴；

三是模糊多义性，诗歌意象很难用明确、严格、清晰的语言界定其意义，它总是模糊的、含蓄的、

宽泛的、多义的，给读者留下丰富的想象和创造余地，有的甚至形成歧解或悖论；四是复现传承性，

许多意象在不同时代被诗人们反复运用以表现类同的思想情感从而沉淀为某种原型，而对这种原型

意象的运用在一定意义上是诗人集体无意识的某种表征。”

总之，诗歌意象从比较宽泛的角度去理解，就是诗人在创作过程中为表达一定的审美理想或思

想感情而精心营构的融入了主体的情感、意绪和思想的主客统一的符号化表象，诗歌的创作过程是

诗人对生活的观察、感受、酝酿、表达的过程：诗人对外界的事物心有所感，便将之寄托于选定具

体的物象，并融入自己的感受，创作出特定的意象，再由一个或几个意象构成诗作中特定的艺术境

界，激发读者的想象，把读者引入诗的意境中去，领略意象所包含的内涵，达到审美的交流。诗歌

意象由主体的“意”，即“思想情感”和主体意识到的客体的“象”，即“具体物象”两个方面融汇

组合而成，“意”源于内心并借助于物象来表达，“象”是“意”的寄托物，亦即“情”与“景”的

交融，“心”与“物”的辉映，当“意”与“象”在思维空间融合在一起，便产生了主客观统一的
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艺术形象（刘芳，2007b）。

6．结　　语

本文中，我们概述了诗歌意象理论在中西方的起源、发展以及中西方意象理论的相互影响，并

对中西方诗歌意象理论进行了对比分析。诗歌意象理论是中西方诗歌理论的重要组成部分。虽然中

西方诗歌意象理论存在着不同之处，但究其核心内涵，它们具有一致性，即意象是主观的“意”和

客观的“象”的融合统一，两者相互渗透，缺一不可。

＊ 本文系为上海外国语大学规划基金项目“跨文化汉语教学中的词义研究”的阶段性成果，项目编

号：KX171279。

后注：

1 ）《尚书》又称《书》、《书经》，是中国第一部古典散文集和最早的历史文献。

2） 《左传》全称《春秋左氏传》，既是中国古代史学名著，也是文学名著。全书绝大部分描写中国古

代春秋时期的事件。

3） 王充是中国东汉时期杰出的哲学家、思想家和教育家。《论衡》是其代表作，也是中国历史上一

部不朽的无神论著作。

4） 摹仿说是关于艺术起源和艺术本质的学说。该学说认为，艺术根源于对现实世界的摹仿和再现，

艺术本质重在再现。

5） 康德是德国哲学家、思想家、德国古典哲学创始人，他被认为是对现代欧洲最具影响力的思想家

之一，  他的“三大批判”——《纯粹理性批判》（1781 年）、《实践理性批判》（1788 年）以及

《判断力批判》（1790 年）的出版标志着其哲学体系的完成。

6） “集体无意识”是瑞士分析心理学创始人荣格（1875-1961）的分析心理学用语。“集体无意识”

的内容是原始的，包括本能和原型。简单地说，就是一种代代相传的无数同类经验在某一种族全

体成员心理上的沉淀物，它既不产生于个人的经验，也不是个人后天获得的，而是生来就有的，

它以一种不明确的记忆形式积淀在人的大脑组织结构之中，在一定条件下能被唤醒、激活。

7） 1912 年美国诗人哈莉特 •蒙罗（Harriet  Monroe,  1860-1936）在芝加哥创办《诗刊》，标志着

美国新诗运动的开始。

8） 胡适是中国新文学运动最重要的启蒙人，他提出了当时文学的“八不主义”，即，不做言之无物

的文字；不做无病呻吟的文字；不用典；不用套语烂调；不重对偶，文须废骈，诗须废律；不做

不合文法的文字；不摹仿古人；不避俗话俗字。
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〈要旨〉
　本稿では，“just”は 1）話し手が「表出命題が存在しない」ということを前提にして，
2）話し手がその前提を否定することを表すということを主張する。そして，“just”はコン
テクストに応じて 2つの用法，すなわち，肯定的用法と否定的用法になることを示す。肯定
的用法でも否定的用法でも「表出命題は存在しない」という前提を否定して，「表出命題は
存在しないのではない」ということを表すのは同じだが，両者は次の点で異なる。否定的用
法では，前提「表出命題は存在しない」が別の肯定命題で言い替えられるので，結果的に別
の命題の否定を表すことになる。これに対して，肯定的用法では，前提「表出命題は存在し
ない」が否定されて「表出命題は存在しないのではない」となる。肯定的用法が強調のニュ
アンスになるのは 2重否定が肯定と同じことを表すからである。

1.  Introduction

  In this article, I claim that ‘just’ pragmatically means 1） that the speaker presupposes the 

proposition expressed is not supposed to exist, and 2） that the speaker expresses the negation of 

the implicated premise.

  I propose that, depending on the context, the word “just” has two uses: positive and negative 

（hereafter, positive “just” and negative “just”）. In the following sentences, （1） is a typical 

example of a negative “just” and （2） of a positive “just.”

 （1）  A: What a beautiful ring you’re wearing! It must have been expensive.

    B: Thank you. But it is just an imitation. （negative “just”）

 （2）  A: Mother （on the phone）: Are you having a good time? Is everything okay?

    B: Daughter: Yeah. Everything is wonderful. Just great. （positive “just”）

  In both the negative and positive “just,” there is an implied conclusion where the speaker 

denies the implicated premise. However, these two usages are different as shown below;

  As far as the negative “just” is concerned, the implicated premise, the proposition expressed 

is not supposed to exist, can be paraphrased by the equivalent positive sentence. So the implicated 

conclusion, which is negation of the implicated premise, will be negation of the positive sentence.

  On the other hand, as far as the positive “just” is concerned, the implicated conclusion has 
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double negations. Since the implicated conclusion has two such negations, they end up being 

positive. As a result, positive “just” emphasizes the proposition expressed. The emphatic meaning 

of positive “just” is derived from the double negative becoming positive.

2.  Limitations of previous research

  Lee （1987:394） claims that “just” has the following four meanings:

 （3）  Depreciatory: It’s not a sharp headache. . . just a dull headache.

 （4）  Restrictive: You can get a B grade just for that answer.

 （5）  Specificatory: The shingles I got just after he died.

 （6）  Emphatic: I had so much milk it was just incredible. It was just impossible.

 （The four examples above are from Lee （1987））

  Lee （1987:379） asserts that in （3） the speaker denies the referent process （It is not a sharp 

headache）, and then goes on to affirm the focal process （It is a dull headache）. Thus, （3） presents a 

subdued meaning.

  In addition, Lee （1987） mentions that depreciatory usage is related to the restrictive, specifica-

tory, and emphatic usages; however, he does not suggest any inclusive criteria which may be appli-

cable to the four usages shown in the above examples. For instance, he admits that there is a 

non-contrastive usage even in the depreciatory example （3）, in which the process is absolutely 

minimized, without referring to any other process （Lee （1987:380））. However, I find it difficult to 

agree with Lee （1987） as there are many examples in which there are no referent processes. 

Particularly, in the emphatic “just” shown in （6）, Lee （1987） fails to present any explanation 

regarding the referent process. To explain the emphatic usage, Lee （1987:394） simply presents 

examples for the time and spatial usages of “just,” such as just after Y, just near, just under, and just 

over. In these examples, just identifies the area in which the condition in question is most salient or 

is realized in its most intense form. However, he does not explain why the emphatic “just” seems 

to be salient and emphatic in a sentence with an adjective predicate as seen in （6）.

  In this article, I present an inclusive criterion for “just,” which, I believe, can be applicable to 

all examples of “just.” I assert that in every example of “just,” there is a contrastive element to be 

denied: in all examples of “just,” the speaker denies the referent process, and then goes on to 

affirm the focal process.
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3.  Discussion

3.1  Scope of this article

  To avoid a complicated argument, I have limited my discussion to the “just” which is used 

with an adjective predicate as presented in the following examples:

 （7）  BOBBY:  And, Jack. . .I’m as conniving as they come, but a sneak attack is just wrong. （From 

the script of THIRTEEN DAYS）

 （8）  RICHARD:  Actually, the whole thing is just ridiculous. （From the script of SEVEN YEAR 

ITCH）,

  In addition, in the following adjective phrase （9） I provide an analysis for the “just” which is 

used with a nominal predicate to describe the attribute of a subject.

 （9）  Your whole life is just a dream.（From the script of TOTAL RECALL）

  However, I do not analyze the usage of “just” with verb predicates, As shown in examples （10）, 

（11）, and （12）.

 （10） He has just come.

 （11） She was just phoning.

 （12） I should just think so.

3.2  Pragmatic characteristics of the negative “just”

3.2.1  Referent process of the negative “just”

  The usage of “just” in （13） is what Lee （1987） called a depreciatory usage; I call this a 

negative “just,” because the speaker denies the referent process, and then goes on to affirm the 

focal process. From my perspective, the referent process of a negative “just” is derived from the 

proposition expressed. For example, in （13）, since the proposition expressed “It is an imitation” 

can be paraphrased as “It is not genuine,” the listener perceives that “It is genuine” is the referent 

process. In other words, the listener perceives something different from what the proposition 

expresses.

 （13）（＝（1）） A: What a beautiful ring you’re wearing! It must have been expensive.

       B: Thank you. But it is just an imitation.
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  Therefore, it is easier for the listener to elicit the following implicated premise from the propo-

sition expressed. 

Implicated premise of “just” in （13）: The proposition expressed, It is an imitation, is not 

supposed to exist, which is equivalent to It is genuine.

3.2.2  Implicated conclusion of negative “just”

  As Lee （1987） states, the negative “just” in （13） denies the referent process, and then goes 

on to affirm the focal process. Therefore, I call the “just” in （13） as negative. For example, the 

speaker in （13） denies the implicated premise, so the implicated conclusion for the negative “just” 

in （13） is as follows:

Implicated conclusion for the “just” in （13）: It is not that the proposition expressed, It is an 

imitation, is not supposed to exist, which is equivalent to It is genuine. So the implicated 

conclusion will be It is not that “It is genuine”. As a result, the “just” in （13） means that It is 

not genuine and it is an imitation.

In other words, the speaker denies the referent process being genuine, and then goes on to affirm 

the focal process being an imitation.

  （14） is also an example of a negative “just.”

 （14）  Then she said: “I heard this rumour that Ruth had a really bad first donation. Just a 

rumour, but I heard it more than once.”

    “I heard that too.” （from NEVER LET ME GO by Kazuo Ishiguro）

  In （14）, the speaker implies that it could not be a rumour, so can be paraphrased as not being 

true. In other words, there is something different implied in the proposition expressed. Therefore, 

the implicated premise in （14） is as follows;

Implicated premise of the “just” in （14）: The proposition expressed, （It is） a rumour, is not 

supposed to exist, which is equivalent to “It is true.”

  The speaker in （14） denies the implicated premise; the speaker denies the proposition 

expressed, （It is） a rumour, is not supposed to exist, which is equivalent to It is a rumour. 

Therefore, the implicated conclusion for （14） is as follows:
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Implicated conclusion of the “just” in （14）: It is not that the proposition expressed, It is a 

rumour, is not supposed to exist, which is equivalent to It is true. So the implicated conclu-

sion will be It is not that “It is true”. As a result, the “just” in （14） means that It is not true 

and it is a rumour.

  It can be observed that the “just” in （14） has the following two implicated conclusions: It is 

not that the proposition expressed, （It is） a rumour, is not supposed to exist and it is not that It is 

true.

  In sum, as far as the negative “just” is concerned, the implicated premise, the proposition 

expressed is not supposed to exist, can be paraphrased by the equivalent positive sentence. So the 

implicated conclusion, which is negation of the implicated premise, will be negation of the positive 

sentence.

3.3  Pragmatic characteristics of the positive “just”

3.3.1  Referent process of the positive “just”

  （6） is an example of an emphatic “just.” Lee （1987:394） proposes that the emphatic “just” 

can generally be replaced by words such as only, merely, or immediately. It is true that the just in （6） 

can be replaced by really as shown in （15）.

 （6）  emphatic: I had so much milk it was just incredible. It was just impossible.

 （Lee （1987））

 （15） I had so much milk it was really incredible. It was really impossible.

  （16） is also an example of the emphatic “just.”

 （16） Main Caster, Tetsuko: I hear that it took more than two years to make this film.

    Tom Cruise: Yes. It was very hard. But it was just fun.

 （From the script of TETSUKO NO HEYA, 2013/5/31）

  Apparently, there is no referent process for the “just” in （6） and （16）; there should be 

something different from the proposition expressed, but no referent process appears to be in the 

pretext.

  However, if you carefully examine the “just” in （16） a referent process can be found. For 

example, looking at a pretext of the positive “just” in （16）, there is a sentence which implies that 

the proposition expressed is not supposed to exist, which is the referent process for the positive 
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“just.” For example, in （16）, Tom Cruise says It was very hard in the pretext, implying that To 

make a film is not fun. This, then, could be considered the referent process for the positive “just.” 

In other words, before the proposition expressed is uttered, there is an implicated premise for the 

proposition expressed, To make a film is fun, is not supposed to exist, which means that there was 

an implicated premise, To make a film is not fun.

  In summary, the implicated premise for the positive “just” in （16） is as follows:

Implicated premise for the “just” in （16）: The proposition expressed, To make a film is fun, 

is not supposed to exist, which is equivalent to To make a film is not fun.

3.3.2  Implicated conclusion for the positive “just”

  In both the negative and positive “just,” there is an implied conclusion where the speaker 

denies the implicated premise. That is, the implicated conclusion for the “just” is that the speaker 

negates the implied premise. For example, in （16）, the speaker denies the referent process, To 

make a film is not fun, and therefore the implicated conclusion for the “just” in （16） is as follows:

Implicated conclusion for the “just” in （16）: It is not that the proposition expressed, To 

make a film is fun, is not supposed to exist. This is equivalent to To make a film IS fun. 

  （17） is another example of the positive “just.” The speaker in （17） implies that it is acceptable 

to be unfair to herself, but she thinks it is necessary to be fair to the girls. Therefore, in the pretext, 

there is an implicated premise in the proposition expressed: It is so unfair to the girls, is not 

supposed to exist. In other words, there is an implicated premise: It is not unfair to the girls.

 （17）  Miranda: Anyway, I don’t…I don’t really care what anybody writes about me. But my girls, 

I just. . .It’s just so unfair to the girls. And it’s just, um, another disappointment. Another 

let down. Another Father figure gone. （＝ It is not that the proposition expressed （It’s so 

unfair） does not exist. （From the script of THE DEVIL WEARS PRADA）

3.3.3  Why does the positive “just” sound emphatic?

  In this section, I present a pragmatic mechanism for the positive “just,” and demonstrate why 

the positive “just” sounds emphatic. After re-examining （16）, the implicated conclusion for the 

“just” is as follows:

Implicated conclusion for the “just” in （16）: It is not that the proposition expressed, To 
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make a film is fun, is not supposed to exist. This is equivalent to To make a film IS fun.

  As can be seen above, the implicated conclusion for the “just” in （16） has two underlined 

negations. Since the implicated conclusion in （16） has two such negations, they end up being 

positive. As a result, the “just” in （16） emphasizes the proposition expressed: It is fun. The 

emphatic meaning in （16） is derived from the double negative becoming positive. Therefore, I call 

the “just” in （16） a positive “just.”

  （18） is also an example of a positive “just,” so the same double negation as that in （16） can be 

seen. 

 （18）（=（2）） A: Mother （on the phone）: Are you having a good time? Is everything okay?

       B: Daughter: Yeah. Everything is wonderful. Just great. （positive “just”）

 （From the script of BEVERLY HILLS 90210）

  In （18）, the mother is asking her daughter, who has started living alone, if there is anything 

wrong. This indicates that the mother thinks that everything is not great. In other words, there was 

an implicated premise in the proposition expressed, Everything is great, not having existed in the 

pretext.

  The positive “just” shows that the speaker denies the implicated premise. For example, the 

“just” in （18）B negates the implicated premise, Everything is great, is not supposed to exist. 

Therefore, the implicated conclusion in （18）B is, It is not that Everything is great, is not supposed to 

exist, which is equivalent to Everything IS great. The positive “just” sounds emphatic because the 

positivity is derived from the double negative.

  （19） is also an example of a positive “just.” In the pretext for the “just” in （19）, there is the 

utterance: Tomatoes in winter are not so good. This implies that some vegetables are not so good. 

Therefore, before the proposition expressed is uttered, there is a mutual understanding of the 

proposition expressed: This is exquisite, is not supposed to exist, and is equivalent to This is not 

exquisite. This becomes the implicated premise for the “just” in （19）.

 （19）  ［Giada （the main host of this TV program） is walking around a vegetable market in a 

small town in Italy, explaining various Italian vegetables to the audience in the USA.］

    Giada: Tomatoes in winter are not so good. 

    ［Walking around the market and looking the other side to the tomatoes in Italy］

    And this is just exquisite, a typical Italian fruit.
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 （EVERYDAY ITALIAN by Giada De Laurentis, 2013/23 April）

  For this the implicated conclusion for “just,” the speaker negates the implicated premise. For 

example, the implicated conclusion in （19） is not that This is not exquisite, which is equivalent to 

This IS exquisite. Again, the positive “just” sounds emphatic because of the positivity derived from 

the double negative.

3.4  Difference between the positive and negative “just”

  Let us re-examine （13）.

 （13） A: What a beautiful ring you’re wearing! It must have been expensive.

    B: Thank you. But it is just an imitation.

The “just” in （13）B negates the implicated premise; It is not an imitation. Therefore, the impli-

cated conclusion in （13）B is: It is not that It is an imitation is not supposed to exist, which is equiva-

lent to the positive sentence It is an imitation DOES exist. Since “to be genuine” can be considered 

an antonym of “to be an imitation,” the implicated conclusion, It is not that It is not an imitation, is 

also paraphrased by the negative sentence, It is not genuine, in （13）.

  In conclusion, if the proposition expressed can be paraphrased by something different from the 

proposition expressed; e.g. its antonym, then the “just” in the proposition expressed is a negative 

“just.” In other words, if the implicated conclusion can be paraphrased by another proposition, 

then the “just” in the proposition expressed is recognized as a negative “just,” because there are 

two implicated conclusions. For example, the implicated conclusion in （20）B is It is not that I don’t 

want to go, which is equivalent to “I DO want to go. It is important to note here that the implicated 

conclusion, It is not that I don’t want to go, can be paraphrased by another proposition, I DO want to 

go but I am busy.

 （20） A: Would you like to come with us?

    B: No, I can’t.

    A: Really?

    B: It is not that I don’t want to go, but it is just that I am busy.

  On the other hand, if the proposition expressed cannot be paraphrased by any antonym and the 

proposition expressed is not supposed to exist in the pretext, then the “just” is recognized as 

positive.
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4.  Concluding Remarks

  In this article, I illustrated that, depending on the context, “just” has two usages: positive and 

negative.

  The negative “just” has an implicated premise, in which something different is supposed to 

exist. This negative “just” leads to an implicated conclusion by the speaker denying the implicated 

premise.

  On the other hand, it is difficult to determine for a positive “just” what an implied premise is. 

However, in the pretext for a positive “just,” it can be found that the proposition expressed is not 

supposed to exist.

  I have demonstrated that positive “just” indicates that the implicated premise in the proposi-

tion expressed is not supposed to exist in the pretext and that the speaker negates the implied 

premise. The positive “just” is derived from an idea that the premise does not exist. This charac-

teristic of the positive “just” is different from the negative “just.”
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〈要約〉
　日本では少子化問題への政策的アプローチとして，女性の子育てと職業の両立支援に始ま
る政策は男女を含めた働き手の視点を重視したワーク・ライフ・バランス（仕事と生活の調
和）に関する政策へと進展してきた。ワーク・ライフ・バランスに関する政策は，男性の長
時間労働を解消することとともに女性の「労働」を促進しようとするものである。しかし，
女性は「労働」してこなかったのであろうか。一方，男性は子育てに参加していないのだろ
うか。そして，この「仕事と生活の調和」という政策的課題は，子育てというケアの営みを
社会的なものとして扱うことを可能にするのであろうか。そこで，本論文では，これまで蓄
積された先行研究を整理しながら，これらの疑問に答えることが目的である。先行研究によ
ると，労働市場における男女格差の問題が家庭内に侵食し，ケアの協働に影響を与えている
ことが分かっている。つまり，子育てと家庭の両立支援が抱える問題は，男女の労働市場に
おける格差という社会問題であることが指摘されている。これらの先行研究から示唆される
ことは，子育てを評価する視点に「子育て」を行う個人的な両立戦略の側面から焦点が当て
られ続ける限り，多様性を許容する姿勢が社会的に生じ難く，子育てをより窮屈なものにし
ていく傾向があるということである。一方で，「子育て」の社会的位置づけを組み換え，現
在の問題に対処するための政治的・社会的アクターとして「子ども・子育て会議」が国に設
置され，平成 25年から活動を開始した。この組織は有識者，地方公共団体，事業主代表・
労働者代表，子育て当事者や子育て支援当事者等から構成されている。したがって，この新
しい組織によって「社会で子育てをする」という意味がどのように与えられ，制度化されて
いくのか，注意深く観察することは今後の研究課題としたい。

1.  Introduction

  Au Japon, la dénatalité soulève la question sociale de la conciliation entre la vie professionnelle 

et la vie familiale. Depuis longtemps, beaucoup d’études montrent que les femmes travaillant 

quittent le milieu professionnel pour raison personnelle  : s’occuper d’un ou de plusieurs enfants. 

Actuellement le gouvernement rappelle la nécessité de l’augmentation du taux d’emploi chez les 

femmes comme un axe de la stratégie du développement économique japonais （2013） dans le cadre 

du «  Work-Life-Balance （WLB）  » （l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie familiale ou la 

conciliation travail-famille）. En fait, au niveau statistique international, le taux d’activité chez les 

femmes au Japon n’est pas faible. Par contre, le leitmotiv gouvernemental sous-entend que les 

femmes ne travaillent pas autant que les hommes. Dès lors, nous recherchons à déterminer le 
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portrait réel du monde du travail chez les femmes. Il est possible de penser à une cause à l’arrêt du 

travail des femmes : les lacunes des dispositifs de la politique pour soutenir la conciliation entre vie 

professionnelle et vie familiale. Il est donc tout d’abord nécessaire de reprendre l’historique de la 

politique actuellement intitulée «  WLB  ». Cela nous permettera de comprendre qu’il y a depuis 

plusieurs années une politique promouvant le concept de « WLB » au Japon. Toutefois, pourquoi les 

travailleuses quittent-elles leur travail plus fréquemment que les hommes  concernant la prise en 

charge d’un ou plusieurs enfants ? Comment les femmes japonaises expliquent-elles cela ? Est-ce ou 

non leur choix personnel  ? «  La prise en charge  » ou care （le bien-être, le soin physique et 

psychique）, mot emprunté à l’anglais, empêche-t-elle les femmes de poursuivre leur carrière ? Ou 

plutôt «  le rythme de travail » leur fait-il renoncer à leur carrière ? Car nous pouvons constater le 

déséquilibre entre les femmes et les hommes sur le marché du travail comme dans le domaine du 

« care ». Pour le care, la même question peut en effet se poser du côté des hommes : quelle est la 

possibilité offerte de consacrer du temps, et de quelle nature est la prise en charge des enfants chez 

les hommes par rapport aux femmes? Existe-t-il une différence entre les femmes et les hommes 

dans l’engagement dans la vie familiale ? Si oui, nous voulons la connaître. En même temps, nous 

pouvons constater un changement d’identité chez les hommes japonais. Comment les pères 

essaient-ils de participer au care et cherchent-ils à interpréter leur implication dans le care pour lier 

le sens personnel à celui «  social  » en tant que «  travailleurs  »? Cependant, nous devons nous 

demander si le statut de travailleur régulier est toujours reservé aux hommes au Japon. En effet, le 

statut profesionnel stable n’est plus un modèle général au Japon, même chez les hommes. Nous 

pouvons ici à nouveau nous interroger sur les bénéficiaires des dispositifs de « WLB », conciliation 

de la vie travail professionnelle et de la vie familiale. Qui peut être qualifié de « travailleur（se） », et à 

qui la politique de WLB est destinée  ? Nous pourrons comprendre que la séparation entre la vie 

professionnelle et la vie familiale demeure dans le cadre de WLB et que des travailleurs（ses） 

peuvent concilier ces deux vies. Finalement, nous voulons questionner la possibilité de trouver une 

place « sociale » au-delà de cette dichotomie professionnelle et familiale en tant qu’acteur pouvant, 

au sein de la société japonaise, assurer le care de l’enfant.

2.  Les contextes historiques sur le plan politique

  Au Japon, plusieurs réformes en matière de politique sociale sont mises en place jusqu’au jour 

où l’on entend très souvent en public « Work-Life-Balance ». Ce terme est employé pour la première 

fois de manière officielle dans la directive d’action intitulée « Charte de l’équilibre entre vie profes-

sionnelle et vie personnelle » adoptée en 2007 par le Conseil des ministres japonais. Nous voulons 

donc faire le point sur l’expression d’origine anglaise « Work-Life-Balance ».
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2-1.  Qu’est-ce que le « Work-Life-Balance » au Japon ?

  «  Work-Life-Balance  », cette expression aurait été auparavant utilisée lors d’un congrès pour 

l’élaboration de l’harmonie du travail et de la vie familiale organisé par le Ministère de la Santé,du 

Travail et des Affaires sociales（MHLW: Ministry of Health, Labour and Welfare） en 2003 （Takeishi, 

2012 ; Iki, 2012）. Suite à cette directive de 2007, « de nouveaux systèmes d’aide à l’enfant et à la 

prise en charge des enfants  » ont été créés en août 2012 et représentent une évolution sociétale 

profonde dans la prise en compte des notions de « care » et de social. La société japonaise est de 

plus en plus consciente de l’importance du concept de « Work-Life-Balance »

  Les changements intervenus en 2012 ont pour objet de fournir des services qui répondent aux 

divers besoins des enfants, familles et personnes concernées. L’article 72 de la loi sur l’aide aux 

enfants et à la prise en charge des enfants prévoit la création d’une commission « Education des 

Enfants » au sein de l’administration centrale du gouvernement. Cette commission se compose de 

membres des communautés locales, des représentants des syndicats et des employeurs, des profes-

sionnels assumant le bien-être de l’enfant, des membres de divers établissements d’aide à la petite 

enfance, d’experts et de chercheurs etc. Le but de cette commission est d’orienter le processus 

politique à travers les délibérations de ses membres. De même, l’article 77 requiert la création d’une 

commission régionale ou d’une autre structure collégiale au niveau préfectoral dans laquelle les 

membres se concertent sur ce sujet.

  De telles dispositions peuvent refléter le besoin urgent d’une société japonaise plus participa-

tive au sein de laquelle le citoyen partage progressivement ses préoccupations quant à l’importance 

de la prise en charge de l’enfant par l’homme et la femme.

  L’intérêt croissant des citoyens pour la participation à l’éducation de l’enfant sortirait ce sujet 

de la sphère exclusivement privée pour devenir un thème politique et donc d’intérêt public, mais 

aussi du champ où il appartenait traditionnellement  : le monde du travail. Depuis toujours, la 

question sociale sur le bien-être était envisagée comme relevant des salariés et pouvait être résolue 

par une augmentation de salaire et les services offerts par l’entreprise （Kaizuma, 2012）.

  D’ailleurs, le fait que le nombre de personnes employées en Contrat à Durée Déterminée （CDD） 

progresse, exclut un grand nombre de travailleurs des programmes de conciliation entre la vie 

professionnelle et la vie familiale offerts par les entreprises sous certaines conditions. Mais il est 

nécessaire de s’interrroger sur les acteurs qui seraient en mesure de participer à l’engagement 

social et public tel que le « bien-être （le care） » et l’éducation de l’enfant, véritable clef de voûte de la 

régulation sociale dans une société en transition.

  Afin de savoir s’il était possible de traiter ce sujet comme question sociale au Japon, nous avons 

donc eu recours aux articles scientifiques et aux enquêtes statistiques menées par des organisations 

nationales, internationales et académiques sur la situation du rapport entre la vie professionnelle et 
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la vie familiale chez les femmes et chez les hommes.

2-2.    Des mesures de lutte contre la baisse de la natalité par « l’activation » de la force 

de travail des femmes dans les réformes de politique sociale.

  Depuis longtemps la situation problématique qui consiste pour la femme japonaise à devoir 

«  choisir  » （choix imposé par la société y compris par le monde du travail） entre travailler, ou 

continuer à travailler, et avoir un ou plusieurs enfants perdure. Le fait de devoir assurer les tâches 

domestiques et d’élever les enfants （« care » et éducation） en plus d’un travail hors de la maison 

semble insurmontable pour beaucoup de femmes selon de nombreuses enquêtes. Mais qu’en 

serait-il si ces tâches et cette mission d’éducation étaient vraiment partagées avec l’homme- 

mari-partenaire ou si le concept de WLB était élaboré d’un point de vue nettement plus féminin ?

  Avant de présenter une vue d’ensemble de l’activité professionnelle des femmes aujourd’hui, 

nous allons présenter les politiques adoptées en faveur des travailleuses au Japon.

  Tout d’abord, il est intéressant de noter qu’un concept ressemblant à celui décrit par le terme 

« WLB » qui est mis en place aujourd’hui, existait déjà dans le domaine de la politique du travail 

féminin. La loi sur le bien-être des femmes actives en 1972 indiquait comme suit: « Article 1. Le but 

de cette loi est de mettre en lumière le principe de bien-être des femmes qui travaillent, ainsi que de 

promouvoir le bien-être des femmes actives et leur statut au moyen de mesures en faveur de la 

formation professionnelle, de l’équilibre entre la vie professionnelle, les soins portés aux enfants et 

les tâches domestiques. ». Ainsi, seules les femmes étaient l’objet du concept promouvant « l’équili-

bre entre la vie professionnelle, les soins portés aux enfants et les tâches domestiques ».

  La seconde moitié des années 1990 est caractérisée par la mise en oeuvre du congé familial 

chez les femmes ainsi que chez les hommes. En 1995, « la loi portant réforme sur le congé paren-

tal » prévoit des dispositions pour la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale, inc- 

luant l’éducation des enfants et les soins accordés aux membres de la famille, pour les hommes 

ainsi que les femmes. C’est la première fois que l’on légiférait sur la nécessité de concilier le travail 

et la famille dans le domaine du travail.

  Le troisième changement réside dans la prise en compte de la «  double journée de travail  » 

chez les femmes. En 1999, la loi fondamentale relative à l’engagement et à la collaboration des 

hommes et des femmes aborde la conciliation travail-famille «  au travers d’une collaboration 

mutuelle au sein du couple avec un soutien sociétal ». 

  De ce fait, la loi reconnaît implicitement l’influence négative de la « double journée de travail » 

pour la femme ayant une activité salariée et qui doit prendre en charge en plus les charges domes-

tiques et celles liées aux enfants.

  Dans la même ligne politique, les entreprises sont invitées à adopter la stratégie administrative 
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intitulée « Family Friendship » en prenant en compte l’équilibre des vies professionnelle et person-

nelle à travers la flexibilité des formes de travail. Stratégie dans laquelle le MHLW reconnaît 

publiquement les efforts des entreprises qui offrent à leur personnel des mesures de conciliation 

travail-famille.

  Par la suite, les enjeux sont axés sur le raccourcissement du temps de travail chez les hommes. 

En 2003, «  la loi fondamentale contre la baisse de la natalité  » et «  la loi proposant des mesures 

visant l’aide pour élever les générations à venir » sont votées. Dans le cadre de ces lois, les chefs 

d’entreprises sont incités à créer un cadre professionnel en vue de « l’aménagement d’un environ-

nement bénéfique à tout salarié  en faveur de la conciliation famille-travail  » pour améliorer  

l’éducation des futures générations. Plus précisément, le but est de raccourcir le temps de travail 

chez les hommes et de leur indiquer une autre voie d’activité leur permettant une participation plus 

grande au temps parental, cela pouvant conduire les femmes à se décharger de la responsabilité 

unique de l’éducation des enfants.

  La quatrième phase débute en 2005 et perdure encore de nos jours. Cette période est 

caractérisée par l’adoption de « la loi relative aux mesures prises pour améliorer l’aménagement du 

temps de travail » suivie de «  la Charte de la conciliation famille-travail （WLB） » et ainsi que «  la 

Directive d’action pour la promotion de WLB » de 2007. Dans le cadre de WLB, le Japon voudrait 

abandonner le système du choix conflictuel entre le travail et la famille et réaliser « l’activation » des 

femmes ayant la volonté de travailler （permettre aux femmes de participer au marché du travail）. 

Cela peut se traduire au niveau des employé（e）s tant sur le plan de l’insertion dans le marché du 

travail que sur le plan de la participation à l’éducation des enfants. Dans ce contexte, il est possible 

d’affirmer que le Japon met l’accent sur «  l’activation » des femmes à travers «  l’activation profes-

sionnelle » des femmes et de « l’activation familiale » des hommes.

  Toutefois, nous nous demandons si le Japon, jusqu’à présent, a vraiment compté sur la force de 

travail des femmes ?

  Pour tenter de répondre à cette interrogation, nous présenterons la situation de l’activité 

professionnelle des femmes et ensuite nous esquisserons comment « le soupçon rampant de l’inac-

tivité » pèse sur celles-ci.

3.  Les Japonaises sont-elles réellement des « femmes actives » ?

  Peu à peu, la politique sociale japonaise qui avait pour objectif d’aider les femmes à concilier 

travail et prise en charge des enfants a évolué et consiste désormais à promouvoir la mise en activité 

professionnelle des femmes. Comment changer alors la situation des travailleuses ainsi que leurs 

manières d’élever les enfants au travers de cette mutation progressive de la politique sociale ?
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3-1.  La situation actuelle du travail des femmes

  D’une part, selon le «  Livre blanc sur la vie d’une nation  » et «  Situation des femmes qui  

travaillent  », la proportion des travailleuses dans l’ensemble des employés actifs diminue dans la 

première moitié des années 70, période durant laquelle a été promulguée la « Loi du bien-être des  

travailleuses », tandis qu’elle commence à augmenter dans la seconde moitié des années 70, période 

qui voit le ratio de familles nucléaires atteindre son plus haut niveau. Ensuite, la proportion des 

femmes actives continue à augmenter chaque année, passant de 35,9 % en 1980 à 42,7 % en 2011.

  D’autre part, selon le «  Livre blanc de la parité hommes-femmes de 2011  », proposé par les 

Services généraux du Premier ministre, le taux d’activité des Japonaises n’est pas très différent de 

celui des autres pays développés au niveau des moins de 30 ans. Ensuite la courbe japonais diminue 

au niveau du groupe d’âge de 30-34 ans. Après, le taux d’emploi chez les femmes remonte pour se 

stabiliser et descendre à nouveau à partir de 55 ans.

  Cette courbe du taux d’activité des femmes demeure en forme de « M » également de nos jours 

mais avec un déplacement du taux le plus faible qui se situait dans la génération 30-34 ans en 1979 

pour celle de 35-39 ans en 2008. A noter que le taux le plus faible était de 47.5% en 1979 pour grimper 

à 67.0% en 2011 selon le MHLW （2012）.

  Une telle montée de la pointe la plus basse du M est causée par la proportion des femmes 

célibataires qui restent sur le marché du travail en raison d’un mariage plus tardif.

  Bien que le taux de poursuite du travail chez les femmes après un premier accouchement reste 

faible, la proportion des bénéficiaires du « Régime de congé parental » chez les femmes qui conti-

nuent de travailler après la naissance était de 5,7% dans la seconde moitié des années 80 pour 

monter à 17,1% en 2005-2009 （IPSS, 2011）.

  En outre, comme mentionné dans le rapport « Situation des femmes qui travaillent » （2002） et 

le «  Livre blanc du commerce  » （2005） à la lumière d’études comparatives internationales, le  

décalage du taux d’emploi entre le Japon et d’autres pays est plus grand pour les 

Japonaises  diplômées de l’enseignement supérieur que pour celles n’ayant pas un dîplome  

équivalent. Toutefois, selon l’OCDE, ce décalage de 2011 est plus faible qu’en 2001. Lorsqu’il s’agit 

des mères de la famille monoparentale, ce taux d’emploi au Japon, il s’élèvait à 80.6 % en 2011

（MHLW, 2012）. Ainsi, les Japonais travaillent.

  Si nous regardons le volume d’emplois par types d’emploi （Iki, 2012）, nous pouvons noter que 

la quantité des emplois réguliers atteint son maximum à l’âge de 25-29 ans puis diminue après cet 

âge, de même que la quantité des emplois temporaires augmente à partir de 25-29 ans et commence 

à diminuer à l’âge de 55 ans. La quantité totale des emplois diminue temporairement à l’âge de 30-34 

ans  ; elle augmente pourtant après cet âge et ne fluctue pas jusqu’à l’âge de 55 ans. Afin de 

comparer les hommes et les femmes, nous aborderons ensuite « rate of labor input »1） plutôt que le 
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taux d’activité. Selon ce taux, le décalage entre les deux sexes est plus remarquable que le taux 

d’activité: pour les femmes, ce taux est d’environ 60 %, ce qui signifie que de point de vue de l’heure 

de travail la participation des femmes au travail n’est pas encore suffisante. Nous pouvons dire que 

des femmes travaillent de plus en plus mais toujours moins long que des hommes. Même si les 

Japonais peuvent choisir le travail à temps partiel, cela ne change pas forcément une telle situation. 

C’est que, selon une étude comparative internationale （Takeishi, 2012）, le travail à temps partiel 

des hommes s’élèverait à 34.2 heures hebdomadaires au Japon  : les heures de travail sont plus 

longues que dans d’autres pays. Certes, depuis les années 1970, année où a été promulguée la « Loi 

du bien-être des travailleuses », le nombre des travailleuses augmente en fonction du nombre de 

bénéficiaires du «  Régime du congé parental  ». Mais on peut dire que tel est le portrait des  

travailleuses japonaises : plus la quantité de l’emploi régulier commence à diminuer selon les âges, 

plus la quantité de l’emploi en temps partiel augmente. Si nous tenons compte du fait que le taux 

d’activité des Japonaises qui ont réalisé de longues études commence à augmenter, et qu’une fois 

devenu la cheffe d’une famille monoparentale féminine, les femmes devront travailler aussi 

longtemps que les hommes, nous pourrions nous demander ainsi: qu’elles travaillent ou non de 

manière régulière, les Japonaises ne sont-elles pas déjà bien intégrées dans le marché du travail ?

3-2.  La prise en charge des enfants constitue-t-elle une raison suffisante ?

  Malgré de telles données statistiques, n’avons-nous pas l’impression que les Japonaises ne sont 

toujours pas bien mobilisées ? Quelles sont les raisons pour lesquelles les femmes ne peuvent être 

mobilisées  ? De ce point de vue, nous verrons ensuite les raisons principales pour lesquelles les 

femmes quittent leurs emplois.

  Nous aborderons ici quatre enquêtes qui ont tenté d’élucider les raisons pour lesquelles les 

travailleuses quittent leur emploi lors de la naissance de leur dernier enfant.

  En premier lieu, dans l’ «  Enquête pour saisir le statu quo concernant le Régime du congé 

parental et d’autres aspects du travail  » （2011）, nous pouvons lire, d’une part, que les raisons 

invoquées par les femmes ayant travaillé régulièrement et quittant leur emploi sont les suivantes : 

«  On a quitté volontairement le travail pour se consacrer aux travaux ménagers et à la prise en 

charge des enfants  » （34,5%）, «  Le temps de travail est trop long.  Les heures de travail sont  

fluctuantes » （26,1%）, « Les possibilités de concilier le travail et la famille ne sont pas suffisantes 

dans le lieu du travail concerné  » （21,2%）, «  On a démissionné ou on nous a recommandé de  

démissionner de notre emploi  » （13,9%）, etc. D’autre part, les raisons des travailleuses à temps 

partiel sont les suivantes  : «  On a quitté volontairement le travail pour se consacrer aux travaux 

ménagers et à la prise en charge des enfants » （48,1%）, « Pour la difficulté qu’on rencontre pour 

concilier le travail et la famille （19%） », etc.
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  En deuxième lieu, dans l’«  Enquête des aides pour la planification de la vie des femmes  » 

（Bureau du cabinet de l’égalité des genres, 2007）, nous pouvons constater que les raisons 

invoquées sont les suivantes : « On a voulu prendre plus de temps pour les travaux ménagers et la 

prise en charge des enfants  » （53,3%）, «  C’était difficile de continuer le travail parce que cela 

demande trop d’énergie et de temps » （38,9%）.

  En troisième lieu, dans l’« Enquête concernant le carrière des femmes » （RIWAC, 2012）, il y a 

beaucoup de travailleuses pour qui les raisons de quitter leur premier travail sont les suivantes : « Il 

y a d’autres travaux que l’on veut faire. », « On ne se voit pas d’avenir dans le travail ». Et les raisons 

suivantes qui succèdent aux raisons principales : « Pour le mariage », « Le travail est trop exigeant 

pour le continuer et, de ce fait, on ne peut supporter ce besoin excessif de l’énergie ». En dernier 

lieu, dans le «  Livre blanc  » du MHLW （1998）, nous pouvons entrevoir, dans les discours des 

femmes célibataires ayant l’intention de devenir femmes au foyer, une résistance à une certaine idée 

du travail, dont celle de travailler pour la vie, celle de travailler commes les hommes, etc. En outre, 

ce Livre blanc remarque aussi qu’on est enclin à changer de cap pour arriver à la nouvelle division 

du travail selon le genre : de la pensée comme « Travail pour les hommes ; Travaux ménagers pour 

les femmes », à celle de « Travail et travaux ménagers pour les hommes ; Travail ménager et passe-

temps rémunéré pour les femmes », en passant par celle de « Travail pour les hommes ; Travail et 

travaux ménageurs pour les femmes ».

  Ces enquêtes sont différentes dans leurs objets et méthodes ; cependant la première raison de 

quitter le travail est identique à cchaque fois : « Pour les travaux ménagers et la prise en charge des 

enfants ». Comme on l’a déjà remarqué dans le Livre blanc en 1998, on dirait que les femmes évitent 

de travailler comme les hommes, tout en s’apercevant qu’elle constitue la seule condition pour 

continuer à travailler. Nous pourrions douter, de ce fait, que le choix de la raison comme « Pour les 

travaux ménagers et la prise en charge des enfants » doive être distingué de celui comme « On ne 

peut pas concilier le travail et les travaux ménagers », soit « Il y a trop de travaux à effectuer ». En 

fin de compte, on se demande toujours si les raisons, telles que « Pour se concentrer sur les travaux 

ménagers et la prise en charge des enfants » et « Prendre plus de temps pour les travaux ménagers 

et la prise en charge des enfants », sont celles qui seraient choisies spontanément même si le travail 

exige une «  demande excessive d’énergie et de temps  » ne l’est pas et que «  Le travail est peu 

exigeant pour le continuer et, de ce fait, on peut supporter cette demande d’énergie ».

3-3.  La prise en charge des enfants est-elle un si lourd fardeau ?

  Les femmes participent de manière si active au monde de travail que la raison comme «  la 

demande excessive de l’énergie et du temps » constitue une des raisons principales de quitter leur 

travail. En comparaison des travailleurs japonais, leurs heures de travail sont moins longues. Ainsi, 
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à la lumière de l’enquête internationale, le taux d’activité des travailleuses japonaises baisse à partir 

de la trentaine. Toutefois, compte tenu de la caractéristique des travailleuses Japonaises - la propor-

tion de femmes dans l’emploi de 42,7 % mais surtout du taux d’emploi élevé des femmes  

monoparentales, et le taux d’emploi des femmes diplomées en augmentation -, il n’en reste pas 

moins que les Japonaises sont en activité. Les femmes changent plutôt de syle du travail tout en 

quittant par « choix » le travail qui leur demande « trop d’énergie et de temps » pour « pouvoir se 

consacrer à la prise en charge des enfants ». Pourtant, assumer le care et l’éducation des enfants 

est-il un si lourd fardeau ?

  En ce qui concerne les pays membres de l’OCDE, dans les années 70, le taux de natalité est 

moins élevé dans les pays où le taux d’activité est plus élevé. En revanche, dans les années 2000, le 

taux de natalité est plus élevé dans les pays où le taux d’activité est plus élevé. Cela ne signifie pas 

que le travail des femmes et le taux de natalité sont dans une relation inchangée, mais plutôt que ce 

rapport entre deux éléments peut évoluer selon la mutation de la règime social. Malgré cela, 

pourquoi dit-on le plus souvent qu’une des raisons privées, telle que « se concentrer sur la prise en 

charge des enfants  », constitue la raison pour laquelle les travailleuses japonaises quittent leur 

travail ? La société japonaise est-elle une société où il est aussi difficile de « se consacrer à la prise 

en charge des enfants » ou bien où il est aussi obligatoire de « se consacrer à la prise en charge des 

enfants » ?

  D’une manière générale, le care et l’éducation des enfants nécessitent du temps. De sorte qu’on 

demanderait aux travailleuses une énergie et une compétence exceptionnelles si elles voulaient 

concilier la prise en charge des enfants et les travaux ménagers, d’une part, et un travail d’une large 

amplitude comparable à celle des hommes, d’autre part. Selon l’« Enquête de base de la vie sociale » 

（2011）, nous pouvons voir la moyenne d’heures par semaine que consacrent au travail les foyers 

dont le dernier enfant a moins de 6 ans. Les maris japonais consacrent 1 heure et 16 minutes （2 

heures et demi en France） à la prise en charge des enfants et aux travaux ménagers tandis que les 

femmes, 7 heures et 2 minutes （5 heures et 49 minutes en France）. En outre, nous pouvons 

constater que le total d’heures de travail et de celui des déplacements professionels pour les maris 

est en moyenne de 6 heures et 8 minutes plus long que celui pour les femmes. Dans le cas des 

salariés, le total d’heures de travail et de celui des déplacements professionels pour les hommes est 

de 2 heures et 2 minutes plus long que celui des femmes ; le total d’heures des travaux ménagers et 

de celui du care de la famille pour les femmes est de 2 heures et 26 minutes plus long que celui des 

hommes. Compte tenu de ces données statistiques, nous pouvons supposer qu’il y a une corrélation 

négative entre le volume de travail à l’extérieur et le volume de care.

  Toutefois, cette « Enquête de base de la vie sociale » ne vise pas à étudier la répartition des 

ressources telles que le volume de travail dans chaque foyer. De ce fait, nous aborderons ensuite 
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une étude de Sato （2012） concernant une enquête sur le temps quotidien chez le couple japonais. 

D’après cette enquête-ci, les trois caractéristiques suivantes sont présentes dans la société 

japonaise : 1. En nous penchant sur la répartition des heures de travail selon le genre, nous pouvons 

constater que la différence de la longueur du travail entre les sexes est plus élevée au Japon qu’aux 

États-Unis et en France. Pourtant, une certaine combinaison de formes de travail peut diminuer 

ladite différence ; 2. On fait remarquer que ladite différence sera diminuée si le nombre des couples 

qui travaillent à plein temps augmente. Pourtant, ce qui influence le volume des travaux ménagers 

n’est pas la durée effective du travail, mais plutôt l’écart entre les salaires homme-femme. C’est dire 

que l’« équité » de la répartition du volume de travail est significativement moins élevée ; 3. Étant 

donné que les couples japonais n’investissent que peu de temps à toutes les activités comme celles 

de production, de reproduction et de consommation, le temps que peuvent partager les membres 

du couple est si restreinte qu’ils ne seraient pas susceptibles de communiquer l’un avec l’autre au 

sein de leur foyer. Dans les circonstances actuelles, tous les Japonais s’accorderaient à affirmer 

ceci : « Il faut que les membres du couple ou de la famille communiquent l’un avec l’autre » « pour 

que que les hommes puissent participer aux travaux ménagers, à la prise en charge des enfants, 

aux soins （donnés à leurs parents） et aux activités de quartier » （Bureau du cabinet de l’égalité des 

genres, 2012）. Dès lors, comme on n’a pas le temps de communiquer dans les foyers, il est difficile, 

entre autres, de participer à la prise en charge des enfants : cela pourrait signifier qu’il n’y a pas de 

moments où les membres puissent créer et communiquer leur empathie au sujet de la prise en 

charge des enfants. Dans cette situation, celui qui se charge des enfants  est le membre dont le 

salaire est le moins élevé même si celui-ci travaille également de longues heures. Or, il faut du 

temps afin d’effectuer le care dans les foyers, de sorte qu’il ne serait pas légitime de décider  

d’augmenter ou de diminuer le temps qu’on puisse consacrer au care selon la différence de salaire. 

Toutefois, en réalité, on décide de celui qui se charge du care selon l’« autorité » d’un des membres 

du couple. Ce problème n’est pas le problème individuel tel que chaque femme doit travailler aussi 

fort que les hommes à plein temps, mais plutôt le problème social étant donné qu’il dépend gran- 

dement de l’infériorité du salaire de la femme par rapport à celui de l’homme.

  Les couples japonais n’ont pas assez de temps pour partager les sentiments de leur partenaire. 

Toutefois, nous pouvons penser qu’ils tentent de renforcer la division du travail dans un temps 

limité afin de fonctionner comme un ménage assurant la prise en charge des enfants. À titre d’exem-

ple, Shinohara （2012） a examiné les idées sur le mariage que conçoivent les Japonais en utilisant 

des données accumulées entre 2000 et 2010 de Japanese General Social Surveys. Selon lui, les idées 

sur le mariage ne changent pas au fil du temps alors que les répondant（e）s ayant des enfants 

seraient favorables à l’opinion suivante : « Le bonheur, c’est le mariage. » Si nous admettions donc 

une optique telle que le couple se sent heureux lorsqu’il a des enfants, il serait facile de comprendre 
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pourquoi il existe toujours des couples qui se marient dans le seul but d’avoir des enfants et d’en 

prendre soin. Autrement dit, c’est dans cette association du bonheur et de la prise en charge des 

enfants que les couples mariés se consacrent dans la mesure du possible à élever leur（s） enfant（s）. 

Cependant, comme nous l’avons déjà vu, les couples n’ont pas le temps de faire preuve d’empathie 

en matière de prise en charge des enfants （Sato, 2012）. C’est la raison pour laquelle il n’est  

évidemment pas facile pour les femmes, n’ayant pas confiance en leur propre énergie physique, de 

travailler aussi longtemps que les hommes ainsi que de s’occuper des enfants ou des travaux 

ménagers. En outre, pour cette même raison, il se peut que les femmes choisissent de quitter leur 

travail pour « se consacrer à la prise en charge des enfants ». Une fois cette décision prise, elles se 

doivent de s’appliquer à la prise en charge : c’est ainsi que celle-ci deviendra un problème de plus en 

plus individuel qui doit être réglé par le couple lui-même.

  Tout en choisissant de devenir des femmes au foyer afin de s’occuper de la prise en charge des 

enfants, les femmes doivent se trouver devant un risque  : ce choix de quitter le travail pour des 

enfants n’est pas du tout indépendant du problème de la pauvreté. Un tel problème des femmes au 

foyer n’est pas rare dans le Japon actuel （Shu, 2012）. Comme nous pouvons le voir dans une recher-

che comparative internationale （Blome et al., 2009）, il est indéniable qu’il existe « un risque social 

d’adopter un régime, par exemple le modèle d’un ménage à salaire unique, qui ferait tomber dans 

un état de pauvreté les familles ayant des enfants ». Nous voyons sans difficulté que ce risque n’est 

pas un « risque individuel d’avoir des enfants » : la prise en charge des enfants n’est pas forcément 

un lourd fardeau. C’est plutôt la société, où il n’est pas possible de choisir entre divers modes de 

prise en charge, qui constitue un risque. Dans ces circonstances, si la sensibilisation sur leur prise 

en charge devenait excessivement élevée à cause de ce risque social, il se pourrait qu’on commence 

à considérer le fait même d’avoir des enfants comme étant un « risque » （Sasaki, 2010）. Nous ne 

pouvons négliger qu’il y ait un tel cercle vicieux au sein de la société japonaise.

4.  Les hommes détestent aussi la prise en charge des enfants ?

  Ainsi la prise en charge des enfants serait considérée comme étant un risque individuel. 

Toutefois, on est enclin à penser que certains hommes la perçoivent comme une activité positive en 

lien avec le mariage. De ce point de vue, nous examinerons donc ce que signifie la « prise en charge 

des enfants » pour les hommes japonais.

4-1.  La prise en charge des enfants plutôt que les travaux ménagers

  En se basant sur l’Enquête de JGSS2006, Sakamoto （2010） a effectué une analyse de  

régression multiple afin d’élucider le lien entre les heures de présence obligatoire, d’une part, et la 

prise en charge des enfants et les travaux ménagers, d’autre part. Cette analyse concernait surtout 
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les salarié（e）s ayant un（e） conjoint（e）. Plus le nombre d’heures de présence obligatoire est 

important, plus le temps consacré aux tâches ménagères diminue chez les hommes par rapport aux 

femmes. Dans le cas des hommes, c’est la durée de présence obligatoire qui influencerait le plus les 

manières d’agir : plus le volume horaire du travail, ou celui des déplacements vers le lieu de travail, 

est long, moins ils effectuent des travaux ménagers. Dans le cas des femmes, ce n’est pas le volume 

de présence obligatoire, mais plutôt la différence des formes de travail （soit l’emploi permanent ou 

non） qui influencerait le plus les manières d’agir. C’est-à-dire que le statut de travail est avantage 

que la question de temps pour la position de femme au foyer. Ce résultat est le même que dans 

l’étude de Sato （2012）, que nous avons déjà mentionné dans la section 3-3. En outre, l’étude de 

Sakamoto nous permet d’entrevoir que plus les femmes ont d’enfants, plus les femmes font des 

travaux ménagers, tandis que plus la nécessité de prise en charge des enfants augmente, moins les 

hommes ont tendance à faire des travaux ménagers car devant subvenir aux besoins d’une plus 

grande famille. Il arrive parfois que cette nécessité n’influence même pas le comportement des 

hommes : entre hommes et femmes, il y aurait une différence des éléments ayant une influence sur 

la prise en charge des enfants et les travaux ménagers. Tout en mentionnant une telle différence 

chez les maris, Matsuda （2006） va jusqu’à avancer ceci : c’est «  la durée du temps de travail des 

femmes  » qui influencerait les manières d’effectuer les travaux ménagers. Et ce sont «  l’âge du 

benjamin », « la durée du travail des mères », « l’idéologie des genres » et la « proportion du revenu 

des mères dans l’ensemble des revenus familiaux » qui influencerait les attitudes vis-à-vis de la prise 

en charge des enfants.

  Cette tendance actuelle dépend, semble-t-il, des formes de masculinité que l’on peut obsever 

dans la société japonaise contemporaine, masculinité déjà envisagée dans une étude intitulée 

« L’instabilité de la conscience du genre chez les hommes » （Meguro et al., 2012）. Bien que les 

Japonais ne s’attachent plus trop à être la personne qui amène l’argent à la famille, ils tentent de 

considérer comme fondement de leur masculinité le fait d’être le soutien de la famille. Dans ce 

changement de mentalité chez les hommes, les femmes entrent régulièrement dans le marché du 

travail. De ce fait, actuellement les Japonais et les Japonaises ne contesteraient pas le fait que le 

mari et la femme s’assurent tous les deux un revenu; et pourtant, les hommes penseraient que la 

responsabilité du ménage leur échoit, et que les femmes devraient prendre part aux activités du 

care.

  Si les épouses étaient des travailleuses à temps plein, elles diminueraient la durée des travaux 

ménagers （soit en raison de la durée de travail obligatoire, soit de son statut comme travailleuse à 

temps plein）. Toutefois, si c’était un emploi à temps partiel, qu’il soit longue ou court, les femmes 

effectueraient les travaux ménagers. De plus, si le nombre d’enfants augmentait, on accroîtrait de 

fait les travaux ménagers pour les femmes  ; pourtant, on voit apparaître une tendance contraire 

98 Les Japonaises ne travaillent-elles pas?



chez les hommes. C’est dire que, si les femmes arrêtent de travailler ou diminuent leur travail, les 

hommes doivent travailler plus afin de compenser la part réduite de l’ensemble du revenu. Si les 

hommes continuent de s’identifier au soutien de famille et qu’ils travaillent donc de plus en plus 

longtemps, cette durée de travail obligatoire diminue le temps accordé aux travaux ménagers chez 

les hommes. Ainsi il n’y a pas de temps pour qu’ils puissent faire des travaux ménagers ou prendre 

en charge les enfants. Ce qui garantit la masculinité chez les hommes, c’est leur « identité en tant 

que soutien de famille ». Ainsi, ce statut familial de ramener un salaire n’exige pas du père qu’il se 

consacre aux activités de care. Il y aurait même des cas où les femmes se contentent de penser « La 

vie actuelle nous va parfaitement ». Si nous le regardons selon les stades de la vie, la proportion des 

femmes qui souhaitent « la réduction de la durée de travail de leur mari », ne dépasse toujours pas 

la majorité.

  C’est ainsi que les Japonais et les Japonaises effectuent les travaux ménagers et la prise en 

charge des enfants, et ce tandis que la masculinité vit un flottement axiologique. Comme nous 

pouvons le constater dans une enquête d’Onode （2009） réalisée auprès des pères, se répandrait, 

dans la société japonaise, une conscience collective, négative, selon laquelle on ne voudrait pas 

faire, si possible, de travaux ménagers  ; en revanche, on partagerait également un sentiment col- 

lectif du devoir selon lequel on voudrait ou devrait participer à la prise en charge des enfants. Sans 

aucun doute, il doit y avoir des pères qui ne se sentent pas «  stressés du fait qu’ils ne peuvent  

participer à la prise en charge des enfants ». Dans cette optique, nous nous proposons d’aborder 

ensuite leurs manières d’y participer.

4-2.  N’est-ce qu’un jeu de prendre en charge des enfants pendant des heures limitées ?

  Selon un rapport du Ministère de l’Administration générale, de l’Intérieur et des Postes et 

Télécommunications （2011）, la moyenne de la durée de travail quotidien change selon les cas  : 8 

heures et 30 minutes chez les hommes dont les conjointes travaillent ; 8 heures et 22 minutes pour 

les hommes dont les conjointes ne travaillent pas. Le volume du temps de prise en charge des 

enfants et celui des travaux ménagers pour ces deux types des hommes sont 12 minutes et 12 

minutes pour les premiers contre 19 minutes et 9 minutes pour les derniers. Que ce soit l’homme 

dont la conjointe qui travaille ou pas, c’est presque pareil. Le temps que l’on peut consacrer à la 

prise en charge des enfants est presque invariablement très court. En revanche, le nombre des 

hommes ayant pris un congé parental augmente de 0,12% en 1996 à 2,63% en 2011, ce qui signifierait 

que ces derniers s’intéresserent de plus en plus à la prise en charge des enfants. Toutefois, dans le 

présent Régime du congé parental, le pourcentage de remplacement du revenu n’est que de 50% du 

revenu （environ 200,000 yens au maximum） pendant ce congé. C’est dire que, si le soutien de 

famille principal prenait un congé parental, le risque serait grand que les familles, après la naissance 
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d’un premier enfant, tombent dans la pauvreté. C’est donc sur un temps limité que les hommes 

cherchent à participer à la prise en charge des enfants et ne peuvent alors continuer que dif- 

ficilement une relation père-enfant comme le care ou la discipline  : ils ne peuvent avoir qu’une 

relation beaucoup plus discontinue. Afin de mieux comprendre la situation des pères japonais, nous 

verrons ici une enquête d’Onode （2006）, qui a examiné ce que les pères pensent de la prise en 

charge des enfants. Le résultat de cette enquête indique que les pères la considéreraient comme 

étant «  du loisir  », «  le moyen dont l’homme confirme sa propre identité de père  », «  l’activité  

nécessaire pour l’épanouissement de l’enfant et de soi-même  », etc. Compte tenu de cette étude, 

nous pouvons penser que les pères prendraient l’un des deux choix suivants : 1. À travers un acte de 

soin des enfants comme un «  jeu » pratiquable en temps limité, ils font de la prise en charge des 

enfants un but à réaliser et trouvent la raison pourquoi ils le font, et ce afin de chercher du sens 

profond dans le fait de « faire le père » ; 2. Ils voient la prise en charge comme une ressource, un 

moyen dans l’optique du pragmatisme à la fois « nécessaire pour leur propre développement » et 

profitable dans la vie sociale y compris le travail.

  En réalité, parmi les raisons pour lesquelles les pères peuvent très difficilement prendre un 

congé parental, on trouve leur souci de ne pas « déranger le fonctionnement de l’entreprise et les 

collègues de travail ». Celui-ci est plus important que leur préoccupation concernant la réduction de 

leur propre revenu （NLI Research Institute, 2002  ; Institut de recherche pour l’éducation des 

futures générations de Benesse, 2009）. En outre, le nombre de travaux et la charge qui leur est 

associée constituent l’une des raisons principales pour laquelle les pères hésitent à prendre un 

congé parental. Notons qu’il existe par ailleurs un « congé de deuil » au Japon, congé que l’on peut 

prendre lors des incidents imprévus （soit, dans la plupart des cas, lors de la mort des proches）. À la 

différence de ce congé de deuil qui fait suite à un évènement inattendu, il est presque impossible de 

prendre un congé parental puisque une naissance est un évènement planifié. Enfin, la plupart des 

Japonais considèrent que pour les hommes, la prise en charge des enfants est comme un « jeu » ; 

dans ces circonstances actuelles, il paraît difficile de prendre la décision de congé et d’attirer, pour 

cela, l’empathie de ses collègues de travail ou des proches, si on ne peut pas le justifier en démont-

rant que la prise en charge des enfants n’est pas un simple « jeu ».

  Comment devant un tel dilemme, les hommes peuvent-ils se sentir concernés par la prise en 

charge des enfants tout en attirant l’empathie de leurs collègues et connaissances ?

4-3.    Comment les hommes peuvent-ils se sentir concernés par la prise en charge des 

enfants ?

  Nous pouvons imaginer sans difficulté qu’on demande souvent « Pourquoi ? » à des hommes 

qui veulent prendre en charge leur（s） enfant（s）. Pour répondre à une telle question, il leur faut par 
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exemple présenter des raisons telles que cette prise en charge serait un moyen d’augmenter la 

productivité de leur travail. Suivant une enquête auprès de l’encadrement concernant les effets 

qu’exerce le congé parental des hommes sur l’entreprise （Fondation pour le futur des enfants, 

2011）, nous pouvons penser qu’il faudrait que s’accumulent des réactions positives sur la prise du 

congé parental telles que « C’était une bonne occasion, pour tous les membres d’un poste concerné, 

de prendre conscience de comment procéder au travail », « Cela fait en sorte que chaque membre 

d’un poste concerné tente de travailler plus efficacement », etc. Donc, la prise en charge des enfants 

par les hommes devrait être perçue comme utile pour leur travail avant tout.

  C’est sans aucun doute qu’il est essentiel d’évaluer l’activité de la prise en charge des enfants 

par rapport au travail. Justement, ces deux facteurs fonctionnent en se connectant l’un avec l’autre, 

ce qui fait qu’ils commencent à constituer des échelles d’une importance égale pour les travailleurs. 

Comme nous l’avons déjà vu dans le deuxième chapitre du présent article, la politique de WLB 

passe de la perspective « concentrée sur les enfants » et « sur la prise en charge des enfants » à celle 

ciblée plutôt vers « les travailleurs ». Ce changement de la perspective permettrait non seulement 

d’aborder individuellement la prise en charge des enfants, mais aussi de la traiter par rapport au 

travail. C’est au travers de cette perspective des travailleurs que les citoyens japonais consentent 

progressivement à la politique japonaise de la prise en charge des enfants.

  Cependant, qui sont les « travailleurs » sur lesquels cette perspective s’appuit lors de l’évaluation 

de ladite politique ?

  Dans la seconde moitié des années 80, on promut de plus en plus l’irrégularisation de l’emploi 

suivant la tendance à restreindre le coût du travail, ce qui fait que l’emploi irrégulier （tel que le 

« modèle des femmes au foyer-travailleuses à titre irrégulier »） finit par se diffuser dans les couches 

sociales les plus variées. C’est surtout dans la seconde moitié des années 90 que stagne la régulari-

sation de l’emploi et, de même, que cette irrégularisation se propage non seulement parmi les 

femmes mais également parmi les hommes. En 1990, la proportion des travailleurs irréguliers était 

de 8,8% （38,1% pour les travailleuses） tandis qu’en 2011, elle augmente jusqu’à 19,9% （54,7% pour les 

travailleuses）. Selon un rapport du MHLW（2010）, les raisons du choix du travail à titre irrégulier 

changent en même temps : la raison principale en était « Parce qu’on peut tirer parti de ses propres 

qualifications et compétences professionnelles  » en1999 pour changer en «  Parce qu’il n’y a pas 

d’entreprise où on puisse travailler à titre régulier » en 2010. Par ailleurs, la proportion de personnes 

qui occupent un emploi qu’elles n’aiment pas atteint presque la majorité （49,8%） chez les travailleurs 

intérimaires （41,4% chez les travailleuses intérimaires） et 33,3% chez les salariés sous contrat à 

durée déterminée （35,8% chez les salariées sous contrat à durée déterminée）. En réalité, presque la 

moitié de la totalité des travailleurs irréguliers sont officieusement à la fois des «  travailleurs 

réguliers  » （qui travaillent plus de 35 heures par semaine） et des «  salariés réguliers  » （qui  
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travaillent sous contrat à durée de plus d’un an） （Asano et al., 2011）. Même de tels travailleurs 

irréguliers peuvent prendre un congé parental à condition qu’ils puissent remplir certaines  

conditions, mais pourtant il ne serait pas difficile de supposer qu’on restreigne leur prise d’un congé 

parental étant donné que la proportion des hommes profitant de ce congé est moins élevée. La 

politique de WLB a pour objectif de tenir compte de la perspective ciblée sur les travailleurs ainsi 

que de mobiliser les femmes sur le marché du travail. Toutefois, ces femmes mobilisées ne 

sont-elles pas celles qui ont déjà des travaux réguliers avant cette mobilisation ? C’est ainsi que nous 

pouvons avancer que les Japonais et les Japonaises seront devant des problèmes connexes mais peu 

semblables : d’une part, même si les femmes pouvaient planifier l’âge auquel elle souhaite avoir leur 

enfant, il devrait être repoussé ; d’autre part, les hommes devraient choisir le forme d’emploi, avec 

de moins en moins de liberté de choisir.

  Jusqu’à présent, on a defendu la politique de la prise en charge des enfants en pensant qu’elle 

visait à rendre plus libre la naissance et l’éducation des enfants pour les femmes, lesquels constitu-

ent une partie importante de la « vie » individuelle ou sociale. En revanche, un beau jour viendra-t-il 

où les hommes « travailleurs » deviendront des « hommes vivant la vie ordinaire » ? Poussés par les 

difficultés économiques, les hommes pourront-ils participer à la prise en charge des enfants non 

plus en tant que père-travailleur, mais comme père-homme vivant la vie ordinaire ?

5.  En guise de conclusion : pouvons-nous faire preuve d’empathie 

les uns envers les autres dans la société japonaise ?

  Il est de plus en plus difficile pour les Japonais de garder leur propre « identité masculine » en 

se fondant sur le travail, d’autant qu’il y a de plus en plus d’hommes qui travaillent à titre irrégulier 

et de manière non choisie. Dans cette situation sociale, nous ne pouvons plus croire qu’existent 

encore ces entreprises qui avaient garanti le sentiment de sécurité pour les travailleurs irréguliers 

comme pour les autres et avaient cherché à considérer leur bien-être comme un «  problème 

social  ». En revanche, pour les Japonaises, un tel organisme garantissant leur bien-être n’a pas 

existé. Elles devaient résoudre, selon leur propre stratégie, des problèmes rencontrés tels que la 

conciliation entre travail et famille. Il allait de soi, pendant longtemps, qu’elles étaient responsables 

de la prise en charge des enfants, ce qui constituait une raison légitime, même authentique, de 

quitter leur travail. Il en découle que les raisons financières devaient être une valeur stratégique 

privilégiée si les travailleuses japonaises voulaient continuer leur travail. Pour en revenir aux 

hommes, ils ressentent du stress en ne pouvant pas se consacrer à la prise en charge des enfants de 

même que, s’ils voulaient y participer, ils devraient la justifier en démontrant qu’elle est utile pour le 

travail. Pourquoi donc devons-nous résoudre aussi individuellement des problèmes que nous 

pourrions qualifier de « sociaux » y compris celui de la relation entre travail et famille ? Dans quelle 
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sorte de société vivons-nous exactement ?

  Si nous l’examinons dans l’optique macroscopique, le gouvernement du Japon est «  un  

gouvernement limité qui doit faire face à la réduction de la taille de l’État  ». En outre, la société 

japonaise connaît même un phénomène de renversement dans la redistribution des revenus. Ce 

constat nous permet d’avancer que le risque de pauvreté est plus familier et imminent que l’on ne 

l’imagine dans la société nipponne. Par conséquent, si nous pouvions avoir un emploi régulier, il 

faudrait une forte auto-justification afin de prendre en charge des enfants dans une telle société où 

le spectre de la pauvreté ne cesse de planer et où la prise en charge des enfants serait laborieuse 

avec un emploi irrégulier. Comme nous l’avons vu dans le troisième chapitre, les hommes n’ont pas 

beaucoup de temps pour participer à la prise en charge des enfants, alors que les femmes « doivent 

s’y consacrer  » sérieusement  : c’est dire que le care des enfants se fait dans une ambiance où 

hommes et femmes ne peuvent pas facilement faire preuve d’empathie les uns envers les autres. 

C’est la raison pour laquelle les Japonais, de même que les Japonaises, doivent justifier, de façon un 

peu trop emphatique, cette participation active. Ainsi, la prise en charge des enfants au sein de la 

société japonaise a sans cesse ceci d’angoissant qu’elle nécessite une telle auto-justification 

emphatique.

  À qui donc devons-nous nous justifier ? Nous pouvons répondre à cette question en disant ceci : 

c’est à la société japonaise. Toutefois, pourrions-nous admettre une relation entre l’individu et la 

société comme étant antagoniste  ? Dans l’«  Enquête sur l’échelle de valeurs de différents pays  » 

（Institut d’innovation de Dentsu Soken, 2008）, on peut trouver une question relative à ladite 

problématique : « Qui doit être responsable de la vie de ses citoyens ? ». D’après le résultat de cette 

enquête, 71,4% des Japonais répondent «  l’État  » （45,8% pour les Français） tandis que 25,6%  

répondent « les individus » （53,9% pour les Français）. De prime abord, il semble que les Japonais ne 

pensent pas être responsables de leur propre vie. Néanmoins, par exemple, la dépense publique 

pour l’éducation nationale est de 3,3% du P.I.B （5,5% en France）, tandis que la dépense privée est de 

1,7% du P.I.B. （0,5% en France） （OECD, 2011）. Ces données statistiques nous permettent de 

comprendre que le résultat de l’enquête précédente de Dentsu exprime le mécontentement des 

Japonais dû à une lourde charge financière pour les individus. Si nous admettons que c’est l’État qui 

doit se charger de la vie des citoyens, il serait raisonnable de penser que, afin de nous faire accepter 

une demande personnelle, nous avons l’obligation de nous justifier à l’égard de cet État ou bien de 

la société qu’il organise. Dans la même enquête de Dentsu, nous pouvons trouver une autre 

question qui nous intéresse  : « Vous fiez-vous à la Diète/au Parlement ? ». À cette question, c’est 

seulement 21,4% des Japonais qui répondent affirmativement （34,8% pour les Français） （Institut 

d’innovation de Dentsu Soken, 2008）. Compte tenu de ce résultat, nous sommes susceptibles 

d’avancer ceci  : si les Japonais ne se fient ni à la Diète ni au Parlement, c’est que l’État n’arrive 
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peut-être pas à achever l’organisation d’une société où nous pourrions recevoir des services  

correspondant à des enjeux politiques. Afin de mieux comprendre cette situation, nous aborderons 

un autre exemple qui concerne la famille monoparentale. Jusqu’à présent, nous n’avons quasiment 

jamais problématisé la pauvreté de la famille monoparental, bien que le chef féminin de la famille 

monoparentale travaille de longues heures et qu’elle soit un travailleur pauvre. L’une des raisons en 

serait que nous accusons parfois la famille monoparentale féminine de détruire une société durable 

dont les assises sont les familles stables. De toutes façons, rappelons ici que cette société, qu’est le 

Japon, ne pourrait répondre à nos justifications emphatiques de la prise en charge des enfants 

d’autant que ce pays d’extrême orient n’a qu’un «  gouvernement libéral  ». Les citoyens japonais 

demanderaient donc trop à ce pays. Si tel était le cas, nous continuerons de nous demander, sans 

attente de dénouement, qui sera capable de donner de l’assistance à cette société nipponne.

  Comme nous l’avons constaté tout au long du présent article, le facteur travail ne permet jamais 

qu’un seul individu, ou même un seul couple, se charge de l’éducation des enfants. L’ensemble de la 

société nous prive des occasions d’y participer activement tout en nous infligeant un travail au 

volume horaire important. Tant que nous nous attachons à considérer comme antagoniste la 

relation entre individu et société et à justifier la prise en charge des enfants dans une optique utili-

taire et pragmatique, il sera toujours difficile de nous engager dans une société fluide en acceptant 

ce perpétuel processus de perfectionnement. Le malaise, dû à cette perspective utilitaire et pragma-

tique sur la prise en charge des enfants, devrait empêcher de plus en plus les Japonais d’y participer 

de diverses façons.

  En 2013, le gouvernement japonais a mis en place la « Commission des enfants et de leur prise 

en charge » au sein du « Nouveau régime des aides des enfants et de leur prise en charge ». Si ce 

système collégial sait à l’avenir proposer des normes plus tolérantes envers la diversité ou l’état de 

la société japonaise, la prise en charge des enfants, tout en demeurant du domaine personnel, 

pourra être un enjeu plus «  social  ». De ce point de vue, nous nous pencherons sur les acteurs 

sociaux qui participeront à cette commission et sur les messages qu’ils proposeront dans le but 

d’examiner de plus près, dans nos études ultérieures, ce que signifie une prise en charge des 

enfants «  sociale  » au Japon, les modalités de sa reconstruction, et des moyens de franchir la  

dichotomie Société-Individu.

Notes

1 ）�Rate of labor input ＝（labor input of one’s generation）�/ （number of employment of one’s gener-

ation × average work hours of all（mens and womens）�employment）�Par exemple, women’s rate 

of labor input ＝（women’s labor input of one’s generation）�/ （number of women × average work 
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hours of all employment） （Iki, 2012）
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〈Summary〉
The right to self-determination is one of the most complex issues in international affairs. The 

theory that all peoples have a right to determine their own political destinies has been almost 

universally recognized. But the approval and execution of this ideal usually produces  

tremendous tension between those who desire to protect the state’s sovereignty and those who 

desire the right to exercise their culture and political will within the state, or those who desire 

to be independent from the state. In recent years the numbers of groups demanding increased 

autonomy or seceding from their original state to become a new independent state has 

increased. All these demands are linked with the assertion of the right to self-determination. 

The Quebecois and the Catalonian are a kind of this group. The Quebecois have clamored for 

their independence from the rest of Canada for several years. Their demands reached a peak 

when the Supreme Court of Canada addressed the issue in Reference re Secession of Quebec. 

The opinion about Quebec’s right to independence under Canadian and international law was 

mentioned. While the Court ultimately determined that Quebec does not have the right to 

unilaterally secede, they acknowledged Quebec’s right to self-determination. In this opinion the 

Supreme Court of Canada gave us a hint of considering the possibility of Catalonian secession.

  Regarding the text, in the first chapter, the Court’s decision and the related current princi-

ples of international law will be examined. In the second chapter, the Catalonian secession will 

be examined in the light of these principles and the Court’s decision. Lastly some solutions of 

this issue will be suggested.

  In summary, given the Canadian Supreme Court’s opinion in Reference re Secession of 
Quebec, a unilateral declaration of independence would violate Spanish and international law by 

the principles of international law articulated in United Nations Declarations and international 

case law. As in Quebecois’s case, the Catalonian people are not oppressed and have meaningful 

access to the central government of Madrid. Under this situation, they would probably experi-

ence difficulty exercising the act of unilateral secession.

はじめに

　独立と言えば，かつて旧植民地からの独立を想起したが，近年はむしろ既存の独立国からの分

離独立のケースの方が多い。それは大きく 2つに分類できると思われる。一つは旧ソ連やチェコ

＝スロバキア，旧ユーゴなど旧体制の解体の煽りを受けての独立の事例である。これは 90年代

以降とくに顕著に見られる。もう一つは，いわゆる既存の国家からの純粋な分離独立である。こ
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の事例はパキスタンから独立したバングラディシュ，あるいはエチオピアから独立したエリトリ

アなどに限られる。ところで，近年話題にのぼっているスコットランドやスペイン・カタルー

ニャあるいはバスクの独立がかりにも成功すれば後者の事例として数えることができるが，基本

的にバングラディッシュやエリトリアのそれとは特徴を異にする。なぜなら，それはいわゆる政

治経済的に先進国に属する国からの分離独立であり，先例はほぼ皆無である1）。

　ヨーロッパは近代国民国家の勢力均衡を維持する関係上，国境線が長らく維持されてきている。

そして植民地の宗主国の多くがこの欧州のいずれかの国であり，国民国家の伝統が根強く続いて

いる。そのため，少数民族集団の内的自決は後回しにされてきた。19世紀を通じて第一次世界

大戦にいたるまで，こうした少数派の民族ナショナリズムにもとづく自決権や独立の要求がとり

わけ東ヨーロッパやバルカン半島等で展開されてきた。そして第一次世界大戦が勃発したのは

オーストリア＝ハンガリー帝国から独立しようとしていたセルビア人の国民主義であった。まさ

に冷戦構造の終焉により，これが再燃したのをわれわれは近年のヨーロッパ史のなかで確認して

いる。しかし，基本的に 2度にわたる世界大戦，さらには EU形成の過程や冷戦構造下の国際関

係により，本来ヨーロッパにも存在していた民族紛争は主要国家権力の抑圧のもと表面化するこ

とはなく，むしろ彼らは国家権力から与えられる権益に甘んじることを余儀なくされてきたので

あった。しかしながら，90年以降の冷戦構造の終焉によるヨーロッパ情勢の変化により，第一

次世界大戦勃発当初を想起させるような民族意識が再び高揚し始め，東欧や旧ソ連を中心に連邦

の解体によって約 1世紀ぶりに自らの内的自決を図ろうとしているのである。そして実際に独立

することで自決をはかることに成功した国もある。

　ところで，このような東欧やソ連の動向に対し，従来，西ヨーロッパ諸国の国境線は古くは

1648年のウェストファリア条約時に起因する旧体制の維持に寄与してきた。しかし近年西欧に

も分離独立運動が高まってきている。すでにそのような動きが始まって久しいが，このなかにイ

ギリス連合王国から分離しようとするスコットランド，あるいはスペインから分離独立しようと

するバスクやカタルーニャの存在がある2）。これらの民族運動や独立問題は昨今われわれの注目

をとくに集めているが，従来このような動きは，国民国家の維持と安定，さらには EUの安定の

ために押し殺されてきた。まさにヨーロッパの少数民族による自決権の要求がここにきて分離独

立という形で高揚してきているのである。本稿執筆中の 2014年 9月 19日，スコットランドは住

民投票により独立が否決されたことを公表しているように，西欧諸国からの分離独立の事例はお

そらく皆無に等しい。そのなかで本稿は近年とくに白熱しているスペイン・カタルーニャの分離

独立の行方を国際法上の権利としてどこまで主張できるのか，ひいてはその独立の成否について

今日までの現状をふまえて分析，推察するものである。その前に確認しておきたいことは，カタ

ルーニャに独立が認められるかどうかは，本来スペイン国内法の問題であろう。しかし，現代国

際社会においてもはや一国主義は不可能である。民主主義や人権等の，国際法で法的に認められ

ている国際基準でその国に対する評価が決まっているのも，周知の事実である。ときには不干渉

原則が例外的に正統な理由をもって破られることがある。従って，国際法で国内の問題を分析す
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ることは現代国際社会において一定の有効な視座となろう。

　さて，カタルーニャ独立の問題に限る話ではないが，政治的ナショナリズムと民族的な集団意

識のあいだの摩擦がこのような紛争を展開している。スコットランドやカタルーニャは遠い昔独

立「国」として存在していたが，その後の編成で，いわゆる社会契約論的な関係が国民と新政府

の間に締結され，その権利・義務関係という呪縛から未だ解放されることが難しい。そして当事

者たちは，その現実に直面しながらも，中央政府と歯車がかみ合わないというもう一つの現実と

の狭間にあってつねにジレンマに陥っているのである。また一方で，国際社会がそれを看過して

きたため，21世紀の昨今，ついにそれが爆発したという観がしないわけではない3）。しかしなが

ら，分離独立の可能性を全く否定するわけではないが，現実の国家実行は実現していないのであ

る。他方，分離や独立という動きは一種の気運の高まりのような側面も否定できず，愛国心等の

心情面，感情面に人々があたかも祭り事のように踊らされ，実態を正しく判断していないで行動

に出ている場合が少なくない。カタルーニャの場合はどうであるかというのは後の考察に譲ると

して，ここではこれまでの推移と現状をふまえて，客観的な分析に基づいて当該問題の行方につ

いて考えてみたいと思う4）。

Ⅰ　国際法上の分離独立とは

⑴　カナダ・ケベック分離事件（判例）5）

　カタルーニャの分離独立の動向およびその成否の可能性を分析・推察するにあたり，類似の国

家実行が先に述べた理由より皆無である。そして，カナダ・ケベック州の分離事件が唯一のカタ

ルーニャの分離案件に示唆する類似判例として考えられる。カナダは連邦制国家でスペインは立

憲君主制中央主権国家ではあるが，後者は地方分権化と自治権拡大が進んでいる国で，その意味

で連邦制と一部重複するところがある。また一般の欧米諸国の基準である政治的，経済的，社会

的条件，あるいは民主主義や人権の概念の受け入れ状況等の点においても両国は類似している。

さらには植民地支配下，あるいは外国の支配下にはない点も共通している。本判例はあくまでカ

ナダ国内の最高裁判所の諮問意見であり最高裁判決ではないが，当該問題の法律的解決という重

要な視座を与えてくれる。そこで，まずはケベック州分離事件の法的現状の分析から入ることに

する。

　連邦国家カナダの 1州を構成するケベック州は人口の 8割がフランス系で，言語的，文化的ア

イデンティティの確立を求める動きが従来みられた。1976年～85年には独立を主張するケベッ

ク党が政権を握った。1980年にはカナダ連邦とケベックの分離独立を目的としない主権獲得の

交渉を行うかどうかの住民投票が実施され，約 6割の住民がこれを否決した。加えて，1982年

にカナダ憲法が改正されたが，ケベック州はこれを受け入れなかった。1987年には，ケベック

を「独特な社会」であることを認めるなど同州への歩みよりを示した憲法協定（ミーチ・レーク

協定）が合意されたが，いくつかの他州は批准しなかった。これを受けて，1995年，ケベック

の分離独立を争う住民投票が行われたが，独立賛成 51％，反対 49％で独立は否決された6）。
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　そこでカナダ政府は連邦最高裁判所に次の 3点の諮問を行った。①カナダ憲法上，ケベックの

議会，立法府または政府はカナダからのケベックの分離を一方的におこなうことができるのか。

②国際法上の自決権は，ケベックの議会，立法府または政府に対してカナダからの分離を一方的

に行う権利を与えることができるか。③この点に関して，国内法と国際法との間に矛盾があると

すれば，カナダはどちらを優先するか。

　これに対してカナダ連邦最高裁判所は 1998年 8月 20日付で諮問意見を述べた。①に関して，

カナダ憲法とは 1982年憲法だけではなく，憲法的権限の行使を規定する明文・不文のすべての

規則および原則の全体系を意味するとしたうえで，本件に関わる憲法の基本原則は，連邦主義，

民主主義，立憲主義と法の支配，少数者の権利の尊重であるとした。民主主義と連邦主義の原則

により，ケベック州民の明確多数が分離を支持する場合は，連邦を構成するすべての当事者（各

州）と交渉を相互義務が生じるとした。従って，ケベック州が憲法上一方的な分離独立を行う権

利は認められないと意見した（paras. 32-105）7）。

　次の②について，国際法上では分離権についてはとくに規定されておらず分離権を即否定する

ことはできない。しかし，国際法の伝統的な原則である領土保全の原則が重視される限りにおい

ては，新国家の形成については国内問題として委ねられなければならない。ただし，他方で，人

民の自決権は国際法上の一般原則となっており，国際法は自決権を「人民」に与えている8）。

従って，国際法上の自決原則は国の領土保全の枠内で認められるのが原則であり，人民の自決権

は通常は内的自決権を通じて実現される。外的自決権は，植民地支配下および外国の軍事占領下

において人民が抑圧されている状況にある場合，例外的に外的自決権が救済的に認められるとい

う見解が一般的である。しかし，ケベックはこの状況にないと指摘する（paras. 126-134）。ただ

し，カナダ最高裁は分離権を根拠付ける第 3の可能性について次のように示唆している。

　国際法上の自決権が外的自決権を認めるのは，せいぜい，旧植民地状況にあるか，民族が，

外国による軍事占領下にあるような抑圧状況にあるか，あるいは明定可能な集団が，政治的，

経済的，社会的，文化的発展を追求するために政府を利用しようとしても意味をなさない状

況にある場合である。この 3つの場合すべてにおいて，民族は，外的自決権を行使できる。

なぜなら，当該民族は，自決権を内的に行使する能力を否定されているからである9）。

　さらに同諮問意見では，国際法は分離権を積極的にこそ認めないが，分離を禁止してはいない。

領域に対する実行的支配が確立できれば，その政治的現実に対して国際承認を得ることができる

であろうとも述べられている10）。他国による承認は国家性の獲得にとって理論上必要ではないが，

実際にそれは新国家の国際社会における存続を左右するものとなるのである（paras 140-146）11）。

⑵　判例からの論点と国際法上の自決権と分離権の展開

1  ．本諮問意見は伝統的な国際法の解釈をふまえ，さらに近年の新たな社会的状況に応じた国際
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法の新たな解釈を試みようとする前向きな姿勢を呈している。今後の国際法の発展にも寄与す

るものであると期待される。まず，国際法では国の領土保全を遵守しなければならないことが

大前提にある。そのうえで，分離権については国際法で直接規定はされていないが，領土保全

の立場を揺るがす危険性のある一方的な積極的独立は原則認められない。よって元の所属国と

の交渉及び承認が求められる。このことは，かりに独立したとしても，その後の国際関係，外

交関係に関わる重要なことである。

　加えて，分離独立を要求している地方自治政府が果たして国の成立要件に抵触していないか

が重要な独立のための要件となる。それは慣習国際法として認められるものであるが，領域，

住民，実行的支配の 3要件である（これにモンテビデオ条約 1933年では，他国との関係を取

り結ぶ能力，外国能力が 4つ目の要件として加えられる）。

　さらに，他国による承認である。国家として承認するかどうかの前提に先に述べた国家の要

件が重要な要件して存在している。宣言的効果説では，国家の要件を満たしている段階で自然

に国家として承認されるが，創設的効果説では，国家は他国の承認を受けることで，初めて主

体として存在できるという考えである。後者の説になると，分離独立および国家の承認は国際

社会との関わりが無視できないことがわかる。

2  ．カナダ最高裁が分離権を正当化する国際法上の根拠は自決権であり，その適応対象として，

まず従来どおりの，植民地支配下の人民と，外国占領下の人民を挙げている。それは 1960年

の植民地独立付与宣言12） や 1970年の友好関係宣言等による一連の国連総会決議のなかで自決

権が権利として規定され13），1966年に採択された国際人権規約の共通第 1条にも明記されて

いる14）。無論，ここでの自決権は外的自決権を指す。

　では，外的自決権は植民地支配下や外国支配下の抑圧された人民に限られるのかどうか。こ

れについては友好関係宣言の領土保全の原則を規定した留保事項をみてみよう15）。

　前記のいかなる規定も，そこに規定する人民の同権または自決の原則に従って行動し，人

種，信条または皮膚の色による差別なしにその領域に属する人民全体を代表する政府を有す

るに至った主権独立国家の領土保全または政治的統一を全体として，また部分的にも分割し

または害するいかなる行動も認めまたは奨励するものと解釈してはならない16）。

　この条文からわかるように，独立国の領土保全の原則を毀損する分離権は認められない，と

いう解釈ができる。換言すれば，非植民地化以降の主権国家人民については外的自決が否定さ

れ，いわゆる内的自決として理解される17）。ところが，「人民の同権と自決の原則にしたがっ

て行動」し，「すべての人民を代表する政府」でなければならないという規定は，反対解釈す

れば，それが満たされない場合は分離権が導き出せるという解釈もできる。カセーゼ

（Antonio Cassese）は，「主権国家の中央政府が，宗教的，種族的集団に対して参加権を与え
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ることを絶えず拒否している場合，こうした集団の基本的権利を大規模に組織的に踏みにじっ

ている場合，そして国家構造のなかで平和的な解決の可能性を否定している場合」という条件

付きで，分離権を認めるべきであるとする見解を出している。いわゆる「救済的な分離」と呼

ばれるものである18）。

　さらに，ウィーン宣言および行動計画（1993）は友好関係原則宣言（1970）にならって，

「いかなる種類の差別もなしにその領域に属する人民全体を代表する主権独立国の領土保全ま

たは政治的統一を全体的または部分的に分断しまたは害するいかなる行動も認めまたは奨励す

るものと解釈してはならない」としている19）。これを反対解釈すると，「人民全体を代表しな

い差別政策をとる国の人民は外的自決権を有することを暗黙に認めた」と考えられる20）。

3  ．ケベック分離事件のカナダ最高裁の諮問意見の場合は，内的自決権と外的自決権に区分し，

領土保全の原則により，従来の植民地支配下および外国の支配下以外では，内的自決権に含蓄

される民主主義や人権等の法秩序の根源にある概念が確立されていれば分離権は認められな 

い21）。逆に，民主主義や人権が擁護されていない場合，外的自決権の容認を考慮するという，

第 3の場合を呈している点である。つまり，ある人民・民族的集団がその政治的，経済的，社

会的，文化的発展を追求するため政府へのアクセスを否認されているような場合である。同諮

問意見によると，国際法の自決権は以上の 3つの状況において，通常は内的自決によって解決

されるが，これらの極端な状況において外的自決権を生み出すとする。換言すれば，自らの内

的自決権を行使する能力を否定されていることにより，当該人民は外的自決権の資格が与えら

れるという意見，解釈であり，内的自決と外的自決の間の論理的一貫性を示したものであった。

では，ここで問題になるのは，誰が，何を，基準にこれらの状況を判断するのかということで

あろう。その意味で，カナダ最高裁の諮問意見でもコソボの場合もそうであるが，裁判所は分

離権が法的な権利かどうかを明確に判示できないのが現状である。逆に言えば，条件さえ整え

ば，独立の可能性をまったく否定する国際法はないことになる22）。

Ⅱ　カタルーニャの分離独立は国際法上認められるのか

⑴　歴史的背景と現状

　カタルーニャにおける分離独立の運動の歴史はカタルーニャ公国（Principat de Catalunya）が

崩壊する 1716年に遡る。その 2年前にスペイン継承戦争でブルボン家の支配下に陥った。以来，

その復活を願うカタルーニャ人は自らのアイデンティティを大切にしてきた。従来，言語的にも

法制度的にも固有の歴史があったため，1830年代の文化運動，さらには 1890年代のカタルー

ニャのナショナリズムの高揚へと発展した。1923年に成立したプリモ・デ・リベラ右翼政権

（Miguel Primo de Rivera y Orbaneja）に対する反発と，当時の左翼思想，とりわけアナルコサン

ディカリズムを支持するバルセロナ労働者階級が再びカタルーニャの自決，分離独立の中心的勢

力となりつつあった。スペイン第 2共和制期（1931－1939）になったときにカタルーニャは連邦
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制度内での共和国成立を宣言したのである。結果的にこれは認められなかったものの，かわりに

1932年にはカタルーニャ自治州憲章の復活をみた。しかし，1934年再びカタルーニャ共和国の

成立を宣言したが，すぐに弾圧された。やがて 1936年にスペイン領モロッコでフランコ

（Francisco Franco）が反乱を惹起し，右派と左派の戦闘がスペイン全土に広がる。いわゆるスペ

イン内戦（1936－1939）勃発である。こうしてカタルーニャの独立の夢は志半ばで挫折を余儀な

くされた。そして勝利したフランコは国家元首に就任し，内戦後から 26年間独裁の立場に君臨

し続けたのであった。

　1975年のフランコの死去により政権が倒れ，スペインの民主化の幕開けとなった。1977年，

亡命していたかつてのカタルーニャの指導者タラデリャス（Josep Tarradellas）が帰国。こうし

て 1979年のカタルーニャ自治州憲章を受け，1980年カタルーニャは自治州になり，事実上寛大

な自治権を認められたに至ったのである。その後，ジョルディ・プジョル（Jordi Pujol）率いる

CiU（カタルーニャ集中と統一）が第一党となり，プジョルのもとで 2003年まで続いた。そし

て2006年，カタルーニャ自治州憲章（Estatuto de autónoma de Cataluña）が改正された。先立っ

て，2006年 6月 18日に自治州憲章の改正に関する市民投票が実施された。

　2006年のカタルーニャ自治州憲章の大きな特徴は，カタルーニャの内的自決を一歩前進させ

た「民族体」が州憲章の「序文」のなかで明記されたことである。2010年 6月 28日付で憲法裁

判所は序文の naciónの法的効力はないと述べている。カタルーニャ人としての民族性が nación

という一語に込められている。それがスペイン・マドリード中央政府（かつてのカスティーリャ

王国）と対等の立場に立ち，外的自決権を求めるうえで必要な第一関門を突破したことになる。

 El Parlamento de Cataluña, recogiendo el sentimiento y la voluntad de ciudadanía de 

Cataluña, ha definido de forma ampliamente mayoritaria a Cataluña como nación. La 

Constitución Española, en su artículo segundo, reconoce la realidad nacional de Cataluña como 

nacionalidad.

（カタルーニャ州議会は，カタルーニャ市民の感情と意志を汲み取り，ほぼ満場一致でカタ

ルーニャを一つの「民族体」とすることにした。スペイン憲法第 2条で，カタルーニャが有

するあらゆる民族体としての現実を，国家形成に至らない民族体として認めている23）。）

　そして本論文序章にも書いたが，スコットランドの分離が過日の市民投票で否決されて，これ

がどのような影響を，とりわけ同じ EU内のカタルーニャやバスクの分離独立に与えることにな

るのかが注目されている。スコットランドの問題が終わって以降，マスメディアではカタルー

ニャは西欧の中の分離独立の先例になることにかえって闘志をいだく支持者による街頭でのデモ

ンストレーションなど確かに過剰になっているようにも見受けられる。カタルーニャとスコット

ランドは違うのだと。そこで，住民投票の一方的な実施が違憲であるスペインにおいて，カタ

ルーニャ州議会は 2014年 11月 9日に独立の是非を問う住民投票を強行的に実施しようとしてい
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た。これは州議会で９月 19日に可決された（賛成 106，反対 28）24）。しかし，中央政府はこれを

阻止する構えであり，事実 9月 29日スペイン憲法裁判所により当該住民投票の実施は違憲であ

るとして投票の差止めが出された25）。一方的な住民投票は違憲であるとの一辺倒で，中央政府も

まったく譲らないところが，スコットランドの状況とは異なっているといえよう。

　ところでカタルーニャの独立支持率は正確なところは不明である。憲法裁判所の違憲判断も出

たのでおそらく住民投票を強行することは厳しいと思われる。現に 10月 13日，カタルーニャは

予定していた住民投票を断念した。参考までに，ある世論調査での結果を挙げておこう。29日

の違憲判決が出る以前の段階で，違憲と判断されても住民投票を行うべきであると回答した者は

全体の 23％，裁判所の判断を尊重すべきであると回答した者は全体の 45％，さらに違憲であれ

ば投票実施を支持しないという者が 55％で過半数を上回っていた26）。まずカタルーニャの全人

口 750万に対してスコットランド独立否決後のカタルーニャの独立デモに参加した人は 150～

180万と見積もられている（マドリード中央政府筋では 50万という数値もあがっている）が，

全体の 2割強である27）。

　他方，カタルーニャ州自治政府の世論調査研究所のアンケートは 2014年 5月に 1,600人を対

象に行ったものであるが，これによると，カタルーニャが独立した暁にはそれを受け入れる意思

を有するとした者は 58.8％，逆に反対したのが 31.9％であった。またカタルーニャが 1国になろ

うとしていることに対して全く懸念していない者は 30％，その懸念が最大に及んでいる者が

10.9％であった。住民投票の実施がカタルーニャ市民の民意を知る上で最も重要なことであると

考えている者が 54.7％，どちらかといえばそうだという者は 18.9％，他方，住民投票の実施に極

めて反対している者は 12.8％，どちらかといえば反対している者が 8.9％であった。5月の時点

での同アンケート調査結果だけを見ると，独立に対する希望や期待感の方が高く，過半数を越え

ていることがわかる。

　ところが，それから数ヶ月が経った 9月 22日付の『エル・パイス』紙によると，スペイン国

家はカタルーニャに対して満足いく条件を出してくるかどうかに対しては，73.2％の者が不安を

抱いているというデータが出ている28）。これに関して，2014年 9月 1日付の『エル・ムンド』

紙がおこなったアンケート結果では，独立支持者は全体の 41.3％，その中の 34％が真の独立支

持者で多くは CiUや ERC（左派共和党）の政党支持者であった29）。さらに 10月 31日付のエル・

エコノミスタ社『エコ・ディアリオ』によると，Gesop研究所の最新の調査として 10月最後の

週に実施した 1,600人対象のアンケートの結果を発表しているが，独立賛成派は 46.2％，反対派

は 38％，どちらとも言えない，15.8％であった30）。以上のアンケート結果からわかるように，独

立支持者は 10月末現在，5月に比べて減少傾向にあるが，反対派をつねに上回っているという

状況にある。この背景に，独立運動の高揚とは逆に，独立後の重税や不況，EUとの関係等のマ

イナス要因が起因していることが考えられる31）。
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⑵　国際法から見るカタルーニャ分離独立

　では，第 1章で考察したケベック分離事件をめぐるカナダ最高裁の諮問意見を本件カタルー

ニャの事例に当てはめて考えてみよう。

　第 1に，カタルーニャが独立する前に，そもそも国家としての要件を成しているかどうかをみ

てみよう。そのためには国家となるための資格要件を法的に確認する必要がある。慣習国際法と

しては，①恒常的住民，②明確な領域，③政府の 3要件，モンテビデオ条約では先の 3つに，④

他国との関係を結ぶ能力（外交能力）を加えて全部で４つの要件とする。ここでは，ケベック分

離事件と同様，慣習法の 3要件でみると，①約 750万人のカタルーニャ人口が最大見込まれる。

その数はスイスの人口に匹敵する。②現在のカタルーニャ州と同じ領域が見込まれる。領土保全

の原則，ウティ・ポシデティスの原則による。③カタルーニャ自治政府（ジェネラリター）が継

承することが見込まれる。以上から国家の要件を満たしているといえる。

　第 2に，所属国家からの分離独立に対して，国際法上の領土保全の原則が優先される。この場

合，マドリード中央政府（スペイン国家）とカタルーニャ自治政府との交渉，承認が必要になっ

てくる。一方的な分離権，独立は認められない。

　第 3に，分離権は国際法上規定はないが，自決権は国際法上の権利である。カタルーニャの場

合もケベック同様，植民地支配下や外国の支配下にあり，または人権侵害で急迫している状況に

限っては内的自決を図るための手段として内政干渉が認められると考えられる。そして内的自決

がはかれない場合，最終手段として国際法上分離独立を選択肢に加えることができる。しかし，

カタルーニャの場合はこのいずれにも当てはまらない。カタルーニャはケベックと同様（カナダ

は連邦制），大幅な自治権を従来からカタルーニャ自治政府に認めてきたという経緯がある。カ

タルーニャ語とスペイン語（カスティーリャ語）の公用語化，カタルーニャ語の義務教育化等，

中央集権制のスペインが寛大で裁量のある自治権（地方行政権の拡大）をカタルーニャに認めて

きた（自治州憲章が認められている州は，17自治州のうちバスク，ガリシア，アンダルシアと

並んで歴史的自治州として承認されてきた 4自治州のみ）。従って，植民地支配や外国勢力によ

る支配下以外では，急迫するような民主主義や人権侵害等の状況下にあれば，領土保全の原則が

破られ，最後の手段としての分離権が認められる場合がある。しかし，この状況はカタルーニャ

のケースに当てはまらない。住民投票の違憲性により民意を問うことができない状況にあるが32），

少なくともマドリード中央政府はカタルーニャ自治政府との交渉の機会を何度かもってきた。無

論，アクセスを断ち切る状態には至っていない。政治制度上，連邦制国家ではないので，行政権

の拡大に留まっており，徴税権や財政権等は認められていないのは当然である。ただしバスクと

ナバラの各州には徴税権が認められており，その不均衡に対するシステム上の問題は，いずれは

解決しなければならないのであろう。

結論と今後の展望

　スペイン・カタルーニャが置かれている現況をふまえると，かりに分離独立を目指すとしても，
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それが達成されるために，もう少しいくつかのハードルを乗り越えていかなければならないこと

が理解されよう。そのために歳月を費やさなければならない。しかし，われわれがここでカナ

ダ・ケベック分離事件に関するカナダ最高裁の諮問意見について分析した最大の利点は，同判例

から次の教訓を与えられたことではないだろうか。

　第 1に，最初から外的自決，つまり一歩的な分離権を要求するのではなく，段階的に手順をふ

んで進めていかなければならないことを教示してくれていると思われる。換言すれば，国際法で

自決権は当然認められた権利であるが，即時，一方的に分離権を要求するのではなく，まずは内

的自決が要求される。そのうえで反対解釈により内的自決が認めらない場合，次のステップとし

て外的自決があることを明示してくれているのである。

　第 2に，所属国の領土保全を脅かす自決権は原則成立しないため，マドリード中央政府との関

係に配慮する必要がある。また国際社会，とりわけ EU諸国の本件に対する評価もしかりである。

コソボの事例のように，強引な実行支配により一方的に独立を達成したのち，国際社会の審判を

仰ぐという方法もあるが，一方的な独立はいずれにしても不利益をどこかで被るものである。

　では，具体的にどのように，またどのような内的自決を目指していくべきか。先に述べた住民

投票は，国内法により違憲とされているが，他方で，国際法の一般原則である民主主義や人権の

保障という考え方によって民意を知ることは権利として認められてしかるべきである。この対立

が埋まらない限り，第一関門を乗り越えることは出来ないであろう。しかし，マドリード中央政

府が違憲を理由にいつまでの住民投票を回避できるかといえば，国際世論がそれを認めないとい

う事態も予期しうるのである。その意味で，このケベック分離事件の判例は中央政府に対する示

唆も含まれていると解釈できる。要するに，住民投票による分離独立の意思表明により，憲法改

正も視野に入れて，マドリード中央政府はカタルーニャ州自治政府に対して誠意を示し交渉義務

に応じる必要がでてくるのではなかろうか。これは国際社会におけるスペインの評価や正当性に

も関わってくる問題であり，長期的には中央政府にとって不利で厄介な問題になる可能性も十分

想定されるのである。

　そして最後に，最も大切なことは，カタルーニャの分離独立の真意についてである。どこまで

真剣に独立を目指しているのかという証左である。概して，どちらかといえば，若者は熱狂的で

政治運動も一つの祭り事のように，その場しのぎの行動に出ることが少なくないと一般に考えら

れている。果たしてバルセロナの独立運動に参加して若者はどうであろうか。先の 9月 1日付の

『エル・ムンド』紙の実施したアンケート調査には 18歳から 29歳までの若年層も対象とされた。

これによると，独立賛成の者は全体の 45.6％，ところが同アンケートで，年齢に上昇するにつれ

て独立支持者の割合は減っており，65歳以上については 50％が独立に反対であった33）。第Ⅱ章

1節で見たように，独立支持者自体が減少してきて過半数を割っていることが一部のアンケート

調査でわかっている。このような現状のなかでカタルーニャの分離独立のリーダーであるマス

（Artur Mas i Gavarró）カタルーニャ自治州首相をはじめとする独立運動にはどのような意義が

あるのであろうか。
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　以上，国際法からの教訓は外的自決である一方的分離ではなく，まずは内的自決を展開してい

くべきであるというものであった。他方，真の独立派はわずかに減ってきているという政治的現

実が存在する。では，果たして分離独立はどこに向かっていくのであろうか。一つの方向性とし

て考えられることは，さらなる自治権の拡大を求めることである。カタルーニャにはバスクやナ

バラのような徴税権が認められておらず，もし独立の背景に経済問題があるなら，この獲得の意

義は大きいといえる。他方，別の方向性として，連邦制の導入を挙げることができよう。より自

治権を拡大させるために政治制度の制約があり，この意味で，もはや中央集権制の限界が来てい

るのかもしれない。そのためには新憲法制定を含めて一大変革が待っていることになるが，スペ

インはその歴史的記憶により，この成立には極めて懐疑的である。現時点では，前途はすべて未

知数である。
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〈Sommario〉
  In un paio di racconti di Eugenia Codronchi Argeli, il cui nome artistico è Sfinge, si tratta 

del fenomeno caratteristico, invero popolare dell’epoca: alpinismo e esplorazione del territorio 

polare ignoto. In Europa, la grande borghesia è nata già nella seconda metà del Settecento in 

Inghilterra, dove la rivoluzione industriale è stata fatta storicamente per la prima volta. I 

borghesi inglesi, che non avevano bisogno di lavorare in ogni senso, dedicavano tutto l’ozio non 

solo alle attività letterarie e musicali, ma anche allo sport, incluso l’alpinismo. Nello stesso 

tempo, le genti del Nord, soprattutto norvegesi e svedesi, non avevano paura di andare a 

esplorare le terre polari, rimaste ancora sconosciute, come coraggiosamente facevano i vichin-

ghi, antenati degli scandinavi, nel mare ignoto verso il Polo Nord.

  La nostra scrittrice riesce a raccontare minuziosamente lo stato d’animo delle protagoniste. 

Queste sono dovute rimanere per forza a casa con la loro famiglia, mentre i loro uomini erano 

già partiti alla conquista delle Alpi o alla esplorazione della Groenlandia, e poi erano scomparsi 

per un certo periodo, non dando più notizie di sè.

云うに云われない苦しさ（ UN DOLORE INCONFESSABILE ）

　ポーロ妃殿下は，大多数の女性がそうであるように，自分の人生というものを考えたことがな

かった。ただ，それを実感していただけだった。それは，父方の厳格な家庭への愛着や，掟
おきて

と伝

統のすべてに対する敬
けい

意
い

や，若い自分の美しさに対する無
む

邪
じゃ

気
き

な虚
きょ

栄
えい

心
しん

なのだった。やがて，自

分を選んで結婚してくれた若い選
エリート

良に彼女が感じる愛情と献身は，無限のものになっていた。そ

して，二人の子供に対する母性愛と，家庭や義務や秩序や良
りょうさいけんぼ

妻賢母の評判に対する愛着だって，

無限なのだった。無自覚的で凡
ぼん

庸
よう

・単純な人々の本能的な欲求を，彼女は持っていた。それは，

家庭の平和と物心両面の満ち足りた生活と拘
こだわ

りのない単
モノトーン

調に由
ゆ

来
らい

する幸福だった。

　伊
イ タ リ ア

太利人技師と瑞
スウェーデン

典人女性との間に生まれた夫のコッラード・ポーロは，心身とも羅
ラテン

典系と

いうよりも北方系の男性だった。彼の性質は，母方から北方的特徴をしっかりと受け継いでいた。

金髪・碧
へき

眼
がん

で，色白だった。でも，剛
かた

い髪の毛と鋭い眼光と精
せい

悍
かん

な体
からだ

つきに，内部に漲
みなぎ

っている

精神力がはっきりと表れていた。その肉体は精
エネルギッシュ

力的で，上
うわ

背
ぜい

があった。仕
し

種
ぐさ

はきびきびしてお

り，意志力は不
ふ

撓
とう

不
ふ

屈
くつ

だった。彼は数学を専攻して大学を卒業し，悠
ゆう

悠
ゆう

自
じ

適
てき

の生活に入った。才

121

ベル・エポックのイタリア閨
けいしゅうさっか

秀作家と山
アルピニズム

岳・探検文学
― 獅

ス フ ィ ン ク ス

身女面獸 Sfinge［エウジェーニア・コドロンキ・アルジェーリ

Eugenia Codronchi Argeli］（1865‒1934）著短編小説集『愛の鞭
むち

IL CASTIGAMATTI』

（ Treves, Milano 1919 ）邦訳（その 1）

清　瀬　　　卓



能に恵まれていたわけではないが，その大いなる野心と行動力には，はけ口が必要だった。有
ゆう

為
い

の人間でありたいと思ってはいた。彼の利
エ ゴ イ ズ ム

己主義の決定の前には，すべてが屈した。結婚当初，

彼は妻のことをとても愛し，彼女が気付かないうちに，愛の隷
れい

属
ぞく

的鎖
くさり

で自分に縛
しば

り付けたのだっ

た。彼女は夢うつつのままに，恋する女がそうするように，彼を悦
よろこ

ばせようと懸
けん

命
めい

に尽
つ

くした。

これ以上のことを神に要求しなくても，一生このままであって欲しいと願っていたのだろう。彼

女の日々の一
いっきょしゅいっとうそく

挙手一投足が，そのまま夫の率
そっちょく

直な歓
よろこ

びとなっていた。

　「コッラードがそう望んでいるの」とは，彼女の人生にとって，福
ふく

音
いん

書的ことばだった。男の

中の最高の男として彼のことを信じ切っていた。夫として主人として彼を持ったことを誇
ほこ

りに

思って，彼女は倖
しあわ

せだった。

　数年が経ち，コッラード・ポーロは愛の生活に満足できなくなった。彼は，他のものを欲した。

独身時代の彼は，旅を随
ずい

分
ぶん

としたものだった。彼は，強
きょうれつ

烈な憂
う

さ晴らしと冒険熱とを実感して，

自己発散して，未知の国を知り，人々の注意を自分に引き付けたいほとんど肉体的な必要性を感

じていた。…彼は母方の親戚との関係を常に維
い

持
じ

していた。彼にとって，瑞
スウェーデン

典は伊
イ タ リ ア

太利以上に

生まれ故郷だった。彼は一度その国を訪れていた。やがて，彼はまた戻
もど

ってきて，船長だった

従
いとこ

兄を誘
さそ

って，未知のグリーンランド地方の研究を行うために探検旅行を企画した。万
ばん

端
たん

すべて

が整
ととの

うと，彼は妻に出発すると告げた。

　不意打ちを喰
く

らって，妃
プリンセス

殿下はほとんど打ちのめされてしまった。彼女の存在の軸
じく

である重心

が移動した…彼女の地平線は翳
かげ

り，障害物に妨げられて，彼女の柔
にゅう

和
わ

で臆
おくびょう

病な魂は激しくゆすぶ

られ，慄
おのの

きと苦痛の嘆
ため

息
いき

がもれた…

　「どうしたらいいの。彼と遠く離れて，二人の赤
ベイビー

児を抱
かか

えて，この世にひとりぼっちで，どう

すればよいの？」

　彼女の利
エ ゴ イ ズ ム

己主義とものぐさの第一声がこれだった。夫のことを信頼している彼女は，彼が直面

する危険など，あまり意に介してなかった。やがて，その探検旅行を美
び

辞
じ

麗
れい

句
く

で讃
さん

美
び

する新聞の

論
ろんちょう

調に彼女の眼は眩
くら

んでしまった。でも，彼がそんなに遠くに行ってしまうという悲痛な思いは

大きく，癒
いや

しようがなかった。いざコッラードと別れる時になって，彼女が苦しい思いを大袈
げ

裟
さ

にぶちまけたので，出
しゅったつ

立する者の荒
あら

ぶる意志力すら多少はぐらつきかねない始
し

末
まつ

だった。

　その時から，ポーロ妃
ひ

殿
でん

下
か

にとって，新たな生活が始まった…つまり，彼女自身の人生が始

まったのだった。その日までの彼女は単に存在していただけで，生きてはこなかった。他人の意

志で動く自
ロ ボ ッ ト

動人形のように，彼女は呼
こ

吸
きゅう

をしていたのだった。当初のうち，彼女の眠っている魂

は，辛
つら

い訓練を余
よ

儀
ぎ

なくさせられた怠
なま

け者の飼
か

い犬のように，いたたまれなくなってキャンキャ

ンと悲鳴をあげた…夫がしきりと書いて寄こす音
メッセージ

信や，彼が出
しゅったつ

立時に云い残しておいた規
き

律
りつ

に，

彼女はまだ従い，それを支
ささ

えとしていた。やがて，彼女は徐
じょ

々
じょ

にちょっとした決断を下し，自己

の意志を実行に移し，何かにつけ自らの選択権を優先させ始めなくてはならなくなった。

　自分の人生に加わった新たな苦労に，彼女は次
し

第
だい

次
し

第
だい

に機
き

嫌
げん

を損
そこ

ねることがなくなり，むしろ

それを無意識のうちに気分を高
こう

揚
よう

させてくれる生きるよすがとするようになった…
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　夫との文通が，彼女の慰
なぐさ

めになった。毎朝，彼は手紙を書いた。彼女の方は，当初は毎日だっ

たが，やがて週三回になり，二回になった…彼女は彼にすべてを書き送って，自分が下した裁
さい

定
てい

に対する最高裁判所として，彼に意見を求めた。

　彼女の手紙の末尾は，決まって「戻ってきて，帰ってきて，お願い。おっしゃる通りにしてい

ることって，なんて気持ちの良いことでしょう。意志を持たないことって，なんと 快
こころよ

いことで

しょう ! 」といつも締
し

めくくられていた。それは，依
い

然
ぜん

として心もとない魂から出てきて，不屈

の願望の鎧
よろい

を纏
まと

った舳
へさき

で航行してゆく人間に追いすがろうとする女の叫びだった…

　探検旅行は，予定では一年はかかるはずだった。ところが，その一年が過ぎ去って…そろそろ

帰国を告げる時期に差し掛かろうとする折
おり

しも，その間
ま

遠
どお

になっていた音信は，はたと途
と

絶
だ

えて

しまった。

　妃
プリンセス

殿下の心は，凍
こお

り付いてしまった…そして，彼女の苦
く

悶
もん

は家庭の領
りょういき

域を超え出て，伊
イ タ リ ア

太利人

探検家の旅路を興味津
しん

々
しん

で誇
ほこ

りとして追ってきた世間にまで知られるようになった。

　故
こ

国
こく

で偉
い

業
ぎょう

を成し遂げようとも，遠
おん

国
ごく

で成し遂げる偉業ほどには，正当に評価されないものだ。

従って，コッラード・ポーロの命運に一
いっ

喜
き

一
いち

憂
ゆう

していたのは，謂
い

うなれば国家の魂だった。

　程
ほど

なくして，国中はある悲
ひ

報
ほう

に打
ショック

撃を受け，悲嘆の声を上げることになった。実に，コッラー

ド・ポーロと瑞
スウェーデン

典人隊長アイナー・ミゲルスンの一行は，遭
そう

難
なん

したというのだった。屈
くっきょう

強・勇

敢な探検家二人と 4名の仲間の命を奪ったのは，極北の寒気だった。音信は数か月も途
と

絶
ぜつ

したま

まだったのみならず，彼らの救助のために瑞
スウェーデン

典政府が派
は

遣
けん

した捕
ほ

鯨
げい

船
せん

が帰
き

還
かん

して，6名全員の

死亡（おそらく冬期の出来事だったろう）を確認したからだった。伊
イ タ リ ア

太利全土が喪
も

に服した。

ポーロ一家は絶望に襲
おそ

われた。妃
プリンセス

殿下は発狂寸前だった。

　他に子供がいて別の町で暮らしていたまだ歳若い彼女の両親は，彼女の世話に駆け付けなけれ

ばならなかった…遠い親
しん

戚
せき

も近くの友人たちも，やって来てくれた…彼女は世間注目の的にも

なった。予期しない夫の名声が妻の苦しみまで闡
せん

明
めい

し，彼女の嘆きは著
ちょ

明
めい

になり，従ってより敬

意を払うに値するものとなったからである…

　彼女は裕
ゆう

福
ふく

だったので，物質的に何も不自由せず，それがまた，誰もが彼女の力になろうとす

る十分な根拠になった…

　内心の苦痛は彼女の健康を蝕
むしば

んでいった。病
やまい

に倒れ，死の瀬
せ

戸
と

際
ぎわ

を彷
さま よ

徨った。やがて，彼女は

次第にその病
やまい

から恢
かい

復
ふく

した。母親としての責
つとめ

務に耳を閉ざしたままで，彼女は死んでしまいたい

と思った…それほど，彼女は最愛の夫を喪
うしな

ったことを嘆き悲しんでいたのだった。かつての彼女

は，ある時期，唯一の愛の対象に涙する一個の女性で，愛の奴
ど

隷
れい

に過ぎなかった。彼女は生前の

彼を愛していた以上に，激しく，熱烈に，一
いち

途
ず

に今は亡
な

き夫を愛した。彼の短所や性格のくい違

いや共同生活の些
さ

細
さい

な衝
しょうとつ

突のことなどは忘れてしまっていた。彼の長所だけを理解したのだった。

彼は故
こ

人
じん

となって，美徳の鑑
かがみ

として天上に昇ってしまった。彼の英
ヒロイック

雄的な非
ひ

業
ごう

の死は，学問と故

国にとって有益な快
かい

挙
きょ

として世間並みの栄光に包まれ，一族内ではむしろ神聖視される存在に

なっていた。

123ベル・エポックのイタリア閨秀作家と山岳・探検文学



　彼女は，自分を英
ヒーロー

雄の未
み

亡
ぼう

人
じん

と実感していた。慰めようのない未
み

亡
ぼう

人
じん

と…

　しかし，若い肉体が恢
かい

復
ふく

してしまうと，彼女の心は次
し

第
だい

次
し

第
だい

に落ち着きを取り戻して，嘆きも

より穏やかなものになった。

　彼女は確かに失
しつ

意
い

の人だったが，落ち着いていた…こうして，彼女は夫の想い出を祭
さい

壇
だん

に祭っ

て，再び気を引き締
し

めて，息子たちのために家庭に生きるようになった…

　彼のせいで，彼女の怠
たい

惰
だ

な精神は目覚め，活発なものになった。彼の記憶を呼び起こして，記

念碑を打ち建て，〈コッラード・ポーロ〉基金を創設して，その当時まで疎
おろそ

かにしていた子供た

ちの教育に熱心に取り組み始めた。彼女は，彼らが父親に相応しい存在になってもらいたいと

思った。

　そして，彼女自身の精神を鍛え始めた。それは，かつて彼の妻として相応しい存在だったと思

われたかったからである。

　彼女は三十代だった。そして，彼女の品のある手
た お や め

弱女ぶりは，辛い体験の洗
せん

礼
れい

を通過して，あ

らためて女盛りに磨きがかかり，より力強く表情豊かなものになった。

　それまで彼女の大きな黒い瞳
ひとみ

は，これほど鮮
せん

明
めい

に意識して事態を見つめたことがなかった。か

つての彼女は，単なるお人形に過ぎなかった。今やっと，彼女は真に一個の女性になった。彼女

の意識は覚
かく

醒
せい

して，人生の高
こうしょう

尚な問題に直面して驚くのだった。彼女は意志の鍛
たん

錬
れん

が気に入り始

め，それがその名に値する人間性の唯一の発
はつ

露
ろ

として，素敵な当然のことに思え始めた。

　〈私は考え，存在し，意欲するのだ…〉― 人生で初めてかかる格
かく

言
げん

を，このように尊大な思

想を，彼女は座
モ ッ ト ー

右銘として口にした。彼女は歓
よろこ

びに体が震
ふる

え，胸がすくような感
かん

銘
めい

を覚え，自由

の手ごたえを感じた…その無限の地平線の広がりは，精神的な官
かん

能
のう

の眩
めま い

暈を彼女に与えた。

　立派な邸
てい

宅
たく

で，豪
ごう

華
か

な調
ちょう

度
ど

品
ひん

に囲まれて，目立つのは物質的な豊かさだけでなく，今では精神

的な若さに打ち震える彼女の個性もまた浮かび上がってくるのだった。その邸宅は，もはや単な

る婦人部屋と子
ナ ー サ リ ー

供部屋であるだけではなかった。それは，本当の人生を渇
かつ

望
ぼう

する目覚めた魂が息

づく愛の巣だった。

　その愛の巣の聖人は，云うまでもなく最愛の故人だった。どの部屋にも彼の肖
ポート レ イ ト

像写真が飾られ，

毎日交換される馥
ふく

郁
いく

たる新鮮な花が添
そ

えてあった。彼女と幼
おさな

児
ご

たちは，その祭
さい

壇
だん

を飾るために敬
けい

虔
けん

な儀
セレモニー

式をおごそかに執
と

り行った。

　彼女は，もはや孤独なままでいたくなかった。人々の間に立ち混ざっては，彼のことを崇
すう

拝
はい

し，

彼の思い出話に花を咲かせようとした…瞬く間に忘れてゆくのが世間というものだった。最愛の

夫の死から一年余りで，彼女の寄付による地理研究学院〈コッラード・ポーロ〉校は，早
さっ

速
そく

開校

の運びとなった。専門家の指示に従って，彼女自ら経営を担当した。そして，時間を見出しては，

また他の慈
じ

善
ぜん

事
じ

業
ぎょう

にも尽力したが，そうした事業のすべては，彼女からすれば亡くなった夫に敬

意を表すものであるかのようだった。

　彼の書簡集をモロッコ皮表紙の書
しょ

籍
せき

に製本させた。彼の持ち物だったすべての形見を遺品とし

て整理した。彼女は，他のどのような男性（そう考えるだけでも，彼女は不快になった）も，自
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分の生活に入って来ることはないだろうと感じた…彼女は永遠に孤
こ

閨
けい

を護
まも

る未
み

亡
ぼう

人
じん

であり母親で

あるだろうと…

　「もし，ここに残した居場所が，気の毒な彼に判ってもらえるならば，きっと満足してくれた

ことでしょうに」― 彼女はそう考えた。そして，空想を逞
たくま

しくして，（神が栄光と共に彼を迎

え入れた）天国から彼が戻ってくる夢を何度も見るのだった。彼を亡
な

くした苦しみは単なる悪夢

に過ぎなかったとすら思うことがあった…

　ああ，本当に奇
き

蹟
せき

が起こって，彼がまだ出
しゅったつ

立していなかった 2年前の生活が，もう一度彼女の

もとに戻ってきてくれるようなことがあれば！

　ある夜のこと，彼女は彼の遭
そう

難
なん

は事実ではないと告げる夢を見た…そして，夢から醒
さ

める時，

奇妙な気分になった。ある種の胸
むな

騒
さわ

ぎ ― どう説明すればよいのか彼女には分からない心の動
どう

揺
よう

を…でも，多忙にかまけて，自分自身を反省してみるゆとりがなかった…また 1年が過ぎ去った。

現在の彼女の知性は啓
けい

発
はつ

され，奇
き

蹟
せき

的ともいえる発達を遂げていた。洋
ピアノ

琴（夫は音楽が好きでな

かった）を演奏する習慣を取り戻し，優れた音楽家たちと知り合いになり，家庭で内
うち

輪
わ

の演奏会

を催した。彼女の魂は，新しく素晴らしい印象を糧
かて

としていた…

　彼女は読書に耽
ふけ

った…素敵な事柄をどんなに多く彼女は知ったことだろう！　かつての彼女は，

どうして書物を友としなかったのだろう？

　彼女はどうしても納
なっ

得
とく

がいかなかったし，自分を赦
ゆる

すことも出来なかった。

♣

　「リーノ！」と彼女は呼んだ。9歳になるきびきびした綺
き

麗
れい

な坊やが，小さな紳士のよう 

に 恭
うやうや

しくやって来た。

　「ディーノ，お前も！」― すると，黒髪の兄同様に，7歳になるニコニコと朗
ほが

らかで仔
こ

猫
ねこ

の

ように可
かわい

愛い金
ブロンド

髪の次男もやって来た。そして，彼は母親の足もとに 蹲
うずくま

るのだった。

　「聞きなさい！」― 彼女は愛
いと

おしい彼らの小さな顔を抱
だ

き締
し

めながら云った ―「試験にお

前たちが合
パ

格
ス

してくれれば，今年は素敵な旅行をしましょう！」

　「うん，じゃあ，もっと勉強するね！」― リーノは答えた。

　「それだけじゃないの。ともかく勉強はしなくては。勉強というのは，義務であるだけではな

く，人間にとって権利でありよろこびなのだから。だから，旅行はご褒
ほう

美
び

ではないの。休
きゅうけい

憩って

わけなの。分かるでしょ？」

　児
こども

童たちには理屈は解
わか

らなかったが，それでも諾
OK

と云った。

　「だから，素敵な旅行をしましょう。毎年，一度は旅をしましょう。どこから始めるか分か

る？」

　彼女は，まるで小娘のようにして，計画を立て，旅の行
ルート

程を考え，自分と息子たちの好奇心を

満足させてくれるような世界一美しい場所を選定することを愉しんだ。

　かつて，妃
プリンセス

殿下の優雅な女友だちが訪
たず

ねてきた後
あと

で，リーノが母親に云ったことがあった。
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　「お母さん，どうしていつもそんな鬱
うっとう

陶しい黒い服ばかり着ているの？」

　彼女は即座に応えて云った ―「お前の云う通りね。着替えるわ。」

　児
こども

童にそう指摘されて，彼女は嬉
うれ

しかったし，肩の重
おも

荷
に

がとれたような気持ちになった…彼女

だって，本来の苦しみを倍加するわけでもない永遠の喪
も

服
ふく

に嫌
いや

気
け

がさしていたが，それを敢
あ

えて

脱ぎ棄
す

てようとはしなかった。

　今は，長男に指摘されたことで，正しい決心がついたのだった．〈自分が淋
さび

しそうにして，幼

年時代の児
こども

童たちに悲しい思いをさせる必要はないもの〉と，彼女は考えた。そして，数日後に，

彼女は 2年前から着ていた黒い服を脱
ぬ

いで，灰
グレイ

色や薄
ライラック

紫色や純白の衣
い

装
しょう

を纏
まと

った。その衣装が，

また曲線美の素晴らしい小
こ

柄
がら

な黒髪の容
すがた

姿によく似
に

合
あ

っていた。

　彼女がとても美しく垢
あか

抜
ぬ

けした若々しい粋
いき

な既婚女性になったので，女友だち等
ら

は荒さがしを

して，彼女のことを貶
けな

し始めた。

　媚
こび

は抜きだった。というのは，彼女は色
アヴァン

恋沙
チュール

汰など期待せず，付き合いのある知
イ ン テ リ

識人には純粋

に良き友人・同志として振る舞っていたから。彼女の興味深い人となりの意外な様変わりは，知

的交
サ ー ク ル

友関係から大歓迎されることとなった。あれから 3年が経過して，彼女は自分の中で完成さ

れた進化にようやく気付いたのだった。そして，以前そうした様変わりに対して驚きの感情を表

明した人に向かって，彼女は冗談めかして答えたものだった ―「何がおっしゃりたいの？　私

は今ようやく生まれ変わったのだもの。昔の倖
しあわ

せだった私は，妻であり愛人であり他
た

に寄生した

存在だった。現在の私が，本来の私なの。」そして，彼女は嘆
ため

息
いき

をついたが，そのことばを聞い

た人は，彼女の嘆
ため

息
いき

が淋
さび

しさからくるものという印象は持たなかった。彼女は，実業家と共同し

て資産運営を活発に行ってきた。彼女の財産は申し分ないものだった。ポーロの資産も強大だっ

た。気の毒なことに，夫は自己投資を盛んにやってきたが，農場経営を疎
おろそ

かにしていた。

　彼女は農場経営に積極的に取り組んできたので，その資産はますます大きなものになっていっ

た。しかも，収益のすべてを投資にむけなかったので，そのうち彼女の息子たちは，申し分のな

い財産家になるはずだった…

　「さあ，児
こど も

童たち，早
さっ

速
そく

立派な車を一台買うことにしましょう。」― ある日，彼女は児
こど も

童た

ちにそう云うと，彼らはたいへんよろこんでくれた。

　ある日には，彼女は別荘を一軒購
こうにゅう

入するつもりだと彼らに明かした。

　「もう借家で暮らすことなど決してしなくてよいわ。田舎に豪
ごう

邸
てい

があるのですもの。《コッ

ラード・ポーロ荘》，どう気に入ってくれる？うんとお花や木を植えましょう。お庭で，ささや

かな宴
パーティー

会を開きましょう…私たち 3人で土地の世話をしましょう。まあ，何て楽しいことでしょ

う，そうじゃない？」

　小さな友だちでもある児
こども

童たちの笑顔が，彼女の笑顔に谺
こだま

を返すのだった…彼女は子供みたい

にありったけの悪
いたずら

戯をして愉
たの

しんでいた。それは，悪
いたずら

戯をする贅
ぜい

沢
たく

に耽
ふけ

っていたからだった…

　彼女は常に何か目新しいものを望んだ…思い通りに…すること…何と楽しいこと，何たる陶酔

感！
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　彼女はもう憶
おぼ

えてすらいなかった。一度は奴
ど

隷
れい

のような身分であったことや夫の云いなりに

なってきたこと…しかも唯
い

々
い

諾
だく

々
だく

として…そのような名
な

残
ご

りは微
み

塵
じん

も残っていなかった…彼女が

速
すみ

やかに順応した自由の習慣が，古い習慣を抹
まっしょう

消してしまっていた。実際のところ，現在の彼女

の立場は，他の立場に比べて倫理的にとても優れたものだったので…彼女は味わってきた大変な

苦しみの儗
なごり

態をとどめてはいたが，その苦しみは，無意識のうちに有
ゆう

名
めい

無
む

実
じつ

なものになっていた。

それでも彼女は自分の新たな生き方に由来する苦しみに愛着を覚え敬意を払ってきたし，それを

慰
なぐさ

めようのないものと見なさないとすれば…神を冒
ぼう

瀆
とく

し邪
じゃしゅう

宗に走る行為に思えたことだろう…

　過去に言及する時，彼女は「何て私は倖
しあわ

せだったことでしょう」と云うのが口癖だった。両親

や親友宛
あて

に手紙をしたためる折
おり

には，「あなたの不
ふしあわ

倖せな妃
プリンセス

殿下より」などと署
サイ ン

名するのだった。

コッラードの話になると，彼女は眼を潤
うる

ませ，彼にまつわる話をするにも，いつも嘆
ため

息
いき

をつき，

吶
とつ

々
とつ

と悲痛な様子で物語るのだった。

　一日たりとも，彼女は優
やさ

しい彼女の手で自分の最愛の故人の遺
い

影
えい

に花を飾る厳
おごそ

かな行為をまっ

とうすることなく過ごしたことはなかった。まるで彼女は過去・現在・未来を生きるのに，ひた

すら彼の思い出に浸
ひた

りきっているかのようだった。

♣

　ある日のこと，彼女は執
しつ

拗
よう

に鳴り続ける電話口に呼び出された。

　電話は，〈伯
お

父
じ

〉と呼んで親しくしている夫の眷
けん

属
ぞく

からで，彼は慈善事業で彼女を支援してく

れた頭の良い男性だった。彼女が在宅なら，すぐにも会えないかと訊
たず

ねてきたのだった。

　妃
プリンセス

殿下は戸
と

惑
まど

ったが，別に吃
びっくり

驚した訳
わけ

ではなかった。どうしたのでしょう？よくない知らせか

しら，それはないわ。じゃあ，何でしょう？朝方，彼女は両親から朗
ろう

報
ほう

を受け取っていた。彼女

にあれこれ云ってくるような親
しん

戚
せき

は他になかった…それは，清
すが

々
すが

しい春の晴れ渡った一日のこと

だった。目覚めた大地の歓
よろこ

びは，ときめきと小鳥の囀
さえず

りに満ちた静かな後
きぬ

朝
ぎぬ

の歌を奏
かな

でていた…

　児
こども

童たちは，庭
テラス

先で自作の小型飛行機模
モデル

型で遊んでいた…庭
テラス

先に面している大
ホ ー ル

広間には，黄
こ

金
がね

色の日
ひ

影
かげ

が射し込み，キラキラと光の粒が輪
ロンド

舞となって舞って，強
パワフル

力で微小な世界を演出してい

て…

　部屋は，菫
スミレ

や花
グラジオラス

菖蒲や水
ヒヤシンス

仙や黄色い睡
スイ

蓮
レン

の花でいっぱいだった。それが，小人の妖
よう

精
せい

が履
は

く

上
ス リ ッ パ

履きのようだった。

　彼女は露
バルコニー

台に面して座
すわ

り，膝
ひざ

の上に一冊の本を置いていた。

　読んでもいず，考えてもいず，夢想してもいなかった。ただ憩
いこい

の中で，倖
しあわ

せを噛
か

みしめていた

のだった…

　すべてに満足していた。彼女の身
からだ

体は完全な平
バランス

衡を保っていて，それが心の働きに反映してい

た。彼女は理解していた訳ではなかった。でも，とても辛
つら

い経験をした人間が慰
なぐさ

めを得たり，内

面的生を生きたことのない人間がその生を経験するのと同じように，彼女は倖
しあわ

せそのものだった。

自己の辛
つら

い過去を神聖な遠い思い出として保持してきた人間が，その思い出が時間と生きる意欲
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のお蔭
かげ

で活力源に変化したことによって，自己の能力の中核部分を発展させて，より高貴なもの

にしてゆくように…

　彼女が友人の訪問を告げられて間もなく，その友人は従
じゅうぼく

僕に連れられて，春の陽光に暖
あたた

められ

た明るい大
ホ ー ル

広間にやって来た。

　恰
かっ

幅
ぷく

が良く温厚で憎
にく

めない老〈伯
お

父
じ

〉は，とっても息を切らせていて，その顔つきが…いつも

と打って変わった様子だったので，彼女はすっと立ち上がると，「いったい，どうなさった

の？」と詰
きつ

問
もん

していた。彼は握
あく

手
しゅ

する代わりに彼女を抱
だ

き締
し

め，なかなかことばが出てこなかっ

た。心が鎮
しず

まってから，やおら彼はこう云った ―「妃
プリンセス

殿下，さては，まだご存じでないかな？　

新聞をご覧でなかったのですか？」

　「新聞とおっしゃいますと？何か？」

　「御覧なさい，妃
プリンセス

殿下。どうか落ち着いて下さいよ…そして，ようく注意して，知らせ ― ほ

んとうに信じがたい重
ビッグニュース

大報道に耳を傾けてほしい。」

　「何なのです？　伯
お

父
じ

様，おっしゃって！」

　「まあまあ，妃
プリンセス

殿下…聞くのです…ひょっとすると，誤報かもしれないが…つまり，新聞はな

いのですか？」

　彼らはクルリと振り向くと，二人して書
デ ス ク

斎机の上を探し，彼女が今
け

朝
さ

はまだ開きもしていな

かった新聞に殺
さっ

到
とう

した…彼は記事を探して見つけると，それを彼女に読み聞かせた ―《ストッ

クホルム発の報
ほう

道
どう

によれば…》

　《当地に入港した〈フラム号〉が今
け

朝
さ

がた齎
もたら

した感
センセーショナル

動 的な 報
ニュース

は広まっているが，グリーン

ランドの氷河で消
しょうそく

息を絶ってまる 3年になる伊
イ タ リ ア

太利・瑞
スウェーデン

典探検隊に関する新しい知らせの模
も

様
よう

である。コッラード・ポーロ，アイナー・ミゲルスンとその一行は，瑞
スウェーデン

典の捕
ほ

鯨
げい

船
せん

上で元気そ

のものという。彼らは大自然と精神的な脅
きょう

威
い

に 3年間も果
か

敢
かん

に耐
た

えたのだった。彼らは自分たち

の忍耐の驚異的な体験はもとより，一般世界に膨
ぼう

大
だい

な科学的知見を齎
もたら

すことになるだろう。まも

なく重
ビッグニュース

大報道の真
しん

否
ぴ

が明らかにされる…》

　妃
プリンセス

殿下は顔面蒼
そう

白
はく

になった。額
ひたい

に玉の冷
ひや

汗
あせ

を浮かべると，気を失って，老いた友人の両腕の中

に倒れ込んだ。

　「どうしたものか，この私は！」― 善良な男は大声で云った ―「もしこれが本当でなけれ

ば！倖
しあわ

せは脅
きょう

威
い

になる…人を殺
あや

めるかも…悶
もだ

え死
じに

よりひどいことに…」

　医
ドクター

者が呼ばれた。妃
プリンセス

殿下は寝
ベッド

台に運ばれて，看護と治
てあて

療を受けた。

　ポーロ夫人宅の門口は，友人や知人の訪問が一日中ひっきりなしだった。医師の指示で，彼女

は面
めん

会
かい

謝
しゃ

絶
ぜつ

となった。彼女は医師にも，信頼している家
メ イ ド

政婦にも，そばに付きっきりの老〈伯
お

父
じ

〉に向かっても云った ―「心配ご無用，私は元気だから…休ませて欲しいの。眼を閉じて居

たいの…一人になりたいの。何も知らないことにして。」

　彼女は，まるで明かりを避
さ

けるようにして，枕
まくら

と掛
シー ツ

布で顔を額
ひたい

のところまで隠
かく

していた。

　彼女が孤独を委ねるためにしつらえた乙
おとめチック

女的な明るい部屋の小さな低い寝
ベッド

台には，桃
ピンク

色の絹
シルク

地
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の大きな掛
ベッドカヴァー

布団の下に，細身の身体の線が微
かす

かに浮き上がって見え，豊かな黒髪が枕
まくら

もとを覆
おお

っ

ていた。彼女の寝
ね

息
いき

すら聞こえなかった。医師も〈伯
お

父
じ

〉も身内の者も「まだ自分に自信が持て

なくて目覚めるのが怖
こわ

い幸
しあわせ

福が，あの中に隠
かく

れている…できることなら報
ニュース

道が撤
てっ

回
かい

されることの

ないように願っている！」と考えていた。

　そして，悲喜こもごもといった格好の彼らは，敬意を表して抜き足差し足で部屋を出て行った。

　報
ニュース

道は撤
てっ

回
かい

されなかった。地理協会と瑞
スウェーデン

典政府の保護のもと，すでにポーロ＝ミゲルスン探

検隊は欧
ヨーロッパ

羅巴大陸に帰還していた。

　著名な探検家たちは，4年前に出
しゅったつ

立したきり，約 3年間まったく音
おん

信
しん

不
ふ

通
つう

となっていたので，

もはや絶
ぜつ

望
ぼう

視
し

されてきたのだった。やがて，一隻
せき

の船が大きな古代島の東海岸に到達することに

成功，人を寄せ付けない土地で恐ろしい冬を 3回も越して，前
ぜん

代
だい

未
み

聞
もん

の危険と窮
きゅうぼう

乏生活をものと

もしなかった勇敢な男たち一行の救
きゅうえん

援に向かい，彼ら一行を無事救
きゅうじょ

助したのだった。

　噂
うわさ

によれば，コッラード・ポーロはイズヴェツィアでの祝典に参加しないで，伊
イ タ リ ア

太利へ直行し

て，彼の家族のもとへ戻ったうえで，羅
ローマ

馬で講演会を行い，実施した重要な科学的観測結果につ

いて，経験した冒
ぼう

険
けん

譚
たん

をまじえながら，映像の数々によって実証的に話をする予定だとのことで

ある。

　新聞の報
ニュース

道は，妻宛のコッラード・ポーロの電報と手紙によって確かなものとなった。それは，

公的な世界的事件だった。それは勝利であり，現実即真実だった。経験された夢物語…現在進行

形のお伽
とぎばなし

噺…

　妃
プリンセス

殿下は夢遊病状態に陥っていて，まるで幽
ゆう

鬼
き

のようだった。彼女は，信じていたのか信じて

なかったのか？

　強すぎる光が眼を痛めることがよくあるように，歓びが彼女の心には痛
ショック

打だったのだろうか？　

それがとても強打だったので，不幸に見舞われたかのように彼女は打ちのめされてしまった。辛
つら

い経験で意
いきしょうちん

気消沈していた頃のように，ほどなくして彼女は表
おもて

向
む

き自分を取り戻していた。

　老〈伯
お

父
じ

〉は安心していなかった。彼女に朗
ろう

報
ほう

を届けるのが時
じきしょうそう

期尚早だったことで，自分を責
せ

めた。彼女が歓びの感情にそれほど敏感であるとは思いもよらなかったのだった。彼は哲学的な

結論を下した ― 稀
まれ

であればあるほど，倖
しあわ

せというものは辛
つら

い体験よりも堪
こら

え難
がた

いものだ…

　医
ドクター

師は彼女に強
きょうそうやく

壮薬と鎮
ちん

静
せい

剤
ざい

とを処方した…でも，彼女の心理状態はいっこうに好転しなかっ

た。

　彼女は意識的に不可解な病気 ― 心の病
やまい

に罹
かか

っていた。気を病
や

んでいることを執
しつ

拗
よう

に皆に知ら

れまいとした…ひょっとすると，自分自身にも隠
かく

しおおせたかもしれない。夫の復活を手
て

放
ばな

しで

よろこべないという事実を！

　彼を喪
うしな

ったという彼女にとってほとんど致
ち

命
めい

的
てき

な苦しみであったものが，避
さ

け難い現実に対す

る馴
な

れと諦
あきら

めの境地を経て，次
し

第
だい

次
し

第
だい

に辛
つら

い日常から，やがて悲しい習慣となり，やがてそれが

ほとんど心地よいものになっていたのだった！彼女は不幸に見舞われてから，自分本来の人生の

第一歩を踏み出していた。彼女は，起こってしまったことをそのまま受け入れる心境になってい
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た。そして，彼女は運命的な人生行路に足を踏み入れてしまっていた…そこから後
あと

戻
もど

りは出来な

いと感じていた。彼女にすれば，もはや過去は過去に過
す

ぎなかった。つまり，埋
まい

葬
そう

して封
ふう

印
いん

し終
しゅう

止
し

符
ふ

を打った一時期なのだった。そこへ立ち戻るなどということは，自然の摂
せつ

理
り

に逆行する醜
グロテスク

怪

な悍
おぞ

ましい行為に思えた。夫は，彼女にすれば故人であり，幽
ゆう

鬼
き

なのだった…しかも彼女の平安

と現在の幸福をかき乱そうとやって来る幽
ゆう

鬼
き

だった…

　過ぎ去ったことは，二度と繰
く

り返すべきではないし，また出来ない相談だった。それが自然の

摂
せつ

理
り

であり，当然の論理だった…

　現在の自分が感じている奇妙で云うに云われない恐ろしい感情を，自分と同じ境遇に置かれた

他の女性たちも感じるものだろうかと，不安な面
おも

持
も

ちで彼女は自問自答してみた…

　そして，今や彼女に対決してくる明
めい

晰
せき

で自由な知性でもって，自分を痛めつけてくる秘めたる

対話の中で，自分に向かって訊
たず

ねていた ―「私って怪物なのかしら，それとも痛ましく非情な

人間の運命の掟
おきて

に従っているのかしら？」と。

　まるで良心の法廷に立たされているかのように，その詰
きつ

問
もん

態度は真剣そのもので，返答も率
そっちょく

直

なものだった ―「私は夫を本当に愛していたのかしら？ひたすら彼のことを深く愛していたの

かしら？彼を喪
うしな

って私が味わった苦しみは，大きく真
しん

摯
し

なものだったのかしら？私の苦痛は計り

知れないほど悲痛なもので，恢
かい

復
ふく

不能に思えた。それを思い知らされた日に溯ると，3年この方，

心に思い描く彼の思い出と崇
すう

拝
はい

の感情は，現
リ ア ル

実的で神聖なものだった。私は愛
いと

おしい彼の記憶を

崇
あが

めつつ，彼の思い出に生きていると確信していたし，自分の穏やかな心境は，嵐が過ぎ去った

後
あと

の祝
しゅくふく

福されるべき精神的な恢
かい

復
ふく

期間のようなものだった…思うに，過ぎ去った日々は幸福その

もので…現在は，嵐の後の静けさなのだろう…じゃあ，どうして私は彼の復活をよろこんでいな

いのかしら？」その回答を彼女は得ることがなかった。

　彼女は，青春時代が秘めている生活への驚異的な順応性と人間に備
そな

わっている強力な歓
よろこ

びへの

意欲に気付いていなかったのだった…そして，現在という暴
ぼう

君
くん

が日々過去という建造物を破壊し

て抹
まっしょう

消し…またある時好きだったものも，生活から消
しょうめつ

滅すれば，おそらく二度と取り戻すことは

出来ないことを知らなかったのだった…過去は思い出であっても，生活ではない…復
よみがえり

活といえど

も，現実の人間にとって，また最愛の人にとってすら，（力を持つものであれば）思
し

慮
りょ

を欠いた

熱狂のようなものだろう…自然には断絶というものがない…物事の神聖な効
こう

率
りつ

を左右するあらゆ

る神
しん

意
い

のように，偏
へん

頗
ぱ

に見えても賢い摂
せつ

理
り

である価値観が推移するのだ…

♣

　ポーロ妃殿下は栄光に包まれ復活した夫君を迎え入れ，彼に寄り添って旧来の生活を再開した。

彼女は自身自身のことを恥ずかしく思っている心苦しさ ― 告白できなかった辛い体験の牙
きば

を心

に秘めていた…誰しも，それを過度の歓び ― 眩
めまい

暈がするような不穏な喜
よろこび

悦のせいだと思い込ん

でいた…

　誰もが彼女に祝福のことばを述べた。あるいは彼女の奇
き

蹟
せき

のような幸運を羨
うらや

ましく思った…彼
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女は哀れにも内心は悲嘆に暮れていた ―《涙を流して泣ける人は倖
しあわ

せだ…慰めが得られるもの

…恐るべき人
ヒューマン

間的な真実のひとつを，謎そのものとして心に秘めていないような人は倖
しあわ

せだ…そ

れは告白できなくても，罪ではないもの…私たちの意志ではどうしようもないものだから！》

白
モノクローム・

黒 交
シンフォニー

響樂（ SINFONIA BIANCA E NERA ）

　森林の鵞
ビロード

絨で覆われた玉
ぎょく

座
ざ

に鎮
ちん

座
ざ

する 古
いにしえ

の王〈モンブラン〉は，渓
けい

谷
こく

に向かってオコジョの

外
マント

套の両裾
すそ

を垂
た

れている。右側には，純白の翁
おきな

が数名，左側には，騎士の灰色の行列を従えてい

る。騎士たちが纏
まと

う頑
がんじょう

丈で鋭い甲
かっちゅう

冑は，時々キラッと赤味を帯びた閃
せん

光
こう

を放つ。シャモニーのサ

ヴォイア渓
けい

谷
こく

から眺める景色ほど，荘
しょうごん

厳かつ崇
すう

高
こう

で好戦的な 風
ランドスケープ

景 は歐
ヨーロッパ

羅巴には存在しない。

その気品に満ちた美は，人間の驕
おごり

慢を鎮
しず

めてくれる。

　かかる雄大な風景の中では，人間は無意味な断
かけら

片に過ぎない。

　1914年 ― 所
いわ

謂
ゆる

文明の信じがたい変調に先立つある時代の最後のひとコマ ― の 7月初旬の

こと，上流社会の世
コ ス モ ポ リ タ ン

界市民的たち一行は，アルヴの浪が爽
さわ

やかな音を奏
かな

でている緑と白の開けた

渓
けい

谷
こく

で歓迎を受けていた。

　旅
ホテ ル

館〈モンブラン〉には，多くの宿泊客がいた。一日に三度，旅
ホテ ル

館専属の小
バ ン ド

楽団が軽快な

舞
ダンス・ミュージック

曲 の旋
メロディー

律を奏
かな

でた。晩には大広間でルーレット賭
ギャンブル

博に興じ，昼間は美しい庭園内に三々

五々出て，リポラン風淡
たん

彩
さい

塗
と

装
そう

の肘
アーム・チェアー

掛け椅子に寛
くつろ

ぎ，列をなして，真正面に見えるロープウェイ

を望
テレスコープ

遠鏡で覗
のぞ

いたりした。こうした人々の大多数は，じつに素晴らしい風景を素
スケッチ

描する仕事には

不向きな浮ついた連中ばかりだった。こうしたことは，よく見受けられる避けがたい事態だ 

が…

　美しい他のご婦人連の中に，ひとりの伊
イ タ リ ア

太利女性がいた。彼女の外見は十人並みの曲線美だっ

たが，心は世間の評判よりずっと高級だった。彼女の名はマリーア・ソンマ伯
はくしゃく

爵夫人といい，

挙
ふるまい

措に物
もの

憂
う

い気
け

だるさと，顔に繊
せん

細
さい

な蒼
あお

白
じろ

い刻印を残した病気恢
かい

復
ふく

のために，静養中の身だった。

彼女の切れ長の黒眼は，色白の顔に黒い金
ダ イ ヤ

剛石のように精
せい

彩
さい

を放っていた。 唇
くちびる

の色は自然な

洋
カーマイン

紅の咲初めた花さながらで，そのせいか顔の表情は硬
かた

いというより，内面の光りに輝いて，一

度は失っていた魅力を取り戻しつつあった。

　貴
レ デ ィ ー

婦人マリーアは 30歳だった。誠実な人妻であり，模範的な母親で，同時に社交界の花形夫

人であった。花形としての社交界生活は，しかし彼女の第一の関心事ではなかった。

　母親としての幸福と並んで，彼女には第一の関心事である内面的な生活があった。6歳と 8歳

になるふたりの息子がいた。彼らは美
び

貌
ぼう

と健康に恵まれていたが，二匹の小さな獣
けもの

のように，家

庭教師につく前に，ひとりの有能な看
ナ ー ス

護婦の世話になっていることを知らなかった。彼女は，彼

らを〈ベイビー〉と〈トロトロ〉と呼んでいた。

　彼らは離れていたくないので，彼女をシャモニーに連れてきたのだった。

　彼女の夫は…彼女の感情面で頭痛の種
タネ

だった。彼に恋愛感情は持っていなかった。彼女の心に
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ポッカリ大きな空洞を彼は残した。彼のことは愛してはいたが，それはあくまで良き友人として

だった。彼のことを完璧な 紳
ジェントルマン

士 として尊敬してはいた。こうしたことすべてをひっくるめて

も，まだ足りないと自分を責めることがしばしばあった。そうした良心の呵
か

責
しゃく

は，何の慰めにも

ならなかった。彼女は，心の片隅に自分の道
モ ラ ル

徳心からすれば許されない別の感情の余地があるこ

とを感じていた…そうした感情を欲すると同時に懼
おそ

れてもいた。

　それが，たぶん彼女の顔面
おもて

に哀
あいしゅう

愁の影をつくり出して，格別に美しいものにしている内面の葛
かっ

藤
とう

だったのだろう。

　旅
ホテル

館の泊り客の中では，彼女はひとりの青年登
アルピニスト

山家に注目していた。彼は盛装して食事にやっ

て来た。よく姿が見えなくなったと思うと，ずっと日焼けして戻ってくることが時々あった。い

つも一人か何人かの案
ガ イ ド

内役を連れていて，実に若々しかった。英
イギリス

国人だとばかり思い込んでいた

のが，伊
イ タ リ ア

太利人と判って，彼女は驚いた。ずんぐりして醜い獨
ドイツ

逸人の出立に際して，食
レストラン

堂の彼女

の小
テーブル

卓の隣に席を取ってもらっていた。彼女は男の子 2人と看
ナ ー ス

護婦といっしょに席に着いた。

　屈
くっ

託
たく

がなくじっとしていない二人の子供たちは，僅
わず

かばかりの間に，隣の青年と意気投合した。

実に美しい金
ブロンド

髪の彼は，まだ子供のような碧い眼をして，髭
ひげ

を剃
そ

った顔に少年のように柔和です

がすがしい微
ほほえみ

笑を浮かべていた。

　彼が 22歳になるクレメンテ・バルビ伯
はくしゃく

爵で，登山熱に 憑
とりつか

れた男だった。

　伊
イ タ リ ア

太利登
アルピニストクラブ

山家団体は，すでに彼を熟練した最も若手の優
チャンピオン

秀者のひとりに数え挙げていた。マ

リーア伯
はくしゃく

爵夫人は，すぐに息子たちが彼に好感を抱いたことに異論はなかった。彼女には友人を

見出したように思えた。こだわりがなく活動的な彼は，俗物臭がなく，実に真
しん

摯
し

で生
き

真
ま

面
じ

目
め

な性

格だった。ありふれたタイプでもなかった。伯
はくしゃく

爵夫人は，この新鮮味が気に入った。彼に対する

好意を，彼女は《息子たちが彼に似てくれれば》と考える以上に上手く自分に云い聞かせるすべ

を知らなかった。

　その感情が純粋な母性感情であると，当初は思われた。そこで，彼女自身のことばで謂
い

ってみ

れば，〈子供たちの友人〉に親切に接し，大歓迎の気持ちを表明した。ところが，彼の方は残念

ながら彼女に対して息子のような感情を覚えていなかった。ほんの数日間，いたく彼女に惚
ほ

れた

だけだった。それは，彼の初恋だった。騎士道的で宗教的な敬意を表しながらも，熱烈に彼女を

欲しいと一
いっ

途
と

に思いつめていた。この態度は最後の最後まで失われることはないと思われた。恋

のことばは口にしなかった。眼差しと声の抑
よく

揚
よう

とやや純
じゅんぼく

朴で細
こま

やかな配慮を見せて，彼は溌
はつ

剌
らつ

と

した若者の恋
こいごころ

情を彼女だけに捧げていた。他に自分の愛情を彼女に示すことができないので，彼

はふたりの子供たちを抱
ほう

擁
よう

し親切を尽くした。

　「伯
はくしゃく

爵夫人，お子さん二人をお預
あず

かりしてもいいですか？あなたのために花を摘んできますか

ら。」― 彼は，満ち足りた気分で，二人の子供を連れて出て行った。そして，彼らは貴
レ デ ィ ー

婦人マ

リーアの居
へ や

室を飾るために， 風
ハヤザキエリカ

鈴 や雪
ユキノシタ

下や羊
シ

歯
ダ

や石
シャクナゲ

楠花を両腕に抱えて戻ってきた。

　彼女の居
へ や

室は旅
ホテル

館の居
きょ

室
しつ

のようではなくて，邸
てい

宅
たく

そのもののように見えた。彼女は，彼をお茶

会に招待した。しかも，それは子供たちと看
ナ ー ス

護婦といっしょに，家
メ イ ド

政婦が接
サーヴィス

待してくれる家庭的
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な雰囲気のお茶会だった。何か不都合があるだろうか？彼は同国人だったし，彼らの両
りょう

家
け

は，す

でに以前から知
ち

己
き

の仲だった。やがて，彼女は彼があまりに倖
しあわ

せそうな様子を見せることに気付

き，しかも彼女自身も彼といっしょにいると倖
しあわ

せ過ぎるように感じていた…彼女は，もう彼を招

待しなくなった。でも，彼が登山に出かけない折には，いっしょに散
さん

策
さく

に出た…彼が登山する折

には，彼女は彼が戻ってくるまで落ち着かなかった。その苦しい思いを，何とか彼女は友情の発
はつ

露
ろ

と見
み

做
な

そうとした。

　彼は自分の不在に苦しむ彼女の様子に気付いてはいたが，その大きな幸福に有頂天になるよう

なことはなかった。

　彼には，こんなにも美人で他に抜きん出て善良で知的な女性に思える彼女の恋心は，崇高すぎ

る夢のように思われるのだった…彼はそれでも阿
ア ル プ ス

爾卑斯縦
じゅうそう

走に喜々として出かけはしていたが，

彼女から遠ざかってゆくことに，確かに後ろ髪を引かれる思いをしていた…讃美者たちの眼を意

識して，彼はしかるべき功績を獲得する希望に燃え，骨の折れる危険な企てに邁
まい

進
しん

した。彼は，

すでに何度かの訓練登
と

攀
はん

とホンモノの登山を経験済みだった。

　彼女は病気恢
かい

復
ふく

期
き

ゆえに，ほんの短時間の散策をするだけだった。或る日のこと，〈ラスキン

の石〉のところで，子供たちと看
ナ ー ス

護婦たちが，彼女からやや離れていたことがあった。彼女は写

真を幾枚か撮
と

り，岩塊を背にして寄りかかっていた。眼前に素晴らしいモンブランの山
さん

容
よう

が開け，

（一幅の絵画のように）一本の黒い樅
モミ

の木が遮
さえぎ

っているだけだったが，その樹
き

は晴天の霹
へき

靂
れき

のよ

うに不意に湧
わ

き上がった不吉な考えのように思えた。子供たちは彼女に苺
イチゴ

や苔
コケ

桃
モモ

を持って来てく

れたが，彼女はそれを少女のように味わいながら，彼と二人きりになりたくないので，

「ク
ク レ マ ン

レメンテ，あなたは何も採
と

ってきてくださらないの？」と彼に訊
き

いた。

　彼は，「世界をプレゼントしてあげましょう」と答えた。やがて，さっと跳
ちょうやく

躍すると，希
ギリシア

臘神

話の韋
マーキュリー

駄天さながら，その俊
しゅんびん

敏で優美で頑
がんじょう

丈な身
ボディー

体は疾
しっ

走
そう

のリズムに乗って宙に舞い，野辺を下

の方へと駆
か

け下りた。彼は両手いっぱいにして戻って来ては，また樅
モミ

の繁
しげ

みの中へ入っていった。

そこには何本かの白
ポプラ

楊の若木と野薔
バ

薇
ラ

が生えていて，低く羊
シ

歯
ダ

が地面を覆
おお

っていた…彼女は，夢

想するように，ずっと英国人耽
たん

美
び

主義者の名前が刻み込まれた岩に寄りかかっていた。不意にク

レメンテが自分の前にいるのに気付くと，彼女は喜
きしょくまんめん

色満面になった。ほとんど無意識的に，まる

で自分の子供たちに云うかのように，「あら」と呟
つぶや

いていた。彼が手ずから差し出す苔
コケ

桃
モモ

を食べ

始めた。やがて，彼女もその実を採取しては， 掌
てのひら

がいっぱいになると，彼に食べさせようとし

た。彼はその手をぎゅっと握り，桃
ピンク

色の 掌
てのひら

から黒く熟した苔
コケ

桃
モモ

を吸い取っては，自分の唇
くちびる

をそ 

の 掌
てのひら

にずっと押し付けていたので，両人とも顔がさっと蒼
あお

ざめた…彼女は云った ―「さあ，

行きましょう」と。そして，大きな声で「〈ベイビー〉，〈トロトロ〉！来なさい！」と幼い子供た

ちを呼んだ。

　彼は悪いことをしたかのように，うなだれて，彼女の後に従った。それでも，彼の心は，清
せい

冽
れつ

な噴
ふきあげ

泉さながら，悦
よろこ

びの飛
しぶき

沫をあげていた…

　何日か，彼女は彼に対してより手厳しい態度をとった。ところが，彼は信頼している山の
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案
ガ イ ド

内人で体操選手のポール・シモンや荷
ポーター

役を連れて登
と

攀
はん

に出かけなければならなかったので，ふ

たたび彼女は穏やかな気分に戻って，人々の注目の的になることも厭
いと

わず，終日，双眼鏡を手
て

放
ばな

さなかった。好運にも，彼女の思いやりに子供たちが加勢してくれた。彼らは登
アルピニズム

山熱の偉業に夢

中だった。双眼鏡に遠く映るクレメンテの小さな姿を，灰色の巨大な尖
せん

峯
ぽう

〈エギーユ・デュ・ミ

ディ〉に認めた折の彼らの歓声が，母親の注視を正当化してくれた。でも，彼女は，内心のハラ

ハラする気持ちを巧
うま

く隠しおおせないでいた。彼女はじゅうぶんな情報を得ていたし，すでに

登
アルピニズム

山熱の歴史に精通していた。彼女は阿
ア ル プ ス

爾卑斯関連文献のすべてを読破しようとしていた。しか

も，登
と

攀
はん

に危険は付きものであることは承知していたので，息子がかかる試練に挑戦している間

も，枕を高くして安眠できるクレメンテの母親のことが不思議だった。彼女は，二晩まんじりと

もしなかった。彼の帰還に際して，その喜悦を彼にぶつけたくはなかった…ぎこちない歓迎の仕

方を余儀なくされた彼女は，彼を泣かせてしまった…

　彼女は彼に向かって「子供のような振る舞いは，よして下さい」と，突っ慳貪と優しさをない

まぜ気味に云った ―「一昨日，あなたは超人のようにして天空近くのあの場所にいらっしゃっ

た。今は，私から雷を落とされた〈ベイビー〉と〈トロトロ〉のように思えます。」

　彼らは，公園の人気のない片隅で二
ふたり

人きりだった。彼は，彼女の側に 跪
ひざまず

いていた。彼女は本

能的に，抗
こう

しがたく，片手を彼の滑
なめ

らかな美しい額
ひたい

の方に伸ばした。その額
ひたい

に，小鳥の羽毛のよ

うに柔らかい髪の毛が，ふんわりとカールして繁茂していた。彼は擦
かす

れた声を発して，ピクッと

身
からだ

体を震わせたので，彼女は顔を紅
こうちょう

潮させて，ピョンと跳
は

ねた…

　その日以来，彼は包み隠した云い方ながら，ことばに出して，彼女が自分のことを愛している

のか…それならその証拠を見せてほしいと…彼女に厚かましく問
と

い質
ただ

した。

　彼女はそれを否定し，折ある毎に手厳しい態度をとりながらも，とても愛情が大きいので何で

も赦
ゆる

してしまう実直な女性らしく，彼をとことん甘やかした。彼女はまるで彼のことを少年であ

るかのように愛情をもって接し，結局のところ，彼が誰からも庇
かば

ってもらわなかったかのように，

彼のことを心配した。

　こうして，二人の心を歓
よろこ

びと苦悩で満たした恋の鞘
さや

当
あて

はまるで一
ひと

刻
とき

だったかのように，瞬く間

に，ほぼ一ヶ月が過ぎ去ろうとしていた。クレメンテは，意中の女性をモノにする希望だけに生

きていた。彼女は同意したい一心に生きていた…自分に抵抗する力が失せれば，苦しみのあまり

死んでしまうような気がしていた。

♣

　或
あ

る日のこと，彼らは恢
かい

復
ふく

期の彼女の体力に見合った村近くの森に散
さん

策
さく

に出かけた。それは，

カジーノの背後に広がる美しい樅
モミ

の森だった。その向こうに，川がせせらぎの音をたてて流れて

いた。ミス・アンナと連れ立って，子供たちは先に進んでいった。クレメンテと並んで，彼女は

ゆっくりと歩いていた。

　それは，夢
ゆめうつつ

現のような淡い翠
みどり

色の空想的な眺
ながめ

望だった。黄
たそがれ

昏間
ま

近
ぢか

の太陽は，ほとんど月影のよ
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うにかき消えてゆく淡い黄
こがねいろ

金色の塵
ほこり

埃を送り込んでいた。外から見ると鬱
うっ

蒼
そう

として暗い樅
モミ

の林の

中は，湖の底のように明るく透明で，まるで妖
よう

精
せい

と小
こ

悪魔のお伽
とぎ

の国のようだった。静
しじま

寂は音楽

的な機運に満ちていた。それは，情熱的で中
ちゅうよう

庸を得た深く穏
おだ

やかな無
む

言
ごん

歌
か

で，長い音符と新しい

音律からなっていた…二人は，まるでメーテルランクかドビュッシー風の神
ミステリアス

秘的な森に迷
まよ

い込ん

でしまったかのようだった。そこには，もと来た道に連れ戻してくれる小
こ

径
みち

がなかった…

　ガレー船の漕
こぎ

手
て

の単調な脚踏みのようなせせらぎの音の他は，何も聞こえてこなかった…遠く

にいる子供たちの声も，もう聞こえなかった…彼女は，まるで自分を不安にさせ防御体制をとら

せる危難に曝
さら

された人のように，押し黙
だま

って控え目に身構えていた。不思議な黄
たそがれ

昏の光が，無限

の翠
みどり

色に混じると，ますます彼女を蒼
あお

白く見せて，くたびれた黒い天
び ろ う ど

鵞絨の〈ギャマン帽〉を

被
かぶ

った彼女の眼
まな

差
ざ

しは，よりくすんで見えた。薄
うす

手
で

の純白のワンピースの上に羽
は

織
お

っている赤
あか

味
み

がかった黄色い天
び ろ う ど

鵞絨の彼女の上着が，その変化に乏しい風景の中では，ただ一個の強烈な音符

だった。

　無帽のクレメンテは灰
グレイ

色の服を着ていて，若い彼の顔
か

面
お

は，かすかな陽光に黄
こがねいろ

金色に光ってい

た。彼は，自分の眼
まなこ

がきっと彼女をドキッとさせる炎
ほのお

に燃えていると感じていたので，彼女を見

詰めなかった。ゆくりなくも，彼らがゆっくりと夢見心地で進んでゆく先に，渡らなくてはなら

ない一筋の渓流が立ち現れた。

　彼女の 袴
スカート

はきつく，白い靴は軽く純白だった。彼女は手を叩
たた

きながら，ケラケラと小娘じみ

た高笑いをして，辛
つら

そうな様子も見せず愉
たの

しんでいて，「どうしましょう？どうしましょう？」

と云った。

　クレメンテは平然と「こうするのだ！」と云って，唐突に両腕で彼女をヒョイと抱
だ

きかかえる

と，乾いた対岸まで獲物と共に一気に流れを突っ切って渡った…ところが，安全な場所に着いて

も，彼女を下ろそうとしなかった。彼女は，大きな叫び声をあげた。彼は彼女の怒った不満の顔

以上にこわばった顔を顰
しか

めて，不承不承ながら両腕の力を抜いた。彼は，一瞬その胸を尋
じんじょう

常でな

い力でギュッと締
し

め付けていたのだった…そして，彼女の抗議に屈してしまうまで，彼は大胆な

行為に出たことをすまないとも思っていなかった…彼らは数歩まだ歩き続けた。やがて，彼女は

云った ―「もうじゅうぶん。戻りましょう。あなたのことが信用できないもの。あなたって

困った子
ひ

供
と

だわ。もう熱が冷めました。」

　彼は云った ―「静かに！私をなぜ苦しめようとされるのです？この苦しい胸のうちを分かっ

て下さらないのですか？私をご覧なさい！」彼の涙声は震えていながら，切々と訴
うった

えかけるもの

があった。彼女はジッと彼を見
み

詰
つ

めた。彼の表情がさっと変わると，まるで十歳ばかり老け込ん

だような印象を彼女に与えた。彼女の側にいる人物は，もはや半ば正気を失して哀願する恋の

美
ハンサムボーイ

青年ではなかった…彼女を愛し，おそらくは悶
もだ

えながらも彼女を求め，その苦しみと闘
たたか

い，彼

女を愉
たの

しませ，その愉
たの

しみを分かち合いたいと思っているひとりの男だった…そうして，二人し

て不
ふ

可
か

避
ひ

の苦しみに立ち向かおうとしていた…彼女は意欲と力が湧
わ

いてくるのを感じた…やがて，

突然に立場が逆転してしまった。つまり，彼らのような男
ペアー

女は，年齢差という点でしっくりしな
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いのが普通だが，それが普通でありきたりなものになった。急に彼は指
さし

図
ず

を下す上
じょう

司
し

で，彼女の

方は服
ふくじゅう

従の悦
よろこ

びを受け入れる部下となっていたのだ…

　クレメンテが彼女の腰に片腕を廻して，夢中で自分の方へグッと引き寄せた時，彼らはどちら

の口が最初にもう一方の口を求め，そのまま際限なく接
せっぷん

吻したままだったかを意識していなかっ

た…〈ベイビー〉と〈トロトロ〉の声が交互に遠くから呼びかけていた ―「母
マ ミ ー

さん！　

母
マ ミ ー

さん！」

♣

　彼女は自分の全身全霊の均
バランス

衡が揺さぶられるほど深い愛情を捧げてくれる青年から距離を置く

と，あのように重大な恋の契
ちぎ

りを彼と結んだことをすぐに悔
く

やんだ。良心がふたたび目覚めて，

その美徳は戦闘体制に入った。道
モラ ル

徳意識が，彼女に厳しい非難を浴びせかけた…。「駄
ダ

目
メ

，駄
ダ

目
メ

，

身
からだ

は任
まか

しはしないから。屈してなるものですか。これでは苦しみのあまり死んでしまう。でも，

途方もない誘惑に負けるものですか。」

　二日間，彼女は部屋に籠
こ

もったままだった。そして，彼から熱烈で執拗な伝
メッセージ

言が何度か届くと，

それに対して彼女はよく考え抜かれた賢明な長い手紙を書き送った。そのために彼女は涙に咽
むせ

び

夜も眠れず，彼の方は絶望感を味わうことになった。

　彼は狂気の沙
さ

汰
た

を演じまいとして，彼女の側近くに居たいがために，このところ何日か延期し

てきた登
と

攀
はん

を，頭を冷やそうとこの際に決行することにした。それは，最後でも最難関でもなく，

もっとも象徴的な自
みずから

己の登山活動の完結篇として，彼が考えてきたモンブラン登頂だった。それ

は，かつて彼が意中の女
ひ

性
と

をかき抱
いだ

く正夢のように，夢見てきたものだった。彼の忠実な案
ガ イ ド

内人

で，すでに友人扱
あつか

いしている山の半
はんじゅうしん

獣神のように美しく日焼けしたポール・シモンが，彼のお伴
とも

をした。貴
レ デ ィ ー

婦人マリーアは，安全祈願の半紙を開
かい

封
ふう

のまま彼に書き送った…。でも，彼女の心
ハート

臓

は病的な神経過
か

敏
びん

の状態を呈
てい

して，居ても立ってもおれない苦
く

悶
もん

に締め付けられるようだった。

彼女は巨像の尾根もその最後の天
ドー ム

蓋部分も手なずけ易
やす

く，比較的簡単に登れ，かつて J.バルマ

やド・ソシュール1） といった巨人を征服した初期の登山家たちが嘗
な

めた英雄的な辛
しん

苦
く

は，もはや

昔語りであることは承知していた。登
アルピニスト

山家が壮
そう

健
けん

でよく訓練されておれば，グラン・ミュレ方面

からの道
ルート

はほぼ安全なものだった。それでも，その前に広がる純白の海原を，クレメンテの脚は

征服しなければならなかった。それが彼女にとって，よってたかって彼に襲
おそ

いかかる手ごわく果

敢な仇
かたき

敵のように思われた。死の脅
きょう

威
い

を感じ取って，彼女は戦
せん

慄
りつ

を覚え，もはや眺
なが

めやる勇気す

らもなかった…他の婦人たちが殺
さっ

到
とう

する望遠鏡が怖
こわ

かった。終日でもその水
クリスタル・ガラス

晶硝子にへばりつい

ていたかった〈ベイビー〉と〈トロトロ〉にすれば，それは実に残念なことだったが…。

　「ひょっとして彼は 40人の殺害を意識している氷の怪物に呑み込まれたまま二度と帰って来

られないかも。」― これが彼女の不安と悔
かい

恨
こん

と逡
しゅんじゅん

巡の反
リフレイン

復句だった…。

　彼が遠く大変な危険に身を曝
さら

している現在，その彼に対して辛
つら

く当たったことを彼女は今では

ひどく後
こう

悔
かい

していた。
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　「私は彼の愛も彼の熱い血潮も若い純な心の炎
ほのお

も拒んできた。愛しい 児
ベイビー

，私って何と馬
バ

鹿
カ

で

意
い

地
じ

悪
わる

な女だったのかしら！彼に赦
ゆる

しを乞
こ

い，躊
ため

躇
らい

も後ろめたさも利
エ ゴ

己心も投げ捨てて私のすべ

てを捧
ささ

げ，幸
しあわせ

福と歓
よろこ

びの全部を彼に差し出し，そして彼のために苦しむのは当然のこと。苦しむ

のは勿
もち

論
ろん

のこと…それも満ち足りた彼の姿を一瞬でも見ることが叶
かな

うなら。」

　それは，彼女にとって苦
く

悶
もん

と煩
はん

悶
もん

の終わりのない時間だった。夕方になると大
ホ ー ル

広間では，

小
バ ン ド

楽団がいつもの 舞
ダンス・ミュージック

曲 の旋
アリ ア

律を奏
かな

でていた。半
セミヌード

裸の米
アメリカ

国娘たち数人が，麦
ビール

酒を呑
の

み葉
シガ ー

巻を

ふかす赤ら顔の野
や

暮
ぼ

ったい獨
ドイツ

逸男性たちと踊
おど

り始めていた。実に優
エレガント

美な仏
フ ラ ン ス

蘭西娘や見事な帽子姿

の英
イギリス

国婦人や高
コ コ ッ ト

級娼婦のような服装の厚
あつ

化
げ

粧
しょう

の南米女性も，ちょっぴり無
む

邪
じゃ

気
き

で不良じみた風変

わりな表情の二人の露
ロ

西
シ

亜
ア

の青年王
プリンス

子も踊っていた…この二人は貴
レ デ ィ ー

婦人マリーアに誘
さそ

いをかけた

りしていたのだった…。

　彼女は，今までこれほど物悲しく悲劇的に響く音楽を耳にしたことはなかった…北米女性たち

は，亜
ア ル ゼ ン チ ン

爾然丁女性に対する対抗意識もあってか，〈タンゴ〉は決して踊りたいと思わず，

〈慕
ボ ス ト ン

士頓〉を所
しょ

望
もう

した。

　小
バ ン ド

楽団は，流
はやり

行の有名な円
ワ ル ツ

舞曲を演奏し始めた…「何て物悲しい曲でしょう。陰
いん

鬱
うつ

極まりない

曲だわ」― マリーアはそう考えながら，大
ホ ー ル

広間の片隅で，籐
とう

の安
ソ フ ァ ー

楽椅子に身を沈め，自分の部

屋へ戻りたくなかったので，身体だけを魅惑的な陽気さに任
まか

せていた。

　子供たちは，すでに眠りについていた。そして，孤独感が彼女の憂
ゆう

鬱
うつ

さに追い討ちをかけた…

三拍子の円
ワ

舞
ル ツ

曲の律
リズム

動は，偶数の律
リズム

動のような安らぎを齎
もたら

さず，建物が未完成だったせいで，彼

女の神経を刺激し逆
さか

撫
な

でした…所
いわ

謂
ゆる

〈歓
よろこび

喜の小
う

唄
た

〉につれて，派手な色彩が渦
うず

巻く中で，男女の

集団が支
し

離
り

滅
めつ

裂
れつ

にくっついては離れたりして，彼女の前で騒ぎたてる様子に比べれば，どのよう

な葬
そう

送
そう

行進曲ももの悲しく響くことはないと思われた…。

　「歓びって何なの？苦しみって何なの？」― 彼女は自問自答した ―「生死と愛
あい

憎
ぞう

は何と似

かよっていることでしょう。」

　小
バ ン ド

楽団は，ハーマン・フィンク作曲の《 日
イン・ザ・シャドウズ

陰 で 》を演奏し始めた。

　首から腰にかけ日焼けした長い三角形の肌を露
ろ

出
しゅつ

した米
アメリカ

国娘のひとりが，いうなれば薄
うす

手
で

の

碧
ブル ー

色のベルベット服を着て，真っ白い色白の両腕を露出させて，歌詞の数節を口ずさんでいた。

《日陰と陽光が

小麦畑の上で踊っている。》

The shadows and the sunlight

Are dancing on the wheat.

　ドンナ・マリーアは，気が遠くなってゆく感じがした…「彼は遥
はる

か彼
かな た

方の世間の外部にいて，

氷壁と吹雪の中で誰の助けもなく死に直面している…きっと彼は，私の愛し方がじゅうぶんでな

く，愚かな不動の美徳に閉じ籠
こも

って，彼を取り巻いている氷雪よりもずっと冷淡な利
エ ゴ イ ス ト

己主義者だ
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と思っているはず…でも，この私は彼に恋
こい

焦
こ

がれ，自分のすべてを捧げたいと思い，今まで彼を

あれほど苦しめてきた後ろめたさに，死んでしまいたいぐらいなのに…彼は無事帰ってくるし，

帰還することだろう…私の祈りを神は聞き届けて下さるだろう…その時には，彼は私のすべてを

手に入れるだろう。私のすべてをモノにすることが，彼の果敢な事業に対するご褒
ほう

美
び

になるだろ

う。それは，私がゆくりなくも齎
もたら

した災難から立ち直るために，彼がものともせずに挑んだ苦し

い戦いに対するご褒
ほう

美
び

なのだ…」

　彼女は眠れないままに，祈りのように熱いもの思いに沈んで横になっていた。

♣

　クレメンテとポール・シモンがようやく旅
ホテ ル

館〈モンブラン〉に戻ってきたのは，2日後だった。

彼らはいったんクールマイユールに下山してから，（登
アルピニスト

山家は，容易な経
ルー ト

路を歩くのは嫌がるも

ので）鉄道で戻ってきたからだった…

　登頂は，満足のいく素晴らしいものだった。彼らは旅
ホテル

館で，登
アルピ ニ ズ ム

山活動に関心を抱く人々の集
グループ

団

によって祝福を受けた。クレメンテは見違えるようだった。顔の皮膚は太陽に焼かれ，真っ黒に

日焼けしていて，顔の表情が別人のように精
せい

悍
かん

で野
や

趣
しゅ

に富んでおり，両の眼
まなこ

は 矢
フィオール・ダ・リーゾ

車 草 のよ

うに光り輝いていた。ほとんど濃
のう

紺
こん

色の大空の暗い碧
サファイア

玉の下で，眼前に展開した無限の白銀の世

界に，彼は眼だけでなく魂まで奪われてしまったのだった。彼は，物象だけでなく精神の美と清

らかさの世界に連れて行かれた感じがしたのだった。色彩も響きも，人間も動植物も皆無の

白
モノクローム

黒の偉大な交
シンフォニー

響楽が，彼を神々しいまでの驚きの中へ投げ込んだのだった。

　風景というものは，若々しく打てば響くような生来感受性の高い魂に多大の効力を発揮できる

ものだ。それは，芸術や哲学や道徳作品が何度か大きな意識改革を実行したことに似ていた。

　畏敬すべき厳
げんしゅく

粛な自然美がもつ奇跡的光景が，クレメンテの精神と心理に作用したのだった。

無限の白銀世界，眩
めま い

暈を感じる高度，ぞっとするような危険，命
いのち

賭
が

けの闘い，未知との格
かく

闘
とう

，

泰
たいぜんじじゃく

然自若とした高貴な孤独，下界の卑
ひ

小
しょう

さ，沈静化した欲望，邪悪な情念の浄化，世界を支配す

る偉大な神秘の力を眼前にした肉欲の清め，地上の卑
ひ

小
しょう

な右往左往を宥
なだ

める人智を超えた名状し

がたい神秘的愛…

　クレメンテは，肉体的疲労感を覚えながら，こうしたこと以上に，そのすべてを実感していた

のだった。その疲労は，彼の全存在に平
バランス

衡感覚を回復させ，新しい意識を生み出し，内面的な真

実の美と崇高な人間的正義の驚異的な光輝で，昨日までは憂
うれ

いに澱
よど

んでいた彼の精神を閃
ひらめ

くよう

にしむけてくれた。彼は，彼方の天空近くで，世間の外に出て，新しい洗礼式の神秘的泉によっ

て浄化され尽くしたのだった。旅
ホテル

館に帰還した時には，すっかり別人になっていた。昨日までの

彼の恋心は，鎮
ちん

静
せい

化
か

されて精神的なものになっていた。寛
かん

大
だい

な善意で接してくれることをこれ幸

いと，貴
レ デ ィ ー

婦人に向かって彼が行使した粗
そ

暴
ぼう

なまでの手
て

練
れん

手
て

管
くだ

を恥ずかしく感じ，悔
かい

恨
こん

の情でいっ

ぱいだった。健
けな

気
げ

で蒲
ほ

柳
りゅう

の質の彼女は，ともすると自
じ

尊
そん

心
しん

と平
へい

衡
こう

感覚すら彼のために犠
ぎ

牲
せい

にしか

ねない有様だった。若者の心は，目下のところ秘儀的瞬間を経験していた。眩
めまい

暈を覚えるような
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秘儀的機運のなかで，自己解放を成し遂げようとしていた。彼は自己批判の陶
とう

酔
すい

感を味わったが，

それは他者を赦
ゆる

してその罪を引き受けるために，自己の過ちを自覚し，それを認める英
ヒロイック

雄的な謙
けん

虚
きょ

さであり，つまるところより優れた一種の誇
ほこ

りともなった。薄暗い森の中で交し合った接
キ ス

吻は，

悦
よろこ

んで彼女の方から愛慾の 唇
くちびる

を差し出したのだから，何も彼が盗んだものではなかったが，現

在のクレメンテにすれば，彼自身が振るった暴力のように，むしろ鉄の掟
おきて

として躾
しつけ

けられた繊
デリケート

細

な紳士道に悖
もと

ることに思われた。数日の間歓
よろこび

喜と欲望とで彼を苛
さいな

んできた接
キ ス

吻は，今では悔
かい

恨
こん

の

情として彼の良心に重くのしかかっていた。想起することで，彼はほとんど兄妹の優しい抱擁と

捉
とら

え直し，それを浄化したかった…そして，まだそれが彼には叶
かな

わなかったので，共犯の罪から

愛する女性を徹底的に除外し，彼は自分のことを責めた。彼女の勇猛果敢な身構えは，今の彼か

らすれば，素晴らしく高貴で美しいものに思えた…あの彼方で，純白のモンブランの額を踏みし

めながら，彼は小型手帖の紙面を一枚引きちぎると，悴
かじか

んだ手の鉛筆で書きなぐっていた ―

「この万年雪のように純白の貴
あな た

女のことを私は考えている。貴
あな た

女の赦
ゆる

しを乞
こ

う。私は貴
あな た

女を愛し，

何も要求はしない。私の身も心も永久に貴
あな た

女のもの。」そして，彼は現世に戻ってくるや，間
かん

髪
ぱつ

を入れず，その書
かき

付
つけ

を大きなアルプスの花束を添
そ

えて彼女の部屋まで届けさせたのだった…

　貴
レ デ ィ ー

婦人マリーアが彼に再会すると，彼の眼差しに自覚していない熱気が籠
こ

もっていた。現在の

彼は達
たっ

観
かん

して，感覚は鎮
しず

まり，強くなった自分を感じ，その自己犠
ぎ

牲
せい

に満足していた。

　彼女は，あのように巨大な炎が突然消え去ってしまった理由が分からなかった。彼の苦しみを

あれほどまで気に病んでいた彼女は，ようやく自分のすべてを捧げたいと思う人のおっとりとし

た従順さに慰められることができなかった。「きっと私が手
て

厳
きび

しくしたから，彼は臆
おくびょう

病風に吹か

れてしまったのだわ。」― 彼女は考えていた ―「まだ少
こど も

年なのだ。彼を勇気付ける必要があ 

る…」彼女は，フカフカの絨
じゅうたん

毯が敷かれ，柔らかいクッションと花いっぱいの自室へ彼を呼び寄

せた。彼女は淡い黄
キ

水
ズイ

仙
セン

色の薄
うす

物
もの

の部屋着を大胆に羽
は

織
お

っていたが，その細身の身
からだ

体は震
ふる

えてい

た。素足で同じ色の繻
サテ ン

子の上
ス リ ッ パ

履きを引っ掛けていたが，それが実に小さなサイズで， 蘭
オーキッド

の花

冠のように思われた…顎
あご

へと優美な三角を作る色白の細
ほそおもて

面の中で，眼
まなこ

全体が翳
かげ

っていた。その陰
いん

翳
えい

は挑発的で，前途を祝福しているかのようだった…ま近に感じられる逸
よろこび

楽への意欲が，彼女の

動作にも，声の調子にも，眼
まな

差
ざ

しにも，無意識の裡
うち

に現れていた…

　幼い子供たちとミス・アンナは，母さんと帰還した大の友人ともども午後の間
メレンダ

食を摂
と

った。彼

らにしてみれば，友人は英
ヒーロー

雄に見えたのだった…

　クレメンテは自分の帰還を祝福しようと，お菓子と玩
おもちゃ

具を彼らのために持参していた。《どう

やったら，あんな天
てっぺん

辺まで辿
たど

り着けるのか》知りたくてしようがない子供たちが，矢
や

継
つ

ぎ早に質

問攻
ぜ

めにしても，彼は喜んでそれに応
おう

じていた。

　貴
レ デ ィ ー

婦人アンナはイラッとした口
く

調
ちょう

で云った ―「子供たち，もうこれでおしまい。さあ，ミ

ス・アンナとお散歩に出かけなさい。私はちょっと疲れました。クレメンテはここに居残って，

私のお相手をしてくれます。」彼女は，そそくさと彼らに接
キ ス

吻をした。幼い子供たちは出かける

用意をした。善良な初老の女性が川寄りに小さな菜
さい

園
えん

を持っていて，小さな猫の家族を飼ってい
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たが，彼らの大好きな猫たちは，すでに良くなついていた。〈ベイビー〉と〈トロトロ〉は猫を

熱愛していて，ミス・アンナと謀
はか

って伊
イ タ リ ア

太利へ少なくとも一匹を連れて帰ることにしていた。ク

レメンテもその計画に賛
さん

同
どう

していたが，彼ら 4人の誰一人として，敢
あえ

て伯
はくしゃく

爵夫人にそのことを話

そうとはしなかった。

　〈ベイビー〉は云った ―「クレメンテ，ぼくたち，例の小さな友だちのところへ行くんだけ

れど…。」そして，悪童じみた風に，彼は片
ウィンク

眼を閉
し

た。

　クレメンテは夫人に向かって云った ―「坊ちゃんたち，そうだった。お手伝いをするって，

ぼくは約束していました。厄
やっ

介
かい

な計画ですが，いずれはご希望にかなうことでしょう。ぼくは彼

らのお伴
とも

をしなくちゃ。貴
あなた

女はお一人ここに残って，昼食前のひと時，休息なさりたいはずです，

そうではないですか？では，ぼくもちょっと失礼します。それでは後ほど」

　彼は彼女に丁
ていちょう

重な挨
あい

拶
さつ

をして，片手に接
キ ス

吻すると，まるで逃げるようにして，幼い子供と連れ

立って出て行った。自分のことが気がかりだったのか，彼女のことが気がかりだったのか，それ

ははっきり分かっていなかった。眼には見えない抜き身の剣を手にした天使に追い立てられるよ

うに，なさねばならないという正義感に彼は攻
せ

め立てられたのだった…

　彼女は彼の気持ちなど全然解
わか

っていなかった…でも，現世の悲しい執心の重圧を，全身全霊で

感じ取っていた。身辺を苦痛の巨大な影が覆
おお

っているように感じていた。〈ひょっとして彼が

戻ってこないのでは〉という自分の暗い予感が的中するようにも思われたのだった。彼女は〈生

命の終わりとは，実は存在しないことなのだ〉と感じていた。彼女は，クレメンテが帰還中に書

き送ってきた紙片を胸元から引っ張り出した。そこには，《この万年雪のように純白な女
ひ

性
と

》と

書いてあった。そうじゃない。これは単なる幻
げん

想
そう

で絵
え

空
そら

言
ごと

なのに。じゃあ，いったい変わってし

まったのは誰なの？いま嘘
うそ

をついているのは誰なの？

　何がなんだか，わけが分からなくなっていた。ことばも状況も考えも彼女の頭の中で混乱して

いた。

　彼女の心の中では，反
はん

抗
こう

の衝
しょうどう

動と，不倫の情念と，悦
えつ

楽
らく

への狂おしい慾望と，臆
おくびょう

病な男と気が

変わりやすい少年への猛烈な叱
しっ

責
せき

が渦
うず

巻いていた…彼女の苦痛の種であるこの混
こん

沌
とん

とした動
どう

揺
よう

の

すべてから，漠
ばく

然
ぜん

とした休息の必要性が生じてきた。必要なのは，死の夜の願望だった。意欲も

意識もない，口のきけない盲
もう

目
もく

的で赤
せき

裸
ら

々
ら

な本来的な死だった。彼女の願いは，苦痛という苦痛

からの救いであり，平安だった…

註および参考文献

　 本 稿 で 使 用 し た テ キ ス ト は Sfinge ［Eugenia Codronchi Argeli］（1865－1934）, IL 

CASTIGAMATTI（Treves, Milano 1919）で，その 35頁から 42頁までおよび 48頁から 55頁まで
を試みに本邦初訳として邦訳してみた。
　2つの短編小説は，18世紀から 20世紀初頭にかけて盛んであったアルプス登山熱と極北探検
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ブームをトピックとして俎
そ

上
じょう

に載
の

せ，命知らずの冒険に果敢に挑戦する男性主人公の安否を気遣い
ながら，どうすることも出来ずに家族とともに運命に翻弄される女性たちの心の動きを，心理学者
顔負けの冷静さで物語ってくれる一種のルポルタージュ作品である。
　筆

ペンネーム

名を〈獅
ス フ ィ ン ク ス

身女面獸〉と称した作者エウジェーニア・コドロンキ・アルジェーリについては，
すでに京都外国語大学 COSMICA誌 XLIII号の拙稿『紀行《イタリア文学》― カラーブリ
ア ― クレーリア・ロマーノ・ぺッリカーノ　Clelia Romano Pellicano（1873‒1923）著『カラーブ
リア物語集　NOVELLE CALABRESI』邦訳（その 2）』で簡単に触れたが，ベル・エポックのイタ
リア閨秀作家の例にもれず，ボローニャ，パレルモ，ナポリへの旅を初め，ミラノとローマには長
らく滞在して，20冊を下らない著作を出版するなど大いに活躍したのだったが，晩年はカステ
ル・サン・ピエトロ・テルメ近郊のコッカパーネ村に引き籠って，ミラノ出身の作家で友人のビア
ンカ・ベリンザーギと共同生活を送ったとされる。
　若いころの彼女は，国家統一闘争へ参画することを通じて醸成されてきたある種の男

フ ェ ミ ニ ズ ム

女同権主義
運動が台頭してゆく機運の中で，観察し調査し省察することによって教養形成を成し遂げた。その
文体は独自のものではあるが，本来の主題を血肉化する段階でまだ苦労し，部分的ではあるが，依
然として男性の模範例に振り回されてきた。トリエステの『ピッコロ・デッラ・セーラ』紙上で，
1912年の物語部門で最も大きな評判を獲

と

った格別斬
ざん

新
しん

な作品『ロマーニャ短編集 Novelle romag-

nole』について，アウグスト・マッケッティは，次のように論評した。
　「時には激烈で，時には適度の筆致で描写された生活の凝縮された素

スケッチ

描である。それは，野趣に
富んだ強力な詩

ポエジー

篇である。時に悲しく時に愉快な事実と逸
エピソード

話の真
ヴ ェ リ ズ モ

実主義と相
あい

俟
ま

って，この生彩あ
る機知と煌

きら

めく色彩に織りなされた散文から，その詩情が立ち上ってくる。」
　ミラノの『伊

イ タ リ ア

太利画報』は，「この本は多少の芸術的価値よりも，より優れた風俗的価値を持っ
ている」と論評している。孤独な生活のなかで永遠の愛の夢に生きる浪

ロマンチック

漫的で理想的な乙
おとめ

女向けに
書かれた長編小説『双

ふ た ご

生児の魂 L’anima gemella』は，魅惑的なことばで女性の心に訴えかけ，愛
の抱擁と感傷と抗し難い魅力を持つ作品であり，『内輪の手紙 Lettere intime』では，作者が生きる
社会の因習打破を，しかも優美で彩り豊かで素敵な手口の反逆を訴えかける。」彼女は 4幕モノ喜
劇作品『雲』を 1921年に書いている。

1） ド・ソシュール（Horace Benedict de Saussure 1740‒99）裕福なジュネーヴの一族出身の
自
ナ チ ュ ラ リ ス ト

然研究家で〈近代登山の創始者〉といわれる。1787年にモンブラン第 3登頂に成功して，
従来の標高 4,738メートルを計測し直し，4,755メートルと訂正したことで知られる。

Il Novecento. Antologia di scrittrici italiane del primo ventennio, a cura di Anna Santoro, Roma, Bulzoni, 

1997.
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