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1現代アメリカ大学院の評価研究「大学院評価」指標による分析結果（その 3）

Ⅰ．は　じ　め　に

　日本では，1980年代に大学教育の改善方策として，アメリカのアクレディテーシヨンが「再

発見」され，また臨時教育審議会答申と大学審議会答申によって，「大学評価」が制度化された

が，2004年 4月 1日からは，政府の認証評価を受けた機関による第三者評価制度（認証評価）

が実施されだした。2005年には中央教育審議会において「わが国の高等教育の将来像（答申）」

が公表され，その中で大学教育の質の保証の施策として事後評価の充実が指摘されるとともに，

その中核と位置づけられる認証評価制度の充実と専門分野別評価の積極的導入の提言がなされた。

また同年に公表された「新時代の大学院教育 ― 国際的に魅力ある大学院教育の構築に向け

て ―（答申）」では，わが国の大学院において養成される人材が国際的に活躍することが期待さ

れていることなどから，大学院教育の国際的な通用性，信頼性を確保すべく専門分野別評価の必

現代アメリカ大学院の評価研究
「大学院評価」指標による分析結果（その 3）
― 物理学・数学系領域と社会・行動科学系領域の場合 ―

奥　川　義　尚

〈Summary〉
  In this study, I assessed and ranked a Physical and Mathematical Sceiences Fields of 

908 Graduate School Programs and also a Social and Behavioral Sciences Field of 924 

Programs using the Data of “Quality of Graduate School Programs” of “Data-Based 

Assessment of Research-Doctorate Programs in the United States” published by National 

Academy Press in 2010. In a Physical and Mathematical Sceiences Fields, it included the 

Programs of Applied Mathematics, Astrophysics and Astronomy, Chemistry, Computer 

Sciences, Earth Sciences, Mathematics, Oceanography, Atomospheric Sciences and 

Meteorology, Physics, Statistics and Probability. In a Social and Behavioral Sciences Field, it 

included the Programs of Agricultural and Resource Economics, Anthropology, 

Communication, Economics, Geography, Linguistics, Political Science, Psychology, Public 

Affairs, Public policy and Public Administration, Sociology.

  When we scrutinized the data of a Physical and Mathematical Sciences Fields, 

University of California-Berkeley ranked 1st, Stanford University ranked 2nd, Massachusetts 

Institute of Technology ranked 3rd, University of California-San Diego ranked 4th, Princeton 

University ranked 5th. In a Social and Behavioral Sciences Field, Columbia University ranked 

1st, University of California-（San Diego and Riverside） ranked 2nd, University of California-

Berkeley ranked 3rd, Harvard University ranked 4th, Princeton University ranked 5th.



2 現代アメリカ大学院の評価研究「大学院評価」指標による分析結果（その 3）

要性が提言された。

　一方，アメリカにおける大学評価は，早くも 19世紀前半からさまざまな組織や団体によって，

それぞれの観点から大学の質的分類や評価が行われるようになったが，1925年に公表された

ヒューズの研究は1），大学評価の本格的な試みといってよいだろう。アメリカ教育審議会の委託

をうけてカーターがまとめたレポート（1966年）は2），当時 106校にあった 29課程にわたる

1,663の専門課程を，⑴大学院教育の有効性と⑵大学院に所属する教授陣の質の 2点から評価し

たものである。その後，同じ教育審議会の委託によりカーターとほぼ同一の方法を用いて，大学

院教育を評価したルースとアンダーソンのレポート（1970年）3） や専門大学院における職業専門

教育を評価したマーグリースとブラスのレポート（1973年）4） など，いくつもの継続研究が行わ

れ，1982年には研究協議会連合理事会の委託を受けて 1980年に発足した全米大学院教育質的評

価委員会が実施した『アメリカにおける研究博士プログラム評価』5） が刊行された。1995年には

『アメリカにおける研究博士プログラム ― 連続性と変容』6） が刊行された。これらの統計的デー

タの再解析による評価や，両資料を使用した時系的評価7） は先行研究として実施されている。

　また 2010年に刊行された『アメリカにおける研究博士プログラムのデータベース評価』

（Jeremiah P. Ostriker, Charlotte V. Kuh, and James A. Voytuk （eds.）. A Data- Based Assessment of 

Research-doctorate Programs in the United States, National Academy Press. （2010））も，1980年

調査及び 1995年調査の継続研究として，同じ研究協議会連合理事会が大学評価の主体となって

計画し，その委託を受けて，新たに設置された全米研究博士プログラム研究委員会が 2005年，

2006年に実施した評価研究である。この 2010年度調査では，221の大学及び連合大学に設置さ

れている 59の専門分野，計 4,838の研究博士プログラムが評価の対象になっている。評価対象

のプログラム数は 1995年調査よりも 33％以上多い。また約 10万 4千人以上の大学教員がこれ

らのプログラムに所属しており，それゆえにこの調査は，文理系の Ph.D.学位を授与する全米の

研究博士プログラムをほぼ網羅しているといえる。

　本稿では，2010年に刊行された『アメリカにおける研究博士プログラムのデータベース評

価』の資料の統計的データの再解析により，現代アメリカ大学院の物理学・数学系領域と社会・

行動科学系領域を「大学院評価」の指標を使用して評価分析を試みた。

Ⅱ．使用した資料の説明

　本稿で使用したデータである『アメリカにおける研究博士プログラムのデータベース評価』で

は，比較的優秀な大学院教育を行っている 221の大学及び連合大学の 6領域，59の専門分野，

計 4,838の専門課程の研究博士プログラムについての評価をまとめている。評価の対象となった

59の専門分野のなかには，農業科学系では，畜産学，昆虫学，食品科学，森林・森林科学，栄

養学，植物学の 6分野，生物学・健康科学系では，生化学・実物生理学・構造生物学，生物学・

統合生物学・統合生医科学，細胞・発生生物学，生態学・生物進化論，遺伝学・ジェノミクス，
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免疫学・伝染病学，運動学，細菌学，神経科学・神経生物学，看護学，薬理学・毒物学・環境健

康学，生理学，公衆衛生学の 13分野，工学系では，航空宇宙工学，生物医学工学・生物工学，

化学工学，基盤・環境工学，コンピュータ工学，電気・コンピュータ工学，材料・工学科学，工

学・材料科学，機械工学，オペレーションズリサーチ・システム工学・産業工学の 10分野，人

文科学系では，アメリカ研究，古典学，比較文学，英語・英文学，仏語・仏文学，独語・独文学，

歴史学，美術史・建築学・考古学，言語・社会・文化，音楽学，哲学，宗教学，西／葡語・西／

葡文学，演劇・演技研究の 14分野，物理学・数学系では，応用科学，天文物理学・天文学，化

学，コンピュータ科学，地球科学，数学，海洋学・気象科学・気象学物理学，物理学，統計学・

確率学の 9分野，社会・行動科学系では，農学・人的資源経済学，人類学，コミュニケーション

論，経済学，地理学，言語学，政治学，心理学，パブリックアフェアーズ・公共政策・公共行政，

社会学の 10分野が，それぞれ含まれる。ただし，この評価ではコンピュータ工学，材料・工学

科学，言語・社会・文化の 3分野はランキング評価の対象とはなっていない。この資料は 10の

カテゴリーに分類され，それらは一般的情報，Regression-based Rankings（重回帰分析ランキン

グ），Survey-based Rankings（調査ランキング），Dimensional Rankings（複合ランキング），研

究活動，学生支援・成果，多様性，他の全般的なランキング尺度，ランキングに使用されていな

いデータ，学生生活などとなっている。

　なお評価指標は，調査対象になった大学教授陣の特質を示す指標群と，その大学に設置されて

いる各専門分野の大学院生の特質及びプログラムの特質などの指標群の 3つに大きく分けられる。

大学教授陣の特質を示す指標群は，ⅰ．教授 1人当たりの著書の数，ⅱ．論文引用数（人文科学

系を除く），ⅲ．外部資金を獲得した教授陣の割合，ⅳ．学際的研究への関与，ⅴ．教授陣の人

種的・民族的多様性，ⅵ．教授陣の男女比率，ⅶ．学術的褒賞や名声による教授陣の評価の 7つ

によって構成されている。また各専門分野の大学院生の特質を示す指標群は，ⅰ．新入学生の

GREの平均得点，ⅱ．全学財政的支援を受けた学生の割合，ⅲ．外部資金を受けた学生の割合，

ⅳ．学生の著書や学会発表数，ⅴ．在籍学生の人種的・民族的多様性，ⅵ．在籍学生の男女比率，

ⅶ．留学生の受け入れの 7つによって構成されている。プログラムの特質などの指標群は，ⅰ．

過去 5年間の博士号取得者の平均人数，ⅱ．期間内に博士課程を修了した学生数（人文科学系以

外は 6年，人文科学系は 8年），ⅲ．学位取得年数，ⅳ．修了後の就職（アカデミックな分野で

の就職または博士課程取得後の特別奨学金受給者），ⅴ．個人研究室のある学生の割合，ⅵ．大

学等による健康保険料受給者の割合，ⅶ .大学等による学生支援受給者数の 7つによって構成さ

れている。

Ⅲ．使用した指標の説明

　本稿で使用した「大学院評価」の指標は，調査対象となった大学の教授陣の特質を示す指標群

（著書の数，論文引用数，外部資金を獲得した教授陣の割合，学際的研究への関与，教授陣の人
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種的・民族的多様性，男女比率，学術的褒賞や名声による教授陣の評価）や，各専門分野の大学

院生の特質を示す指標群（GREの平均得点，財政的支援を受けた学生の割合，外部資金を受け

た学生の割合，在籍学生の人種的・民族的多様性，男女比率，留学生の受け入れ等）及びプログ

ラムの特質を示す指標群（博士号取得者の平均人数，期間内に博士課程を修了した学生数，学位

取得年数，修了後の就職，個人研究室のある学生の割合，大学等による健康保険料受給者の割合，

大学等による学生支援受給者数等）の 20項目を考慮しながら評定者が 6段階評価した結果を重

回帰分析して算出された上位 5％のランキングを標準化して得た数値である。

Ⅳ．「大学院評価」の指標による物理学・数学系領域と社会・行動科学系領域の評価結果

　表 1は，「大学院評価」の指標を使用してアメリカ大学院の物理学・数学系領域を序列化した

ものである。表 1からあきらかなように，カリフォルニア大学（バークリー校）が第 1位にラン

クされている。それに続きスタンフォード大学，マサチューセッツ工科大学，カルフォルニア大

学（サン・ディエゴ校），プリンストン大学，ハーバード大学，カリフォルニア大学（サンフラ

ンシスコ校），シカゴ大学，カリフォルニア工科大学，コーネル大学の順で上位 10校が序列化さ

れていることがわかる。学問分野別にみると応用数学の分野ではプリンストン大学，ワシントン

大学が，天文物理学・天文学の分野ではカリフォルニア大学（バークリー校），マサチューセッ

ツ工科大学，プリンストン大学，カリフォルニア工科大学，テキサス大学（オースチン校）が，

化学の分野ではカリフォルニア大学（バークリー校）が，コンピュータ科学の分野ではスタン

フォード大学，マサチューセッツ工科大学，プリンストン大学が，地球科学の分野ではカリフォ

ルニア大学（バークリー校），ハーバード大学，カリフォルニア工科大学，コロンビア大学

（ニューヨーク・シティ校）が，数学の分野ではカリフォルニア大学（バークリー校），プリンス

トン大学が，海洋学の分野ではカルフォルニア大学（サン・ディエゴ校），コーネル大学，カリ

フォルニア大学（ロサンゼルス校）が，物理学の分野ではカリフォルニア大学（バークリー校），

マサチューセッツ工科大学，ハーバード大学，イリノイ大学（アーバナシヤンペイン校）が，統

計学の分野ではカリフォルニア大学（バークリー校），スタンフォード大学，ハーバード大学，

アイオワ州立大学が，それぞれ上位を占めている。
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表 1．大学院評価の指標による物理学・数学系領域の評価

順　
　
　
　

位

大　　　学　　　名

分　　野　　別　　得　　点 平　
　

均　
　

得　
　

点

応

用

数

学

天
文
物
理
学
・
天
文
学

化

学

コ
ン
ピ
ュ
ー
タ
科
学

地

球

科

学

数

学

海

洋

学

物

理

学

統

計

学
1 カリフォルニア大学（バークリー校） － 62 65 64 64 65 － 65 63 63.8 
2 スタンフォード大学 － － 64 65 63 64 　 63 63 63.8 
3 マサチューセッツ工科大学 58 62 64 65 63 63 61 65 － 62.7 
4 カリフォルニア大学（サン・ディエゴ校） － － 63 62 － 62 63 61 － 62.2 
5 プリンストン大学 62 62 62 65 61 65 56 63 － 61.9 
6 ハーバード大学 51 59 64 63 64 64 － 65 63 61.7 
7 カリフォルニア大学（サンフランシスコ校） － － 62 － － － － － － 61.6 
8 シカゴ大学 － 55 62 57 63 61 － 64 61 60.7 
9 カリフォルニア工科大学 59 62 64 50 64 62 － 62 － 60.5 
10 コーネル大学 60 55 62 64 54 61 63 64 59 60.3 
11 カリフォルニア大学（アービン校） － － 62 58 61 59 － 60 － 60.2 
12 テキサス大学（オースチン校） 57 62 63 63 58 62 50 64 － 59.9 
13 ペンシルバニア州立大学 － 55 64 59 59 63 57 63 59 59.9 
14 カリフォルニア大学（ロサンゼルス校） 60 43 62 63 62 63 63 63 56 59.5 
15 ブラウン大学 61 － 57 60 60 62 － 56 － 59.4 
16 コロンビア大学（ニューヨーク・シティ校） 51 50 63 61 64 62 － 63 58 59.1 
17 ミシガン大学（アンアーバー校） － 43 62 62 62 64 59 59 62 59.1 
18 デューク大学 － － 60 61 58 61 － 57 57 59.0 
19 ワシントン大学 62 53 62 61 60 57 57 61 57 59.0 
20 ニューヨーク州立大学（ストーニー・ブルック校） 57 － 59 60 52 61 － 62 － 58.5 
21 カーネギー・メロン大学 － － 56 64 － 57 － 58 56 58.4 
22 カリフォルニア大学（サンタ・バーバラ校） － － 61 63 58 58 61 64 43 58.2 
23 ウィスコンシン大学（マディソン校） － 52 63 62 55 63 53 56 62 58.2 
24 ペンシルバニア大学 － － 62 63 42 60 － 60 57 57.4 
25 パーデュー大学（メイン・キャンパス校） － － 63 60 58 61 42 58 59 57.3 
26 メリーランド大学（カレッジ・パーク校） 59 53 58 63 61 61 61 59 38 56.9 
27 アリゾナ大学 60 56 59 49 60 59 55 56 － 56.9 
28 ジョージア工科大学 44 － 62 63 57 58 － 56 － 56.7 
29 マサチューセッツ大学（アムハースト校） － － 56 61 55 58 － 53 － 56.6 
30 ノース・ウェスタン大学 59 － 64 53 55 56 － 56 52 56.5 
31 ノース・カロライナ大学（チャペル・ヒル校） － － 64 64 48 51 53 55 60 56.4 
32 ニューヨーク大学 60 － 57 54 － 64 － 46 － 56.3 
33 カリフォルニア大学（デービス校） 58 － 59 56 51 60 － 56 54 56.3 
34 ピッツバーグ大学（ピッツバーグ・キャンパス校） － － 60 57 － 57 50 57 － 56.2 
35 イリノイ大学（アーバナシャンペイン校） － 46 64 64 59 61 37 65 50 55.8 
36 ジョンズ・ホプキンズ大学 － 61 54 49 55 53 － 56 61 55.6 
37 ブランダイズ大学 － － 58 48 － 60 － 56 － 55.5 
38 ノートルダム大学 － － 55 － － 59 － 52 － 55.4 
39 イェール大学 － 32 63 56 63 64 － 59 50 55.4 
40 テキサス農業・工業大学 － － 59 57 44 61 49 56 61 55.3 
41 コロラド大学（ボルダー校） 53 58 62 53 54 43 57 63 － 55.3 
42 ボストンカレッジ － － 60 － － － － 50 　 55.3 
43 ミネソタ大学（ツイン・シティズ校） － 46 55 59 55 59 － 57 54 55.2 
44 ライス大学 55 － 60 54 50 56 － 54 55 54.8 
45 アリゾナ州立大学 － － 59 56 55 53 － 51 － 54.8 
46 南カリフォルニア大学 56 － 57 60 58 52 － 44 － 54.6 
47 ミシガン州立大学 － 31 60 62 57 62 － 61 50 54.6 
48 インディアナ大学（ブルーミントン校） － 50 58 54 47 61 － 56 － 54.4 
49 バンダービルト大学 － － 57 51 － 60 － 49 － 54.3 
50 ノース・イースタン大学 － － 56 50 － 52 － 55 － 53.5 
51 ワシントン大学（セントルイス校） － － 59 53 48 49 － 57 － 53.2 
52 カリフォルニア大学（サンタ・クルス校） － 53 44 56 60 45 59 54 － 52.9 
53 レンセラー工業大学 － － 43 50 61 57 － 54 － 52.9 
54 ローチェスター大学 － － 49 61 41 54 － 60 50 52.7 
55 オクラホマ大学（ノーマン校） － － 53 49 50 46 － 64 － 52.3 
56 ジョージア大学 － － － 50 61 49 52 45 54 51.8 
57 ラトガーズ州立大学（ニュー・ブランズウイック校） － － 50 50 52 61 46 57 45 51.8 
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58 ユタ大学 － － 61 53 52 53 41 51 － 51.8 
59 フロリダ州立大学 － － 53 50 － 50 55 56 46 51.6 
60 アイオワ大学 45 － 56 50 55 48 － 51 55 51.4 
61 バーモント大学 － － 47 － 60 48 － － － 51.4 
62 エモリ大学 － － 59 － － 44 － － － 51.4 
63 フロリダ大学 － 31 61 50 48 55 － 58 56 51.2 
64 ルイジアナ州立大学農業・工業カレッジ － － 54 60 43 50 54 46 － 51.2 
65 アイオワ州立大学 38 － 54 51 51 44 － 57 63 51.2 
66 ケーズ・ウェスタン・リザーブ大学 － － 53 41 － － － 55 56 51.0 
67 オハイオ州立大学（メイン・キャンパス校） － － 60 58 41 60 30 53 54 50.9 
68 バージニア大学 － 53 55 58 － 50 － － 38 50.8 
69 タフツ大学 － － 54 58 － 44 － 46 － 50.4 
70 イリノイ大学（シカゴ校） － － 56 47 44 60 － 45 － 50.3 
71 テネシー大学 － － 54 48 57 53 － 54 34 49.9 
72 オレゴン大学 － － 52 45 45 54 － 53 － 49.8 
73 ウィリアム・メアリーカレッジ － － － 43 － － 51 55 － 49.7 
74 ネブラスカ大学（リンカーン校） － － 50 56 44 46 － 52 － 49.7 
75 ケンタッキー大学 － － 58 50 39 54 － 49 48 49.6 
76 デラウェア大学 － － 52 49 44 59 46 46 － 49.5 
77 マルケット大学 － － 49 － － － － － － 49.4 
78 ノース・カロライナ州立大学 42 － 52 52 40 50 39 55 62 49.2 
79 ダートマス大学 － － 50 49 56 42 － 48 － 49.1 
80 マイアミ大学（UM） － － 57 － － 46 56 37 － 49.1 
81 ボストン大学 － 41 50 51 48 58 － 62 32 48.9 
82 カリフォルニア大学（リバーサイド校） － － 53 58 52 43 － 52 33 48.6 
83 ニュー・ハンプシャー大学 － － 45 － 52 42 － 56 － 48.6 
84 ニューヨーク州立大学（バッファロー校） － － 52 56 49 36 － － － 48.2 
85 バージニア工業州立大学 － － 50 52 55 47 － 41 40 47.4 
86 オレゴン州立大学 － － 48 50 53 41 57 47 36 47.4 
87 ジョージタウン大学 － － 47 － － － － － － 47.3 
88 カンザス大学 － － 51 38 45 51 － 48 － 46.7 
89 シラキュース大学（メイン・キャンパス校） － － 51 38 43 50 － 50 － 46.5 
90 ミズーリ大学（コロンビア校） － － 44 － 42 51 － 51 45 46.4 
91 ニューヨーク州立大学（ビンガムトン校） － － 46 43 39 43 59 48 － 46.4 
92 ウィスコンシン大学（ミルウォーキー校） － － 49 － － 43 － 46 － 46.1 
93 サウス・フロリダ大学 － － 53 54 － 38 58 27 － 46.1 
94 クレムソン大学 － － 54 36 － 48 － － － 45.8 
95 ニュー・メキシコ大学（メイン・キャンパス校） 41 － 48 43 48 － － 51 43 45.7 
96 ニューヨーク市立大学（グランド・センター校） － － 40 48 42 48 － 51 － 45.7 
97 ウェイン大学 － － 57 43 － 42 － 41 － 45.7 
98 サウス・カロライナ大学（コロンビア校） － － 59 40 45 48 － 38 43 45.5 
99 ヒューストン大学 － － 50 37 36 47 － 57 － 45.5 
100 シンシナティ大学（メイン・キャンパス校） － － 46 50 42 44 － 45 － 45.4 
101 コロラド州立大学 － － 44 － 39 40 － 52 51 45.2 
102 フロリダ国際大学 － － 49 47 49 － － 35 － 45.1 
103 コネチカット大学 － － 47 47 － 44 42 45 44 44.9 
104 ルイスビル大学 － － 45 － － － － － － 44.8 
105 メリーランド連合大学 － － 45 － － － － － － 44.6 
106 カンザス州立大学 － － 52 35 － 46 － 49 41 44.5 
107 アラスカ大学（フェアバンクス校） － － － － 48 － 42 44 － 44.5 
108 オレゴン健康科学大学 － － － 33 56 － － － － 44.3 
109 アイダホ大学 － － 39 － 49 － － － － 44.2 
110 ワシントン州立大学 36 － 53 42 44 － － 46 － 44.2 
111 ドゥケーン大学 － － 44 － － － － － － 43.7 
112 アーカンサス大学（メイン・キャンパス校） － － 47 37 52 41 － 40 － 43.5 
113 メリーランド大学（ボルティモア校） 35 － 42 47 － － 60 36 39 43.4 
114 アクロン大学 － － 43 － － － － － － 42.8 
115 リーハイ大学 － － 38 53 49 35 － 39 － 42.7 
116 アラバマ大学（メイン・キャンパス校） － － 54 39 38 40 － 43 － 42.7 
117 ジョージ・ワシントン大学 － － 48 40 － 36 － 45 45 42.7 
118 ハワイ大学（マノア校） － 46 31 － 45 39 41 52 － 42.5 
119 ベイラー大学 － － 46 － － 45 － 40 39 42.5 
120 ニュー・オリンズ大学 － － － － － － － 42 － 42.0 
121 フロリダ工科大学 － － 32 52 － － － － － 41.9 
122 クレアモント大学院大学 － － － － － 41 － － － 41.4 
123 ロヨラ大学（シカゴ校） － － 41 － － － － － － 41.4 
124 ニューヨーク州立大学（オールバニー校） － － 40 34 46 35 47 46 － 41.3 
125 オハイオ大学（メイン・キャンパス校） － 52 28 － － 33 － 52 － 41.2 
126 ケント州立大学（メイン・キャンパス校） － － 41 48 28 48 － － － 41.2 
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127 ニューメキシコ州立大学（メイン・キャンパス校） － 41 35 38 － 43 － 47 － 41.0 
128 ジョージア州立大学 － 27 46 52 － － － 38 － 40.7 
129 ウェーク・フォレスト大学 － － 35 － － － － 46 － 40.5 
130 テキサス大学（ダラス校） － － 45 － 34 － － 42 － 40.3 
131 ミシガン工科大学 － － 44 － 31 46 － 40 － 40.1 
132 インディアナ大学（パデュー校） － － 36 － － 44 － － － 40.0 
133 ロードアイランド大学 － － 34 － － 32 53 － － 39.9 
134 ブリガムヤング大学 － － 50 33 － － － 37 － 39.8 
135 ネバダ大学（リノ校） － － 39 － 45 － 42 33 － 39.7 
136 ミシシッピー州立大学 － － 42 38 － 39 － － － 39.6 
137 セントラル・フロリダ大学 36 － － 49 － － － 33 － 39.4 
138 オーバーン大学 － － 34 45 － 30 － 49 － 39.3 
139 モンタナ州立大学（ボーズマン校） － － 32 － 43 34 － 48 － 39.3 
140 トレド大学 － － 39 － － 36 － 42 － 39.2 
141 南メソディスト大学 － － － 31 － － － － 47 39.1 
142 アメリカン・カトリック大学 － － － － － － － 39 － 39.1 
143 クラークソン立大学 － － － － － － － 39 － 39.1 
144 ノース・カロライナ大学（シャルロッテ校） 39 － － 39 － － － － － 38.9 
145 クリーヴランド州立大学 － － 39 － － － － － － 38.6 
146 ボーリング・グリーン州立大学 － － 38 － － 39 － － － 38.5 
147 テンプル大学 － － 46 32 － 41 － 35 38 38.3 
148 ライト州立大学（メイン・キャンパス校） － － － 38 － － － － － 38.3 
149 ノース・ダコタ州立大学（メイン・キャンパス校） － － 44 40 － － － － 31 38.1 
150 マイアミ大学（MU） － － 39 － 37 － － － － 38.1 
151 ウェスタン・ミシガン大学 － － 54 33 42 43 － 27 29 38.0 
152 ツーレイン大学 － － 39 － － 35 － 39 － 37.9 
153 バージニア・コモンウェルス大学 － － 38 － － － － － － 37.9 
154 モンタナ大学（ミズ－ラ校） － － 48 － － － 28 － － 37.8 
155 アラバマ大学（ハンスビル校） － － － 34 － － 33 46 － 37.6 
156 オールド・ドミンゴ大学 41 － － 36 － － 36 37 － 37.5 
157 ミシシッピー大学 － － 40 － － 28 － 44 － 37.2 
158 アラバマ大学（バーミングハム校） － － 43 36 － － － 33 － 37.2 
159 ドレクセル大学 － － 41 － － － － 33 － 37.1 
160 ユタ州立大学 － － 35 － － － － 39 － 36.9 
161 ミズーリ大学（セントルイス校） － － 36 － － － － 37 － 36.5 
162 コロラド大学（デンバー校・健康科学センター） 36 － － － － － － － － 36.5 
163 イリノイ工科大学 － － 33 46 － － － 31 － 36.4 
164 テキサス工科大学 － － 46 34 － 39 － 26 － 36.3 
165 ハワード大学 － － 41 － － 32 － － － 36.3 
166 ニュージャージー工科大学 43 － 31 38 30 － － 39 － 36.2 
167 フロリダ・アトランティク大学 － － 41 － － － － 30 － 35.7 
168 ノーザン・イリノイ大学 － － 41 － 34 31 － 35 － 35.4 
169 ミズーリ大学（ロラ校） － － 36 － 29 42 － 33 － 35.3 
170 ミズーリ大学（カンザスシティ校） － － 41 － 30 － － 34 － 34.7 
171 サン・ディエゴ州立大学（UCサン・ディエゴ校） － － 34 － － － － － － 34.4 
172 南イリノイ大学（カーボンデール校） － － 36 － － 33 － － － 34.3 
173 クラーク大学 － － 30 － － － － 38 － 34.2 
174 オクラホマ州立大学（メイン・キャンパス校） － － 26 49 31 － － 39 25 34.1 
175 ノース・テキサス大学 － － 36 34 34 40 － 26 － 33.9 
176 ルイジアナ大学（ラファイエット校） 38 － － 30 － － － － － 33.9 
177 サザン・ミシシッピー大学 － － 47 28 － － 25 － － 33.5 
178 テキサス・クリスチャン大学 － － 34 － － － － 33 － 33.4 
179 アラバマ大学（バーミングハム校・ハンスビル校） 33 － － － － － － － － 33.4 
180 メンヒス大学 － － 31 32 － 34 － － － 32.4 
181 スティーヴンズ工科大学 － － － － － 32 － － － 31.7 
182 テネシー工科大学 － － 25 － － － － － － 25.0 

　表 2は，同様に「大学院評価」の指標を使用してアメリカ大学院の社会・行動科学系領域を序

列化したものである。表 2からあきらかなようにコロンビア大学（ニューヨーク・シティ校）が

第 1位にランクされている。それに続きカリフォルニア大学（サン・ディエゴ校）とカリフォル

ニア大学（リバーサイド校）の連合大学，カリフォルニア大学（バークリー校），ハーバード大

学，プリンストン大学，スタンフォード大学，カリフォルニア工科大学，シカゴ大学，マサ

チューセッツ工科大学，カルフォルニア大学（ロサンゼルス校）の順で上位 10校が序列化され
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ていることがわかる。学問分野別にみると農業・人的資源経済学の分野ではカリフォルニア大学

（バークリー校），オハイオ州立大学（メイン・キャンパス校）が，人類学の分野ではカリフォル

ニア大学（サン・ディエゴ校）とカリフォルニア大学（リバーサイド校）の連合大学，カリフォ

ルニア大学（バークリー校），ハーバード大学，シカゴ大学，カリフォルニア大学（ロサンゼル

ス校），ミシガン大学（アンアーバ校）が，コミュニケーシヨン論の分野ではスタンフォード大

学，マイアミ大学（UM），ラトガーズ州立大学（ニュー・ブランズウイック校），レンセラー工

業大学が，経済学の分野ではカリフォルニア大学（バークリー校），プリンストン大学，シカゴ

大学，マルケット大学が，地理学の分野ではカリフォルニア大学（サンタ・バーバラ校），ボス

トン大学が，言語学の分野ではシカゴ大学，マサチューセッツ工科大学，ジョンズ・ホプキンズ

大学が，政治学の分野ではコロンビア大学（ニューヨーク・シティ校），カリフォルニア大学

（バークリー校），ハーバード大学，スタンフォード大学が，心理学の分野ではハーバード大学，

プリンストン大学，スタンフォード大学が，公共政策・行政学の分野ではプリンストン大学，南

カリフォルニア大学が，社会学の分野ではコロンビア大学（ニューヨーク・シティ校），カリ

フォルニア大学（バークリー校），ハーバード大学，プリンストン大学が，それぞれ上位を占め

ている。

表２．大学院評価 の指標による社会・行動科学系領域の評価
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学

人

類

学

コ
ミ
ュ
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シ
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地
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言

語
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治
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共
政
策
・
行
政
学

社

会

学
1 コロンビア大学（ニューヨーク・シティ校） － 59 － 63 － － 65 64 － 64 63.1 
2 カリフォルニア連合大学 － 63 － － － － － － － － 63.0 
3 カリフォルニア大学（バークリー校） 63 63 － 65 61 61 65 62 － 64 62.9 
4 ハーバード大学 － 63 － 62 － 60 65 65 57 64 62.3 
5 プリンストン大学 － 54 － 65 － － 63 65 64 64 62.3 
6 スタンフォード大学 － 59 62 63 － 61 65 65 － 63 62.3 
7 カリフォルニア工科大学 － － － 62 － － － － － － 62.2 
8 シカゴ大学 － 63 － 65 － 62 62 58 59 63 61.8 
9 マサチューセッツ工科大学 － － － － － 62 61 62 － － 61.7 
10 カリフォルニア大学（ロサンゼルス校） － 63 － 62 61 57 62 64 － 62 61.6 
11 ダートマス大学 － － － － － － － 61 － － 61.1 
12 デューク大学 － 56 － 63 － － 63 62 － 61 60.8 
13 サン・ディエゴ州立大学（UCサン・ディエゴ校） － － － － － 58 － 64 － － 60.7 
14 イェール大学 － 59 － 64 － 51 64 64 － 59 60.2 
15 ミシガン大学（アンアーバー校） － 63 60 62 － 54 64 64 48 63 59.8 
16 カリフォルニア大学（サンフランシスコ校） － － － － － － － － － 60 59.8 
17 ワシントン大学（セントルイス校） － 58 － 60 － － 59 62 － － 59.6 
18 ペンシルバニア大学 － － 60 63 － 61 55 63 50 63 59.4 
19 マイアミ大学（UM） － － 62 － － － 52 61 － 61 59.0 
20 アイダホ大学 － － － － 59 － － － － － 58.9 
21 ニューヨーク大学 － 61 46 64 － 59 63 57 59 60 58.6 
22 メリーランド大学（カレッジ・パーク校） 62 － 42 64 62 61 62 53 63 54 58.1 
23 カリフォルニア大学（バークリー校、サンフランシスコ校） － 58 － － － － － － － － 58.1 
24 ローチェスター大学 － － － 59 － － 51 63 － － 57.8 
25 カリフォルニア大学（サン・ディエゴ校） － 51 55 61 － 60 63 60 － 54 57.6 
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26 ウィスコンシン大学（マディソン校） 45 60 45 63 62 55 62 64 － 63 57.6 
27 ピッツバーグ大学（ピッツバーグ・キャンパス校） － 59 50 53 － － 62 63 － － 57.5 
28 カリフォルニア大学（デービス校） 62 58 － 56 52 － 58 61 － 55 57.3 
29 ブラウン大学 － 56 － 61 － － 50 63 － 56 57.2 
30 テキサス大学（オースチン校） － 60 51 58 58 61 57 54 55 60 57.2 
31 テキサス大学（サウスウェスタン医学センター・ダラス） － － － － － － － 57 － － 56.8 
32 コーネル大学 53 52 60 59 － 57 61 54 － 56 56.6 
33 ノース・カロライナ大学（チャペル・ヒル校） － 49 52 53 55 － 62 59 60 62 56.5 
34 ノース・ウェスタン大学 － 59 49 63 － 49 54 62 － 59 56.5 
35 クラーク大学 － － － － 61 － － 52 － － 56.4 
36 カリフォルニア大学（サンタ・バーバラ校） － 59 60 52 63 46 51 61 － 57 56.3 
37 オハイオ州立大学（メイン・キャンパス校） 63 48 52 59 55 59 63 63 49 54 56.2 
38 ジョージア工科大学 － － － － － － － 53 60 － 56.2 
39 南カリフォルニア大学 － － 55 47 57 52 61 61 64 53 56.2 
40 アリゾナ大学 － － 50 54 59 53 54 62 54 62 55.9 
41 ニューヨーク州立大学（ストーニー・ブルック校） － 53 － 56 － 49 58 61 － 56 55.4 
42 ラトガーズ州立大学（ニュー・ブランズウイック校） － 56 62 45 46 59 57 59 50 61 55.0 
43 バンダービルト大学 － － － 53 － － 51 62 － 53 54.9 
44 ワシントン大学 － 59 42 55 57 48 59 60 － 58 54.7 
45 バージニア大学 － 54 － 54 － － 56 62 － 47 54.6 
46 カーネギー・メロン大学 － － － 57 － 40 － 59 62 － 54.5 
47 ペンシルバニア州立大学 42 60 55 57 61 － 59 61 40 55 54.5 
48 アリゾナ州立大学 － 56 45 57 60 － 48 61 55 － 54.5 
49 インディアナ大学（ブルーミントン校） － 59 57 56 44 37 57 56 63 60 54.3 
50 イリノイ大学（アーバナシャンペイン校） 57 54 57 49 47 46 58 62 － 54 53.7 
51 ジョージア州立ジョージア・工科大学 － － － － － － － － 54 － 53.7 
52 エモリ大学 － 59 － 41 － － 59 58 － 52 53.7 
53 ジョンズ・ホプキンズ大学 － 47 － 57 － 62 48 62 42 56 53.4 
54 ジョージ・ワシントン大学 － － － 46 － － 59 49 60 － 53.4 
55 カリフォルニア大学（アービン校） － 60 － 48 － － 54 56 52 50 53.3 
56 メンヒス大学 － － 57 － － － － 49 － － 53.3 
57 シラキュース大学（メイン・キャンパス校） － 53 59 48 47 － 51 57 62 49 53.3 
58 アイオワ州立大学 － － － 56 － － － 53 － 50 53.1 
59 ボストンカレッジ － － － 56 － － 48 58 － 50 53.0 
60 オハイオ大学（メイン・キャンパス校） － － 58 － － － － 47 － － 52.7 
61 ノース・ダコタ州立大学（メイン・キャンパス校） － － 53 － － － － 52 － － 52.6 
62 クレムソン大学 62 － － － － － － 43 － － 52.4 
63 ニューヨーク州立大学（ビンガムトン校） － 56 － 44 － － 57 52 － 51 52.2 
64 タフツ大学 － － － － － － － 52 － － 52.1 
65 ボストン大学 － 46 － 60 63 46 49 59 － 40 52.0 
66 アラバマ大学（バーミングハム校） － － － － － － － 58 － 46 52.0 
67 インディアナ大学（パデュー校） － － － － － － － 52 － － 51.9 
68 ノートルダム大学 － － － － － － 50 47 － 57 51.4 
69 バーモント大学 － － － － － － － 51 － － 51.3 
70 レンセラー工業大学 － － 62 40 － － － － － － 51.0 
71 ブランダイズ大学 － 36 － 59 － － 45 55 － 56 50.4 
72 ジョージタウン大学 － － － 55 － 40 57 － － － 50.4 
73 アイオワ大学 － 38 47 48 54 40 56 62 － 60 50.3 
74 サン・ディエゴ州立大学（UCサンタ・バーバラ校） － － － － 50 － － － － － 50.3 
75 ミシガン州立大学 55 44 55 55 37 36 55 61 － 50 49.8 
76 ニュー・オリンズ大学 － － － － － － － 50 － － 49.8 
77 ライス大学 － 51 － 48 － 48 57 46 － － 49.8 
78 コロラド州立大学 55 － － － － － － 45 － － 49.6 
79 カリフォルニア大学（リバーサイド校） － 43 － 47 － － 48 58 － 52 49.6 
80 ニューヨーク州立大学（バッファロー校） － 45 52 49 57 48 47 51 － 48 49.6 
81 オレゴン大学 － 55 43 47 58 41 42 62 － 47 49.6 
82 フロリダ州立大学 － － 35 47 41 － 49 62 59 54 49.5 
83 ニューヨーク市立大学（グランド・センター校） － 59 － 56 － 46 48 43 － 44 49.5 
84 パーデュー大学（メイン・キャンパス校） 57 － 47 52 － 37 50 52 － 50 49.5 
85 バージニア工業州立大学 57 － － － － － － 51 48 41 49.4 
86 テキサス農業・工業大学 56 45 50 56 41 － 57 50 － 39 49.2 
87 ニュー・メキシコ大学（メイン・キャンパス校） － 59 55 37 － 58 41 53 － 39 49.0 
88 オレゴン州立大学 53 － － 42 51 － － － － － 48.9 
89 アデルヒイ大学 － － － － － － － 49 － － 48.8 
90 マサチューセッツ大学（アムハースト校） 33 48 46 45 － 58 49 53 － 56 48.7 
91 ミネソタ大学（ツイン・シティズ校） 59 31 38 60 43 33 60 62 － 49 48.4 
92 カリフォルニア大学（サンタ・クルス校） － 55 － 47 － 57 － 44 － 38 48.3 
93 ミズーリ大学（コロンビア校） 49 39 47 55 － － 51 56 － 39 48.1 
94 ニューヨーク州立大学（オールバニー校） － 39 － 39 － － 42 52 57 60 48.0 
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95 ドレクセル大学 － － － 46 － － － 50 － － 48.0 
96 セントラル・フロリダ大学 － － － － － － － 39 57 － 47.9 
97 コロラド大学（ボルダー校） － 32 18 55 62 49 52 58 － 56 47.8 
98 ノース・カロライナ州立大学 － － － 53 － － － 37 52 48 47.6 
99 マルケット大学 － － － 65 － － － 30 － － 47.6 
100 ケンタッキー大学 33 40 53 41 56 － 48 54 62 38 47.2 
101 イリノイ大学（シカゴ校） － 37 － 54 － － 42 52 44 53 47.1 
102 コネチカット大学 42 47 56 41 26 56 52 59 － 45 47.1 
103 ジョージア大学 43 55 52 39 51 27 46 47 62 48 47.1 
104 フロリダ大学 39 57 60 45 40 31 49 58 － 43 47.0 
105 ロードアイランド大学 49 － － － － － － 45 － － 46.9 
106 サウス・カロライナ大学（コロンビア校） － － 53 31 48 － 49 54 － 45 46.7 
107 オーバーン大学 － － － 49 － － － 45 － － 46.7 
108 ノース・イースタン大学 － － － － － － 35 51 46 53 46.2 
109 デラウェア大学 － － － 43 － 56 32 53 56 37 46.1 
110 シンシナティ大学（メイン・キャンパス校） － － － － 46 － 42 50 － － 46.1 
111 マイアミ大学（MU） － － － － － － － 46 － － 46.0 
112 ハワイ大学（マノア校） － 52 56 41 43 44 52 43 － 36 45.8 
113 テンプル大学 － 39 29 41 － － 42 61 － 62 45.7 
114 ハワード大学 － － 60 － － － 49 42 － 31 45.7 
115 フロリダ・アトランティク大学 － － － － － － － 45 46 － 45.6 
116 ワシントン州立大学 － 39 53 49 － － 45 35 － 53 45.5 
117 ルイスビル大学 － － － － － － － 51 40 － 45.5 
118 ケント州立大学（メイン・キャンパス校） － 40 59 － 32 － － 54 － 43 45.4 
119 カンザス大学 － 32 55 41 51 48 39 51 － 46 45.4 
120 クラークソン立大学 － － － 45 － － － － － － 45.1 
121 ケーズ・ウェスタン・リザーブ大学 － 37 － － － － － 55 － 43 45.0 
122 サウス・フロリダ大学 － 38 59 － － 27 － 57 － － 45.0 
123 サザン・ミシシッピー大学 － － 45 － － － － 45 － － 44.7 
124 ルイジアナ州立大学農業・工業カレッジ 33 － 55 39 55 － 50 45 － 35 44.6 
125 ヒューストン大学 － － － 49 － － 41 44 － － 44.5 
126 ボーリング・グリーン州立大学 － － 43 － － － － 50 － 40 44.4 
127 ユタ大学 － 49 45 29 51 － 46 44 － － 44.1 
128 テキサス・クリスチャン大学 － － － － － － － 44 － － 44.0 
129 ニューメキシコ州立大学（メイン・キャンパス校） － － 45 － － － － 43 － － 44.0 
130 ワイオミング大学 － － － 52 － － － 36 － － 44.0 
131 ウェイン大学 － 39 45 29 － － 49 49 － 51 43.7 
132 クレアモント大学院大学 － － － 41 － － 40 48 － － 43.2 
133 トレド大学 － － － － － － － 43 － － 43.1 
134 ユニフォーム・サービス健康科学大学 － － － － － － － 43 － － 43.0 
135 リーハイ大学 － － － 43 － － － 43 － － 42.8 
136 ジョージア州立大学 － － 38 46 － － 39 53 － 38 42.7 
137 クリーヴランド州立大学 － － － － － － － － 43 － 42.7 
138 ブリンマーカレッジ － － － － － － － 43 － － 42.6 
139 メリーランド大学（ボルティモア校） － － － － － － － 49 36 － 42.4 
140 フロリダ国際大学 － － － 41 － － 37 43 45 47 42.4 
141 ネブラスカ大学（リンカーン校） 39 － 52 31 25 － 41 54 － 55 42.4 
142 ベイラー大学 － － － － － － － 49 － 36 42.3 
143 ツーレイン大学 － 43 － － － － － 41 － － 42.0 
144 南メソディスト大学 － 39 － 48 － － － 38 － － 41.7 
145 アメリカン大学 － 30 － 42 － － 47 35 53 － 41.5 
146 ノース・テキサス大学 － － － － － － 44 29 － 51 41.4 
147 バージニア・コモンウェルス大学 － － － － － － － 50 33 － 41.3 
148 オクラホマ大学（ノーマン校） － 35 29 37 44 － 40 47 － 54 41.2 
149 ラトガーズ州立大学（ニュワーク・キャンパス校） － － － － － － － 41 － － 40.6 
150 カンザス州立大学 48 － － 43 43 － － 36 － 32 40.3 
151 オールド・ドミンゴ大学 － － － － － － 37 40 43 － 40.0 
152 ノーザン・イリノイ大学 － － － 35 － － － 44 － － 39.6 
153 ニュー・ハンプシャー大学 － － － 30 － － － 37 － 51 39.6 
154 ミシシッピー大学 － － － 44 － － 42 33 － － 39.5 
155 オクラホマ州立大学（メイン・キャンパス校） 46 － － 51 31 － － 37 － 32 39.4 
156 テキサス大学（ダラス校） － － － － － － － 44 35 － 39.3 
157 アラバマ大学（メイン・キャンパス校） － － 30 － － － 33 54 － － 39.0 
158 テネシー大学 － 39 28 37 52 － 39 44 － 34 39.0 
159 イリノイ工科大学 － － － － － － － 39 － － 38.9 
160 ミシシッピー州立大学 － － － － － － － － 37 40 38.6 
161 アメリカン・カトリック大学 － － － － － － 29 47 － － 38.4 
162 南イリノイ大学（カーボンデール校） － 35 39 39 39 － 28 43 － 42 38.0 
163 ノース・ダコタ大学（メイン・キャンパス校） － － － － － － － 38 － － 37.7 
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164 ロヨラ大学（シカゴ校） － － － － － － 33 47 － 33 37.5 
165 アクロン大学 － － － － － － － 43 26 43 37.1 
166 フォードハム大学 － － － 33 － － － 40 － 36 36.7 
167 ミズーリ大学（カンザスシティ校） － － － 29 － － － 40 41 － 36.6 
168 ローマ・リンダ大学 － － － － － － － 36 － － 36.5 
169 ユタ州立大学 － － － 37 － － － 45 － 27 36.3 
170 ミズーリ大学（セントルイス校） － － － － － － 37 35 － － 36.1 
171 テキサス工科大学 － － － － － － 33 39 － － 35.7 
172 アーカンサス大学（メイン・キャンパス校） － － － － － － － 32 38 － 35.3 
173 コロラド大学（デンバー校・健康科学センター） － － － － － － － － 40 29 34.9 
174 ウェスタン・ミシガン大学 － － － 40 － － 35 36 32 30 34.7 
175 ネバダ大学（リノ校） － 33 － － － － 31 39 － － 34.6 
176 アラスカ大学（フェアバンクス校） － 34 － － － － － － － － 33.6 
177 ウィスコンシン大学（ミルウォーキー校） － 32 － 31 36 － 31 37 － － 33.3 
178 ブリガムヤング大学 － － － － － － － 36 － 26 31.2 
179 フロリダ工科大学 － － － － － － － 31 － － 30.7 
180 ライト州立大学（メイン・キャンパス校） － － － － － － － 31 － － 30.7 
181 ドゥケーン大学 － － － － － － － 28 － － 27.8 
182 ダラス大学 － － － － － － 27 － － － 27.2 

Ⅴ．要約と課題

　本稿では 2010年に刊行された『アメリカにおける研究博士プログラムのデータベース評価』

の調査結果を「大学院評価」の指標を使用して，アメリカ大学院の物理学・数学系領域と社会・

行動科学系領域をおよび学問分野別の序列化を試みた。物理学・数学系領域ではカリフォルニア

大学（バークリー校）が第 1位にランクされている。それに続きスタンフォード大学，マサ

チューセッツ工科大学，カルフォルニア大学（サン・ディエゴ校），プリンストン大学，ハー

バード大学，カリフォルニア大学（サンフランシスコ校），シカゴ大学，カリフォルニア工科大

学，コーネル大学の順で上位 10校が序列化されていることがわかる。同様に「大学院評価」の

指標を使用してアメリカ大学院の社会・行動科学系領域を序列化してみると，コロンビア大学

（ニューヨーク・シティ校）が第 1位にランクされている。それに続きカリフォルニア大学（サ

ン・ディエゴ校）とカリフォルニア大学（リバーサイド校）の連合大学，カリフォルニア大学

（バークリー校），ハーバード大学，プリンストン大学，スタンフォード大学，カリフォルニア工

科大学，シカゴ大学，マサチューセッツ工科大学，カルフォルニア大学（ロサンゼルス校）の順

で上位 10校が序列化されていることがわかった。

　物理学・数学系領域を学問分野別にみると応用数学の分野ではプリンストン大学などが，天文

物理学・天文学の分野ではカリフォルニア大学（バークリー校）などが，化学の分野ではカリ

フォルニア大学（バークリー校）が，コンピュータ科学の分野ではスタンフォード大学などが，

地球科学の分野ではカリフォルニア大学（バークリー校）などが，数学の分野ではカリフォルニ

ア大学（バークリー校）などが，海洋学の分野ではカルフォルニア大学（サン・ディエゴ校）な

どが，物理学の分野ではカリフォルニア大学（バークリー校）などが，統計学の分野ではカリ

フォルニア大学（バークリー校）などが，それぞれ上位を占めていた。

　社会・行動科学系領域を学問分野別にみると農業・人的資源経済学の分野ではカリフォルニア

大学（バークリー校）などが，人類学の分野ではカリフォルニア大学（サン・ディエゴ校）とカ
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リフォルニア大学（リバーサイド校）の連合大学などが，コミュニケーシヨン論の分野ではスタ

ンフォード大学などが，経済学の分野ではカリフォルニア大学（バークリー校などが，地理学の

分野ではカリフォルニア大学（サンタ・バーバラ校）などが，言語学の分野ではシカゴ大学など

が，政治学の分野ではコロンビア大学（ニューヨーク・シティ校）などが，心理学の分野では

ハーバード大学などが，公共政策・行政学の分野ではプリンストン大学などが，社会学の分野で

はコロンビア大学（ニューヨーク・シティ校），などが，それぞれ上位を占めていた。

　最後に残された課題について簡単に触れておこう。本稿では，評価指標として「大学院評価」

を使用してアメリカ大学院の物理学・数学系領域と社会・行動科学系領の評価を試みたが，「大

学院評価」指標の有用性や妥当性についてさらなる検討が必要であろう。また本研究は非常に限

られた資料に基づいて，アメリカ大学院の物理学・数学系領域と社会・行動科学系領域の評価を

考察したが，この課題をあきらかにするには，さらに体系的に資料を収集して分析する必要があ

るだろう。
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  In an attempt to describe how cultural Cold War was waged in Japan, this article reviews how 

The Tragedy of American Diplomacy, William Appleman Williams’ classic book was received in this 

country. The article not only aims to illuminate the impact that Williams made on Japanese scholars 

of American studies, but also attempts to assess his contributions to deepening an understanding of 

American history. It also seeks to understand the reasons why the impact of his scholarship was 

limited only to a small group of Japanese scholars. Recently American diplomatic historian Thomas 

J. McCormick called upon his colleagues “to focus . . . on some concerted and constructive thought 

about what kind of alternative to offer in its place.” 1） This article intends to be a part of a response 

to his call.

Changing Intellectual Climate in Postwar Japan2）

  From 1945 to 1960, the period that coincides with and extends several years beyond the U.S.  

occupation of Japan, Japanese intellectuals tackled three related and outstanding issues — the de-

Cultural Cold War in Japan:
An Impact of William A. Williams’ Tragedy of American Diplomacy on American Studies

Takeshi MATSUDA

〈要約〉
　本稿は，1960年代から 70年代のアメリカ外交史学会に多大の影響を及ぼした
「ニュー・レフト」修正史学，その生みの親である歴史家ウィリアム・A・ウィリアムズ
の代表作『アメリカ外交の悲劇』（1959年）が，日本のアメリカ研究者にいかに受けとめ
られ，どのような影響を及ぼしたのか，あるいは及ぼさなかったかを分析し，日本におけ
る文化冷戦の実態を明らかにする試論である。まず，ウィリアムズの歴史哲学，研究手法，
ならびにアメリカ史観を要約した後，戦後期を 1940年代後半から 50年代，1950年代後
半から 60年代前半，1960年代後半から 70年代に 4区分し，各時期におけるリベラル史
家とマルクス主義史家のウィリアムズ史学への対応を検討する。合衆国の史学会における
絶大なる存在感とそれへの影響とは対照的に，日本におけるウィリアムズ史学の影響は，
一部の研究者を例外として，歴史家の思想的立場の違いにもかかわらず，限られたもので
あった。その理由として，一つは，ウィリアムズの歴史研究方法のいくつかの問題点，二
つは，ウィリアムズのキリスト教的人道主義に基づく社会改革思想が日本の研究者に必ず
しも十分に理解されたとは言えず，そのために彼の思想が日本の文化的土壌に根付きにく
かったこと，三つは，ベトナム戦争の終結などが考えられる。
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militarization, modernization, and democratization of their country. To democratize the nation by 

abolishing the remaining vestiges of feudalism, they attached great importance not only to the liqui-

dation of the semi-feudal mode of production, but also to the humanistic aspects of modernization 

which included the liberation of the people from authoritarianism, the patriarchal family system, 

and the establishment of civil and political freedom for the people. The word modernization was a 

neutral concept that connoted social and cultural changes that took place during a transition from 

pre-modernity to modernity. But immediately after the war, scholars often used modernization and 

democratization interchangeably.

  At the same time, Marxism was enormously influential among Japanese intellectuals in the ear-

ly years of the U.S. occupation. It had a great ideological appeal to many of them, not only because 

the pre-war doctrine of unquestioned allegiance, the religion of acquiescence, and the ideology of 

the power state were all discredited, but also Marxism seemed to be the only extant comprehensive 

body of thought that could help the Japanese find answers to all the problems they faced at that 

time. Moreover, the Japan Communist Party （hereafter JCP）, many of whose members had 

maintained an anti-war position consistently and steadfastly and had refused ideological conversion 

even when they were jailed during the war, seemed to be the only political party worthy of respect. 

Therefore, orthodox Marxists commanded authority and great respect from a large segment of the 

Japanese population.3）

  Postwar intellectuals consisted of two distinct groups. One group was made up of historians 

and social scientists. They were sometimes called liberal modernists. They pursued their studies 

with a Weberian approach. The other group consisting of orthodox Marxists and leftists carried on 

studies from a Marxian perspective.4） The latter outnumbered the former during the Occupation.

  Meanwhile, liberal modernists were anxious to democratize the country. Their ultimate goal 

was to establish a modern civil society in a non-revolutionary way. They regarded a citizen with a 

sense of responsibility and a strong moral fiber as an agent for social change. They attached a spe-

cial importance to non-material factors, notably the cultural and psychological aspects of moderniza-

tion, such as ethos, social consciousness, and individualism, which they found deplorably lacking in 

the Japanese. While they employed a comparative approach that set Japanese history against 

European history, they used the dichotomy of feudalism and modernism as an analytical 

framework.5）

  Orthodox Marxists shared the liberal modernists’ view that Japan needed to be democratized, 

but they believed that democratization was only a half-way step to achieve their ultimate goal which 

was to bring about a socialist revolution in their country.6） Marxists regarded the working class as 

an agent for social change, and they made natural allies of the JCP. They were primarily preoccupied 

with the structural reform of Japanese society. Leftwing intellectuals used the approach of class 



Cultural Cold War in Japan 17

analysis and holistically addressed the structural problems of Japanese capitalism. Like liberal mod-

ernists, leftist scholars stressed the backwardness of Japan’s capitalist development.

  Scholars, be they liberals or Marxists, had a goal in common, although their ultimate goal and 

approach to achieve it differed significantly. They emphasized the importance of obtaining state 

power as the indispensable intermediate achievement on the road to their ultimate goals.7） Given 

the situation, they shared a strong sense of mission and a great interest in democratization in terms 

of man and society.

  As early as 1945, liberals and Marxists formed a united front in order to make a new Japan gen-

uinely democratic. In early 1948, the representatives of the two groups gathered together and had a 

roundtable discussion to find ways to establish a close rapport with each other and cooperate for 

the common cause.8） Soon, however, it turned out that forming a united front was easier said than 

done. Notwithstanding their rhetoric, most orthodox Marxists stood haughtily aloof from the de-

pressed multitudes who were struggling to survive. Because of the elitism and self-righteousness of 

the Marxists, on the one hand, and liberals’ deep-seated suspicions of Marxists’ ulterior motives, on 

the other, both liberals and Marxists discovered how difficult it was to split the difference between 

them. The relations between them deteriorated as the Cold War confrontation loomed larger and 

became more serious.9） The situation became much worse in 1948‒1949, when the US government 

adopted the policy of the so-called “reverse course” and shifted the priority of Occupation objectives 

to the economic recovery of Japan. As a result, a cultural Cold War set in. As enthusiasm for keep-

ing a united front afloat waned, so did the prospect of scholars to bring Karl Marx, Max Weber, and 

even Sigmund Freud all into one single analytical framework. By 1950, those scholars discontinued 

their dialogue and chose to go in separate directions. The short-lived mirage of a united front dissi-

pated into thin air. It was in this cultural context that Japanese scholars pursued American studies 

after the war.

Late 1940’s－ 1950’s

  From the late 1940’s through the 1950’s, liberal scholars studied the American Revolution, pos-

iting that America would serve Japan as a model democracy.10） They aimed to utilize the knowledge 

of American history gleaned from their research in hope to develop a full-fledged modern personali-

ty, as well as to establish a modern, democratic, civil society in postwar Japan. Liberal scholars as-

siduously read Alexis de Tocqueville’s Democracy in America and Louis Hartz’s Liberal Tradition in 

America. They were impressed with the strength of Americanism that unified a nation of diverse 

ethnicities.11） Japanese liberals were annoyed by McCarthyism and were embarrassed by the dis-

crepancy between American ideals and realities, but they placed a special emphasis on the bright 

and forward-looking aspects of the United States.
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  On the other hand, scholars on the left pursued American studies from a Marxian perspec-

tive.12） Orthodox Marxists drew on the Marxist-Leninist theory of historical materialism as a guid-

ing frame of reference. While some economic historians analyzed the structure of American capital-

ism, others focused on American imperialism of the late nineteenth and the early twentieth century. 

They studied their subjects on the basis of the Hobson-Lenin paradigm that defined imperialism as 

“the highest stage of capitalism.”13） Japanese leftists industriously read the works of their American 

counterparts, such as those of Paul Baran, Paul Sweezy, and Leo Huberman.14） Leftist scholars  

emphasized the seamy side of American society. They believed that their negative image of  

America was vindicated by America’s anti-communist campaign at home and abroad, particularly 

McCarthyism, which ran amuck in the United States during the early 1950’s.

  But the internal struggles within the JCP leadership and its subsequent abrupt change in policy 

in 1955 caused great confusion among leftwing scholars, contributing to a relative decline in the au-

thority and influence of Marxism. The decline was accelerated further by de-Stalinization in 

Moscow in the following year. Since then, nothing seemed to be able to halt or reverse the steady 

decline of Marxism.

  Thus, the Japanese had a split image of the United States during those years. One was a for-

ward-looking image of America — a nation of liberal democracy that was symbolized by a frontier 

line moving westward constantly until the end of the nineteenth century. The other was a horrible 

image of America — an aggressive imperialist nation into which the United States transmogrified it-

self after the Spanish-American War of 1898. The Japanese historians depicted the first half of 

American history as the history of democracy, while describing the second half as the history of im-

perialism. They continued to hold such a divided image of America, positive and negative, sitting 

side by side in the minds of Japanese historians.

Late 1950’s－ First Half of the 1960’s

  American studies in Japan became polarized sharply from the late 1950’s through the first half 

of the 1960’s. This period coincided with the beginning of Japan’s spectacular economic growth 

through rapid industrialization. This economic growth transformed Japan into an affluent and tech-

nocratic society and brought with it a corrosive effect on people’s consciousness, particularly the 

consciousness of the working people. Moreover, social contradictions which accompanied the high 

rate of economic growth presented themselves in such forms as human alienation and environmen-

tal destruction.

  On the other hand, the new U.S.-Japan Security Treaty of 1960 served as a catalyst to intensify 

the cultural Cold War in Japan. Japanese nationalism and anti-American sentiment ran highest in 

1960 when the conservative Kishi government rammed the new security treaty through the Diet in 
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Tokyo. People, young and old, rose up in protest against the government and staged mass demon-

strations day after day.

  Against the background of this meteoric rise of a popular protest movement and a presumed 

Communist influence over it, liberal modernists launched an offensive against Marxism. Namely, 

they imported new social sciences from the United States and turned on the offensive against their 

rivals, the Marxists. The ideological weapon that liberals employed was modernization theory. This 

theory was invented primarily with the intention of replacing the previous concept of modernization 

with the notion of industrialization.15） Liberal scholars, influenced by modernization theory, reexam-

ined the general concepts and categories that Marxists had used and rejected the previous defini-

tion of modernization as too ideologically oriented.

  During the period of the second stage, the state of American studies in Japan changed little ex-

cept that it became polarized further as years elapsed into the latter part of the 1960’s. Most 

Japanese experts of America continued to hold a split image of the United States, as described earli-

er. It is worth noting that the present-day Japanese Association for American Studies was estab-

lished in January 1966 with a membership of approximately 200.16） It was primarily because a need 

was keenly felt to deepen a Japanese understanding of the United States and to keep the bilateral re-

lations cordial at a critical moment in the history of US-Japan relations. This academic organization 

became genuinely nation-wide, as compared with its predecessor formed in March 1947.17）

Second Half of the 1960’s－ the 1970’s

  As Japan entered the second half of the 1960’s and the 1970’s, the country found itself increas-

ingly incorporated deeper and deeper into the intricate web of America’s global strategy. Japan’s so-

called “subordinate independence” vis-à-vis the United States became so apparent in the eyes of 

many Japanese; it became a constant pain in their necks. Particularly, they grew uneasy about being 

involved indirectly in an America-made war as the United States was drawn deeper and deeper into 

the Vietnam War. Popular discontent with the lopsided US-Japan relationship and anxieties about 

military involvement in the Vietnam War grew and spread throughout the nation. The general sense 

of crisis exploded in the late 1960’s and the early 1970’s in such forms as campus riots and an anti-

Vietnam War and pro-peace movement.

  At the same time, Marxists became ideologically confounded by the split between the Soviet 

Union and China within the Communist world and the subsequent military skirmishes along the 

border between the two Communist giants. The Sino-Soviet exchange of scathing criticism con-

fused the rank and file of the JCP and scholars leaning toward Marxism, and contributed to the  

JCP’s internal split into two schools of thought. This division led to the rise of New Left radicalism 

in Japan.18） Of course, those events accelerated the further decline of Marxism in terms of authority 
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and influence, generating a general sense of crisis especially among a younger generation of 

scholars.

  By the 1970’s, Japanese intellectuals, both Marxist and non-Marxist, deepened their sense of 

crisis as the Vietnam War appeared to be being fought with no exit in sight. This critical situation 

seemed to keep asking every Japanese scholar the question of why he/she was studying American 

history.19） Liberals were doubtless perplexed by the chain of events at home and abroad, in particu-

lar, the rapid increase in the American military engagement in Vietnam. Notwithstanding the turn 

of events, liberals kept portraying an essentially positive picture of liberal democracy in America 

with a special emphasis on the progressive tradition of the United States.20） By that time, however, it 

was obvious that their image of liberal America was no longer able to explain adequately why the 

United States was fighting fiercely in Vietnam.21）

  It was in this social context that young historian Shimizu Tomohisa, one of the valued disciples 

of Williams’ introduced The Tragedy of American Diplomacy and other works to his country.22） 

Subsequently, American New Left revisionism came to be known to Japanese scholars.

Williams’ Way of Interpreting American History

  How did Japanese scholars receive Williams’ work? What part of Williams’ philosophy and 

methodology of history appealed to them? Before answering these questions, let us take a quick 

look at what Williams had to say in his classic book.

  First, Williams insisted that American history should be understood as a history of expansion 

and an empire. For most Japanese who had long been used to a liberal image of America, it must 

have been quite a shocking and eye-opening experience to them that Williams, who had weathered 

a storm of McCarthyism, put forth such radical views of American history.23）

  Williams used Weltanschauung, the idea of sociology of knowledge as a key concept in his 

study of history. Weltanschauung means the view of how the world works. According to this view, 

the world is organized in such a way that political, religious or cultural values （including economic 

criteria） are held to be crucial factors in decision-making.24）

  Williams stressed the importance of a frontier-expansionist worldview of American policy  

makers when he interpreted American history. He explained that they believed that the health  

of American liberal democracy and the general welfare depended on a continuously expanding  

frontier. In other words, America continued to solve social problems by means of expansion. 

Williams argued that this expansionist philosophy of history guided American leaders to build an 

American empire. The Americans developed another ideology which asserted that such expansion 

was, in fact, the agent of extending morality and well-being to the less fortunate of the world,  
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according to Williams.

  By dint of “the inner logic of all expansionist thought,” Williams insisted, “both opportunity and 

difficulty, good and evil, are externalized.” 25） While holding others responsible for American devel-

opment, wealth, and welfare, the Americans blamed other countries for America’s troubles and de-

monized them. In other words, the Americans evaded the problems and shifted the responsibility 

for their troubles to others abroad. Consequently, they failed to create a genuinely humane commu-

nity based on Christianity and socialism. Williams called on the American people to summon 

enough courage to accept “limits upon America’s freedom of action” and make new history by em-

barking on “an open door at home”.26） He was convinced that “realism goes nowhere unless it starts 

at home.” 27） Williams attached great importance to people’s perceptions of the world as an agent  

for social change. Unless Americans could break the chain of this traditional worldview of an  

aggressive and confrontational nature, he forewarned, this American expansionist ideology would 

ultimately bring the United States and the world the tragedy of total human annihilation. That is to 

say, the United States and the Soviet Union, the two super powers, might engage in nuclear 

exchanges.

  Second, while rejecting the Hobson-Lenin definition of imperialism, Williams came up with a 

new concept of “open door imperialism” or “informal empire” to explain the dynamics of American 

expansionism abroad. Drawing on British historians John Gallagher and Ronald Robinson, he 

broadened the meaning of imperialism which had been construed as being synonymous with colo-

nialism. This is one of the significant contributions that Williams made to deepening our under-

standing of expansionism and imperialism in American history.28）

  The third point may perhaps be most important. Williams characterized modern America as 

“the age of corporation capitalism,” insisting that it started from 1882 and continues to the present 

day.29） Previous generations of historians had pursued studies in economic, political, and diplomatic 

histories discretely and dealt with the subject from a narrow, America-centric perspective divorced 

from the rest of the world. Williams, however, introduced a concept of corporate liberalism by 

which he urged historians to think of history as a whole by connecting domestic politics and foreign 

policy together. He also observed that corporate liberalism emphasized such values as productivity, 

rationalization, ef ficiency, cooperation, and coordination. This ideology, he insisted, served 

American leaders as a guide to sustain democracy, prosperity, and social harmony at home, with the 

state playing the role of a “neutral” arbiter of conflicting interests between capital and labor.30） In 

this way, he paved the way for making better sense of the history of modern America. According to 

Williams, corporate liberalism and the American open door policy worked hand in hand. These two 

together constitute social imperialism. The objective of social imperialism is to bring about industri-

al peace and reform at home, on the one hand, and prosperity, general welfare, and peace, on the 
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other, by vigorously pursuing an open door policy abroad. Corporate liberalism, Williams conclud-

ed, is not as liberal as it may appear but, in fact, is essentially conservative and authoritarian.

Responses of Scholars in Japan

  Regardless of the differences in ideological persuasion, many Japanese scholars were attracted 

by Williams’ insightful historical writings. But it is also true that not all scholars necessarily accept-

ed Williams’ methodology and his views of American history without reservations or qualifications.

（1）	Liberal Historians

  The Japanese responses to Williams ranged from a total disregard and/or a flat rejection to 

harsh criticism.

  First, most liberals in Japan found Williams’ views of American history embarrassing and even 

annoying. They either chose not to take up Williams’ challenge directly, or simply ignored his schol-

arship altogether. It was perhaps because liberals wished to think that the Americans had an ability 

to redress social injustices, which was America’s reformist tradition. Most liberals flatly rejected the 

New Left revisionists’ view that new forms of inequality and discrimination were bound to appear 

one after another, as long as America remained in the capitalist world-system. They were not totally 

convinced by Williams’ argument. Instead, they continued to be attracted by the progressive aspects 

of American democracy. In addition, they found new interest in studies in race relations and ethnic 

minorities, as social movements of protest and redress, such as those of civil rights and women’s 

liberation arose in the United States during the 1960’s and the early 1970’s.

  Secondly, other liberals responded equally critically. They harshly criticized Williams’ Tragedy 

of American Diplomacy for a simplistic explanation of American foreign policy.31） They dismissed his 

work as economic determinism tainted by Marxism.32） In fact, however, Williams was neither a 

Marxist nor an economic determinist, even though Williams owed much to the writings of Karl 

Marx. A more careful perusal of Williams’ work might have made it possible for those critics to see 

that Williams was not so. In an ironic way, those liberal scholars showed their superficial reading of 

Williams’ work and perhaps their deep-rooted biases against Marxism.

  Still, another group of liberals, though small in number, handled Williams’ writings seriously by 

taking the bull by the horns, so to speak. A notable example was historian Aruga Tadashi. He 

viewed the history of the United States as the history of national integration and liberal democracy. 

He regretted that those scholars, who were influenced by Williams, tended to present unbalanced 

views of the United States, focusing attention mainly on the shady side of American history. It was 

regrettable, Aruga complained, that such “unsound” state of American studies in Japan would not 
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serve to improve the Japanese image of America, much less to help promote cordial relations be-

tween the two countries.

  Secondly, the ambiguities of the terms that Williams used, such as “empire” and “open door im-

perialism” troubled historian Aruga. Touching the heart of the problem, Aruga criticized Williams 

for overstressing economic factors in decision-making processes of American foreign policy. He was 

equally perturbed by the fact that Williams equated any kind of trade expansion with imperialism.33） 

Aruga insisted that “for a country with an advanced economy, trade expansion is not	（Emphasis is 

the present author’s）	necessarily imperialistic or empire-building.” 34） He went on to state that “two 

expanding economies can often develop interdependence by increasing their mutual trade. Such a 

relationship cannot be considered as empire-building.” 35） In short, Aruga queried what alternative 

for trade expansion there was, if it was as bad as something called imperialism.36）

  It must be noted that what Williams addressed was the problem of the nature of a trade rela-

tionship between predominant America and weak countries — a power relationship that was one-

sided or asymmetrical. Williams once said, “That is the rub of the modern capitalist world economy, 

isn’t it? Imperialism means ‘the loss of sovereign control over essential issues and decisions by less 

developed nations to an industrial metropolis’.” 37）

  Historian Aruga addressed another penetrating problem of Williams’ thesis regarding “the con-

tinuity of U.S. expansionism and imperialism” in American history. He was troubled by the fact that 

Williams equated both Jeffersonian expansionism and that of McKinley’s with imperialism. Even 

though he conceded that the difference did exist between Jeffersonian expansionism and that of 

McKinley,38） Aruga insisted that that difference was nothing but a “quantitative” difference in terms 

of space and commerce. He questioned what “qualitative” difference there was, if any, between the 

expansionisms of the two different periods in question, if both types of expansionism should be un-

derstood as imperialism. If Williams was correct, Aruga queried, “we do not have to call the turn of 

the nineteenth century ‘the age of imperialism,’ the name that historians usually attach to that par-

ticular period in world history, do we?” 39） He regretted that Williams’ indiscriminating use of the 

term expansionism took away historical significance from the period in question. To put it different-

ly, he wondered if Williams thought that U.S. expansionism was/is dictated by the structural imper-

atives of the American capitalist economy, or whether it was simply a reflection of a traditional ex-

pansionist worldview of American policy makers.

The Historians of Orthodox Marxism

  Orthodox Marxist historians welcomed the publication of The Tragedy of American Diplomacy 

which reconfirmed their views of America as a reactionary, imperialist nation. However, they found 

Williams’ methodology of history either problematical or not particularly useful to them.
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  First, Japanese scholars on the left were puzzled by Williams’ silence about the problems of 

“class” and “class struggle” in his description of American history. They were also perplexed by the 

fact that ordinary people, i.e., the working people, hardly appeared in Williams’ book.

  Williams, on the other hand, believed that it was no longer very realistic to expect that the 

working class would play the role as a sole agent for social change, particularly in such an affluent, 

mass society as the United States, the most advanced capitalist nation on earth. Japanese Marxists 

disagreed, however. Moreover, they were unconvinced by Williams’ “unclear” theory of the state 

that was presented in his Contours of American History. It was because those Japanese critics em-

ployed the instrumentalist theory of the state in a monopoly capitalism that the JCP officially  

endorsed. Such criticism leveled at Williams revealed that they belonged to the school of the old left 

in Japan.

  Secondly, they were equally troubled by the fact that Williams placed too much emphasis on 

the role that policy-makers’ ideas and worldviews played in the shaping of American history. 

Japanese scholars on the left criticized such an approach of history as Williams’ for being too elitist 

and ill-suited to their political taste. In this connection, they were annoyed by the fact that Williams 

slighted the importance of structural analysis.

  Thirdly, Japanese Marxists discovered that Williams’ argument regarding the continuity of  

expansionism in American history was neither unique nor very refreshing. Instead, it appeared too 

nationalistic and myopic to them. It was because they saw a certain similarity between American ex-

pansionism and that of Japan. They believed that any capitalist nation must expand in one way or 

another in order to survive in this cut-throat competitive world-system.

  In sum, orthodox Marxists argued that Williams added little to the knowledge that they had  

already acquired from the prevailing version of Marxism in Japan. They thought that his methodol-

ogy was neither helpful nor congenial to their approach to history and their political agenda to bring 

about a socialist revolution. That led them to pay scant attention to Williams and his works thereaf-

ter, perhaps because they were more disposed for historical materialism and also because they did 

not share such a cultural tradition as Christian values and morality. It was unfortunate that they put 

on a blindfold to Williams’ important message, which was idealistic but warm-hearted and humani-

tarian in nature. Consequently, it seemed that Japanese Marxists missed a rare opportunity to learn 

from Williams so that they might be able to write history that has a human face with a warm heart.

  Curiously enough, however, Williams and Japanese orthodox Marxists had one approach to 

history in common. Both Williams and orthodox Marxists studied history from the perspective of 

national development （ikkoku hattenshugi shikan）. It was perhaps because both of them were overly 

anxious to bring about social change at home. Historian Aruga pointed out that the narrowness  

of Williams’ frame of reference was one of the serious shortcomings from which The Tragedy of 
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American Diplomacy suffered. He remarked that Williams’ perspective excluded from consideration 

the structure of the international system as an important determinant of American foreign policy.40） 

Aruga regretted that such a narrow perspective as Williams’ made it difficult to adequately explain 

the complexity of the origins of the Cold War and the reasons for its prolongation. Besides, he noted 

that Williams overemphasized American power and its freedom of action in the world arena and 

portrayed the United States as an almighty player projecting its preponderant prowess unilaterally 

onto the rest of the world. Such a portrayal distorted the reality of American diplomacy and gave 

readers a false image on omnipotent America, Aruga complained. Moreover, Aruga charged that 

Williams failed to examine a variety of oppositional forces at work abroad which worked not only to 

constrain America’s freedom of action, but also may have affected American society at home signifi-

cantly. It was argued that those problems primarily derived from Williams’ narrow perspective.

（2） Japanese New Left Historians41）

  As noted earlier, historian Shimizu Tomohisa introduced Williams to his Japanese colleagues 

immediately after he returned from study at the University of Wisconsin in 1960−1961. He took the 

view that American aggression in Vietnam was nothing but an inevitable consequence of the 

American past.42） He was opposed to the Vietnam War and his government that supported U.S. war 

efforts in Southeast Asia.43）  Shimizu was actively involved in an anti-war, pro-peace movement in 

Japan, while at the same time he pursued American studies. He was determined not to become an 

“armchair scholar,” cloistering himself in an ivory tower.44） He chose to distance himself from both 

mainstream liberals and orthodox Marxists in Japan.

  Obviously Shimizu respected his mentor deeply whom he regarded as a historian of great intel-

lectual insight as he acknowledged his intellectual debt to Williams.45） Shimizu published his 

Amerika teikoku （The American Empire） in 1968.46）

  In this thought-provoking book, he insisted that the history of the United States should be un-

derstood as the history of an empire. First, Shimizu posited that modernity had two faces — one 

was radiant and forward-looking, while the other was dark and seamy. The former, he argued, rep-

resented positive values such as liberty, freedom, and individualism, while the latter, negative ones, 

such as exclusivity, discrimination, and exploitation.47） He also posited that modern society of any 

nation established itself, grew, and came to maturity by exploiting other societies and nations. 

Based on these premises, he described the shady aspects of U.S. history, such as racism, discrimi-

nation against minorities, and disparities based on an unequal distribution of wealth. It is notewor-

thy that Shimizu hardly employed Marxian concepts like class and class struggle in his historical 

analysis, nor did he necessarily regard the working class as a sole agent for social change. He chal-

lenged his Japanese peers to reexamine the American past by looking at it from the bottom-up.48）
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  Secondly, Shimizu put forth the continuity thesis of expansionism in American history. He  

argued that U.S. expansionism had started since the days of the Founding Fathers, such as George 

Washington and Thomas Jefferson and that it still continues to the present day. It is important to 

note that the difference that Shimizu did see in expansionism between the pre-imperialist years and 

the post-imperialist days was its “quantity” aspect. In other words, when he analyzed U.S. expansion-

ism, he hardly discussed the subject matter in the context of neither the changing economic struc-

ture, nor of the growing power of the state in American history.49）

  Takahashi Akira, another Japanese historian on the left shared Shimizu’s continuity thesis of 

U.S. expansionism, while he also took the view that the history of the United Sates was the history 

of an empire. In 1968 and 1969, he published two articles that illuminated the characteristics of 

American imperialism of the turn of the nineteenth century.50） Drawing on the Hobson-Lenin para-

digm of imperialism and Williams’ concepts of “open door imperialism” and “informal empire,” 

Takahashi argued that U.S. economic expansionism was dictated by the structural imperatives of 

American monopoly capitalism that matured at the turn of the nineteenth century. He recognized a 

“qualitative” difference between territorial expansionism on the North American continent and eco-

nomic expansionism abroad in the twentieth century.

  Historian Takahashi took Aruga’s scathing criticism of Williams’ continuity thesis of expansion-

ism seriously. He attempted to incorporate Williams’ idea of open-door imperialism into the Hobson-

Lenin paradigm of imperialism in a coherent way, but he was not very successful. He found the con-

ceptual shortcomings of Hobson-Lenin and Williams inherent in their narrow historical perspectives 

of national development. In particular, he realized that the Hobson-Lenin definition of imperialism 

was too constraining in terms of a time-frame and too economically deterministic. Takahashi started 

looking for a new frame of reference, the one that was entirely different from the old Hobson-Lenin 

and Williams’ paradigm.

  Interestingly enough, Takahashi’s gradual change in his conceptualization of imperialism  

coincided with the publication of Thomas McCormick’s essay on “a corporatist synthesis for 

American diplomatic history” and his subsequent ‘think piece’ on “world systems.”51） Apparently 

both Takahashi and McCormick were stimulated by the works of social scientists, such as Andre 

Gunder Frank, Samir Amin, Immanuel Wallerstein, and others.52）

  To make better sense of American overseas expansionism, Takahashi came to realize that it 

was important to analyze the subject matter by placing it in the context of world capitalism. In his 

subsequent studies, he employed a world-systems perspective that had been developed by scholars, 

such as Fernand Braudel, French historian, and Wallerstein, American historical sociologist.

  Wallerstein challenged the Hobson-Lenin paradigm of imperialism frontally. He maintained that 

imperialism was NOT （Capital letters are the present author’s.） the historical phenomenon that 
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could be found only at the highest stage of capitalism, as Hobson and Lenin had insisted. Instead, 

he argued that it was the phenomenon that came to surface periodically and that it reflected the 

business cycles in the capitalist world-economy. He maintained that imperialism recurred cyclically 

since the sixteenth century during which the age of “modern world-system” had dawned.53） 

Standing on that premise, the American historical sociologist defined imperialism as nothing but 

“activities of a stronger nation toward weaker states.”54） In Wallerstein’s view, imperialism was  

synonymous with such terms as “capitalism and development.” Historian Takahashi seemed to be 

persuaded by him.55）

  Historian Takahashi analyzed American foreign relations by employing the concept of hegemo-

ny and the ideas of “cyclical rhythms” and “secular trends” that Wallerstein had developed. Positing 

that “the age of imperialism” was “the B-phase of stagnation” of the capitalist world-economy, 

Takahashi insisted that U.S. imperialism of the 1890’s could better be understood as being the 

American version of a neo-mercantilist, state-interventionist policy. He contended that American  

imperialism of the turn of the nineteenth century was the early manifestation of U.S. hegemonic as-

piration to replace Great Britain. Finally, Takahashi came to firm grips with the issue of American 

imperialism. He gave new life to his studies of American diplomatic history.

  As noted earlier, while Shimizu was a non-Marxist radical modernist, Takahashi started his  

career as an orthodox Marxist and became a world-systems analyst in the second half of his career. 

Shimizu explored a possibility of establishing an egalitarian, more humane community in Japan by 

remolding people’s social consciousness through the democratic process of a representative gov-

ernment. On the other hand, Takahashi regarded social inequality and injustice as the manifestation 

of the contradictions inherent in a capitalist system. He fought against imperialism so as to bring 

about a socialist revolution at home.56） Notwithstanding the differences in their ideological and his-

torical orientation, Shimuzu and Takahashi contributed much to an understanding of Williams’ 

works during the 1970’s and beyond.57）

Conclusion

  The foregoing discussion made it clear that the impact of Williams’ scholarship on Japanese 

scholars of American studies was dramatic but limited. But his methodology of American history 

was not the only factor that was responsible for the limited effect.

  First, Williams faced tough competition in spreading influence in Japan. Japanese scholars who 

leaned toward Marxism found attraction in the works of Joyce and Gabriel Kolko, in particular. 

They discovered that Kolko’s work corresponded well with their version of Marxism, because 

Gabriel Kolko employed not only a structural but also systemic approach to the study of American 
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foreign policy and American capitalism.58） In addition, Williams competed with other American 

scholars, such as those who were associated with the Committee of Concerned Asian Scholars 

（CCAS）	throughout the 1960’s and the 1970’s.59）

  Secondly, the end of the Vietnam War and the meteoric rise of trans-nationalism and globaliza-

tion contributed to reducing the attractiveness of Williams’ methodology of history and his writings. 

The conclusion of the Vietnam War served to deprive leftist historians of a concrete reason to criti-

cize U.S. foreign policy. At the same time, the advancement of trans-nationalism and globalization 

made Williams’ America-centric perspective of diplomatic history look less useful and much less ap-

pealing to many Japanese scholars of international relations.

  Thirdly, the introduction of Williams’ philosophy of history to Japan coincided with the rise of 

nationalism and conservatism that was occasioned by its spectacular economic growth. The 

Japanese public, particularly liberal intellectuals realized intuitively that Williams’ writing did not 

provide them with what they were looking for, namely, psychological serenity and tranquility. By the 

time Williams was introduced to Japan, the Japanese public seemed to have grown weary of the 

kind of social change that the majority of the 1960’s slogans represented, and they were tired of the 

stress and alienation that they had gone through since the end of the war. Thus, they turned inward-

looking and self-complacent. They spent much time in discussing such topics as “the uniqueness of 

the Japanese” and celebrated the cultural and economic accomplishments that their ancestors had 

made as well as those of their own.

  Fourthly, and perhaps most importantly, the uninterrupted influx of literature relating to differ-

ent sub-fields other than diplomatic history was responsible for neutralizing the impact of Williams 

and American New Left revisionism in Japan. An increasing number of scholars of American studies 

found attraction in the historical writings of the French Annales School, the new social history, and 

women’s history that came back into vogue in America during the 1970’s and the 1980’s. For those 

scholars, Williams’ scholarship appeared elitist, America-centered, and too detached from the  

women’s movement, （and their plea for liberation）	 if not entirely sexist. Female scholars and a 

younger generation of American experts, in particular, found feminist history and the new social 

history more refreshing and interesting.

  In spite of all this, however, Williams was a unique historian of keen insight, critical mind, and a 

warm heart; he made a significant impact on Japanese scholars of American foreign relations.60） He 

and other New Left revisionists, notably Lloyd Gardner, Walter LaFeber, and Thomas McCormick, 

inspired great interest in American foreign policy and stimulated Japanese scholars to examine em-

pirically some of the hypotheses that Williams formulated in his Tragedy of American Diplomacy — 

such hypotheses as “empire has limits” and “empire does not pay.”

  Under those circumstances, a small study group called Amerikashi Kenkyūkai （The Society of 
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American Historical Studies）	was formed in 1975 with a membership of 20. The critical situation 

outside Japan, namely, the protest movements that had started in France, the United States, and 

elsewhere since the 1960’s and the influence of American New Left revisionism prompted them to 

form this anti-establishmentarian organization.61） This new group of younger scholars announced 

that one of the primary purposes of organizing the new study group was to critically reexamine the 

conventional views of America and seek to rewrite a whole history of the United States from entirely 

new perspectives. This organization published the first issue of its journal in 1978, featuring the 

problems of the State in American history.62） With a rapid increase in membership after more than 

thirty years since its inception, this study group reorganized itself anew with the new name of 

Nihon Amerikashi Gakkai （The Japanese Association for American History）	 in September 2004. 

The younger organization of American history, which perhaps may be regarded as a living testimo-

ny of the influence of New Left revisionism, has been active and thriving up to the present day. It 

stands side by side with more traditional Nihon Amerika Gakkai （The Japanese Association for 

American Studies）.63） For this reason alone, it might be properly stated that Williams and American 

New Left revisionists contributed much to promoting American studies in Japan.
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24） William Appleman Williams, The Tragedy of American Diplomacy. second and revised edition （New 

York: Dell Publishing Company, 1972）, pp. 37‒38.
25） Ibid., p. 42.
26） Ibid., p. 312.
27） Ibid., p. 13.
28） Previously most Americans equated imperialism with the policy of a metropolis which absorbed 

and controlled foreign territories as an integral part of a “formal empire.” They interpreted 
American imperialism of the turn of the nineteenth-century as an “aberration” in U.S. history and 
insisted that it was “liquidated” soon afterwards. They tended to emphasize psychological and 
non-economic factors of imperialism and dismissed the Hobson-Leninist definition of imperialism 
as too simplistic an economic determinism. Williams, of course, challenged such a narrow con-
struction of imperialism, and yet he did not necessarily accept the Hobson-Lenin paradigm of im-
perialism. Drawing on the works of British historians Gallagher and Robinson who challenged 



Cultural Cold War in Japan32

Lenin’s paradigm of imperialism, Williams applied the concept of “the imperialism of free trade” 
or the idea of “informal empire” to the American experience.

29） W. A. Williams, The Contours of American History. （Cleveland: The World Publishing Company, 
1961）.

30） Contrary to the general image of the state as a neutral organ, it should be emphasized that the 
state frequently served as an agent of corporate capital at the time of economic difficulties and 
showdowns between capital and labor.

31） A notable example is Professor Asada Sadao, the “last and favorite” student of Samuel Flagg 
Bemis at Yale. He harshly criticized Williams’ Tragedy of American Diplomacy for being too sim-
plistic an explanation of American foreign policy.

32） Asada Sadao, a critic of the so-called Wisconsin School of Diplomatic History, reviewed Walter 
LaFeber’s prize-winning book, The New Empire: An Interpretation of American Expansion, 1860−
1898 （Cornell University Press, 1963） similarly in a caustic vein. See Asada Sadao, “Book review: 
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51） Thomas J. McCormick, “Drift or Mastery: A Corporatist Synthesis for American Diplomatic 
History,” Reviews in American History （December 1982）; McCormick, “World Systems,” The 
Journal of American History, 77‒1 （June 1990）.

52） McCormick was invited first in 1983 as a keynote speaker to the annual meeting of the Japanese 
Association for American Studies held in Kyoto where he presented his paper entitled “Drift or 
Mastery? A Corporatist Synthesis for American Diplomatic History” and exchanged views with 
Japanese scholars including Aruga, Takahashi, and Igarashi Takeshi.

53） Immanuel Wallerstein, The Politics of the World-Economy. （Cambridge: Cambridge University 
Press, 1984）, p. 16.

54） I. Wallerstein, “Imperialism and Development” in Albert J. Bergesen, ed., Studies of the Modern 
World-System （Academic Press, 1980）, p. 21.

55） Takahashi Akira, Amerika teikokushugi seiritsushi no kenkyū 〔A Study of a History of the 
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American Studies of the University of Tokyo〕, 1 （1978）, pp. 61‒67; Amerikashi kenkyūkai, ed., 
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kenkyūsha kaki gasshuku seminâ” 〔The Summer Seminar of the Historians of American History〕, 
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Ⅰ　はじめに

　国家をどのように位置づけ，国家の役割をどう設定するかという問題は，現代自由主義に絶え

ず付着しているものである。自由主義の中核ともいうべき自由や権利の観念は国家によって，主

として国家において実現される。経済的自由を達成するための市場という組織は，今日地球的規

模にまで拡張しているといえるが，そうした状態も，様々な国家が自国において市場秩序を維持

しているからこそ可能になっているのである。もちろん国家は，自国の範囲を超えて拡張した市

場のあり方を完全にコントロールすることはできない。むしろ一国の経済は，他国の市場や，国

際的な市場のあり方によって大きく影響され，時には変形を余儀なくされることもあるほどであ

る。しかしそうではあっても，市場のあり方にとって，あるいはまた自由や権利の享受にとって，

国家が重要な役割を演じていることには何ら変わりはない。現代自由主義の最大の問題点は，そ

うした国家の役割が忘却されているかにみえるところにある。

　現在欧州連合が抱えている問題点，すなわちギリシャ，スペイン，イタリアなどにみられる財

政危機は，国家とは何か，人間のあり方にとって国家はどのような役割を果たすべきか，といっ

た政治哲学上の根本問題が何ら考慮されずに欧州統合が進められてきところに根本の原因がある，

ということもできる。欧州連合，とりわけユーロ使用国が直面しているのは，既存の国家の枠を

超えることができるのか，国家に捕われない欧州市民としての，あるいはユーロ使用国市民とし

ての協力が可能なのか，という問題である。それは今までのところ極めて困難である，というの

がこの問いに対する答となる。フランシス・フクヤマの言を借りれば，通貨同盟の最も大きな問

現代自由主義における国家の位置

萬　田　悦　生

〈Summary〉
  There are various arguments about the character and the role of national community in 

the contemporary political theories. Martha C. Nussbaum claims that the contemporary 

states should discharge duties of material aid as well as duties of justice to other countries. 

Jürgen Habermas stresses that we must integrate national communities with liberal political 

culture and adopt active immigration policy. Michael J. Sandel emphasizes the importance of 

the common good of communities but claims that sovereignty should be dispersed above 

and below the state. Yael Tamir insists that there is the particular importance of belonging to 

national communities independent of the significance of liberal political values. To sum up, 

national communities are formed according to our practical abilities and have particular 

significance to our self-government. Therefore, they must be protected by sovereignty.
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題点は「欧州人としての共通意識を醸成できなかった」ところにある。欧州連合の諸制度は，高

度な知識を持つ官僚によって作られたが，汎欧州的な愛国心をどう生み出すかについては，誰も

腐心しなかった。従って「この共同体を我がものとして受け入れるだけの経済的，超国家的価値

観が，不十分」である点に，現在の欧州危機の根本原因がある，ということになる1）。

　フクヤマのこの言葉を他の表現に置き換えると，欧州連合は既存の国家共同体（national com-

munityあるいは nation）に代わる新たな国家共同体の形成に取り組もうとしなかった，という

ことである。いわば，欧州統合を拡大しても，新たな国家共同体は自然に出現するものとみなさ

れていた，といってもよい。しかし，事はそのように簡単には運ばなかった。統合の拡大に伴い，

人々の一体感が国家を超えて，他の国家や地域にまで及ぼされるといった事態は生じることはな

かったのである。欧州統合に主導力を発揮するドイツ人であっても，貧しい自国の同胞に対して

なら，福祉政策を遂行する義務を引き受けても，ギリシャ人に対して同様の義務を負うことには

躊躇する。財政規律を欠き，身分不相応な生活をしている（とドイツ人がみなす）ギリシャ人に

対して，ドイツ人が連帯感や同胞意識を抱くことはないのである。

　周知の通り，現在ユーロ使用圏では金融に関する権限と財政に関する権限が分離され，前者に

関する権限は欧州中央銀行に，後者に関する権限は各国政府に委ねられている。つまり，金融に

関する主権と財政に関する主権が別々に行使されている，とみることもできる。金融に関する主

権は，ユーロ使用圏全体の利益の観点に立って行使されるのに対し，財政に関する主権は，各国

の国益の観点に従って行使されることになるのである。これはもちろん，国家が一つの共同体を

形成しているところでは起こり得ない事態である。主権とは国家の自己決定権（自らの意思を形

成し，かつ執行する権限）を意味する。従って金融に関する主権も財政に関する主権も，ともに

国家にあり，国民全体の利益を推進するという観点から行使されることはいうまでもない。とこ

ろが，ユーロ使用国全体に亘る共通意識も愛国心もなく，ユーロ国家を超える超国家的価値観も

育っていない状況の下では，ユーロ使用圏が，国家が行使しているのと同様な主権を行使し得な

いのは当然のことである。

　要するに，今日の欧州危機が私達に突きつけているのは，国家と人間の関わり方の問題である。

人間はなぜ国家を必要とするのか。国家を超えたところに，旧来の国家共同体に匹敵する新たな

共同体を築くことができるのか。国家の存続にとって不可欠な主権は，自由主義政治思想の中核

ともいうべき，自由や権利の観念とどのように結びついているのか。私達が考察を迫られている

のは，こうした政治哲学の中心的な課題である。

Ⅱ　他国への物質的支援の義務

　私達は単に国内の同胞に対してのみならず，広く国外の人々に対しても正義を実践する義務を

負っているが，そうした義務のなかに貧しい他国への物質的支援の義務も含めるべきであると説

くのは，哲学者マーサ・M・ナスバウムである。ナスバウムは，古代ローマの哲学者キケロの議

(3)
(3)
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(3)
(3)

論を批判的に参照しながら，そうした主張を展開する。ナスバウムによれば，キケロの説いた義

務論は，西洋の哲学的伝統のなかで最も大きな影響力を発揮したものである2）。ナスバウムが着

目するのは，キケロが義務を二つのタイプに区分した点である。一つが正義の義務である。これ

は国境の違いを超えて全ての行為者の活動に適用されるものであり，厳密で高度な道徳水準を要

求するものである。もう一つが物質的支援の義務である。これは正義の義務ほど厳密に適用され

るものではなく，支援者にとって近くにいる者，あるいは親しい者が，そうでない者よりも優遇

される余地が大いにあるものである3）。

　正義の義務とは二つの要請から成るものである。第一の要請は，人が間違った行為をしていな

いなら，その人が誰であれ，その人に対していかなる害悪も及ぼしてはならない，というもので

ある。第二の要請は，共同の物は共同の物として，個人的な所有物は当人自身の物として用いる

べしというものである。この第二の要請に基づけば，誰かが所有している財産を取り上げること

は，正義の根本的な侵害となる。ナスバウムによれば，この考え方はキケロの思想に深く浸透し

ており，キケロはこの考え方に立って，カエサルの土地再分配政策に対して激烈な反対論を展開

した4）。さらにナスバウムに従えば，キケロ的な正義の義務は，人間性尊重の理念，すなわち人

間を手段としてよりもむしろ目的として扱うべしという考え方を含んであり，それがカントに深

い影響を及ぼした理由である。キケロはこうした正義の義務を，超国家的な人間性の法則として

捉えていたのである5）。

　それでは他者に対する物質的支援の義務とは何か。ナスバウムによれば，キケロはこの義務も

人間性にとって基本的なものと捉えていたが，この義務に対しては幾つかの制約を置いていた。

まず援助が受け手に害を及ぼさないようにしなければならないし，援助によって私達自身が貧し

くなるということもないようにしなくてはならない。また援助が受け手の地位にふさわしいもの

である，ということも必要なことである。こうしてこの義務の履行に当たっては，被援助者の私

達に対する態度，彼らがかつて私達に及ぼした恩恵，私達自身の同胞との結びつきの度合い，と

いった様々な要素が考慮されることになる。そしてどの要素の比重が高いか，という判断が重要

なものになってくる。キケロに言わせれば，私達と最も緊密な結びつきを持つ人達が，最も大き

な恩恵を受けることで，人間相互の関係は最もよく保持されることになるのである6）。こうした

考え方に従えば，物質的支援は，結局支援者により近い者，より親しい者に与えられることにな

る。そして私達自身にいかなる犠牲も及ぼさない場合にのみ，国境の外にいる人達への物質的支

援が可能となる。

　ナスバウムが批判の矛先を向けるのは，正義の義務は普遍的，超国家的価値とみるのに対し，

物質的支援の義務はそのようなものとしては捉えない，キケロ（およびその後継者達）の姿勢で

ある。ナスバウムによれば，こうした考え方の源は，ストア派の思想のなかにある。ストア派の

影響を受けた人達の意識のなかには，外的な財物は善き人間生活にとって不必要なものであると

する考えがある。たとえ自然が最悪の状態をもたらそうとも，人間の内面には光り輝く威厳があ

る，とみるのである。そのようにみるなら，貧困は人間の意思に対して真に重要な影響を与える
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ものではない，ということもいえることになる。そしてそうした立場からは，意思のあり方が貧

困によって左右される場合には，それは個人的な弱点や失敗の結果とみなされることになる。ナ

スバウムは，レイプや拷問や民族的差別の害を受けた者を道徳的欠陥の持ち主とはみない人達の

なかにも，貧困は道徳的欠陥によるものとみる人達が相当いると述べ，ストア派の影響の大きさ

を指摘している7）。

　ナスバウムは，こうしたストア派的な見方を否定する。人間の内面には運命の打撃にしばしば

打ち勝つ威厳があることは事実であるとしても，こうした打撃が重要ではない，とはいえないの

である。運命の打撃を被ることにより，精神性，道徳的な力，他の人達と安定的な結びつきを形

成する力といった，ストア派が重視する人間の諸側面が深い影響を受けることになる，とナスバ

ウムは説く8）。さらにナスバウムは，物質的支援の義務を国家に対しても適用する。国家間の相

違は極めて大きいけれども，現代のストア派は，貧しい国々の個々の市民を無気力で怠惰だと

いって責めるのではなく，国家の間違った計画や，愚かな経済運営に貧しさの責めを求めようと

する。ナスバウムによれば，貧しい国家には確かにそうした責めを負う要因はあるけれども，惨

めな状況をもたらした点では，他国も責任を引き受けなければならないのである9）。

　ナスバウムがこうした議論を展開することによって推進しようとしたのは，物質的支援の義務

も，正義の義務と同様，普遍的で超国家的な価値として扱われるべきである，という考え方であ

る。それでは，普遍的で超国家的な価値とは何なのか。私達がまず注意を向けなければならない

のはその点である。そうした価値とは，私達が国家の違いを超えて，人間である限り共通に認識

できる価値を指すものと解されなくてはならない。人が不当に害されてはならないという命題や，

財産が不当に奪われてはならないという命題は，国境の違いに関係なく，誰もが共通にその正し

さを認識できるものである。私達が外国の人権侵害に抗議の声を発するのも，そこで普遍的な価

値が侵害されていると考えるからである。

　しかし物質的支援の義務については，これと同様なことをいうことはできない。もちろん物質

的支援の義務は大切なものである。しかし，物質的支援を行うべきか否か，行うとすればどの程

度の規模にすべきか，といったことに関しては常に議論があり，この義務の中身は，正義の義務

ほど一律に規定できるものではない。結局，物質的支援のあり方は，キケロのいう通り，支援の

与え手と受け手の関係，与え手自身の財政状況といったものを考慮して決定しなくてはならない。

物質的支援の義務は，正義の義務と同様の普遍的義務にはなり得ないのである。従ってそれぞれ

の国家にとって必要なことは，まず普遍的な正義の義務を自国内でしっかりと定着させることで

ある。そしてそこで確立された各種の自由（表現の自由，情報開示を求める自由など）に基づい

て，物質的支援の義務をどう果たすべきかを議論し，決定することである。二つの義務の間には，

そういう意味での前後関係がなくてはならない。

　ナスバウムは，国家や国境が人間にとってどのような意味を持つのかということに全く注意を

払わず，あるいは故意にそれを無視して議論を進めており，そこに彼女の特色があるともいえる。

確かに，私達にいかなる犠牲も及ぼさない場合にのみ国外への物質的支援を認めたキケロの見解
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は，余りにも極端なものといえるが，そうかといって，私達に多大な犠牲を要求し，国力を消耗

し尽くすような国外支援が，私達に肯定されることも絶対にない。国家とは人間に意味のある生

活空間を確保するための組織である。従って国家が衰弱すれば，その上に成り立つ自由も平和も

安全も危ういものとなる。正義の義務のような普遍的価値はまず国家において実践されなくては

ならない。外国支援の義務は，国家において国力に応じてなされるしかない。自由も正義も外国

支援の義務も国家を度外視して語ることはできないのである。

Ⅲ　政治文化による社会統合

　「国家とは何か」という問題を考えるためには，旧来の国民国家（nation-state）を基盤とした

政治のあり方に疑問を投げかけ，それとは異なった政治のあり方を提唱する，J・ハバーマスの

見解も検討する必要がある。ハバーマスによれば，旧来の国民国家中心の政治の見方では，ネー

ションとは，歴史的運命を共有する共同体が政治以前の（prepolitical）統一を保持しているとこ

ろに存在するものである。こうした見方に従えば，政治は，同一の歴史，言語，文化的起源，民

族などによって統一された共同体を前提にし，それに支えられることによって適切に機能するこ

とになる。これとは異なった，ハバーマス自身が支持する政治のあり方としては，民主政治と法

の支配を政治の中心に据えようとする立場がある。こうした立場に立てば，国民国家という用語

から，政治以前の民族的，文化的統一といった意味合いは取り除かれることになるのである10）。

　ハバーマスに従えば，ネーションの意味が，政治以前の統一体から民主主義的政体に対する市

民の政治的一体化へと転換する契機となったのはフランス革命である。19世紀末になると，国

民的一体性ということよりも，政治に参加し，他者と意思を伝え合う民主主義的市民という考え

方の方が優位を占めてくる。ハバーマスは「ネーションの存在とは……日々の国民投票である」

という 19世紀フランスの思想家アーネスト・ルナンの言葉のなかに，そうした転換の明白な徴

候を読み取っている11）。そして「市民からなるネーションは，その一体性を民族的，文化的な共

通性にではなく，参加し意思を伝達し合う権利を活発に行使する市民の実践に見出している」と

述べ，こうした権利を，共和主義的要素を持った市民権と名づけている12）。このような考え方に

従えば，共和主義的市民権は，血統とか，共有された伝統とか，共通の言語といった基盤の上に

統合された，政治以前の共同体に属することとは全く別のこととされ，それよりもはるかに重視

されることになる。

　ハバーマスは，こうした市民からなる民主主義的立憲国家が，旧来の国民国家に取って代わら

なければならないということを強調する。民主主義的立憲国家とは，自らを自由で平等な人々の

結合体として認識するものである。そこでは国家の成員であるか否かは自発性の原則によるもの

とされる。従ってある人がある国に出生し，居住を認められているということは，その人が必ず

その国の政府の主権的権威に服さなければならないということを意味するものでは決してない。

出生と居住の承認は，単に，市民の方に統治に対する暗黙の同意があるということを示す，行政
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上の目安としての機能をはたしているに過ぎない。市民は，こうした同意とみなされるものを示

すだけでなく，移民の権利と自らの市民権を拒否する権利も持っているのである13）。

　ハバーマスは，特定の歴史や伝統や文化に従ってではなく，自由と民主主義の理念に従って

人々が生きることを可能にするものを政治文化と呼ぶ。今日の多文化社会を統治するためには，

こうした政治文化に依拠することが必要となる。ハバーマスによれば，アメリカ合衆国は同一の

政治文化と単一の言語によって結びついた多文化社会であり，欧州連合は多様な国籍からなる多

言語国家である14）。欧州連合の困難さは，一つはそれが多様な国民国家から構成されているだけ

に，各国の主権保持の要求を抑えられない，というところにある。さらにまた，民主主義的なプ

ロセスが国家の範囲内でのみ機能するという不完全さを露呈しているところにもある。結局欧州

連合の問題点は，政治的な公的領域が国家という単位に分断されている点にある，とハバーマス

はいう。欧州市場の拡大は，法的，行政的手段によって行われることになるが，これと対比すべ

き欧州議会の権力は極めて限られており，構成国の政治的な公的領域においても，その姿は見え

憎いものになっているのである。要するに，政治参加の権利が国境を越えて効果的に拡大してい

ないところに，ハバーマスは欧州連合の究極の問題点を見出している15）。

　しかしそうではあっても，ハバーマスは欧州連合とそれを支えている共通の政治文化に対する

信頼を失わない。将来的には，共通の政治文化そのものと様々な国民文化が区別されるようにな

る，とハバーマスはいう。つまり，ヨーロッパ全体に亘る政治文化と，芸術，文学，歴史，哲学

などに関する様々な国民文化との間の相違が現れるようになる，というのである。そして，法に

盛られた同一の普遍的原理が，様々な国民国家によって特有の解釈を施されることにより，立憲

的な愛国心といったものが成長することに期待を寄せている16）。このような立場に立つハバーマ

スは，普遍的な政治文化と様々な国民文化は，相違するものではあっても，敵対するものとは考

えていない。移民に関していえば，彼らが新たな本国の政治文化に進んで従うことは要請される

が，彼らの故国に特有の文化生活まで放棄することは求められていない。むしろ，移民は新たな

生活様式を持ち込むことで，共通の政治文化を解釈する視点を拡大し，増大することができるの

であるから17），ハバーマスの立場からいえば，多様な国民文化は共通の政治文化に貢献している

ともいえるのである。

　ハバーマスの国家論は，統治機構としての国家（state）の働きを，自由，平等，法の支配，

民主政治といった，いわば自由主義の原理にのみ繋ぎとめようとしているところに特色があると

いうことができる。反面，共同生活の場としての国家（nation）には，血統，習慣，生活様式，

言語，歴史など文化を異にする様々な集団が並存することを認めているのである。前述の通りハ

バーマスは，移民の権利と，一国内で認められている市民権を拒否する権利を認めている。また

「欧州諸国は，自由主義的な移民政策に同意すべきである」18） といって，積極的な移民政策を唱

導しているのであるから，私達が企業や学校やクラブを自由に選択して加入，あるいは脱退して

いるのと同様に，国家も自由な選択の対象にすべきことを説いている，とみることができる。そ

のようにみるなら，ハバーマスの国家論は，自由主義的な観点に立ってそれを極点にまで推し進
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めた国家論である，ということもできる。

　問題はこうした国家像が，私達が通常想定する国家のあり方とは大きく異なっていることであ

る。確かにわが国のように，憲法で「何人も，外国に移住し，又は国籍を離脱する自由を侵され

ない」（第 22条第 2項）と規定しているところでは，法的には国家すらも選択の対象とされてい

る，とみることはできる。自由主義的な憲法観に立つ限り，こうした条項を置くことは，論理的

に不可欠なこととなる。自由主義の論理を何ら遮蔽することなく展開し尽くしたところに生み出

されたのが，ハバーマスの国家論である，ということもできる。しかし論理的，法的に認められ

ている国籍離脱の自由，あるいは国家選択の自由が，多くの人々によって，クラブを自由に離脱

したり，そこに自由に加入したりするのと同じように行使されているわけではない。実際には多

くの人々にとって，国家というのは自由に選択することが極めて難しい集団である。なぜ難しい

のかといえば，統治機構としての国家（state）が実践している普遍的な自由主義的理念に，

人々が不安を覚えるからではない。共同体としての国家（nation）が体現している，特定の言語，

習慣，生活様式といった，特定の文化に適合できるかどうかに，人々が確信を抱けないからであ

る。ハバーマスが推奨する自由で民主主義的な政体といえども，自由や平等や民主主義の維持に

のみ力を尽くしているわけではない。そうした諸価値の土台になっているが，同時に人々の自由

な選択を実質的に制約している，ネーションそのものの維持にも取り組まなくてはならない。自

由と民主主義の理念のみでは，政治を語ることはできないのである。

Ⅳ　他者との連帯の推進

　M・サンデルは，政治の根幹を他者との連帯の推進に求め，ネーションを含む共同体を重視し

ている点で，上述の議論とは異なった政治論を展開している。サンデルによれば，連帯の責務と

は私達が同胞として互いに負う忠誠と責任をいう。独自の人格とは，ある家族，国家，民族の一

員，歴史の担い手，共和国の国民としての責務を担うことによって形成される。この連帯の責務

は，誰かと合意を結ぶことによって担われるものではないが，私達のアイデンティティを形成す

る上で不可欠なものである。私達が家族や同胞の行動に誇りや恥を感じる能力も，この責務に関

連しているのである19）。

　サンデルに従えば，連帯の責務を果たすためには自己統治（self-government）の共有というこ

とが不可欠となる。自己統治の共有とは，同胞市民と共同善について熟議し，政治共同体の運命

の形成に貢献する，ということである。しかし共同善について熟議するためには，自由主義者が

説くような，自己の目的を選び，同様なことを行う他人の権利を尊重するといった能力以上のも

のが必要となる。すなわち，公的な事柄に関する知識，帰属感，全体に関する関心，その運命が

問題になっている共同体との道徳的結びつき，といったものが必要になる20）。サンデルが強調す

る自由とは，個人的な目的や価値を選ぶことではなく，自らの運命を支配する政治的共同体の統

治を共有することである。この自由が，サンデルが共和主義的伝統の下での自治と呼ぶものであ
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る。この自治が成り立つためには，政治的共同体と十全な一体化を果たし，共同善の観念を持っ

て思考し行動する市民が存在しなくてはならないのである21）。

　サンデルは道徳的な結びつきや愛着を通して，市民としての特性を養う必要をとりわけ強調す

る。サンデルにとっては，市民が一定の習慣や気質を身につけ，全体に対する関心を持ち，共同

善への志向を保持することは，法秩序を保持すること以上に重要なことである。サンデルはいう。

「こうした状態を所与のものとみることはできない。それは絶えず養成して行かなければならな

いものである。家族，近隣，宗教，労働組合，地方政府，こうした全てのものは，成員としての

習慣を養うことにより，また人々を私的目的を超えた共同善へと向かわせることにより，市民と

してのあり方を習得する上で，人々を教育するのに役立つ実践例を提供している。」22） しかしこ

うした有徳な市民を養成することよりも，政府が人々の欲求を所与のものと考え，それをできる

限り完全かつ公平に満たすことを目指す政策を追求するようになったところに，サンデルは現代

政治の最大の問題点を見出している23）。

　それでは，同胞市民と共同善について熟議し自己統治を共有する上で，現代の国家はどのよう

な役割を果たしているのだろうか。サンデルは主権国家のあり方を検討することで，この問題に

答えようとする。サンデルによると，人々は自分達の住む世界が巨大で，自分達の手の届かない

諸力によって支配されるようになると，自分達を位置づけることができる政治組織を求めるよう

になる。かつての一時期，国民国家は集団的一体性と自己統治を結びつけることによって，こう

した要求に応えようとした。少なくとも理論的には，各国家は多少とも自足的な政治的，経済的

単位であり，そこでは共通の歴史，言語，伝統により人々の集団的一体性が明確に表示された。

国民国家は，自らの主権の行使が市民の集団的一体性を表明しているという理由で，市民の忠誠

を要求する権利を主張したのである24）。サンデルはそうした事態を示すものとして，革新主義の

時代にセオドア・ルーズベルトが，大企業の権力に対抗するために新しいナショナリズムを唱え，

国民的一体性の意識を高めようとした例をあげている25）。

　しかしサンデルによると，「革新主義の時代」から「ニュー・ディール」を経て「偉大な社

会」に至るまで，ナショナリズムを推進する計画は部分的な成功しか収めることができなかった。

その計画の下で強力な国民政府を作ろうとしたが，国民的一体性を養成することができなかった

のでる。それをなし得なかったのは，経済的な取引の面でも，コミュニケーションの面でも，グ

ローバル化が進展したからである。私達は今日，各種の人権条約，地球環境に関する協定，貿

易・財政・経済発展を左右する世界的な団体といったものに取り囲まれている。こうしたグロー

バル化に対処するために，サンデルが提起するのは，主権を移転することではなくて，分散させ

ることである。「主権国家に代わり得る最も有望な道は，人類の連帯に基づくコスモポリタン的

な共同体ではなく，多様な共同体と多様な政治団体 ― 国家より大きいものもあれば，小さいも

のもある ― であり，主権はそれらの間に分散される」とサンデルは説き，主権を上方にも下方

にも分散させる政治のみが，グローバルな市場の力に対抗できるものである，ということを強調

する26）。
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　サンデルによれば，アリストテレスの時代以来共和主義的伝統の下では，自己統治とは特定の

場所に根を持つ活動として，またその場所とそれが具現する生活様式に忠誠を尽くす市民の活動

として理解されてきた。しかし現代における自己統治は，近隣から国家を経て世界全体に至るま

で，多様な状況のなかで自らを展開する政治を必要としているのである。従ってそうした政治に

おいては，主権分割に伴う曖昧さに耐え，多様な位置づけを持つ自己として思考し活動すること

ができる市民が要請されることになる。サンデルはいう。「私達の時代に固有な市民の徳とは，

私達に求められる，時には重なり合い，時には対立する種々の義務の間にあって，自分達の生き

方について交渉する能力であり，多様な忠誠が引き起こす緊張を耐え忍ぶ能力である。」サンデ

ルは，グローバルな諸力を支配したり，あるいはそれと戦ったりする市民の力の源泉は，私達に

道徳的特性を与えている場所，物語，記憶，意味，出来事，一体性であるという。従ってそうし

た源泉を養成することが，現代政治の喫緊の課題になるのである27）。

　こうしたサンデルの見解から明らかな通り，彼は共同善を生み出す共同体を重視しているが，

決して国家（nation）という共同体のみを重視しているわけではない。この点で彼は，彼が尊崇

の念を抱くアリストテレスとは決定的に異なっている。アリストテレスにとっては，国家は他の

全ての共同体を自己のうちに包括する最高最上の共同体であった28）。これに対してサンデルに

とっては，前述の通り，主権は国家にのみ留めておくべきものではなくて，国家の上にも下にも

分散すべきものである。サンデルのこのような指摘は，一見今日の状況に極めてよく適合してい

るように見える。欧州連合は，欧州連合条約により，通貨同盟への道を促進し，経済，防衛，安

全に関する共通の政策の実施を目指し，さらに欧州連合共通の市民権を作り出している。また今

日様々な国で，地域に関する事柄は当該地域自らが決定する，いわゆる地域分権が進行している

ことも周知の通りである。しかしこうした状況をもって主権の分散とみることはできない。主権

を分散すれば，サンデルのいう自己統治も不可能になる。しかしこの問題については，Ⅵにおい

て検討することにしよう。

Ⅴ　ネーションにおける政治義務

　国家とは何か，という問題を探るためには，国家に対する政治義務の問題を考察することも必

要となる。こうした角度から，国家，とりわけネーションの性格を解明しようとしているのは，

Y・タミルである。彼によれば，自由主義的な哲学者達は，政治義務を自由で合理的な行為者が

自発的に引き受けた義務と定義し，国家の権威を正統化する根拠を同意に求めようする。しかし

政治義務のプロセスを考察するためには，自由で合理的な要素だけではなく，情緒的で直感的な

要素も考慮に入れなければならなくなる。すなわち政治義務には，特定の結合体の構成員の感情

に基礎づけられたものもあるのである。タミルはいう。「こうした義務は，構成員の間に，自分

達の社会を保持することが価値ある試みであるという信念と同時に，成員であるという感情と帰

属感を引き起こす，社会的結合体によって生み出されものである。」要するに，構成員であるこ
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とに伴って，努力を共有し，継続する仲間意識が生じ，そこから相互に責任と義務を負い，将来

の世代について配慮し，共通の過去を尊重するといった姿勢が生み出されることになるのであ 

る29）。

　タミルに従えば，政治義務の問題は，公平な自我が中立的な観点から語ることができるような

ものではなく，ある脈絡のなかに置かれた個人の立場に立って述べることができるものである。

従って政治義務を正当化する根拠は，少なくとも部分的には，個々人が自分達自身の社会的立場

をどう理解するか，にかかっているといわなくてはならない。そのように考えるなら，私達が特

定の国家の市民であるという事実は，義務を作り出すための必要な条件ではあっても十分な条件

とはいえなくなる。市民権というのは，構成員であることに伴う感情によりは，むしろ法的基準

に基礎づけられた形式的概念である。しかしタミルは，法的結びつきのみでは，政治義務を維持

することはできない，ということを強調する30）。こうしたタミルの考え方は，市民権という法的

概念のみを重視して，人間の感情面に注意を向けない自由主義的な国家論に対する根本的な批判

を含んでいる。

　タミルに言わせれば，単に構成員であるという事実は，その構成員に義務を背負わせることに

はなり得ない。アメリカ在住のイスラエル人の両親から生まれた子供は，自動的にイスラエルの

市民権を獲得することになる。しかしその子供はその事実を知らないかもしれないし，イスラエ

ルを訪れることも，同国に興味を持つこともないかもしれない。そういう場合には，イスラエル

の市民権を法的に所持することは，その子供にとって意味のないことであり，いかなる義務感を

生み出すこともないのである。人の結合から義務が生じるためには，その義務が何らかの帰属感

に基礎づけられなければならないし，人の立場が能動的，意識的に自覚され，その立場が肯定さ

れることも必要となる。人は自発的な選択によってよりも，出生によって特定の社会で成員とし

ての資格を獲得するかもしれないが，成員としての資格と一体化するという意識がなければ，義

務が生み出されることもあり得ない。このような一体化の意識があるなら，義務は自発的に引き

受けられたものとみることができるのである31）。

　こう考えると，結合から生じる義務は，結合体との帰属感や一体感があるかどうかに依拠する

ことになる。政治義務が存在するためには，個々人が国家を自分達の国家として，法律を自分達

の法律として，政府を自分達の政府としてみるということがなくてはならない。いうまでもなく，

そうした個々人の態度は同意によるものではない。すなわち，特定の時期に，特定の行為によっ

て開始されたものではないのである。そうした態度は，共同体への帰属感と一体感を獲得する過

程と同様，極めて長期に及ぶ，漸進的な過程の産物であるとしかいいようのないものである。タ

ミルによると，こうした義務は，社会化の課程の歩みのなかで獲得されたものであるが，自発的

に引き受けられたものであるので，同意によって獲得された義務と同様妥当なものである32）。

　さらにタミルは，結合から生じる義務が依拠する帰属感は，国家の道徳的性質とは無関係に出

現するものであると主張する。彼は次のような事例をあげてこのことを説明する。イスラエル国

家の存在の正しさを固く信じているイスラエル人が，イスラエルによるヨルダン川西岸地域の占
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領を極めて不道徳な行為であると考えたとする。占領地域での軍事活動のために召集された際，

彼は道徳的ディレンンマに直面し，正しく行為したいという欲求と国家への義務の間に引き裂か

れることになる。タミルによれば，彼がそうしたディレンマに直面するということは，国家の不

道徳な政策を知覚したとしても，なお彼が国家に対して結合する義務を感じている，ということ

を意味している。彼が結局軍務に服さない決断をしたとしても，そのことは，他の義務との均衡

を計ったり，事態の性質を考慮したりした結果，特定の結合の義務よりも，もっと一般的な道徳

的義務の方を優先させた，ということに他ならないのである33）。

　こうした考察から，彼は次の二つの結論を引き出している。一つはそしてこれが最も重要なこ

とであるが，個々人は国家が自分達の権利や利益を守ってくれるという理由だけからではなく，

むしろそれが自分達の一体化の対象として役立っているという理由で，国家に対する義務を引き

受ける，ということである。諸個人は国家が自分達自身のものであると思うからこそ，そのルー

ルに従い，その制度を維持し，あくまでもそれを守って行こうとするのである。第二に，国家が，

諸個人が不正とみなす法律や政策を打ち出す場合，諸個人はそれらに従うべきか否かを考え，決

断しなければならなくなる。しかしそうした場合にも，彼らが国家に結合の義務を負っていると

いう事実が考慮され，他の議論と比較してその重みが量られることになる。要するに政治義務は，

国家に対する無条件の服従と忠誠を要求するものではない。そうではなくて，国家の構成員であ

ることにより，またそれと一体化することによって生み出される感情が，政治義務のあり方を決

定する上で中心的な役割を果たしている，ということを示すところに政治義務論の存在理由があ

るのである34）。

　タミルのこの見解は，政治義務の根底に，人間の合理的思考とともに，あるいはそれ以上に国

家と結合するところから生じる帰属感，一体感といった感情があることを提示しているところに

大きな意味がある。タミルの議論の要点は，この感情的一体性を重視しつつも，それと自由，正

義，平等といった合理的，一般的道徳との間に均衡を計りつつ政治義務のあり方を決定して行こ

うとするところにある。しかしタミルのこうした考え方からは，国家共同体と他の共同体との相

違がどこにあるかを示すことはできない。私達は国家に対してだけでなく，他の共同体 ― 大学，

企業，教会，クラブなど ― に対しても，タミルのいう帰属感，一体感を感じるとともに，自己

の属する共同体が，一般的，普遍的道徳に従って行為しているかどうかを判断している。その限

りにおいては，国家共同体と他の共同体の間には何の相違もないのである。

　しかし双方の共同体の間には決定的な相違もある。もしも国家以外の共同体の構成員が，自ら

の属する共同体が普遍的道徳に反して行為していると考えた場合，その共同体に従う義務を拒否

し，その拒否の姿勢が受け入れられないなら，その共同体の構成員であることをやめる，といっ

た事態も起こり得る。しかし同様な事態は，国家共同体に関しては，他の共同体の場合ほど頻繁

には生じない。国家の制定する法律や政策に対して，私達はタミルの言が示唆するほど自由に，

従うか否かを決定することはできないのである。国家共同体に対して，他の共同体に対するのと

同様な選択の自由を行使し得ない以上，私達は国家に止まった上で，不正であり，不道徳である
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と自らが判断する法律や政策に対しても従わざるを得なくなるのである。

Ⅵ　国家共同体の性格

　上述のナスバウムやハバーマスのような自由主義的国家論にも，またサンデルやタミルのよう

な共同体重視論にも，共通に認められる問題点が二つある。一つは，こうした諸理論では，主権

の位置づけが不明確であることである。もう一つは，当然それと関連したものであるが，主権を

及ぼすことによって守ろうとする社会，すなわち国家共同体の性格が，十分に解明されていない

ことである。最初の問題から考えてみることにしよう。ナスバウムやハバーマスのように自由主

義的思考のみによって国家を捉えようとすると，国家は任意の結社と同質のものとみなされ，任

意の結社がそうであるように，主権は不要なものとなる。国家への加入とそこからの退出が，基

本的に他の団体と同様自由であるべきものなら，国家に主権を帰属させる必要もなくなることに

なる。またタミルのように，共同体を重視しながらも，国家という共同体の特質を摘出しないの

であれば，主権の所持を国家の特質とみる理由も当然なくなってしまう。

　サンデルは主権の必要は認めている。しかし主権は国家だけが独占すべきものではなく，国家

の上にも下にも分散すべきものと主張した。この見解は果たして妥当なものといえるのであろう

か。前述の通り，主権とは国家の意思決定権（意思形成権と意思執行権）を意味する。そしてこ

の権力を担保するために，国家には警察とか軍隊といった物理的強制力の独占が認められた。国

家とは正当な物理的暴力行使の独占を要求する人間共同体である35），という有名なM・ヴェー

バーの定義も，国家が主権を所持しているという前提の下でなされたものであることはいうまで

もない。この定義に則していえば，国家主権の分散とは，国家の独占している物理的強制力を国

家以外の団体にも分散することを意味する。しかしそれは国家分裂の（あるいはそれを招来す

る）状態に他ならないのであるから，こうした状態の下では，サンデルの重視する自己統治は不

可能となる。サンデルのいう国家主権の分散とは，正確にいえば，国家の意思形成権の多様化で

ある。つまり国家は自らの中央議会で決定していない事柄であっても，自らの意思として必要な

ら物理的強制力を用いてでも執行しなければならない状態に置かれている，ということである。

　次に国家が主権を置くことによって守ろうとする社会，すなわち国家共同体とはどのような性

格を持つものであろうか。20世紀イギリスの政治哲学者 B・ボーザンケトは，「効果的な自己統

治に必要な経験の統一と両立できる最も広い領域」36） が国家（本稿の表現を用いれば国家共同

体）であるといった。効果的な自己統治，すなわち意味のある自己統治を行うためには，単に

個々の経験を積み重ねることよりも，経験を統一して自己のなかに取り込み，自己のために活か

すことができなくてはならない。それを許容する最も広い領域が国家共同体である。ボーザンケ

トが言おうとしているのはそういうことである。現代の大多数の人々にとっても，国家共同体と

はボーザンケトがここで提示しているような意味を持つものであろう。すなわち殆どの人は，国

家共同体という領域を前提として自らの生活を設計し，自らの活動を意味あるものにしようとす
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る。国家が物理的強制力を用いてでもこの領域を守ろうとするのは，それがこのような意味を持

つものだからである。

　このような国家共同体を世界共同体にまで拡大し得ないのはもちろん，欧州連合のような地域

にすら及ぼし得ないのが，今日人類が置かれている状況である。確かにハバーマスの説く自由主

義的な政治文化であれば，世界的規模でその正当性を認識することができるかもしれない。そし

て私達が認識通りに行動できる能力を持っているなら，世界政府が出現していてもおかしくはな

い。しかしそうはならないのは，私達は必ずしも認識通りに行動できないからである。前述の

ボーザンケトが，ヒューマニティーに基づく全人類的な共同体は，人間の頭のなかで作られた可

能性として存在するに過ぎず，人間の根源的な忠誠心は，そうした共同体に対してよりも，一定

のまとまりと質を備えた国家に向けられる37），と述べているのも，人間の認識能力と実践能力の

相違を指摘したものと解することができる。人間の実践能力に忠実である限り，主権は一定のま

とまりと質を備えた国家共同体の維持に向けられることになるのである。

　国家共同体は，こうした実践能力を共有する人達によって構成される集団である。また，実践

能力を共有するところに生み出されるのが文化であると考えるなら，国家共同体とは特定の文化

を基盤とする人間集団である，ということもできる38）。こうした集団がハバーマスのいう自由主

義的な政治文化を有するということは大切なことである。しかしいくらそうした政治文化によっ

て統治しようとも，他の文化を受け入れることによって，一定のまとまりと質を備えた自分達の

国家共同体を弱体化し，崩壊させることは避けなくてはならない。そのために行使され，国家共

同体の保持に努めるのが主権の役割である。そういう場合に認識しておかなくてはならないこと

は，国家主権の行使と自由主義的政治文化の保持はそれぞれ独自の価値を持つものであり，両者

は必ずしも常に結びつくものではない，ということである。すなわち国家共同体の秩序を維持す

るためには，人の自由な移動，物の自由な取引といった，自由主義的政治文化の要請を一時抑止

することも必要になるのである。

　前述の通り，選択の自由の局限された国家共同体に留まる限り，私達は時に自分達の好まない

法律や政策にも従わなければならない事態が出来する。これはやむを得ないことであり，いくら

自由主義的政治文化のなかにあろうとも，それらに従わない自由を行使することはできない。国

家共同体の一体的保持ということは，自由主義的な政治文化の保持に優るとも劣らない重要性を

持つものである以上，これは当然のことである。しかし自由主義的政治文化の下で生きている限

り，自分は支持しないけれども，多数が支持することによって成立した法律や政策に対して，絶

えず異を唱え，その改変を主張して行くことはできる。つまり，ある法律に従いつつも，当の法

律の改正を主張する自由は，全ての人に保障されているのである。国家共同体という選択の自由

の局限された共同体に住む人々に対し，自由主義的な政治文化はそのような形で代償を提供して

いるのである。
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0．はじめに

　古代の人々が自然界を構成すると考えた基本要素である地・水・火・空気の四大は，古今，洋

の東西を問わず人間が生きていく上において基本的なものであり，必要不可欠なものである。古

ロマン諸語における語の有縁性と比喩表現について（4）－1
― ロマン諸語（フランス語，イタリア語，ルーマニア語，スペイン語，

ポルトガル語）と日本語の故事，諺，成句にみられる四大
（地・水・火・空気）による比喩表現を中心として ―

小　倉　博　史

〈Résumé〉
  La terre, c’est un lieu où l’on enterre. En français, «être sous six pieds de terre signifie 

«être mort», en espagnol, etar comiendo la tierra （= être mangeant la terre）. en porugais, 

descer a terra （= descendre à terre） signifie «mourrir». La terre étant associée à un lieu bas, 

où l’on met quelqu’un pour le cacher ou le rabais ser. Ainsi «plus bas que terre» signifie le 

mépris, «vou loir être à cent pieds sous terre» montre que l’on éprouve une grande honte 

mais «se taper le derrière par terre» indique de grands éclats de rire. «battare la terra» 
（battre la terre） a le mêne sens que l’expression roumaine «a face una cu pamînt» （= faire un 

avec la terre） soit «affaiblir, détruire».
  Pour dire que quelqu’un ou quelque chose disparaît ［apparaît］ brusquement, un 

Espagnol utilisera l’expression «tragarsele a uno la terra» （= avaler la terre） alors qu’un 

Roumain dira «a iesi din pamînt»（= sortir de la terre） pour une appa rition soudaine. Le 

proverbe «La goutte creuse la pierre» se retrouve dans toutes les langues romanes avec la 

même signification: Il n’est pire eau que l’ eau qui dort. «Il faut se méfier des gens d’

apparence». Ce qui est «à l’eau de rose» est insipide pour un Français, une apparence pour 

un Italien et une flatterie pour un Espagnol. Dans l’expression «avoir l’eau à la bouche», l’eau 

est la métonymie de la salive: on salive d’envie. «pêcher en eau trouble» autrement dit tirer 

avantage d’une situation trouble se retrouve également dans toutes les langues romanes 

excepté le roumain. Lorsqu’un Français «se jette à l’eau», il prend une décision brusque alors 

qu’un Espagnol, avec la même expres sion «ose, risque quelquechose». «l’acqua alla gola» 
（= l’eau à la gorge） indi- que qu’un Italien se trouve dans un état alarmant. «estar con el agua 

al cuello» （= être avec de l’eau jusqu’au cou） montre l’immobilité chez un Espagnol. Lorsque 

«Les eaux sont basses» pour un Français, sa situation financière est mauvaise. Si un Français 

ou un Espagnol «porte de l’eau à la rivière （à la mer） un Italien «bat l’eau avec un mortier» 
（pestare l’acqua nel mortaio）, un Portuga is «porte de l’eau avec un panier»（carregar agua 

en cesto （peneira）, chacun d’entre eux fait un don inutile.
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代インドにおいては，「個我」を意味するアートマンはインド哲学における最も重要な概念の一

つであり，「気息」「生命」「自身」などを意味する精神的原理として考えられていたのに対して，

四大は一切の物質的原理として考えられていた。四大の中で，とりわけ水と火は文明の発達には

なくてはならない重要な要素である。前者の場合は，世界の四大文明発祥の地であるエジプト，

メソポタミア，インド，中国に，それぞれナイル，チグリス，ユーフラテス，インダス，黄河と

いう大河が存在し，水が運搬や作物の生産に大いに役立ったこと，後者の場合は，火の起源の神

話が世界各地に数多く存在し，火の使用が生活の向上に大いに寄与したこと，などからも明らか

である。そこで，本稿では，西欧と日本の四大と人間との関わりについて考察すると共にロマン

諸語間の共通点と相違点について論じる。

1‒1．terre・地

四大 種類 表現 意味 転義

terre 隠喩
空中

entre ciel et terre　R　S 1） （空と大地の間→）空中
に，宙に

陸地，土，土
壌，地方，地
球，世界隠喩

死
être sous six pieds de 
terre = avoir six pieds de 
terre sur la terre　S

（地面の 6フィート下に
いる→）死んでいる

隠喩
倒れる

mesurer la terre （地面を測る→）ばった
り倒れる

隠喩
蔑む

mettre qn. plus bas que
terre　R

（人を地面より低く置く
→）蔑む

隠喩
浮いている
ようだ

ne pas toucher terre （地面に触れない→）足
が地に付かない

隠喩
真っ暗

On ne voit ni le ciel ni le 
ciel ni la terre

（空も大地も見えない
→）真っ暗である，何も
見えない

隠喩
背が立たな
い

perdre la terre　R （地面を失う→）［水中
で］背が立たなくなる

隠喩
焦土作戦

politique de la terre brûlée　
R　S

（敵軍に利用されないよ
う，自らの施設などを焼
き払う戦術→）焦土作戦

隠喩
悲嘆にくれ
る

porter le diable en terre （悪魔を埋葬する→）悲
嘆にくれている

隠喩
離農，死亡

quitter la terre （地面を離れる→）離農
する，死ぬ
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隠喩
ふさぎ込む

regarder à ［par］ terre =  
avoir les yeux fichés en 
terre

（地面越しに見る→）ふ
さぎこんでいる

隠喩
奔走する

remuer ciel et terre　R （空と大地を動かす→）
奔走する

隠喩
着陸する

reprendre terre （地面を再び手にする
→）着陸する

隠喩
笑い転げる

se taper le derrière par 
terre

（自分の後部で地面をた
たく→）笑い転げる，嘲
る

隠喩
恥ずかしい

vouloir être à cent pieds 
sous terre

（地下 100フィートのと
ころにいたい→）穴がっ
たら入りたい，汗顔の至
りだ

（ital.）
tèrra

隠喩
至る所

L’ho cercato per mare e per 
tèrra

（それを海と陸を探した
→）至る所それをし回っ
た

現世，世界，
大地，国土，
地面

隠喩
衰弱させる

buttare ［gettare, prostrare］ 
a tèrra

（地面に倒す→）衰弱さ
せる，陥れる

隠喩
元気をなく
す，零落す
る

essere a tèrra （地面にいる→）元気を
なくす，（経済的に零落
する

隠喩
出来の悪い

essere tèrra （地面である→）出来の
悪い，欠けている

隠喩
苦境に陥れ
る

mettere qucu. a～ 人を地面に置く→）人を
苦境に陥れる

（roum.）
pamînt

隠喩
破壊する

a face una cu pamînt （地面とともに一つにす
る→）破壊する，滅ぼす

陸地，地方，
国

A da la pamînt （地面の方へ引き渡す
→）破壊する，取りす

隠喩
現われる

a iesi ca din pamînt （地面から現われる→）
忽然と現われる

隠喩
必ず

din pamînt, din iarba verde （地面から，の芝生から
→）どんなことをしてで
も
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（esp.）
tierra

隠喩
尊厳のしる
し

besar la tierra （大地に接吻をする→）
（尊敬のしるしとして）
大地に口づけする，うつ
むきに倒れる

陸，地面，土
地，土壌，故
郷，地域，現
世，［電］アー
ス隠喩

深謝
besar la tierra que （＋ uno） 
pisa

（人の足元に接吻をする
→）人に深く感謝ている

隠喩
倒れる

caer por tierra （地面のあたりに倒れる
→）倒れる，（夢，期待
が消え去る

隠喩
覆す

echar a ［por］ tierra （地面の方へ放り投げる
→）（計画などを）覆す，
駄目にする

隠喩
謙る

echarse por teirra （地面に飛び込む→）謙
る

隠喩
至る所

en toda ［qualquier］ tierra 
de garbazos

（ヒヨコマメのあらゆる
土地で→）津々浦々で，
至る所で

隠喩
墓に入って
いる

estar comiendo ［mas-
cando］ la tierra

（地面を食べる［噛む］
→）とっくに墓に入って
いる

隠喩
足元がぐら
つく

fartarle （la） tierra （＋ uno 
debajo de los pies

（人の足元で地面が足り
ない→）（人の）足元ぐ
らつく

隠喩
身を隠す

poner tierra por medio （中央に地面を置く→）
身を隠す

隠喩
乗り損ねる

quedarse en tierra （地面に居残る→）乗り
損ねる

隠喩
苦労して手
に入れる

sacar （＋ algo） de debajo 
de la tierra

（物を地面の下から取り
出す→）（何かを）苦労
して手に入れる

隠喩
恥ずかしい

Tragame, tierra! （飲み込みなさい→）穴
があったら入りたい

隠喩
姿を消す

tragarsele a （＋ uno） la 
tierra

（地面に人を飲み込む
→）人が忽然と姿を消す

隠喩
倒れる

venires ［irse］ a tierra （地面に帰ってくる［行
く］→）倒れる，駄目に
なる
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（port.）
terra

隠喩
取り壊す

ditar por terra （地面のあたりに横たえ
る→）取り壊す

地面，土壌，
陸，散り，故
郷，集落，住
民，世間，所
有地，空き地，
粘土，現世

隠喩
死ぬ

descer à terra （地面に下がる→）死ぬ

隠喩
逃げる

largar terra para favas （ソラマメ用に土地を譲
る→）逃げる

隠喩
中立地帯

terra de ninguém （誰もいない土地→）中
立地帯，誰もが干渉し口
出しするような状況（問
題）

　フランス語，スペイン語，ポルトガル語では，土地　埋葬する場所であることから，フランス

語では地面の 6フィート下にいる，スペイン語では地面を食べる［噛む］から，ポルトガル語で

は地面に落ちることから，それぞれ死んでいる，とっくに死んでいる，死ぬの意。フランス語で

は，空と大地の間から空中，地面に触れないから足が地につかない，地面を離れるから離農する

の意，地面は低い，隠れる場所という連想から，地面より低く置くで，蔑むの意。地面越しに見

る，つまり俯いている姿勢を連想することからふさぎ込んでいる，地下 100フィートくらいの所

に居たいから穴があったら入りたい，自分の背部で地面をたたくというのは笑い転げる様子を連

想しているのであろう。フランス語とイタリア語では，空と地や海と陸を動かす［探す］から奔

走するの意。イタリア語，ルーマニア語では，地面に倒す［～と一つになる：～に引き渡す］か

ら，破壊するの意，ルーマニア語では地面から現われる，スペイン語では人を地面に飲み込むか

ら前者は忽然と現われる，後者は忽然と姿を消すの意。スペイン語では地面に接吻するから尊敬

や深謝のしるし，地面に飛び込むことから謙るの意。ポルトガル語では，地面に横たえるから取

り壊すの意，誰もいない土地から中立地帯の意。

1‒2．terre・地による比喩表現の要因

特性 連想 諺 その他

フランス語 8 7

イタリア語 1 4

ルーマニア語 2 2

スペイン語 7 7

ポルトガル語 2 2
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2‒1．eau・水

四大 種類 表現 意味 転義

eau 隠喩
感傷的な

à l’eau de rose　R （バラの水で→）（作品
などが）感傷的な，

飲料水，生活
用水，海［川，
湖］の水，雨，
液，体液，煮
汁，果汁，純
度

隠喩
便宜を図る

apporter ［amener, porter, 
faire venir］ d’eau au moulin 
de qn.　R

（人の水車に水を引く
→）…に便宜を図る

隠喩
無益な行動

apporter ［porter］ de l’eau à 
la rivière ［à la mer］　R　S

（川へ［海へ］水を運ぶ
→）無益なことをする

隠喩
成行にまか
せる

au fil de l’eau （川の糸に→）水の流れ
のままに

隠喩
欲望

avoir l’eau à la bouche　
R　S

（口元によだれを持つ
→）欲しくてたまらない

隠喩
不景気

basses eaux　R　S （最低水位→）不景気

隠喩
無駄骨を折
る

battre l’eau （avec un bâ-
ton）2）　R　S

（棒で水を打つ→）無駄
骨を折る

隠喩
ひどい味

C’est de l’eau de vaisselle　
S

（これは食器を洗った水
だ→）ひどい味だ

隠喩
糠に釘

C’est un coup d’épée dans  
l’eau.　R　S

（水の中の剣の一撃だ
→）焼け石に水だ，無駄
なことだ

隠喩
適切な値段
で

dans ces eaux-là　R （これぐらいの水位で
→）これぐらいの値段で

隠喩
同類の

de la même eau　R （同じ水の→）（軽蔑し
て）同類の

隠喩
純度が最高
の

de la plus belle eau　R　S （最もきれいな水で→）
純度が最高の，（悪い意
味で）（人が）並外れた

隠喩
空約束

eau bénite de cour　R （宮廷の聖水→）空約束，
おべっか

隠喩
どっちつか
ず

entre deux eaux （二つの水の間で→）選
択を避けて，どっちつか
ずで

隠喩
失敗

être ［tomber］ à l’eau　R （水に落ちる→）失敗す
る
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隠喩
一目瞭然

être clair comme de l’eau 
de roche　R　S

（岩清水のように澄んで
いる→）一目瞭然である

直喩
正反対

être comme l’eau et le feu　
R　S

（水と火のようである
→）性格がまったく反対
である

隠喩
親密な関係

être ［se tenir, nager, 
naviguer］ dans les eaux de 
qn.　R　S

（人の水の中にいる→）
と意見を同じくする，癒
着している

隠喩
等価

être dans les même eaux　
R　S

（同じ水の中にいる→）
相等しい，等価である

直喩
生き生きと
している

être （heureux） comme un 
poisson dans l’eau　R　S

（水の中の魚のようだ
→）水を得た魚のようだ

隠喩
失望する

être ［rester］ le bec dans  
l’eau　R

（くちばしを水につけて
いる，くちばしを水につ
けて魚を待っている姿か
ら→）失望する，おあず
けの状態である

隠喩
浸水する

faire eau　R （水にする→）浸水する，
危機に瀕している

隠喩
容易

faire qc. comme si l’on 
buvait un verre d’eau　S

（コップ一杯の水を飲む
ように～をする→）やす
やすと～する

隠喩
成行にまか
せる

Il faut laisser couler l’eau　
R

（水を流れるままにしな
ければならない→）物事
を成行に任せなければな
らない

諺 Il n’est pire eau que l’eau 
qui dort 3）　R　S

（よどんだ水ほど悪い水
はない→）表面の穏やか
な人間こそ油断ならぬ

L’eau va à la rivière 4）　
R　S

（水は川に流れて行く
→）金は金持に集まる

隠喩
前途有縁だ

Il passera ［coulera］ de  
l’eau ［beaucoup d’eau］ 
sous les ponts avant que  
＋ subj.　R　S

（～するまでに橋の下を
たくさんの水が流れるだ
ろう→）～するまでにま
だまだ時間がかかるだろ
う

隠喩
一触即発

Il y a de l’eau dans le gaz.　
R

（ガスの中に水がある
→）一触即発の状態であ
る
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隠喩
財布が空

Les eaux sont basses 5）　R　
S

（水位が低い→）財政が
逼迫している，財布が空
である

隠喩
新米の

marin d’eau douce （甘水の水夫→）新米の
水夫

隠喩
控え目にな
る

mettre de l’eau dans son 
vin 6）　R　S

（ワインを水で割る→）
（要求，態度を）和らげ
る，控え目になる

隠喩
愚直

ne pas savoir troubler l’eau （水を濁すことも出来な
い→）才覚がない，愚直
である

隠喩
漁夫の利を
得る

pêcher en eau trouble （濁り水で魚を捕る→）
漁夫の利を得る

隠喩
返り咲く

revenir ［remonter］ sur  
l’eau　R　S

（水面に再び浮上する
→）返り咲く，再来する

隠喩
決断する

se jeter ［se lancer］ à l’eau　
R　S

（水に飛び込む→）思い
切った決断をする

隠喩
災難

se jeter ［se mettre］ à l’eau 
de peur de la pluie

（雨を恐れて飛び込む
→）小難を恐れて大難を
招く

隠喩
うろたえる

se noyer dans un verre  
d’eau ［une goutte d’eau］

（コップの水［一杯の
水］の中で溺れる→）な
んでもないことにおろお
ろする

隠喩
愚直

ne pas savoir troubler l’eau （水を濁すことも出来な
い→）才覚がない，愚直
である

ことわざ 7） La goutte creuse la pierre （水滴が石に穴を開ける
→）点滴石を穿つ

隠喩
返り咲く

revenir ［remonter］sur l’eau　
R　S

（水面に再び浮上する
→）返り咲く，再来する

隠喩
決断する

se jeter ［se lancer］ à　R　
S　l’eau

（水に飛び込む→）思い
切った決断をする

引喩
何たる水

Que d’eau! Que d’eau! 何たる水，何たる水！
（1875年大洪水に見舞わ
れた Toulouseを訪れた
宰 相 Mac-Mahon の 言
葉：物の多さに驚いたと
きに使う）
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隠喩
入念な調査

tâter l’eau （水を手で探る→）慎重
に情報を集める

（ital.）
àcqua

隠喩
逼迫

l’àcqua alla gola （喉元に水→）逼迫する （河川，海な
どの）水，雨，
液体，純度

隠喩
つまづく

affogare in un bicchier  
d’àcqua

（一杯の水に溺れる→）
些細なことにつまづく

隠喩
無駄な努力

pestare l’àcqua nel mortaio （乳鉢の水をたたく→）
無駄な努力をする

fare un buco d’àcqua （水の中に穴を作る→）
無駄骨を折る

隠喩
うわべの小
言

Un rimprovero all’àcqua di 
rose

（バラの水の小言→）う
わべだけの小言

隠喩
不景気

navigare ［trovarsi］ in 
cattive àccque

（危険な水の中で航海す
る［いる］→不景気であ
る，苦しい状態にある

隠喩
我田引水

tirare l’àcqua al proporio 
mulino

（自分の田に水を引く
→）自分の利益を図る

隠喩
済んだこと
だ

E àcqua passata （それは流れ去った水だ
→）済んだことだ

諺 Acqua passata non machina 
più

（流れ去った水はもう粉
を挽かない→）覆水盆に
返らず

ことわざ A goccia a goccia s’incava la 
pietra

（連続した水滴が石に穴
を開ける→）点滴石を穿
つ

隠喩
内密に

lavorare sott’àcqua （水面下で働く→）内密
に行動する

（roum.）
apa

隠喩
気勢が上が
らない

a nu fi în apele sale （塩水の中にいない→）
気勢が上がらない，沈ん
でいる

隠喩
や た ら に
しゃべる

a bate apa in piua （臼のなかで水を打つ
→）やたらにしゃべる

隠喩
なくなる

se duce pe apa sîmbetei （土曜日に水を運ぶ→）
消えてしまう，なくなる

隠喩
苦境に陥る

a întra apa （水に入る→）苦境に陥
る
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隠喩
好転する

a-i veni cuiva apa la moara （水が水車に届きそうだ
→）情勢が好転する

ことわざ Apele line sunt amagitoare （静かな水はあてになら
ない→）静かな水は最も
危険である

Picatura mica gaureste 
piatra tare

（少量の水滴が固い石の
穴を開ける→）点滴石を
穿つ

（esp.）
agua

隠喩
下流

agua（s） abajo （水を下って→）下流に 液体，涙，汗，
尿，唾液，雨
水，潮の干満，
鉱泉，屋根の
斜面，（宝石
の）透明度，
浸水箇所

隠喩
上流

agua（s） arriba （水を上って→）上流に，
強引に

頭上に注意 Agua va! （水が行くぞ→）頭上に
注意（昔，建物の窓から
水や汚物を表の通りに捨
てた時の掛け声から）

諺 Algo tendra el agua cuando 
la bendicen

なんにでもどこかしら良
いところがある

Agua passada no mueve 
molino

（流れてしまった水は水
車を回さない→）覆水盆
に返らず

Nadie diga ［No digas］ de 
este agua no bére.

（私はこの水を飲まない
とは誰も言わないだろう
→）断定的に物を言って
はならない

Del agua mansa me libre 
Dios,que de la brava me 
guardarèyo ［me libro yo］

（静かな流れは底が深い
→）表面穏やかな人ほど
腹の底では何を考えてい
るか分からない

ことわざ Continua gotera cava la 
piedra.

（連続した水滴は石に穴
を開ける→）点滴石を穿
つ

隠喩
殺す

darle agua a （＋ uno） （人に水を与える→）人
を殺す，処刑する

隠喩
叱る

echarle agua arriba a  
（＋ uno）

（人に上流の水をかける
→）人をこっぴどく叱る

隠喩
無駄なこと
をする

echar agua en el mar （海に水を投げる→）無
駄なことをする
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隠喩
洗礼を施す

echarle el agua a （＋ uno） （人に水をかける→）人
に洗礼を施す

隠喩
決断する

echarse al agua （水に飛び込む→）あえ
て危険を冒す

隠喩
一生懸命

echar toda el agua al 
molino

（すべての水を風車に流
す→）一生懸命に努力す
る

隠喩
動きがとれ
ない

estar con el agua al cuello （首まで水の中にいる
→）動きが取れない

隠喩
浪費

gastar dinero como agua （お金を水のように使う
→）湯水のごとく金を使
う

隠喩
楽々と仕事
をこなす

hacer （＋ algo） como agua （～を水のようにこなす
→）楽々と仕事をこなす

隠喩
怒る

estar como agua para 
chocolate

（チョコレートのわりに
は水のようだ→）かんか
んに怒っている

隠喩
柔らかい

hacerse （una） agua en la 
boca

（口の中では水のように
なる→）舌にとろけるほ
ど柔らかい

隠喩
舌なめずり
する

hacersele a （＋ uno） （una） 
agua la boca

（口元によだれが作られ
る→）舌なめずりする

隠喩
失敗する

irse al agua （水に滑り落ちる→）失
敗する

隠喩
我田引水

llevar el agua a SU molino （自分の風車に水を引く
→）自分の利益ばかりを
図る

隠喩
天気が崩れ
る

meterse en agua el tiempo （天気に水が入る→）天
気が崩れる

隠喩
言い寄る

mover el agua a una mujer （女性に水を移す→）言
い寄る

隠喩
無能

no hallar agua en la mar （海で水を見つけられな
い→）無能［不器用］で
ある
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隠喩
うまいこと
をする

pescar en agua turbia （濁った水の中で釣る
→）どさくさに紛れてう
まいことをする

隠喩
がめつい

sacar agua de las piedras （石ころの中から水を取
り出す→）どんな物でも
徹底的に利用する

隠喩
台無し

ser como agua por San Juan （サンファンにとって水
のようなものだ→）台無
しである，有り難くない

隠喩
元通り

volver las aguas por donde 
solianir

（？→）（物事が）元通
りになる，元の鞘に収ま
る

隠喩
へつらう

bailarle a （＋ uno） el agua 
de rosas

（人のバラの水で踊る
→）人におべっかを使う

隠喩
楽観的

banarse en agua de rosas （バラの水の中で水浴び
する→）物事を楽観的に
見る

（port.）
agua

隠喩
粗食

a pao e agua （パンと水で→）非常に
粗食で

雨，（人間の
分泌する）水
分，果汁，薄
いスープ，液，
透明度，（屋
根，廂の）斜
面，酩酊，鉱
水，ウェーヴ，
外観，航跡

隠喩
すべてを失
う

afogarse en pouca agua （少しの水で溺れる→）
つまらないことで参る

隠喩
食事療法

agua e sal （水と塩→）厳しい食事
療法

諺 Agua mole em pedra dura, 
tantoda ［bate］ até que fura

点滴岩をも穿つ，得やす
いものは失いやすい

Aguas passadas nao movem 
moinho

（すぎさった水は水車を
動かさない→）覆水盆に
返らず

ことわざ agua silenciosa é mais 
peligrosa

（静かな水はもっと危険
だ→）賢人は黙して語ら
ず

A continua goteira deixa 
sinal na pedra

（絶えず滴り落ちる水は，
石にさえ穴を開ける→）
点滴石を穿つ

隠喩
他人の利益
のために働
く

aquentar agua para o mate 
dos outoros

（他人のマテ茶のために
水を温める→）他人の利
益のために働く
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隠喩
陰口を言う

beber agua nas orelhas dos 
outros

（他人の耳の中で水を飲
む→）いつもこそこそ陰
口を言う

隠喩
無駄な努力

carregar agua em cesto 
（peneira）

（かご・ふるいで水を運
ぶ→）無駄な努力をする

隠喩
解決を引き
延ばす

cozinhar em agua fria （冷たい水の中で煮る
→）解決を引き延ばす

隠喩
困難をひき
おこす

dar agua pela barba （顎ひげに水を与える
→）困難を引き起こす

隠喩
失敗する

dar em agua de barrela （灰汁の水の中に入れる
→）水泡に帰す，失敗す
る

ficar em aguas de baclhau （タラの水の中に留まる
→）失敗する

隠喩
経験の浅い

de agua doce （甘い水の→）経験の浅
い

隠喩
無駄な努力

enfiar agua no espeto （水に串を刺す→）無駄
な努力をする，時間を浪
費する

隠喩
汗びっしょ
り

estar num lago de agua （池の中にいる→）汗
びっしょりである

隠喩
怒りっぽい

ferver em pouca agua （少しの水で沸騰する
→）怒りっぽい

隠喩
余計なこと

lancer ［jogar］ agua no mar （海に水を投げ入れる
→）余計なことをする

隠喩
我田引水

levar agua ao seu moinho （自分の水車小屋に水を
導く→）望むことを達成
する

隠喩
下心を持つ

levar ［trazer］ agua no bico （嘴に水を運ぶ→）何か
たくらみがある，下心を
持つ

隠喩
恩知らず

sujar agua que bebe （水を飲むより水を汚す
→）忘恩行為をする

　ロマン諸語に共通の諺としては静かな水の流れは底が深いから，表面穏やかな人は腹の底では

何を考えているか分からない危険な人である，水滴が石に穴を開けるから点滴石を穿つ。ルーマ

ニア語を除くロマン諸語では，自分の田［風車］に水を引く，他人の風車に水を引くから自分の
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利益を図る，他人の利益を図るの意。覆水盆に返らずの諺ではイタリア語は流れ去った水は粉を

挽かない，スペイン語とポルトガル語では流れ去った水は風車を回さないの表現である。無駄な

努力をするの意では，フランス語では棒で水を打つ，水の中の剣の一撃，イタリア語では乳鉢の

水をたたく，水の中に穴を作る，スペイン語ではざるで水をすくう，海に水を投げる，ポルトガ

ル語ではかごで水を運ぶ，水に串を刺すなどである。バラの水で，フランス語では感傷的な，イ

タリア語ではうわべだけの，スペイン語では楽観的なの意である。フランス語とスペイン語では

口元に水，つまりよだれの métonymie（換喩）で，前者は欲しくてたまらない，後者は舌なめ

ずりするの意でほぼ同じである。フランス語とスペイン語では濁り水で魚を捕るから前者は漁夫

の利を得る，後者はどさくさに紛れてうまいことをするの意。水に飛び込むことから前者は思い

切った決断をする，後者はあえて危険を冒すの意で類似している。喉元に水［首まで水の中にい

る］から前者はイタリア語で逼迫するの意，後者はスペイン語で動きが取れないの意。フランス

語だけにみられるものとしては，最低水位から不景気，水位が低いから財布が空であるの意。ワ

インを水で割るから控え目になる，水を濁すことも出来ないから才覚がないの意。水面に再び浮

上するから返り咲くの意。水と火のようであるから正反対の意，イタリア語だけにみられるもの

としては，一滴の水に溺れるから些細なことにつまずくの意。危険な水の中で航海するから不景

気であるの意。水面下で動くから内密に行動するの意，流れ去った水から済んだことの意。ルー

マニア語だけにみられるものとしては，海水の中にいないから気勢が上がらないの意。水に入る

から苦境に陥る，臼の中の水をたたくからやたらにしゃべるの意。スペイン語だけにみられるも

のとしては，昔，建物の窓から水や汚物を通りに捨てたときの掛け声「水が行くぞ」から頭上に

注意，人の水の前で踊るからおべっかを使う，人に水を与えるから人を殺す，人に上流の水をか

けるから人をこっぴどく叱る，人に水をかけるから人に洗礼を施す，お金を水のように使うから

湯水のごとくお金を使うの意，ポルトガル語だけにみられるものとしては，水とパンでから非常

に粗食での意，少しの水で溺れるからつまらないことで参るの意，水と塩から厳しい食事療法の

意，冷たい水の中で煮るから解決を引き延ばすの意。水は人間が生きていく上において基本的な

ものであることから，ルーマニア語を除くロマン諸語において表現は多様である。

2‒2．eau・水による比喩表現の要因

特性
諺

（ことわざ）
連想

引用
（風習）

その他 合計 R　 S　

フランス語 2（1） 40 42（1） R 30 S 20

イタリア語 1（1）  9 10（1）

ルーマニア語 （2） 3 2 5（2）

スペイン語 3 4（1） 17 1 5 30（1）

ポルトガル語 2 2（2） 12 6 22（1）
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注

1） 表現の用例は「小学館ロベール仏和大辞典」からによるものであるが，同辞典と同種の表現が
「ロワイヤル仏和中辞典」及び「新スタンダード仏和辞典」にある場合には前者を R ，後者を 

Sと記すことにする。
2） 16～17世紀に良く用いられていた表現である。
3） 1世紀のローマの歴史家クルティフス・ルフスの言葉に «Altissima （quaeque） flumina minimo 

sono labuntur»（すべてのはなはだ深き河ははなはだ少なき音をもて流る）とあることからも，
このことわざは古代の作家に源を仰いでいることが分かる。（渡辺高明他編：「フランス語こと
わざ辞典」，p. 102）

4） 山に降った水は低いところと山肌を流れて行く。これを常に繰り返すうちには自然に水道（み
ずみち）ができ，水がおのずからそこに集まる。これと金持が金をためるのは同じだというわ
け。また，この諺は高い地位にあるものがその広い影響力によって，容易に名誉や快楽を手に
入れるという意味も含んでいる。（田辺貞之助：「フランス故事ことわざ辞典」，p. 44）

5） 財布がほとんど空のことをいう。水が低い，つまり引き潮のときには魚がとれないと一般に考
えられているからである。（上掲書，p. 45）

6） ギリシアの哲学者や歴史家たちは，ぶどう酒を水で薄めることを思いついた時，皆がどれほど
驚嘆したかを語り伝えている。酒に酔って目にあまる犯罪を犯す者が多く出たところから，こ
の発見は彼らの目をみはらせたものらしい。それを思いついたのはバッカス神自身であり，何
人かの偉大な人物たちによって，実行に移されたと言い伝えられている。（渡辺高明他編：前
掲書，p. 102）

7） ことわざの項の表現は，伊藤太吾著「ロマンス語ことわざ辞典」からのものである。
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1．Objets d’études et méthodes d’analyse

1.1 Objectif

  La France et le Japon sont liés historiquement par une longue relation diplomatique concrétisée 

par la célébration du 150e anniversaire de la relation diplomatique en 2008. Nous disposons de 

nombreux discours et des images sur chaque pays et dans plusieurs domaines （littérature, théâtre, 

art, cinéma, politique . . .） depuis plusieurs siècles et selon l’époque. Or, « Quels stéréotypes sont 

construits dans les médias d’aujourd’hui ? », « Comment les médias contribuent-ils à la construction 

des stéréotypes ? » À partir de ces problématiques, nous nous intéressons à l’état des lieux et au 

mécanisme de la construction de stéréotypes actuels. Cet article a ainsi pour but d’observer l’image 

du soi （autostéréotypes） et l’image de l’autre （hétérostéréotypes） chez les Français et les Japonais 

à travers l’analyse discursive des articles sur le « syndrome de Paris ». Ces articles parlent souvent 

des caractéristiques et des stéréotypes des peuples français et japonais et en font souvent une 

comparaison. Nous analyserons donc les stéréotypes qui se sont construits en nous appuyant sur la 

méthodologie de l’analyse du discours1）.

1.2 « Syndrome de Paris »

  Le « syndrome de Paris » est une maladie psychologique chez les Japonais qui viennent en 

France, nommée en 1991 par le Dr Ota, japonais qui réside en France et travaille en collaboration 

avec l’ambassade du Japon en France2）. Certains médecins disent que ce syndrome se manifeste 

chez ceux qui n’ont pas la capacité de s’adapter à la France à cause d’un choc issu de la 

confrontation entre deux cultures et d’autres disent que c’est plutôt à cause du décalage entre le 

Stéréotypes du soi-même et de l’autre en France et au Japon :
analyse des articles sur le « syndrome de Paris » （1）

Kumiko ISHIMARU

〈要約〉
　2008年に交流 150年を祝った日本とフランス。その歴史を経て，今日，それぞれの国
民は互いをどのように見ているのであろうか。本稿では，「パリ症候群」に関する記事を
用いて，日本とフランスにおける自己・他者像，ステレオタイプを構築するメディア言説
のメカニズムを言説分析の視点から考察したい。頁数の関係から，今回は分析の前半部
（記事 1～4）を取り上げる。
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Paris rêvé et le Paris réel.

1.3 Corpus

  Notre corpus est composé de 8 articles de la presse écrite française sur le « syndrome de 

Paris » qui sont parus sur une période de 16 ans entre 1991 et 2006, depuis l’apparition de ce 

syndrome jusqu’au dernier article apparu sur ce sujet. Nous n’avons malheureusement pas trouvé  

d’autres articles publiés dans la presse écrite française depuis l’année 2006, mais les cas de cette 

maladie sont toujours observés3） et ce sujet est traité dans plusieurs autres médias comme un 

article de blog du journal Le Monde4）, un article du journal américain The Atlantic5）, un roman6） ou 

un film7）. Nous n’avons pas analysé d’articles japonais sur ce syndrome, parce que les articles 

publiés dans les médias japonais sont peu nombreux et s’appuient souvent sur les articles français 

ou plutôt leur présentation en japonais.

1.4 Méthodes d’analyse

  Nous analyserons d’abord des articles et catégoriserons les stéréotypes （images） de la France 

et des Français et ceux du Japon et des Japonais, ainsi que ceux des patients du « syndrome de 

Paris » en fonction de la date de parution. Pour chaque article, nous élaborerons d’abord un tableau 

de l’image de soi et de l’image de l’autre entre ces deux nationalités, c’est-à-dire le croisement des 

regards et des images. Ensuite, nous y ajouterons des interprétations en observant des dispositifs 

énonciatifs de discours.

  Dans le « dispositif énonciatif », autrement dit l’« appareil énonciatif », nous pouvons observer 

quatre types de marques énonciatives :

  -  Élocutif : se définit par la présence des marques du Sujet énonciateur comme la définition de 

Charaudeau （1992, p. 575） : « l’élocutif se caractérise par le fait que le “ locuteur situe son 

propos par rapport à lui-même ” ».

  -  Allocutif : se définit par la présence des marques du Sujet destinataire comme « la personne à 

qui l’on s’adresse （deuxième personne） » （Charaudeau & Maingueneau （dir.） 2000, p. 354）.

  -  Délocutif : ne propose aucune marque du Sujet énonciateur ou du Sujet destinataire comme 

« la personne dont on parle （troisième personne） » （Charaudeau & Maingueneau （dir.） 

2000, p. 354）.

  -  Élocutif-allocutif : Sujet énonciateur et Sujet destinataire, c’est-à-dire la première personne 

plurielle （ajouté par Olga Galatanu8））
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2．Analyse discursive des articles

  Nous soulignerons des expressions qui portent des valeurs stéréotypées. Pour distinguer des 

discours rapportés, nous avons mis en italique des parties indiquant des énonciateurs.

Article 1 : « Le syndrome de Paris » par Claude Sarraute, Le Monde, le 31/10/1991

Image de la France
et des Français

Image du Japon
et des Japonais

Regard des
Français

Image de soi
Nos défenses naturelles devraient nous 
permettre de résister sans peine à  
l’invasion des fourmis jaunes porteuses 
du virus de la rage industrielle et de 
bouter le Japonais hors de France à  
l’appel enflammé d’Edith-la-Pucelle.

Sorti de sa fourmilière natale, en forme  
d’autocar, ce petit insecte grégaire résiste 
en effet très mal aux imprévisibles sautes  
d’humeur d’un climat pas très accueillant, 
faut bien le reconnaître.

Déjà qu’on les rend fous, les Nippons, 
suf fit de fourbir nos armes 
psychologiques pour les pousser à se 
jeter du haut de la tour Eiffel, le Nikon en 
bandoulière, ou de rentrer chez eux en 
avion sanitaire. Premier obstacle à ne pas 
lever, l’insurmontable barrière des 
langues.

Exemple : la place de l’Opéra ?

Autre façon très efficace de nourrir son 
délire de la persécution : ne pas le laisser 
finir ses phrases, l’interrompre 
grossièrement, l’obliger à prendre la 
queue, il n’a pas l’habitude, et lui aboyer 
férocement au nez chaque fois qu’il 
essaye pas de nous vendre, non, de nous 
acheter quelque chose.

Image de l’autre
Inutile de se faire vacciner contre la 
grippe asiatique.

Nos défenses naturelles devraient nous 
permettre de résister sans peine à  
l’invasion des fourmis jaunes porteuses 
du virus de la rage industrielle et de 
bouter le Japonais hors de France à  
l’appel enflammé d’Edith-la-Pucelle.

Sorti de sa fourmilière natale, en forme  
d’autocar, ce petit insecte grégaire résiste 
en effet très mal aux imprévisibles sautes  
d’humeur d’un climat pas très accueillant, 
faut bien le reconnaître.

Déjà qu’on les rend fous, les Nippons, 
suf fit de fourbir nos armes 
psychologiques pour les pousser à se 
jeter du haut de la tour Eiffel, le Nikon en 
bandoulière, ou de rentrer chez eux en 
avion sanitaire.

Écrasé pour avoir attendu, c’est la 
coutume dans son pays, que le feu passe 
au rouge avant de traverser et de se faire 
renverser par une bagnole qui, elle, l’aura 
allègrement grillé.

Autre façon très efficace de nourrir son 
délire de la persécution : ne pas le laisser 
finir ses phrases, l’interrompre 
grossièrement, l’obliger à prendre la 
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Enfin, dernier et excellent moyen de lui 
passer la camisole de force, un moyen 
tout bête, le caca de chien.

queue, il n’a pas l’habitude, et lui aboyer 
férocement au nez chaque fois qu’il 
essaye pas de nous vendre, non, de nous 
acheter quelque chose.

Enfin, dernier et excellent moyen de lui 
passer la camisole de force, un moyen 
tout bête, le caca de chien. Curieusement, 
il supporte pas. Ça le rend raide dingue.

Sur le « syndrome de Paris » et ses 
patients
Sorti de sa fourmilière natale, en forme  
d’autocar, ce petit insecte grégaire résiste 
en effet très mal aux imprévisibles sautes  
d’humeur d’un climat pas très accueillant, 
faut bien le reconnaître.

Déjà qu’on les rend fous, les Nippons, 
suf fit de fourbir nos armes 
psychologiques pour les pousser à se 
jeter du haut de la tour Eiffel, le Nikon en 
bandoulière, ou de rentrer chez eux en 
avion sanitaire.

Rendez la vôtre aussi hermétique et  
contradictoire que possible : leur esprit 
de logique n’y survivra pas.

Écrasé pour avoir attendu, . . .

Regard des
Japonais

Image de l’autre
Pas d’occurrence.

Image de soi
Pas d’occurrence.

Sur le « syndrome de Paris » et ses 
patients

Pas d’occurrence.

  C’est un article paru le 31 octobre 1991 dans le journal Le Monde qui est rédigé par Claude 

Sarraute, journaliste et écrivaine. Dans cet article, aucun stéréotype construit par les Japonais n’est 

apparu et nous pouvons donc observer seulement le regard par les Français. L’auteur utilise dans 

ce texte un ton très ironique et presque violent. Il parle également d’une façon familière （l’emploi 

de mots familiers comme « un psy », « dingue », etc.） et d’un ton moqueur en commençant par des 

phrases « Enfin, une bonne nouvelle ! Inutile de se faire vacciner contre la grippe asiatique. »

  Nous allons voir d’abord l’image de soi des Français, c’est-à-dire l’autostéréotype.
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  Selon Maingueneau （1998, p. 109 （édition de 2000））, « l’énonciation établit avec le lecteur un 

mode de communication qui est censé participer du monde évoqué par le texte. » Cet article 

commence par un énoncé impressionnant « Enfin, une bonne nouvelle ! Inutile de se faire vacciner 

contre la grippe asiatique. Nos défenses naturelles devraient nous permettre de résister sans peine 

à l’invasion . . . » et il accroche tout de suite son lecteur et l’implique dans le monde évoqué par ce 

texte. L’expression « l’appel enflammé d’Edith-la-Pucelle » est bien sûr une parodie de la Pucelle  

d’Orléans, Jeanne d’Arc qui a sauvé la France. Édith est Édith Cresson, premier ministre de la 

République à cette époque, en 1991. Elle est fameuse pour avoir assimilé les Japonais à des fourmis. 

Ce genre d’expression nécessite le savoir encyclopédique du lecteur et l’auteur du texte pense que le 

lecteur du journal Le Monde le possède. Le locuteur （le journaliste） dit que les « imprévisibles 

sautes d’humeur d’un climat pas très accueillant » sont le caractère des Français stéréotypé et 

ajoute qu’« on les rend fous, les Nippons ». L’auteur illustre ce caractère des Français comme : « nos 

armes psychologiques ». Et aussi, la langue française, « l’insurmontable barrière de langues » est un 

obstacle pour les Japonais. Avec la phrase « ne pas le laisser finir ses phrases, l’interrompre 

grossièrement, l’obliger à prendre la queue, . . . et lui aboyer férocement au nez », sous-entend que 

les Français ne laissent pas finir les phrases de leurs interlocuteurs, qu’ils les interrompent et qu’ils 

aboient à la face des Japonais quand ils parlent et lorsqu’ils font souvent la queue. Par ailleurs, des 

endroits touristiques stéréotypés comme « la tour Eiffel » ou « la place de l’Opéra » sont 

mentionnés. Et aussi un autre fameux stéréotype français, « caca de chien ».

  Du point de vue du dispositif énonciatif, le locuteur utilise souvent l’élocutif-allocutif, c’est-à-dire 

le locuteur et le destinataire （je ＋ tu/vous ＝ nous, on）. Le locuteur représente « l’énonciateur 

générique » （Maingueneau 1998, p. 125 （édition de 2000））, en d’autres termes l’ensemble des 

Français. « Nos défenses naturelles devraient nous permettre de résister . . . », « Déjà, qu’on les rend 

fous, les Nippons, suffit de fourbir nos armes psychologiques . . . », « . . . et lui aboyer férocement au 

nez chaque fois qu’il essaye pas de nous vendre, non, de nous acheter quelque chose. » Ce dispositif 

« nous », « on » implique le lecteur dans le sujet du texte et construit l’éthos du lecteur en tant que 

Français stéréotypé ironique. L’auteur a donc même la gentillesse de donner un exemple de 

comportement : « Exemple : la place de l’Opéra ? C’est tout près, c’est assez loin, je suis pas du 

quartier, je connais bien, prenez la première à droite, vous passerez pas, elle est bloquée par de 

manifs, puis tournez à gauche après le feu vert, et . . . » Et il lui donne également un ordre en  

disant : « Rendez la vôtre ［votre langue］ aussi hermétique et contradictoire que possible ».

  Nous observons maintenant l’image de l’autre （l’hétérostéréotype）, c’est-à-dire celle du Japon 

et des Japonais.

  La journaliste emploie beaucoup de métaphores et d’expressions figurées. D’abord, les 

expressions « la grippe asiatique » et « l’invasion des fourmis jaunes porteuses du virus de la rage 
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industrielle ». La grippe asiatique était une épidémie de grippe aviaire qui s’est propagée en 1957‒

1958 et a fait environ 4 millions de morts9）. Cette énonciation montre donc les stéréotypes de la 

violence des Japonais. Surtout, le choix des mots « l’invasion », « virus », « rage » porteurs de 

connotations violentes montrent le regard glacial et la méchanceté envers les Japonais. La 

métaphore « fourmis jaunes » vient du fait que le développement économique japonais menaçait  

l’économie française et l’adjectif « jaune » renvoie à la menace du « péril jaune ». Honoré （1994） 

parle des trois adjectifs « petit », « jaune », « bridé ». « Qu’il s’agisse de descriptions （« les petits 

hommes jaunes »） ou d’allusions （Honda, « la marque jaune »）, les mots sont lourds de 

connotations défavorables et entrent en résonance avec d’autres clichés : corps étriqués, contraints, 

signalés par leur couleur. » （Honoré 1994, p. 40） Robic-Diaz （2005, p. 22） dit également : « Le “ péril 

jaune ” est avant tout une formule raciste qui associe l’idée de danger à celle de l’altérité asiatique, à 

une couleur de peau. » Dans les années 1990, l’économie japonaise était en plein essor et elle était 

« la rage industrielle » pour l’industrie française. Le locuteur dit donc qu’« il essaye pas de nous 

vendre, non, de nous acheter quelque chose. » La métaphore continue dans la phrase « Sorti de sa 

fourmilière natale, en forme d’autocar, ce petit insecte grégaire . . . » Elle fait référence aux Japonais 

voyageant à Paris en groupe organisé et qui sortent de l’autocar touristique. Les Japonais avec leur 

appareil photo comme « le Nikon en bandoulière » est un cliché. L’auteur montre également les 

stéréotypes de la coutume et du caractère trop sensible des Japonais : « c’est la coutume dans son 

pays, que le feu passe au rouge avant de traverser et de se faire renverser par une bagnole qui, elle, 

l’aura allègrement grillé. » « . . . ne pas le laisser finir ses phrases, l’interrompre grossièrement,  

l’obliger à prendre la queue, il n’a pas l’habitude . . . », « . . . le caca de chien. Curieusement, il 

supporte pas. »

  En ce qui concerne les patients du « syndrome de Paris », ils sont décrits comme des 

personnes fragiles et victimes de leurs fantasmes. Cet effet est renforcé par la présence des 

infinitifs, du participe passé et d’un futur qui semble sceller leur sort : « se jeter du haut de la tour 

Eiffel », « rentrer chez eux en avion sanitaire », « Écrasé pour avoir attendu, . . . » et « leur esprit de 

logique n’y survivra pas ».

  L’article 2 est celui du journal L’Humanité, quotidien communiste, publié le 17 juin 1993, qui  

s’intitule « Le syndrome de Paris ». Dans ce texte, la plupart des énoncés sont relatés à travers le 

regard des Français et seulement un énoncé du médecin japonais apparaît en tant que celui des 

Japonais. L’énonciateur utilise un style familier calqué sur l’oral comme « Le “ syndrome de Paris ”, 

vous connaissez ? », « Les symptômes du mal ? », « La cause ? » etc. pour se rapprocher des 

lecteurs. Surtout, la première phrase « Le “ syndrome de Paris ”, vous connaissez ? » a un style parlé 

en utilisant le dispositif allocutif （« vous »） et accroche l’attention du destinataire. Le dispositif élocu-
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tif-allocutif （« nous », « notre », « nos », « on » （qui signifie « nous »）） est aussi beaucoup utilisé et 

implique le destinataire : « notre capitale », « notre pays », « nos sautes d’humeur, notre humour 

acide, notre individualisme brouillon ». Le discours de ce texte contient donc des énoncés 

Article 2 : « Le syndrome de Paris » par Lucien Degoy, L’Humanité, le 17/06/1993

Image de la France
et des Français

Image du Japon
et des Japonais

Regard des 
Français

Image de soi
Il paraît que le plus difficile pour une âme 
de là-bas est de s’adapter à ce trait carac-
téristique des Gaulois qui consiste à 
exprimer un jugement, avant d’en 
développer les arguments, et quelquefois, 
même, sans en développer . . .

Et puis nos sautes d’humeur, notre 
humour acide, notre individualisme 
brouillon désespèrent les bonnes 
manières nippones.

Décidément, les Français sont 
incorrigibles, d’autant plus qu’à Londres, 
New York ou Berlin on n’a rien détecté 
qui ressemble de près ou de loin à ce 
« syndrome de Paris ».

Allez dire après ça qu’il n’y a pas  
d’exceptionnalité française !

Image de l’autre
Pas les multitudes maniaco- 
photographiantes qui visitent Lutèce en 
48 heures et l’Europe en une semaine par 
bataillons de charters entiers : seulement 
les Japonais qui, pour une raison ou pour 
une autre, doivent vivre à Paris quelque 
temps.

Et puis nos sautes d’humeur, notre 
humour acide, notre individualisme 
brouillon désespèrent les bonnes 
manières nippones.

Sur le « syndrome de Paris » et ses 
patients
C’est une maladie, tout à fait répertoriée 
comme telle, mais qui n’affecte que les 
résidants . . . nippons.

Les symptômes du mal ? Fatigue 
anormale, stress, déprime et, surtout, 
sentiment d’infériorité pouvant aller 
jusqu’au délire de persécution . . .

Ce « syndrome de Paris » frappe donc, à 
la tête, ces malheureux originaires de  
l’empire du Soleil-Levant au bout de 
quatre ou cinq mois de présence dans 
notre pays.

Regard des 
Japonais

Image de l’autre
Pas d’occurrence.

Image de soi
« Si on ne dit pas oui ou non tout de suite, 
on nous accuse d’être lents et on ne nous 
écoute pas », explique le docteur Ota.

Sur le « syndrome de Paris » et ses 
patients

Pas d’occurrence.
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embrayés10）. Ici, un « je » implicite s’adresse à un « vous », lecteur （« Le “ syndrome de Paris ”, vous 

connaissez ? », « Peut-être pensez-vous à . . . »）.

  Les autostéréotypes （l’image de soi） des Français sont d’abord traités dans la phrase « ce trait 

caractéristique des Gaulois qui consiste à exprimer un jugement, avant d’en développer les 

arguments, et quelquefois, même, sans en développer . . . ». Elle représente le peuple qui s’exprime 

ouvertement, mais l’auteur pense que ce trait caractéristique n’est pas du tout mauvais et il en est 

même fier, parce qu’il utilise ici fièrement le mot « Gaulois », une appellation amicale et honorable. 

Et « nos sautes d’humeur, notre humour acide, notre individualisme brouillon » mentionne le 

naturel des Français et son individualisme à l’encontre du groupisme japonais. L’Humanité est un 

quotidien communiste français et traite le groupisme japonais d’une façon plutôt favorable. L’énoncé 

« les Français sont incorrigibles, d’autant plus qu’à Londres, New York ou Berlin on n’a rien détecté 

qui ressemble de près ou de loin à ce “ syndrome de Paris ” » est ironique pour les Français 

eux-mêmes, mais en fait la phrase suivante formulée sur le ton de la plaisanterie « Allez dire après 

ça qu’il n’y a pas d’exceptionnalité française ! » montre ce qu’ils aiment, c’est-à-dire cette exception-

nalité particulière.

  Nous allons voir les stéréotypes des Japonais （l’image de l’autre par les Français）. L’auteur 

ironise d’abord sur les touristes japonais qui viennent à Paris en utilisant une expression 

stéréotypée : « les multitudes maniaco-photographiantes qui visitent Lutèce en 48 heures et  

l’Europe en une semaine par bataillons de charters entiers ». L’utilisation de mot « maniaco- 

photographiantes » réfère au caractère excessif des Japonais et le terme militaire « bataillons » 

porte un sens violent. L’énoncé « les bonnes manières nippones » montre son attitude plutôt 

favorable vis-à-vis du groupisme japonais comme nous l’avons mentionné plus haut, mais il a à la 

fois un ton un peu ironique.

  Pour expliquer le « syndrome de Paris », le locuteur utilise un langage familier et parlé : « C’est 

une maladie, tout à fait répertoriée comme telle, mais qui n’affecte que les résidants . . . nippons. », 

« Les symptômes du mal ? Fatigue anormale, stress, déprime et, surtout, sentiment d’infériorité 

pouvant aller jusqu’au délire de persécution . . . », « Ce “ syndrome de Paris ” frappe donc, à la tête, 

ces malheureux originaires de l’empire du Soleil-Levant au bout de quatre ou cinq mois de présence 

dans notre pays. »

  Un seul point de vue japonais est une citation de l’énoncé du docteur japonais Ota « Si on ne dit 

pas oui ou non tout de suite, on nous accuse d’être lents et on ne nous écoute pas ». Ici, le dispositif 

« on » signifie « nous, les Japonais » et l’auteur utilise l’énoncé d’un seul Japonais qui se fait le 

porte-parole de tous les Japonais et impressionne ainsi le lecteur. Cette utilisation de « on » permet 

également au docteur Ota d’occuper la place des Japonais sans pour autant abandonner sa position  

d’observateur et il se tient sur une frontière entre point de vue extérieur et point de vue des Japonais.
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Article 3 : « Santé. Installés en France, une centaine d’entre eux tombent chaque
année dans une étrange dépression. Des Japonais entre mal du pays et mal de Paris. »

par Audrey Levy, Libération, le 13/12/2004

Image de la France
et des Français

Image du Japon
et des Japonais

Regard des 
Français

Image de soi
Un tableau complété par Mario Renoux, 
président de la Société franco-japonaise de 
médecine : « Les rapports sociaux sont 
très différents : l’esprit de groupe à la 
japonaise s’oppose à l’individualisme 
occidental. »

« Les magazines nourrissent les 
fantasmes des Japonais qui pensent qu’il 
y a des mannequins partout, des femmes 
habillés tout en Vuitton », explique Mario 
Renoux.

Pas de Van Gogh, ni de top-modèles à 
chaque coin de rue de la capitale.

Image de l’autre
Bernard Delage, président de l’association 
Jeunes Japon, précise, en évoquant, la 
rigidité de la société nippone de type 
patriarcal : « . . . »

Un tableau complété par Mario Renoux, 
président de la Société franco-japonaise de 
médecine : « Les rapports sociaux sont 
très différents : l’esprit de groupe à la 
japonaise s’oppose à l’individualisme 
occidental. »

Dernière explication : ces troubles 
psychologiques sont dus à la désillusion 
des Japonais devant le décalage entre 
leur rêve et la réalité parisienne. : « Les 
magazines nourrissent les fantasmes des 
Japonais . . . », explique Mario Renoux.

Sur le « syndrome de Paris » et ses 
patients
Opinions du journaliste
Installés en France, une centaine d’entre 
eux tombent chaque année dans une 
étrange dépression.

Des Japonais entre mal du pays et mal de 
Paris

Venus s’installer à Paris, ils sont plus  
d’une centaine de Japonais à sombrer 
chaque année dans un étrange état, 
surnommé « syndrome de Paris », . . .

Ne voulant pas renoncer à leur rêve 
parisien, les patients refusent pourtant de 
rentrer au Japon.
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Bernard Delage, président de l’association 
Jeunes Japon, précise, en évoquant, la 
rigidité de la société nippone de type 
patriarcal : « Ce sont, en général, des 
jeunes filles très gâtées et protégées. Mal 
préparées aux libertés occidentales, elles 
déraillent. »

Un tableau complété par Mario Renoux, 
président de la Société franco-japonaise de 
médecine : « . . . Les Japonais privés de 
ces repères éprouvent rapidement un 
sentiment d’insécurité. »

Notre société ferait donc disjoncter les 
ressortissants du pays du Soleil-Levants ?

Pour le Dr Mahmoudia, psychiatre à l’Hôtel- 
Dieu, le syndrome de Paris renvoie à une 
fragilité psychologique plutôt qu’à une  
incompatibilité entre deux cultures : . . .

Dernière explication : ces troubles 
psychologiques sont dus à la désillusion 
des Japonais devant le décalage entre 
leur rêve et la réalité parisienne. : « Les 
magazines nourrissent les fantasmes des 
Japonais qui pensent qu’il y a des 
mannequins partout, des femmes 
habillées tout en Vuitton », explique Mario 
Renoux.

Regard des 
Japonais

Image de l’autre
Le Dr Ota invoque les difficultés 
linguistiques et les différences de 
communication : « Les Japonais timides 
se sentent agressés par l’impatience des 
Français. Trop parler est  vulgaire pour 
les Japonais, qui se font violence pour se 
faire comprendre. L’humour des Français 
peut aussi provoquer des sentiments de 
persécution chez les Japonais très 
sérieux. »

Image de soi
Le Dr Ota invoque les difficultés 
linguistiques et les différences de 
communication : « Les Japonais timides 
se sentent agressés par l’impatience des 
Français. Trop parler est  vulgaire pour 
les Japonais, qui se font violence pour se 
faire comprendre. L’humour des Français 
peut aussi provoquer des sentiments de 
persécution chez les Japonais très 
sérieux. »
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Sur le « syndrome de Paris » et ses 
patients
Selon le Dr Ota, lui-même japonais, « le 
phénomène se manifeste chez ceux qui  
n’ont pas la capacité de s’adapter à la 
France à cause d’un choc issu de la 
confrontation entre deux cultures ».

  C’est un article paru dans le journal Libération, quotidien national, ancré à gauche. Le titre 

« Installés en France, une centaine d’entre eux tombent chaque année dans une étrange 

dépression. » exprime déjà le point de vue subjectif de ce journaliste. Cependant cet article applique 

le dispositif d’objectivation, car il privilégie le délocutif et nous n’avons pas trouvé de pronoms 

« nous » et « on » à part « notre » dans ce texte. Cette prise de position se justifie également par 

plusieurs citations de points de vue des personnes travaillant dans le secteur médical, donc des 

discours rapportés. Elle a également recours aux statistiques comme suit : « Venus s’installer à 

Paris, ils sont plus d’une centaine de Japonais à sombrer chaque année dans un étrange état, 

surnommé « syndrome de Paris », une dépression qui peut se transformer en délire de persécution 

ou conduire à des tentatives de suicide et qui se déclenche au bout de trois mois en France. », « Et, 

dans 25 % des cas, une hospitalisation est nécessaire avant le rapatriement. »

  Nous observerons d’abord les stéréotypes construits par les Français.

  L’autostéréotype （l’image de soi） est apparu dans un discours rapporté du président de la 

Société franco-japonaise de médecine, Mario Renoux : « l’individualisme occidental », « . . . il y a des 

mannequins partout, des femmes habillées tout en Vuitton ». Le journaliste français décrit ensuite la 

France comme un pays où il n’y a « Pas de Van Gogh, ni de top-modèles à chaque coin de rue de la 

capitale. »

  Concernant l’hétérostéréotype （l’image de l’autre） sur le Japon et les Japonais, l’auteur （le 

journaliste） cite d’abord un énoncé de Bernard Delage, président de l’association Jeunes Japon : 

« la rigidité de la société nippone de type patriarcal ». D’autres stéréotypes se trouvent dans des 

discours rapportés de Mario Renoux, président de la Société franco-japonaise de médecine :  

« l’esprit de groupe à la japonaise », « les fantasmes des Japonais ».

  Les stéréotypes sur le « syndrome de Paris » et ses patients sont nombreux. Ceux qui sont 

construits en tant qu’énoncés du journaliste sont : « une étrange dépression », « Des Japonais entre 

mal du pays et mal de Paris », « un étrange état, surnommé “ syndrome de Paris ” », « Ne voulant 

pas renoncer à leur rêve parisien, les patients refusent pourtant de rentrer au Japon. », « Notre 

société ferait donc disjoncter les ressortissants du pays du Soleil-Levant ? ». En conclusion, le 

journaliste ajoute même son avis subjectif en disant : « Pas de quoi pourtant en tomber malade. » À 
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part les points de vue du locuteur, les stéréotypes sont construits dans plusieurs discours rapportés : 

« Ce sont, en général, des jeunes filles très gâtées et protégées. Mal préparées aux libertés 

occidentales, elles déraillent. » （Bernard Delage, président de l’association Jeunes Japon）, « . . . Les 

Japonais privés de ces repères éprouvent rapidement un sentiment d’insécurité. », « . . . ces troubles 

psychologiques sont dus à la désillusion des Japonais devant le décalage entre leur rêve et la réalité 

parisienne. », « Les magazines nourrissent les fantasmes des Japonais » （Mario Renoux, président 

de la Société franco-japonaise de médecine）, et « le syndrome de Paris renvoie à une fragilité 

psychologique plutôt qu’à une incompatibilité entre deux cultures : . . . » （le Dr Mahmoudia, 

psychiatre à l’Hôtel-Dieu）.

  Maintenant, nous allons observer les points de vue et le regard des Japonais.

  L’hétérostéréotype （l’image de l’autre） français est construit dans un discours rapporté du 

médecin japonais, Dr Ota : « l’impatience des Français », « Trop parler » et « L’humour des 

Français ».

  L’autostéréotype des Japonais se trouve aussi dans ces énoncés : « Les Japonais timides », 

« Trop parler est vulgaire pour les Japonais, qui se font violence pour se faire comprendre. », « les 

Japonais très sérieux » et « ceux qui n’ont pas la capacité de s’adapter à la France à cause d’un choc 

issu de la confrontation entre deux cultures » pour représenter les patients du syndrome.

  L’AFP （Agence France-Presse） écrit cet article 4 d’après l’article de Libération （« selon une 

enquête du quotidien Libération. »） et son contenu est presque identique. Sa position est objective 

et le texte contient beaucoup de discours rapportés comme les voix des spécialistes, telles que le Pr 

Ota, médecin psychiatre japonais à l’hôpital Sainte-Anne, Mario Renoux, président de la Société 

franco-japonaise de médecine. Il est donc inutile de revenir sur les mêmes exemples et nous citons 

simplement des stéréotypes.

  Regard des Français :

  - L’autostéréotype （image de soi） : « l’individualisme occidental »

  -  L’hétérostéréotype （image de l’autre） : « l’esprit de groupe à la japonaise », « Les Japonais 

privés de ces repères éprouvent rapidement un sentiment d’insécurité »

  -  Sur le « syndrome de Paris » et ses patients （opinion du journaliste） : « un mal mystérieux », 

« un étrange état »

  Regard des Japonais :

  -  L’hétérostéréotype （image de l’autre） : « l’impatience des Français », « Trop parler »,  

« L’humour des Français » （selon le médecin japonais Ota）.

  -  L’autostéréotype （image de soi） : « Les Japonais timides se sentent agressés par l’impatience 

des Français. », « Trop parler est vulgaire pour les Japonais qui se font violence pour se faire 
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Article 4 : « Des Japonais de Paris en proie à un mystérieux “ syndrome de Paris ” »
par l’auteur non indiqué, AFP, le 13/12/2004 à 15h00

Image de la France
et des Français

Image du Japon
et des Japonais

Regard des 
Français

Image de soi
« Les rapports sociaux sont très 
différents : l’esprit de groupe à la 
japonaise s’oppose à l’individualisme 
occidental. », estime Mario Renoux, 
président de la Société franco-japonaise de 
médecine.

Image de l’autre
« Les rapports sociaux sont très 
différents : l’esprit de groupe à la 
japonaise s’oppose à l’individualisme 
occidental. Les Japonais privés de ces 
repères éprouvent rapidement un 
sentiment d’insécurité », estime Mario 
Renoux, président de la Société franco-ja-
ponaise de médecine.

Sur le « syndrome de Paris » et ses 
patients
Plus d’une centaine de Japonais vivant 
dans la capitale française sont victimes 
chaque année d’un mal mystérieux, « le 
syndrome de Paris », . . .
« Ils sont plus d’une centaine de Japonais 
à être chaque année dans un étrange état, 
surnommé « syndrome de Paris », . . .

Regard des 
Japonais

Image de l’autre
« Les Japonais timides se sentent 
agressés par l’impatience des Français. 
Trop parler est vulgaire pour les Japonais 
qui se font violence pour se faire 
comprendre », selon le Pr Ota.

« L’humour des Français peut aussi 
provoquer des sentiments de persécution 
chez les Japonais très sérieux », ajoute 
encore le médecin japonais, cité par le 
quotidien.

Image de soi
« Les Japonais timides se sentent 
agressés par l’impatience des Français. 
Trop parler est vulgaire pour les Japonais 
qui se font violence pour se faire 
comprendre », selon le Pr Ota.

« L’humour des Français peut aussi 
provoquer des sentiments de persécution 
chez les Japonais très sérieux », ajoute 
encore le médecin japonais, cité par le 
quotidien.

Sur le « syndrome de Paris » et ses 
patients
« Le phénomène se manifeste chez ceux 
qui n’ont pas la capacité de s’adapter à la 
France à cause d’un choc issu de la 
confrontation entre deux cultures », 
explique le Pr Ota selon lequel dans 25% 
des cas il faut hospitaliser avant un 
rapatriement au pays.
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comprendre », « L’humour des Français peut aussi provoquer des sentiments de persécution 

chez les Japonais très sérieux » （le Dr Ota）

  -  Sur le « syndrome de Paris » et ses patients （opinion du Dr Ota） : « ceux qui n’ont pas la 

capacité de s’adapter à la France à cause d’un choc issu de la confrontation entre deux 

cultures »

  Des chiffres statistiques sont également précisés : « plus d’une centaine de Japonais à être 

chaque année dans un étrange état, . . . qui se déclenche au bout de trois mois en France », « . . . 

25% des cas il faut hospitaliser avant un rapatriement au pays. », « Il y a 14.000 Japonais inscrits au 

service consulaire japonais qui vivent à Paris, et quelques milliers d’autres non inscrits. »

3．Conclusion

  Nous avons procédé à une analyse des autostéréotypes et hétérostéréotypes de deux points de 

vue : le regard des Français et celui des Japonais. Ces deux aspects nous ont permis de croiser nos 

données et de définir le type de discours délivré par les différents médias. Chaque organe de presse 

choisit astucieusement les discours qui conviennent mieux à son lecteur, plus précisément, à son 

lecteur modèle, qu’il présuppose. Nous présenterons les résultats de notre analyse des articles 5-8 

dans un autre article à suivre.

Notes

1）	 Cet article est tiré de la thèse de doctorat soutenue à l’Université de Nantes.
2）	 Hiroaki Ota. Paris sho–ko–gun (Syndrome de Paris) (en japonais). Tokyo, Travel Journal, 1991.
3） Chelsea Fagan. Paris Syndrome : A First-Class Problem for a First-Class Vacation. The Atlantic. 

October 2011. http://www.theatlantic.com/life/archive/2011/10/paris-syndrome-a-first-class-pro-
blem-for-a-first-class-vacation/246743/ ［consulté le 1er septembre 2012］

4） Anonyme. SYNDROME JAPONAIS ― Ces Nippons qui deviennent fous à Paris, le site du Monde. 
fr (Big Browser, le meilleur d’Internet sélectionné par les journalistes du Monde.fr.), le 21 octobre 
2011. http://bigbrowser.blog.lemonde.fr/2011/10/21/syndrome-japonais-ces-nippons-qui-devien-
nent-fous-a-paris/ ［consulté le 1er septembre 2012］

5） Fagan. op. cit. 2011.
6） Philippe Adam. Le Syndrome de Paris. Paris, Inventaire/Invention, 2005.
7） Le film Le syndrome de Paris de Sae Shimai, réalisatrice japonaise, d’après la nouvelle de Philippe 

Adam, 2008.

8）	 Professeur de l’Université de Nantes. Dans le cadre du cours de Sémantique et Pragmatique, DEA, 
Université de Nantes, 2002‒2003.

9） Le site du gouvernement français. PANDÉMIE GRIPPALE Guide pratique de la vie quotidienne, 
http://www.pandemie-grippale.gouv.fr/monquotidienenpandemie/spip.php?page=article&lang=fr&
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id_article=1 ［consulté 1er septembre 2012］, le site de l’Institut Pasteur, http://www.pasteur.fr/ip/
easysite/go/03b-00000j-0h5/presse/fiches-sur-les-maladies-infectieuses/grippe ［consulté 1er 
septembre 2012］

10）	 Maingueneau. 1998. p. 93‒94. (édition de 2000)
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オノマトペの伝達上の価値⑵
― 物語テクストにおける日独語対照 ―

乙　政　　　潤

〈Kurze Inhaltsangabe〉
  Hier wird beobachtet, in welcher entsprechenden Form das japanische Onomatopoetika 

im Erzähltext in der deutschen Übersetzung wiedergegeben wird.

  Alle japanischen Onomatopoetika bestehen in einem lautmalenden Wort, während ein 

Teil der deutschen Onomatopoetika in einem lautmalenden Wort bestehen und der größte 

Teil davon in einer Ableitung aus diesem besteht.

  Das japanische Onomatopoetika in der deutschen Übersetzung kann entweder subjektiv 

durch ein deutsches lautmalende Wort wiedergegeben werden （Typ ① und Typ ①＇） oder 

durch ein deutsches nicht-lautmalende Wort wiedergegeben werden; durch ein Adverb （Typ 

②-1）, durch ein Adverb + Verb （Typ ②-2）, durch ein Verb （Typ ②-3） und durch ein 

Substantiv （Typ ②-4）.
  Typ ① : Ein donnerndes „Y-a-a-h!“ auf den Lippen, stürmte Gonnosuke los.（„Y-a-a-h!“ ist 

ein lautmalendes Wort, das aus der japanischen Sprache entlehnt ist.）
  Typ ①＇ : Plötzlich kam von der Veranndatür her ein knackendes Geräusch; . . . 

（knackend < knacken < knack）
    Typ ②-1: .Schreiend und windend vesuchte sich Otsu zu befreien.

       ②-2: . . . zwei Lanzen flogen durch die Luft und . . .

       ②-3: Sie schloss die Tür hinter sich zu.

       ②-4: Hundegebell hallte durch die Berge.

  In manchen ins Deutsche übersetzten Texten wird das originale japanische 

Onomatopoetikon sogar durch eine entsprechende deutsche Äquivalenz nicht 

wiedergegeben, weil sie vom Übersetzer als redundant empfunden wird wie
	 	 Typ ③: Endlich	schoss Musashi	den	Berghang	hinauf	wie	ein	wilder	Eber.

  Hier macht das Verb hinaufschießen den Gebrauch einer deutschen Äquivalenz des 

japanischen Onomatopoetikums （Tap, tap, tap!） überflüssig.

  In manchen anderen ins Deutsche übersetzten Texten wird das japanische 

Onomatopoetikon nicht extra durch eine Äquivalenz im deutschen Text wiedergegeben,  

entweder, weil es schon im originalen Text von einer äquivalenten Erklärung begleitet ist 

und im übersetzten Text nur diese wiedergegeben ist, wie:

  Typ ④: Es	klang,	als	würde	eine	Flasche	entkorkt,	und	die	Erde	färbte	sich	rot.

  Oder weil der Gebrauch des Plusquamperfekts die zeitliche Angabe „im Nu“ im 

originalen Text, die im Japanischen durch ein Onomatopoetikon vertreten ist, überflüssig 

macht wie:

  Typ ⑤: Sand flog nicht mehr durch die Luft. Jotarō war ［im Nu］ verschwunden.
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2 ．本　　論

2⊖2．原文オノマトペの独訳における再現

　前号の考察から明らかになったのは次のような事実である。日本語が場面を描写するにあたっ

て目指すのは事態に個別的に対応することであって，そのために送り手はつねに受け手の感覚に

直接訴えかけようとする。この志向を実現するために用いる効果的な表現手段の代表格がオノマ

トペである。日本語のオノマトペはすべて，音模倣を契機として成立した感覚的で情緒的な性格

の始源的オノマトペ ― 第一義的なオノマトペ ― である。ところが，ドイツ語の場面描写は日

本語と正反対に事態を普遍的・客観的に描写することを目指す。そこで送り手はつねに受け手の

感覚に直接訴えかけることを避けて，言葉を尽くして正確な概念的内容を受け手の頭のなかに再

現しようと努める。このように日本語と正反対な描写を志向するドイツ語が場面描写において音

模倣を契機として成立した感覚的・写実的な性格の始源的オノマトペに手をのばすことはまず考

えられない。

　日本語のオノマトペはすべて音模倣を契機として成立した始源的な性格のオノマトペである。

ドイツ語にもむろんこの種のオノマトペは存在する。しかしドイツ語には，1⊖3で記したように，

それ以外の契機によって成立した種々のオノマトペが存在する。私はそれらのオノマトペを一括

して「第二義的なオノマトペ」と呼んだ（乙政 2009, 11）。第二義的なオノマトペは造語手段の

助けを借りて第一義的なオノマトペから派生された。ところが，造語手段は記号表現 signifiant

と記号内容 signifiéが恣意的に結びつけられて成立した言語記号であるから，造語手段には言語

記号として，第一義的なオノマトペに見られるような記号表現と記号内容の結びつきの自然さが

ない。それゆえ，造語手段の力を借りて成り立っている第二義的なオノマトペは，その分だけ記

号表現と記号内容の結びつきに自然さが失われている。それは第二義的なオノマトペが恣意性を

何よりの特徴とするふつうの言語記号に近づいたということを意味する。（ソシュール 1963, 92f.; 

de Saussure 1967, 80）。

　日本語の物語テクストは，事態を描写するにあたって一々の場面に個別に対応しようとしてつ

ねにその場にもっとも適合する具体的な表現手段を志向し，そのため受け手の感覚に直接訴えよ

うとして感覚的な表現手段，すなわち第一義的なオノマトペに手をのばす傾向が著しい。他方そ

れの独訳は，事態を描写するにあたって常に普遍的・客観的であろうとして，いつも言葉を尽く

して，場面の内容を受け手の頭のなかに概念として再現しようと努める傾向が著しい。したがっ

て，独訳で事態を再現するのに第一義的なオノマトペを用いる可能性は低い。

　しかし，独訳に第一義的なオノマトペを用いる可能性が低いからと言って，そのことが直ちに，

日本語のテクストにおいて第一義的なオノマトペによって表されている事態が独訳において全く

度外視されてしまうことを意味するわけではない。翻訳が起点言語 Ausgangsspracheで述べら

れた内容を目標言語 Zielspracheで等価の表現として再現することを意味する（川島 1994, 

1056）以上，日本語のテクストにおけるオノマトペがドイツ語のテクストではドイツ語のオノマ
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トペ以外の言語手段で再現されることは大いにあり得るからである。オノマトペ以外のいかなる

形でも再現されないときはじめて，起点言語としての日本語におけるオノマトペが目標言語とし

てのドイツ語において無視されたと言うことができる。

　今号でも，ドイツ語のあとに添えた訳語ないし語源的説明は，とくに断らない限り『郁文堂　

独和辞典』から借りた。また，日本語の語義の説明も，とくに断らない限り『広辞苑』から借り

る。

2⊖3．独訳におけるオノマトペ再現のタイプ

　今号では，日本語の物語テクストにおけるオノマトペが独訳においてどのような形式で再現さ

れているかという問題を特に取り上げて考察する。その準備として，前号で考察した（例 8）か

ら（例 20）までの 13個の例文を形式を手がかりに独訳におけるオノマトペ再現のタイプに分類

してみよう。

　論理の筋道から言うと，日本語の物語テクストにおけるオノマトペの独訳における再現は，ま

ず下のように二分される。

 ①　原テクストにおけるオノマトペが独訳においてもオノマトペを使って再現されている場合

 ② 　原テクストにおけるオノマトペが独訳においてはオノマトペでない単語を使って再現され

ている場合

　先号で挙げた全 13例のうち①にあてはまるのは（例 13）ただ一つである。

（例 13）

と，その時，縁側の戸が，がたっと鳴った。（I‒82）

Plötzlich kam von der Verandatür her ein knackendes Geräusch; . . .（50）

（突然，ベランダからドアが打ちあたる音が聞こえた。）

第二義的なオノマトペ „knackend“ は擬声・擬音語 „knack!“ から派生された自動詞 „knacken“ の

現在分詞であり，同じく第二義的なオノマトペ „Geräusch“ は擬声・擬音語 „rauschen“ から派生

された名詞である。

　②の分類は「オノマトペでない単語」を品詞別に分類することによってさらに下位区分が可能

である。日本語のオノマトペは「と」を伴って副詞として扱われるか，「と」を伴わないで名詞

として扱われるかであるから，「オノマトペでない単語」の下位区分はまずは副詞から始まる。

次に名詞が続く。

②⊖1：副詞的用法の形容詞／副詞／副詞句による再現

（例 11）

背にも肩にも嗚
おえつ

咽の波を打ちながら，お通はひしと千年杉の幹を抱きしめるよう
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な気持ちでいた。頬の涙を，樹の皮
かわはだ

膚へこすりつけた。（I‒163）

Ihr Rücken und die Schultern bebten, als sie schluchzte. Fest an den Baumstamm geschmiegt, 

rieb sie ihre tränenüberströmten Wangen an der rauhen Borke. （97）

（彼女の背中と肩は，彼女がむせび泣くと，震えた。幹にしっかりと身をすりよせて，彼女

は涙に濡れた頬を粗い樹皮にこすりつけた。）

（例 15）

土足のまま，どやどやと上がってきた。（I‒44）

Rücksichtslos stürmten die Männer in den Haupttrakt. （26）

冒頭におかれた „rücksichtslos“ 「がむしゃらな」の品詞は形容詞であるが，この場合は副詞に転

用されて述語動詞 „stürmen“ を修飾している。

（例 16）

お杉は，分家の婿の顔へ，じろりと，眼をやって，…（183）

Starr blickte Osugi ihren Schwiegersohn an. （110）

（お杉は彼女の娘婿をじっと見据えた。）

冒頭の „starr“ 「こわばった」が形容詞であって副詞に転用されているのは上とおなじ。 „jn. 

starr ansehen“ で「或る人をじっと見据える」の意味で使われる。

（例 18）

大聖寺の鐘が鳴る。

七宝寺のかねも鳴る。

夜が明けると早々から，午過ぎも時折，ごうんごうんと鳴っていた。（I‒72）

Vom Daishōji und vom Shippōji läuteten die Glocken. In gemessenem Rhythmus hatte das 

Geläut kurz nach der Morgendämmerung eingesetzt, und jetzt ― lange nach Mittag ― ließ 

es sich ab und zu immer noch vernehmen. （44）

（大聖寺から，そして七宝寺から鐘が鳴った。鐘の音は悠々としたリズムで夜が明けるやす

ぐに始まった。そして，正午をとっくに過ぎた今もまだときどき聞こえた。）

「ごうんごうん」をオノマトペを使わずに説明すれば，たしかに「悠々としたリズムで」という

表現になるであろう。ここに，事態にできる限り感覚的に即応して描写しようとする日本語の表

現様式と，できる限り輪郭のはっきりした概念語を連ねて事態を客観的に描写しようとするドイ

ツ語の表現様式のあいだの対照的な違いが見られる。日本語のネイテイブが「ごうんごうん」か
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ら十分に感得するのどかな雰囲気は，ドイツ語のネイテイブには独訳のように言い換えてはじめ

て理解される。

②⊖2：名詞による再現

（例 9）
― ぎゃつッ。／彼の影が，典馬の背へ，重なるように跳びかかったと見えた時に，黒樫の

木剣から，血が噴いて，こうもの凄い悲鳴が聞こえた。（I‒50）

Er sprang Temma auf den Rücken. Blut spritzte an der Spitze seines Holzschwerts auf, und ein 

Schrei, der einem das Blut in den Adern gerinnen ließ, hallte gellend durch die Nacht. （30）

（彼は典馬の背中に跳びかかった。血が彼の木剣の先から吹き出した。とたんに，人の血管

の血を凍らせる悲鳴が夜の闇を通して甲高くこだました。）

　原テクストの「ぎゃつッ」が „ein Schrei, der einem das Blut in den Adern gerinnen ließ“ （人の

血管の血を凍らせる叫び）という句によって説明的に言い換えられている。ちなみに „Schrei“ の

語源は „lautmalend“ （擬声［擬音の］）ではない。

（例 14）

お通は，…わっとそのまま樹の幹へ，顔も胸も押しあてて泣き出した。（I‒162f.）

Sie preßte Gesicht und Brust dagegen und brach in ein Klagegeheul aus. （97）

（彼女は顔と胸をそれに押しつけて，嘆きの号泣へと爆発した。）

オノマトペ「わっと」によって表されている泣き声の大きさと激しさがドイツ語では

Klagegeheulという合成名詞（Klage「嘆き」，Geheul「泣きわめくこと」）で再現されている。  

„ausbrechen“ 「突発する」は「わっと泣き出す」の再現を in ein Klagegeheulとともに分担して

いると言うべきであろう。例えば „in die Tränen ausbrechen“ 「わっと泣き出す」

②⊖3：動詞による再現

（例 8）

ふっ！…／お甲の息が，短檠の明かりを消した。（I‒41）

Dann blies sie die Lampe aus und . . . （24）

（彼女はランプを吹き消した）

　ドイツ語の動詞は複合的な意味の動詞が多い。そのため，ドイツ語の動詞に比べて日本語の動

詞は「概念的」であるとか，「単独で用いると，意味を訴える力が弱い」（読本 119）とか言われ

る。 „ausblasen“ は「吹き消す」と訳されるが，この「吹き消す」は複合動詞である。そこには
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すでに「吹く」が含まれており，これが息の音「ふっ！」を含意している。原テクストのオノマ

トペが独訳では動詞の形で再現されていると考える所以である。

（例 10）

寝ている者の抱いている木剣を，彼女が取りのけようとするのと，がばっと，武蔵が刎ね起

きたのと，一緒だった。（I‒42）

. . . und griff hinüber, um sein Holzschwert fortzunehmen.／Im selben Augenblick, da sie es 

berührte, sprang Takezō auf und schrie: . . . （24）

（彼の木刀を取りあげようとして向こう側へ手をのばした。彼女がそれに触れた瞬間，武蔵

は飛び上がって叫んだ。）

動詞 „aufspringen“ が表す「さっと起き上がる」は行為に「がばっと」いう音が伴うことを含意

している。

（例 12）

大手の唐橋をずかずかと沢庵は先に立って渡って行くのである。（I‒204）

Takuan schritt voran über die breite Brücke, die sich in schönem Bogen über den Burggraben 

spannte. （119）

（沢庵は先に立って，美しい弓形を描いて堀にかかっている幅広い橋の上を落着いた足どり

で歩いていった。）

述語動詞 „schreiten“ は雅語で「（落着いた足取りで）歩く」を意味するから，「ずかずか」の

持っている「荒々しく無遠慮」というニュアンスを完全に再現しているとは言えないけれど「物

おじしないで」というニュアンスは表していると考える（前号の解説を訂正）。

②⊖4：付加語形容詞＋名詞による再現

（例 20）

朝である。七宝寺の山で，ごんごんと鐘が鳴りぬいた，何
い つ

日もの刻
とき

の鐘ではない，約束の三

日目だ。（I‒145）

Obwohl um diese Jahreszeit morgens für gewöhnlich nicht die Tempelglocke geläutet wurde, 

tönten ihre tiefdrönenden Schläge durchs Dorf und hallten fern in den Bergen wider. Heute 

war der Tag der Entscheidung, der Tag, an dem Takuans Frist ablief, . . . （86）

（この季節に普通は朝寺の鐘は撞かないのに，鐘の腹に低く鳴り響く音が村中に響き渡った。

そしてはるかの山々にこだました。今日は決着の日だ。沢庵の約束の期限が切れる日だ。

…）
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„ihre“ は女性名詞 „Tempelglocke“ を指す。Schlägeが「鐘の音」（複数形なので「ごんごん」と

いう重語形式に相応している）にあたるので，「ごんごん」はむしろ tiefdrönend「低く鳴り響

く」によって表現されていると言うことができる。

②⊖4：名詞＋動詞による再現

（例 17）

その小鳥の生肉を裂いて，むしゃむしゃ喰べていると，…（I‒198）

Er riß ihn （den Vogel: der Verfas.） auseinander und schlug die Zähne in das warme Fleisch. 

 （116）

（彼は小鳥を引き裂いて，そのまだ温かい肉にがぶりと食いついた。）

„die Zähne in etw. schlagen“ （歯を或る物に［例えば肉などに］くい込ませる）は動物が獲物な

どにがぶりと噛みつくことを表す成句的表現である。

（例 19）

武蔵のすがたを見たらばと，かねて合図してあったのか，鐘楼からはごんごんと鐘が鳴った。

 （I‒96）

Die Tempelglocke schlug Alarm und verkündete weithin, daß Takezō entdeckt worden sei. 

 （57）

（寺の鐘が非常呼集をかけた。そして武蔵が見つかったことを広く遠方まで公式に報せ

た。）

„Alarm schlagen“ は成句で「非常呼集をかける」（『小学館独和大辞典』）と訳されるので，その

際の鐘の音が（例 18）のように「悠々としたリズム」であり得ないことは自明である。オノマ

トペ「ごんごんと」は直接的に再現されていないけれども， „Alarm schlagen“ （非常呼集をかけ

る）に反映されていると言えよう。

　③原文におけるオノマトペが独訳においてはいかなる単語によっても再現されていない場合

　これに当たる例は前号の 13例のなかには発見できなかった。

　以下ではこれらのタイプにあてはまる例文を収集してそれらの内部構造と機能をくわしく考察

して行こう。

2⊖2⊖1．タイプ①－オノマトペを使った再現

　前節で「独訳で事態を再現するのに第一義的なオノマトペを用いる可能性は低い」と用心深く

述べたのは，ドイツ語の物語テクストで第一義的なオノマトペが用いられる可能性がまったく閉

め出されている訳ではないからである。むしろ，物語テクストのハイライト・シーンのためには
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とっておきの貴重な表現手段である場合がありうる。（例 21）は棒術の達人夢想権之助が槍を

持った真田の浪人たちと丸木橋の上で対決する場面であるが，純正なドイツ語の第一義的なオノ

マトペでなくて日本語からの借用であるとはいえ，第一義的なオノマトペが用いられている。

（例 23）

「うわっ」／吠えた権之助は，翳
かざ

し上げた杖から風を起こして，一方の槍へ，われとわが五

体を，たたきつけるように，飛びかかって行った。（VII‒377）

Ein donnerndes „Y-a-a-h!“ auf den Lippen, stürmte Gonnosuke los. （1053）

（雷のとどろくような「ヤー」を口にしつつ権之助は突進した。）

原テクストの「翳
かざ

し上げた杖から風を起こして，一方の槍へ，われとわが五体を，たたきつける

ように」は独訳では省略されている。 „losstürmen“ は „losrasen“ と同じとされ， „in Richtung 

auf jmd., etw. rasen“ （或る人／或るものにむかって疾走する）（Duden	in	10	Bdn., 2460）を意味

するから，原テクストの「風を起こして」や「われとわが五体を，たたきつけるように」という

ニュアンスは „losstürmen“ の基礎動詞 „stürmen“ 「突進する」から由来すると考えられる。した

がって，原テクストの大胆な短縮には根拠が認められると考える。

　訳者は権之助の気合「うわっ」を武術のシーンではなじみになっている「やーっ」で置き換え

た。しかし，これとても音模倣を契機とする第一義的なオノマトペである。したがって，この例

は感覚的で直接的な描写を志向する原文テクストのオノマトペをドイツ語でも，借用語とはいえ，

第一義的なオノマトペを用いて訳した珍しい例である。このように客観的描写に重きを置くドイ

ツ語においても，音源を第一義的なオノマトペによって再現するのが最も手近で誤解のない道と

考えられた場合は第一義的なオノマトペが用いられる。

　下は舟島における武蔵と巌流小次郎の対決の場面である。

（例 24）

「― あッつ」／巌流は頭上の長剣で，大きく宙を斬った。／その切っ先から，敵の武蔵が

額を締めていた柿色の手拭いが，二つに断れて，ぱらっと飛んだ。（VIII‒333）

„Y-a-a-h!“ Ganryūs Schwert fuhr kreischend durch die Luft. Der Schlag ging daneben, doch die 

Sitze der „Trockengestange“ durchschnitt Musashis Stirnband, das durch die Luft flog. （1168）

（「やァーッ」。巌流の剣はキーンという音を立てて空を切った。その一撃は的を外れた。け

れども，「物干し竿」の切っ先は武蔵の鉢巻を両断した。鉢巻は空中へ飛んだ。）

　原テクストの第一義的なオノマトペを独訳ではドイツ語の第二義的なオノマトペを用いて再現

している例は多い。音源の再現に第二義的なオノマトペが用いられた場合は，第二義的なオノマ

トペが第一義的なオノマトペから派生されたために，第一義的なオノマトペの持つ直接的で感覚
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的なニュアンスが減殺されて，一般語彙に近くなっている。次の例のように，描写の直接性は，

日本語の第一義的なオノマトペの場合（「と」とともに使われる場合も含めて）に比べていちじ

るしく減殺され，間接性・客観性を帯びてくると言わなければならない。

（例 25）

持っていた木剣は，…（中略）…ぐわんと男の脳天を打っていた。（IV‒181）

. . . und ließ das Schwert auf den Schädel des Dieners niedersausen. （582）

（そして［彼は］木剣を召使いの頭にびゅーと音をさせて落下させた。）

オノマトペ「ぐわんと」は自動詞 „niedersausen“ 「びゅーと音を立てて落下する」と作為動詞  

„lassen“ 「～させる」の合成によって再現された。 „niedersausen“ はそこに含まれている  

„sausen“ が「びゅーん（ごーっ）とうなりを上げて進む」を意味する擬声（擬音）語由来の自動

詞であるから，この部分は原文の第一義的なオノマトペをドイツ語の第二義的なオノマトペを

使って再現した例である。

（例 26）

構えてはいたが ―／又，せつなを外さず，繰手を伸ばしはしたが。／「しえっッ ―」／

と，喉でわめいたのみで，完全に，杉蔵は空を突いてしまった。そして途端に，体ぐるみ自

分へぶっつっかって来た権之助と，折り重なったまま，／― どさっ／と崖へ尻もちついた。

 （VII‒377）

Sugizō streckte den Arm, um die Waffe zu schleudern, verpaßte aber den rechten Augenblick. 

Ein Krächzen löste sich aus seiner Kehle, als der Schaft mit der Klinge durch die Luft fuhr. 

Gonnosuke sprang ihn an, Sugizo stürzte auf den Rücken, und Gonnosuke lag auf ihm. （1053）

（杉蔵は武器をいきおいをつけて［投げつけんばかりに］突きだしたが，適正な瞬間を逸し

た。槍の穂が柄もろとも空を突いたとき，しわがれ声が彼の喉からしぼり出された。権之助

は彼に跳びかかった。杉蔵は仰向けに倒れた。そして権之助は杉蔵の上に乗っていた。）

「しえっッ」は『広辞苑』にも『日本国語大辞典』にも採録されいないし，「日本最大」を誇る

『日本語オノマトペ辞典』にも採録されていないので，私が偶成的オノマトペ okkasionelle 

Onomatopoetikaと名付けた著者の創作したオノマトペ（乙政 2009, 21f.）であると考えるが，こ

れは独訳では „Krächzen“ で再現されている。 „Krächzen“ は自動詞 „krächzen“ （［烏などが］か

あかあ［があがあ］）鳴く；比喩の意味では，咳をする）の名詞化であるが，語源的には間投

詞 „krach!“ （ばりっ，めりっ，がちゃん，がたん，どしん［物が砕けたり落ちたりする音］）に

由来するオノマトペである。
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2⊖2⊖2．タイプ②－副詞的用法の形容詞／副詞／副詞句による再現

（例 27）

ひいっ，お通は思わず悲鳴をあげた。／身を床
ゆか

にもがいて暴れた。そして，彼の歯をもぎ離

そうとするほど，彼の歯の尖
さき

を肉へ深く入れてしまった。（V‒151）

Schreiend und windend versuchte sich Otsū zu befreien, was jedoch nur zur Folge hatte, daß 

er noch fester zubiß. （697）

（悲鳴を挙げながら，そして体をくねらせながら，お通は逃れようとした。けれどもそれは

彼がなおいっそうしっかりと噛みつく結果を招いた。）

2⊖2⊖3．タイプ③－動詞／動詞＋副詞（句）による再現

　日本語のオノマトペはたいてい副詞である。分離動詞は基礎動詞に前轍を加えた複合動詞であ

るから，前綴に原テクストに含まれるオノマトペの意味を間接的ながらも再現する力が備わって

いる。

（例 28）

ぴしゃっと戸をしめると，…（後略）（I‒28）

Sie schlug die Tür hinter sich zu, und . . .（後略）（14）

（彼女は扉を後ろ手でぱたんと閉めた。…）

動詞 „zuschlagen“ は「（ドア・窓などを）ばたんと閉める」を意味し，原文のオノマトペ「ぴ

しゃっと」が表している音源を含意している。

（例 29）
― ぴゆっ。／ぷすんっ。／麦畑の真ん中へ，二本の槍が飛んで来て，土へ深く突っ立った。

吉岡方の者が，上から投げつけた槍である。（IV‒348f.）

. . . zwei Lanzen flogen durch die Luft und bohrten sich aufrecht mitten ins Feld. （642）

（2本の槍が空を切って飛んで畑の真ん中にまっすぐに突き刺さった。）

槍が空を切って飛ぶ音を模倣したオノマトペ「ぴゆっ」は動詞「飛ぶ」fliegen＞ flogと副詞句

「空を切って」durch die Luftによって再現されている。また，槍が地面に突き刺さる音を模倣し

たオノマトペ「ぷすんっ」は動詞 sich bohrenと副詞 aufrecht「まっすぐに」によって再現され

ている。

（例 30）

いきなり彼は，お通の肩と左の手頸をかたく摑まえた。そして着物の上から ― 彼女の二の
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腕のあたりを，がぶっと，深く噛みついた。（V‒151）

Mit diesen Worten packte er sie bei der Schulter und an ihrem linken Handgelenk und grub 

seine Zähne durch den Ärmel fest in ihren Oberarm. （697）

（こう言ったかと思うと，彼は彼女の肩と左の手頸をつかんで，袖を貫いて歯をしっかりと

彼女の上膊へくい込ませた。）

動詞 graben＞ grubは「或る物を或る物にくい込ませる」を意味するから，この場合，オノマ

トペ「がぶっと」は歯が上膊へくい込むときの音よりも勢いと様態を表していると言うべきであ

る。着物の上から噛んだのであるから，なおさら音は聞こえにくい。訳者が擬声語を使って再現

しなかったのは当然である。

（例 31）
転がり合ったせつな，権之助の杖は左手にあった。杉蔵が跳ね起きようとする時，彼の右手

の拳は，杉蔵の顔の真ん中を，一撃で突き凹
へこ

ました。／ぐわっ／面部のどこからか血をふい

て，歯ぐきを剥
む

いて見せた顔は，実際，凹んだように見えた。（VII‒377f.）

Als Sugizō versuchte, sich zu erheben, krachte ihm Gonnosukes Rechte ins Gesicht. Sugizō 

zeigte die Zähne, aber die Wirkung war lächerlich, denn sein Gesicht war bereits eine blutige 

Masse. （1053）

（杉蔵が起き上がろうと試みたとき，権之助の右手が彼の顔にバキッと音を立てた。杉蔵は

抵抗したが，効果はばかばかしいほどわずかであった。というのも，彼の顔はすでに血まみ

れの塊だったから。）

原テクストでは「顔の真ん中を，一撃で突き凹
へこ

ます」という描写とオノマトペ「ぐわっ」とに

よって再現されている権之助の行為は，独訳では自動詞 „krachen“ （ばりっ［めりっ・がちゃ

ん・がたん・どしん］と音を立てる）と副詞句 „ins Gesicht“ によって再現されている。

　原テクストの冒頭の陳述「転がり合ったせつな，権之助の杖は左手にあった」は省略された。

この陳述は，原テクストで杉蔵との格闘に勝った権之助が立ち上がり，「来いっ」叫んで「杖を
4 4

，

次の者に備える」場面のための伏線として必要なのであるが，簡潔を旨として当面の描写に専心

しようとするドイツ語の記述態度からするとなくもがななのであろう。

　„Sugizō zeigte die Zähne“ の „die Zähne zeigen“ は „jm. die Zähne zeigen“ という成句で，「或る

人に抵抗する」の意味である。原テクストの「歯ぐきを剥
む

いて見せた顔」という陳述と紛らわし

いが，これは彼の顔の状態に関わる陳述ではない。同じように „lächerlich“ も「おかしい」という

意味ではない。「（ばかばかしいほど）わずかの」という意味である。彼の顔に関する記述は訳文

の „denn“ 以下にしか現れて来ない。
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2⊖2⊖4．タイプ④－名詞による再現

　音模倣を契機とする第一義的なオノマトペはドイツ語にも存在する。動物の鳴き声はドイツ語

でも第一義的なオノマトペによって表される。けれども，だからと言って犬の鳴き声がいつも  

„wau! wau!“ で表されるとは限らない。犬が吠えることを表す動詞は ”bellen“ であり，犬の吠え

声を表す名詞は „Gebell“ である。どちらもオノマトペではなくてふつうの語彙である。

（例 32）

わんッ！／わん，わん，わんッ！／突 ― 犬の声だった。（VII‒116）

Hundegebell hallte durch die Berge. （963）

（犬の長い吠え声が山々を通って響いた）

„Hundegebell“ は „Hund“ （犬）と „Gebell“ （［犬の長い］吠え声）の合成名詞である（„-e“ はつな

ぎのための綴）。 „Gebell“ という名詞は古高ドイツ語の „bellan“ を語源とする擬音（擬音）語由

来の動詞 „bellen“ から派生された。 „Gebell“ に含まれる前綴 „Ge-“ が動作の反復を表すので，こ

の名詞は吠え声が単発ではないことを含意している。

　なお，原文の「突 ― 犬の声だった」は送り手の説明であって，ここにも「突」という擬態語

（「だしぬけなさま」を表す）が使われている。したがって，原文が事態の単純な客観的描写では

なくて，感覚的人格を有する送り手・語り手の主体的な立場からする主観的描写であることが

はっきりと認められる。これに反して独訳は，犬の吠え声を名詞化しただけではなく，述語動詞

に „hallen“ 「鳴り渡る」を用い，なおかつ „durch die Berge“ という副詞句で「鳴り渡る」場所を

規定しているし，さらに細かく見れば， „Berg“ が複数形で用いられていて，吠え声が峰から峰

を渡って響いて行くことまで表されている。そこには巨細の情報がすべて盛られている。そして，

原テクストに認められる送り手・語り手の主体の影は一切認められず，全体が申し分ない客観的

描写になっている。

（例 33）
― びゅっ！／どこかで弦音がした。／武蔵の抜き放った刀の刃風のようにもそれが聞こえ

て，…（後略）（IV‒330）

Dem lauten Schwirren von einer Seite folgte unmittelbar darauf auf Musashis Seite das 

Aufblitzen eines Schwerts, das die Luft durchschnitt. （635）

（一方の側からひゅーっという高い音がした直後に，武蔵の側で空気を両断する刀のひらめ

きが続いた。）

„Schwirren“ は自動詞 „schwirren“ 「（矢・弾丸などが）ひゅーっと音を立てて飛ぶ」の名詞化で

ある。ドイツ語辞典は，動詞 „schwirren“ の語源を低地ドイツ語の swirrenに由来する擬声（擬
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音）語であると記した上で，意味を „1a） eine helles, zitterndes Geräusch hervorbringen, hören 

lassen . . .: 1b） mit schwirrendem （1a） Geräusch fliegen: . . .“ （高い，震える音を立てる  . . .:1b）

高い，震える音を立てて飛ぶ：…）としている。

2⊖2⊖5．タイプ⑤－オノマトペの無視

（例 34）

木の枝の折れる響きがしたと想うと，その下から ― きゃっと，生きものの絶命と血しおが

刎ねあがった。（II‒30）

Zusammen mit den Krachen von Zweigen und Ästen ertönte ein schriller Todesschrei. （525）

（大枝や小枝がめりめりと折れる音とともにけたたましい断末魔の叫びが響いた。）

原テクストにおけるオノマトペ「きゃっと」は独訳では再現されていない。「けたたましい断末

魔の叫び」がある以上，そのうえに「きゃっと」をドイツ語でも再現することは訳者にとっては

まさに余剰と思われたであろう。原文の「木の枝の折れる響き」がかえって第二義的なオノマト

ペ „Krachen“ によって再現されているが，これは独訳者にはとくに第二義的なオノマトペの使用

とも感じられなかったであろう。

（例 35）

チチ，チチ，チチ…／天守閣の廂の裏に，燕のさえずりが聞こえだした。（I‒211）

Endlich hörte er eines Tages, wie die Schwalben unter den Dachvorsprung des Turms zurück-

kehrten. （123）

（ついに彼はある日，燕たちが塔の屋根の張り出し部の下へ戻ってきたのを聞いた。）

事実は，武蔵は燕たちが元の古巣へ戻ってきたことを燕たちのさえずりを聞くことによって知っ

たのであるが，それを縮約的に表現して，「武蔵は燕たちが元の古巣へ戻ってきたことを聞い

た」とした。ドイツ語が好む縮約的表現である。事態を客観的・合理的に描写しようとするドイ

ツ語散文の精神は，同時に剰余を省こうとする。「聞いた」という言葉はさえずりを自明の前提

としている。自明の前提は省略することができる。否，省略しなければならない。ましてや，さ

えずりの模倣であるオノマトペの「チチ，チチ，チチ」においておや。かくして，オノマトペ

「チチ，チチ，チチ」は無視されてしまい，独訳においてはいかなる言語手段によっても再現さ

れなかった。

（例 36）
― た，た，た，たッ。／武蔵が，不意に，山裾から里へむかって，野

や

猪
ちよ

のように駈け出し

たからである。（IV‒347）
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Endlich schoß Musashi den Berghang hinauf wie ein wilder Eber. （641）

（ついに武蔵は山の斜面を野生の雄豚のようにすごい速さで登って行った。）

自動詞 „hinaufschießen“ は「すごい速さで上がって行く」を意味するから，この意味にはその運

動に足音が伴うものやら伴わないものやら，一切言及されていないと言うべきである。その意味

では独訳のこの動詞は不十分だということになるのであるが，訳者としては，武蔵が「野
や
猪
ちよ
の

ように駈け」て行くことが眼目なのであって，足音に重点を置いて描写するには及ばないと考え

られたのであろう。そこで，原文のオノマトペは独訳においては無視されてしまった。

（例 37）

櫂の木剣が，ぶんと上がったのである。六尺ちかい武蔵の体が，四尺ぐらいに縮って見えた。

足が地を離れると，その姿は，宙のものだった。（VIII‒333）

Das Holzschwert erhob sich hoch in die Luft. Mit einem mächtigen Tritt schnellte Musashi in 

die Höhe und riß die Beine an den Körper, so daß aus der sechs Fuß großen Gestalt plötzlich 

eine vier Fuß kleine wurde. （1168）

「櫂の木剣が，ぶんと上がったのである」という原テクストにおける描写は，独訳では „Das 

Holzschwert erhob sich hoch in die Luft“ （木剣が高々と空に上がった）となっていて，オノマト

ペ「ぶんと」は度外視されている。事実は，武蔵が木剣を振りかざすと同時に高く跳び上がった

のであるが，擬音語を使った描写のこころは「ぶんと」でもってむしろ跳び上がったいきおいを

も表現することにあると思われる。この推測が当たっているとするなら，そのいきおいは „Mit 

einem mächtigen Tritt‶ （強力な一蹴りで）に含意されていると言えよう。だとすれば，独訳に

おいてオノマトペ「ぶんと」がないがしろにされるのは，むしろ当然であるように思われる。

（例 38）

【構えてはいたが ―／又，せつなを外さず，繰手を伸ばしはしたが。／「しえっッ ―」

／と，喉でわめいたのみで，完全に，杉蔵は空を突いてしまった。】そして途端に，体ぐる

み自分へぶっつっかって来た権之助と，折り重なったまま，／― どさっ／と崖へ尻もちつ

いた。（VII‒377）

【Sugizō streckte den Arm, um die Waf fe zu schleudern, verpaßte aber den rechten 

Augenblick. Ein Krächzen löste sich aus seiner Kehle, als der Schaft mit der Klinge durch die 

Luft fuhr.】 Gonnosuke sprang ihn an, Sugizō stürzte auf den Rücken, und Gonnosuke lag auf 

ihm. （1053）

（【杉蔵は武器を振り回そうとして腕を伸ばした。しかし，適切な瞬間を逃してしまった。】

権之助は杉蔵に跳びかかった。杉蔵は仰向けに倒れた。そして権之助は杉蔵の上に乗っかっ
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ていた。）

原テクストの第一義的なオノマトペ「しえっッ ―」を含む部分はすでに（例 26）において考察

したので，ここでは考察から除くことを示すために【　】で囲んである。残りの部分の描写はき

わめて即物的である。権之助が杉蔵に跳びかかり，二人はそのままの姿勢で倒れた。それは地響

きを伴ったと思われる。「どさっ」と言うオノマトペはその直接的な描写である。しかし，「杉蔵

は仰向けに倒れた」という独訳はそれに伴う音響を一切顧慮していない。すなわち，この場面の

描写において原文のオノマトペは無視されている。

（例 39）

砂はもうそこへは降って来なかった。城太郎はどこへ行ったか，忽然と影もない。／颯々。

颯々。／真っ暗な風が時折，笠置のいただきから颪
お

ちてくる。（II‒143f.）

Sand flog nicht mehr durch die Luft. Jōtarō war verschwunden. Windstöße fegten fauchend 

von den Gipfeln des Kasagi-Gebirges herab. （641）

（もはや砂は空を飛んで来なかった。城太郎は姿を消してしまった。突風が笠置山脈の頂か

らふーと唸りながら吹き下ろしてきた。）

姿を消したのだからそれは突然の出来事に決まっている，という訳であろうか。オノマトペ「忽

然と」は言葉に再現されなかった。しかし，動詞 „verschwinden“ のドイツ語辞典の説明は „sich 

aus jmds. Blickfeld entfernen u. dann nicht mehr sichtbar sein“ （ある人の視界から遠ざかって，

それから見えなくなる）であるから，「突然」が含意されているとは言い切れない。辞典の例文

も der Zug verschwand in der Ferne（列車が遠くに見えなくなった）／die Sonne verschwindet 

hiter den Wolken（太陽は雲の後ろに隠れる）／der Zauberer ließ allerlei Gegenstände verschwinden.

（魔法使いはあらゆる物の姿を消した）などで，「突然」が必ず含意されていることを推測するこ

とは難しい。ただ，時称が過去完了であるから，送り手が注意を向けたときには城太郎はすでに

姿を消していた訳で，事態の変化が送り手によって突然認識されたのだという説明はつく。事態

の認識が突然であったことは前後の記述から受け手に分かるので，独訳者はオノマトペ「忽然

と」を無視できると判断したと考える。しかし，他方で独訳は原テクストのオノマトペ「颯々。

颯々。」を擬声（擬音）由来の „fauchen“ （［猫などが怒って］ふーと唸る；〘比〙風がひゅーと鳴

る）を用いて再現している。ここでも独訳者が原テクストのオノマトペを何が何でも無視しよう

としている訳ではないことが窺える。

（例 40）

と，その時。／はっと，息づまるような顔をした。彼方のひょろ松の陰から，緋の旗でも流

れて来るように巌流のすがたが駈けて来たのである。大きな業物のぬり鞘が陽を刎ね返し，
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銀狐の尾のように光って見えた。／…ざ。ざ。ざッ。／武蔵の足は，まだ海水の中を歩いて

いた。／早く！／と彼が念じていたのも空しく，巌流の姿は水際まで駆け寄っていた。

 （VIII‒324）

Als Ganryū einem roten Wimpel gleich von seinem Platz unter der Fichte heruntergeschossen 

kam, blitzte die Sonne auf der blanken Scheide seines Schwertes.／Sasuke mußte an die Lunte 

eines Fuchses denken. Beeilt Euch! Die Worte zuckten Sasuke durch den Kopf, doch Ganryū 

stand bereits am Rand des Ufers. （1165）

（巌流が赤い長旗にも似て唐檜［とうひ］の下の彼の席からこちらへ向かってすごい勢いで

走り降りて来た時，太陽が彼の剣のぴかぴかの鞘に反射した。／佐助は思わず狐の尾を連想

した。急げ！　この言葉が佐助の頭にひらめいた。けれども，巌流はすでに波打ち際に立っ

ていた。）

（例 40）の描写は（例 41）で武蔵が海中に降りたって歩き始めたあとに続く。巌流が波打ち際

まで走り出たとき，武蔵はまだ岸には到着していなくて，なお海中を歩いている。「急げ！」と

いう佐助の必死の祈りがそのことを暗示している。独訳者にしてみれば，読者はこの言葉一つで

状況をはっきりと了解したはずである。この上になお言葉を尽くして武蔵がまだ海水の中を歩い

ることを述べるのは余剰 Redundanz以外の何ものでもない。（例 40）におけるオノマトペは余

剰性を避けようとする独訳者の文体上の配慮の巻き添えを食って，結果的に反映されなかった。

（例 41）

左右の袴の裳
もすそ

を，高く掲げていた武蔵は，その弾みに，海水の中へ，軽く跳び下りていた．

／飛
しぶき

沫も上がらないほど，どぼっと，脛
すね

の隠れるあたりまで。／ざぶ！／ざぶ！／ざぶ…／
かなり早い足で，武蔵は，地上へ向かって歩き出した。／引っ提げている櫂の木剣の切っ先

も，彼の蹴る水
みなわ

泡と共に，海水を切っている。（VIII‒323）

In diesem Augenblick sprang Musashi, der sich den Hakama auf beiden Seiten hochgezogen 

hatte, leichtfüßig ins Wasser und landete so schwerelos, daß das Wasser kaum aufspritzte. 

Rasch durchmaß er dann die verbleibende Strecke, und sein Holzschwert durchschnitt die 

Gischt. （1165）

（この瞬間に，袴を左右に高くたくし上げておいた武蔵は，軽快な足取りで海の中へと跳び

降りた。そして，海の水がほとんど飛沫を上げないほど軽やかに底に足を着けた。それから

すばやく彼は陸までの残りの距離を測った。そして彼の木刀は波の飛沫を二つに切ってい

た。）（1165）

船から跳び下りて海水の中に立った武蔵が次にとった行動は，原文では海水の中を陸地へ向かっ

て歩くことであったが，訳者はそれを「陸までの残りの距離を目測する」ことに変更した。目測
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したあと武蔵が陸地を目指して海水のなかを歩き始めたことは，「そして彼の木刀は波の飛沫を

二つに切っていた」という記述で明かであるから，この部分だけを誤読したとは考えられない。

やはり訳者としては陸上の目標をしっかりと見定めてから歩き始めるという記述がこの場面には

よりふさわしいと考えたのであろう。記述の変更に伴ってオノマトペ「ざぶ！／ざぶ！／ざぶ」

の再現は無用となってしまった。訳者による原文の変更は，翻訳に関する重要な諸問題の一つと

して別に扱わなければらないであろう。

2⊖2⊖6．原テクストにおけるオノマトペの言い換え

　日本語の原テクストからしてオノマトペの使用を避け，付加語形容詞と名詞によって言い換え

ている場合が見られた。言い換えた原因はさまざまである。（例 42）では，斬り合いの場面が続

くので，その都度オノマトペを使って一々直接的・感覚的に描写することはかえってテクスト全

体を単調にするばかりか，通俗化するおそれすらあるので，作者が意図して間接的な描写を企て

たと考えられる。

（例 42）

どうっと，続いて人数の一部がそこへ降りたと思うと，そこでまた，思わず耳を掩うような

絶鳴が二声ほど走った。崖の下にへばりついていた武蔵が，自分に倣って向こう見ずに飛ん

だ者を，下で待ち伏せていたように斬ったのである。（IV‒348f.）

Die beiden Männer, die ihm nachgesetzt hatten, sprangen blindlings hinter ihm her. Eine 

Sekunde später gellten zwei gräßliche Todesschreie zum Himmel, . . . （642）

（彼のあとを追ってきた二人の男は盲目的に彼のあとを追って跳んだ。一瞬遅れて二つの

ぞっとするような甲高い断末魔の叫びが空へと響いた。）

　なお，この描写で「下で待ち伏せていたように斬ったのである」という絶鳴の原因の説明が省

略されいることに注意したい。崖を先に飛び降りた武蔵が追いかけて飛び降りた二人の敵を待っ

ていて斬ったという自明の行為は描写されないで省略され，結果だけが悲鳴の描写によって示さ

れている。もともとドイツ語は結果の描写に力点を置き，結果に至る過程の描写は省いてしまう

のが一般に認められる傾向であるが（乙政 2007; 44, 106），その傾向がここにも認められる。

　音模倣するための適当なオノマトペが日本語の語彙に見つからないため，言い換え的な表現で

すませる場合もある。

（例 43）

【持っていた木剣は，…（中略）…ぐわんと男の脳天を打っていた。】／みみずの鳴いたよ

うな，かすかな呻
うめ

きを鼻血といっしょに洩らして，若い男は柳の樹の下でヘロヘロと仆れた。

 （IV‒181）



オノマトペの伝達上の価値⑵98

. . . und ließ das Schwert auf den Schädel des Dieners niedersausen. Blut sprang dem jungen 

Mann aus der Nase, und mit einem kaum hörbaren Seufzer sackte er unter einem Weidenbaum 

zusammen. （582）

（【そして［彼は］木剣を召使いの頭にびゅーと音がするほど激しく落下させた。】血が若い

男の鼻から跳んだ。そして男はほとんど聞き取れないほどの吐息を洩らしながら柳の木の根

元に崩れ落ちた。）

オノマトペ「ぐわんと」を含む最初のセンテンスはすでに上で（例 25）として考察したので

【 】で囲んである。続くセンテンスに含まれる「みみずの鳴いたような，かすかな呻
うめ

き」はオノ

マトペで表したい事態であるのに適当なオノマトペがないため，比喩で言い換えた。しかも，貧

しい少年を邪険に扱う若い衆を揶揄するために諧謔的な比喩で言い換えた。翻訳者はこの諧謔を

看過した。そして， „mit einem kaum hörbaren Seufzer“ 「ほとんど聞き取れないほどの吐息で

もって」という中立的な表現で再現した。また，後半部に含まれるオノマトペ「ヘロヘロ」は

「へなへなで威力がないさま」を表し，ここにも作者の諧謔が響いているけれども，翻訳者はそ

のようなことは意に介せず，無視してしまった。

　当該の文脈のために特別に作者が創作したと考えられるオノマトペ（偶成的オノマトペ）は説

明がないと受け手に理解されないことが多い。

（例 44）

どぼッと，栓の飛んだような音がして，血しおが宙を染めた。（II‒218）

Es klang, als würde eine Flasche entkorkt, und die Erde färbte sich rot. （218）

（あたかも瓶のコルク栓を抜くような音が響いて，大地は赤く染まった。）

「栓の飛んだような音がして」という言い換えがその説明である。なお，続く「血しおが宙を染

めた」の独訳は失敗である。首が刎ねとばされた以上，浪人の頸からは血しおが噴水のように空

中に吹き出なければならないのに，「大地は赤く染まった」では表現がはなはだ締まらない。こ

の箇所は英訳でも  “There was a sound like the popping of a cork, and the ground turned red.”（The	

best	Senes, 33）となっているので，英訳の誤りをそのまま引き継いだと思われる。

2⊖2⊖7．要約的独訳

　ドイツ語は場面を描写するに当たって，日本語と正反対に事態を普遍的・客観的に描写するこ

とを目指す。送り手は受け手の感覚に直接訴えかけることを避けて，言葉を尽くして正確な概念

的内容を受け手の頭のなかに再現しようと努める。この志向はドイツ語の場面描写においてもう

一つ別の形をとって現れる。それは事態の要約的な描写である。その場合，ドイツ語は簡潔で抽

象的な表現を志す。
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　下は武蔵と吉岡一門との対決において，武蔵が松の大木の梢に潜んで鉄砲で自分を狙う男を石

を投げて命中させ，墜落させる場面である。

（例 45）

松の細かい葉を通って，火縄の火がチラ ― とこぼれた。武蔵の肱
ひじ

が大きな円を描いたのは

その咄
とっ

嗟
さ

であった。手の裡
うち

に握られていた石は唸りをあげて，線香ほどに見える火縄の光へ

ぴゆっと飛んで行った。／― みりっと樹の小枝の裂ける響きと，あっと其処でいった叫び

とが一つになって，霧の上から地面へ一個の物体を勢いよく抛り出した。勿論それは人間で

ある。（IV‒328）

Während die Funken von der Lunte sprühten, hatte Musashis Arm einen Bogen in der Luft  

beschrieben. Der Stein, den er schleuderte, traf die Lunte genau und mit ungeheurer Kraft. 

Der Schrei des Musketenschützen vermischte sich mit dem Lärm der brechenden Äste, als er 

herunterstürzte. （634f.）

（火縄の火花が飛び散っているあいだに，武蔵の腕は空中で弧を描いていた。彼が投げつけ

た石は火縄にもの凄い勢いで正確に当った。マスケット銃の射手の叫び声は枝の折れる音と

混じった。その瞬間に彼は墜落した。）

上の描写の独訳では「火縄の火がチラとこぼれる」ありさまが直接的には再現されないで，「火

花が飛び散っている」の「飛び散っている」 „funkeln“ という動詞に含意されて再現され，「石が

唸りをあげて飛んで行く」際の「ぴゆっと」は「勢いをつけて投げる」 „schleudern“ という動詞

に含意されて再現され，「みりっと」樹の小枝の裂ける響きは „Lärm der brechenden Äste“ 「枝

の折れる音」という名詞に含意されて再現されている。しかし，原文の一切のオノマトペを普遍

的な概念を表す名詞あるいは動詞に含めて間接的に再現するドイツ語の表現技法は，その方針を

徹底した結果，「霧の上から地面へ一個の物体を勢いよく抛り出した。勿論それは人間である」

という叙述までも簡約的な表現に短縮してしまった。「その瞬間に彼は墜落した」はこの短縮の

結果である。しかしこの短縮は訳者の手抜きなのではなくて，冷静で客観的な描写態度を貫いた

結果なのである。

　訳者が事態を要約的に描写するばかりか，事態が進展する順序に注釈を加えることがある。緊

迫した事態の進展を叙するテクストに訳者の注釈が加わることは日本人読者のあまり歓迎しない

ところであるが，客観的で冷静な叙述を物語テクストにも求めるドイツ人読者にとってはさほど

抵抗を感じさせないと思われる。むしろテクストのよりよき理解という観点からは歓迎されるこ

となのかもしれない。

（例 46）

すると，いつのまにか，その雪の舞う空間を縮めて，傳七郎の足が前へでていた。そして刀
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の先に，彼の意志が，ビクとうごきかけた。／― ぎゃっッ！／武蔵の刀は後ろを払ってい

たのである。その刃は，彼の背後から這い寄って来た太田黒兵助の頭を横に薙ぎ，ジャリッ

と，小豆袋でも斬ったような音をさせた。／大きな鬼
ほほずき

燈みたいな頭が，武蔵の側を勢いよく

よろけて，傳七郎の方へ泳いで行った。その歩いて行った死骸につづいて，武蔵の体も咄嗟

に ― 敵の胸を蹴飛ばしたかと思われるほど高く跳んでいた。／四方の静
し じ ま

寂を 劈
つんざ
いて

「ア ― ああっッ」亀
ひ び
裂のはいった声だった。傳七郎の口からである。満身から発した気合

いが，途中でポキッと折れたように，宙へその一声が掠
かす

れて行ったと思うと，彼の巨
おお
きな体

が，後ろへよろめき，どっ ― と真っ白な雪しぶきに包まれた。（IV‒116f.）

Denshichirōs Füße schoben sich Zoll um Zoll vor. Die Spitze seines Schwertes bebte vor 

Willenskraft und Begierde, endlich eine Bewegung zu machen.／Dann wurden mit zwei 

Streichen eines einzigen Schwertes zwei Leben ausgelöscht. Als erstes griff Musashi nach 

rückwärts an, und Ōtaguro Hyōsukes Kopf oder zumindest ein Teil desselben segelte gleich 

einer riesigen, tiefroten Kirsche an Musashi vorbei, während der Leib leblos auf Denshichirō 

zuwankte. Der folgende Entsetzungsschrei, Denshichirōs Angriffsschrei, wurde in der Mitte 

abgeschnitten; der abgebrochene Laut hing dünn im Raum. Musashi sprang so hoch, als hätte 

er bereits in Brusthöhe seines Widersachers zum Sprung angesetzt. Denshichirōs mächtiger 

Körper wirbelte nach hinten und stürzte, daß der weiße Schnee aufstäubte. （555）

（傳七郎の足は一寸きざみに前へ押し出された。彼の刀の尖は意志の力と，敵とついに出会

いを果たしたいという欲求で震えた。次の瞬間，ただ一本の刀の二なぎで二人の人間が殺さ

れた。最初の一なぎとして武蔵は背後を攻撃した。すると太田黒兵助の頭は，あるいは少な

くとも頭の一部は，真っ赤な巨大なさくらんぼうのように武蔵の側を通りすぎた。そして胴

は生命を失って傳七郎めがけてよろよろと倒れかかった。それにつづく驚愕の叫びは，それ

は傳七郎の攻撃の叫びであったのだが，途中で切り取られてしまった。切り取られた声はう

すくあたりの空にただよっていた。武蔵は敵の胸の高さまで跳ぼうとして助走したかと思わ

れるくらい高く跳んだ。傳七郎の大きな体は後ろへよろめいてから激しい勢いで転倒した。

白い雪が舞い立った。）

　独訳の波線をつけた部分は原文にない。テクストの理解を助けようとする訳者のコメントであ

る。 „Als erstes“ の部分は性が腑に落ちない。 „Streich“ （m. -［e］s, -e［剣などで］切りつけるこ

と）にあわせて „als erster“ とすべきだと思う。訳はそのつもりで訳した。

　以上がテクスト『宮本武蔵』から集めた例文を手がかりに考察した，日本語の物語テクストを

ドイツ語に翻訳した場合の日本語オノマトペの扱いに関する考察である。考察から，日本語の物

語テクストのドイツ語訳におけるいろいろな手法が明らかになった。とくに原テクストにおける

オノマトペが独訳の際にまったく無視される現象は，原則なしに起っているわけではないことが
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分かってきた。独訳の際にオノマトペが無視される現象を整理して，そこに筋道を見いだすのが

今後の課題である。

 （未完）
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供

現代漢語讀音：gōng，供給；gòng，供奉，口供。

上古音韻地位：見紐、東部；王力擬音：kioŋ

中古音韻地位：見紐、鍾韻；合口三等

分析：供字的音韻地位從上古的見紐、東部變為中古的見紐、鍾韻，《廣韻》鍾韻，恭小韻九容切

下，供，奉也，具也，設也，給也，進也，又居用切。按：中古時期，供字還有一個讀音，《廣韻》

用韻，供小韻，供，設也，居用切，又居容切。這兩個讀音在上古有共同來源，兩個詞有詞源關繫，

是經過變調构詞産生分化的。從中古到現代漢語演變中，九容切變為 gōng，意義是供給；居用切

變為 gòng，意義是供奉，口供。現代漢語中的兩個讀音在中古都有來源。

勾

現代漢語讀音：gōu，勾劃，勾引，古同句；gòu，勾當，同够。

上古音韻地位：見紐、侯部；王力擬音：ko

中古音韻地位：見紐、侯韻；開口一等

分析：勾字的音韻地位從上古的見紐、侯部變為中古的見紐、侯韻，《廣韻》侯韻，鉤小韻古侯切

下，句，《說文》曲也，又髙句驪，遼東國名，又句龍社神名，亦姓，《史記》有句疆，又九遇，古

候二切。按：中古時期，勾字還有兩個讀音：《廣韻》候韻，遘小韻古候切下，句，句當，又姓，

《華陽國志》云王平句扶張翼廖化並爲大將軍，時人曰前有王句後有張廖俗作勾。《廣韻》遇韻，屨

小韻九遇切下，句，章句，又音溝，音構。其中古候切的讀音與古侯切在上古是有共同來源的，具

有詞源關繫，九遇切的讀音只是用相同形體記錄而已。從中古到現代漢語演變中，古侯切變為 gōu，

意義是勾劃，勾引；古候切變為 gòu，意義是勾當。現代漢語中的兩個讀音在中古都有來源。

《新華字典》中多音字來源攷證
（七）

川　口　榮　一

〈要約〉
　小論では《新華字典》に見られる 674字の一字多音字をもって研究対象とする。特に多
音字の來源を文字学，音韻学，訓詁学の知識を通して，歴史的考察を加えた。多音字が誕
生した原因及び方式を闡明にさせ，現代漢語学習者にこの多音字の問題を解消して頂く一
助にすべく，このテーマ研究を設定した。この小論がその（七）である。
　具体的には，《新華字典》の配列順に，多音字の考察を進めた。上古漢語音に至っては，
王力先生の観点を借用し，中古音には、《広韻》を引用し，現代音は，主として《新華字典》
を基準とし，《漢語拼音方案》の拼音を採用した。
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估

現代漢語讀音：gū，揣测；gù，估衣，旧之待售的衣服。

上古音韻地位：見紐、魚部；王力擬音：ka

中古音韻地位：見紐，姥韻；合口一等

分析：估字的音韻地位從上古的見紐、魚部變為中古的見紐，姥韻，《廣韻》姥韻，古小韻公戸切

下，估，市稅。按：中古時期，估字只有一個讀音，從中古到現代漢語演變中，中古的估字詞義發

生分化，産生新詞，公戸切變為 gù，意義是估衣，旧之待售的衣服；另外變為 gū，意義是揣测；

這是詞義分化，而使用原來形體進行記錄，在現代漢語中形成多音字。 

鹘

現代漢語讀音：gǔ，鹘鸼鸟；hú，隼。

上古音韻地位：匣紐、物部；王力擬音：ɣoət

中古音韻地位：匣紐、黠韻；合口二等

分析：鶻字的音韻地位從上古的匣紐、物部變為中古的匣紐、黠韻，《廣韻》黠韻，滑小韻戸八切

下，鶻，鶻鳩，又音骨榾。按：中古時期，鶻字還有兩個讀音：《廣韻》沒韻，骨小韻古忽切下，

鶻，鶻鳩，又搰猾二音。《廣韻》沒韻，搰小韻，戸骨切下，鶻，鳥名，鷹屬，又骨猾二音。其中

戸八切讀音和古忽切在上古有共同來源。從中古到現代漢語演變中，古忽切變為 gǔ，意義是鹘鸼

鸟；戸骨切變為 hú，意義是隼。現代漢語中的兩個讀音在中古都有來源。

鹄

現代漢語讀音：gǔ，射箭的靶子；hú，水鸟名。

上古音韻地位：見紐、覺部；王力擬音：kuk

中古音韻地位：匣紐、沃韻；合口一等

分析：鵠字的音韻地位從上古的見紐、覺部變為中古的匣紐、沃韻，《廣韻》沃韻，鵠小韻，鵠，

鳥名，又姓，《姓苑》云今東海人，胡沃切。按：中古時期，鵠字只有一個讀音，從中古到現代漢

語演變中，胡沃切經過濁音清化和入聲消失變為 hú，意義是水鳥名；至于現代漢語中的 gǔ，意義

是射箭的靶子，它的本字当另有來源，只是用相同形體記錄而已。由于漢字形體的借用在現代漢語

中形成多音字。

括

現代漢語讀音：guā，榨取，搜刮；方言，一括腦儿，全部；kuò，包括。

上古音韻地位：見紐、月部；王力擬音：kuat

中古音韻地位：見紐、末韻；合口一等

分析：括字的音韻地位從上古的見紐、月部變為中古的見紐、末韻，《廣韻》末韻，括小韻，括，

檢也，結也，至也，古活切。按中古時期，括字只有一個讀音。從中古到現代漢語演變中，古活切

變為 guā，意義是榨取，搜刮；方言，一括腦兒，全部；至于現代漢語中的 kuò，意義是包括，則

是從該詞通過音變構詞分化而來，還使用相同形體來記錄。由于詞滙分化和漢字形體的借用，在現

代漢語中形成多音字。
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观

現代漢語讀音：guān，观察，观点；guàn，道观。

上古音韻地位：見紐、元部；王力擬音：kuan

中古音韻地位：見紐、桓韻；合口一等

分析：观字的音韻地位從上古的見紐、元部變為中古的見紐、桓韻，《廣韻》桓韻，官小韻古丸切

下，觀，視也，又音灌。按：中古時期，观字還有一個讀音，《廣韻》換韻，貫小韻古玩切下，觀，

樓觀，《釋名》曰觀者於上觀望也，《說文》曰諦視也，《爾雅》曰觀謂之闕，亦姓，《左傳》楚有觀

起，又音官。這兩個讀音在上古有共同來源，經過變調構詞，分化為兩個詞。從中古到現代漢語演

變中，古丸切變為 guān，意義是观察，观点；古玩切變為 guàn，意義是道观。現代漢語中的兩個

讀音在中古都有來源。

纶

現代漢語讀音：guān，纶巾，古代一种头巾；lún，钓鱼用的线，涤纶。

上古音韻地位：見紐、文部；王力擬音：koən

中古音韻地位：見紐、山韻；合口二等

分析：纶字的音韻地位從上古的見紐、文部變為中古的見紐、山韻，《廣韻》山韻，鰥小韻古頑切

下，綸，《爾雅 · 釋草》曰綸似綸，東海有之，《說文》曰青絲綬也，又音倫。按：中古時期，纶

字還有一個讀音，《廣韻》諄韻，淪小韻力迍切下，綸，絲綸，又姓，《魏志》孫文懿臣綸直，又音

鰥。這兩個讀音在上古當有共同來源。從中古到現代漢語演變中，古頑切變為 guān，意義是纶巾，

古代一种头巾；力迍切變為 lún，意義是钓鱼用的线，涤纶，記錄涤纶一詞是很晚時期的。現代漢

語中兩個讀音在中古都有來源。

冠

現代漢語讀音：guān，帽子，头部；guàn，冠军。

上古音韻地位：見紐、元部；王力擬音：kuan

中古音韻地位：見紐、桓韻；合口一等

分析：冠字的音韻地位從上古的見紐、元部變為中古的見紐、桓韻，《廣韻》桓韻，官小韻古丸切

下，冠，首飾，《說文》曰絭也，所以絭髪弁冕之緫名也，亦姓，《風俗通》云古賢者鶡冠子之後，

又音灌。按：中古時期，冠字還有一個讀音，《廣韻》換韻，貫小韻古玩切下，冠，冠束，《白虎

通》曰男子幼，娶必冠，女子幼，嫁必笄，又姓，《列仙傳》有仙人冠先，又音官。這兩個讀音在

上古當有共同來源，是經過音變構詞分化為兩個詞的。從中古到現代漢語中，古丸切變為 guān，

意義是帽子，头部；古玩切 guàn，意義是冠军。現代漢語中的兩個讀音在中古都有來源。

过

現代漢語讀音：guō，姓；guò，過錯，過失。

上古音韻地位：見紐、歌部；王力擬音：kuai

中古音韻地位：見紐、戈韻；合口一等

分析：过字音韻地位從上古的見紐、歌部變為中古的見紐、戈韻，《廣韻》戈韻，戈，古禾切下，
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過，經也，又過所也，《釋名》曰過所至關津以示之也，或曰傳過也，移所在識以爲信也，亦姓，

《風俗通》云，過國，夏諸侯，後因爲氏，漢有兖州刺史過栩。按：中古時期，过字還有一個讀音，

《廣韻》過韻，過，誤也，越也，責也，度也，古卧切。這兩個讀音在上古當有共同來源，經過變

調構詞，分化為兩個詞。從中古到現代漢語演變中，古禾切變為 guō，意義是姓；古卧切變為 guò，

意義是過錯，過失。現代漢語中的兩個讀音在中古都有來源。

掴

現代漢語讀音：guó，掴耳光；guāi，掴耳光。

上古音韻地位：見紐、職部；王力擬音：koək

中古音韻地位：見紐、麥韻；合口二等

分析：摑字的音韻地位從上古的見紐、職部變為中古的見紐、麥韻，《廣韻》麥韻，蟈小韻古獲切

下，摑，打也。按：中古時期，摑字只有一個讀音，從中古到現代漢語演變中，古獲切經過入聲消

失，變為 guó，意義是摑耳光，至于現代漢語中的 guāi，意義是摑耳光，則是從 guó，音變而來，

還使用相同形體記錄。由于漢字形體的借用，在現代漢語中形成多音字。

行

現代漢語讀音：háng，行列，商行；xíng，行动，行为。

上古音韻地位：匣紐、陽部；王力擬音：ɣaŋ

中古音韻地位：匣紐、唐韻；開口一等

分析：行字的音韻地位從上古的匣紐、陽部變為中古的匣紐、唐韻，《廣韻》唐韻，航小韻胡郎切

下，行，伍也，列也，又戸庚，戸浪，戸孟三切。按：中古時期，行字還有三個讀音：《廣韻》庚

韻，行小韻，行，行歩也，適也，往也，去也，又姓，周有大行人之官，其後氏焉，戸庚切，又戸

剛，戸浪，下孟三切。《廣韻》宕韻，吭小韻下浪切下，行，次第。《廣韻》映韻，行小韻，行，景

迹，又事也，言也，下更切，又胡郎，胡浪，胡庚三切。這四個讀音在上古有共同來源，通過音變

構詞分化來的。從中古到現代漢語中，胡郎切經過濁音清化變為 háng，意義是行列，商行；戸庚

切經過濁音清化變為 xíng，行动，行为。現代漢語中的兩個讀音在中古都有來源。

吭

現代漢語讀音：háng，引吭高歌；kēng，吭聲。

上古音韻地位：匣紐、陽部；王力擬音：ɣaŋ

中古音韻地位：匣紐、唐韻；開口一等

分析：吭字的音韻地位從上古的匣紐、陽部變為中古的匣紐、唐韻，《廣韻》唐韻，航小韻胡郎切

下，吭小韻，吭，鳥喉，又下浪切。按：中古時期，吭字還有兩個讀音：《廣韻》蕩韻，沆小韻胡

朗切下，吭，聲也。《廣韻》宕韻，吭，鳥咽，下浪切。這三個讀音在上古當有共同來源，通過音

變構詞分化來的。從中古到現代漢語中，胡郎切經過濁音清化變為 háng，意義是引吭高歌；至于

現代漢語中的 kēng，意義是吭聲，當是從中古的吭字引申分化而來，用相同的形體記錄。由于詞

義分化和形體的借用，形成現代漢語中的多音字。
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巷

現代漢語讀音：hàng，巷道；xiàng，巷子。

上古音韻地位：匣紐、東部；王力擬音：ɣeoŋ

中古音韻地位：匣紐、絳韻；開口二等

分析：巷字的音韻地位從上古的匣紐、東部變為中古的匣紐、絳韻，《廣韻》絳韻，巷小韻，巷，

街巷，又姓，《詩》云巷伯，胡絳切。按： 中古時期，巷字只有一個讀音。現代漢語中的兩個讀音

都是從中古的胡絳切變化而來。胡絳切經過去聲清化，産生齶化，變為 xiàng，意義是巷子；胡絳

切經過去聲清化不産生齶化，變為 hàng，意義是巷道，由于詞義和讀音分化後還使用相同形體記

錄，在現代漢語中形成多音字。

号

現代漢語讀音：háo，呼号；hào，口号。

上古音韻地位：匣紐、宵部；王力擬音：ɣÔ

中古音韻地位：匣紐、豪韻；開口一等 

分析：号字的音韻地位從上古的匣紐、宵部變為中古的匣紐、豪韻，《廣韻》豪韻，胡刀切下，號，

大呼也，又哭也，《詩》云或號或呼，《易》云先號咷而後笑，又乎到切。按：中古時期，号字還有

一個讀音：《廣韻》号韻，号，号令，又召也，呼也，謚也，亦作號，胡到切。這兩個讀音在上古

有共同來源，通過變調構詞，分化為兩個詞。從中古到現代漢語中，胡刀切變為 háo，意義是呼

号；胡到切變為 hào，口号。現代漢語中的兩個讀音在中古都有來源。

貉

現代漢語讀音：háo，貉字，貉絨；hé，野獸名。

上古音韻地位：匣紐、鐸部；王力擬音：ɣak

中古音韻地位：匣紐、鐸韻；合口一等

分析：貉字的音韻地位從上古的匣紐、鐸部變為中古的匣紐、鐸韻，《廣韻》鐸韻，涸小韻下各切

下，貈，《說文》曰似狐，善睡獸也，《穆天子傳》曰天子獵於滲澤，得玄貈以祭河宗，《周禮》曰

貉踰汶則死此，地氣然也，貉狢，並上同。按：中古時期，貉字還有一個讀音：《廣韻》陌韻，陌，

莫白切下，貉，北方獸。這兩個讀音在上古當沒有共同來源，只是使用相同形體記錄而已。現代漢

語中的兩個讀音都是從中古的下各切變化而來：下各切經過濁音清化和入聲消失，變為 háo，意義

是貉字，貉絨；下各切經過濁音清化和入聲消失，hé，意義是野獸名；兩者在詞義上有共同來源。

由于詞義分化和漢字形體借用，在現代漢語中形成多音字。

好

現代漢語讀音：hǎo，优点，好处；hào，喜好，爱好。

上古音韻地位：曉紐、幽部；王力擬音：xu

中古音韻地位：曉紐、晧韻；開口一等

分析：好字的音韻地位從上古的曉紐、幽部變為中古的曉紐、晧韻，《廣韻》晧韻，好小韻，好，

善也，美也，呼晧切，又呼号切。按：中古時期好字還有一個讀音：《廣韻》号韻，秏小韻呼到切
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下，好，愛好，亦壁孔也，見《周禮》，又姓，出《纂文》，又呼老切。這兩個讀音在上古有共同來

源，通過音變構詞分化為兩個詞的。從中古到現代漢語中，呼晧切變為 hǎo，意義是优点，好处；

呼到切變為 hào，意義是喜好，爱好。現代漢語中的兩個讀音在中古都有來源。

喝

現代漢語讀音：hē，喝水，喝酒；hè，呼喝，喝彩。

上古音韻地位：影紐、月部；王力擬音：eat

中古音韻地位：影紐、夬韻；合口二等

分析：喝字的音韻地位從上古的影紐、月部變為中古的影紐、夬韻，《廣韻》夬韻，喝小韻，喝，

嘶聲，於犗切。按：中古時期，喝字還有一個讀音：《廣韻》曷韻，䫘小韻許葛切下， ，訶也；

喝，上同。這兩個讀音在上古當有共同來源，有詞源上的關繫，從中古漢語到現代漢語中，許葛切

變為 hè，意義是呼喝，喝彩。至于現代漢語中的 hē，意義是喝水，喝酒；它的本字當是《廣韻》

合韻，欱小韻，欱，大歠也，呼合切；由呼合切經過入聲消失變化而來，只是用相同的形體記錄而

已。由于漢字規範簡化和形體的借用，在現代漢語中形成多音字。

和

現代漢語讀音：hé，與，和平；hè，附和；huó，和麵；huò，和稀泥。

上古音韻地位：匣紐、歌部；王力擬音：ɣuai

中古音韻地位：匣紐、戈韻；合口一等

分析：和字的音韻地位從上古的匣紐、歌部變為中古的匣紐、戈韻，《廣韻》戈韻，和小韻，和，

《爾雅》云笙之小者謂之和，和順也，諧也，不堅不柔也，亦州名，在淮南漢九江都尉居之屬，九

江郡齊爲和州，又姓，出汝南河南二望，本自羲和之後，一云卞和之後，晉有和嶠，又虜複姓，和

稽氏，後改爲緩氏，戸戈切；咊，古文；龢，諧也，合也，或曰古和字。按：中古時期，和字還有

一個讀音：《廣韻》過韻，和小韻，和，聲相應，胡卧切，又音禾；盉，調味。這兩個讀音在上古

當有共同來源，經過音變構詞分化而來。從中古到現代漢語中，戸戈切變為 hé，意義是與，和平，

hè，意義是附和；其間讀音和詞義都産生分化；胡卧切變為 huó，意義是和麵，huò，意義是和稀

泥，其間讀音和詞義都産生分化；仍然使用一個形體記錄。由于詞義分化和漢字形體的借用在現代

漢語中形成多音字。

頜

現代漢語讀音：hé，口腔部位；gé，口。

上古音韻地位：匣紐、侵部；王力擬音：ɣəm

中古音韻地位：匣紐、感韻；開口一等

分析：頜字的音韻地位從上古的匣紐、侵部變為中古的匣紐、感韻，《廣韻》感韻，頷小韻胡感切

下，頜，《說文》曰顄也。按：中古時期，頜字還有一個讀音：《廣韻》合韻，閤小韻古沓切下，頜，

頜頷，頤傍。這兩個讀音在上古當有共同來源，通過音變構詞分化而來。從中古到現代漢語中，胡

感切的讀音，受到所從聲符的影響變為 hé，意義是口腔部位；古沓切經過入聲消失，變為 gé，意

義是口腔部位。
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現代漢語中的兩個讀音在中古都有來源。

核

現代漢語讀音：hé，核心，结核；hú，口語詞。

上古音韻地位：匣紐、職部；王力擬音：ɣət

中古音韻地位：匣紐、麥韻，合口一等

分析：核字的音韻地位從上古的匣紐、職部變為中古的匣紐、麥韻，《廣韻》麥韻，覈小韻下革切

下，核，果中核，崔豹古今注云，烏孫國有青田核莫測其樹實之形，至中國者得其核耳大如六升瓠，

空之以盛水，俄而成酒，味甚醇厚。按：在中古時期，核字只有一個讀音，現代漢語中的兩個讀音

都是從中古的讀音分化而來：下革切經過濁音清化和入聲消失變為 hé，意義是核心，结核和 hú，

口語詞。這是由于詞義分化，産生新詞，還借用相同形體記錄，在現代漢語中形成多音字。

吓 (嚇)

現代漢語讀音：hè，恐吓；xià，吓唬，使害怕。

上古音韻地位：曉紐、鐸部；王力擬音：xeak

中古音韻地位：曉紐、禡韻；開口二等

分析：嚇字的音韻地位從上古的曉紐、鐸部變為中古的曉紐、禡韻，《廣韻》禡韻，嚇小韻 , 嚇，

笑聲，呼訝切，又呼格切。按：中古時期，嚇字還有一個讀音：《廣韻》陌韻，赫小韻呼格切下，

嚇，怒也。這兩個讀音在上古當沒有共同來源。從中古到現代漢語演變中，呼訝切變為 xià，意義

是吓唬，使害怕；呼格切經過入聲消失變為 hè，意義是恐吓。現代漢語中的兩個讀音在中古都有

來源。 

橫

現代漢語讀音：héng，横竖；hèng，蛮横。

上古音韻地位：見紐、陽部；王力擬音：kuaŋ

中古音韻地位：見紐、唐韻；合口一等

分析：橫字的音韻地位從上古的見紐、陽部變為中古的見紐、唐韻，《廣韻》唐韻，光小韻古黄切

下，横，長安門名，又戸觥切。按：中古時期，橫字還有兩個讀音：《廣韻》庚韻，橫小韻 , 横，

縱横也，又姓，《風俗通》云韓王子成號横陽君，其後爲氏，戸盲切。《廣韻》映韻，蝗小韻戸孟切

下，横，非理來，又音宏。後兩個讀音在上古當有共同來源，有詞源關繫。從中古到現代漢語演變

中，戸盲切經過濁音清化變為 héng，意義是横竖；戸孟切經過濁音清化變為 hèng，意義是蛮横。

現代漢語中的兩個讀音在中古都有共同來源。

哄

現代漢語讀音：hōng，哄堂大笑；hǒng，哄骗；hòng，起哄。

上古音韻地位：匣紐、東部；王力擬音：ɣeoŋ

中古音韻地位：匣紐、絳韻；開口二等

分析：哄字的音韻地位從上古的匣紐、東部變為中古的匣紐、絳韻，《廣韻》絳韻，胡絳切下，鬨，

《說文》云鬬也，孟子鄒與魯鬨。按：在中古時期，鬨字還有一個讀音：《廣韻》送韻，哄小韻 ,哄，
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唱聲，胡貢切；鬨，兵鬭也，又下降切。這兩個讀音在上古當有共同來源。從中古到現代漢語中，

胡貢切經過濁音清化變為 hòng，意義是起哄；至于現代漢語中的 hōng，意義是哄堂大笑；hǒng，

意義是哄骗；當是從中古的哄字分化而來，還使用相同形體記錄。由于詞義分化和漢字形體的借用

在現代漢語中形成多音字。

虹

現代漢語讀音：hóng，彩虹；jiàng，單用，義同。

上古音韻地位：見紐、東部；王力擬音：keoŋ

中古音韻地位：見紐、絳韻；開口二等

分析：虹字的音韻地位從上古的見紐、東部變為中古的見紐、絳韻，《廣韻》絳韻，古巷切下，虹，

又音紅。按：中古時期，虹字還有兩個讀音：《廣韻》東韻，洪小韻戸公切下，虹，螮蝀也，又古

巷切。《廣韻》送韻，貢小韻古送切下，虹，縣名，在泗州，今音絳。這三個讀音在上古當沒有共

同來源。從中古到現代漢語演變中，戸公切變為 hóng，意義是彩虹；古巷切變為 jiàng，單用，義

同。現代漢語中的兩個讀音在中古都有來源。

蕻

現代漢語讀音：hóng，雪里蕻，就是雪里红；hòng，茂盛。

上古音韻地位：匣紐、東部；王力擬音：ɣoŋ

中古音韻地位：匣紐、送韻；合口一等

分析：蕻字的音韻地位從上古的匣紐、東部變為中古的匣紐、送韻，《廣韻》送韻，哄小韻胡貢切

下，蕻，草菜心長。按：中古時期，蕻字只有一個讀音，從中古到現代漢語中，胡貢切經過濁音清

化變為 hòng，意義是茂盛；在中古到現代漢語演變中，詞義分化産生新詞，就是現代漢語中的

hóng，意義是雪里蕻，就是雪里红；還仍然使用相同形體記錄。由于詞義分化和形體借用，在現代

漢語中形成多音字。

糊

現代漢語讀音：hū，糊墙；hú，裱糊；hù，面糊，糊弄。

上古音韻地位：匣紐、魚部；王力擬音：ɣa

中古音韻地位：匣紐、模韻；合口一等

分析：糊字的音韻地位從上古的匣紐、魚部變為中古的匣紐、模韻，《廣韻》模韻，胡小韻 , 戸吴

切下， 醐，醍醐，黏 ,酥屬也；䊀，上同；糊，並俗。按：中古時期，糊字只有一個讀音，從中古

到現代漢語中，糊字的詞義和讀音産生分化：戸吴切經過濁音清化變為 hú，意義是裱糊，再由該

詞分化為 hū，糊墙和 hù，面糊，糊弄。詞義的引申，詞滙分化，但還使用相同的形體進行記錄。

由于詞滙分化和形體借用，在現代漢語中形成多音字。

唬

現代漢語讀音：hǔ，威吓或蒙混；xià，同吓

上古音韻地位：曉紐、魚部；王力擬音：xea

中古音韻地位：曉紐、禡韻；開口二等
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分析：唬字的音韻地位從上古的曉紐、魚部變為中古的曉紐、禡韻，《廣韻》禡韻，嚇小韻呼訝切

下，唬，虎聲。按：中古時期，唬字只有一個讀音，從中古到現代漢語演變中，呼訝切變為 xià，

同吓；同時在中古到現代漢語演變過程中産生新詞，這就是現代漢語中的 hǔ，意義是威吓或蒙

混；詞義分化，新詞産生，還使用相同形體記錄。由于詞義分化和形體借用，在現代漢語中形成多

音字。

圜

現代漢語讀音：huán，圍繞；yuán，同圓。

上古音韻地位：匣紐、元部；王力擬音：ɣoan

中古音韻地位：匣紐、刪韻；合口二等

分析：圜字的音韻地位從上古的匣紐、元部變為中古的匣紐、刪韻，《廣韻》刪韻，還小韻戸關切

下，圜，圜圍，又王權切。按：中古時期，圜字還有一個讀音：《廣韻》仙韻，貟小韻王權切下，

圜，天體；圎，上同。這兩個讀音在上古當有共同來源，存在詞源關繫。從中古到現代漢語演變中，

戸關切經過濁音清化變為 huán，意義是圍繞；王權切變為 yuán，同圓。現代漢語中的兩個讀音在

中古都有來源。

晃

現代漢語讀音：huǎng，明亮的，一晃；huàng, 摇动、摇摆。

上古音韻地位：匣紐、陽部；王力擬音：ɣuaŋ

中古音韻地位：匣紐、蕩韻；合口一等

分析：晃字的音韻地位從上古的匣紐、陽部變為中古的匣紐、蕩韻，《廣韻》蕩韻，晃小韻 , 晃，

明也，暉也，光也，亦作晄，胡廣切。按：中古時期，晃字只有一個讀音，從中古到現代漢語演變

中，詞義引申，詞滙發生分化，胡廣切經過濁音清化變為上聲的 huǎng，意義是明亮的，一晃；在

此基礎上産生 huàng, 意義是摇动、摇摆；還使用相同形體進行記錄。由于詞義引申和形體借用，

在現代漢語中形成多音字。

会

現代漢語讀音：huì，聚合，会见；kuài，会计。

上古音韻地位：見紐、緝部；王力擬音：kəp

中古音韻地位：見紐、泰韻；合口一等

分析：会字的音韻地位從上古的見紐、緝部變為中古的見紐、泰韻，《廣韻》泰韻，儈小韻古外切

下，會，會稽山名 , 又黄外切。按：中古時期，会字還有兩個讀音：《廣韻》泰韻，會，合也，古

作會，亦州，秦屬隴西郡，漢分爲金城郡，周爲防，隋爲鎭，武德初平李軌置會州，又姓，漢有會

栩，黄外切 , 又音儈。《廣韻》末韻，括小韻古活切下，佸 , 會計曰佸。後兩個讀音在上古當有共

同來源，存在詞源上的關繫，古外切一詞只是使用相同形體記錄而已。從中古到現代漢語中，黄外

切經過濁音清化變為 huì，意義是聚合，会见；古活切變為 kuài，会计。現代漢語中的兩個讀音在

中古都有來源。
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㱮 (溃)

現代漢語讀音：huì，㱮脓；kuì，同溃。

上古音韻地位：匣紐、微部；王力擬音：ɣuəi

中古音韻地位：匣紐、隊韻；合口一等

分析：㱮字的音韻地位從上古的匣紐、微部變為中古的匣紐、隊韻，《廣韻》隊韻，溃小韻 , 潰，

逃散，又亂也，胡對切。按：中古時期，㱮字只有一個讀音，從中古到現代漢語演變中，胡對切經

過濁音清化，變為 huì，意義是㱮脓。至于現代漢語中的 kuì，同溃，則是由于㱮字和溃字古書中

的借用，而增加的一個讀音。由于漢字形體借用，在現代漢語中形成多音字。

豁

現代漢語讀音：huō，豁口，豁出；huò，开通，豁免。

上古音韻地位：曉紐、月部；王力擬音：xuat

中古音韻地位：曉紐、末韻；合口一等

分析：豁字的音韻地位從上古的曉紐、月部變為中古的曉紐、末部，《廣韻》末韻，豁，豁小韻 ,

豁達，呼括切。按：中古時期，豁字只有一個讀音，從中古到現代漢語演變中，呼括切經過入聲消

失，變為 huò，开通，豁免。至于現代漢語中的 huō，意義是豁口，豁出，則是由中古的豁字引申

分化而來，仍然使用相同形體記錄。由于漢字形體的借用，在現代漢語中形成多音字。

奇

現代漢語讀音：jī，数目不成双的，奇偶；qí，奇怪。

上古音韻地位：見紐、歌部；王力擬音：kiai

中古音韻地位：見紐、支韻；開口三等

分析：奇字的音韻地位從上古的見紐、歌部變為中古的見紐、支韻，《廣韻》支韻，竒小韻 , 竒，

異也，《說文》作奇，又虜複姓，《後魏書》竒斤氏，後改爲竒氏，渠羈切 ,又居宜切。按：在中古

時期，奇字還有一個讀音，《廣韻》支韻，羈小韻居宜切下，竒，不偶也，又虧也，又渠羈切。這

兩個讀音在上古當有共同來源，存在詞源關繫。從中古到現代漢語中，渠羈切經過濁音清化變為

qí，意義是奇怪；居宜切變為 jī，意義是数目不成双的，奇偶。現代漢語中的兩個讀音在中古都

有來源。

期

現代漢語讀音：jī，周年；qī，日期，期待。

上古音韻地位：見紐、之部；王力擬音：kiə

中古音韻地位：見紐、之韻；開口三等

分析：期字的音韻地位從上古的見紐、之部變為中古的見紐、之韻，《廣韻》之韻，姬小韻居之切

下，朞，周年，又復時也。按：中古時期，期字還有一個讀音，《廣韻》之韻，其小韻渠之切下，

期，期信也，㑹也，限也，要也，又姓，《風俗通》有期思國，又漢複姓二氏，後漢梁鴻改姓運期

氏，古仙人有安期生，賈執《英賢傳》云今琅邪人。這兩個讀音在上古當有共同來源，存在詞源關

繫。從中古到現代漢語演變中，居之切變為 jī，意義是周年；渠之切經過濁音清化變為 qī，意義
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是日期，期待。現代漢語中的兩個讀音在中古都有來源。

亟

現代漢語讀音：jí，急切；qì，屢次。

上古音韻地位：豀紐、職部；王力擬音：khiək

中古音韻地位：豀紐、志韻；開口三等

分析：亟字的音韻地位從上古的豀紐、職部變為中古的豀紐、志韻，《廣韻》志韻，亟小韻 , 亟，

數也，遽也，去吏切，又紀力切。按中古時期，亟字還有一個讀音，《廣韻》職韻，殛小韻紀力切

下，亟，急也，疾也，趣也，又音氣。這兩個讀音在上古當有共同來源，存在詞源關繫。從中古到

現代漢語中，去吏切變為 qì，意義是屢次；紀力切經過入聲消失變為 jí，意義是急切。現代漢語

中的兩個讀音在中古都有來源。

纪

現代漢語讀音：jǐ，姓，旧读 jì；jì，记载，纪律。

上古音韻地位：見紐、之部；王力擬音：kiə

中古音韻地位：見紐、止韻；開口三等

分析：纪字的音韻地位從上古的見紐、之部變為中古的見紐、止韻，《廣韻》止韻，紀小韻 , 紀，

極也，會也，事也，理也，識也，亦經紀，又十二年曰紀，又姓，出丹陽，居理切。按：中古時期，

纪字只有一個讀音，從中古到現代漢語演變中，居理切變為 jǐ，姓，旧读 jì；至于現代漢語中的

jì，记载，纪律；它的本字當是《廣韻》志韻，紀小韻 , 記，記志也，《說文》䟽也，居吏切。現

代漢語中的兩個讀音在中古都有來源。

系 (繫)

現代漢語讀音：jì，结，扣；xì，有亲属的，关联的。

上古音韻地位：見紐、錫部；王力擬音：kyek

中古音韻地位：見紐、霽韻；開口四等

分析：系字的音韻地位從上古的見紐、錫部變為中古的見紐、霽韻，《廣韻》霽韻，計小韻古詣切

下，係，連係；繫，縛繫，又口奚 , 胡計二切。按：中古時期，系字還有一個讀音：《廣韻》霽韻，

蒵小韻胡計切下，系，緒也，又姓，楚有系益；繫，易之繫辭。這兩個讀音在上古當有共同來源，

和繫讀音相同。從中古到現代漢語中，古詣切變為 jì，意義是结，扣；胡計切經過濁音清化變為

xì，有亲属的，关联的。現代漢語中的兩個讀音在中古都有來源。

監

現代漢語讀音：jiān，督察，监工；jiàn，太监，国子监。

上古音韻地位：見紐、談部；王力擬音：keam

中古音韻地位：見紐、銜韻；開口二等

分析：監字的音韻地位從上古的見紐、談部變為中古的見紐、銜韻，《廣韻》銜韻，監小韻，監，

領也，察也，《說文》云臨下也，古銜切，又古懴切。按：中古時期，監字還有一個讀音：《廣韻》

鑑韻，格懴切下，監，領也，亦姓，《風俗通》云，衞康叔爲連屬之監，其後氏焉，又古銜切。這
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兩個讀音在上古由共同來源，存在詞源關繫。從中古到現代漢語中，古銜切變為 jiān，意義是督

察，监工；格懴切變為 jiàn，太监，国子监。現代漢語中的兩個讀音在中古都有來源。

渐

現代漢語讀音：jiān，浸，浸染；jiàn，慢慢地。

上古音韻地位：精紐、談部；王力擬音：tsiam

中古音韻地位：精紐、鹽韻；開口三等

分析：渐字的音韻地位從上古的精紐、談部變為中古的精紐、鹽韻，《廣韻》鹽韻，尖小韻子廉切

下，渐，入也，漬也，又慈染切。按：中古時期，渐字還有一個讀音：《廣韻》琰韻，漸小韻，漸，

漸次也，進也，稍也，事之端先覩之始也，《地理志》有漸江今之浙江也，慈染切。這兩個讀音在

上古當有共同來源，存在詞源關繫。從中古到現代漢語中，子廉切經過齶化變為 jiān，意義是浸，

浸染；慈染切經過濁音清化，變為去聲的 jiàn，意義是慢慢地。現代漢語中的兩個讀音在中古都

有來源。

見

現代漢語讀音：jiàn，看到，見解；xiàn，通現。

上古音韻地位：見紐、元部；王力擬音：kyan

中古音韻地位：見紐、霰韻；開口四等

分析：見字的音韻地位從上古的見紐、元部變為中古的見紐、霰韻，《廣韻》霰韻，見小韻，見，

視也，又姓，出《姓苑》，古電切，又胡電切。按：中古時期，見字還有一個讀音：《廣韻》霰韻，

見小韻，見，露也，胡甸切。這兩個讀音在上古當有共同來源，通過音變構詞分化為兩個詞。從中

古到現代漢語中，古電切變為 jiàn，意義是看到，見解；胡甸切經過濁音清化變為 xiàn，通現。

現代漢語中的兩個讀音在中古都有來源。

溅

現代漢語讀音：jiàn，水花四濺；jiān，濺濺。

上古音韻地位：精紐、元部；王力擬音：tsian

中古音韻地位：精紐、線韻；開口三等

分析：溅字的音韻地位從上古的精紐、元部變為中古的精紐、線韻，《廣韻》先韻，箋小韻則前切

下，濺，濺疾流皃，又子賤切。按：中古時期，溅字還有一個讀音：《廣韻》線韻，箭小韻子賤切

下，濺，濺水，又作甸切。這兩個讀音在上古當有共同來源，具有詞源關繫。從中古到現代漢語中，

則前切經過齶化變為 jiān，意義是濺濺；子賤切經過齶化變為 jiàn，水花四濺。現代漢語中的兩

個讀音在中古都有來源。

槛

現代漢語讀音：jiàn，栏杆，栅栏；kǎn，门槛，也作坎。

上古音韻地位：匣紐、談部；王力擬音：ɣeam

中古音韻地位：匣紐、檻韻；開口二等
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分析：槛字的音韻地位從上古的匣紐、談部變為中古的匣紐、檻韻，《廣韻》檻韻，檻，闌也，《說

文》曰櫳也，一曰圈，胡黤切。按：中古時期，槛字只有一個讀音，從中古到現代漢語演變中，胡

黤切經過濁音清化變為 jiàn，意義是栏杆，栅栏；至于現代漢語中的 kǎn，门槛，也作坎，它的本

字當是《廣韻》感韻，坎小韻，坎，險也，陷也，又小罍也，形似壷，苦感切。現代漢語中的兩個

讀音在中古都有來源。

浆

現代漢語讀音：jiāng，漿洗；jiàng，濃，稠，通糡、糨。

上古音韻地位：精紐、陽部；王力擬音：tsiaŋ

中古音韻地位：精紐，陽韻；開口三等

分析：浆字的音韻地位從上古的精紐、陽部變為中古的精紐，陽韻，《廣韻》陽韻，將小韻即良切，

又子諒切下，漿，漿水。按：中古時期，浆字只有一個讀音，從中古到現代漢語演變中，即良切經

過齶化變為 jiāng，意義是漿洗；至于現代漢語中的 jiàng，濃，稠，通糡、糨，它是另外一個詞，

由于漢字規範和簡化，在現代漢語中用浆字形體記錄而已。由于漢字形體的借用，在現代漢語中形

成多音字。

降

現代漢語讀音：jiàng，降落，下落；xiáng，投降。

上古音韻地位：見紐、侵部；王力擬音：keəm

中古音韻地位：見紐、絳韻；開口二等

分析：降字的音韻地位從上古的見紐、侵部變為中古的見紐、絳韻，《廣韻》絳韻，絳，古巷切下，

降，下也，歸也，落也，又音缸，伏也。按：中古時期，降字還有一個讀音：《廣韻》江韻，栙小

韻下江切下，降，降伏，又古巷切。這兩個讀音在上古當有共同來源，具有詞源關繫。從中古到現

代漢語中，古巷切變為 jiàng，意義是降落，下落；下江切經過濁音清化變為 xiáng，投降。現代

漢語中的兩個讀音在中古都有來源。

教

現代漢語讀音：jiāo，传授，教书；jiào，指导，教育，宗教。

上古音韻地位：見紐、宵部；王力擬音：keÔ

中古音韻地位：見紐、肴韻；開口二等

分析：教字的音韻地位從上古的見紐、宵部變為中古的見紐、肴韻，《廣韻》肴韻，交小韻古肴切

下，敎，效也，又古孝切。按：中古時期，教字還有一個讀音：《廣韻》效韻，敎小韻，敎，敎訓

也，又法也，語也，《元命包》云天垂文，象人行其事，謂之敎，敎之爲言傚也，古孝切。兩個讀

音在上古當有共同來源，通過音變構詞分化而來。從中古到現代漢語中，古肴切變為 jiāo，意義

是传授，教书；古孝切變為 jiào，意義是指导，教育，宗教。現代漢語中的兩個讀音在中古都有

來源。

嚼

現代漢語讀音：jiáo，嚼啐；jiào，倒嚼；jué，咀嚼。
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上古音韻地位：從紐、藥部；王力擬音：dziok

中古音韻地位：從紐、藥韻；開口三等

分析：嚼字的音韻地位從上古的從紐、藥部變為中古的從紐、藥韻，《廣韻》藥韻，皭小韻在爵切

下，嚼，噬嚼。按：中古時期，嚼字只有一個讀音，從中古到現代漢語中，中古的這個嚼字詞義和

讀音都發生分化，一個變為 jiáo，意義是嚼啐；一個變為 jiào，意義是倒嚼；另一個變為 jué，

意義是咀嚼，它們還使用相同形體來記錄不同的詞。由于漢字形體的借用和詞義分化，在現代漢語

中形成多音字。

角

現代漢語讀音：jiǎo，牛羊的角，角度；jué，角色，竞争。

上古音韻地位：見紐、屋部；王力擬音：keok

中古音韻地位：見紐、覺部；開口二等

分析：角字的音韻地位從上古的見紐、屋部變為中古的見紐、覺部，《廣韻》覺韻，覺，古岳切下，

角，芒也，競也，觸也，《說文》曰獸角也，又角抵戲，漢武故事曰未央庭中設角扺戲，角抵者六

國時所造也，使角力相抵觸，亦大角軍器，徐廣《車服儀制》曰角前丗書記所不載，或云本岀羌胡

以驚中國之馬也，又姓後漢有角善叔。按：中古時期，角字只有一個讀音，從中古到現代漢語中，

角字的詞義和讀音發生分化，一個由古岳切經過入聲消失變為 jiǎo，意義是牛羊的角，角度；一

個變為 jué，意義是角色，竞争；還使用相同形體進行記錄。由于詞滙分化和漢字形體借用在現代

漢語中形成多音字。

湫

現代漢語讀音：jiǎo，湫隘，低洼；qiū，水池。

上古音韻地位：精紐、幽部；王力擬音：tsyu

中古音韻地位：精紐、篠韻；開口四等

分析：湫字的音韻地位從中古的精紐、幽部變為中古的精紐、篠韻，《廣韻》篠韻，湫小韻，湫，

湫隘，子了切，又子攸切。按：中古時期，湫字還有三個讀音：《廣韻》尤韻，秋小韻七由切下，

湫，水池名，北人呼。《廣韻》尤韻，遒小韻即由切下，湫，水名，又子小切。《廣韻》有韻，湫小

韻 ,湫，洩水瀆也，在九切，又子由，子小切。這幾個讀音在上古當有共同來源，存在詞源上的關

繫。從中古到現代漢語中，子了切經過齶化，變為 jiāo，意義是湫隘，低洼；七由切變為 qiū，水

池；其他讀音消失。現代漢語中的兩個讀音在中古都有來源。

徼

現代漢語讀音：jiǎo，求，同侥；jiào，边界，巡察。

上古音韻地位：見紐、宵部；王力擬音：kyÔ

中古音韻地位：見紐、蕭韻；開口四等

分析：徼字的音韻地位從上古的見紐、宵部變為中古的見紐、蕭韻，《廣韻》蕭韻，驍小韻古堯切

下，徼，求也，抄也，又音叫。按：中古時期，徼字還有一個讀音：《廣韻》嘯韻，叫小韻古弔切

下，徼，循也，小道也。這兩個讀音在上古當有共同來源，通過音變構詞分化而來。從中古到現代
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漢語中，古弔切變為 jiào，意義是边界，巡察。至于現代漢語中的 jiǎo，求，同侥；則是增加的

侥字的讀音。由于漢字形體借用，在現代漢語中形成多音字。

缴

現代漢語讀音：jiǎo，交纳，交付；zhuó，系在箭上的绳。

上古音韻地位：見紐、宵部；王力擬音：kyÔ

中古音韻地位：見紐、篠韻；開口四等

分析：缴字的音韻地位從上古的見紐、宵部變為中古的見紐、篠韻，《廣韻》篠韻，皎小韻古了切

下，繳，纏也，又音酌。按：中古時期，缴字還有一個讀音：《廣韻》藥韻，灼小韻之若切下，繳，

矰繳，《說文》作 ，生絲縷也。按：這兩個讀音在上古當有共同來源，存在詞源上的關繫。從中

古到現代漢語中，古了切變為 jiǎo，意義是交纳，交付；之若切 zhuó，意義是系在箭上的绳。現

代漢語中的兩個讀音在中古都有來源。

峤

現代漢語讀音：jiào，山道；qiáo，山尖而高。

上古音韻地位：群紐、宵部；王力擬音：giÔ

中古音韻地位：群紐、笑韻；開口三等

分析：峤字的音韻地位從上古的群紐、宵部變為中古的群紐、笑韻，《廣韻》笑韻，嶠小韻，嶠，

山道，又山銳而髙，渠廟切，又音喬。按：中古時期，峤字還有一個讀音：《廣韻》宵韻，喬小韻

巨嬌切下，㠐，亦作嶠，山銳而髙，又其廟切。這兩個讀音在上古當有共同來源，存在詞源上的關

繫。從中古到現代漢語中，渠廟切經過濁音清化變為 jiào，意義是山道；巨嬌切經過濁音清化變

為 qiáo，山尖而高。現代漢語中的兩個讀音在中古都有來源。

觉

現代漢語讀音：jiào，睡觉；jué，觉醒，觉得。

上古音韻地位：見紐、覺部；王力擬音：keuk

中古音韻地位：見紐、效韻；開口二等

分析：觉字的音韻地位從上古的見紐、覺部變為中古的見紐、效韻，《廣韻》效韻，敎小韻古孝切

下，覺，睡覺，又音角。按：中古時期，觉字還有一個讀音：《廣韻》覺韻，覺，曉也，大也，明

也，寤也，知也，古岳切，又古孝切。這兩個讀音在上古當有共同來源，通過音變構詞分化而來。

從中古到現代漢語中，古孝切變為 jiào，意義是睡觉；古岳切經過入聲消失變為 jué，觉醒，觉得。

現代漢語中的兩個讀音在中古都有來源。

校

現代漢語讀音：jiào，比较，订正；xiào，学校。

上古音韻地位：見紐、宵部；王力擬音：keÔ

中古音韻地位：見紐、效韻；開口二等

分析：校字的音韻地位從上古的見紐、宵部變為中古的見紐、效韻，《廣韻》效韻，效，胡教切下，

校，校尉，官名，亦周禮校人之後，又音敎。斆，學也，《書》曰惟斆學半。按：中古時期，校字
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還有一個讀音：《廣韻》效韻，敎小韻古孝切下，校，檢校，又考校。這兩個讀音在上古當有共同

來源，存在詞源關繫。從中古到現代漢語中，古孝切變為 jiào，意義是比较，订正；胡教切經過

濁音清化變為 xiào，意義是学校。現代漢語中的兩個讀音在中古都有來源。

爝

現代漢語讀音：jiào，火把；jué，火把。

上古音韻地位：精紐、藥部；王力擬音：tsiok

中古音韻地位：精紐、笑韻；開口三等

分析：爝字的音韻地位從上古的精紐、藥部變為中古的精紐、笑韻，《廣韻》笑韻，醮小韻子肖切

下，爝，火也。按：中古時期，爝字還有兩個讀音：《廣韻》藥韻，皭小韻在爵切下，爝，炬火。

《廣韻》藥韻，爵小韻即略切下，爝，炬火，《莊子》云日月出矣，而爝火不息，又音嚼。這三個讀

音在上古都有共同來源，存在詞源上的關繫。從中古到現代漢語中，子肖切經過齶化變為 jiào，

意義是火把；即略切經過入聲消失，變為 jué，火把，其他讀音消失。現代漢語中的兩個讀音在中

古都有來源。

节

現代漢語讀音：jiē，节骨眼；jié，节日。

上古音韻地位：精紐、質部；王力擬音：tsyet

中古音韻地位：精紐、屑韻；開口四等

分析：节字的音韻地位從上古的精紐、質部變為中古的精紐、屑韻，《廣韻》屑韻，節小韻，節，

操也，制也，止也，驗也，《說文》曰竹約也，子結切。按：中古時期，节字只有一個讀音，從中

古到現代漢語中，节字的詞義和讀音發生分化：一個是子結切經過入聲消失變為 jiē，意義是节骨

眼；一個是變為 jié，意義是节日，它們仍然使用相同形體來記錄。由于詞義分化和形體借用，在

現代漢語中形成多音字。

结

現代漢語讀音：jiē，结实；jié，结网，结交。

上古音韻地位：見紐、質部；王力擬音：kyet

中古音韻地位：見紐、屑韻；開口四等

分析：结字的音韻地位從上古的見紐、質部變為中古的見紐、屑韻，《廣韻》屑韻，結小韻，結，

締也，古屑切。按：中古時期，结字只有一個讀音，從中古到現代漢語中，结字的詞義和讀音發生

分化：一個是古屑切經過入聲消失變為 jiē，意義是结实；一個變為 jié，意義是结网，结交；仍

然使用相同形體來記錄兩個詞。由于詞義分化和形體借用，在現代漢語中形成多音字。

解

現代漢語讀音：jiě，分开，解释；jiè，押解，解元；xiè，明白，懂得，解县，地名。

上古音韻地位：見紐、支部；王力擬音：ke

中古音韻地位：見紐、蟹韻；開口二等

分析：解字的音韻地位從上古的見紐、支部變為中古的見紐、蟹韻，《廣韻》蟹韻，解小韻，解，
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講也，說也，脫也，散也，佳買切。按：中古時期，解字還有三個讀音：《廣韻》蟹韻，蟹，胡買

切下，解，曉也，又解廌，仁獸似牛，一角，亦姓，自唐叔虞食邑於解，今解縣也，晉有解狐解楊，

出鴈門，又虜複姓，《魏書》有解批氏，又佳買，古賣二切。《廣韻》卦韻，邂小韻胡懈切下，解，

曲解，亦縣名，在蒲州，又古賣，古買，胡買三切。《廣韻》卦韻，懈小韻古隘切下，解，除也。

這四個讀音在上古都有共同來源，存在詞源關繫。從中古到現代漢語中，佳買切變為 jiě，意義是

分开，解释；古隘切變為 jiè，意義是押解，解元；胡懈切經過濁音清化變為 xiè，明白，懂得，

解县，地名。現代漢語中的三個讀音在中古都有來源。

禁

現代漢語讀音：jīn，禁受，忍耐；jìn，禁止。

上古音韻地位：見紐、侵部；王力擬音：kiəm

中古音韻地位：見紐、侵韻；開口三等

分析：禁字的音韻地位從上古的見紐、侵部變為中古的見紐、侵韻，《廣韻》侵韻，金小韻居吟切

下，禁，力所加也，勝也，又居蔭切。按：中古時期，禁字還有一個讀音：《廣韻》沁韻，禁小韻，

禁，制也，謹也，止也，避王莽家諱改曰省，又姓，《何氏姓苑》云今吴興人，居蔭切。這兩個讀

音在上古當有共同來源，存在詞源上的關繫。從中古到現代漢語中，居吟切經過韻尾的轉換，變為

jīn，意義是禁受，忍耐；居蔭切經過韻尾的轉換，變為 jìn，禁止。現代漢語中的兩個讀音在中

古都有來源。

仅

現代漢語讀音：jǐn，只（叠）；jìn，将近，几乎。

上古音韻地位：見紐、文部；王力擬音：geən

中古音韻地位：群紐、震韻；開口三等

分析：仅字的音韻地位從上古的見紐、文部變為中古的群紐、震韻，《廣韻》震韻，僅小韻，僅，

餘也，纔也，劣也，少也，渠遴切。按：中古時期，仅字的讀音只有一個，從中古到現代漢語中，

渠遴切經過濁音清化變為 jìn，意義是将近，几乎；至于現代漢語中的 jǐn，只（叠）； 當是從

jìn 進一步分化而來。詞義分化，還使用相同形體記錄，在現代漢語中形成多音字。

尽

現代漢語讀音：jǐn，极，最，尽量；jìn，完毕，全部用出。

上古音韻地位：精紐、真部；王力擬音：tsien

中古音韻地位：精紐、軫韻；開口三等

分析：尽字的音韻地位從上古的精紐、真部變為中古的精紐、軫韻，《廣韻》軫韻，盡小韻，盡，

竭也，終也，慈忍切，又即忍切。按：中古時期，尽字還有一個讀音：《廣韻》軫韻，㯸小韻即忍

切下，盡，《曲禮》曰虚坐盡前，又慈忍切。這兩個讀音在上古當有共同來源，存在詞源上的關繫。

從中古到現代漢語中，慈忍切經過濁音清化變為 jìn，意義是完毕，全部用出；即忍切變為 jǐn，

意義是极，最，尽量。現代漢語中的兩個讀音在中古都有來源。 
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劲

現代漢語讀音：jìn，力气，干劲；jìng，坚强有力，劲旅。

上古音韻地位：見紐、文部；王力擬音：kiən

中古音韻地位：見紐、焮韻；開口三等

分析：劲字的音韻地位從上古的見紐、文部變為中古的見紐、焮韻，《廣韻》焮韻，靳小韻居焮切

下，劤，多力皃。按：中古時期，劲字還有一個讀音：《廣韻》勁韻，勁，勁徤也，居正切。這兩

個讀音在上古當有共同來源，存在詞源上的關繫。從中古到現代漢語中，居焮切變為 jìn，意義是

力气，干劲；居正切變為 jìng，意義是坚强有力，劲旅。現代漢語中的兩個讀音在中古都有來源。

且

現代漢語讀音：jū，文言助詞；qiě，而且。

上古音韻地位：清紐、魚部；王力擬音：tshya

中古音韻地位：清紐、馬韻；開口三等

分析：且字的音韻地位從上古的清紐、魚部變為中古的清紐、馬韻，《廣韻》魚韻，且小韻 , 且，

語辭也，《說文》薦也，子魚切，又七也切。按：中古時期，且字還有一個讀音：《廣韻》馬韻，且

小韻 ,且，語辝，七也切，又子余切。這兩個讀音在上古當有共同來源，存在詞源上的關繫。從中

古到現代漢語中，子魚切變為 jū，意義是文言助詞；七也切變為 qiě，意義是而且。現代漢語中的

兩個讀音在中古都有來源。

疽

現代漢語讀音：jū，一种毒疮；旧读 zǔ。

上古音韻地位：清紐、魚部；王力擬音：tshia

中古音韻地位：清紐、魚韻；開口三等

分析：疽字的音韻地位從上古的清紐、魚部變為中古的清紐、魚韻，《廣韻》魚韻，疽小韻 , 疽，

癰疽也，七余切。按：中古時期疽字只有一個讀音，從中古到現代漢語演變中，七余切經過不規則

演變，變為 jū，一种毒疮；旧读 zǔ，當是和該詞有關繫的一個讀音。因為語音演變的不規則性，

仍然用相同形體來進行記錄，在現代漢語中形成多音字。

卷

現代漢語讀音：juǎn，卷入，卷起；juàn，书卷，画卷。

上古音韻地位：群紐、元部；王力擬音：giuan

中古音韻地位：群紐、阮韻；合口四等

分析：卷字的音韻地位從上古的群紐、元部變為中古的群紐、阮韻，《廣韻》阮韻， 小韻，卷，

《風俗傳》云陳留太守琅邪徐焉 ,改圈姓卷氏 ,字異音同。按：中古時期，卷字還有兩個讀音：《廣

韻》線韻，眷小韻居倦切下，弮，曲也，又書弮，今作卷；卷，上同。《廣韻》獮韻，卷小韻 , 卷，

卷舒，《說文》曰膝曲也，居轉切；捲，捲衣。居倦切讀音和居轉切讀音在上古當有共同來源，存

在詞源上的關繫。從中古到現代漢語中，居轉切變為 juǎn，意義是卷入，卷起；居倦切變為 juàn，

意義是书卷，画卷。現代漢語中的兩個讀音在中古都有來源。
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倔

現代漢語讀音：jué，倔強；juè，言语粗直，态度不好。

上古音韻地位：群紐、物部；王力擬音：giuət

中古音韻地位：群紐、物韻；合口三等

分析：倔字的音韻地位從上古的群紐、物部變為中古的群紐、物韻，《廣韻》物韻，倔小韻 , 倔，

倔強，衢物切。按：中古時期，倔字只有一個讀音，從中古到現代漢語演變中，衢物切經過濁音清

化和入聲消失，變為 jué，意義是倔強；至于現代漢語中的 juè，意義是言语粗直，态度不好，也

是來源于中古的倔字，經過音變構詞，進行分化，還使用相同形體進行記錄。由于詞滙分化和漢字

形體的借用，在現代漢語中形成多音字。

蹶

現代漢語讀音：jué，跌倒；juě，尥蹶子。

上古音韻地位：見紐、月部；王力擬音：kiuat

中古音韻地位：見紐、祭韻；合口三等

分析：蹶字的音韻地位從上古的見紐、月部變為中古的見紐、祭韻，《廣韻》祭韻，劌小韻居衞切

下，蹶，行急遽皃，《曲禮》曰足無蹶，又居月切。按：中古時期，蹶字還有三個讀音：《廣韻》月

韻，厥小韻居月切下，蹶，失腳，又走也，速也，嘉也，《說文》僵也，一曰跳也，亦作蹷，又音

橛。《廣韻》月韻， 小韻 ,其月切下，蹷，又音厥。《廣韻》辪韻，蹶小韻 ,蹶，有所犯灾，紀劣

切，又居月 ,居衞二切。這四個讀音在上古當有共同來源，存在詞源上的關繫。從中古到現代漢語

中，居月切經過入聲消失，變為 jué，意義是跌倒。至于現代漢語中的 juě，尥蹶子，也是從中古

的蹶字演變分化而來。由于詞滙分化和漢字形體借用，在現代漢語中，形成多音字。

噱

現代漢語讀音：jué，大笑；xué，噱头。

上古音韻地位：群紐、鐸部；王力擬音：giak

中古音韻地位：群紐、藥韻；合口三等

分析：噱字的音韻地位從上古的群紐、鐸部變為中古的群紐、藥韻，《廣韻》藥韻，噱小韻 , 噱，

嗢噱，笑不止，其虐切。按：中古時期，噱字只有一個讀音，從中古到現代漢語演變中，其虐切經

過濁音清化和入聲消失，變為 jué，意義是大笑。至于現代漢語中的 xué，噱头；當是從中古的噱

字演變分化而來，分化後，還使用相同形體記錄。由于漢字形體的借用，在現代漢語中形成多音字。

菌

現代漢語讀音：jūn，低等植物的一類；jùn，就是蕈。

上古音韻地位：群紐、文部；王力擬音：giuan

中古音韻地位：群紐、軫韻；合口三等

分析：菌字的音韻地位從上古的群紐、文部變為中古的群紐、軫韻，《廣韻》阮韻 , 小韻 , 求晚

切下，菌，蕈也，又求敏切。按：中古時期，菌字還有一個讀音，《廣韻》軫韻 , 窘小韻渠殞切下，

菌，地菌，又姓，出《姓苑》。這兩個讀音在上古有共同來源。從中古到現代漢語中，渠殞切經過
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濁音清化變為 jùn，意義是蕈。至于現代漢語中的 jūn，低等植物的一類，則是後來産生的詞，只

是借用菌字形體記錄而已。由于漢字形體的借用，在現代漢語中形成多音字。

焌

現代漢語讀音：jùn，用火烧；qū，把燃烧的东西弄灭。

上古音韻地位：精紐、文部；王力擬音：tsuən

中古音韻地位：精紐，慁韻；合口一等

分析：焌字的音韻地位從上古的精紐、文部變為中古的精紐，慁韻，《廣韻》 韻，儁小韻子峻切

下，焌，然火。按中古時期，焌字還有兩個讀音：《廣韻》慁韻，焌小韻 ,焌，然火，《周禮》云遂

龡其焌，子寸切。《廣韻》術韻，焌小韻 , 焌，火燒，亦火滅也，倉聿切。這三個讀音在上古當有

共同來源，存在詞源上的關繫。從中古到現代漢語演變中，子峻切經過齶化變為 jùn，意義是用火

烧；倉聿切經過入聲消失，變為 qū，把燃烧的东西弄灭。現代漢語中的兩個讀音在中古都有來源。

看

現代漢語讀音：kān，看守，监视；kàn，看见，瞧。

上古音韻地位：豀紐、元部；王力擬音：khan

中古音韻地位：豀紐、寒韻；開口一等

分析：看字的音韻地位從上古的豀紐、元部變為中古的豀紐、寒韻，《廣韻》寒韻，看小韻 , 看，

視也，苦寒切。按：中古時期，看字還有一個讀音：《廣韻》翰韻，侃小韻苦旰切下，看，又苦干

切。這兩個讀音在上古有共同來源，通過音變構詞，分化而來。從中古到現代漢語中，苦寒切變為

kān，意義是看守，监视；苦旰切變為 kàn，意義是看见，瞧。現代漢語中的兩個讀音在中古都有

來源。

坷

現代漢語讀音：kē，坷垃，土块；kě，坎坷。

上古音韻地位：豀紐、歌部；王力擬音：khai

中古音韻地位：豀紐、哿韻；開口一等

分析：坷字的音韻地位從上古的豀紐、歌部變為中古的豀紐、哿韻，《廣韻》哿韻，可小韻枯我切

下，坷，坎坷。按：中古時期，坷字還有一個讀音：《廣韻》箇韻，坷小韻 , 坷，坎坷，不平也，

口箇切。這兩個讀音在上古當有共同來源，存在詞源關繫。從中古到現代漢語演變中，枯我切變為

kě，坎坷。至于現代漢語中的 kē，坷垃，土块；則是另外一個詞，借用坷字的形體記錄而已。由

于漢字形體的借用，在現代漢語中形成多音字。

空

現代漢語讀音：kōng，空有，白白地；kòng，闲着，没被占用的时间。

上古音韻地位：豀紐、東部；王力擬音：khoŋ

中古音韻地位：豀紐、東韻；合口一等

分析：空字的音韻地位從上古的豀紐、東部變為中古的豀紐、東韻，《廣韻》東韻，空小韻 , 空，

空虚，書曰伯禹作司空，又漢複姓，有空桐空相二氏，苦紅切。按：中古時期，空字還有一個讀
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音：《廣韻》送韻，控小韻，苦貢切下，空，空缺，又苦紅切。這兩個讀音在上古有共同來源，通

過音變構詞分化而來。從中古到現代漢語演變中，苦紅切變為 kōng，意義是空有，白白地；苦貢

切變為 kòng，意義是闲着，没被占用的时间。現代漢語中的兩個讀音在中古都有來源。

拉

現代漢語讀音：lā，牵扯，牵累；lá，割，闲谈。

上古音韻地位：來紐、緝部；王力擬音：ləp

中古音韻地位：來紐、合韻；開口一等

分析：拉字的音韻地位從上古的來紐、緝部變為中古的來紐、合韻，《廣韻》合韻，拉小韻 , 拉，

折也，敗也，摧也，盧合切。按：中古時期，拉字只有一個讀音，從中古到現代漢語中，盧合切的

讀音發生分化，一個經過入聲消失變為 lā，意義是牵扯，牵累；一個變為 lá，意義是割，闲谈。

由于詞義分化，産生新詞，還仍然使用相同形體，形成現代漢語中的多音字。
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は　じ　め　に

　平成 12年 3月に文化庁・日本語教員の養成に関する調査研究協力者会議が報告した『日本語

教育のための教員養成について』では，「日本語教員養成において必要とされる教育内容」とし

て，コミュニケーションを日本語教育の中核として位置付け，コミュニケーションが「社会・文

化」「教育」「言語」の 3領域から構成され，さらにそれらを，「社会・文化・地域」「言語と社

会」「言語と心理」「言語と情報」「言語」の 5区分に分類される考えを示している。そしてその

5区分の下位に，「「世界と日本」「異文化接触」……「コミュニケーション能力」などの 16の内

容を挙げている。

　大学の日本語教員養成課程では，この「教育内容」に則り，大幅小幅なカリキュラム改訂がな

され，日本語教員の養成に供されている。

日本語教員養成課程修了生の日本語教育の受容と変容

中　川　良　雄

〈Abstract〉
  In “The Educational Contents needed for Japanese Teacher Training” which the Agency 

for Cultural Affairs showed in 2000, Communication is set on the core of Japanese Teacher 

Training, surrounded by 3 domains: “domain about society, culture, and area”, “domain 

about education”, and “domain about language”, and furthermore by 5 classifications: 
“society, culture and area”, “language and society”, “language and psychology”, “language 

and education”, and “language”.

  These “Educational Contents” are taken and followed in Japanese Teacher Training 

Course of University according to the situation of each University.

  However, in view of the present condition of the Training Course, that not many 

graduates ot take the post of Japanese Teacher, and take the post of social various 

occupations, there should be an argument how will be hte Japanese Teacher Training 

course.

  In this paper, we investigate through a questionnaire how the academic subjects studied 

in the Course are harnessed in the present occupation.

  The graduates of the Course master the knowledge and capability, such as 
“communication”, “Foreign Culture”, and “Japanese”, and is harnessing by the present 

occupation.

  The graduates of the Course are wanted to contribute to the various area of our society 

which should come as an “out-of-government” Japanese Teacher.
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　とはいえ，養成課程の修了生は，皆が日本語教員に就くわけではなく，国語教員や公務員，一

般企業など，さまざまな職域へと就いていく。

　では課程で学んだ学科目は，それぞれの職域でいかに活かされているのか。日本語教員養成課

程は，どこまで社会に貢献しうるのか。

　門倉（2011）は，「日本語教育の社会貢献」として，「日本語教育の日本社会への貢献として，

日本人のコミュニケーション力の向上に寄与することがあります。地域日本語教室では，そうし

たコミュニケーション力が自発的に育っています。そして外国人児童と接する日本人児童にも，

それは求められています。」と述べ，日本語教育が日本人のコミュニケーション力の向上，ひい

ては日本社会への貢献につながることを示唆している。

　本研究では，大学の日本語教員養成課程の修了生を対象に，課程で学修した学科目が現在の職

業でいかに活かされているかを問うアンケート調査を実施し，課程の修了生が，日本語教育をい

かに受容し，変容を遂げているか考えていく。

　本稿は，アンケート調査の第一報として，アンケートの全貌と全体の結果について報告する。

1　日本語教員の養成

1.1　日本語教員養成課程

　昭和 60年（1985年）5月 30日，文部省学術国際局は，各機関の長宛に「日本語教員の養成等

について」と題する通知を送付し，その中で，

　日本語教育の一層の充実のためには，日本語教育の専門家として必要な知識・能力を有す

る優れた日本語教員の養成が不可欠であり，このためには，日本語教員養成における教育内

容・水準の基準が明確にされることが必要である。

として，「日本語教育の専門家として必要とされる知識・能力」の具体的内容を示し，大学の学

部（主専攻・副専攻）や一般の日本語教員養成機関等において，上記の要請される知識・能力の

水準に応じて行われるべきことを通知した。

　かくして日本語教員養成は，それぞれの大学や機関で始まることになるが，日本語教員には，

「日本語の構造に関する体系的・具体的な知識」のみならず，「日本人の言語生活」や「日本事

情」「外国語及び外国事情に関する知識・能力」等まで，幅広い知識・能力が求められることに

なる。

　この通知から 15年が経過した平成 12年（2000年），日本語教育を取り巻く状況の変化に鑑み，

文化庁・日本語教員の養成に関する調査研究協力者会議が報告した『日本語教育のための教員養

成について』では，日本語学習者の多様な学習需要や日本語教育を取り巻く状況を踏まえたとき，

その内容の改善等の必要性が指摘されている。
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　このような状況に鑑み，本協力者会議では，日本語教員の資質向上とその養成に関し一層

の改善を図るため，教育内容の意義や在り方について幅広い観点から議論を行い，その結果

を「日本語教育のための教員養成について」として報告をまとめた。

　今後，この提言の実現に向けた取組が行われ，日本語教育の一層の振興が図られることを

期待したい。

として，上述のコミュニケーションを中核とする 3領域 5区分の「教育内容」を具体的に示して

いる。

1.2　日本語教員の資質・能力

　現在の日本語教育を取り巻く状況は極めて多様化しており，日本語教育の対象者は，留学生，

研修生，帰国子女，ビジネスマン，児童生徒など，多様な場面で日本語教育が求められ，日本語

教師に必要とされる資質・能力も複雑化せざるをえない。また日本語教員には，そうした学習者

とのコミュニケーション能力が求められてくる。

　平成 12年 3月の『日本語教育のための教員養成について』では，「日本語教員として望まれる

資質・能力」として，「コミュニケーション」を最重要項目と位置付けた。

　同報告書はさらに，

　日本語教育とは，広い意味で，コミュニケーションそのものであり，教授者と学習者とが

固定的な関係でなく，相互に学び，教え合う実際的なコミュニケーション活動と考えられる。

また，このような包括的な概念としてのコミュニケーションは，今回新たに示す教育内容の

すべてに共通しその根底をなすものであり，教育内容の基本となるものである。

と，コミュニケーション教育の重要性を強調している。

　大学の日本語教員養成課程では，「教育内容」で示された教育内容をもとに，大学それぞれの

事情に合わせた日本語教員養成が実施されているが，課程の修了生が，課程で学んだ学科目をい

かに受容し，課程修了後いかに変容し，現在の職業でどのように活かしているかを知ることは，

課程のあり方や，今後ますます必要となるであろう日本語教員，そして課程修了生の社会貢献に

ついて考える上で，貴重な資料となるものと思われる。

2　アンケート調査

2.1　アンケート項目の策定

　「日本語教員養成において必要とされる教育内容」では，3領域・5区分の具体的内容として，

「「歴史／文化／文明／社会……異文化間教育／多文化教育……対人関係能力／異文化調整能力」
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など，157項目が記されている。

　アンケート項目の策定に当たっては，157項目のうち，複数の項目を合体して一つの項目とし

たり（例；歴史／文化／文明⇒日本の歴史・文化・文明に関する知識），より内容を明確にした

り（例；教材開発……マルチメディア⇒ IT利用による教材開発）するなどして，59項目に絞っ

た（下表 1参照）。

　アンケートには，「課程で学んだ学科目が現在の職業にいかに活かされているか」を「4　とて

も役にたっている　　3　まあ役にたっている　　2　あまり役にたっていない　　1　全く役に

たっていない」の 4件法のスケールにより評価してもらい，それぞれの項目の平均値を出して

いった。

療　育 区　　　　分 項目数

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン

社会・文
化・地域
に関わる
領域

教育に関
わる領域

言語に関
わる領域

社会・
文化・
地域　

世界と日本 2

異文化接触 5

日本語教育の歴史と現状 5

言語
と
社会

言語と社会の関係 3

言語使用と社会 5

異文化コミュニケーションと社会 4

言語
と
心理

言語理解の過程 2

言語習得・発達 2

異文化理解と心理 1

言語
と
教育

言語教育法・実習 8

異文化間教育・コミュニケーション教育 4

言語教育と情報 3

言語

言語の構造一般 5

日本語の構造 4

言語研究 2

コミュニケーション能力 4

項　目　合　計 59

表 1　3領域・5区分とアンケート項目数
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2.2　アンケート対象者

　大学の日本語教員養成課程（主専攻・副専攻）修了者合計 102名。その内訳は次の通りである。

 ①　男／女

男 7名 女 95名

 ②　出身大学

　京都外国語大学を中心に 8大学の出身者（過程修了者）。

 ③　主専攻／副専攻

主専攻 86名 副専攻 16名

 ④　卒業年

　それぞれの大学においてカリキュラム改変がなされたであろう年度の 2005年～2012年 3

月の卒業生。

 ⑤　現在の職業

教員（日本語） 教員（国語） 教員（その他） 公務員 会社員

42名 8名 6名 1名 11名

旅行業 銀行・金融業 店　員 サービス業 その他・無記入

6名 1名 0名 6名 21名

 ⑥　在職年数

0～１年未満 1～2年未満 2～3年未満 3～4年未満 4年以上 無記入

23名 17名 10名 9名 40名 3名

3　アンケート結果の分析

3.1　平均値尾高居項目

　アンケートから平均値の高い項目を順に並べてみると（表 2参照），「異文化コミュニケーショ

ンと社会」（12），「異文化間教育・コミュニケーション教育」（31），「コミュニケーション能力」

（1・17），「言語教育法・実習」（57），「日本語の構造」（19・36）といった項目が上位に顔を出す。

「異文化」「コミュニケーション」「日本語の構造」といった日本語教員養成の根幹をなす学科目

が，キーワードとして修了生の現在を形作っていると言える。

　一方で平均値の低い項目は（表 3参照），「言語習得・発達」（10），「日本語教育の歴史と現

状」（43），「言語教育と情報」（34・29），「異文化接触」（28・13）といった，上記キーワードか
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らかけ離れた項目であることが分かる。

3.3　5区分ごとの平均値

　5区分の中の平均では，項目間に大差はないものの，やはり「日本語の構造」「コミュニケー

ションン能力」を含む「言語」の区分に重要性を認める意見が強い（表 4参照）。

　さらにその下位区分では，「コミュニケーション能力」に平均値がもっとも高く，「言語教育と

情報」がもっとも低くなる。

4　日本語教員養成課程のあり方

　日本語教員誉養成課程を修了しても日本語教員に就かない者の多い現状の背景には，需給バラ

12 言文化変容・適応に関する知識 3.49
31 言文化理解能力 3.24
 1 コミュニケーション教育に関する知識 3.18
16 誤用分析に関する知識 3.11
17 対人関係能力 3.11
57 教室活動・教授法に関する知識 3.1
59 言語学習・習得（第一言語・第二言語）に関する知識 3.09
19 日本語の構造に関する知識 3.09
 5 コミュニケーション・ストラテジーに関する知識 2.99
36 文法体系・語彙体系・意味体系に関する知識 2.99
41 コミュニケーション学に関する知識 2.98

表 2　平均値の高い項目

10 幼児言語に関する知識 1.96
43 日本語教育史・言語政策に関する知識 2.14
34 統計処理に関する知識 2.14
45 教育哲学・教育社会学・教育制度に関する知識 2.15
11 IT利用による教材開発・教材選択に関する知識 2.21
28 地域協力・精神衛生に関する知識 2.22
13 外国人児童生徒・帰国児童生徒に関する知識 2.35
29 マルチメディアに関する知識 2.35
50 留学生・移民・難民政策や研修生受け入れに関する知識 2.36
 4 言語接触・言語管理・言語政策に関する知識 2.36
18 地域生活関連情報に関する知識 2.41

表 3　平均値の低い項目
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ンスの問題や雇用形態，待遇面，将来への不安などで，日本語教員には，一般企業に比してマイ

ナス要因の多いことが挙げられる。一方で地球のグローバル化や国内外における日本語学習者の

増加，日本国内のいわゆるニューカマーの急増などで，日本語教員とはいわずとも，日本語教育

の知見を備えた人材の求められることも事実である。

　この日本語教員にならない課程修了生の活用について鈴木（2011）は，

日本語教師養成課程で育成する専門性を内省的実践家であることに見定め，修了後に日本語

教師とならない者も，「在野の日本語教師」として生態学的リテラシーを生かし，社会に寄

与できる。……日本語教育も教育学の一分野であり，教育の持つ人間的援助の本質に目を向

ければ，日本語教育専攻者は日本語を用いて他者との交渉，そしてその背後にある社会のあ

り方への批判的内省を他者と協働的に行っていけることが重要である。……「在野の日本語

教師の専門性」とは，生態学的リテラシーを発揮して他者と関わり，自らの日本語使用を通

して地域住民の結節点となり，社会を変革していくことである。

と論じ，

「在野の日本語教師」を育てることは，今日の日本語教育が社会に対して可能な貢献の一つ

ではないだろうか。

と結んでいる。

　今回のアンケートからも読み取れるように，日本語教員養成課程の修了生は，課程で身につけ

た，

①　コミュニケーション能力

②　異文化能力

③　日本語能力

を糧に，それぞれの職域で活躍している。

　今後は，日本語教員ならずとも，社会のあらゆる領域で日本語教育の知見を備えた人材の求め

られることは必須である。

　日本語教員養成課程設置の目的は，当初はまさに日本語教員の養成であったかもしれないが，

当初は予想だにできなかった，現在のグローバル社会において，課程の修了生が，「在野」の日

本語教員として変容し，社会に貢献していくことが望まれる。

　また課程のあり方も，日本語教育の専門性を備えた職業人の育成にも力ぞ注いでいくのが好ま

しい。
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お　わ　り　に

　平成 12年に文化庁・日本語教員の養成に関する調査研究協力者会議から示された「日本語教

員養成において必要とされる教育内容」では，コミュニケーションを日本語教員養成の中核に据

え，その周縁に「社会・文化・地域に関する領域」「教育に関する領域」「言語に関する領域」の

3領域，そしてそれを取り巻くように「社会・文化・地域」「言語と社会」「言語と心理」「言語

と教育」「言語」の 5区分を配する内容が提示されている。大学の日本語教員養成課程では，こ

の「教育内容」に則り，それぞれの大学の事情に即した教員養成が展開されている。

　しかし課程の修了者の多くは，日本語教員に就くわけではなく，社会の様々な職域に就いてい

く現状に鑑み，日本語教員養成課程はいかにあるべきか，議論を進めていかなければならない。

　本稿での調査に見る限り，課程の修了生は，多かれ少なかれ，課程で学んだ「コミュニケー

ション」「異文化」「日本語」といった専門性をそれそれの職域で活かしていると言える。

　課程設立の目的は，まさに「日本語教員の養成」であった。日本語教員に就くものはむしろ少

数派であるとはいえ，日本語教育の専門性を備えた「在野」の日本語教員が社会の様々な職域で，

社会貢献を果たしていくことが期待される。専門性の教育は，ある程度までは課程で可能であっ

たとしても，専門性を活かした「人間性」が課程の修了生に求められてくる。

　今回の調査は，調査の全貌を取り上げたが，今後，日本語教員／非日本語教員，主専攻／副専

攻，職域，在職年数などによる結果の相違を調べていくと，課程修了生の日本語教育の授業と変

容について，より明らかになるであろう。
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表 5　項目ごとの平均値

【世界と日本】
35 日本の歴史・文化・文明に関する知識 2.87
56 日本の社会・教育・哲学に関する知識 2.6
49 日本文学に関する知識 2.53

【異文化接触】
25 国際協力・文化交流に関する知識 2.83
50 留学生・移民・難民政策や研修生受け入れに関する知識 2.36
13 外国人児童生徒・帰国児童生徒に関する知識 2.35
28 地域協力・精神衛生に関する知識 2.22

【日本語教育の歴史と現状】
43 日本語教育史・言語政策に関する知識 2.14
 3 教員養成に関する知識 2.56
38 学習者の多様化・学習者の推移に関する知識 2.76
58 日本語試験・各国語試験に関する知識 2.62
42 世界各地域や日本各地域の日本語教育事情に関する知識 2.49

【付資料】

表 4　領域・区分ごとの平均値

社会・
文化・
地域　

2.50

世界と日本 2.56

異文化接触 2.41

日本語教育の歴史と現状 2.51

言語
と
社会

2.64

言語と社会の関係 2.39

言語使用と社会 2.78

異文化コミュニケーションと社会 2.74

言語
と
心理

2.78

言語理解の過程 2.95

言語習得・発達 2.41

異文化理解と心理 2.78

言語
と
教育

2.48

言語教育法・実習 2.75

異文化間教育・コミュニケーション教育 2.84

言語教育と情報 2.21

言語 2.87

言語の構造一般 2.65

日本語の構造 2.85

言語研究 2.71

コミュニケーション能力 2.97
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【言語と社会の関係】
48 社会言語学・社会文化能力に関する知識 2.66
 4 言語接触・言語管理・言語政策に関する知識 2.36
45 教育哲学・教育社会学・教育制度に関する知識 2.15

【言語使用と社会】
32 言語変種・地域言語に関する知識 2.73
55 待遇・ポライトネスに関する知識 2.7
46 言語・非言語行動に関する知識 2.83
 5 コミュニケーション・ストラテジーに関する知識 2.99
18 地域生活関連情報に関する知識 2.41

【言語とコミュニケーションと社会】
12 言文化変容・適応に関する知識 3.49
14 言語・文化相対主義や自文化（自民族）中心主義に関する知識 2.48
53 多文化主義に関する知識 2.64
52 言語選択・バイリンガリズムに関する知識 2.42

【言語理解の過程】
15 言語理解・談話理解に関する知識 2.87
59 言語学習・習得（第一言語・第二言語）に関する知識 3.09

【言語習得・発達】
10 幼児言語に関する知識 1.96
22 学習ストラテジーに関する知識 2.86

【異文化理解と心理】
30 異文化間心理学・教育心理学に関する知識 2.78

【言語教育法・実習】
26 自己点検能力 2.55
39 カリキュラム・コースデザイン。ニーズ分析に関する知識 2.78
57 教室活動・教授法に関する知識 3.1
44 評価法に関する知識 2.45
23 教育環境に関する知識 2.82
54 地域別・年齢別日本語教育方・教育情報に関する知識 2.42
16 誤用分析に関する知識 3.11
51 教材分析・開発に関する知識 2.9

【異文化間教育・コミュニケーション教育】
37 異文化間教育・多文化教育に関する知識 2.93
47 国際比較教育・国際理解教育に関する知識 2.44
 1 コミュニケーション教育に関する知識 3.18
40 言語間対照に関する知識 2.59

【言語教育と情報】
11 IT利用による教材開発・教材選択に関する知識 2.21
34 統計処理に関する知識 2.14
29 マルチメディアに関する知識 2.35
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【言語の構造一般】
21 一般言語学に関する知識 2.65
27 世界の諸言語に関する知識 2.73
24 言語の系統や類型に関する知識 2.55
33 語用論に関する知識 2.55
 2 音声や音韻に関する知識 2.79
19 日本語の構造に関する知識 3.09
36 文法体系・語彙体系・意味体系に関する知識 2.99
 9 表記に関する知識 2.86
 8 日本語の歴史に関する知識 2.47

【言語研究】
20 理論言語学・認知言語学に関する知識 2.44
41 コミュニケーション学に関する知識 2.98

【コミュニケーション能力】
 6 受容・理解・産出・運用能力に関する知識 2.75
 7 談話構成能力に関する知識 2.78
17 対人関係能力 3.11
31 言文化理解能力 3.24
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は　じ　め　に

　太宰治は生涯にわたって聖書を読み続け，その影響から多くの作品の中で聖書を引用した作家

である。どんなに作品の中で聖書を引用しようとも太宰とキリスト教信仰は全く関係ないとする

ドナルド・キーンの批判1） はあるものの，太宰と聖書の関係は太宰の身近にいた山岸外史，小山

清，今官一，菊田義孝などとの影響関係2） や，野原一夫3），津島美知子夫人4） などの貴重な証言

による裏付けがあり，作家の長部日出雄5），清水昭三6） による論究や多くの研究者7） による詳細

な論究があり，無視できないものとなっている。

　太宰の作品の中では既に習作時代の「無間奈落」（「細胞文芸」，1927年 5月）と「地主一代」

（「座標」，1930年 3，5月）に聖書と関連のある言葉が出てきており，小説「ダス・ゲマイネ」

（「日本浪漫派」，1935年 10月）以降は戦中，戦後も一貫して作品の中で聖書を引用している。

このことは，太宰が戦争を通しても変節をせずに一貫した文学的態度を取ってきた証左と言える。

もちろん，時代ごとにまた作品ごとにどのような聖書の引用があり，作品の中でどのような意味

を持っているかは一つ一つの作品にあたって検討する必要があるだろう。そこで本稿では特に太

宰が 1945年 8月初旬から 1946年 11月まで津軽で疎開していた時期に執筆された小説や戯曲に

焦点をあてて，そこにあらわれた聖書の引用箇所に注目し，その位相を確認していきたい。

　津軽疎開時代8） と呼ばれるこの時期に太宰は小説としては「パンドラの匣」（初出：「河北新

報」，1945年 10月 22日～1946年 1月 7日）から「トカトントン」（「群像」，1947年 1月）まで

津軽疎開時代の太宰文学の一側面
― 戦後文学と聖書 ―

長　濵　拓　磨
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の 16作品を，戯曲として「冬の花火」（「展望」，1946年 6月）と「春の枯葉」（「人間」，1946年

9月）の 2編を執筆している。その中で，はっきりと聖書の引用が確認できるものは，「パンド

ラの匣」，「十五年間」（初出：「文化展望」，1946年 4月号），「苦悩の年鑑」（「新文芸」，1946年

6月），「冬の花火」，「チャンス」（「芸術」，1946年 7月），「春の枯葉」，「親友交歓」（「新潮」

1946年 12月），「トカトントン」である。以上の作品にあらわれた聖書引用を中心に考察する。

1．自由思想～「パンドラの匣」

　戦後第一作である『パンドラの匣』の原型は戦中に始まる。津島美知子9） によると，『パンド

ラの匣』の原型は，太宰の愛読者であった木村庄助の日記 10冊をもとに 1943年 10月末に脱稿

された「雲雀の声」であった。「雲雀の声」が戦時中の検閲にひっかかり出版許可がなかなか下

りず発行が延びているうちに，印刷工場が戦禍に遭い，原稿も失われてしまった。だが，その後

奇跡的に校正刷が見つかり，その原稿をもとに内容を敗戦後のことに書き改めて「河北新報」に

連載をしたのが『パンドラの匣』である。

　『パンドラの匣』は，「健康道場」で結核療養中の「ひばり」と呼ばれる 20歳の青年が親友へ

宛てた手紙の形式をとった新聞小説である。作中の日付を見ると 8月 25日から 12月 9日までの

合計 13通の手紙によって構成されている。中心となるのは「健康道場」における「ひばり」の

療養生活であり，この中で入院患者たちとの交流や，看護婦の「竹さん」への失恋10） などが描

写されている。「安全無害なジュニア向きの作品，愛と克己と希望とが軽いタッチで語られてい

るきわめて衛生的な明朗青春小説」11） と塚越和夫が論じているように「青春小説」として規定す

ることも可能である。だが一方で『パンドラの匣』に，敗戦後の日本社会での生き方をめぐる

「思想小説」の側面もあることは見逃すことはできない。次作の「十五年間」の最後に引用され

たのは，聖書や天皇とも関連する「自由思想」が語られる部分が中心となっており，その重要性

は明らかであるからだ。そこで『パンドラの匣』の「思想小説」としての側面を探っていきたい。

　作品冒頭で主人公の「ひばり」は，8月 15日を境に日本は新しい時代に入ったのだから，「古

い気取り」はよして「希望」をもって進んでいこうと友人に呼びかける。ギリシャ神話の「パン

ドラの匣」のように，「絶望」の中にも「希望」が残されているからだという。これが題名の

『パンドラの匣』の由来であり，作品全体を流れる通底奏音である。この答えを「ひばり」が迷

いつつ模索するところが「思想小説」としての作品の骨子と言えよう。そんな「ひばり」に対し

て思想的に多大な影響を与えるのが同室の「越後獅子」である。最初「ひばり」は年上で東京の

新聞記者という「越後獅子」に多少威厳を感じているものの，それほど尊敬はしていなかった。

「越後獅子」が聖書を引用しつつ独自の「自由思想」を展開して演説をした「嵐の夜の会談」の

時も，友人が「当代まれに見る大政治家」「有名な偉い先生」と絶賛しているのに対し，「巷間無

名の民衆」が「正論」を吐いているに過ぎないと極めて冷静な反応を見せている。しかし，見舞

いに来た友人によって「越後獅子」が実は「大月花宵」という有名な詩人であることを知ってか
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らは，態度を一変させ心酔者の一人として「自由思想」を自分の思想の中へ取り込むようになり，

そこから「かるみ」の論まで生まれている。そして，最後の手紙の末尾には「献身」と題する

「越後獅子」の講話が引用され，講話を聴いた余韻に浸っている「ひばり」の感銘で作品が閉じ

られている。つまり，「青春小説」としての『パンドラの匣』は「竹さん」の結婚が決まったこ

とを知り，「ひばり」の失恋が決定的になるところまでが主眼であるのに対し，「思想小説」とし

ての『パンドラの匣』は新しい生き方を模索している「ひばり」が「越後獅子」の「自由思想」

を通じて，「かるみ」の境地に至るプロセスが主眼であるのだ。

　では「越後獅子」の「自由思想」とは何か考察していきたい。「越後獅子」の「自由思想」は

「キリストの精神」を中心として展開される。「越後獅子」が最初に「自由思想」について演説し

たのは次の場面である。

「自由思想の内容は，その時，その時で全く違うものだと言っていいだろう。真理を追及し

て闘った天才たちは，ことごとく自由思想家だと言える。わしなんかは，自由思想の本家本

元は，キリストだとさえ考えている。思い煩うな，空飛ぶ鳥を見よ，播かず，刈らず，蔵に

収めず，なんてのは素晴らしい自由思想じゃないか。わしは西洋の思想は，すべてキリスト

の精神を基底にして，或いはそれを敷衍し，或いはそれを卑近にし，或いはそれを懐疑し，

人さまざまの諸説があっても結局，聖書一巻にむすびついていると思う。」

 （傍線部引用者／『パンドラの匣』）

「越後獅子」は「自由思想家」を「真理を追及して闘った天才」として定義し，その「本家本

元」を「キリスト」だとした上で，聖書のマタイ伝 6章 26節の一節を引用しながら「自由思

想」としての「キリストの精神」を強調する。「キリストの精神」はこの後も繰り返してあらわ

れるキーワードであるが，ここでの文脈からすると「越後獅子」が説く「キリストの精神」の中

心となるのは，「思い煩うな」というキリストの言葉に集約される。元来キリストが語っている

のは信仰を基盤とした「神の下の平安」であるのだが，「越後獅子」はそうした信仰的要素を薄

め，あくまでも人間的なレベルで「思い煩う」ことなく自由に生きることが「キリストの精神」

だと言うのだ。

　「越後獅子」はさらに聖書の別の個所を引用して「自由思想」を説明する。

醜い裏切りとは違う。キリストも，いっさい誓うな，と言っている。明日の事を思うな，と

も言っている。実に，自由思想家の大先輩ではないか。狐には穴あり，鳥には巣あり，され

ど人の子には枕するところ無し，とはまた，自由思想家の嘆きといっていいだろう。一日も

安住をゆるされない。その主張は，日々にあらたに，また日にあらたでなければならぬ。日

本に於いて今さら昨日の軍閥官僚を攻撃したって，それはもう自由思想ではない。便乗思想

である。真の自由思想家なら，いまこそ何を置いても叫ばなければならぬ事がある。」
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 （傍線部引用者／『パンドラの匣』）

ここでも聖書が引用され「キリスト」について言及されているものの信仰や宗教的要素は薄い。

あくまでも「真理を追及して闘った天才」としての「キリスト」にすぎない。引用されている聖

書，マタイ伝 5章 34節「いっさい誓うな」とマタイ伝 6章 34節「明日の事を思うな」は，先に

引用されたマタイ伝 6章 26節「思い煩うな」と同様に自分を縛る拘束や心配事から自由になる

ことを示しており，そんな「自由思想家」であるがゆえに人々から理解されずマタイ伝 8章 20

節「狐には穴あり，鳥には巣あり，されど人の子には枕するところ無し」という不遇にも遭うの

である。

　さらに「越後獅子」は「昨日の軍閥官僚」を安易に攻撃する「便乗思想」を批判する。個人的

な心配や不安だけでなく過去に拘泥した古い価値観からの「自由」を説いているのだ。だからこ

そ，「天皇陛下万歳」という次の言説が続く。

「天皇陛下万歳！　この叫びだ。昨日までは古かった。しかし，今日に於いては最も新しい

自由思想だ。十年前の自由と，今日の自由とその内容が違うとはこの事だ。それはもはや，

神秘主義ではない。人間の本然の愛だ。今日の真の自由思想家は，この叫びのもとに死すべ

きだ。アメリカは自由の国だと聞いている。必ずや，日本のこの自由の叫びを認めてくれる

に違いない。わしがいま病気で無かったらなあ，いまこそ二重橋の前に立って，天皇陛下万

歳！　を叫びたい。」 （傍線部引用者／『パンドラの匣』）

塚越和夫12） はこの場面で「天皇陛下万歳」という言説が出てくるのを踏まえて「時代錯誤的な，

危険きわまりない迷信に過ぎなかったーと今では思われている天皇への絶対的な崇拝の念」とし

て批判している。『パンドラの匣』が論じられる際常に議論となる箇所であるが，ここで「越後

獅子が強調しているのは「昨日の軍閥官僚」と同様の古い思想としての「天皇陛下万歳」ではな

く，過去の残滓に捉われない「自由思想」としての天皇崇拝であるのだ。だからこそ「自由の

国」である「アメリカ」も「認めてくれるに違いない」というのである。

　以上が「越後獅子」の「自由思想」の概要であり，『パンドラの匣』における中心思想である。

これが「健康道場」の患者たちに徐々に浸透し，患者たちは何かと言えば「キリストの精神」と

口にするようになる。中でも最も大きな影響を受けた「ひばり」は「すべてを失い，すべてを捨

てた者の平安」としての「かるみ」の思想にたどりつく。

　「ひばり」が主張する「かるみ」の思想を渡部芳紀13） は『パンドラの匣』の原型が戦時中に執

筆された「雲雀の声」であったことに注目し，戦時中での太宰文学の流れから位置付けた。充分

に説得力のある論であるが，『パンドラの匣』の「思想小説」的側面を考慮する時，別の意味も

見えてくるのではないか。すなわち，「ひばり」の最初の問題提起に対する答えとしてである。

「ひばり」は「古い気取り」を捨てることを最初に提起したが，そうした戦時下の古い価値観か
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ら自由になること，それこそ「越後獅子」が主張する「自由思想」の本質であった。そして「越

後獅子」の講話を聴いた「ひばり」が作品の結末で「私はなんにも知りません。しかし，伸びて

行く方向に陽が当るようです。」と書き残したこの言葉が「かるみ」の境地を最もよく表現して

いる。「古い気取り」を捨てて自由に生きようとする「ひばり」の「自由思想」を代弁するもの

である。

2．隣人愛～「十五年間」「苦悩の年鑑」「チャンス」

　キリストの隣人愛を示す言葉としてマタイ伝 19章 19節「おのれを愛するが如く，汝の隣人を

愛せよ。」は有名であるが，これは元々旧約聖書・レビ記 19章 18節「あなたはあだを返しては

ならない。あなたの民の人々に恨みをいだいてはならない。あなた自身のようにあなたの隣人を

愛さなければならない。わたしは主である。」（口語訳）という律法の言葉を引用し再確認したも

のである。この時期，太宰はこの言葉に深い関心を持っており，「十五年間」「苦悩の年鑑」

「チャンス」の 3作品で繰り返し引用している。それぞれの作品から確認したい。

　「十五年間」は太宰が東京に出てからの「悪夢に似た十五年間の追憶の手記」である。この中

では「東京八景」（初出：「文学界」1941年 1月号），「火の鳥」（1939年執筆，未完），『パンドラ

の匣』の一部を引用することで，語り手が東京で作家として過ごした生活が主に回想されている。

もちろん随想ではなく小説として発表されている以上，それらをすべて事実として捉える必要は

ないが，作家・太宰治が自己の思想的位相をどう表現しているのかは検討する余地がある。

　作品の語り手「私」が一貫して表明しているのは，サロンへの嫌悪である。「私はサロン芸術

を否定した。サロン思想を嫌悪した。要するに私は，サロンなるものに居たたまらなかったので

ある。」と宣言し，さらにサロンを「知識の淫売店」，知識の「大本営発表」，知識の「戦時日本

の新聞」と重ねて批判を浴びせる。さらに「私」は聖書を引用しながらサロン批判を展開する。

　自分を駄目だと思い得る人は，それだけでも既に尊敬するに足る人物である。半可通は永

遠に，洒々然たるものである。天才の誠実を誤り伝えるのは，この人たちである。そうして

かえって，俗物の偽善に支持を与えるのはこの人たちである。日本には，半可通ばかりうよ

うよいて，国土を埋めたといっても過言ではあるまい。

　もっと気弱くなれ！　偉いのはお前じゃないんだ！　学問なんて，そんなものは捨てちま

え！

　おのれを愛するが如く，汝の隣人を愛せよ。それからでなければ，どうにもこうにもな

りゃしないのだよ。 （傍線部引用者／「十五年間」）

作品中でサロンについて具体的な説明はないが，ここで「私」が批判する「サロンの半可通ど

も」の正体が浮かび上がる。すなわち，傲慢で半可通でありながらも学問を振りかざし，偽善に



津軽疎開時代の太宰文学の一側面168

満ち，他人を思いやる愛情に欠けた人としてである。そうした「サロンの半可通ども」に対し，

マタイ伝 19章「おのれを愛するが如く，汝の隣人を愛せよ。」を引用することで，他人への思い

やりの大切さを訴えているのだ。

　そして，「十五年間」の最後には『パンドラの匣』で「越後獅子」が「自由思想」について演

説する部分を引用することで結ばれている。そのことは前章で指摘したように，『パンドラの

匣』の中心思想が「越後獅子」の「自由思想」であること，また『パンドラの匣』が「思想小

説」の側面を持っていることを示している。

　「苦悩の年鑑」（「新文芸」1946年 3月）は幼い頃からの「私」の苦悩の歴史を綴ったもので

ある。作品の末尾には「十歳の民主派，二十歳の共産派，三十歳の純粋派，四十歳の保守派。」

として「私」の思想遍歴がまとめられており，『パンドラの匣』「十五年間」さらには「冬の花

火」とも深い関連が窺える。また，「私」の思想遍歴の中には聖書が 1か所だけ引用されている。

幼時の読書の思い出を綴った次の場面である。

　それからもう一つ，私の幼時の読書のうちで，最も奇妙に心にしみた物語は，金の船とい

うのであったか，赤い星というのであったか，とにかくそんな名前の童話雑誌に出ていた，

何の面白味も無いお話で，或る少女が病気で入院していて深夜，やたらに喉がかわいて，枕

もとのコップに少し残っていた砂糖水を飲もうとしたら，同室のおじいさんの患者が，みず，

みず，と呻いている。少女は，ベッドから降りて，自分の砂糖水を，そのおじいさんに全部

飲ませてやる，というだけのものであったが，私はその挿画さえ，いまでもぼんやり覚えて

いる。実にそれは心にしみた。そうして，その物語の題の傍に，こう書かれていた。汝等お

のれを愛するが如く，汝の隣人を愛せ。 （傍線部引用者／「苦悩の年鑑」）

本当に「私」がこのような物語を読んだのかどうかは疑わしいが，「十歳の民主派」の思想を表

明するエピソードとしておじいさんに砂糖水を飲ませた少女の物語を取り上げ，しかも物語の題

の傍らにマタイ伝 19章 19節「汝等おのれを愛するが如く，汝の隣人を愛せ」と記されていたこ

とは「十五年間」との関連で興味深い。つまり，「十歳の民主派」の中心思想が「隣人愛」で

あったことを物語っているのだ。

　また，「十歳の民主派」時代には世間で流行している偽善についても敏感に反応する。

　博愛主義。雪の四つ辻に，ひとりは提燈を持ってうずくまり，ひとりは胸を張って，おお

神様，を連発する。提燈持ちは，アアメンと呻く。私は噴き出した。

　救世軍。あの音楽隊のやかましさ。慈善鍋。なぜ，鍋でなければいけないのだろう。鍋に

きたない紙幣や銅貨をいれて，不潔じゃないか。あの女たちの図々しさ。服装がどうにかな

らぬものだろうか。趣味が悪いよ。

　人道主義。ルパシカというものが流行して，カチュウシャ可愛いや，という歌がはやって，
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ひどく，きざになってしまった。

　私はこれらの風潮を，ただ見送った。 （傍線部引用者／「苦悩の年鑑」）

「博愛主義」ではキリスト教の路傍伝道の様子が人前に見せつける形での喜劇になっていること

を批判する。「救世軍」は慈善事業活動を中心としたキリスト教の一派であるが，「社会鍋」と呼

ばれる募金活動の仰々しさに疑問を呈している。「人道主義」でルパシカを着ているのはトルス

トイのことであり，トルストイの人道主義を浮薄な流行現象としている。いずれもキリスト教に

関連するものであるが，ここで「私」はそれぞれの偽善を見破り，冷静に見送っている。先の幼

時の読書についても「私」は自分の思想やキリスト教信仰に関連づけられる事を避けていたが，

同様に自分の思想が世間の風潮として見られる外面的なキリスト教とは一線を画すことを示して

いる。

　次に「私」の回想は 1931年の満州事変に続き，軍国主義化していく時代の流れの中で純粋へ

のあこがれを表明する。注目すべきはここに「キリスト」という言説が表れる点である。

　私は，純粋というものにあこがれた。無報酬の行為。まったく利己の心の無い生活。けれ

ども，それは，至難の業であった。私はただ，やけ酒を飲むばかりであった。

　私の最も憎悪したものは，偽善であった。

      ×

　キリスト。私はそのひとの苦悩だけを思った。 （傍線部引用者／「苦悩の年鑑」）

ここでの文脈から考えると「私」が「キリスト」を純粋な存在，偽善のない姿として捉えていた

ことは間違いない。ただし，「私」が共感する「キリスト」は「神の子」としてよりも「苦悩」

を抱えた「ひと」であることは注意が必要であろう。

　「チャンス」は「恋愛とは何か」をめぐる議論を「私」が展開する前半と弘前の高等学校時代

に「私」が経験した芸者との恋愛めいた話が語られる後半の 2部で構成された小説である。前半

で「私」は「恋愛」について「性的衝動に基づく男女間の愛情。すなわち，愛する異性と一体に

なろうとする特殊な性的愛。」という辞書の定義から考察する。まず「私」がひっかかったのは

「愛する」ということであり，この意味をめぐって「隣人愛」を主張する。次の場面である。

　キリストの愛，などと言い出すのは大袈裟だが，あのひとの教える「隣人愛」ならばわか

るのだが，恋愛でなく「異性を愛する」というのは，私にはどうも偽善のような気がしてな

らない。 （傍線部引用者／「チャンス」）

ここで「私」が言う「隣人愛」とは，「十五年間」「苦悩の年鑑」で繰り返し引用されたマタイ伝

19章 19節「汝等おのれを愛するが如く，汝の隣人を愛せ」のことであり，「キリスト」を「あ
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のひと」と呼んでいるようにあくまでも人間関係の中で「隣人愛」が捉えられている。

　続けて「私」は「恋愛」の定義のうちで「性的愛」という言葉にひっかかり，「性的」でない

「愛」の困難さを次のように言う。

「愛」は困難な事業である。それは，「神」にのみ特有の感情かも知れない。人間が人間を

「愛する」というのは，なみなみならぬ事である。容易なわざではないのである。神の子は

弟子たちに「七度の七十倍ゆるせ」と教えた。しかし，私たちには，七度でさえ，どうであ

ろうか。「愛する」という言葉を，気軽に使うのは，イヤミでしかない。キザである。

「きれいなお月さまだわねえ。」なんて言って手を握り合い，夜の公園などを散歩している

若い男女は，何もあれは「愛し」合っているのではない。胸中にあるものは，ただ「一体に

なろうとする特殊な性的煩悶」だけである。 （傍線部引用者／「チャンス」）

　先程の「隣人愛」では「ひと」としての「キリスト」であったが，ここでは純粋な「愛」が人

間には困難であるがゆえに人間の限界を越えた「神」の「特有な感情」とする。マタイ伝 18章

22節を引用する際も「キリスト」ではなく「神の子」が「弟子たち」に教えた言葉としており，

これまでの人間的な側面とは異なる。ただし，ここで「神」を持ち出したのは信仰の対象として

の「神」ではなく，人間の限界を越えた超越的な存在としての「神」であることはいうまでもな

い。

　以上「十五年間」「苦悩の年鑑」「チャンス」の 3作品にあらわれた聖書引用とキリスト教に関

連する言説について確認した。いずれも「隣人愛」をめぐる言説があり，その中で偽善ではなく

純粋に他人のために「献身」する「キリスト」へのあこがれが作品の中に垣間見られるところに

大きな特徴がある。

3．赦し～「冬の花火」「春の枯葉」

　前章の「チャンス」の前後に「冬の花火」「春の枯葉」の 2編の戯曲が発表されている。両作

品とも題名が季節と季節外れのものの組み合わせ，昭和 21年という戦後の設定，作品の舞台も

青森県の津軽地方で屋内という空間設定というように多くの共通点を持っているが，問題となる

のはどちらの作品も「赦し」の問題が中心思想となっている点である。例えば「劇界に原子バク

ダンを投ずる意気込み」14） で描かれた戯曲である「冬の花火」の中心テーマについて作者は堤重

久宛の書簡15） （1946年 7月）で次のように述べている。

「冬の花火」正解の鍵は，ルカ傳七章四七，「赦さるる事の少き者は，その愛する事もまた

少し」すなはち，罪多き者は，愛情厚しといふところに在るのです。
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この作者の言葉がどこまで有効性を持つかどうかは作品の詳細な検討が必要となるが，ともかく

「赦し」をめぐる問題が内包された作品であることは確かである。そしてこの問題にかかわるの

が主人公の数枝と継母のあさである。

　まずは数枝から考えてみたい。昭和 21年 1月末頃より 2月にかけて数枝は 6歳の娘を連れて

津軽の実家に疎開している 29歳の出征軍人の妻である。数枝の夫島田は生死不明のまま 3年以

上経過しており戦死している可能性が大きい。しかも数枝には東京に恋人がいるらしく，田舎に

いながらも東京からの連絡を常に気にしている。父との仲はあまりよくなく，継母のあさは夫と

数枝の間に仲裁に入り苦労をしている。そうした中で，田舎での気づまりな生活や，金谷清蔵の

強引な求婚，父とのけんかの毎日に飽き飽きした数枝はアナーキズムの桃源郷を夢見る。

（数枝） いいえ，あたしだけが不仕合せなんじゃないわ。いま日本で，ひとりでも，仕合せ

な人なんかあるかしら。（中略）ねえ，アナーキーってどんな事なの？　あたしは，

それは，支那の桃源境みたいなものを作ってみる事じゃないかと思うの。気の合っ

た友だちばかりで田畑を耕して，桃や梨や林檎の木を植えて，ラジオも聞かず，新

聞も読まず，手紙も来ないし，選挙も無いし，演説も無いし，みんなが自分の過去

の罪を自覚して気が弱くて，それこそ，おのれを愛するが如く隣人を愛して，そう

して疲れたら眠って，そんな部落を作れないものかしら。

 （傍線部引用者／「冬の花火」）

数枝の「理想郷」は農業を基本とし相互の愛情に支えられた共同社会であるが，どこか武者小路

実篤が宮崎県に開墾した「新しき村」を彷彿させる。元々「新しき村」にはトルストイの影響が

大きいことからもここで数枝が聖書を引用していることは自然なことかもしれない。数枝はマタ

イ伝 19章 19節「汝等おのれを愛するが如く，汝の隣人を愛せ」を踏まえて「おのれを愛するが

如く隣人を愛して」と理想郷での人々の生活態度を夢想している。この夢の裏側には「戦後の絶

望」16） があることは言うまでもない。

　次に継母のあさである。あさは数枝が小さい時から育ての親としてずっと数枝の味方をしてき

た。数枝が弘前の女学校を卒業して東京の専門学校に行く時も，小説家の島田と結婚して学校を

中退した時も，睦子が生まれてすぐに島田が出征した時も，反対する夫を説得し密かに援助を続

けた。そして数枝が金谷清蔵に迫られた時も包丁を持って追い払ってくれた。だが実は 6年前に

あさは金谷清蔵に襲われたことで，復讐の機会を狙っていたのである。この告白を聞いた数枝は

絶望の底に落ちる。これまで数枝があさから受けていた愛情が嘘だとわかったからである。また，

ここには「赦し」をめぐる大きな問題がある。あさは清蔵をどうしても赦すことができないし，

数枝もあさを赦すことができない。二人とも「アナーキズムの理想郷」にはふさわしい人物では

なかったのである。そのために数枝の絶望は一層深まる。ただし，あさに関しては別の問題があ

る。先の太宰の書簡にあったように，あさこそ「罪多き者は，愛情厚し」人物として描かれてい



津軽疎開時代の太宰文学の一側面172

る点であり，「愛情厚」い人物として後の『斜陽』のお母さまへと形象されていく。

　以上のように「冬の花火」は戦後の絶望の中で互いが愛しあい，赦しあえる「アナーキズムの

理想郷」を夢見た数枝が，信頼していた継母に裏切られ徹底的な絶望の淵へ陥れられる悲劇が描

かれている。「パンドラの箱」が様々な失望や苦難の中から希望を見出すのとは正反対である。

　「冬の花火」の次に描かれた戯曲「春の枯葉」も「赦し」に関わるテーマを持っているが，

テーマとも深くかかわるタイトルの由来から考えたい。タイトルと関わるのは，主人公の国民学

校教師野中が，下宿人の菊代と会話中，自分たちと春の枯葉の共通性について思いを巡らせる場

面である。

（野中） （わざとまじめな顔になって）いや，笑いごとじゃありませんよ。僕たちだって，

こんなナンセンスの春の枯葉かも知れないさ。十年間も，それ以上も，こらえて，

辛抱して，どうやら虫のように，わずかに生きて来たような気がしているけれども，

しかし，いつのまにやら，枯れて落ちて死んでしまっているのかも知れない。これ

からは，ただ腐って行くだけで，春が来ても夏が来ても，永遠によみがえる事がな

いのに，それに気がつかず，人並に春の来るのを待っていたりして，まるでもう意

味の無い身の上になってしまっているんじゃないのかな。

 （傍線部引用者／「春の枯葉」）

このように野中は自分自身が知らない間に既に腐っている存在（＝滅亡している存在）かもしれ

ないと「滅亡の唄」を歌っているのだが，同じように「滅び」の象徴としての植物のイメージは，

初期作品の「葉」にも表れていた。

「こんな樹の名を知っている？　その葉は散るまで青いのだ。葉の裏だけがじりじり枯れて

虫に食われているのだが，それをこっそりかくして置いて，散るまで青いふりをする。あの

樹の名さえ判ったらねえ」 （「葉」）

ここで「葉」というタイトルの意味が明らかにされる。表面的には青く生き生きとした葉であり

ながら，裏は枯れて虫に食われている。生死が表裏一体となった葉のイメージである。「春の枯

葉」もタイトルには生命の充溢する春と死を連想させる枯葉という生死が表裏一体となったイ

メージが込められている。2作品とも葉や枯葉という植物に「滅び」の象徴を見ているのである。

同様に，「滅び」のイメージは作品全体を覆っている。「冬の花火」が数枝の嘆きから始まり，絶

望に終わったように，「春の枯葉」も野中の嘆きに始まり，野中の突然死で終っているのだ。野

中の苦悩が作品全体を覆う通底奏音となっている。

　では野中の苦悩はどこから来るだろうか。野中は田舎の旧家野中家の婿養子として家の重圧に

日々耐えながら生活している。義母は野中を軽蔑しており，優秀な医学生で病死した息子のこと
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ばかりをひたすら考えている。妻もそんな義母に倣い，夫に対して冷たい。しかも家の重圧は戦

後になって野中家が没落すればするほど，無力な野中に対する風当たりはますます激しくなる。

ここに野中の苦悩がある。そして最後に野中の不満は妻に対してぶつけられる。問題は妻を攻撃

する際に聖書を引用している点である。まずは次の場面である。

（節子）（落ちついて）あなたは，はずかしくないのですか？

（野中） （呻く）ううむ，ちえっ，ちくしょう！　（顔を挙げて）全人類を代表してお前に

言う。お前は，悪魔だ！

（節子）（冷く）なぜですか！

（野中） わからんのか？　人が死ぬほど恥かしがっているその現場に平気で乗り込んで来て，

恥かしくありませんかと聞ける奴あ悪魔だ。

（節子）あなたは，はずかしがっていません。

（野中）どうしてわかる？　どうして，それがわかるんだ。

（節子）（無言）

（野中） イエス答をなし給わず，か。お前のその，何も物を言わぬという武器は，強いねえ。

あんまり，いじめないでくれよ。ああ，頭が痛い。

（節子）これから，どうなさるのですか？

（野中） 死ぬんだ。死にゃあいいんだろう？　どうせ僕は，野中家の面よごしなんだから，

死んで申しわけを致しますですよ。（崩れるように，砂の上にあぐらを掻き）ああ，

頭が痛い。切腹だ。切腹をして死んでしまうんだ。

野中は妻に「悪魔」と罵倒した後，無言の妻の様子を今度はピラトから質問を受けたイエスが何

の返答もしなかったというヨハネ 19章 9節「イエス答をなし給わず」の聖句を引用し揶揄して

いる。つまり，野中は妻の人間らしさを認めたくないので，時には「悪魔」として時には「イエ

ス」としてその非人間性を非難しているのである。この場面に続けて野中は妻の薄情さを一層強

く責め立てる。

（節子）だって，あなたたちは，間違った事をしているのですもの。

（野中） 聖書にこれあり。赦さるる事の少き者は，その愛する事もまた少し。この意味がわ

かるか。間違いをした事がないという自信を持っている奴に限って薄情だという事

さ。罪多き者は，その愛深し。 （傍線部引用者／「春の枯葉」）

ここで野中は聖書を引用しつつ，妻の薄情さ，傲慢さを非難する。野中がもっとも嫌うのが，妻

の中の「偽善」だからである。また，ここには価値観の逆転が見られる。世間的には家庭を顧み

ない野中が薄情な人物で夫の留守も家庭を守っている妻が立派な人物のように見られるのに，野
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中の論理では反対に妻が薄情で野中が愛の深い人物ということになるのだ。こうした価値観の逆

転は一見野中の我田引水のようだが元来聖書が内包しているもので，そもそもイエスはユダヤ教

社会の価値観を逆転させたためにユダヤ教の指導者たちに嫌われ逮捕されたのである。しかも子

の聖句は太宰が「冬の花火」のテーマとしたルカ 7章 47節「赦さるる事の少き者は，その愛す

る事もまた少し」をそのまま引用している点からも「赦し」をめぐる問題を「冬の花火」も「春

の枯葉」も共有していることが窺い知れる。そこから考えると野中が妻や家に求めていたのは

「赦された」者同士が住む「理想郷」であったのかもしれない。

4．教訓～「親友交歓」「トカトントン」

　『パンドラの匣』における「自由思想」でも，「十五年間」「苦悩の年鑑」「チャンス」におけ

る「隣人愛」でも，「冬の花火」「春の枯葉」における「赦し」でも「キリスト」に対する尊敬や

あこがれという点では一貫していた。もちろん尊敬というように信仰的要素は薄く多分に人間的

要素を含むものではあるが。そして津軽疎開時代の最後に書かれた「親友交歓」「トカトント

ン」でも「キリスト」の言動に対する尊敬の念は変わらないもののむしろ教訓というレベルで，

「偉人」としての「キリスト」から学ぼうとする態度が見られる。

　まず「親友交歓」は「昭和二十一年の九月のはじめ」に「津軽の生家」に疎開していた「私」

のもとに，「小学校時代の同級生」という「親友」が訪問し秘蔵のウイスキイを飲み干された上

に，さんざん悪態をつかれたという「事件」が描かれている。酔っ払って勝手なことばかり言う

「親友」に困り果てた「私」は何とか「親友」を追い払おうと考えるが，その時にエルサレムの

神殿でユダヤ人から逃れたヨハネ 10章 39節のキリストの話を思い出している。

　卑怯だって何だってかまわない。荒れ馬は避くべし，というモラルに傾きかけて来たので

ある。忍耐だの何だの，そんな美徳について思いをひそめている余裕は無い。私は断言する。

木村神崎韓信は，たしかにあのやけくその無頼の徒より弱かったのだ，圧倒せられていたの

だ。勝目が無かったのだ。キリストだって，時われに利あらずと見るや，「かくして主は，

のがれ去り給えり」という事になっているではないか。 （傍線部引用者／「親友交歓」）

「木村神崎韓信」とは，それぞれ「木村重成と茶坊主の話」「神崎与五郎と馬子の話」「韓信の股

くぐり」といういずれも「無頼の徒」にからまれた人物が忍耐の末に切り抜けるというエピソー

ドであるが，自分を捕えようとしたユダヤ人から逃れたキリストも同列に扱われている。「木村

神崎韓信」の 3人もキリストも「無頼の徒」から逃げたのだから自分が逃げてもおかしくないと

正当化しているのだ。

　「親友交歓」は教訓と言っても喜劇的要素を含んだ短篇であるが，次の「トカトントン」では

戦後の青年たちが抱えたより深刻な問題を扱っている。「トカトントン」は『パンドラの匣』と
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同じ書簡体小説であり，青森に住む 26歳の青年が自分の悩みを訴えた手紙と手紙を受け取った

「某作家」の返信の 2通の手紙によって構成されている。

　青年の悩みは 8月 15日正午の玉音放送の時から始まる。日本の敗戦を知った「若い中尉」が

戦争は終わっても自分は軍人として死ぬまで戦うという宣言をする。それを聞いた「私」は感銘

し，自分も死のうと決意する。その時，どこからか「トカトントン」と金槌で釘を打つ音が聞こ

えミリタリズムの幻影をはぎとられた。以降，小説を書くことや，郵便局の仕事，恋愛，デモ，

スポーツと何かに熱中するたびに，「トカトントン」という音が聞こえ何をする気も無くなって

しまう。この頃では頻繁に「トカトントン」という音が聞こえ何も手がつかず，「某作家」に相

談の手紙を出したというのだ。

　青年の相談に対して「某作家」の返信は次のとおりである。

拝復。気取った苦悩ですね。僕は，あまり同情してはいないんですよ。十指の指差すところ，

十目の見るところの，いかなる弁明も成立しない醜態を，君はまだ避けているようですね。

真の思想は，叡智よりも勇気を必要とするものです。マタイ十章，二八，「身を殺して霊魂

をころし得ぬ者どもを懼るな，身と霊魂とをゲヘナにて滅し得る者をおそれよ」この場合の

「懼る」は，「畏敬」の意にちかいようです。このイエスの言に，霹靂を感ずる事が出来たら，

君の幻聴は止む筈です。不尽。 （傍線部引用者／「トカトントン」）

聖書の文脈に従えば「身を殺して霊魂をころし得ぬ者ども」とは人間のことであり，「身と霊魂

とをゲヘナにて滅し得る者」とは神のことである。人間よりも神に対して「畏敬」の念を持てと

いう助言である。そこに戦後の絶望から抜け出す鍵があるというのだ。

お　わ　り　に

　以上，津軽疎開時代の太宰文学における聖書引用について検討してみた。改めてこの時期に引

用された聖書の個所をまとめてみるとマタイ 8箇所，ヨハネ 2箇所，ルカ 1箇所となる。全て新

約聖書の福音書と呼ばれるところであり，しかもほとんどがマタイの福音書からである。つまり，

いずれもイエスの言説であるのだ。さらに作品の文脈から引用箇所の意味をまとめてみると，検

討したとおり自由思想，隣人愛，赦し，教訓の 4つの位相に分類される。それぞれ「自由思想

家」としてのキリストや，「おのれを愛するが如く，汝の隣人を愛」する純粋な愛の存在として

のキリスト，赦された者同士が住む理想郷，生きる指針を与えるキリストが作品の中で追求され

ており，太宰が聖書から深い影響を受けていたことを示している。太宰にとってキリストの言葉

が敗戦後の混乱の中に射す「希望」の光であり，生き方の指針であったのであろう。
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註

1）解説／『日本の文学 65　太宰治』（中央公論社，1964）の中で次のように述べている。
　聖書の引用句やしばしばキリスト教について書いていることは，太宰が実際上キリスト教
の信者だったことを少しも暗示しないどころか，キリスト教を信じたいと欲していたことを
さえ暗示しない。キリスト教は太宰の好奇心をそそった。そして太宰は聖書の中に，彼自身
の意志と情調を表現するのにふさわしい章句を発見したのである。しかし，彼の私生活でど
の程度までキリスト教を信仰することができたにしろ，作品の中では，キリスト教は一種の
謎めいた要素であって，重要なものではない。キリスト教について触れることで，太宰は彼
が望んでいたような深みを作品に加えることはできなかった。

2）太宰の友人である山岸外史は『人間キリスト記』（第一書房，1938）を刊行している。太宰の
弟子である小山清，今官一，菊田義孝はいずれもクリスチャンである。

3）野原一夫『回想　太宰治』（新潮社，1980）
4）津島美知子『回想の太宰治』（人文書院，1981）
5）長部日出雄『桜桃とキリスト　もう一つの太宰治伝』（文藝春秋，2002）
6）清水昭三『椎名麟三の神と太宰治の神』（原書房，2011）
7）研究者の論文は多数あるので，主に単行本になっているものを列挙すると以下の通りとなる。
佐古純一郎『太宰治におけるデカダンスの倫理』（現代文藝社，1958）
菊田義孝『太宰治と罪の問題』（修道社，1961）
清水氾『天井と鉤と影　太宰治論』（修道社，1973）
斎藤末弘『太宰治と椎名麟三』（緑地社，1973）
寺園司「太宰治と聖書」／『文学者と宗教』（笠間書院，1974）所収
佐古純一郎編『太宰治と聖書』（教文館，1983）
赤司道雄『太宰治 ― その心の遍歴と聖書』（八木書店，1985）
福永収佑『太宰治論　キリスト教と愛と義と』（白石書店，1992）
田中良彦『太宰治と「聖書知識」』（朝文社，2004）
笠井秋生「太宰治と聖書」／『二十世紀旗手・太宰治　その恍惚と不安と』（和泉書院，2005）

8）安藤宏は「「八月十五日」と疎開文学」／安藤宏編『展望太宰治』（ぎょうせい，2009）の中で，
太宰治を「疎開文学」の系譜として捉え返すという注目すべき論を展開されている。

9）4）に同じ。
10）太宰は小説「親という二字」（初出：「新風」，1946年 1月）の中で，『パンドラの匣』を「失
恋小説」と呼んでいる。

11）塚越和夫「パンドラの匣」／『作品論　太宰治』（双文社，1974）所収
12）11）に同じ。
13）渡部芳紀「「パンドラの匣」を中心に」（「国文学解釈と鑑賞」，2004年 9月）
14）1946年 5月 12日，佐々木金之助宛書簡／『太宰治全集 12　書簡』（筑摩書房，1999）所収
15）『太宰治全集 12　書簡』（筑摩書房，1999）所収
16）「冬の花火」について太宰は井伏鱒二に書簡（1946.5.1）で「戦後の絶望を書いて見ました。」
と語っている。
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異文化理解のための遠隔ワークショップのデザイン

岸　　　磨貴子
大　谷　つかさ

〈Summary〉
  This paper describes a distance workshop design that guides students nurture compe-

tency on cross-cultural understanding through the Internet communication with people from 

different cultural background.

  Cross-cultural understanding is one of the necessary competencies as one of 21st centu-

ry skills. Cross-cultural understanding is defined that understanding people from different 

cultural backgrounds in order to be able to work with them, or/and live together with them.

  In education, various kinds of educational activity for cross-cultural understanding have 

been conducted, however, it is pointed out that in many of these activities, culture is consid-

ered as static and fixed one. Culture is defined traditionally as a system of shared beliefs, val-

ues, customs, behaviors, and artifacts that the members of society use to cope with their 

world and with one another, and that are transmitted from generation to generation through 

learning. However, cultures are constantly evolving in response to changes in the environ-

ment because culture is a learned phenomenon, individuals and groups can and do change 

their ethnic or cultural identities and interests through such processes as migration, conver-

sion, and assimilation or through exposure to modifying influences. Therefore, it is neces-

sary to consider culture as a dynamic and variable one in mutual interaction and to relatively 

understand it through mutual interaction with people from different cultural background.

  Information and Communication Technology （ICT） make it possible to meet with peo-

ple from different cultural backgrounds and interact among people. Although there are vari-

ous kinds of learning activities for cross-cultural understanding using ICT are reported, 

some issues have been left unsolved; one of them is how to design mutual interaction. 

Mutual interaction does not occur by just connecting with people.

  Workshop is a powerful activity to foster mutual interaction. The characteristics of 

workshop are active participation, experience and mutual interaction of participants for cre-

ativity, that concept is based on social constructivism and situated learning. It is reported 

that participants of workshop re-constructed image on static and fixed culture and share val-

ue and perspectives to understand different culture.

  The workshop is designed from the following 3 dimensions; （1） activity, （2） learning 

space and （3） community. A distance workshop using ICT can be designed according to the 

three dimensions, but specific considerations for distance workshop using ICT will be need-

ed since there are restrictions of learning space and common artifact and so on.

  In this paper, the authors designed distance workshop for cross-cultural understanding 

using ICT based on the case study among Kyoto University of Foreign Studies （KUFS） and 

Pusan University of Foreign Studies （PUFS） and will propose how to design distance work-
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1．研 究 の 背 景

　本研究では，情報通信技術（Information and Communication Technology　以下 ICT）を活用

した異文化理解のためのワークショップを実施する際の考慮点を提示する。

　筆者らは，異文化理解教育の手法として，ワークショップに着目した。「ワークショップ」と

は，「講義など一方的な知識伝達のスタイルではなく，参加者が自ら参加・体験して共同で何か

を学び合ったり創り出したりする学びと創造のスタイル（中野 2001，p. 11）」と定義される。

ワークショップに着目した理由は，ワークショップが文化に対する既成の文化認識を再構築させ

る「学びほぐし（unlearning）」を促すこと，また，異文化の他者との関わりの中で認知・情

意・行動を統合した「共感による行為理解」（苅宿ら 2012）を促すという特徴を持つからである。

　「学びほぐし」とは，編み上げられた知をいったん解体し，葛藤，躊躇，対立といった揺らぎ

に向き合う中で，何か新しいものを創り出す過程を示す。我々は，多くの場合，テレビや雑誌，

インターネットなどのメディアから得た情報に基づいて異文化について既成の文化認識を構築し，

その枠組みから文化を理解する。文化というものは，見るものの視点や切り口によって見えてく

るものは様々であり，その実体を簡単に捉えることはできない。また，文化は，この瞬間にも既

成の文化認識を超えて新しく生成され変化している（倉地 2002）。しかしながら，我々は文化と

いうものを，既成の文化認識の枠組みでステレオタイプ化して捉えてしまいがちである。たとえ

ば，米国人は個人主義であるとか，日本人は本音と建前の文化を持っているといったものである。

　ワークショップでは，その時，その場所（今，ここ）にいる人たちとの相互作用を通して，新

たな視点を持ち，文化の多様性に気づき，文化認識の再構築を促すことができる。つまり，参加

者は，ワークショップを通して文化的背景の異なる参加者同士が相互作用を通して「揺らぎ」を

感じ，既成の文化認識や偏見に気づき，それを解体させつつ何か新しいものへと変化させていく

という「学びほぐし」のプロセスを体験するのである。

　同時に，異文化への理解を通して自文化についても捉え直す機会を得る。たとえば，日常の出

来事についても新たな視点をもち，見方を変えるだけで当たり前だった出来事を何かおもしろく

興味深いことに変えることができる。

　ワークショップのもう一つの特徴である「共感による行為理解」についても，異文化理解教育

では重視されている。異文化理解教育では，単に文化についての断片的な知識を蓄積するだけで

なく，認知と情意，行動の 3つの側面を重視する統合的な理解，すなわち「共感的理解」が重要

になる（倉地 2002）。つまり，複雑な文化，社会の仕組みや社会現象がどのように有機的に関連

し合っているのかを理解し，そこで生きる人々と共存できるよう知恵を出し合い，積極的に関わ

り合いながら成長し，文化を創り出していこうとする共感性が求められる。

shop for cross cultural understanding.
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　そこで筆者らは ICTを活用して異なる文化を持つ者同士が参加できるワークショップ（以下　

遠隔ワークショップ）を試みた。

　筆者らは，本遠隔ワークショップを，活動，空間，共同体のそれぞれの観点からデザインした。

ワークショップの学習環境は，活動，空間，共同体で組織される（美馬，山内 2005）。活動は，

学習に直結する中心となる概念である。参加者は活動を通して，協同的で創発的な学びを創り出

す。このような活動を支えるものとして，空間と共同体がある。

　活動のデザインについては，「つくって」「かたって」「ふりかえる」という 3段階モデル（茂

木 2010）を参考にした。このデザインは，知識とは他者やまわりの環境（人工物を含む）との

相互作用によって自ら作り上げられるという考えに基づいている。異文化理解教育では，自らの

既成の文化認識に気づくために，それを可視化する「つくる」過程が不可欠である。また，その

文化にいる他者と「かたる」ことによって，関わりの中で文化の多様性に気づくことができる。

そのため，「つくって」「かたって」「ふりかえる」の 3段階モデルは異文化理解のプロセスと一

致する。

　しかし，これらのモデルは，同じ空間を共有する対面型のワークショップを前提としている。

そのため，インターネットを活用したワークショップを実施するためには，このモデルをそのま

ま当てはめることはできない。そこで本研究では，インターネットを介した遠隔によるワーク

ショップを実施し，その成果と課題の分析から遠隔ワークショプを実施する際の考慮点を提示す

る。

2．研 究 の 目 的

　本研究の目的は，日本と韓国の大学間で実施した事例を通して，異文化理解を目的とした遠隔

ワークショップを実施するためのデザインを提案することである。具体的には，ワークショップ

を「つくって」「かたって」「ふりかえる」3段階モデルに基づき活動をデザインし，活動を支え

るための空間と共同体を整え，遠隔ワークショップを実施し，その事例を通して，インターネッ
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トを介した異文化理解のためのワークショップで見られた成果と課題を検討し，考慮点を提示す

る。

3．実 践 の 概 要

　本遠隔ワークショップは，2011年 4月 9日に，京都外国語大学（Kyoto University of Foreign 

Studies以下 KUFS）と，釜山外国語大学（Busan University of Foreign Studies 以下 BUFS）の間

で実施された。参加者は，KUFSの学生 11名と BUFSの日本語「通訳・翻訳サークル」に所属

する学生 12名である。支援者として，日本語教育を専門とする教員 2名，日本語教育の研究を

している修士課程の学生 1名及び教育工学を専門とする教員の合計 4名が参加した。

　本遠隔ワークショップの目的は，交流する相手の文化について自らの既成の文化認識に気づき，

振り返ることを通して，文化の多様性・複雑性に気づくこと，および，文化間の差異を単なる

「違い」として捉えるのではなく，その背景にある文化・社会・歴史的意味を探究することであ

る。BUFS側は，これらに加えて，日本語を使って日本人と仕事をする際に気をつけるべきこと

について理解することも目的とした。

　筆者らは，遠隔ワークショップを，活動，空間，共同体の観点から下記のとおりデザインした。

 ⑴　活動のデザイン

アクティビティ①　イメージマップを活用した既成の文化認識の理解

　アクティビティ①では，それぞれの学生らが，交流する相手の国についてどのような既成の文

化認識を持っているかを知るための活動を行った。まずは，KUFSおよび BUFSの学生は，それ

ぞれの大学でグループに分かれ，KUFSの学生は韓国について，BUFSの学生は日本についての

文化認識をイメージマップに書き出した（「つくる」の段階）。次に，そのイメージマップを交流

相手と交換し，相手の学生が自分たちの国についてどのような文化認識を持っているかについて

イメージマップで確認をした。その中で疑問に思ったことなどを質問したり，文化認識に間違い

があれば指摘したりした（「かたる」の段階）。交流相手からの質問に答えたり指摘を受けたりし

た後，自分たちが相手の国に対して持っている既成の文化認識がどのように作られていたかにつ

いて KUFSおよび BUFSがそれぞれ振り返りをした（「ふりかえる」の段階）。そのプロセスを

描写するため，ひとつの事例をあげる。韓国のイメージについて「整形」と書いているのを見た

BUFSの学生は，KUFSの学生に「何故，そのように思うのか」という質問をした。それに対し

て，KUFSの生徒は，「テレビ番組で韓国はプチ整形をするのが当たり前だと言っていた」と答

え，それを聞いていた他の KUFSの学生もうなずき，合意したことから，BUFSの学生は日本の

学生が韓国人の多くが整形をしていると考えていたことに対して驚いた。BUFSの学生は，整形

をするのはごく一部の人たちだけであって，それが誤解であることを KUFSの学生に伝えた。

KUFSおよび BUFSの学生はこのような質疑や意見交換を通して，自分たちが持っている相手の
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国に対するイメージに偏りがあることに気づいた。

アクティビティ②　釜山外国語大学の学生による観光案内プレゼンテーション

　アクティビティ②では，BUFSの学生が，旅行会社のスタッフという設定で，日本人を観光地

に案内するプレゼンをするという内容である。韓国の学生は，本アクティビティの前に，日本人

が気に入りそうな場所や食べ物を考えて，何故それが日本人にとって興味深いのかというプレゼ

ン用のスライドを作成した（「つくる」の段階）。遠隔ワークショップでは，BUFSの学生が，釜

山の観光名所や釜山の料理，釜山の見所などを KUFSの学生にむけてプレゼンを行った。その

後，KUFSの学生はプレゼンテーションの方法や内容について質問をしたり，意見交換したりし

た（「かたる」の段階）。その後，それぞれ分かれて振り返りをした（「ふりかえる」の段階）。

写真 1　BUFSの学生が書いたイメージマップ（左）KUFSの学生が書いたイメージマップ（右）

写真 2　KUFSの学生が BUFSの学生のプレゼンを見ている様子
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アクティビティ③　写真や映像の比較による異文化理解

　アクティビティ③では，同じテーマの写真や映像を比較することにより，文化間の違いを視覚

的に認識させ，その違いの社会的・文化的・歴史的背景について理解することを目的とした。学

生らは，教員が提示した複数のテーマの中から関心のあるテーマをひとつ選んで，それに関する

写真や動画を集めた（「つくる」の段階）。テーマは，国によって見た目で形の違いがすぐに分か

るもの（食べ物，電車の定期・改札の通りかた），価値観など国によっても個人によっても違い

が分かるもの（美しい女性，かっこいい男性，流行のファッション，ファーストフードでのラン

チタイムの様子，よく目にする広告ベスト 3，彼氏・彼女に求めるもの），習慣や社会規範など

文化によって違いがあるもの（お酒の飲み方，お酒のつぎ方，タバコの買い方，灰皿のある場所，

ゴミの捨て方，食事の様子，接客，電車での様子）とした。両学生らは，事前にそれぞれテーマ

について写真や映像を収集し，遠隔ワークショップでは，テーマについて，それぞれ集めてきた

素材を見せ合い，何故国によって違いがあるかについてディスカッションを行った（「かたる」

の段階）。たとえば，「食事の様子」のテーマについて，「何故，日本人は茶碗を持ってごはんを

食べるが，韓国では茶碗をおくのか」ということについて考えた。韓国と日本の食事の特徴につ

いて「韓国では熱い食べ物を金属の入れ物にいれるので，熱くて持てないんじゃない？」「熱い

料理をさまさないように金属の入れ物に食事を盛るのかな」と意見交換しながら，その理由につ

いて考え，相手の文化についてそして自文化について多様な視点から理解しようとした（「ふり

かえる」の段階）。

写真 3　それぞれが調べてきたものを見せ合っている様子

 ⑵　空間のデザイン

　活動を支える空間をデザインするためには，学習者が居心地の良い空間であること，必要な情

報や物が適切な時に手に入ること，仲間とのコミュニケーションが容易に行えることの 3点（美

馬・山内 2005）を考慮する必要がある。
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　まず，学習者が居心地の良い空間を作るため，「相手を知る」ための工夫を行った。具体的に

は，写真と名前を一致させた参加者リストを，遠隔ワークショップの前に教員がメールで交換し，

それを印刷し，それぞれの学生に見せた。学生らは，写真をみながら名前を覚え，相手の名前を

呼びながら話かけるようにした。また，休憩時間には，テレビ会議をつけた状態にし，学生同士

が活動以外の時間に自由に相手と話ができるようにした。

　次に，必要な情報や物の適切な配置については，活動内容に合わせて準備をした。本遠隔ワー

クショップでは，活動の「つくる」の段階は事前に準備をしてきたため，「かたる」の段階およ

び「ふりかえり」の段階で必要なペン，ノート，模造紙，パソコンなどを準備した。KUFS側で

は，移動式の丸テーブルが配置されているグループ学習がしやすい教室でワークショップを行っ

た。そこにノートパソコンを 2台配置し，自由に使えるようにした。BUFS側では，固定式の机

と椅子がある講義室でワークショップを実施した。

　最後に，仲間とのコミュニケーションを容易に行えるように，テレビ会議システムの Skype

に加えて，チャットシステム，タブレット端末，携帯電話（スマートフォン）なども併用して

使った。

 ⑶　共同体のデザイン

　ワークショップには多様な人が関わることから「多様性」があるが，その多様性を学習のリ

ソースとして活かすためには，共同体をデザインする必要がある。ワークショップにおける共同

体をデザインするためには，ワークショップを俯瞰してみたとき，活動を通してひとつになって

いるという関係性が構築されるように注意する必要がある。

　遠隔ワークショップの場合，共同体は大きく 3つ存在する。本事例の場合，BUFSの学生の共

同体，KUFSの共同体，BUFSと KUFSの学生の共同体の 3つである。両学生は，交流相手だけ

ではなく，参加しているそれぞれの大学の学生同士とも相互作用しながら学ぶことになる。共同

体の中で各々の学生は，相手の状況を見ながら自分のポジション取りをする。たとえば，周りの

様子を見て意見を積極的に出したり，人の意見に静かに耳を傾けたり，リーダーシップをとって

活動に参加したり，少し離れて参加してみたりする。このようなポジションは，固定的なもので

はなく活動や時間の流れなど画面ごとに関係の変化とともに変わっていく。誰もが自分のポジ

ションを見つけながら活動に参加できるように，本遠隔ワークショップでは，様々な関わり方，

参加の仕方ができるように少人数で話し合うグループ活動と全員で取り組む全体活動を活動の目

的に応じて組み合わせた。たとえば，アクティビティ①では，2つのグループに分かれて意見交

換をし，アクティビティ②では全体で質疑応答をし，アクティビティ③では，同じテーマで調べ

てきた学生が発表し，質疑応答は全体で行った。
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4．研 究 の 方 法

　本研究では，ワークショップを組織する活動・空間・共同体の 3つの観点から，本遠隔ワーク

ショップのデザインについて検討する。収集したデータは，① 5件法によるアンケート，②自由

記述によるアンケート，③参与観察の 3点である。

　活動のデザインの検討については，活動の目的である「自らの既成の文化認識や偏見を認識し，

文化の多様性・複雑性に気づくこと，また，文化間の差異を単なる違いとして捉えるのではなく，

その背景にある文化・社会・歴史的意味を探究すること」に合わせて問①自らの日本に対するイ

メージの捉え直し，問②文化の違いを分析的に捉えることへの関心，問③文化・社会・歴史的背

景から文化の差異の分析，問④交流を通してもった疑問の探究について 5件法のアンケートを分

析した。加えて，その結果の理由や具体事例を示すため，学生の自由記述も分析の対象とした。

　空間のデザインについては，学生同士の相互作用が促されたかどうかを分析の視点として，参

与観察のデータを分析した。

　共同体のデザインについては，「共感による行為理解」が促されたかを知るため，学生がどの

ように人間関係を構築し，関わりを深めていったかに着目して，参与観察のデータを分析した。

5．分析の結果と考察

　分析の結果を，活動・空間・共同体の観点からそれぞれ示し，その結果をもとに，遠隔ワーク

ショップを実施する際の考慮点を提示する。なお，「ゴシック体」は，自由記述のアンケートに

みられた記述または参与観察でみられた学生の発言を示している。

⑴　活動のデザイン

　ワークショップの活動をデザインする際，「つくって」「かたって」「ふりかえる」の 3段階モ

デルは，学生の既成の文化認識を意識化し，それをもとに他者と交流しながら，概念を再構築す

るという学習の流れを促した。本遠隔ワークショップの目的は，「自らの既成の文化認識や偏見

を認識し，文化の多様性・複雑性に気づくこと，また，文化間の差異を単なる違いとして捉える

のではなく，その背景にある文化・社会・歴史的意味を探究すること」である。これに関するア

ンケート調査では，図 1の問①③④に示すように KUFSの学生は，交流を通して疑問に思った

文化の差異について文化・社会・歴史的背景から分析することに関心を持ち，探求し，自らの韓

国に対するイメージ（既成の文化認識）を見直すことができた。これは自由記述やワークショッ

プ中の発言からも確認された。たとえば，「整形についてのやり取りで思ったのですが，この国

（韓国）の人たちは一般的にこういわれているからこうなんだ，というステレオタイプ的なもの

の見方にとらわれ過ぎながら外国人と接するのはよくないな，と実感しました」，「お酒の CM

だと韓国では特に焼酎など CMの場合は綺麗な女性を起用する事が多いとのこと。しかし，日
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本の CMに女の人が多く起用されるわけではなく，またそれらを買う年代と同じくらいの人が

お酒を宣伝する場合があると思う。お酒に対するイメージの違いからそういった違いがでている

ことがわかった」というように，それぞれの考えを可視化（つくる）し，それをもとに意見交換

する（かたる）ことによって，理解を深める（ふりかえる）ことができていた。また，自文化に

ついても質問に答えたり，話したりすることで，「相手の国のこともそうですが，自分の国のこ

とを聞かれても案外自分の国について知らないことがたくさんあったりもするので，しっかり自

分の国の知識を土台として置いておくことが必要だと感じました」「日常的に使っている言葉で

も間違っている日本語も多々あるので意識して気をつけなければならないとおもった」と振り返

ることができた。

　文化間の差異の背景にある文化・社会・歴史的意味を知ることできたかどうかについては，

90％の学生が「とてもそう思う」「そう思う」と答えた（図 1問②）。「どちらでもない」と答え

た学生（1名）は，その理由を十分に時間がなかったと回答した。

　BUFSについては，図 2問④に示すように，自らの日本に対するイメージ（既成の文化認識）

を見直すことができたかどうかについては 90％以上が「とてもそう思う」または「そう思う」

と答えた。自由記述からも「日本人は初対面の人に対して距離を置くとおもっていたけれど，そ

れが勘違いだということが分かった」「日本の学生と顔をみながら話し合ったという意味は大き

かった」と KUFSの学生との関わりを通して日本人に対するイメージを再構築していることが

分かる。「どちらでもない」と答えた一名の学生はその理由として，十分に意見交換する時間が

なかったことを指摘している。

　文化の違いを分析的に捉え，文化・社会・歴史的意味を探究できたかどうかについては全員が

関心を持ったが（図 2問③），実際には約半数の学生が十分に分析・探究できなかったと答えた

（図 2問①②）。その理由として，通信の問題，情報の不足，時間の不足，一方的な指摘があげ

られた。通信の問題については，インターネットの接続が時々切れてしまうことにより，会話が

中断され，ディスカッションを一時的にとめなければならなかったこと，情報の不足の問題につ

図 1　KUFSのアンケート結果
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いては，BUFSの学生が質問したことに対して，納得のいくような答えを KUFSの学生から得ら

れなかったこと，時間の不足の問題については，一つのテーマについて十分に議論ができなかっ

たことである。一方的な指摘については，特にアクティビティ②に関連しており，KUFSの学生

が BUFSの学生に対して一方的にプレゼンテーションについて指摘・意見することに対して

「もっと双方的な意見交換がほしかった」と述べていた。

　BUFS側の目的の一つである日本語運用に関しては，「今回のことで，私の日本語はまだまだ

だと思いました」「日本語で話すことがそれほど怖くなくなった」「日本人にプレゼンテーション

をする時にもっと良くする点を学んだ」というように，日本語を使って日本人と交流することで，

日本語運用面でも肯定的な結果がみられた。

　このように両学生は，自らの相手の国へのイメージを捉え直し，「何故そうなのか」を文化・

社会・歴史な視点から探究するようになった。

　しかしながら，活動のデザインに関して次に示す３つの問題もみられた。それらの問題点と合

わせて解決策を考察・提案する。

図 2　BUFSのアンケート結果

 A‒1）インタラクションのルールをきめる

　本交流において，学生は，テレビ会議を通してインタラクションをすることの難しさを感じて

いた。たとえば，BUFSの学生は，KUFSの学生に質問やコメントをしても，相手が反応しない

ため，自分の日本語に間違いがあるのか，話し方や発音に問題があるのか，と不安になっていた。

また，同時に会話を始めてしまい，お互いが譲り合い沈黙が続く場面が多くみられた。

　テレビ会議では，モニター画面に映る情報が限られてしまうため，自分のアクションに対して，

相手がどのように反応しているか判断するための十分な情報を得ることができない。たとえば，

「答えても相手の反応が読み取れない」「韓国の学生が話かけたり，質問をしてもどのタイミング

で応えればいいのか，誰が応えればいいのかを迷ってしまい，円滑に意見交換をすることができ
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なかった」というように，テレビ会議ではノンバーバルな情報が制限されてしまうことで，相手

の気持ちや反応を読み取れず，どのように対応すればいいか判断することが難しかった。

　そのため，相手の質問やコメントに対してうなずいたり，会話をするタイミングをつかむため

に手を挙げたり，名前を指定したりするなど，インタラクションのルールを決めておくと良いだ

ろう。

 A‒2）  交流（議論や意見交換）の前にテーマについて理解する時間や学習活動，学習素材を提

供する

　両学生は，相手からの質問に対して回答することが難しいと感じていた。KUFSの学生が

BUFSの質問に答える場面では，すぐに答えるのではなくて，日本人同士で相談してから答えて

いた。これについて，KUFSの学生は，「日本人にとってはあまりにも当たり前すぎて，考えた

事もない質問だったので，正しい答えかどうか心配だった」というように，答えることに不安を

感じていた。

　相手からの質問の中には，それぞれの学生が日常的で当たり前と思っていることを問い直す質

問も含まれる。たとえば，「日本人も（ビールを）一気しますか」「（恋人の写真は待ち受けにし

ないのに）友達とのプリクラはどうして待ち受けにするのですか」といった質問がそれにあたる。

相手の質問に対して答えられるように時間をとったり学習素材を準備したり，事前にテーマにつ

いて調べる学習をさせたりするなどして，学生に自分の意見を持たせる工夫が必要である。

⑵　空間のデザイン

　ワークショップの空間は，テレビ会議，写真や動画，タブレット端末，イメージマップなど

様々な道具を使って組織した。学生はこれらの道具を使いながら活動に参加することができたが，

次の 2つの理由からコミュニケーションが難しかったことが分かった。

　ひとつは，通信面での問題である。本遠隔ワークショップでは，Skypeのテレビ会議システム

を利用したが，映像が途切れたり，音声が聞こえにくかったりすることがあった。そのため，

「交流の際，映像がとまらなければ，普通にコミュニケーションがとれたのに」「映像が止まった

り，雑音が入ったり，始めのうちはあまりスムーズに進んでいなかった気がした」「見せても

らった写真や動画がよく見えなかった」というように通信の問題が学生間の相互作用を阻害して

いた。

　もうひとつは，KUFSがオンラインでのコミュニケーションに慣れていないことである。「誰

に話かければいいか，誰に話かけられているのかいまいちよく分からなかった」「まぁ，いいか

とおもわないではっきりいうことが大事だとおもった」「遠慮せずにいろいろ質問などしていく

ことが大事」というように，KUFSの学生は，テレビ会議を通して相手とどのようにコミュニ

ケーションをとればいいかがよく分からなかった。

　以上の問題から，空間のデザインに関する考慮点として次の 2点を提示する。
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 B‒1）テレビ会議の画面に映し出す情報を意識的に考える

　テレビ会議では，対面での交流とは違い，相手からの情報がテレビ画面に限られてしまう。ま

た，通信状態により，音や映像が途切れ明確に相手に情報を伝えることができないことがある。

そのため，活動状況を相手に分かりやすく伝えるために，活動の進行に合わせて，全体を俯瞰的

に映し出したり，話者にフォーカスをしたりするなど，意識的に相手に伝えたいことをモニター

上で示す必要がある。対面でのワークショッップでは，人の目線や道具によって「何を見るか」

がハイライト化されるため，何を見ればよいか，何に集中すればいいかが分かるが，遠隔ワーク

ショップの場合，双方が「何を見せるか」を意識し，相手に伝えたい内容を意識的にモニター画

面に映し出す必要がある。

 B‒2）活動の目的を共有し，プロセスを可視化する

　アクティビティ②で BUFSの学生のよる韓国紹介のプレゼンテーションを実施した。KUFSの

学生は，そのプレゼンテ－ションに対してコメントをするというものであったが，BUFSの学生

からは，KUFSの学生から文字の大きさ，スライドの情報量，発表の仕方，画像の大きさ，プレ

ゼンの流れ等について一方的に指摘され，違和感を感じた。韓国の学生は，プレゼンテ－ション

の内容についての意見交換を期待していたからである。

　BUFSの学生は，プレゼンテーションを準備するために，授業外の時間を使い，紹介したい場

所へおもむき写真や映像を撮影し，それについての情報を調べて準備した。プレゼンテーション

の前は，何度もスクリプトを読んで練習し，スムーズに発表できるようにしていた。KUFSの学

生は，BUFSの学生の発表のための費やした時間や労力，彼らの発表場時での緊張感をテレビ会

議の画面からだけでは想像することができなかったため，アウトプット（プレゼンテーション）

だけをみて評価しコメントした。BUFSの日本語教師からその状況を知った KUFSの学生は，

「BUFSの学生のプレゼンテーションをするまでのプロセスやプレゼンテーションの様子を知る

事ができれば，BUFSの学生が何を見てもらいたいのか，何を伝えたかったのか，どれほど努力

したかをイメージすることができたけれど，そこがイメージできなかったから，コメントがきつ

くなってしまったかもしれない」と述べているように，遠隔ワークショップの準備段階での情報

も，共に学び合う上では重要なリソースであることがわかる。

　また，それぞれの活動の目的を事前に共有しておく必要がある。BUFSでは，パワーポイント

を使ったプレゼンテーションの場が少ない。大学 3年生でもパワーポイントを初めて使う学生が

多かった。そのため，どのようにプレゼンテーションをするかについて十分な経験がなかった。

一方 KUFSの学生は，授業などでパワーポイントを使った実習があり「良いプレゼンテーショ

ンとは何か」について学習している。このような両国の学生の経験の違いから，BUFSの学生は

内容についてのコメントを期待したが，KUFSの学生がプレゼンの仕方に着目したコメントをす

るという目的の齟齬がみられた。

　以上のことから，遠隔ワークショップでは，ワークショップ中の活動だけではなく，それまで
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の準備活動を含めて相手の状況を双方が知れる工夫があるとよい。

⑶　共同体のデザイン

　学生らは，本遠隔ワークショップを通して，相手に共感や親しみを感じていた。たとえば，

「交流の第一歩は相手に興味を持つことだと気づきました」「韓国の学習者と直に接して韓国での

日本語学習者の雰囲気を感じとることができました」「たった一年しか日本語をしていないのに

これだけ話せることに驚いた」「韓国の学生が日本語でプレゼンする姿をみて，母国語以外での

活動ができることがとてもうらやましく感じた」という KUFSの学生のコメントからも，BUFS

の学生と関わる中で BUFSの学生の勤勉さや積極性に触れ，楽しみながら，共感や親しみを

持って文化について学べたことが分かる。また，BUFSの学生も「日本の学生さんたちがいろい

ろ教えてくれてありがたかったです」「日本語を少しでも言いながら外国人に対する恐ろしさが

消えた」「たくさん友達を作ることができて嬉しいです」「日本人の学生と顔を見ながら話せたこ

とがよかった」というように KUFSの学生に対して共感や親しみを感じながら学んでいたこと

がわかる。

　しかしながら，共同体デザインに関して次の 2つの問題が明らかになった。問題と合わせて，

考慮すべき点を提示する。

 C‒1）少人数によるグループ活動を組み入れた学習活動を準備する

　KUFSの学生は，全員の前で質問に答えることに，「間違っているかもしれない」「個人の意見

なので答えにくい」というような抵抗があった。一方，小グループでの話し合いの時は，「話や

すかった」「小グループでのコミュニケーションのほうがよかった」という意見があった。大人

数同士で交流をする場合，学生らは，相手と視線が合いにくく，自分に話かけられているという

感覚を持ちにくいため，質疑応答の場面では，誰かに頼ってしまう傾向がみられた。少人数によ

るグループでの交流の場合，交流の機会をより多くもつことができることや，活動のテーマ以外

にも参加者の関心に関連した話題に発展することもあるため，活動に参加しているという当事者

意識をもって関わることができるだろう。そのため，全体での交流と少人数のグループによる交

流を組み合わせるとよい。

 C‒2）コミュニティの一員としての帰属意識を持たせる工夫をする

　両学生は，積極的に交流相手と語り関わろうとした。一方，KUFS側は，KUFSの学生同士で

十分に意見交換をすることができなかった。それは，本遠隔ワークショップを実施する前に

KUFSの学生同士が知り合う時間を十分にとらないまま活動が始まったからである。その結果，

KUFSの学生は，KUFS内でどのようにポジショニングをすればいいか分からなかった。KUFS

の学生はワークショップに参加してはじめて顔を合わせた者が多い。また，2年生から 4年生の

参加であったことから先輩と後輩という上下の関係もある。そのため，KUFSの学生内では，十
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は　じ　め　に

　本稿は研究テーマである “大学のキャリア教育の視点から ― 学生・大学・社会のレリバン 

ス1） の研究 ―”（1）認知的能力における外国語2），並びに（2）キャリア教育としてのインター

ンシップ3） に続くものである。本稿では，キャリア教育と就職支援が求められている高等教育の

現状・現場において，学生・社会・大学を有機的に繋ぐ教育法と支援法の一つとして，キャリア

教育理論の理解と修得が必要であることを明らかにするため，キャリア教育論の整理と教育現場

での実効性等の分析・検証を通じて，課題解決のための政策提言をおこなうものである。

　以上のような大学・短期大学生の雇用環境と就職状況や国の若年者雇用政策を背景として，第

1章では，まずキャリア教育と就職支援が求められる社会状況と雇用情勢を整理した。そして第

2章では，現在の高等教育機関で行なわれているキャリア教育の背景となっているキャリア教育

理論の潮流と系譜を整理した。3章では，キャリア教育理論が就職支援の現場で実際にどの程度

必要とされているのか，あるいはどれくらい実践されているか，その汎用性や実効性を確認した。

最後に第 4章では，文献研究や調査分析結果より見えてきたことを論じ，課題改善と解決のため

の政策を提言した。

大学のキャリア教育の視点から
― 学生・大学・社会のレリバンスの研究 ― ⑶

キャリア教育論の潮流とキャリア支援

東　南　隆　光

〈Summary〉
  Amid growing concerns over the sluggish economy, circumstances surrounding 

employment are becoming increasingly severe. The Health, Labor and Welfare Ministry and 

the Economy, Trade and Industry Ministry referred to employment policies that were 

closely related to economic recovery. For example, the Health, Labor and Welfare Ministry 

has begun to implement measures to support young people, and has introduced a number of 

programs such as “trial employment” and the “Job Cafe” scheme, but no concrete measures 

have been taken.

  This time the author analyzed reviewing previous research on career education theory 

and also analyzed the results of the career support questionnaires.

As a result of analysis, what is required more than anything else is the importance of 

self-help efforts by the career support staffs. In addition, the university system has to provide 

capacity building assistance to staffs.



大学のキャリア教育の視点から194

第 1章　キャリア教育と就職支援が求められる社会状況と雇用情勢

　キャリア教育と就職支援が求められている背景として，社会状況と雇用情勢について整理し，

大学・短期大学生を取り巻く環境の変化を確認する。まず，文部科学省学校基本調査の就職者学

校種別（学歴種別）4） を見てみると，1970（昭和 45）年の大学・大学院就職者 20万人，短期大

学就職者 8万人で合計 28万人となっており，全体の約 2割を占めている。一方，2010（平成

22）年の大学・大学院就職者 39万人，短期大学就職者 5万人で合計 44万人，これに高等教育機

関として高等専門学校と専門学校の 22万人を加えると 66万人となり全体数 79万人の内で約 8

割を占めることになる。40年前は，就職者全体の 2割にしか満たなかった高等教育機関の卒業

生が，今や 8割を占めるようになっている。これより言及できるのは，希少性という観点からは，

高等教育機関を卒業した学歴をもっていても意味をなさない時代となっている。同学校基本調査

で職業別就職者の推移をみると大卒では，1970（昭和 45）年，専門的・技術的職業従事者が全

体の 40.3パーセント，事務従事者が 31.4パーセント，販売従事者が 23.2パーセント，サービス

職業従事者が 1.8パーセント，生産工程・労務作業者 0.1パーセントとなっているのに対し，

2010（平成 22）年では，専門的・技術的職業従事者が全体の 34.0パーセント，事務従事者が

32.3パーセント，販売従事者が 21.0パーセント，サービス職業従事者が 5.6パーセント，生産工

程・労務作業者 0.4パーセントとなっている。つまり専門的・技術的職業従事者が 6.3パーセン

ト減少し，サービス職業従事者が 3倍になっている。そして事務従事者と販売従事者は，ほぼ横

ばいである。高卒者では，1970（昭和 45）年に専門的・技術的職業従事者が全体の 2.7パーセン

ト，事務従事者が 34.3パーセント，販売従事者が 17.0パーセント，サービス職業従事者が 4.1

パーセント，生産工程・労務作業者 31.3パーセントとなっているのに対し，2010（平成 22）年

では，専門的・技術的職業従事者が全体の 8.0パーセント，事務従事者が 10.1パーセント，販売

従事者が 9.8パーセント，サービス職業従事者が 18.5パーセント，生産工程・労務作業者 44.1

パーセントとなっている。事務従事者が 3分の 1に減少し，販売従事者も約 6割減少となってい

る。一方サービス職業従事者が 4.5倍に増加し，生産工程・労務作業者も増加となっており，高

卒では全体の約 4割 5分の人が生産工程・労務作業に従事している。これらのことより労働者に

求められているのは，高卒では生産工程・労務作業という比較的単純作業が中心となり，高卒・

大卒では，サービス職業従事者に対する比率が高まっていることが伺える。

　景気との連動性が比較的高いといわれる有効求人倍率5） は，厚生労働省のデータによると，中

学・高等学校卒業者の場合，2012（平成 24）年 4月で 0.79倍である。同調査の 2009（平成 21）

年度平均は，0.45倍であり 1999（平成 11）年度以来の最低値であったが，現状において右肩上

がりの傾向をみせている（図 1参照）。また大卒者については（図 2参照），株式会社リクルート

ワークスのワークス大卒求人倍率調査6） によると，2012（平成 24）年卒者の求人倍率 1.23倍で

2000（平成 12）年 3月卒の 0.99倍の最低値ほどの下降を辿っているわけではない。従業員規模

別にみると（表 1参照），300人未満が 3.35倍，300～999人が 0.97倍，1,000人～4,999人が 0.74
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倍，5,000人以上が 0.49倍となっている。この数値からも読み取れるように，1,000人以上の大

企業や 5,000人以上の広く世間から認知されているような大企業においての求人倍率は低く，内

定を獲得することが難しくなっている。一方それ以外の中小企業，特に従業員が 300人に満たな

い企業は，多くの求人があり人材を求めているのに，大卒・大学院卒者が求職しないところに問

題を含んでいる。

　次に正規雇用と非正規雇用7） の状況をみていると（表 2参照），1984（昭和 59）年全雇用者の

うち非正規雇用者は15.3パーセントであり，その割合に関してほとんど問題視されていなかった。

しかし，1986（昭和 60）年の労働者派遣法（労働者派遣事業の適切な運営の確保及び派遣労働

（図 1）

出典：厚生労働省ホームページ「一般職業紹介状況平成 24年 4月分」より抜粋。

（図 2）求人総数および民間企業就職希望者数・求人倍率の推移

出典：リクルートワークスホームページ「ワークス大卒求人倍率調査」より抜粋。
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者の就業条件の整備等に関する法律）が施行され，1996（平成 8）年に労働者を派遣できる専門

性の高い業務 13業務から，26業務に拡大となった。そして 1999（平成 11）年に原則自由化，

2004（平成 16）3月施行により物の製造業や医療関係業務への派遣が解禁となった。その後，製

造業への派遣受け入れ期間を 1年から 3年に延長等の法制化を経て，2004（平成 16）年に 31.4

パーセントもの非正規雇用者を生み出す結果となる。直近の 2012（平成 24）1月～3月期におい

ては，非正規雇用者が 35.1パーセントにも増加し，大きな社会問題へと発展している。日経新

聞（2012.3.15）は，アルバイトやパートで生計を立てている 35～44歳の人口が 2011（平成 23）

年平均で 50万人にものぼり，過去最高になったと伝えている。

　若者失業率をみると，平成初期のバブル経済が崩壊した 1990（平成 2）年当時は，大学・短期

（表 1）【参考】従業員規模詳細別の求人数・民間企業就職希望者数・求人倍率

出典：リクルートワークスホームページ「ワークス大卒求人倍率調査」より抜粋。

（表 2）正規雇用と非正規雇用

出典：総務省ホームページ「雇用形態別雇用者数」より抜粋。
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大学生が属する 20～24歳で 3.7パーセントであった。以降右肩上がりに上昇を続けて，2003（平

成 15）年に 9.8パーセントにも達した後，徐々に改善されていたが 2009（平成 21）年 9.0パー

セントと再び悪化している。社会的に就職難が認識された 1993（平成 5）年頃からの就職氷河期

に高校や大学を卒業人たちが 40歳前後になった影響と予測している。つまり当時から 20年の歳

月を経た現在もフリーター生活を続けている可能性が高いのである。更に 20年後の 2032年を迎

える未来に，50万人のフリーターは 60歳前後になる。こうした状況から脱却するためには，国

の政策と行政や企業の理解が必要不可欠となる。

第 2章　高等教育におけるキャリア教育の理論的枠組み

　アメリカにおいて 1971（昭和 46）年から全国的に展開されたキャリア教育の改革が当時の日

本には影響を及ぼすことはなかった。それから 30年近くが経過した 1999（平成 11）年に，文部

科学省中央教育審議会答申「初等中等教育と高等教育の接続改善について（接続答申）」8） におい

て，文部科学行政関連の審議会報告としてはじめて「キャリア教育」という言葉が登場した。そ

れ以来，高等教育機関での職業支援は，社会環境の要請をうけて広まりをみせてきた。第 1章に

て確認をしたが，この背景には，1990（平成 2）年の日本のバブル経済の崩壊以降，景気の低迷

により厳しい雇用環境となり，早期退職者や非正規社員の問題，ニートといわれる無業者，フ

リーター増加等が考えられる。また高等教育の現場でキャリア教育とキャリア支援の強化が求め

られている。本章では，高等教育の現場で実施されているキャリア教育とキャリア支援に関連の

強いキャリア理論を特に先行研究レビューとして取りあげる。現在，数多くのキャリア理論が展

開されており，キャリア理論の分類も多様である。その中で，個人のパーソナリティーや発達・

成長をベースにした「心理学的アプローチ」，社会構造・階層やライフコースをベースにした

「社会学的アプローチ」に分類されている。先述の高等教育の現場で実施されているキャリア教

育とキャリア支援に関連の強いキャリア理論という視点でとらえれば「心理学的アプローチ」の

理論が主流となる。以下では，20世紀初頭から現代に至るまでの主要なキャリア教育理論のレ

ビューをおこなう。

2‒1　キャリア教育の基礎となる 3つの理論

 1）パーソンズ

　1908年（明治 41）年，当時ボストン大学教授であったパーソンズ（Parsons, F.）は，ボスト

ン市民サービス館に職業局を開設し，そこでの職業相談をはじめたことで職業指導（vocational 

gudance）という言葉が使われた。この職業指導という活動を通して蓄積された知見より「パー

ソンズの職業選択理論」がまとめられる。このパーソンズの研究は特性・因子理論と称され，ア

メリカ社会に職業指導とカウンセリングを導入した職業指導の古典とされている。1909（明治

42）年のパーソンズの著書『職業選択方（Choosing A Vocation）』9） の中で，職業選択において個
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人の特性と職業の特徴を適合させる。仕事を探すために勇気付ける，そして雇用者には仕事に

あった人材を探すといった考え方が背景にある。また賢明な職業選択には以下の 3つが必要であ

るとしている。①自分自身，つまり自分の適性，能力，興味，強い希望，資源，限界，およびこ

れらの背景となっているものをよく理解すること，②様々な職業の過程における，要求，うまく

やるための条件，良い点と悪い点，代償とされるもの，チャンス，そして見通しを知識として

もっていること，③上記の 2グループに入る事柄を関連付けた上で真剣に推論していくこと，こ

の 3つのステップは，職業指導のその後の展開の基礎となっている。こうした様々な観点から自

分自身を理解する過程と，職業をはじめとする進路に関する情報を理解する過程と組み合わせて，

職業選択につなげてゆく過程は，現代の高等教育の現場における職業選択プロセスと大きく変わ

るところはない。現在においても職業選択における基盤的な考えである。

 2）ホランド

　ホランドの職業パーソナリティ理論10） は，日本における「VPI職業興味検査（Vocational 

Preference Inventory）」や「職業レディネステスト（Vocational Readiness Test: VRT）」，それ以

外にも今や世界各国で利用されている SDS（Self Directed Search）等職業興味検査の基盤となる

理論である。Holland（1985）によれば，ホランドの理論は，4つの仮説からなりたっており，

その 4つとは，①われわれの文化では，多くの人を次の 6つのタイプの一つに分類することがで

きる。すなわち，現実的，研究的，芸術的，社会的，企業的そして慣習的である。② 6種類の環

境が存在する。すなわち，現実的，研究的，芸術的，社会的，企業的そして慣習的である。③

人々は，自らの技能や能力を行使し，自らの態度や価値を示し，合意できる問題や役割を担う環

境を求める。④人の行為とは，その人のパーソナリティと環境との相互作用によって規定される。

このような 4つの仮説を基にホランドは職業選択の意思決定を考える理論として「六角形モデ

ル」を提唱している。これは，人は 6つのパーソナリティに分類されるという捉えかたではなく，

一般的に人はそれぞれのタイプを複合して持ち合わせ総体的にパーソナリティは構築されるとし

ている。6つのパーソナリティタイプと職業（役割）名を確認しておくと，①「現実的

（Realistic），物や機械または動物などを対象とする具体的で実際的な仕事：動物・植物管理，工

業系関連，機械の管理，機械の運営，手工芸，生産技術など」パーソナリティは現実的でねばり

強く，ひかえめで落ち着いている傾向がある。②「研究的（Investigative），研究や調査などによ

り未知なことを明らかにしようとする仕事：自然科学，情報処理，社会調査研究，医学など」

パーソナリティは，合理的，分析的で独立心が強く，知的で几帳面でない公的な傾向である。③

「芸術的（Artistic），独創的で美的感覚を求められる芸術的な仕事：美術工芸，音楽，デザイン，

舞踊，文芸，演劇など」パーソナリティは，繊細で感受性が強く，規則や習慣を重視せず，内向

的で衝動的な傾向がある。④「社会的（Social），人に接したり，奉仕したりする対人関係を通

して行なう仕事：社会福祉，教育，医療保険，販売，サービスなど」パーソナリティは，協力的

で他人の気持ちに敏感に反応し，洞察力と責任感があって社交的で思いやりがある。⑤「企業的
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（Enterprising），企画や組織運営，経営などリーダーシップを求められる仕事：経営管理，営業，

報道，宣伝など」パーソナリティは，指導力，説得力，表現力に恵まれ，野心的，支配的であり

積極的で社交性に富む傾向がある。⑥「慣習的（Conventional），方法がきめられた事柄を着実

にこなし成果が認められる仕事：経理，事務，警備，法務，編集，校正など」パーソナリティは，

自制心に富み，几帳面でねばり強く，人の和を重んじる傾向がある。このようにホランドの理論

は，6つのパーソナリティの頭文字をとり，RIASEC（リアセック）と呼ばれている。

 3）スーパー

　職業行動は他の行動と同様に生涯にわたって発達し続けるという概念を理論化したのがスー

パー（Super, D.E.）である。スーパーは，職業に就くための相談を人格相談とし，それを指導す

る過程を職業指導とし，「職業指導とは，個人が，自分自身と働く世界における自分の役割とに

ついて，統合されたかつ妥当な映像を発展させまた受容すること，この概念に照らして吟味する

こと，および自分自身にとっても満足であり，また社会にとっても利益であるように，自我概念

を現実に転ずることを援助する過程である。」とし，職業的発達理論11） の原理的な考え方をしめ

している。スーパーは，キャリア発達に関する研究から得られた知見を集積して命題としてまと

めている。その命題は 1953（昭和 28）年に 10項目にまとめられていたが，その後の研究によっ

て改善がはかられて，最終的に 1996（平成 8）年に以下の 14の命題12） となった。その 14の命

題をあげて，その後に主要概念を確認する。

 ①  人はパーソナリティの諸側面（欲求・価値・興味・特性・自己概念）及び能力において違

いがある。

 ②  これらの特性からみて，人は各々多くの種類の職業に対して適合性を示す。

 ③  それぞれの職業には，必要とされる能力やパーソナリティ特性の独自のパターンがある。

職業に就いている人に多様性がみられるように，個人も多様な職業に就く許容性を有してい

る。

 ④  職業に対する好みやコンピテンシー13），生活や仕事をする状況は，時間や経験とともに変

化し，それゆえ自己概念も変化していく。このような社会的学習の成果として自己概念は，

選択と適応において連続性を提供しながら青年期後期から晩年にかけて安定性を増していく。

 ⑤  自己概念が変化していくこのプロセスは，成長，探索，確立，維持，下降の連続とみなさ

れた一連のライフ・ステージ（マキシ・サイクル）に集約され，また発達課題によって特徴

づけられた期間へ細分化され得る。小さなミニ・サイクルは，あるステージから次のステー

ジへキャリアが移行する時に起こる。又は病気や障害，雇用主による人員削減，必要な人的

資源の社会的変化，又は社会・経済的ないしは個人的出来事によって，個人のキャリアが不

安定になるたびに起こる。このような不安定で試行錯誤に富むキャリアには，新たな成長，

再探索，再確立といった再循環（リサイクル）が含まれる。

 ⑥  キャリア・パターンとは，到達した職業レベルであり，また試したものであれ安定したも
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のであれ，職務に従事した順序，頻度，長さを意味する。キャリア・パターンの性質は，各

個人の親の社会経済的レベル，本人の知的能力，教育レベル，スキル，パーソナリティの特

徴（欲求・価値・興味・自己概念），キャリア成熟，及び個人に与えられた機会によって決

定される。

 ⑦  どのライフ・ステージにおいても，環境と固体の欲求にうまく対処できるかどうかは，こ

れらの欲求に対処する個人のレディネス（対処するための個人がどの程度準備できているか，

すなわち，キャリア成熟）の程度による。

 ⑧  キャリア成熟は，心理社会的構成概念であり，それは成長から解放までのライフ・ステー

ジ及びサブ・ステージの一連の職業的発達の程度を意味する。社会的視点からは，キャリア

成熟は，個人の暦年齢に基づいて期待される発達課題と，実際に遭遇している発達課題とを

比較することによって操作的に定義できる。心理学的視点からは，現在遭遇している発達課

題を達成するために必要な認知的・情緒的リソースと，個人の今持っている認知的・情緒的

リソースを比較することにより操作的に定義できる。

 ⑨  ライフ・ステージの各段階を通しての発達は，部分的には能力，興味，対処行動を成熟さ

せること，また部分的には現実吟味や自己概念の発達を促進することによって導かれる。

 ⑩  キャリア発達とは，職業的自己概念を発達させ実現していくプロセスである。キャリア発

達のプロセスは統合と妥協のプロセスであり，そのなかで，生まれ持った適性，身体的特徴，

さまざまな役割を観察したり担ったりする機会，役割をこなした結果を上司や仲間がどの程

度承認しているかの自己認識との間の相互作用によって自己概念はつくられる。

 ⑪  個人要因と社会要因間及び自己概念と現実間の統合と妥協とは，役割を演じ，フィード・

バックを受ける中で学習することである。その役割は空想やカウンセリング面接で演じられ

る場合もあれば，クラス，クラブ，アルバイト，最初の職といった現実生活で演じられる場

合もある。

 ⑫  職業満足や生活上の満足は，個人の能力，欲求，価値，興味，パーソナリティ特性，自己

概念を適切に表現する場をどの程度見つけるかによって決まる。満足感は，人がその役割を

通して成長し，探索的な経験を積み，自分にとって合っていると感じられるような類の仕事，

仕事の状況，生活様式に身をおいているかどうかに拠る。

 ⑬  仕事から獲得する満足度は，自己概念を具現化できた程度に比例する。

 ⑭  仕事と職業は，たいていの人にとってパーソナリティ構成の焦点となる。しかし，仕事や

職業周辺的であったり偶発的であったり，全く存在しない人もいる。また，余暇や家庭と

いった他の焦点が中心となる人もいる。個人差と同様に社会的伝統（性役割におけるステレ

オタイプやモデリング，人種的民族的偏見，機会が与えられるかどうかという社会構造）が，

労働者，学生，余暇人，家庭人，市民のうちどの役割を重視するかの重要な決定要因である。

　これら 14の命題を構成している主要概念は，自己概念，職業適合性，ライフ・スパン／ライ

フ・スペースの 3つである。まず，自己概念とは，（Super, 1963）によれば，個人が自分自身を
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どのように感じ考えているか，自分の価値，興味がいかなるものかということについて，「個人

が主観的に形成してきた自己についての概念」（主観的自己）と「他者からの客観的なフィー

ド・バックに基づき自己によって形成された自己についての概念」（客観的自己）の両者が個人

の経験を統合して構築されてゆく概念である。また，自己概念とは，多面的な構造からなってお

り，キャリアに関する側面がキャリア自己概念であり，キャリア発達をとおして形成されていく

と考える。自己概念を形成する過程には，自己と環境の探索，自己と他者の相違化，モデルとな

る他者との同一視，現実吟味をとおして，複数の役割を演じる等の行為がふくまれる。

　次に職業適合性とは，人と職業との適合である。つまり個人と職業の関係は主観的に認知した

自己および環境だけでは現実的な行動になり得ないと考えた。この職業適合性は，能力とパーソ

ナリティの 2つの要素から，その関係性を整理している。ここでの能力とは，適性（Aptitude）

と技量（Proficiency）に分けられる。適性は，「将来何ができるか」や「達成されるだろう可能

性」を示す概念であり，技量は，現在到達している状態を表しており「現在何ができるか」を示

す概念である。技量は学力とスキルに分けられ，技量が学業に現れた場合は学力

（Achievement），仕事に現れた場合は，スキル（skill）と呼ばれる。パーソナリティは，欲求

（Needs），特性（Traits），価値（Value），興味（Interest），からなる。3つ目のライフ・スパン

／ライフ・スペースは，キャリア発達に「役割」と「時間」の考えを導入し，それに影響を与え

る要因と相互作用をアプローチの考えかたとした。ライフ・スペースは，個人の生涯を通じて経

験する共通的な役割として「子供」「学ぶことに従事する人」「余暇をすごす者」「市民や国民」

「動労者」「家庭人（家計を維持する者，配偶者，親等）」「その他（病床にふす者，年金受給者，

宗教人等）」の 7つの役割をあげている。個人は，生涯の様々な時期にこれらの舞台で複数の役

割を演じており，それぞれの人がその人ならではの人生，つまりキャリアが構成されている。ラ

イフ・スパンは，生涯を通じた一連のライフ・ステージをマキシ・サイクルと呼び，成長段階，

探索段階，確立段階，維持段階，開放段階という 5つの段階で構成されるとしている。各段階に

おいて発達的課題を設定しており，それぞれの発達的課題を達成していくことは，子供，学生，

労働者，あるいは親として有効に機能することであり，また次段階の発達的課題達成の基礎を築

くことになるとしている。

2‒2　1990年代以降の新たな理論

 1）シャイン

　組織論と組織開発論の知見から個人と組織の調和を体系化したのがシャイン（Shein, E.H.）で

ある。シャインは，キャリアを「人の一生を通じての仕事」「生涯を通しての人の生き方，表現

である」として，キャリアの発達段階を次のように分類した14）。それらは，ステージ 1：成長・

空想・探求（0歳～21歳）（役割：学生・大志を抱く人・求職者），ステージ 2：仕事へ世界への

エントリー（16歳～25歳）（役割：スカウトされた新人・新入者），ステージ 3：基本訓練（16

歳～25歳）（役割：被訓練者・初心者），ステージ 4：キャリア初期の正社員（17歳～30歳）（役
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割：新しいが正式のメンバー），ステージ 5：正社員資格・キャリア中期（25歳～45歳）（役割：

正社員・在職権を得たメンバー・終身メンバー・監督者・管理者），ステージ 6：キャリア中期

の危機（35歳～45歳）（役割：正社員・在職権を得たメンバー・終身メンバー・監督者・管理

者），ステージ 7A：キャリア後期・非指導者役（40歳～定年）（役割：重要メンバー・個人的貢

献者・経営メンバー），ステージ 7B：キャリア後期・指導者役（40歳～定年）（役割：全般管理

者・幹部・上級パートナー・社内企業家・上級スタッフ），ステージ 8：衰えと離脱（40歳～定

年）ステージ 9：引退（定年）の分類となる。

　また，（Shein, 1978）では，組織での経験とキャリアを進展させることを通じて，自己の明確

な職業イメージ「キャリア・アンカー」を形成するとしている。このキャリア・アンカーは，

（Shein, 1990）では 8つのタイプに分類される15）。その 8つは，①専門・職能別コンピタンス16）

（technical/functional competence）「特定の業界・業種・分野にこだわり専門性の追求を目指

す。」②全般管理コンピタンス（general managerial competence）「総合的な管理職を目指す。あ

るいは，特定の分野にこだわらず組織全体にわたるさまざまな経験をもとめる。」③自立・独立

（autonomy/independence）「制限や規則に縛られず，自立的に職務が進められることを重要視す

る。自分の仕事のやり方や方法を自由に自分で決めることをもとめる。」④保障・安定

（security/stability）「生活の保障，安定を第一義とする。リスクをとって多くを得るより，安定

することを最ももとめる。」⑤起業家的創造性（entrepreneurial creativity）「自らのアイデアで起

業・創業することをもとめる。」⑥奉仕・社会貢献（service/dedication to a cause）「仕事におい

て人の役にたっているということを重要視する。世の中をもっと良くしたいという欲求に基づい

てキャリアをもとめる。」⑦純粋な挑戦（pure challenge）「不可能と思えるような障害を克服す

ること，解決不能と思われてきた問題を解決すること，より一層困難な問題に直面するような

キャリアをもとめる。」⑧生活様式（life style）「仕事生活とその他生活との調和を重要視する。

生き方全体のバランスと調和をキャリアにもとめる。」である。以上のように 8つのキャリア・

アンカーの概念を長期的な職業生活において「拠り所になるもの」，つまり船の錨をメタファー

として用いている。そして，自分自身のキャリア・アンカーを確かめるために次の 3つの問いが

有効であるとシャインは述べている。①才能と能力について「何が得意か」，②動機と欲求につ

いて「何をやりたいのか」，③意味と価値について「何をやっている自分が充実しているのか」。

こうした問いに対して自問自答し，また第三者と相談する過程において，キャリアの一定のパ

ターンが顕在化していくとしている。

 2）クルンボルツ

　クルンボルツ（Krumbolts, J.D.）の理論は，社会的学習理論17） を基礎としており，キャリア開

発は学習プロセスの結果であることが強調されている。人間は自ら新しい行動をおこすこと，こ

れまでの行動を変容していくことが可能であり，時代の変化において偶然にもたらされた機会を

自らの主体性や努力によってキャリアに生かしていくことの重要性を主張している。社会的学習
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理論は，個人のキャリア意思決定に影響をあたえる要因として，①遺伝的特性・能力的特性，②

環境的状況・環境的出来事，③学習経験，④課題接近スキルの 4つをあげている。①遺伝的特

性・能力的特性は，職業的な嗜好や技術を獲得するための能力に影響を与えると考えられる。遺

伝的特性には，性差・民族・身体的外見・身体的障害などが含まれる。能力的特性には，知識や

音楽・芸術の能力，運動能力が含まれる。②環境的状況・環境的出来事は，個人のコントロール

をこえての出来事であり，社会・政治・経済的力といったものである。たとえば社会政策や雇用

情勢・経済状況，社会的制度や教育システム等である。③学習経験は，道具的学習と連合学習の

2つに分類される。道具的学習とは，直接的な経験による学習と同意であり，行動の直後に生ず

る結果によって強化・進歩し獲得する学習である。また道具的学習は 3つの構成要素があり，1．

先行条件，2．行動，3．結果を含んでいる。先行条件には，遺伝的特性と能力スキル，環境的状

況・出来事等がある。行動には，外顕的行動と内在的行動（表面に現れない認知的反応・情緒的

反応）がある。結果には，直後の影響と遅延した影響がある。もう一つ連合学習は，中性的な刺

激とある反応が関連づけられたことによる学習である。例えば，幼い頃によく歯医者に連れてい

かれた子供が「歯医者」という中性刺激と「痛い・怖い」という感情が結びついて，「歯医者」

という刺激が負刺激として学習されることである。④課題接近スキルは，学習経験と遺伝子的特

性・能力的特性の相互作用をあらわす。つまり将来弁護士になりたいと思った学生が，司法試験

に合格するために，学習してゆくことになる。この過程が課題接近スキルであり，弁護士になる

という課題に対して司法試験に合格するという目標を定め，そのために学習してゆくことである。

そして 4つの要因が複雑に影響した後に，信念・スキル・行動が結果として生まれるとしている。

　また社会的学習理論に基づくキャリアカウンセリングの要点を次 5点にまとめている。①キャ

リアカウンセリングの対象となるクライアントの置かれている環境はさまざまに異なる，②意思

決定は学習によるものである，③意思決定をうまく行なうことができなければ，キャリア選択は

成功する，④キャリア選択がなかなかできずに迷うことは当然であり，問題ではない。最も相応

しいキャリアは必ずしも一つとは限らない，⑤これまですでにキャリアを選択した人にも，フォ

ローアップをはじめとする支援が必要である。

　そしてキャリア形成の一つの要因として「計画された偶発性（Planned Happenstance）」18） の概

念を提唱している。すなわち，偶然におきる予期せぬ出来事からも自分のキャリアは形成され開

発されるものであり，むしろその予期せぬ出来事を大いに活用すること，偶然を必然化すること

を勧めている。キャリアは用意周到，綿密に計画し準備できるものであると思ってはいけない。

むしろ偶発的にいつしかやってくるかもしれない絶好のチャンスを見逃さないようにし，常に

チャンスに備えて予期せぬ出来事が起こる時のために準備し，心を広く開いておかなければなら

ない。予期せぬことを避けるのではなく，むしろ積極的に自ら創りだすことであり，それを自分

のキャリアに意欲的に活かすことである。すなわち，キャリアチャンスはおとなしくただ待って

いても訪れるものではなく，自ら行動を起こしてチャンスを生み出し，自分の手で掴みとるもの

である。個人のキャリアは生涯にわたる学習の連続であり，多くの選択肢を前に何度もくりかえ
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し意思決定を行い，数々の予期せぬ出来事を乗り越えながらキャリア形成を行なうものであると

いう。

 3）シュロスバーグ

　シュロスバーグ（Schlossberg, N.K.）によれば，人生はさまざまな「人生上の転機・転換（ト

ランジッション）」から成り立っており，それを乗り越える努力と工夫を通してキャリアは形成

されるという。すなわち長い人生の過程におけるキャリア発達はキャリア転機（キャリア・トラ

ンジッション）の連続からなると考え，キャリア転換のプロセスをよく理解し，キャリア転換を

上手に行い，自己管理できることが大切であると提唱している。そして成人の発達を捉える上に

おいて 4つの視点に整理している19）。①コンテクチュアル（文脈的）あるいはカルチュアル（文

化的）な視点で，環境や前提が個人に人生にインパクトを与える。②デベロップメンタル（発達

的）な視点で，成人の発達には順所づけられた，しかも一般に共通した性質がある。③ライフ・

スパンの視点で，さまざまな転機を個々の生涯にわたる連続した課題としてとらえ，その課題を

越えて人は多様にひろがっていく。④トランジッション（転機・転換）の視点で，変化を引き起

こす人生上の出来事自体とその対処に焦点を当てる。これら 4つの視点はまったく独立したもの

ではなく，相互に関連しあうものであると述べている。

　またシュロスバーグは，転機にある個人や転機自体の内容はそれぞれに異なっているが，それ

を理解するための構造や切り口は同じであると考えた。転機を理解するための構造は大きく 3つ

の部分から構成される20）。その 3つは，1．トランジッションへのアプローチ：転機の識別，転

機のプロセス，2．対処のための資源を活用する：4Sシステム（状況・自己・周囲の援助・戦

略），3．転機に対処する：資源を強化する，としている。特に転機を乗り越えるための 4資源で

ある 4つの Sは，シュロスバーグの提言の最も特徴的なものである。その 4Sは次の通りである。

①状況（Situation）（引き金・タイミング・コントロール・役割の変化・期間・過去の同様な転

機経験の有無・転機のストレス・アセスメント）。②自己（Self）（変化への対処に関する個人的

特徴・社会経済的地位・年齢と人生段階・健康状態，また変化対処に関係のある心理的資源・自

我発達段階・コミットメントおよび価値観・精神性および回復力・物の見方）。③周囲の援助

（Support）（転機を乗り越えるための好意・賞賛・尊敬・愛情・肯定・助言を得られるか，広い

範囲での援助・配偶者・パートナー・家族・友人・同僚・隣人・組織，個人のサポート資源のう

ち転機によって打ちなうものと弱体化するもの）。④戦略（Strategies）（広い範囲の戦略を使っ

ているか・時々転機を変化させる行動をとっているか・時々転機の意味を変えるように試みてい

るか・ストレスを楽々と切り抜けるように試みているか・何もしない方が良いときがどんなとき

か知っているか・目前の課題に応じて柔軟に戦略を選択できると感じているか・これら全てを考

慮した上で戦略の程度はどのくらいか）。以上のように 4Sの内容を吟味していくことで，対処

に活用できる資源と脆弱な資源を明らかにできる。そして資源を強化してくことで新しい戦略を

とることが可能となる。
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 4）ホ ー ル

　ホール（Hall, D.T.）は，キャリアが他者との関係のなかで互いに学びあうことで形成されて

いくとする関係性アプローチ（Relational Approach）を提唱している。彼は，変化の激しい現代

社会の中において，依存的でない，独立的でない，相互依存的な人間関係のなかで学び続けるこ

とによって「変幻自在なキャリア（Protean Career）」を築いていくことができると主張する。

この変幻自在なキャリア（プロティアン・キャリア）の特徴は次のとおりである。①キャリアは

組織によってではなく，個人によって管理される。②キャリアは生涯を通じた経験・スキル・学

習・転機・アイデンティティの変化の連続である。③発達とは次のものである。（組織的な学

習・自己志向的・関係的・仕事へのチャレンジにおいて見出す）。④発達とは必ずしも次のもの

ではない。（公式の教育と研修・再教育や再研修・昇進）。⑤成功の決め手は次のように変わって

きている。（いかに知るかからいかに学ぶか・職務保証からエンプロイアビリティへ・組織キャ

リアから変幻自在なキャリアヘ・働く自己から全体としての自己へ）。⑥組織は次のようなもの

を提供する。（挑戦しがいのある職務・発達的な人間関係・情報とその他の発達的資源）。⑦目標

は心理的成功21）。

　こうした特徴を持つプロティアン・キャリアとは，組織によってではなく個人によって形成さ

れるものであり，キャリアを営むその人の欲求に見合うようにそのつど方向転換されるものであ

ると提唱している。またプロティアン・キャリアを形成していくに際しては，2つのメタ・コン

ピテンシーが必要である。必要な 2つのメタ・コンピテンシーは，アイデンティティとアダプタ

ビリティである。ホールの考えるアイデンティティは，2つの構成要素から成り立っている。1

つは自分の価値観・興味・能力・計画への気づきの程度である。2つめは，過去と現在と将来の

自己概念が統合されている程度である。またサブ・アイデンティティを想定しており，人は社会

のなかで多様な役割を担っており，キャリア・アイデンティティ，父親アイデンティティ，地域

住民アイデンティティといった複数のアイデンティティを持っている。個人によってその割合は

異なるがキャリア発達はキャリア・アイデンティティが成長し分化することによって生じると

ホールは主張している。次にアダプタビリティであるが，ホールはアダプタビリティを単なる能

力やコンピテンシーとして捉えず，動機づけの面を有していると捉え，アダプタビリティ＝適応

コンピテンス×適応モチベーションを一般モデルとして説明している22）。適応コンピテンスは，

アイデンティティの探索・反復学習・統合力の 3要素から成り立っている。要点をまとめるとプ

ロテイン・キャリア形成には，重要なアイデンティティの側面として「自分は何をしたいのか＝

自己への気づき」並びに重要なアダプタビリティの側面として「仕事関連の柔軟性・現在の能力

特性」が必要であることを意味している。

 5）サビカス

　サビカス（Savickas, M.L.）は，キャリアの構築的な側面を強調する理論として，キャリア構

築理論（キャリア・コンストラクション理論）を提唱した。キャリア構築理論は，個人はライフ
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サイクルのさまざまな段階で，職業に関わる選択や適応を求められるが，この職業行動を 3つの

心理学の視点，差異心理学・発達心理学・力動心理学から包括的に捉えようとしていることが大

きな特徴である23）。キャリア構築理論では，キャリアについて考える本人が，自分自身を振り返

る中で，また他者との相互作用の中でキャリアを作りあげていくというプロセスを重視している。

この理論は，①職業パーソナリティ，②キャリア・アダプタビリティ，③ライフテーマという 3

つの主要概念から成り立っている。

 6）ハンセン

　ハンセン（Hansen, L.S.）は，人生や仕事を統合する枠組みとして総合的人生（生涯）設計

（Integraitive Life Planning）24） を構築した。これは，キャリア概念の中に家庭における役割から社

会における役割まで，人生におけるすべての役割を幅広く盛り込み，新しいキャリアに対する

「ライフキャリア」を提唱した。すなわち，個人的な人生上の満足だけに焦点を当てるのではな

く，意味ある人生のために自分にも社会にも役立つ意義ある仕事を行なう視点に立ち，キャリア

選択を行なうことが重要である。キャリアを構成する人生の役割について「仕事・学習・余暇・

愛」の 4つの要素をうまく組み合わせてこそ意味ある全体になるというものである。またキャリ

ア発達と変化するライフ・パターンのために以下の 6つの重要課題を提唱している。①グローバ

ルな状況を変化させるためなすべき仕事を探す。（自分に合う仕事を探すという発想にとどまら

ず，地球規模で人々が直面している問題を解決するために創造性を発揮して仕事に取り組む。）

②人生を意味ある全体のなかに織り込む。（キャリア設計を仕事や職場での役割だけに焦点をあ

てるのではなく，人間の他の役割や発達として社会性・知性・精神・感情等を大切にするべきで

ある。）③家族と仕事の間を結ぶ。（職場や家族形態の変化に対応していく，男女が平等のパート

ナーとして協力し合うことが大切である。）④多元性と包括性を大切にする。（人種・性別・年

齢・障害・信念・言語・宗教等さまざまな違いを意識して，多角的な視点からものを見たり考え

ることが大切である。）⑤個人の転機と組織の変革に共に対処する。（転機において個人が決断す

ることは 1つの大切な課題である。）⑥精神性，人生の目的，意味を探求する。（精神性を宗教的

な意味ではなく，一人ひとりが自分自身の意味を理解して，より大きな社会や地域へ貢献するこ

とも大切である。）ハンセンは，これら 6つの人生課題を提示して個のキャリアが社会全体を良

くしていくプロセスの 1つと位置づけている。

第 3章　高等教育におけるキャリア支援の展開

　近年の高等教育機関に関するキャリア支援の実態を俯瞰するため，産官学で実施されたアン

ケート調査結果をレビューしてみる。今回は調査結果の実証性が高いと考えられる「独立行政法

人日本学生支援機構（以下日本学生支援機構）」，「経済産業省事業の財団法人企業活力研究所内

ジョブカフェ・サポートセンター」，「公益財団法人日本生産性本部」3つの調査結果をとりあげ
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る。

3‒1　日本学生支援機構調査の分析

　日本学生支援機構が 2005（平成 17）年 11月に実施した「大学等における学生生活の支援実態

調査」（調査対象：国公私立大学・短大・高等専門学校 1,217校，回答校数 1,065学校，回収率

89.3パーセント）によると，「就職支援のためのガイダンス・セミナー等や試験対策のための講

座について（無料）」の実地状況調査において，大学全体の 92.0パーセントが実施している。ま

た「就職試験対策の講座（有料）」については，70.2パーセントが実施している。また「キャリ

ア形成支援に関わる取り組み」（キャリアデザインの方法や実社会における職業について学び，

学生の職業意識・勤労観を育てることを目的とする）については，71.4パーセントが実施してい

る。このキャリア形成支援の取り組みを実施していると回答した大学に対し，その取り組みを

「授業科目」および「授業科目以外のガイダンス・セミナー等」で実施しているかの調査におい

ては，国立大学の場合「ガイダンス・セミナー等でのみ実施 16.9パーセント」「授業科目のみで

実施 40.7パーセント」「両方の形態で実施 40.7パーセント」となり，授業科目のみと両方の形態

を合わせると 81.4パーセントがキャリア形成支援を授業科目のなかで実施している。同調査の

私立大学の場合，71.4パーセントがキャリア形成支援を授業科目のなかで実施している。この調

査から，大学のキャリア支援は 2005（平成 17）年の時点で，既に一定の取り組みがなされてい

たと言及できる。その後，日本学生支援機構が 2011（平成 22）年 11月に実施した「大学・短期

大学高等専門学校における学生支援の取り組み状況に関する調査」（調査対象：国公私立大学・

短大・高等専門学校 1,211校，回答校数 1,136学校，回収率 93.8パーセント）をみると，2005

（平成 17）年の同調査でのアンケート（設問）内容に変化が生じている。まず，2005（平成 17）

時点での「就職支援のためのガイダンス・セミナー等や試験対策のための講座について（無料・

有料）」の設問は無くなっている。これは，同調査内容が 2005（平成 17）時点で既に大学全体に

おいて十分に浸透しているものと判断されたと推測する。次に，2005（平成 17）時点でキャリ

ア形成の取り組みが授業科目で実施されているか否かの設問は，「大学が必修科目として設定し

たキャリア科目の開設状況について」に変化している。この設問の回答は，大学全体で36.3パー

セントが必修科目として開設している。大学に入学すれば必ずキャリア科目の授業を受講しなけ

ればならない大学が 4割弱にも及んでいるのである。その他では，「就職支援に関する特別な相

談窓口のアドバイス体制について」（担当者はどなたですか，選択肢：教員（常勤本務・常勤兼

務・非常勤），職員（常勤・非常勤），その他）の調査においては，大学全体で職員（常勤）85.0

パーセントが一番多く，次に教員（常勤本務）が 21.6パーセントと続くが教員の割合がまだま

だ少ない感が強い。この結果からも，学生と直接関わる相談において，職員が就職支援の中核を

担っているといえよう。

　また，「担当者の中に専門的な訓練をうけた方はいますか」（キャリアコンサルタント等の有資

格者 JASSO等のキャリア教育担当者研修を受講した者）の調査において，キャリアコンサルタ
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ント等の有資格者については，大学全体の 48.6パーセントがいるという回答であった。内訳は，

国立大学が 56.0パーセントで一番多く，私立大学の 49.1パーセントがそれに続く結果である。

キャリアコンサルタントの有資格者については，「JCDA公認 CDA」「GCDF-Japanキャリアカウ

ンセラー」「CMCA認定キャリアカウンセラー」「キャリアコンサルティング技能士」「産業カウ

ンセラー」「プロフェッショナルキャリアカウンセラー」等の結果となっている。このように

2005（平成 17）年 11月調査から 2011（平成 21）年 11月調査までの 6年間の経過において，就

職支援に関する特別な相談窓口担当者としての専門家（専門的訓練を受けた者）を採用・配置し

ている大学が急激に増加している。こうした専門家であるキャリアコンサルタント，キャリアカ

ウンセラー，産業カウンセラーが習得している理論と技法の多くは，前章でレビューしたキャリ

ア教育の心理学的アプローチ理論が基盤・基礎となっているのである。

　そして「担当者として，学外からの人材の採用・配置をしていますか」（企業等の人事担当経

験者・就職支援関連企業等の経験者・卒業生・その他）の調査において，企業等の人事担当経験

者については，大学全体の 30.8パーセントが採用・配置しているという回答であった。内訳は，

国立大学が 38.1パーセントで一番多く，公立大学が 24.7パーセント，私立大学の 30.6パーセン

トという結果である。就職支援関連企業等の経験者については，国立大学が 39.8パーセントで

一番多く，公立大学 18.2パーセントと私立大学 17.5パーセントがあまり差のない結果となって

いる。その他については，大学全体では 15.7パーセントが採用・配置しているが，内訳での国

立大学が 32.1パーセントと突出して多い割合になっている。その他の内訳記述としては，「学校

教育経験者・公務員経験者・元会社役員・社会保険労務士・キャリアカウンセラー・会社経営

者・商工会議所」等の回答になっている。

　以上の結果より見えてくるのは，国公私立大学のキャリア支援担当部署（キャリアセンター）

スタッフに専門化と高度化そして多様化が生じていることである。その専門化と高度化には，

キャリア教育理論の習得と実践が必要となってくる。めまぐるしく変化する経済状況や雇用情勢，

そして学生を取り巻く環境の変化に対応してゆくには，一昔前の大学職員だけがキャリア支援を

担いきれない状況になっている。

3‒2　経済産業省調査の分析

　経済産業省事業の財団法人企業活力研究所内ジョブカフェ・サポートセンターが 2009（平成

20）年 1月～3月に実施した「キャリア形成支援／就職支援の調査」（調査対象：国公私立大学

の教務部長，依頼数 700，回答数 408，回収率 58パーセント）によると，「現在キャリア形成支

援を実施していますか」の設問で，実施している大学は，88パーセントである。実施していな

い大学は，芸術系，医歯薬系等であり，こうした特殊な大学を除くとほぼ 100パーセントの大学

がキャリア形成支援に取り組んでいると解釈できる。次に「どのような形態で実施しています

か」の設問で，授業科目として実施しているが 75パーセントとなっており，日本学生支援機構

の同様の質問での 81.4パーセントと近い数値となっている。次に「各学年における授業科目の
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扱い（選択科目／必修科目）」の設問で，必修科目として位置づけられている大学は，1年次

17.8パーセント，2年次 9.7パーセント，3年次 4.5パーセント，4年次 2.2パーセントで合計す

ると 24.2パーセントとなっており，日本学生支援機構の同様の質問での 36.3パーセントより低

い数値となっている。しかし 2つの調査の実施時期が 2009（平成 20）年 1月～3月と 2011（平

成 22）年 11月と 2年近くの差があり，時間の経過を考慮する必要がある。また「貴大学では，

今後，就職支援においてどのような点に力をいれていくことをお考えですか」の設問で，「教員

の積極的な協力を求めたい」が 58.1パーセントと最も高く，次に「求人開拓を積極的に行なっ

ていきたい」が 36.5パーセント，3番目に「職員のカウンセリング力を高めたい」28.9パーセン

トと回答している。また「貴大学のキャリア形成支援，就職支援における外部機関（企業，公共

機関等）との連携について伺います。現在，外部機関との連携を行なっていますか」設問で，

キャリア形成支援では，「かなり連携している」10.0パーセントと「まあまあ連携している」

42.0パーセントを合わせて 52.0パーセントの大学が外部機関との連携が進んでいる。同質問で

の就職支援への回答は，かなり「連携している」17.0パーセントと「まあまあ連携している」

57.0パーセントを合わせて 74.0パーセントとなり，キャリア支援よりも就職支援での外部連携

が進んでいる状況である。そして「外部機関との連携でどのような効果がでていますか」の設問

で，キャリア支援では 54.4パーセントが「学生への刺激」で最も高く，就職支援でも 63.2パー

セントが「学生への刺激」で最も高い結果である。

　以上の結果より見えてくるのは，キャリア支援並びに就職支援で外部連携がかなり進んで状況

であり，その最も高い効果は学生への刺激として顕在化している。

3‒3　公益財団法人日本生産性本部調査の分析

　公益財団法人日本生産性本部が 2011（平成 23）年 1月から 5月に実施に実施した「大学にお

けるキャリア支援に関するアンケート調査」（調査対象：関東甲信越地方の大学から 150大学を

無作為に抽出，有効回答数 40大学，回収率 26.7パーセント）によると，「未就職者を出さない

ための就職支援策」の設問で，「個別相談に力を入れている」97.5パーセント，次いで「ハロー

ワークなどと連携している」が 62.5パーセント，3番目に「中堅企業に目をむけるようセミナー

や説明会を実施している」が 40.0パーセントとなっている。次に，「就職支援に関する各大学の

特色について自由記述での回答」では，①就職支援イベント等の開催（就職ガイダンス・学内企

業セミナー・合同企業セミナー・就職特訓セミナー），②個別相談の強化（専任職員による個別

相談・外部の就職指導者による相談・キャリアアドバイザーを配置しての相談），③就職支援体

制の充実（教職員一体型の支援・スタッフ全員がキャリアカウンセラー有資格者・キャリアコン

サルタントの活用），④キャリア教育の充実（低学年からの意識付け・インターンシップの奨

励・卒業生の活用）となっている。また，「大学における就職支援の主な課題について自由記述

での回答」では，①学生に関するもの（低学年のガイダンス参加率の低さ・モチベーションの低

さ・意欲が低下している学生への支援・），②支援体制に関するもの（卒業生との連携・企業開
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拓・職員のスキルアップとモチベーションアップ・スタッフの不足・職員のスキルと経験不足）

といった回答がその結果である。

　以上の結果より見えてくるのは，就職支援策で最も重要視しているのは，「個別相談」であり，

個々の学生に応じての就職支援が必要であると考えていることである。しかしながら，支援側の

現状としては，スタッフの数不足，そしてスタッフ・職員のスキルと経験不足が課題となってい

る。ここでも，スタッフのスキルと経験値を向上させるためには，キャリア教育理論を中心とす

る学びと実践が必要であることが確認できる。

第 4章　キャリア支援上の課題解決への施策

　これまで確認と分析をしてきたように，キャリア支援と就職支援の現状においてキャリア教育

の理論と実践が，大学の現場で必要とされている。キャリア（教育）を必要とするのは，学びの

主体となる学生であり，さまざまな指導と支援をする側，つまりキャリアスタッフである。キャ

リアスタッフを広義で捉えると，教員・職員・専門職員・キャリアカウンセラー・キャリアコン

サルタント・就職活動を終えた先輩学生・卒業生・父母・社会人等である。社会人には，企業の

人事担当者をはじめ，営業マン，公務員，起業家，プロの通訳や翻訳者等学生を取り巻く多くの

人が含まれる。こうした多くの学生と繋がるステークホルダーの中にあって，とりわけ密接な関

係であるのは，大学にて学生を直接指導する教員と職員の存在ではなかろうか。もう一つの存在

としては，保護者である。昨今マスコミが「親力で勝つ就活」の題目で本を出版し，同様の題目

でセミナーやインターンシップが開催されるなど，学生の父母までもが就職活動へ巻き込まれる

状況となっている。こうした影響もあり，多くの大学にて，保護者向けのガイダンス等の開催が

顕著になってきた。キャリア支援における保護者の役割と責任については，次回の課題として，

ここでは，キャリア支援での教員と職員の役割と責任を取り上げる。この観点に関する先行研究

の一つとして，末廣（2011）は，「2007年に大学に転進し，キャリア教育・就職支援センターの

立ち上げ，運営及び学内への働きかけ，学生の教育，相談等に携わることになった。大学に来て

みて，まず，このかつてないほどの雇用・就業形態の変化・多様化の状況があまりにも学生・教

職員に伝わっていないということに驚いた。」また，「教員を巻き込んだキャリア教育の全学展開

は，各大学のキャリア教育の関係者共通の大課題であり，その大学でも模索が続いている。」，そ

して「キャリア教育とは，関わるほどにその多くの部分がまさに本来の大学教育そのものではな

いかと考えているところである。それゆえ，大学をあげての取り組みが不可欠である。」25） と問

題点を指摘している。

　とりわけ，キャリア支援での教員と職員の役割と責任という視点での重要なポイントは，キャ

リア支援をする職員に専門性をつけさせることである。そして，それを担うのはキャリア支援教

員の役割である。3章で確認したが，現在のキャリア支援の現場で求められているのは，「キャ

リア専門職員」である。この専門職員とは，キャリア教育理論を学び，その理論を実践において
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も PDCAサイクルで，常に向上させていける者である。キャリア支援を行なう職員の専門性は

年々高くなってきており，履歴書やエントリーシートの記入に関しては，単なる誤字脱字をみつ

ける能力に留まらない。支援側の文章構成力や文章執筆力はいうにはおよばず，学生へのレポー

トや論述形式での文章の組み立てから書き方まで指導しなければならない。（早稲田大学では，

ライティングセンターがこの業務を担う。）キャリア支援の肝要となる「個別相談」では，カウ

ンセリングを始めとするキャリア教育理論が必要となってくる。また日々から社会情勢や雇用情

勢，そして文科省の中教審答申を始めとする国の施策に常にアンテナを張っていなければならな

い。また幅広い知識教養を身につけていくことも不可欠となってくる。一昔前の事務職員という

言葉が髣髴させるルーティーンワークをミスすることなく漫然とこなしてゆけば良いという時代

ではない。新しい大学職員像としての大学アドミニストレーターについては，山本（2005・

2008・2012）や篠田（2004・2007）に詳しいが，キャリア支援を担う職員の専門化が大学改革推

進において急務かつ最重要事項の一つである26）。

　以上のようなキャリア支援を直接的に携わる職員に専門性をつけさせることを主張した上で，

著者の考えるキャリア支援の一方法論として「本学支援モデル」を提案する。本学支援モデルで

の主要な目的は，特定の学生を見出すこと，特定の企業を見出すこと，そしてその 2つをマッチ

ングさせることである。単純な目的のように思われるが，教育の現場において，キャリア支援を

する側が在学生をどの程度認識理解できているかは疑問である。クラス担任の教員が担当する学

生の語学力や普段の素行に関しての把握は可能であろうが，学生の希望進路や将来の夢や目標と

いったビジョン，人となりとしての人間関係能力や価値観・人間観・人生観などについては，十

分といえるだろうか。特定の学生を見出すこととは，学生を十分に理解し把握していることが必

要不可欠なのである。こうした支援モデルを推進する上でのキーワードは「組織連携」であり，

具体的には 3つの連携が必要である。その 3つとは，①産官（組織）との連携，②教員（組織）

との連携，③職員（組織）との連携である。キャリア支援教員＝核（コア）になって有機的に 3

つのグループと繋がることが望ましい。核（コア）は，常に 3方向に対して情報交換という

キャッチボールを行なっているイメージである（表 3参照）。

　最初の①産官（組織）との連携で，核（コア）は，頻繁に官庁・企業訪問を行なう必要がある。

文部科学省・厚生労働省・経済産業省やその系列組織，そして京都府庁・京都市役所やその系列

組織，また商工会議所や経済同友会・中小企業家同友会等とのパイプ作りを行なう。2010（平成

20）年度と 2011（平成 21）年度，本学の学生は難関である外務省インターンシップに参加して

いる。そこで採択された理由として，学生の資質が高かったことは第一義としても，副次的要因

として現キャリアサポートセンター長の各省庁との折衝力の高さに起因している可能性もある。

そして民間企業訪問を継続的に実施することが重要である。企業訪問については，企業の選択と

目的を戦略的に考案し，戦術をもった効果性の高い訪問を行なう必要がある。ここでは，掘り下

げた言及はしないが，企業訪問こそキャリア支援の要である。本学学生にとって望ましい企業の

キーワードは，語学運用能力とグローバリゼーションであろう。以上のような産官（組織）との
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連携において，「特定の企業を見出すこと」が可能となる。

　2つ目の②教員（組織）との連携では，学長直轄会議・執行部会議・教授会・学科長会議等と

の繋がり，そして学科長を基軸とした各学科の教員とクラス担任との繋がりが必要である。教員

同士の組織連携を図る上で，キャリア支援にとりわけ理解のあるキーマンが浮上する可能性もあ

る。そしてファカルディー・デヴェロップメントの視点からも教員同士の連携と情報共有を図り，

各々の教員がキャリア支援担当教員にキャリア支援を全て任せておけばよいといった考えを払拭

してもらうことが大切である。そして各教員が各々の講義において，担当する専門教育・教養教

育にかかわり無く，講義の中でキャリアをテーマとする問題提起をし，学生にキャリアという問

題を考えさせる機会を時々与えることが必要である。こうしたサイクルの中で，核（コア）は，

継続的に多くの教員とキャッチボールを行なうことが必要である。そして多くの教員から学生情

報をキャッチして「特定の学生を見出すこと」が可能となる。

　3つ目の③職員との連携であるが，核（コア）は，教務部・学生部・国際交流部・（キャリア

サポートセンター）と常に繋がる必要がある。例えば，教務において，TOEIC 860点以上の学

生を抽出したり，その他言語でも秀でた語学力を持った学生を把握する。国際交流では，留学経

験というエッジをもつ学生を抽出できるし，日本へ留学している外国人留学生の世話役を担って

くれた学生もわかる。学生部では，就活において強いといわれる体育会系の学生把握や課外活動

での活役者，また休学者で海外インターンシップへ 1年間行っている学生などの情報も把握でき

る。キャリアサポートセンターでは，履歴書・エントリーシートの内容に近いものが学生情報と

して存在する。個人情報の問題があるので，取り扱いには十分注意が必要であるが，その点さえ

確りと補完したうえで，学生の情報収集が重要なポイントである。このようにして職員との連携

（表 3）組織連携によるキャリア支援モデル

出典：キャリア支援モデルとして筆者が作成。
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からも「特定の学生を見出すこと」が可能となる。

むすびにかえて　今後の研究課題

　本稿は高等教育機関におけるキャリア支援の理論を整理し，その理論が現実の大学教育の場に

おいてどの程度浸透し必要とされているかを考察し，その課題を提示した。そして本学に課題を

あてはめる上において，著者の考えるキャリア支援モデルを提案し，その推進のための施策を提

言した。キャリア支援の基礎研究は学問領域が広いため，今後も継続して研究を整理していきた

い。紙面の関係上これにて，本稿を終える。
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くい」「4年生（上級生）もいたので意見をいうのは緊張する」と意見を出すことに不安を感じ，

BUFSの学生から質問があってもそれに対して誰が答えるべきか，誰かの回答に対して意見を付

け加えていいのか，違う意見を言ってもいいかなどを判断できなかった。以上のことから，共同

体をデザインするためには参加者が交流する相手との関係性を作ることだけではなく，それぞれ

の現場にいる参加者同士とも共に活動しているというコミュニティへの帰属意識を持てるように

促す必要がある。

6．展 望 と 課 題

　本研究では，日韓間で遠隔ワークショップを実施し，そこで見られた成果と課題から，イン

ターネットを介した異文化理解のためのワークショップをデザインする際の考慮点を提示した。

　本遠隔ワークショップでは，「つくる」，「かたる」，「ふりかえる」の 3段階で活動をデザイン

し，その活動を支えるための空間と共同体を整えた。活動・空間・共同体の観点から学生の学習

状況を分析した結果，学生らは，既成の文化認識を可視化し，他者と語る中で新しい視点から文

化を捉えることができた。つまり，本遠隔ワークショップでは「学びほぐし」がみられたといえ

る。また，相手との関わる中で「共感」をもって他者・文化を理解できた。以上のことから，異

文化理解教育の手法として遠隔ワークショップが有用であることを示すことができた。

　しかしながら，同時に，インターネットを介する実践では様々な制限が生じるため解決すべき

課題も多く残った。本研究では、考慮点も同時提示することができたため，今後は，事例研究を

積み重ねてモデルを検討するデザイン研究（波多野ら 2006）の手順に基づき，提示した考慮点

を満たして，再度実践を行い，デザインについてより詳細に検討していくこととする。

付記： 本研究は，若手研究（B）「ICTを活用した日本語教員養成のための学習環境デザイン

（23700994）」の成果の一部である。
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は　じ　め　に

　「白隠禅師の『遠羅天釜』⑴ ― 禅病について ―」（『研究論叢』LXXVI）に引き続き，本論

は白隠慧鶴（1685‒1768）の『遠羅天釜』（1747‒1749）と『遠羅天釜続集』（1751）による念仏と

公案，いわゆる禅宗と浄土宗のそれぞれの修行方法の関係について分析したものである。白隠は

この内容についてとくに『遠羅天釜続集』で述べている。

　『遠羅天釜』に含まれる『遠羅天釜続集』は公案と念仏に関する肥前蓮池藩主の鍋島直恒

（1702‒1749）の問いに白隠が書いた返書である。しかし，念仏と公案の優劣という，いわば浄土

と禅とは，併修されうるかどうかについて，白隠は自分の考えを『遠羅天釜続集』においてだけ

ではなく，『息耕録開筵普説』1）（1740‒1743上梓），すなわち禅僧のための説法や，また『宝鏡窟

之記』2）（1750）という仮名法語，いわば深信の念仏者の手記かとさえ思わせるような懇ろな文書

の中でもはっきり述べている。思想は同一であるが，別の対象に対して述べていたものであるた

め，それぞれが別のスタイルで著されている。実は，白隠はこのように多方面にわたる才能に

よって自分の教えを様々な異なる社会階級の人々に伝えることができたのである。この点が彼の

大きな特徴であると思われる。

白隠禅師の『遠羅天釜』⑵
― 念仏と公案をめぐって ―

竹下　ルッジェリ・アンナ

〈Sommario〉
  L’ultima sezione dell’Oradegama, l’Oradegama zokushū , consiste in un’epistola scritta da 

Hakuin in risposta al daimyō Nabeshima Naotsune del dominio Hasunoike nella provincia 

Hizen （attuale prefettura di Saga）. Il contenuto di questo scritto si incentra sul dibattito ri-

guardo alla supremazia della pratica zen del kōan sul nenbutsu della scuola Jōdo, tema 

costantemente affrontato dal maestro Hakuin. Più che di supremazia, Hakuin parla della dif-

ferenza oggettiva tra i due metodi, ponendo l’accento sulla differenza del tempo richiesto da 

ciascuna pratica per il raggiungimento del satori o kenshō, termini che entrambi indicano per 

lo zen il risveglio alla propria vera natura, nonostante il kenshō si riferisca generalmente solo 

ai primi risvegli.
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1．念仏と公案の二つの修行方法

　そもそも念仏と公安という二つの修行方法とは具体的にどんなものであろうか。

　念仏は一般的によく知られているように，仏の名いわゆる「南無阿弥陀仏」と唱えるだけで修

行になるという浄土宗の修行方法である。浄土宗の開祖である法然（1133‒1212）は一心にもっ

ぱら念仏を唱えれば，すなわち専修念仏をすれば，阿弥陀仏によって極楽浄土に往生できると説

いていた。法然は，学問的なアプローチを表す観念の念仏よりも，称名念仏すなわちひたすら信

じてただ唱える念仏の大切さを強調した。

　法然の教えは誰にでも出来る修行方法であるため，民衆的なレベルで広まっていた。白隠の時

代では禅者の中でも広がり，公案の修行をしながら念仏を唱えたり，禅宗の修行を捨てて浄土宗

の修行に走ったりしていた修行者がいたとされている。白隠はとくにこのような修行者を批判し

ていたと見られる。

　公案は，坐禅と共に臨済宗の修行方法である。歴史的に見てみると，臨済宗の実践的修行は，

坐禅と，「公案」と呼ばれる問題をめぐる対話の二つを中心に成立している。公案は「公府の案

牘」の略称であり，それは官庁の発表した公文書のことである。つまり，公案とは官庁の発表し

た公文書のような定型の文書のことである。

　公案は，本来師と修行者との間で，修行者が「悟り」，すなわち自覚するべき真の自己を得た

ことを表現するために用いた言葉や行為を表現したものである。このような問答は，師と弟子，

あるいは師と師の間に生じた出来事を記録したものである。中国の宋代からこのような問答が本

格的に記録され，宋代以後の禅者は，公案を収集した問答集の中からいくつかを選択し，弟子に

与え始めたのである。そして，現在も公案はそのスタイルを変えながらも，ほぼ同じ形で残って

いる。

　公案は「参禅」の場において使用される。弟子は師のいる室内に入り，礼拝して師に自ずから

体究した公案に対する見解を表明するのである。師がこの見解に納得せず，認めない場合には，

弟子は鈴の音で退出し，同じ公案を工夫し続ける。逆に，師がその見解を認めた場合には，師は

弟子に次の公案を与える。

　公案の意味を広義に解釈すれば，真理の所在，またはその権威を示したものと言えよう。唐代

において，自覚を生じさせる状況を創造する力を持っていた天才的な禅者が次々に出世した。し

たがって，公案の様な定型の問答を創作する必要は全くなかった。しかし唐代の末頃から宋代に

かけてこの創造力は衰退し，古人の記録された問答を工夫することになったのである。これが公

案の始まりと言われている。つまり，古人の悟りを生じる体験を考慮しながら，その体験の意味，

また，この体験の中に隠れている悟りを追究し，実践において自分の現実の存在に同じ体験を生

じさせるのが公案の目的であると言えるであろう。

　白隠とその門下の時代に至って，最も正確な公案体系が形成された。しかし，白隠は自著のほ

とんどにおいて公案工夫を強調しているにもかかわらず，白隠の著作には体系された公案による
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修行法，公案体系に関するはっきりした記述が見られない。

　具体的な公案の例を挙げるとするならば，最も有名なものとして「趙州狗子」（『無門関』第 1

則）が挙げられる。これは白隠の「隻手音声」と共に，禅の修行の初心者に対して，最初の公案

として与えられるものである。白隠の研究者である常磐義伸によれば，白隠が「隻手音声」の公

案を創出したのは，『寝惚之眼覚』（1749）の最後の文章からみて，寛延元年（1748）の秋から冬

にかけてのことと想像される。それ以前に白隠は，修行者は先ず趙州和尚の狗子仏性「無」の公

案に参じるべきことをよく説いていた3）。また常盤によると，白隠が「隻手音声」の公案を創出

したことの社会的な背景としては，無字の工夫に飽きた禅者が念仏称名に惹かれたという状況も

あったと思われる4）。

2．念仏と公案のそれぞれの特徴

　『遠羅天釜続集』を読むと，念仏と公案のどちらが良く，どちらが良くないということは問題

ではなく，どちらにおいても，実際に行者の勇猛精進と決断の有無こそがより根本的な問題であ

るとされている。

　工夫も亦然り。一人有り，常に趙州の無の字を擧揚し，一人有り，常に專唱稱名せんに，

無の字を擧する人は，工夫純ならず志念堅からずんば，縱い擧して十年二十年を經るとも，

何の利益か有ん。稱名の行者は，打成一片に稱名し，純一無雜に專唱して穢土を觀ぜず淨土

を求めず，一氣に進んで退かずんば，五日三日乃至十日を待たずして三昧發得し，佛智煥發

して，立地に往生の大事を決定せん。往生とは何をか云ふや。畢意見性の一著なり5）。

　白隠にとっては念仏と公案は二つの異なった方法である。『法華経』に述べている6） ように，

仏陀は色々な方便を用いてこの世界のそれぞれの人間に合うように説いたと白隠は説明する。そ

して同じように，様々な人のために違う修行方法が存在するということになる。

　また白隠は念仏と公案について次のように具体的に説明している。

　然らば則ち參禪も念佛も及び看經誦經をさへに，盡く是れ見道の補助にして行路の人の杖

の如くなる事を。杖に藜杖あり竹杖あり。藜竹品な異なりといへども，其行を扶くるに至つ

ては一なり。言事なかれ，藜は可にして竹は不可なりと。若夫れ行客心屈し體疲れて起つ事

能はずば，藜杖竹杖，何の用を成に堪んや。參禪も亦然り，只肝心は，行者勇猛精進の一念

子に在らくのみ。云事なかれ，話頭是にして稱名不是なりと。行人若し勇鋭の志し無くんば，

稱名も話頭も，瞽者の眼鏡，法師の櫛貯はへ，果たして是れ何の用ぞ7）。

　この問題をさらに理解するために，念仏と公案の関係についての禅思想者である鈴木拙大
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（1869‒1966）の見解を述べてみたい。

　鈴木拙大は『禅思想史研究』第四，「禅と念佛の心理学的基礎」，また「禅の諸問題」などの諸

論文の中で，公案，および公案と念仏に関するテーマをめぐって深い考察を行っている。とくに

その中の「禅と念佛の心理学的基礎」は，“Essays in Zen Buddhism” vol. IIというタイトルで英

訳出版されている。そして，西洋における公案の理解は，ほとんどこの本英訳書に基づいてなさ

れていると言える。

　彼は禅と念仏の修行とその関係について，次のように述べている。

　念佛と禪との交渉が以前より明になり，餘程親密になって，禪の人が念佛を公案にしても

よいと云ふやうになった。それには唯南無阿彌陀佛と念佛することだけを公案にすると云ふ

行き方と，誰が念佛をするのかを明にせねばならぬと云ふ行き方との二つの方面がある。明

の時代に盛んに出て來る禪宗の人は，参究と疑情とがなかったならば禪宗でないと云ふ。そ

こで唯南無阿彌陀佛と稱へるだけではいけない，南無阿彌陀佛を稱へるのは誰かを参究して

行かねばならぬと云ふ人と，唯念佛だけでよいと云ふ人と二通りある。公案禪の方面では必

ず参究がなければならぬと思ふ。

　又此處に信心と云ふものを中心として，その信心から念佛が出るのだと云ふのは眞宗の本

質である。禪宗では参究が中心となり，浄土宗に於いては，参究と云ふことも信心と云ふこ

ともなしに，南無阿彌陀佛をと云へば救はれると云ふ方面に力を入れている。これは信心が

入っているには相違ないが，唯南無阿彌陀佛を称へるのである。ここに互に共通している點

が見られると思ふ8）。

　鈴木拙大によると公案禅と念仏は相違点と類似点の両方を合わせ持っているということである。

根本的な類似点はそれらの心理学的な過程である。実際に元の時代の念仏というのは無意識に南

無阿彌陀佛を唱えることだけではなく，最初は仏陀観想しながら心を集中し，そして名を唱える

ということだったのである。しかし，次第にこの修行が変質し，元の念仏は無意識に名を唱える

だけとなった。そして，この新しい形の念仏は禅の世界に入って禅に強い影響を与え，それゆえ

に元と明の時代には，とくに念仏と公案という二つの方法が結局一つのものとして見られること

も少くなかった9）。

　しかし，このような融合は実際に非常に危険だと思われたので，禅の純粋さを守るためにとく

に一五世紀にほとんどの禅者が念仏に対して強く批判的な態度をとった。この批判的な傾向の中

で多くの師匠は自分の弟子に「誰」が仏名を唱えるか，その主体を明らかにするように指導した

のである10）。
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3．白隠による念仏と公案の共通と相違

　鈴木大拙に引用されている天如惟則（14世紀）撰『天如和尚語録』（1354）の説によると，念

仏と公案はどこが似ているか，またどこが似ていないかということが分かる。

　天如惟則の説明は公案と念仏の関係に対する白隠の説明に非常に近い。実は日本の浄土宗でも

念仏が広く普及したが，それはとくに日本浄土宗の開祖である法然と浄土真宗の開祖である親鸞

（1173‒1262）の努力の結果であった。禅宗世界もまた念仏の影響を深く受けた。これは時宗の開

祖一遍（1239‒1289）の普及活動の結果である。白隠の時代も禅修行と念仏の融合の傾向が広

まった時代である。この傾向に対し，以前に述べたように，白隠は厳しく批判した。

　白隠の立場は彼の時代に対して非常に悲観的であったといわれる。白隠は自分の時代が完全に

未法（梵：saddharma-vipralopa）の時代だと信じていた。すなわち，純粋に「伝灯」に従った禅

が衰滅ぼされてしまい，様々な異端の影響や習慣が修行の上に加えられて，禅が堕落してしまっ

たということが白隠には強く感じられたのである。また，浄土宗の大衆化が推し進められ，禅の

修行者が，これに対して強く魅かれるという状況を，白隠は非常に憂慮した。

　実際に白隠自身は，念仏そのものに対して直接反対しなかった。念仏と公案はそれを方便とし

て悟りを開くことが可能であると考えていた。しかし，両者の相違点は，各々を行う過程におけ

る効力の違いである。

　従って，白隠は念仏に対して決して反発を感じてはいなかったのである。

　これを説明するために比喩として白隠は刀と鎗の例をあげる。すなわち，人を殺すのに刀を用

いる場合と，鎗を用いる場合は実は同じことであって，それは刀と鎗とは道具として違ってもそ

の人を殺すという唯一の目的としては区別できないからである。

　同じように公案と念仏は悟りを開くことを直接目的とした場合の道具であると白隠は見ていた。

以下に，白隠の言葉を引用する。

　人を殺すに刀を以てするあり，鎗を以てする有り，一般なりとやせんか。將又別に仔細有

りやと問はんに，如何か答へ玉ふべきや。刀鎗器は異なりと云へども，其の殺すに到つては，

豈に兩般有んや11）。

　このように白隠は念仏に対して抵抗がなく，むしろ深い尊敬と関心を示した。『遠羅天釜続

集』を読むと，彼は法然に対して強い尊敬の念を表していることがわかる12）。

　だが，そうすると一体何が公案と念仏，すなわち禅宗と浄土宗の相違点であろうか。また，白

隠は一体どうして他方で念佛に対して激しく攻撃したのであろうか。

　方便として公案の優越，また見性と浄土の同等について，白隠はその基本的な概念を次のよう

に表している。
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　一人あり，錯つて人迹不到の處に到つて，下，無底の斷岸に臨めり。脚底は壁立，苔滑か

にして，湊泊するに地なし。進む事得ず，退く事得ず。只一個の死あるのみ。纔かに頼む處

は，左手に薛羅を捉へ右手に蔓葛にすがつて，且らく懸絲の命を續ぐ。忽然として兩手を放

撤せば，四支八離，枯骨も亦無けん。學道も亦然り。一則の話頭をとつて單々に參窮せば，

心死し意消して，空蕩蕩，虚索索萬仞の崖畔に在るが如く，手脚の著べきなし。去死十分，

胸間時々に熱悶して，忽然として話頭に和して心身共に打失す。是れ嶮崖に手を撤する底の

時節と云。豁然として蘇息し來れば，水を飮で冷暖自知する底の大歡喜あらん。是れを往生

と名づけ，見性と云。只肝要は，此の專念の扶けに依て，是非是非一回，自性の本源に徹底

すべきぞと勵み進み玉ふべし。只千萬疑がひ玉ふべからず13）。

　この引用文が示すように，何の修行でも強い決心，すなわち大憤志がなければ，工夫の結果は

決して現れない。大憤志は修行の向上を目指す強い意志のことであり，大信根，大疑団，大憤志

という三つの不可欠な「道具」の一つである。

　白隠は，古い禅思想をふまえ，修行者に「大信根，大疑情，大憤志」の三要素の必要を説いた。

大信根とは，めいめいが心の奥底に，仏性を具えていることに対する確信である。大疑情は，常

識的な疑念ではない。非合理の公案にどのような深い禅旨が宿されているかという疑問を持つこ

とである。大憤志は，大いなる発憤である。しかし，これら三つは別物ではない。自分の身に仏

性が具わっていることに対する信に徹し，公案が自分の仏性を開発する方便なら，この公案に，

いかなる禅の心がこめられているか，との疑いをこめた思索の情が起きてこよう。

　さらに，見性について白隠は，正確な精神的過程と結びつけ，この過程は大疑と大死，大歓喜

の「奥義体験」と定義付けている体験も含んでいるとする。白隠は，こうした経験を非常なる精

神の緊張状態までもっていく，公案の絶え間ない工夫における，個人の内的経験の行程として記

述している。このような精神の状態を大疑と定義している。習慣的に思い込んでいる事象を疑い

に疑い抜き，その限界点まで疑い抜くことが大疑である。このような疑団を打破して，真理をつ

かむことは，公案の見解を見つけることと一致した。

　なぜならば，公案こそが，最初の大疑を生み，最後には大疑を打破するための必要な中心課題

だからである。大疑の後に大死があり，大死の後に大歓喜があるといわれる。この三つを白隠は，

見性と大悟の教義の支柱として構築した。白隠によれば，見性の体験をするためにも，最初の段

階である大疑は絶対に必要である。師匠として白隠の功績はその門弟達に大疑を抱かせることに

成功したことにある。さらには，見性の深さはそれに先立つ大疑の深さと同等であるのである。

白隠にとっては公案というものは，知識として学ばれるものではなくて，それによって全身的な

疑団を打破し，見性を得る方便である。公案は，徹底して疑わなければならない。疑団とは，意

識的な分別を容れる余地があってはならない。疑団とは，全体的な疑いの塊の意である。それに

は，最初に「趙州無字」また，白隠自身が創作した「隻手音声」の公案が最もふさわしい。

　まとめてみると，大信根，大疑団と大憤志は，三つでありながら，実は一つだと思われる。大
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憤志は大疑団，すなわち自己に対する疑問を大きく持つことと強く結ばれている。そしてこの二

つの強く結ばれた基礎は大信根，つまり自分の選んだ道に対する根本的な信である。この三つは

一つであり，そして，互いに密に関係し合って悟りへの過程をたどる。実際に白隠は修行のメイ

ン・ポイントとして大疑について「此の故に道ふ，大疑の下に大悟あり，疑十分あれば，悟十分

有りと。」14） と述べている。

　上記の文章が本論の問題の解答につながっていると考えられる。つまり，念仏を分析した場合，

疑団という不可欠な点を特徴として持ってないと思われる。むしろ念仏の根本的な特徴は阿弥陀

佛の存在，そして極楽へ行くことに対する絶対的な信頼である。すなわち大信根である15）。

　そう考えると念仏の場合は，禅の完全な工夫の経過における一つの段階，すなわち大疑団とい

うものが抜けている。三本足のヒョウが走るごとく，あるいは白隠の例を挙げると，縄が短か過

ぎて深い井戸の水を汲めないようなものである16）。その結果として目的を達成するのが難しくな

り，また時間も長くかかる17）。

　要するに公案と念仏の相違点は，見性すなわち浄土宗の表現で言えば，極楽に着く18） ための

早さと体験の深さである。そしてこの最大の相違点は，基本的には念仏における大疑団の欠如か

らくるのである。

　禅と念仏の関係についての他の学者の立場を紹介したい。一人は浄土宗の立場から考える藤吉

慈海である。藤吉も，この疑団の問題を強調している。だが，彼の場合は念仏における大疑の欠

如というより，念仏に含まれる大信根を強調することが，念仏理解の中心になっている19）。

　いずれにせよ，結論は一つである。それを藤吉の言葉で言えば，「白隠は疑団なしには本当に

見性成仏することはできぬと考えていた。」20） この問題について研究した学者がもう一人いる。

Wiston L. Kingは雑誌 “The Eastern Buddhist”において『遠羅天釜続集』の英訳を，常盤義伸の

協力で行った21）。

　この英訳では，W. L. Kingの解釈によって，念仏に対する白隠の反発が強調されている。白隠

は念仏も一つの方便であるため，決してだめだとは思わなかった。むしろ色々な人間のタイプや

レベルがいるので，様々な方便も仏陀によって作られたと思っていたようである22）。

　要するに白隠の反発は念仏と公案を同時に使っている修行者に対するものであり，またずっと

公案のみを使っていて死ぬ直前になって死が恐いからと念仏を始める修行者に対するものである。

こういう白隠の立場は『息耕録開筵普説』にもはっきり述べられている

　また『遠羅天釜続集』のなかで，白隠は次のように述べている。

　若しそれ無の字を打捨て，佛名を唱る事は，專唱稱名の力らに依て，見性分明に直に佛祖

の骨髓に徹底する事を得ば是れ可なり。縱ひ見性明白なる事を得ずとも，稱名の功力に依て，

死後には必ず極樂に往生せん。是一擧兩得萬全の良策なりとの底意ならば，早速稱名の修行

を放下し，純一に無の字を擧揚し玉ふべし。何が故ぞ。斯れは是れ二百年來禪宛を荒廢し，

眞風を蠹害するの惡風俗，社撰の禪徒，鄙俗下賎の邪見解なり23）。
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　それにもかかわらず，白隠は念仏を嫌ったと一般的には思われている。しかし，白隠の書だけ

ではなく，彼の生涯における色々なエピソードに照して見れば，この一般的な見方は必ずしも正

しくない。

　例えば，鈴木大拙は白隠の生涯に関する非常に興味深い話を述べている。鈴木は『禅と念佛の

心理学的基礎』における後編第一，すなわち「念佛と稲名」という章の中で次のように述べてい

る。

　白隱禪師は徳川中期の大禪匠であった。その多くの弟子の中に，非常に吝嗇で名を取った

老人を父とする者があった。孝行息子の弟子は何とかして父を佛道に向はしめんと思って，

白隱に好方便を願った。白隱は次の如く指教した。曰く，兎に角，老人をして念佛を行ぜし

めよ。一遍の念佛は一文に價することにする。即ち，十篇の念佛は十文に價し，百篇は百文

となる。日日之をつとめて，自分の許へ來るなら，この契約条條件にて支拂をするであらう

と。老人はそれは容易な金儲法であると思ひ，毎日その日課を了へると，支拂請求のため白

隠を尋ねた。老人はこれが樂しみで毎日缺かさず念佛をやったが，暫くすると白隱の處へ來

れなくなった。白隱は息子を呼んでどんな様子かきいた。ところが，不思議な事實が發見せ

られた。それは他にあらず，老人は念佛そのものに非常な関心を覺えるやうになって，一念

一文の契約を忘れてしまった。

　然しこれが白隱の覘ったところであった。息子に命じて，老人は何等の干渉をせずにおく

ことにした。すなわち老人はそのままに，ほしいままに，念佛相續をやった。一週間ほどた

つと，老人自身が白隱のところへやって來た。が，此度は何百文・何千文の請求ではなくし

て，いくらの金銭にも換へられぬ心の喜びを，老獪な禪坊さんに告げんがための訪問であっ

た。老人は實に念佛三昧を發得したのである24）。

　このエピソードは事実か作り話か分からないが25），事実と考えると白隠の念仏に対する，とく

に方便というものに対する関心が窺える。

　しかし，念仏と公案とどちらが優れているかという問題，すなわち『遠羅天釜続集』の内容に

関しては，白隠は公案の優越性をはっきり表している。白隠は次の言葉で決定的な判断を下して

いる。

　向に謂ゆる禪を得ずんば，命終の時淨土に生ぜんと。兩端に渉て修行せん人は，魚も得ず

熊の掌も亦得ず。却て生死の業根に培かい，命根截斷，地一下の歡喜は，努努是有べからず。

無の字と名號と兩般なしと申す中に，得力の遲速，見道の淺深に到つては，少しき子細なき

にしもあらず。大凡辨道參玄の上士，情念の滲漏を塞斷し，無明の眼膜を觸破するに到つて

は，無の字に越へたる事は侍るべからず26）。
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　また，『遠羅天釜続集』には以下のような説明も見られる。白隠によれば，禅宗は力士が身の

長けを比べるようなものであり，身の長けは高い方が勝れている。浄土宗は小人が身の長けを比

べるようなものであり，低い方が勝れている。そして，禅宗の長けの高さを憎んでこれを捨て去

れば，仏心を明らめようとする本当の宗風は地を払って全滅するであろう27）。

　結局，白隠にとって公案工夫は禅の基本的なやり方，また仏教における最も優れた方便であっ

た。鈴木の言葉を用いると次の心理的な理由からである。

　念佛の機械的反復，即ち「なーむーあーみーだーぶ」「なーむーあーみーだーぶ」. . .と繰

り返し繰り返し，數萬遍に及ぶ韻律的なれど單調なる佛名號の唱誦は，行者の心に微妙な意

識状態を誘起し來るのである。而して行者がこの状態に入るときは，普通に我等の意識を占

領している多様性の心的活動がすべて休止するのである。この状態は恐らく催眠的昏眠のそ

れに，多分に近似したものであらう。然しながら，それが根本的に後者と異なれる點は，念

佛意識より發生するものは，實在の性質に對する極めて意義ある内觀であり，行者の精神生

活に對して極めて恒久的な幸福をもたらすところのものであることである。催眠的昏睡に於

いては，欺くの如きものは全く存しない。何となればそれは永久的價値ある結果を生ぜざる

病的心理状態であるから。

　看話の工夫と念佛の相違に関しては，既に反復之を指摘せる如く，後者にあっては智的要

素を缺き，前者にあっては工夫的精神の存するにある28）。

6．白隠と公案体系

　上記の様々な文章から，白隠はほとんど自書において公案工夫を強調しているということが分

かった。しかし，まだ白隠の時代には公案体系というものは見られない。公案体系というのは，

以前に述べたように，白隠以後門弟によって確立された。

　実は，白隠の著作を参考にしても，彼の時代に公案体系と言えるものがあったかどうか，仮に

あったとしてどのように実践的に公案を用いたかは，はっきり分からない。白隠の高弟東嶺円慈

（1712‒1792）によって著された『宗門無盡燈論』29） の中で，白隠が使用した公案及び参禅の方法

が記されていると言われるが，それでも白隠が直接著したものではなく，弟子が撰したものであ

る。

　白隠の時代には，ある程度公案体系があったはずであるが，それらはかなり自由に用いられた

と思われる30）。

　ゆえに，上記した白隠の生涯におけるエピソード，また仏教の方便に対する彼の大関心を考え

ると，自分自身で公案体系というものを創作した，あるいは体系化して公案を使用したこととい

うことは考えにくいといえる。むしろ，弟子の人間性や環境，あるいは状況によって公案の選択
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もかなり異なったものであった可能性が大きい。

　この考えに関して参考になる事実がある。偶然筆者の手に入った『遠羅天釜』明治二十九年 

版31） の扉には，白隠の公案透過証明書が書かれている。そこには白隠自筆の五行，四十三字か

らなる印可証明書と日付（白隠逝去の四年前）とが挙げられている。また白隠の描く，右下から

斜め左上に伸びる黒い杖を胴体としてその頂で左前方を睨む龍の頭と，その口にくわえた白い払

子の毛先が胴体に巻きつく，激しい筆鋒の絵が見られる（図版 1）。この絵は晩年に白隠が弟子

の見性を認める際，渡していたと見られる32）。

　とくにこの印可証明書（図版 2）は他に見られない珍しいものだと考えられる。この書の内容

は次のとおりである33）。

駿東間門村住野田貴附，

娘子佐興女透過予両重

関所謂隻手与音？也。

是故證據掛重賞待，

　　勇夫謂乎34）。

 暦三癸未歳誕生日

　上記の書は印可証明書であるにもかかわらず，実は白隠が同じようなものを非常に数多く渡し

たと言われている。白隠門下の僧俗の中で，最も若くしてそれを得た人は十五歳の女子である。

『於仁安佐美』巻之下で次のように述べられている。

. . .明石城下に於いて，武士一人十九歳なる男子を初めとして，尼僧及び在家の男女ともに

七八人，備前岡山城下に於いて，武士七八人，町人三四人，備中井山と総社の間に於いて，

十五歳の女子，十九歳なる婦人を初めとして，男女十八人余 . . .35）

　白隠がこのように印可証明書を数多く渡したということは，彼にとっては印可証明書は激励書

の意味あいを持ち，つまり公案工夫の修行を続けるよう励ますためであったと思われる。

　要するに上の印可証明書は白隠の公案に対する基本的な考え方を示しており，公案を用いるこ

とによって弟子の修行を励ましたことを表わしていると考えられる。

　別の表現をすれば，彼にとっては修行の最も重要な点は修行そのものを続けることだと思われ

る。

お　わ　り　に

　本論は白隠による念仏と公案の関係について明らかにすることを試みた。『遠羅天釜続集』の
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分析によって，白隠が念仏そのものに対して直接反対していたわけではなく，むしろ白隠の反発

は念仏と公案を同時に使っている修行者に対するものであったということが分かった。

　最後に，本論の結びとして白隠の言葉を引用して終わりたい。

　熟顧ふに，無の字を參究して大疑現前し，大死一番して大歡喜を得る底は，數限りもなく

是あり。名號を唱へて少分の力らを得る底は，兩三箇ならでは聞き及ばずなん侍り。惠心院

の僧都も，智得と云ひ，信心力と云ひ，無の字か麻三斤の話など參究し玉ひたらんには，自

身眞如なる程の事は，一月二月乃至一年半年程の中には發明し玉ふべきものを。名號誦經の

功によりて，四十年の精彩を盡し玉ひたるなるべし。是唯疑團のをはするとをせざるとに依

れり。須らく知るべし，疑團は道に進む羽翼なる事を36）。

図版 1：「龍杖」

白隱禪師『標註遠羅天釜・完』，出雲寺書店，明治 29年，1頁。
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第　3　巻

その他の品詞について

　日本語の名詞，代名詞，動詞，過去分詞については十分に論じたが，副詞をはじめ，他の品詞

についても論じなければならい。本書第 3巻は残りの品詞について扱う。

第 4部　副詞全般について

　副詞はその語源から分かるように，ラテン語では動詞に後続するが，日本語では多くの場合に

前置される。第 1巻では多くの品質の副詞が扱われ，代名詞の中で副詞のいくつかについて述べ

られたが，本章の主題がまさにそれであるため，煩わしくならないよう，再度手短に触れること

としよう。

第 1章　時の副詞について

　時と場所を表す共通の副詞をもつ多くの言語に見られることが日本語にも見られる。たいてい

副詞は両方の意味を表す機能をもつが，次節以下で述べるように，中には時のみを表す特殊なも

のや場所のみを表す特殊なものもある。同様のことは場所に関する代名詞的な副詞についても言

える。

1 ．時の疑問副詞

　第 1巻では代名詞について述べた際に，疑問詞のいくつかを扱った。「いつ」を尋ねるために，

時を表す同じ名詞が使用される。例えば，fi（日），nen（年），toqi（時），qizami（刻み）また

オヤングレン著『日本文典』（その 5）

岡　本　信　照　訳

〈Resumen〉
  A continuación del volumen anterior, aquí presentaré una versión japonesa del Arte de 
la lengua japona de Melchor Oyanguren de Santa Inés （México, 1738）, editado por Otto 

Zwartjes en 2009. Esta quinta parte corresponde a todos los capítulos del Libro III.
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は jicocu（時刻）などであり，これらと疑問詞とが合成される。例，ytçu（いつ），itçuco1） （い

つぞ），itçuxica（いつしか），itçugoro（いつ頃），itçunojibuni（いつの時分に），toqi（時），

toqiva（時は）など。詩人の間では izzura（いずら）が，文章体では soban（早晩）が使用され

る。その他の例：iccasaqifi?（幾
いっ

日
か

先
さき

に），fibini（日々に），nendai icafodono?（年代如何程に），

nengiu（年中），nannen?（何年），nannen maye?（何年前），nannen saqui?（何年先），sunen

（数年），itçumade?（いつまで），aidani?（間に）itçucara?（いつから），itçuno?（いつの）また

は itçuno yo?（いつの世），icatoqi?（如何時），icutoxi?（幾年），cotoxi（今年），votodoxiまたは

vototoxi（一昨年），icuca?（幾
いく

日
か

），qino（昨日）または qinova（昨日は），icanofizzuqeca?（如

何の日付か），toxigotoni（年ごとに）など。最後の例の gotoni（～ごとに）は，よく別の語と合

成される。例，yogotoni（夜ごとに）。

　その他の例：jijicoccuni（時
じ

々
じ

刻
こっ

々
こく

に），issacujit（一昨日），issocuya2） （一昨夜）または

votorino yo（お通り3） の夜），xiassate（明
し あ さ っ て

々後日），xibaxi（暫
しば

し）；Xibaxi vomachi are（暫しお

待ちあれ），chobo（朝暮），asayu（朝夕），cochuni（古注に）4），cocon（古今），inixiye（古
いにしえ

），

ima（今），chicaicoro（近い頃）または chicaifodo（近い程），aini（間に），toqigotoni（時ごと

に），vógo cara imani itaru made（往古から今に至るまで），tamasacani（邂
たま

逅
さか

に）5） など。

　miocho（明朝）または aguru axita / asa（明くる明日／朝），axito6） （明日），mioban（明晩）

または asuno banguei（明日の晩
ばん

景
げい

）7），asuno cure（明日の暮れ），asuasatte（明日明後日），

igonigo8） （自
じ

今
こん

以
い

後
ご

），imaiori nochi（今より後），imaiorixiteva（今よりしては），qeócó（向
きょうこう

後）9），

qioまたは qeo（今
きょ う

日），conichiまたは connit（今
こん

日
にち

），connichigui10） （今日中），conichino vchi

（今日の内），aqinofi（明きの日），aqurufi（明くる日），mionit（明日），mio gonichi（明後日），

yagate（やがて），fodonacu（ほどなく），tafegi11） （？），socujini（即時に），sacani（さかいに），

sacocu（即刻），sacon（昨今），tanteqi（端的）など。

2 ．代名詞的な副詞

　sorecara（それから），soreyori（それより），sono nochi（その後），corecara（これから），

coreyori（これより），arecara（あれから），areyori（あれより），condo（今度），imanotabi（今

の度），curegure（くれぐれ），cayesu gayesu（返す返す），conaida（此
こないだ

間），cofodo12） （この程），

conigui13） （この中
ぢゅう

）14），conogoro（この頃），xendo（先度）15），xenjit（先日），saqinofi（先の日），

soreyori（それより），conocata（それよりこの方）など。

　cauasu gauasu（交わす交わす）または cauari gauari（代わり代わり），aitagaini（合ひ互いに），

caccacuni（各
かく

々
かく

に），chógio（重
ちょう

畳
じょう

），casane tatamu（重ね畳む），cayesugayesu（返す返す），

cacunobun（かくの分に），cacu（かく），cacunogotocuni（かくの如くに），conobun（この分），

conobunni（ こ の 分 に ），cayoni（ 斯
か

様
よう

に ） ま た は có（ こ う ），casanete（ 重 ね て ），

cacunogotoquaru（かくの如くある）または cacunogotoqu aru tococoroni16） （かくの如くあると

ころに），cacaru（かかる）または cayonaru gotoqu varu（斯様なる如くある）。
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　多くの実詞と形容詞が合成されるのと同様，時と場所の副詞の多くは指示的な語と合成される。

例，achi cochi（あちこち），achisama curusama（あちさま，くるさま）17），anata（あなた），có

（こう），cochi（こち），coco（ここ），amasaye（剰
あまっさ

へ）18），amatabi（数
あ ま た び

多度），anomuqi（あの

向き），canete（予ねて）または canegade19） （予ね予ね），canecoto（予ね事），conban（今晩），

qeono cure（今日の暮れ），concho（今
こんちょう

朝），qesa（今
け

朝
さ

），conogiu（この中
ぢゅう

），mayeno gotocu

（前の如く）など。

　他に，conxun（今春）または conofaru（この春），conya（今夜）または coyoi（今宵），

conxeqi（今夕），qio cure（今日暮れ），conomama（このまま），core fodo made（これ程まで），

fôdo（ほうど）または tôdo（とうど）20），fodo fodoni（程々に），fodoni（程に）などがある。語

によっては次のような結びつきもある。例，qeoco（向
きょうこう

後）または yucu suye（行末）。

　ここで，特殊性，全体性，配分を表す副詞をまとめておく。例，nabarini21） （並びに），

tçuguini（次に），vaqite（別きて）22），xemete（せめて），icqêoni（逸
いっきょう

興に）23），bacari（ばかり），

inomi24） （～のみ），caccacuni（各々に），bunni（分に），bexxite（別して），tojenni（徒
と

然
ぜん

に）25），

amaye26） （剰
あまっさ

へ），cutto（くっと）27），tçuneni（常に）または tçunezzune（常々），tabigotoni（度

ごとに）または maido（毎度），iefitomoni（是非ともに）または iefinivoite（是非において），

fararito（はらりと）28），tonimo cónimo（兎にもこにも），xoxen（所詮），toqinoyotte（時の依っ

て），tomo sureba（ともすれば）または yaymo sureba（やいもすれば）など。

3 ．いくつかの強調の副詞について

　強調の合成動詞があるのと同様，強調の副詞も存在する。ここではその中のいくつかを挙げて

おくが，さらなる個々の語については『語彙集』およびその用例集を参照されたい。

　cappato（かぱっと）は「急いで起きるときの様子」を，caracara（からから）または

caracarato（からからと）は「高笑いする様子」を表す。caroxite（辛うじて）は，Carai 

inochiuo tasucatta（辛い命を助かった）のように用いられ，fôfo（這
は

う這
は

う）または yóyó（漸
ようよ

う）29） は，Fofo nigueta（這う這う逃げた），Fofono teide nigueta（這う這うの体
てい

で逃げた）のよ

うに用いられる。

　他に，chachato（ちゃちゃと）または chacurito（ちゃくりと）または chacuto（ちゃくと），

sosuco30） （早
さ

速
そく

）または sassocu（早速），fayacu（早く／速く），sumiyaca（速やか），soso

（早々），fayo（早う）などがある。例，Soso moxi tçuqeozu（早々申しつけうず）。fixifixito（ひ

しひしと）は急ぐ様子を，doppito（どぴっと）は大騒ぎする様子を表す。例，Doppito vameite 

touoru（どぴっと喚いて通る）。chochodo（丁々ど）は物を打ちつける様子を表す。例

chóchódo utçu（丁々ど打つ）。ただし，chódo（丁度）は「まさしく」を意味する。

　cocoroyoxeni（心寄せに）31） という語は cocoro（心）から派生している。ここから，結びつい

た語に応じて強調的意味を表す合成語が他にも出ている。例，cocoroyocu（快く），

cocoroyogueni（心良げに），cocoronicu（心憎う），cocoromotonó（心許無う），cocorogacarini
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（心掛かりに）または cocorozzucuxini（心尽しに）32） など。

　他に，fatafatato（はたはたと），fatato（はたと），fayabaya（早々）などがある。なお，

chirachirato（ちらちらと）は大慌てする様子を，chirigiri（散り散り）は四方に散らばっている

様子を，chirichirito（ちりちりと）は軽快に走る様子を表す。yauara（やわら）または yauara 

yauara（やわらやわら）は「ゆっくり，こっそり」を意味する。例，Yauara catanauo nuqi idasu

（やわら刀を抜き出す）。その他，yenyento xite（延々として），yocoximani（邪に），vccarito

（うっかりと），ucaucaxú（うかうかしゅう）または ucaucato（うかうかと），racuracuto（楽々

と），tezzucara（手づから）33） などがある。その他『語彙集』参照。

4 ．いくつかの場所の副詞について

　ai（間
あい

），aida（間
あいだ

），auai（間
あわい

），ma（間
ま

）という一連の語は副詞形として適用される。例，

toriuno aida（逗留の間），zaiqiono aida（在京の間），ichirino aida（一里の間）など。

　［カスティーリャ語の］“dónde”「どこで」，“de dónde”「どこから」，“para dónde”「どこへ向

かって」を尋ねる場所の副詞は izzucu（何
いずこ

処），izzucata（何
い ず か た

処方），doco（どこ），dochi（どち），

dochira（どちら），donata（どなた），donotocoro（どの所），donofo（どの方）で，代名詞的な

副詞を扱った第 2節で見たように，格助詞が後置される。例，izzucava?（何処は），docono?（ど

この），dochiye?（どちへ），donatavo?（どなたを），donocotori yori（どのことりより）など。

［カスティーリャ語の］“hasta dónde”「どこまで」を表すためには made（～まで）が用いられ，

副詞と助詞の間に挿入される。例，Docomadeye iqóca（どこまでへ行こうか）。

　ものを尋ねるときは常に疑問の小辞 ca（～か）か ozo（～うぞ）が文末に置かれ，他に疑問の

小辞がある場合は caより zoのほうが多用される。例，Izzucuye Ítaca? — Mexicoye（何処へ

行ったか ― メキシコへ），Izzucuno?（何処の）または Docono monoca（どこの者か）など。

　これらの語句と場所の名詞が合成されることもあり，mo（～も）や naritomo（～なりとも）

という語が追加される。例，docomademo（どこまでも），docomo caxicomo（どこもかしこ

も）または doconimo（どこにも），doconomono（どこの者），docotomo xiranu（どことも知ら

ぬ），docoioromo34） （どこよりも），doco caramo（どこからも），donaritomo xeyo（どなりと申

せよ），domo narozu（どもなろうず）または tomo narozu（ともなろうず），docoyenaritomo 

mairo（どこへなりとも参らう）など。do（ど～）の部分は代名詞として機能するため，上述の

方法で時の副詞を作ることもできる。例，dococu（同刻）または dococuni（同刻に），すなわち

vonaji qizami（同じ刻み）。

　代名詞的な場所の副詞を作るためにも同じ格助詞が用いられる。というのは，それらの格助詞

が［ラテン語の］“ubi”「どこに」，“unde”「どこから」，“quo”「どこへ」，“qua”「どこを通っ

て」などのうち，いずれの意味に属するかを表示するからだ。『語彙集』にも見られるように，

こうした副詞の数は多く，本巻第 2節ですでに取り上げた通りである。例，sonata atari（そなた

辺り），sono atari（その辺り），sonofo（その方），sonata（そなた），soco（そこ），sochi（そ
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ち），socora（そこら），sochira（そちら），sonotocoro（その所），socuji（即時）または socujini

（即時に），sanauachino35） toqi（即ちの時），achi（あち），achira（あちら），anata（あなた），

are（あれ），anocata（あの方），asoco（あそこ），asocona（あそこな），asocomoto（あそこ元），

co（此），cochi（こち），coconi（ここに），conotocoro（この所），coco（ここ），cocomoto（こ

こ元）など。その他『語彙集』参照。

5 ．拡大と縮小を表すいくつかの副詞について

　比較級・最上級を扱った際，意味を拡大あるいは縮小する副詞のいくつかについて述べた。こ

のうちの多くは品質の形容詞と形容詞の間のみならず，別の語根と語根の間，別の品詞と品詞の

間にも現れる。『語彙集』に用例が見られる。

　疑問詞のいくつかは強意的か複数的になる場合もあれば，否定と結びついて意味を縮小するか

否定するも場合もある。例，chicagoro（近
ちか

此
ごろ

）36），icusobacu（幾
いくそばく

許）37），icutoxe（幾年），その他

多数ある。cocomo caxicomo（ここもかしこも）や isasacamo（些かも）は否定と結びつく。例，

Isasacamo zonjenu（些かも存ぜぬ）または Isasacamotte zonjenu（些かもって存ぜぬ），Yauaca 

naro（やわか成ろう）38） など。

　chicurito（ちくりと），chicuchicu（ちくちく）または chicuchicuto（ちくちくと），chocchoto

（ちょちょっと），chito chito（ちとちと）または chitto chitto（ちっとちっと），xenocu39） （先刻），

iyen（以前），ittan（一旦），ittoqi（一時），muxiro（むしろ），xemete（せめて），sucunutemo

（少のうても），massono（真っその）40），massonosoba（真っその傍），massono atari（真っその

辺り），massoba soxi（真
まっ

傍
そばそっ

造次
し

），soxi tempai（造
そっ

次
し

顚
てん

沛
ぱい

）41），yayamo sureba（ややもすれば），

yayafisaxú（やや久せう）など。

　いくつかの疑問副詞を本節でまとめておく。小辞 no?（～の）や na?（～な）は依頼をすると

きや他人の意図・計略を知りたいときに用いられ，前置される場合と後置される場合とがある。

例，No Pedro dono?（のう，ペドロ殿），Gozaro cono?（ござろう，この），Soqiqitano（そう聞

きたの）など。ここで，呼びかけの副詞もまとめておいてもよい。

　偶然に話しかけたり尋ねたりするためには，icasama（如何様），icasamanimo（如何様にも），

moxi（もし），moxicuva（もしくは），xijien（至
し

善
ぜん

），qedaxi（蓋
けだ

し）などが用いられる。疑問

にするには zo（～ぞ）か ca（～か）を追加するか，両方を追加する。しかし，若者は ya（～

や）か caya（～かや）を用いる。疑惑の文では常に baxi（～ばし）が付される。例，Goyobaxi 

gozaruzo（御用ばしござるぞ）。ただし，この文は多くの場合，結びついた語根の意味を変える

ことはない。例，Nantobaxi gozaruca?（何とばしござるか），Qiribaxi suna（切りばしすな）な

ど。文章体では小辞 ani?（鎧
あ

に）が使用される。例，Ani xacuson nhumet aranya?（鎧に釈尊入

滅あらんや），Icadeca?（如何でか）など。

　「さあ～しよう」という奨励を表す副詞がある。例，idemono mixo（いでもの見せう）42），

izaiteqiro43） （いざ行て聞こう），tomairo（疾
と

参らう）44） など。ea（えや），iza（いざ），izaiza（い
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ざいざ），izataraba（いざたらば），izato（いざと），izaya（いざや），ide（出で），sa（さあ），

saraba（さらば）といった語のいくつかは間投詞でもある。述べたことを確認するための語もあ

る。例，coso（～こそ），saraba（さらば），domamo45） （～ども？），ariuomamani（あろうまま

に），chodo（丁度），maipponojiyoni46） （真
まっ

同
ぽな

じように）など。その他

　iyaiya（いやいや）や no, no（のうのう）は物事を賞賛するときの間投詞で，Iya iya mi gotono 

coto（いやいや見事なこと）のように用いる。Nacanaca（なかなか）または nacanacani（なか

なかに）というのもある。例，Nacanacani xindaga maxigia（なかなかに死んだほうがましじゃ），

Nacanacanocoto?（なかなかのこと）など。yoxi（よし）という語もある。確認することの内容

を同族語の意味の副詞を繰り返して強意の度合いを上げることもある。例えば，nauo（なお）

から nauo motte（なおもって），nauomo（なおも），nauo mata（なおまた），nauo nauo（なおな

お）などである。

　他に，xicarube caró（然るべかろう），xicaruni（然るに），xicarutoqiua（然る時は），

xicaruuo（然るを），xicaxxi yori conocata（然
しか

っしよりこの方）47），Xicaxicato qicoyenu（確
しかしか

々と

聞こえぬ）48），Xicato vomoisadamete（確
しか

と思ひ定めて）などがある。

第 2章　前置詞すなわち後置詞について

　日本語は我々のバスク語と同様に大部分が接続的であることはすでに述べた。前に置かれるこ

とからラテン人が前置詞と呼んだ品詞が日本語では後置詞となる。後置詞のいくつかは格助詞の

ところで説明済みで，その品詞自体はすでに読者の知るところである。

1 ．属格の後置詞について

　前置詞すなわち日本語の後置詞の多くは動詞か名詞に由来し，次の例に明確に見られるように，

別の品詞に基づく。例，atari（辺り）。aigicani（合ひ直に），chicagicato（近々と），chicagicaxu

（近々せう）の三語は時の副詞で，形容詞の chicaxij（近しい）から派生している。その他，

narabini（並びに）は iyeno narabini（家の並びに），fotori（辺
ほとり

）は michino fotori（道の辺）の

ように用いる。

　同じような状況の例を挙げると，quinjo（近所）という語は chicaqi tocoro（近き所）と同じ

意味であり，qinjit（近日）は副詞で chicaqifi（近き日）と同じである。soba（傍）という語は，

Fitono sobauo fanaruru（人の傍を離るる）のように用いる。他に，xitoto（しとと）49） という副

詞もある。

　このように，「近くのもの」を意味するその他の語，すなわちラテン語の前置詞 “circa”「～の

周りに」，“juxta”「～の傍に」，“prope”「～の近くに」に相当する語をまとめることができる。

　ラテン語なら “inter”「～の間に」で表すところを日本語では ai（間
あい

），aifa（間
あいは

），avai（間
あわい

），

aida（間
あいだ

）が用いられる。naca（中）という語も nacabone（中骨），nacaba（半ば），nacara（半
なか



オヤングレン著『日本文典』（その 5） 235

ら）などの例では「間」を意味することができる。例，fino nacara（日の半ら）。

　同じことは uchi（内）にも当てはまる。例，ieno uchi（家の内），Mairanu uchini（参らぬう

ちに）など。すべての文は属格を要求する。例，voya cono aida（親子の間），Futarino aifaga 

varui（二人の間が悪い），reonai（寮内）50） すなわち reono uchini（寮の内），rincan（林間）すな

わち fayaxino aida（林の間）など。ここで，この種の前置詞のいくつかと合成された名詞がある

ことに注意されたい。それらは単純に見えるがそうではない。単音節が侵食される場合や修辞で

語中音が脱落することがよくあるからだ。これを日本人は xóriacu（省略）あるいは chûriacu

（中略）と呼んでいる。chu（中
ちゅう

）は uchi（内）や chuni（中に）と同じで，chudan（中段）と

は nacano dan（中の段），chubun（中分）とは naca vaquru（中
なか

分
わ

くる），suichu（水中）とは

mizzuno uchi（水の内）のことである。その他『語彙集』を参照のこと。例えば，nai（内）か

ら chonai（町内）のような例が見られる。

　ラテン語の前置詞 “super”「～の上に」や “supra”「～を越えて」または “superne”「上部に」

に 対 応 す る 語 が 日 本 語 で は uye（ 上 ） で あ る。 例，uyexita（ 上 下 ），Uyexitamonó 

asotauamururu（上下も無う遊
あそたわむ

戯るる）など。ラテン語の前置詞 “infra”「～の下に」には xita

（下
した

），gue（下
げ

），tei（低），xitaye（下へ）が対応する。ここから xitate（下手），xitatena（下手

な）などの語が出ており，それぞれの反義語は vuate（上手），vuagasa（上
うわ

嵩
がさ

）51） または vuacasa

（上嵩）である。Naigue（内
ない

外
げ

）は uchifoca（内
うち

外
ほか

）と同じである。前置詞 “intra”「～以内に」

（副詞形は “interne”「内部に」）に対応する語も uchini（内に）や nainai（内々）などである。例，

Nainai moxi ireoto zonjita（内々申し入れようと存じた），iocai（上界），guecai（下界）など。

　［ラテン語の］“post”「～の後に」や “postea”「後に」対応する語が igo（以後），nochi（後），

nochini（後に），nochi notoqi（後の時），cococu（後
こっ

刻
こく

），condo（今度）で，これらの前置詞の

うちのいくつかは「後で」のみならず「これから，今後」も意味する。例，imayori igo（今より

以後），mayori nochi（前より後），imayori xiteua（今よりしては）など。ラテン語前置詞 “per”

「～を通じて」，“pro”「～に対して」，“propter”「～によって」に対応する日本語は taixite（対し

て），taixi tamaite（対し給ひて），yotte（よって），uyeyori（上より）である。例，Dios nitaixi 

tatematçuite52） （デウスに対し奉りて），Christo varerani taixerarete（キリスト我らに対せられ

て）または taixitamaite（対し給ひて）など。motçu（持つ）と同じ意味の動詞 taixi, suru, ita

（帯
たい

し，帯する，帯した）から派生した taixi（帯し）は，buguuo taixite（武具を帯して）のよう

に用いる。動詞 mucŏ（向かう）と mucai（向かひ）の関係も同様である。小辞 niyotte（～に

よって）が別の語と結びつくと「したがって」を意味する。yuye（故
ゆえ

）から出た yuyeni（故

に）や yuyeva（故は）というのもある。その他，soreniyotte（それによって），ximo（下）， 

vaqi（脇）などがある。例，gomisano vaqi（御ミサの脇）。

　ここで第 1巻で述べたことをまとめておく。cara（～から），yori（～より），de（～で），

motte（～もって）は［カスティーリャ語の］“por”すなわちラテン語の “per”の意味である。後

置詞motteには “con”の意味もある。例，Iesus no minauo motte（イエスの御
み

名
な

をもって）。こ
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こから副詞motteno foca（以ての外），mottomo（尤も）またはmottomo mottomo（尤も尤も）

が出る。同じことは to（～と）についても言える。多くの意味があるばかりでなく，合成語を

構成する。例，tócara deta（疾
と

うから出た）53），toye mairu（外
と

へ参る）54），Gitô（地頭）な 

ど55）。その他『語彙集』参照。

　［ラテン語の］前置詞 “extra”「～の外に」と副詞 “foras”「外に」に対応する日本語は yoso

（他
よ

所
そ

），foca（外
ほか

）（focani（外に）は副詞），soto（外
そと

）または sotoni（外に）である。例，

Sotoye izzuru（外へ出ずる）。その他，tenguai（天外）すなわち tenno foca（天の外），tengue

（天下）すなわち tenno xita（天の下），tenjó tengue（天上天下），tennai（天内）すなわち tenno 

uchi（天の内）などがある。『太平記』巻三十の例：Cugue buquanno fitibiti yori focaua qiógiúni 

fito aritomó miyezariqeri（公家文官の人々より外は京中に人ありとも見えざりけり）。この例で

qiógiuは「都の中で」を意味し，仮にMiyacono uchi（都の内）と言っても同じことである。

　［ラテン語の］前置詞 “secundum”「～に従って」，“juxta”「～に一致して」に対応する日本語

は xitagatte「従って」，voyite（於いて），mamani（侭
まま

に），xidai（次第），naxixidai（為し次第），

naxifodai（為し放題），ari arito（ありありと），mapponajiyori（真同じより）などである。これ

らのうちのいくつかは［カスティーリャ語の］“conforme”「～に従って，～するとすぐに」や

“como”「～のように」と訳すこともでき，日本語の文脈から付与される意味に準じて，多くは

与格を要求する。例，soreni xitagatte（それに従って），Voconomino mamani moxe（お好みの侭

に申せ）など。『物語』の例：nozomino mamani（望みの侭に），sonata xidai（そなた次第），

deqi xidai（出来次第），nozomi xidai（望み次第），ariarito yu（ありありと言う），sonata fodai

（そなた放題）56） など。

　ラテン語の前置詞 “circa”「～の近くに」に対応するのは tçuqe, uru（付／就け，付／就くる）

から派生した tçuqeta（就けた）で，coreni tçuqete（これに就けて）のように奪格を支配するよ

うに思われる。ただし，『語彙集』は soreni tçuite（それに就いて）のように与格の例を出して

いるため，語源が tçui（対）であるのなら，与格でいいように思われる。

　［ラテン語の］前置詞 “circum”「～の周りに」対応するのは副詞の gururigururito（ぐるりぐ

るりと）または gururito（ぐるりと）である。例，Gururito curu mazani nauoru（ぐるりと車座

に直る），Curu mazani mauarini, xengo, sayu（車座に周りに前後左右），Xirono uxiroye mauaru

（城の後ろへ回る），xenten meguri（旋転廻り）など。その他『語彙集』参照。前置詞 “penes”

「～の手中に」には sobani（傍に），xidaini（次第に）が該当する。

　ラテン語の “circiter”「およそ」には fodo（ほど），fan57） （辺？），fariacu58） （粗略？），vocata

（大方），vovoyo59） （凡そ？），yopodo（よっぽど），yoppodoni（よっぽどに）が該当する。その

他『語彙集』を参照のこと。これらの前置詞の大半は名詞の代わりに置かれるため，所有の属格

を支配する。
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2 ．その他の前置詞について

　ラテン語の前置詞 “adversus”「～に反して，～に対抗して」には日本語でmucote（向うて），

taxiteteqitote60） （敵対して？）が対応し，抵抗や妨害を意味する語根から別の副詞や前置詞を取

り出すことができる。例，voyano cataqi（親の仇）または teqi（敵），mufóuo vocono（無法を行

う），mufonjin（謀反人），fattouo somoqu（法度を背く）など。前置詞 “contra”「～に反して」

の意味には cayette（却って），fiqicayete（引変へて）61），chigote（違うて）などが用いられ，

mucai（向ひ）は動詞 mucai, ó, óta（向ひ，向ふ，向ふた）に基づく。例，Dios no gonaixouô 

somoqu（デウスの御内証62） を背く）。

　ラテン語の前置詞 “ante”「～の前に」には日本語の canegane（予ね予ね），canete（予ねて），

ijen（以前），ijenni（以前に），mayemaye（前々），maye（前），saijen（最前），xenjit（先日）

が対応する。人前を表すために用いられる語は saqi（先），saqini（先に），maye（前），menjo

（面上）63），monomaye（者前），giqini（直
じき

に），taimenni（対面に）などで，文章語では ara 

cayime（予め），menjen（面前）などが用いられる。他に，sanjen（産前），sango sanjen（産後

産前），dójen（堂前）すなわち dono maye（堂の前）などがある。例，Maye maye yorino votono 

monogia（前々よりのお殿者じゃ）64），Sonatano maye de gozaru（そなたの前でござる），Saijen

（最前）または Ijen yori mósu gotocu（以前より申す如く），xenjit（先日）すなわち saqino fi（先

の日），Menjouo motte mosube qusoro（面上をもって申すべく候），Saqini susumu（先に進む），

Taimen（対面）または Vomoteni mucó（面
おもて

に向ふ）など。最後の語から taimenjo（対面所）と

いう語が出ている。ここで moto（元）という語に触れておく。この語は転義的に「以前から」

を意味することもある。別の例で，xocuno maye（食の前）は xocuno nochi（食の後）の対義語

である。

　ラテン語の前置詞 “trans”「～の向こう側に」，“cis”「～のこちら側に」，“citra”「～のこちら側

に，～以内に」には多くの副詞が対応し，別の語と合成する場合や代名詞と合体することもある。

代名詞または副詞の項目を参照されたい。例，achi（あち），achira（あちら），achinocata（あ

ちの方），anata（あなた），mucai（向ひ），conofo（この方
ほう

），conata（こなた），conocata（この

方
かた

），cochinocata（こちの方），cochinochi（こちの地），cami ichinin yori ximo banminni itaru 

made（上一人より下万民に至るまで）など。

3 ．奪格の前置詞について

　ラテン語の対格支配の前置詞に相当する語は紹介したが，奪格支配の前置詞に相当する語がま

だ残っている。前置詞 “a, ab, abs”「～から（離れて）」に対応する日本語は第 1巻で述べたよう

に cara（～から），yori（～より），ni（～に）で，［カスティーリャ語の］“en”「～に」，“de”

「～から」，“por”「～を通って」の意味をもつ。例，Iglesia cara mairu（エケレジア「教会」より

参る），Samayori faitta（狭
さ

間
ま

より入った），Tenni nijit naqu, chini nixu naxi（天に二
に

日
じつ

なく，地に

二
に

主
しゅ

なし），Figa madoye saxi iru（日が窓へ差し入る）65）。［ラテン語の］前置詞 de「～から（下
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へ），～で」は［文字通り］de（～で）である。例，Iogode saqeuo tçugu（漏斗で酒を注ぐ）。

ラテン語の “ex”「～から（外へ），～によって」や “de”に相当する語は道具の奪格としても機能

する。

　前置詞 “absque”「～なしに」や “sine”「～なしに」には nacu（～無く），naqute（無くて），

nacuxite（無くして），nanini（何に），no note（～の無うて）などが対応する（第 2巻で述べた

ように，合成語で用いられる mu（無）すなわち naxi（無し）もそうである）。例，Suifenni 

natçu naxi（水
すい

辺
へん

に夏無し），muxó（無性）または xonaxi（性無し）66），（仏法語の）muxó muxi

（無生無死）など。ただし，nanini（何に）は様々な合成語を造り，場合によっては疑問詞にな

る。例，Nanito xita?（何とした），Nanito xita coto?（何としたこと）または Nanito xita fito?（何

とした人）など。nanisama（何さま）とは強調の語で，nanisama xeiuo ireozu（何さま精を入れ

うず）のように用いる。nanino cano（何もかも？）は弁護や弁解する際のあれこれの言い方を

表す。

　副詞 nacu67） （なっく）には様々な意味がある。例，Nacu xifataita（なっくし果たいた），

Naccutçuita（なっく着いた）など。前置詞 “clam”「～に隠れて」には cacuite（隠して），

cacurete（隠れて），fizocani（密かに），ninobi68） （忍び），ninobininobi（忍び忍び），ninobi 

yacani（忍びやかに），nuqe nuqeni（抜け抜けに）などである。詩歌語では nijocani69） （密
みそ

かに），

caqimaguirete（掻き紛れて）70） が用いられる。例，Racuchú fendono buximo nuqe nuqeni mairu

（洛中辺土の武士も抜け抜けに参る：『太平記』巻二十九）。

　ラテン語の前置詞 “cum”「～とともに」には to（～と），tomoni（ともに），tomonimotte（と

もにもって），ai（合ひ），de（～で），dojini（同時に）などが対応する。ここで，合体や仲間を

意味する別の語をまとめておく。例，Voncocoromo faya foreforeto natte（御心も早ほれほれと

なって71）：『太平記』巻十八），Dios no minauo motte（デウスの御名をもって）など。その他，

vomote（面
おもて

），ató（阿党）72） すなわち cumi suru tomagara（与する輩）などがある。

　前置詞 “pro”「～によって，～の代わりに」（“per”「～によって」や “ob”「～に向かって」な

どと同じ）には ni（～に）が対応し得る。例，coreuo toxiyeni73） xite（これを取得にして）。

sugara（すがら）という語は michi sugara（道すがら）のように用いるが，転義的に yomo 

sugara（夜もすがら）とも言う。その他，aimayo（合ひ迷う），noriai（乗り合ひ）など。tame

（～ため）は属格の標識であり，イスパニア語なら “para”と訳されよう。xite（～して）は［カ

スティーリャ語の前置詞］“de”を意味し，ni（～に）や nite（～にて）と同じで交替可能である。

xite?（して？）という疑問詞にもなり得るほか，能の「仕手」でもあり，現在分詞としても機能

する（～して）。

　sorasama（空様）は Camiua sorasamaye voi novota（髪は空様へ生ひ上った：『平家』巻一）

のように用いられる。tocoroni（ところに）は与格の小辞で動詞と結びつく。例，marozuru 

tocoroni（参らうずるところに）。

　前置詞の “in”「～の中に」には日本語の ni（～に），nite（～にて），niuoite（～において），
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nittote（～にとって），vomote（～をもって）などが対応する。nite（～にて）は現在分詞でも

あり yoqi fito nite（良き人にて）のように用いる。前置詞 “post”「～の後に」には nochi（後
のち

），

go（後
ご

）などが対応する。例，bango（晩後）すなわち cureno nochi（暮れの後）。votte（追っ

て）という語は votte mairo（追って参らう）のように用いる。副詞 “procul”「遠くに」には

touo（遠），tuoqu（遠く），touodouto（遠々と），madovoni（間
ま

遠
どお

に），facura74） （遥か），yenpo

（遠方），touoqi cata（遠き方）などが相当する。例，yenqió（遠郷）すなわち touoqi sato（遠き

郷），yenqin（遠近）すなわち touoxi chicaxi（遠し近し），toutçufito madouo（間遠）すなわち

aida touoi（間遠い）など。

　ラテン語の副詞 “palam”75） 「公然と，明らかに」には日本語で arauani（顕に），arauarete（顕

れて），aratani（新たに），aqiracani（明らかに），sadacani（定かに），sayacani（さやかに），

funmioni（分明に），cacqirito（かっきりと）などの副詞が対応する。例，sadacani miyezu（定

かに見えず）。saye, sayuru, sayeta（障え，障ゆる，障えた）から，core saye naranu（これ障え

ならぬ）。「代わり」を表すために日本語ではよく cauarini（代わりに），miodaini（名代に），

suixacu（垂迹）76） などが用いられる。

　前置詞 “tenus”「～まで」に該当する日本語はこれまで本書で何度か言及したmade（まで）や

mademo（までも）である。made（まで）は別の語と合成して用いられる。例，Core nade 

sanjita（これまで参じた），Qiqu mademo gozanai（聞くまでもござない），Imafaya ando itaita

（今早安堵致した），Tenca imada xizzumarazu（天下未だ静まらず），ima（今）に対し，imada

（未だ）は否定辞で時の副詞である。imafodo（今ほど）もそうである。ここで，第 1巻で触れた

ことに留意する必要がある。いくつかの語あるいは語根はそれ自体の中に何らかの小辞を含み，

その際，こうした語尾は文中に置かれない。例えば，suisai（水災）すなわち suison（水損）は

mizuno vazauai（水の災い）と同じであり，suiro（水路）とはmizuni michi（水の路）である。

これらとの類例には事欠かない。他に，figuiú（日中）すなわち finovchi（日の内），quatei（火

底）すなわち fino soco（火の底）または fino uchi（火の内）などがある。

第 3章　間投詞について

　間投詞は感情を発露する。感情にも様々あるため，間投詞も様々である。aa（ああ）や aara

（ああら）は痛みや悲しみの間投詞で，aa（ああ）または Aara canaxi cana（ああら悲しかな）の

ように用いる。喜びにも用いられ，aara vrexia（ああら嬉しや）のように言い，疑いなら，Aa 

vobotçucanai coto cana（ああ，おぼつかないことかな）などとも言う。aa（ああ）はタガログ語

の “oo”と同様，同意を表す語でもあり，［カスティーリャ語の］“sí”「はい」でもある。

　感嘆の間投詞は cana!（～かな），canai!（～かなひ），aa!（ああ），sate!（さて），sate sate!

（さてさて），satemo!（さても），samo!（さも）などである。例，Fuxiguina coto canai!（不思議

なことかなひ），Aa vobitataxiya!（ああ夥しや），Satemo Dios no uoqinaru vonjificana!（さてもデ
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ウスの大きなる御慈悲かな），ここで，副詞 sazo（さぞ）すなわち sacoso（さこそ）について述

べておこう。例，Sacoso canaxi carura!（さこそ悲しかるらむ）。

　これらの中には別の意味や用法をもつものもある。例えば sacoso（さこそ）は，Sacoso 

voboximexitçuró（さこそ思し召しつろう）のようにも言う。sate（さて）は挨拶としても用いら

れ，sate sate（さてさて）や副詞の sateximo（さてしも）も同様である。その他『語彙集』参照。

　驚愕の間投詞は satemo（さても），ana（あな），ara（あら），appare（天晴れ），asocana（あ

そかな），suuaya（すはや），yara yare（やれやれ），yaresate（やれさて），yei（えい），coua（こ

は），suua（さあ），vaa（わあ）などで，突然の驚きは hat!（はっ）である。例，Yei corenica!

（えい，これにか），Appare qiogonxa cana!（天晴れ，狂言者かな），Couasomo asamaxiya!（こは

そも浅ましや），Suua core coso vochúto naretote（すは，これこそ落人なれとて：『太平記』巻

二十八）など。

　歓喜や賞賛は iyaiya（いやいや），yana（やな），yara（やら），yare（やれ），yareyare（やれ

やれ），vrexij yana!（嬉しいやな），yareyare modetai!（やれやれめでたい）などである。しかし，

yare（やれ）は動詞でもあり，受動動詞の yabure, yabururu, eta（破れ，破るる，破れた）と同

じである。他に，iya iya migotona coto!（いやいや見事なこと），Qinaru cana!（奇なるかな）な

どがある。

　同情は auare（憐れ），anamuzan（あな無惨），aramuzan（あら無惨）などで，auare（憐れ）

は［カスティーリャ語の］“ojalá”「どうか～であればよいのに」の意味でもある。例，Auare 

coreuo xeyocaxi（憐れ，これをせよかし）。この例で caxi（～かし）は gana（～がな）と同じで，

感嘆や驚きの間投詞である。他に，Auare coreuafigorono aramaxi gotoga qicoyeta（憐れ，これ

は日頃のあらまし事が聞こえた）。

　遺憾や後悔は ha（は！），Netto netto moxitçumeta!（ねったうねったう77） 申しつめた），Netto 

moxitçuro!（ねったう申しつろう），Fuxiguina coto canai（不思議なことかな）などである。

　勧告や激励は iza（いざ），izaiza（いざいざ），yeiyatto（えいやっと），izasaraba（いざさら

ば），izaya（いざや），izaite qico（いざ行て聞こう）などである。ここで，物を引っ張るときや

持ち上げるときの叫びの語についてまとめておく。例，yeisara（えいさら），yeisato（えいさ

と），yeitocosa（えいとこさ），yeiyosa（えいよさ），yeiyei（えいえい），yeitomona（えいとも

さ），yeya（えや）など。このような調子で他にもある。

　不平や痛みは aa（ああ），aara（ああら），ara（あら），areua!（あれは）などである。嘲りは

vah!（わあ），呼ばれたときの返事は at?（あっ）や ariyajuaya78） （ありや否や）と言う。副詞の

iiaiya（いやいや）は “no no”「いえいえ」を意味する。vot（おっ）はとっさの返答，xia（し

あ）は奮起の間投詞で，xia totte（しあ取って）79） のように用いる。coixiya（恋しや）というの

もある。



オヤングレン著『日本文典』（その 5） 241

第 4章　連結の接続詞と分離の接続詞

　連結の接続詞は語と語を結びつけ，文と文をつなぐもので，日本語では to（～と），tatoi（た

とい），mo（～も），tomoni（ともに）がその働きをする。例，Blasto Juanto Nagasaqiye ita（ブ

ラスとフアンと長崎へ行った）。tatoi（たとい）という語は文中で前置され，tomo（～とも）は

後置される。例，Tatoi toqi vtçuri, coto saratomo（たとい時移り，事去らんとも）。mo（～も）

は上記の to（～と）と同様，常に名詞や過去分詞に後続し，様々な意味を表す。しかも，後続

した語によっては nafodo（～など？）と同じく，「～等
とう

」を意味することもある80）。例，Qoyoto 

voxe tçuqerarei（公用等仰せつけられい）。また，toには強調の意味もある（疾
と

）。例，totatçu

（疾
と

立つ），tôcata deta（疾
と

から出た）など。『語彙集』にその他の意味が出ている。

　分離の接続詞は［ラテン語の］“vel”「もしくは」や “aut”「～かそれとも」，［カスティーリャ

語の］“o”「～かそれとも」の意味をもち，語と語を分けるもので，ca（～か），axuiua81） （ある

いは），moxi（もし），moxiua（もしは），yara（～やら）などがそれに該当する。例，Pedro ca 

Juan ca maire tomoxe（ペドロかフアンか参れと申せ）。caはまた疑問や条件の小辞でもある。

例，Tono sama gozattaca?（殿様ござったか），Cousa maittaca miyo（後車参ったったか見よ）。

さらに caは「良いこと」をも表す（可）。例，Yoxi, ca nari（良し，可なり），catçuua（且
かつ

う 

は）82）。mata（また）や mataua（または）は連結の分離のいずれとしても機能する。mata（ま

た）とは「しかしもう一度」，mataua（または）は「しかしこれは」のことである。副詞の章お

よび動詞活用の章で述べた副詞や小辞の中で逆説の接続詞としてまとめてもよいものもある。例，

saredomo（されども），sarinagara（さりながら），saritomo（さりとも），todaxi83） （但し），

xicamo（しかも），xica nominarazu（しかのみならず），xicano gotoqino tomogara（然
しか

の如きの

輩）84） など。

　ここで［ラテン語の］“etsi”「～けれども」や “tametsi”「～けれども」，neque「～もない」に

相当する語をまとめておく。attemo（～あっても），naritomo（～なりとも），nagara（～なが

ら），iyedomo（～いえども），naui（～ない），naxi（～なし），vo（～を），tocorode（ところ

で），niyotte（～によって），nanto xitemo（何としても），nanito（何と）または nanito xita coni

（何としたことに），Nanzo iuanya?（何ぞいわんや），Nannen vosuru tomo（何年仰するとも），

Nanito nague qutomo canomai（何と嘆くとも叶ふまい）など。

第 5章　日本語の統語論すなわち構文について

　日本語における語の配置は固定化されており，欧州諸語のそれとは似ても似つかない。その配

置が接続的（膠着的）であることに関して言えば，我々のバスク語といくらか類似している。
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［規則 1］

　［名詞の］主格は文頭に置かれ，動詞は常に最後にくる。『語彙集』の多くの例で見られる通

りである。副詞は必ずしも動詞に後続するとは限らず，むしろ先行することが多い。他の品詞は，

入る余地さえあれば置くことができる。その用法を示してみる。ただし，時の副詞は常に後置さ

れる。例，Teraye mairo toqi（寺へ参らう時），Febi vaguetamatte itaga, nivacani suguni natta（蛇

綰
わ

げたまってゐたが，俄
にわか

に直
すぐ

になった）85）。

　重厚な文章体ではよく主語が動詞に後置されるため，『懺悔録』では Coreni yotte tanomi 

tatematçuru itçumo Virgen no Santa Maria（これによって頼み奉るいつもビルゼンのサンタ・マ

リア）のように書かれている。すべての動詞は暗黙裡であれ明示的であれ主語を要求する。例，

iqe（行け）または vare iqe（我行け）。

　敬語動詞はその人称に従う。敬語によって誰について話をしているのかが分かるようになって

いる。日本語と中国語はこの点できめ細かいのだが，上位者を指す最も主要な語句を省略する。

規則にはそのように書かれている。例，Yorocobini voboxi mesu（喜びに思し召す）。

　文中に多くの形容詞があるとき，格表示の小辞や前置詞なしで副詞的に用いられる。多くの場

合，（上記のように）接続詞なしで最後の名詞に格が示される。例，Qenagó iro curo icanimo 

utçucuxij mono（毛長う，色黒う，いかにも美しい者）。合体した二つの名詞がそれぞれ別のも

のであるとき，所有格の表示をもつ方の名詞が属格に置かれる。例，Dios no gosacu（デウスの

御
ご

作
さく

），tenno ataye（天の与え）など。

　文中に二つの動詞が同時に現れると，最初の動詞は必ず現在分詞86） で用いられる。例，

Coreuo totte giqini mi ga comono ni vataxe（これを取って直に身が小者に渡せ）。この例で totte

は動詞 tori, toru, totta（取り，取る，取った）の現在分詞で，vataxeは動詞 vataxi, vatasu, vataita

（渡し，渡す，渡した）の命令形である。純粋なロマンス語なら，“Tomando esto, entrégalo a mi 

criado.”「これを取って，私の召使に渡しなさい」と訳されよう。翻訳は日本語の文脈と現在分

詞の用法を理解してもらうためにこれまで何度か付されている。

　日本語はカスティーリャ語にもラテン語にも似ていないため，叙法でも時制でもしっかりと区

別しておく必要がある。おそらく文法上の破格はあるだろう。カスティーリャ語では過去で表さ

れることが，日本語では未来に訳されることもある。例，Qessa cara só voxerare tareba mofaya 

de maraxo（今朝からさう仰せられたれば，もう早出まらせう）。

　同一の主語や時制について話す二つ以上の文があるとき，最後の動詞は共通して文が要求する

理論的時制（＝絶対時制）で表され，先行する動詞は常に語根の形で，または -eで終わる動名

詞の形で置かれる。これは言い回しが隠喩的なときでも起こり，『語彙集』の多くの例で見られ

るように，特殊な語根が一般動詞に先行する。

　分詞と動名詞が重複して用いられる場合もある。『平家』巻二十の例：Macatouo87） tçucuxi, 

riuo qiuamete nota maiqereba（誠を尽くし，理を究めて宣ひければ），巻二十八の例：Fayacu 

soqidatte88） chicuten xiqereba（早く先立って逐電しければ）など。
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［規則 2］所有の属格

　助詞の no（～の）は属格と主格とが混同されやすく，形容詞と実詞とが同形であることもよ

くある。例，iifino cocoro（慈悲の心）。まさにこの混同は，助詞の ga（～が）や uo（～を）に

も様々な状況によることから起こり得る。

　数詞，部分属格，多数を表す名詞は多くの場合に属格を要求する。すでに本書で述べたように，

属格の前置詞として機能する語をここでまとめておく。このような語はあるときは副詞的に，あ

るときは名詞の代わりに用いられ，属格を支配する。例，funeno mauarini tachi tçura natta iroino 

fata（船の周りに立ち連なった色々の旗），fayaxino aida（林の間），fayaxino xita（林の下），

danjó（壇上）すなわち danno uye（壇の上）など。

　次の合成語はこの一般規則から外れる。その合成語から結果的に第三の合成名詞が生じる。イ

スパニア語訳では所有の属格表示で表されるが，日本語ではそうでない。例，rincan（林間），

rinca（林下），teixó（庭上），riuxó（柳上）など。第 1巻を参照のこと。

　ここから，あるときは実詞的，あるときは副詞的に用いられる多くの語は属格を支配すること

が分かる。ゆえに，これらの前置詞も副詞も第 1巻で取り上げた格助詞を容認する。『四書』の

例：Chixa anxuno tameni facurazu89） （智者闇
あん

主
しゅ

の た め に謀
はか

ら ず ），Vozeino nacauo zatto 

caqeyabutta（大勢の中をざっと駆け破った），Macatouo itçuvarino yóni caqinaxite（真を偽りの

ように書きなして）など。

　所有の属格を要求する他の形容詞を挙げておく。例，Te, axino sauayacana fitogia（手足の爽

やかな人じゃ）。その他，本書中の yoni（～様に）と yona（～様な）の例を参照のこと。

［規則 3］与格について

　類似性や異質性を意味する形容詞は，同じ意味をもつ動詞と同様に与格を要求する（おそらく

名詞は属格で現れるが）。例，Rei naqiua chicuxoni vonaji（礼なきは畜生に同じ），Mainenno 

reini macaxe（毎年の例に任せ），Giogan tamani nitari（魚眼玉に似たり）90） など。

　ここで，形容詞として用いられる動詞の過去分詞をまとめておく。例，Voyani co nita（親に子

似た），Soreni xitagatte（それに従って）など。

［規則 4］奪格について

　多くの過去分詞は奪格で構成される。例，Bumeni canóta fito（武命に適うた人），Bunptni 

taxxitafito（文筆に達した人）など。

　比較級と最上級はラテン語と同様に奪格を要求する（与格のほうが望ましい場合もある）。例，

Acuninra gosacuno monouo gosacuxani vomoi cayuru（悪人ら御作の物を御作者に思ひ換ゆる）91）。

　動詞 sugui, suguru, suguita（過ぎ，過ぐる，過ぎた）は与格と構成される。例，Bunni suguita 

qirumonogia（分に過ぎた着る物じゃ），bunni（分に）または buzaini suguita furumai（分際に過

ぎた振る舞い）など。
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［規則 5］様態，過剰などの奪格

　助詞の ni（～に）（すでに述べてあるように，その一般的用法は与格，副詞，過去分詞，目的

分詞，場所の副詞などに及ぶ）にも様態，同伴，過剰，原因などを表す機能がある。例，Icqi 

vôjeini caqemuco（一騎大勢に駆け向ふ），Fitonamini fazzuru（人並みに外る），conjó goxó 

tomoni（今生後生ともに）92） など。

　原因の用法。『物語』の例：Soreni yotte, christiano fitamononi fanjo tçucamatçuru（それに依っ

てキリシタンのひたものに繁盛仕る）93），Dios no gofoconi bajiuo naguevtçu（デウスの御奉公に

万事を擲
なげう

つ）など。

　様態の用法。例，Fippacuni voyobu（逼
ひっ

迫
ぱく

に及ぶ）94），Rini tçumaru（理に詰まる），Nagueqini 

xizzumu（嘆きに沈む）など。『平家』巻四の例：Xiuocajeni yaxe coromi95） sono fitoto miye 

saxerarenu（潮風に痩せ黒み，その人と見えさせられぬ）。

［規則 6］動詞の被制格

　ラテン語と同様，能動動詞は対格を要求する。例，Xixi fitouo camu（獅子人を噛む）。この例

に見られるように，格助詞を省略することもある。

　やはりラテン語と同様，受動動詞は動作を受ける主格人称と動作を起こす奪格人称で構成され

る。例，Fitouo96） xixiuono aguetoni cacaru（人は獅子王の顎
あぎと

にかかる），Teqini caritateraruru

（敵に駆り立てらるる），Teqini fisaruru（敵に比さるる）など。なお，動作主の奪格表示には

cara（～から）や yori（～より）も用いられる。

［規則 7］対格の後の与格

　多くの能動動詞は事物対格の次に人物与格をとる。これに反する例もある。例，Vmani 

mameuo có（馬に豆を請ふ），Pedroni chiguiouo atevocóno（ペドロに知行を宛て行ふ），Fitoni 

togauo iyvosuru（人に料を言ひ負
おう

する）97），Francisconi Sacramentouo sazzucuru（フランシスコ

にサクラメントを授くる），Ecresiauo tenno cunini tatoyuru（エケレジアを天の国に喩ゆる），

Fitoni atauo nasu（人に仇をなす），Voyano ixxeqiuo coni fuzoqusuru（親の一
いっ

跡
せき

を子に付属す 

る）98） など。

　中には奪格を要求する動詞もある。例，Tacarani aqidaranu（宝に飽き足らぬ）。ここで，本来

の意味または隠喩的な意味で用いられる場所の奪格についてまとめておく。動詞 caqi（欠き）

は奪格を支配し，その格で「欠けているもの」を示す。例，Camini coto caita（紙に事欠いた），

Cate fironi tçumaru（糧，兵
ひ

粮
ろう

に詰まる）99） など。他の本来の意味あるいは転義的な意味でなら

対格を支配する。

［規則 8］自動詞

　日本語に中性動詞と呼ばれるものは一切ない。すべての動詞に対格を付すことができるからだ。
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例，Fitouo fazzuru（人を恥ずる）。自動詞も同じ性質をもつ。例えば，yorocobi（喜び）という

動詞は対格を支配する。

　自動詞の多くは与格を要求する。例 Yerioni tagó（衣料に違ふ），Fitoni ayacaru（人に肖
あやか

る），

Dios ye qibucu xitatematçuru（デウスに帰服し奉る），Mexini xitago（召しに従ふ），Voyani 

tatezzuqu（親に盾突く），Fitono cocoroni tauó（人の心に違ふ）100），Coreua mini ataru（これは

身に当たる），Qenxin jicunni tçucayezu（堅臣二君に仕えず），Chocani tçucavaruru（朝
ちょう

家
か

に仕わ

るる），Fanxen cajeni macasuru（帆船風に任する）など。

　これらに運動の自動詞が加わる。「どこへ」と問われたら，ni（～に）や ye（～へ）で答える

動詞のことである。例，Faiqini tçuqu（蝿騎
き

に着く），Coni foruru（子に耄
ほ

るる）101），Teqini 

vomoitúqu（敵に思ひ付く）102），Cuniu doua mina Fidefiradononi vomoitçuqu（国
くにうど

人は皆秀衡殿に

思ひ付く）など。これらの例はすべて獲得の与格である。

［規則 9］絶対奪格について

　分詞構文の項目で見たように，ここでは絶対奪格（ラテン語ではそう呼ばれていた）について

まとめておく。例，Binguini macaxete fumiuo caqu（便
びん

宜
ぎ

103） に任せて文を書く）。分詞（動名詞

と呼ぶ人もいる）が（第 2巻の活用表 3に基づいて）現在を示すのか過去を示すのかが分かるよ

うに，それぞれの例が反映された二文を挙げる。『太平記』巻二十六の例：Sanjunin 

vomoivomoini fara caqiqitte vyega vyeni casanarifusu（三十人思ひ思ひに腹かき切って，上が上に

重なり臥す）；巻三十三の例：Noborano tçuyuni sodeuo cataxiqite naqiacaxi（のぼらの露に袖を

かたしきて泣き明かし）。

　場合によっては，動詞の単純形でも複合形でも，（上記のように過去分詞として機能する）語

根すなわち現在の価値をもつこともある。『太平記』巻三十の例：Feifeino xitaruno nacani ginuo 

fari（へいへいとしたる中にぎぬを張り）；『発心集』巻四の例：Biuano catachiuo tçucuri vmano 

vouo caqefiqi naraxi（琵琶の形を作り，馬の尾をかけひき鳴らし）。ここで，ラテン語なら絶対

奪格と呼ばれることに留意されたい。日本語ではそうでない場合もあり，格助詞が省略される場

合さえあるからだ。そこで，次の文と動詞の性質に注目されたい。例，Ienga tçuiureba, acuga 

youaru（善が潰ゆれば，悪が弱る）。これらは主格である。

　第 1巻で述べたように，具格には de（～で）が用いられる。例，Suqide foricayesu（鋤で掘り

返す），Cobuxide yamasuru（拳でやまする）104） など。

［規則 10］動詞の不定法について

　非人称形の動詞は動作を引き起こす人称，すなわちその前にある主語をラテン語のように対格

に置いて支配するのではなく，主格に置いて支配する。たとえ動詞が不定法になっても同じある。

例，Pedroua maittato mosu（ペドロは参ったと申す），Sonozaimocu mina motono gotocufacobi 

cayexeto aru（その材木皆元の如く運び返せとある）など。
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　動詞 iri, iru, itta（要り，要る，要った）は二重の主格を取り得る。例，Core iru cotogia（これ

要ることじゃ）。あるいは，与格に置くか副詞的に用いてもよい。例，Vatacuxi vaconi canega iru

（私我
わ

子
こ

に金が要る）または Vatacuxini（私に…）。

　常に不定詞で用いられる動詞も多い。例，cacayacaxi（輝かし）。別の動詞と複合した起動相

や完了相の動詞もそうである。例，qiqifajime（聞き始め），minaruru（見慣るる），qiqifatasu

（聞き果たす），mi aqu（見飽く）qiqi aita（聞き飽ひた）など。

　同じ性質をもつものとして，tai（～たい），tomonai（～たうもない）105），cane（兼ね）106），

sumaxi（済まし），soconai（損ひ），fague maxi（励まし），sugoxi（過ごし）など。その他は第

2巻参照のこと。

［規則 11］

　分詞と動名詞は，組み合わせて用いる動詞と同じ格を支配する。例，Voyano atoxiqiuo 

fumayete（親の跡式を踏まえて）107） または aifumayede（相踏まえて），Aixirouo tçuqete, xirouo 

xemuru（相城をつけて，城を攻むる），Atoya macurani tachiyorite（跡や枕に立ち寄りて）108），

Fatauo finmaite（旗をひん巻いて）など。

　語形変化のない語根と結びつく一般動詞も多く，場合によっては副詞的に用いられる動詞や，

動詞の被制格に応じて格助詞と結びつく動詞もある。日本語修辞学の比喩の項目で取り上げるよ

うに，これは例外的な言い回しである。

［規則 12］場所の副詞について

　場所の副詞には助詞 ni（～に），de（～で），ye（～へ），cara（～から），yori（～より）が用

いられる。助詞の niと yeは交替可能で，「どこに」「どこから」「どこへ」「どこを通って」「ど

の方向へ」を表す場所の副詞として機能する。

　本来の意味，あるいは隠喩的もしくは示唆的な意味をもった静止や運動の動詞は，ni（～に）

を後置して，dore（どれ）や doco（どこ）を表す副詞を伴う。例，Mura（村）またはMachi 

fazzureni sumu（町外れに住む），Dorini109） mayo（道路に迷う），Vmini vochi iru（海に陥る），

Cachuni xizzumuru（渦中に沈むる），Batzani nauoru（末座に直る），Fafóno110） tomogara 

gigocuni votçuru（不法の 輩
ともがら

地獄に落つる），Fonxoni naru（本性になる），Funeuo xeni faxe 

agueta（船を瀬に馳せ上げた），Gofozani nauora xerarei（御法座に直らせられい）など。

　ここで，時の副詞をいくつかまとめておく。例，bangue gotoni（晩景ごとに），asagotoni（朝

ごとに），farugotoni（春ごとに），socujini（即時に），acuni chozuru（悪に長ずる），icusani（戦

に）など。助詞の ye（～へ）も「どこに」を表すことができる。例，Miyacoye catanauo 

atçurayuru（都へ刀を誂ゆる）。

　ye（～へ）はまた，「どこから」を表す副詞にも用いられる。第 1巻で挙げた受動動詞と用い

られる前置詞 cara（～から）や yori（～より）もそうである。例，Foqicara votçuru（ほき111） か
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ら落つる），inixiye conocata（古
いにしえ

この方），soreyori conocata（それよりこの方）など。

　ye（～へ）はまた，「どこを通って」や「どの方向へ」を表す副詞にも用いられる。例，

Qimiuo yentoye faixitate matçurite（君を遠島へ配し奉りて），Conata112） conatauo femeguri 

maraxita（彼
かな た

方此
こ な た

方を経廻りまらした），achi cochi（あちこち）すなわち anata conata（彼
あな た

方

此
こな た

方），docomo caxicomo（何処も彼
かしこ

処も）など。

　ni（～に）や ye（～へ）などは「どこへ」を表す副詞にも用いられる。例，Fijen（肥前）ま

たは Nagasaqini itaru（長崎に至る），Miyacoye maitta cotoua imafatçu de gozaru（都へ参ったこ

とは今初でござる）など。

　最後に，格支配の文脈に注意されたい。というのは，一つの同じ語根で意味が異なる場合があ

るからだ。例えば，umani noru（馬に乗る）は奪格で「乗馬する」の意味だが，umauo noru

（馬を乗る）は対格で「馬で行く」の意味になる。別の動詞についても，同じことが本来の意味

でも転義的意味でも起こる。

訳注

1） 原文ママ。『日葡辞書』に itçuzoは出ているが itçucoという語は存在しない。著者の誤記であ
ろう。

2） 原文ママ。issacuyaの誤記であろう。
3） 家来一人一人が主君から盃を頂いては下がる宴会。
4） 古く。古風に。
5） 稀に。
6） 原文ママ。axitaの誤記であろう。
7） 四時にまだ少し間のある夕刻。
8） 原文ママ。コリャードの『日本文典』には jigòn igoが出ているため，この語の誤記であろう。
9） 今後。
10） 原文ママ。connichigiuの誤記。
11） 原文ママ。何を指すのか不明。前後関係から「即座」に関する意味の副詞であることに間違い
はないが，『日葡辞書』にもコリャード著『日本文典』にもこの語は出ていない。後者におけ
る「時の副詞」の項目を参照すると socujiniの前は tachi maqi（忽ち）であるため，何かの間
違いでこの語を誤写した可能性も否めないが，同一視するにはやや無理がある。

12） 原文ママ。conofodoの誤記。
13） 原文ママ。conogiuの誤記。
14） 過去数日間。
15） 先般。
16） 原文ママ。tocoroniの誤記であろう。
17） 詩歌語で「あちこち流浪して」の意。
18） そのうえに。
19） 原文ママ。caneganeの誤記。
20） 「ほうど」も「とうど」も「全面的に」の意。
21） 原文ママ。narabiniの誤記。
22） 特に。
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23） 特異に。
24） 原文ママ。nomiの誤記。
25） 物寂しげに。孤独に。
26） 原文ママ。amassayeの誤記であろう。
27） すべて。すっかり。
28） 注 20に同じ。
29） 辛うじて。
30） 原文ママ。sasocu誤記。
31） 心を惹かれて。
32） 心配して。
33） 自分の手で。
34） 原文ママ。docoyorimoの誤記であろう。
35） 原文ママ。sunauachiの誤記。
36） 非常に。
37） どれほど。
38） どうしてもできない。
39） 原文ママ。xencocuの誤記。
40） 傍らに。
41） 頭を上げたり下げたりするほどの瞬間。短時間。
42） 脅しの表現で，「さあ，目にものを見せてやる」の意。
43） 原文ママ。『日葡辞書』には izaiteqicoと出ている。
44） 急いで行こう。
45） 原文ママ。domoの誤記か。
46） 原文ママ。『日葡辞書』にはmapponajiyoniと出ている。
47） この事が起こって以来。
48） まったく聞こえない。
49） ぴったりと密着して。
50） 寝室の内部。
51） 最上のもの。
52） 原文ママ。tatematçuriteの誤記（Zwartjes: 10）
53） 急いで出た。
54） 便所に行く。
55） これらの例に現れる toは，助詞の to（～と）と無関係であり，著者の事実誤認である。
56） あなたの意のままに。
57） 原文ママ。fenの誤記か。
58） 原文ママ。soriacuの誤記か。
59） 原文ママ。voyosoの誤記か。
60） 何を指すのか不詳。teqitaixiteの誤記かと思われる。
61） 反対に。
62） 御意志。
63） 面と向かって。
64） 「ずっと前からあの方は私を知っていて，懇意にしてもらっている」の意。「お殿者」とは「あ
る貴人との親戚関係」を意味し，自己を謙遜し，その貴人を敬って言うときに用いられた。

65） この例は奪格ではなく対格のはずだが，カスティーリャ語訳は “el sol entra por la ventana”と
なっており，この例の「窓へ」について著者は奪格という理解をしている。
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66） 気力がない。
67） 原文ママ。『日葡辞書』には naccuと出ている。「思いがけず早期に」の意。
68） 原文ママ。xinobiの誤記。
69） 原文ママ。misocaniの誤記。
70） 密かに。
71） 心も夢中になって。
72） 同じ陰謀や悪事をはたらこうとして，同じ徒党に属する者たち。
73） 『日葡辞書』には toriyeniと出ている。「取得」は「きっかけ」の意。
74） 原文ママ。farucaの誤記であろう。
75） 原語は “preposición”となっているが，palamという語は副詞であるため，便宜上ここでは
「副詞」と訳した。

76） 神仏が仮の姿である場所の守護をするなど，本姓の役割を務めていること。
77） 「妬う」の促音便に由来する。
78） 原文ママ。ariyajnayaの誤記（Zwartjes: 10）。
79） すぐさま取ってくれ。
80） ここで著者は tô（等）と接続詞の「と」とを混同している。
81） 原文ママ。aruiuaの誤記であろう。
82） 接続詞で，「一方では」の意。
83） 原文ママ。tadaxiの誤記。
84） これに類したもの。
85） 蛇がとぐろを巻いていたが，急に体がまっすぐになった。
86） 原語は “gerundio”で，これまでは「動名詞」と訳していたが，ここは明らかに現在分詞の機
能について言及しているため，敢えて「現在分詞」とした。

87） 原文ママ。Macotouoの誤記。
88） 原文ママ。saqidatteの誤記（Zwartjes: 10）。
89） 原文ママ。facarazuの誤記（Zwartjes: 10）。
90） 魚の眼は宝石に似ている。
91） 悪人は創造主よりも創造された物を愛する。
92） 現世も後世も。
93） そのため，キリスト教の教えは引き続いて普及するばかりだった。
94） 困難に遭遇する。
95） 原文ママ。curomiの誤記（Zwartjes: 10）。
96） 原文ママ。Fitouaの誤記か。なお，この例は「人が獅子に食われる」の意。
97） 人に罪を着せる。
98） 親の財産を子に譲る。
99） 食料が欠乏する。
100）人の心に合わない。なお，tauóは原文ママで，tagóの誤記である。
101）子に愛情を注ぐ。
102）敵側に心を寄せる。
103）好都合な使いの者。
104）拳固で殴る。
105）～したくもない。
106）困難である。
107）親の財産を相続して。
108）足の方や枕に近寄って。
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109）原文ママ。Doroniの誤記。
110）原文ママ。Fufónoの誤記。
111）断崖絶壁のような高所。漢字は不詳。
112）原文ママ。Canataの誤記。
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ルチャーナ・ヴァンネッリの快復術（Come guarì Luciana Vannelli）［承前］

　アッリーゴはひと言も答えなかった。彼はぐっと歯を噛
か

み締めてから，大きな溜息をついた。

暗い眼差しを開かれた窓の遠くにじっと注いで，彼はじつに獰
どう

猛
もう

な表情を見せたので，ルチャー

ナはブルッと身を震わせた。でも，彼はやや曖
あい

昧
まい

な微
ほほ え

笑みを急に顔に浮かべると，優しくこう呟
つぶや

いた。

　「この数日，森の中で馬鹿なことをあなたにしゃべったかもしれません。どうか忘れて下さ

い。」

　それは，彼らが遠い親戚関係に当たると彼がほのめかしたことを指していた。それは，彼女の

家族や彼女の信頼を得るための足がかりや口実に，彼女には思われた。

　「木
キイチゴ

苺を口いっぱい頬
ほお

張
ば

ったことしか覚えていません。」

　彼女は愉快に答えた。まだアッリーゴの顔全体をさっきの憤
ふん

慨
がい

した表情が覆
おお

っているのを見て

取ると，彼女はあらためて多少刺すようにチクリと諭
さと

した。

ベル・エポックのイタリア閨秀作家とその小説世界
アマーリア・グリエルミネッティ Amalia Guglielminetti（1881‒1941）著
『悦びの扉 LA PORTA DELLA GIOIA』（短編小説集）邦訳（その 5）

清　瀬　　　卓

〈Sommario〉
  È già stata tradotta e pubblicata nel numero precedente dell’Annuario di Studi KUFS la 

prima metà del racconto “Come guarì Luciana Vannelli”, in cui Guglielminetti ha dato al 

vecchio medico di famiglia un soprannome stranissimo “Ipecacuana”.

  Per quanto riguarda i soprannomi guglielminettiani come Dèdalo, il padre d’Ìcaro, si può 

notare l’umorismo satirico della scrittrice. La parola “Ipecacuana” non è ovviamente italiana 

ma è un vocabolo portoghese d’origine indiana e vuol dire una pianta medicinale coltivata in 

Brasile, la cui radice Ipecacuanha radix veniva utilizzata per le cure dai medici della Belle 

Époque in Europa. La ricetta medica del dottor Ipecacuana per la nostra protagonista Luciana 

Vannelli, consiste nel cambiamento dell’aria con il trasferimento a Belprato in montagna, 

dove ella riesce a riprendersi perfettamente, innamorandosi di un ragazzo del posto bello e 

sano ma un po’ sempliciotto, come si capisce nella seconda metà del racconto tradotta in 

giapponese per la prima volta nel presente saggio di traduzione. La scelta della protagonista 

si conclude con buoni risultati, portando beneficio non solo alla generazione contemporanea 

ai due innamorati, ma anche alla generazione precedente rappresentata dai loro genitori nella 

storiella d’amore.
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　「どうしてさっきのような暗い顔をまたされるの？ あなたは笑っている時の方が，ずっと素

敵よ。」

　「あなたのようなご令嬢が，わたしのような無知な人間をからかわれても，それは当然のこと

です。」

　彼はますます陰気になると，まるで彼女の穏やかなことばが自分をからかっているものと感じ，

ムッとして云った。

　純朴でぶっきらぼうな田舎ことばに馴れ親しんでいた彼は，ほんとうは接吻したいのに，噛
か

み

付くふりをするような曖昧で洗練された女の手練手管に不案内であった。愚弄するような愛らし

さは煩わしくて理解できないので，剣
けん

呑
のん

に切り捨てた。彼は，サンタンドレーイ家の人々とはか

なり異なった気性の持ち主だった。サンタンドレーイ家の人々の感性は何百年もの歳月ですっか

り磨り減ってしまっていたので，美しい娘の洗練された皮肉なことばを何ら気にせず，友人の気

安さからサラッと意に介すことなく大人しく聞き流すことができた。一方，彼は辛辣な悪ふざけ

にさらされると，自分のなかに押さえがたい何物かがぐっと急に頭をもたげてくるのを感じ，思

わず彼女の両手首をぎゅっと掴んで，声を押し殺して，どうせ勝ち目は彼女には無いのだから，

もしことを構えたくなければ，かまわないでほしいと懇願したくなるのだった。

　ルチャーナは，数時間こうした危険を覚悟で冗談を云った。広々とした庭園のなかを彼と歩き

廻りながら，緑の帯のように邸宅の周囲をとり巻く回廊の棚の下で隣り合って座ると，笑っては

ジョークを飛ばしたり，やや甲高い声でコケットリーたっぷりの話題を口にしたりした。彼女の

声は，時々青年の興奮した眼差しにさらされると，和らぎ，戸惑って震えた。

　彼がふたたび銃と帽子を取ろうと食堂へ入った時，娘は彼のあとについて行き，暖炉の上の緑

色がかった大きな鏡の前に行って，自分の姿を映し，しなをつくった。

　「ご覧になって，わたしって髪の毛がもじゃもじゃだわ。」

　彼女は微笑んで，頬に沿って気まぐれにカールして垂れているいくつかの髪の房をこめかみの

ところで掻き揚げながら云った。

　でも，アッリーゴは黙っていた。すでに部屋の中は，急に日が暮れ，窓辺を縁取っている葡
ブドウ

萄

の枝のためもあって薄暗くなり，不意に静寂が広がった。

　ちょうどその時，彼女は鏡の前でじっとしていて，落ち着かない笑いで静寂を破ることはでき

なかった。アッリーゴは彼女の方へ足音も立てずにやってきて，彼女の意志よりもっと強力な意

志に突き動かされているかのように，ゆっくりと彼女に追いつき，一瞬躊
ちゅうちょ

躇して背後で立ち止

まったが，もはや熱い吐息が感じ取れるほど彼女に接近していた。

　彼女は振り向いて，腹立たしいことばを吐いて，そっけなく拒否することもしようと思えばで

きた。だが，その瞬間に，世間で彼が彼女自身ほど重きを置かれていない事実は忘れ去られた。

　彼は恋一筋だった。彼女はその恋を一途に期待し，魅力的な両腕にしっかりと抱かれている自

分を感じていた。貪
むさぼ

るような口で接吻されて，彼女は痛いような幸福感に包まれ，このまま死ん

でしまうかと思ったほどだ。
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　兄が再び出発して，母親が戻ってくると，ルチャーナは森の斜面をぶらぶらと健康的な徘
はい

徊
かい

を

くりかえした。しかし，この度は，出かけるにしても，秘めたる心のおののきを感じ，せかせか

と歩かないように自分を抑えた。松林の樹々の間の人目につかない暗い木蔭とか，ビャクシンの

花輪で囲まれた草地で，青年が彼女のやって来るのを待っていて，逢
あ

えることが分かっていた。

　彼らは，廃墟と化した壁のたもとへ木
キイチゴ

苺を摘みに何度も行った。彼は彼女を両腕で持ち上げて，

食いしん坊の誘惑に応えるかのように，輝く木の実の房を緩
ゆる

やかに揺らしているいちばん高い枝

に手が届くようにした。

　彼らはいちばん太い樹の幹の背後とか，栗の老木の祠
ほこら

に遊び半分に身を隠したりして，木
こ

霊
だま

を

返す茂みの中を追いかけっこした。

　彼らは枯葉の積もった処とか，日の光が当たらずに隠れている茸
キノコ

のいくつかを覆っているふか

ふかとした柔らかいコケを棒でかき回して，茸
キノコ

狩りをした。

　彼女はこんなにも自然児で，活力にあふれた単純な存在の側にいると，ますます健康になり，

気持ちがリフレッシュされて，自分が日増しに生き生きとなってゆくように感じた。彼は，野生

的な情熱と落ち着かない不安な気持ちで，彼女を愛した。そんな彼は情愛の頂点に至ると，いっ

ぱいの敬意を表して，お伽の国のことば使いで彼女に話しかけ，歓喜の瞬間には，両腕で軽々と

赤ん坊のように彼女を抱え挙げ，おののきと愉悦の軽い叫びを発して彼の首をかき抱くかけがえ

のない宝物の色白で繊細で花のように芳
かぐわ

しい存在を胸にぐっと抱きしめた。

　あたかも病気に罹った動物が天与の本能で大地に生える草の中から，病苦を癒
いや

してくれる薬草

を探すように，無気力症に罹
かか

って貧血気味の乙女は，彼女を癒
ケアー

してくれる処方，つまり人間に備

わる豊かなエネルギーの方へと本能的に赴き身を委ねることで，憔
しょうすい

悴しきった身体を増強しよう

としていた。

　専門医は，かつて男たちが狩
ハンティング

猟や漁労で生計を立て，花のしとねで女たちと交わった時代の

原初的な生活療法ないし幼少期の単純な生活への一時的な回帰療法を彼女に処方した。若い森の

精さながら美男で晴れやかな彼女の情熱的恋人は，無意識のうちに，抜け目なく医師が命じた健

康恢復療法上の大気と日光と香
ハーブ

草の役割を果たしていた。

　母方が田舎の出であることも，また彼女の自然に対する傾斜に好都合だったのだろう。

　ある晩，彼女がやや遅く戻ってくると，母親が探るような目付きで彼女を迎えたことに気づい

た。しばらくして冷たくこごとを云われても，彼女は驚かなかった。

　「云っておきますが，夕方遅くまで森を走り廻るのはよくありません。」

　「医師の命令に従ったまでです。」

　娘は後ろめたいと感じる人の常として，云い訳を述べた。

　「散歩の連れを探すようにも云われていたの？」

　「それって，どういう意味なの？」

　「じゃあ，説明してあげます。良家の令嬢なら付き合うのが恥ずかしいはずの近隣の田舎者の

青年と，お前がいっしょにいるところを見られているのですよ。」
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　「オスカールの狩猟仲間のバルバーノに出遭ったのは，二回か三回だわ。」

　「バルバーノですって？」

　マグダ夫人は内心ビクッとなって，そうくり返し云った。田舎育ちの遠い過去を意識しなくて

も，いつも思い起こして，その表情は翳
かげ

った。

　「ええ，そうよ。」

　ルチャーナは屈託なくあっけらかんと頷
うなず

いた。

　「ちょっと立ち止まって話をしたって，どうってことないわ。オスカールがいる時は，毎日ベ

ルプラートへ訪ねて来てたわ。」

　「わかりました。でも，お前がすっかりよくなった今は，」

　ヴァンネッリ夫人はしばらく考え込んでから，きっぱりと命じた。

　「健康目的に走り廻るのは中止して，出発の用意にとりかかりなさい。」

　ルチャーナは返事をしなかった。しかし，夜になると，彼女は不安な夢うつつのなかで安眠す

ることもできず，やがて訪れる離別を考えると絶望して居ても立ってもおれなくなった。

　その翌日，彼女は母親が午睡をとる時間を見計らって，用心して走って彼に逢
あ

いに行った。恋

する青年の腕に抱かれると，彼をギュッと思いのたけ抱きしめ深刻な表情をしたので，彼は

ギョッとなった。

　「なんて青白い顔をして，震えているの。」

　彼は，いたわるように彼女を抱きしめながら云った。

　「どうしたっていうの？ 気分でも悪いの？ ぼくのことが嫌になったの？」

　「黙って。」

　彼女は小さな声で哀願した。

　「あなたのことをこんなにも愛しているから，わたしはあなたと決して別れまいと心に決めた

の。」

　「ぼくと別れるって？」

　「母はわたしをどこかへ連れ去るつもりなの。そんなことになる前に，あなたがわたしを連れ

去らなければ。」

　「というと？」

　「こうしましょう。明日の晩，わたしはあなたと駆け落ちするわ。一昼夜いっしょに過ごせば，

彼らも仕方なくわたしたちの結婚を認めてくれるわ。それに，わたし 22歳なのよ。自分の意志

を通せるわ。」

　初めて彼女は，こんなにもはっきりと，自分の人生にとって恋というものがどれほど決定的な

意味をもっているか，しかも，愛する男性を良
おっと

人に選ぶ自分の権利を断固として行使するつもり

だと宣言した

　青年はそのような性急で大胆な決意にまだ戸惑いを感じながら，眉間に怒りの皺
しわ

を寄せて，

じっと床を見つめて黙っていた。彼女の顔を見る勇気が出てこないかのように，顔を伏せたまま，
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彼はややしわがれた声で反論した。

　「ひとつ忘れていることがあるのじゃない。」

　「それって，何なの？」

　ルチャーナはやきもきして，とっさに訊
たず

ねた。

　「いま君が自信をもって決めたことを，やがて後悔する日が来るかもしれない。君は街の裕福

で教育もあるお嬢さんだ。ぼくは粗野な百姓にすぎないし，財産といえば，猟銃一丁と一握りの

日当たりのよい土地だけ。ぼくが君のためにかなえてあげることができる生活は，君の生活とは

あまりにかけ離れていて，惨
みじ

めな思いをするから。」

　「それこそわたしの好きな生活だわ。そんなことより，もうあなたのことをあきらめるなんて，

わたしにはできない。」

　「きっと君の財産目当てに，ぼくはうまくやったと噂されるよ。」

　「云わせておけばいいわ。わけが聞きたければ，わたしのところへ来るように云ってやりなさ

い。それに，世間のことを心配するなんて，そんなあなたは，わたし嫌いよ。」

　「ああ，愛しい女
ひと

，可愛い聖
マドンニーナ

女，ぼくは跪
ひざまず

いて，毎日夜となく昼となく毎度，愛し合うこと

の有難さを授かるようにと，君に祈りを捧げる！今は君に接吻する勇気も，明日の晩まで近づく

勇気すらぼくにはない。」

　彼女は，うっとりと微笑んで彼の話を聞いていた。それから，彼の耳もとに上体をかしげて，

彼に囁
ささや

くように訊
たず

ねた。

　「明日の晩，どこへ逃げましょう？」

　「どこがいいかなあ，しばらく考えさせておくれ。」

　アッリーゴは思案しながら呟
つぶや

いた。

　「たぶん，ぼくの家から半時間ばかりの距離にある葡
ブドウ

萄畑の小屋が最適な場所だろう。葡
ブドウ

萄が

熟してくると，見張るためにぼくが夜を過ごす場所だから。じゅうぶん寛
くつろ

げる小さな部屋がふた

つある。かつてひとりの画家が借りて，ひと夏を過ごしたことがある。でも，君はひどいところ

だと思うよ。」

　ルチャーナは血色のよい手のひらで彼の口を覆
おお

って，こう囁
ささや

いた。

　「そんな云い方はよして。わたしたちの幸せの隠れ家として，素敵だと思うわ。」

　その翌日，ルチャーナ・ヴァンネッリは，ほとんど丸一日自分の部屋に留まって，出発する準

備に追われている振りをした。彼女はトランクを開けておき，その中へ書物や人
ポートレート

物画やどこへ行

くにも携
たずさ

えることにしている細
こま

々
ごま

とした身の回り品のすべてをゆっくりと詰め込んだ。時々，部

屋のまん中に立ち止まっては，床をじっと見つめて，ぼんやりした。

　彼女は，友人が今まで連れ立って何度も駆け廻った森を，その時間ずっと彷
さまよ

徨っていることは

知っていた。切り倒され苔
こけ

でふんわりとした木の幹に腰掛けている彼を思い描いた。そこは，彼

らが休息の度に足を止めた処だった。神経質な右手で，彼の足元にうずくまっている犬の耳をも

みくちゃにして，当惑して落ち着かない時に彼がよくする仕
し

種
ぐさ

なのだが，左親指の関節を噛
か

んで
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いる彼の姿を思い浮かべた。それから，鳥のピューという鳴き声で鬱
うっ

蒼
そう

とした葉蔭から躍り出て，

猟銃を掴み，一瞬狙いを定めて発砲すると，走ってゆき，ぐったりした獲物を掴んで，若いケン

タウロスのような美
び

貌
ぼう

に勝利の笑みを浮かべている彼を。

　彼女が昼食の時間に降りてゆくと，母親は午後ずっと家にいた理由を彼女に訊
たず

ねた。

　「自分で準備をするようにとおっしゃったでしょう？ 出発の仕度をするようにとおっしゃら

なかった？ 云い付けに従っただけよ。」

　彼女は優しく諦めるように返事をしたので，マグダ夫人は不
ふ

憫
びん

に思った。

　「あくびをして毎日を過ごすこのような人里はなれた場所を引き上げるので，正直ほっとして

いると白状しなさい。ぱっとしない人々を相手に，2ヶ月間も孤独そのものの生活をして，私た

ちは大きな犠牲と人格的な損害を蒙ってきました。合理的な考え方をする人々の云い付けに素直

に従って，お前は健康恢復のために，わたしはお前のために，率先してこのような生活をしまし

た。約 25年間，私はここへ戻ってきませんでした。少なくともこれから先 25年間は戻ってこな

くてよいように祈りましょう。」

　「さあ，どうなるかしら？」

　ルチャーナは微笑みながらも両肩をぐっと挙げて，曖昧な仕
し

草
ぐさ

をし，半信半疑だった。

　「判らないわよ？」

　ちょうどそこへ，召使の女性が郵便物をもって入ってきた。郵便物は，この高地では晩遅く

なって届いた。それは，ルチャーナが《怠慢》と名づけている旧式な乗り合い馬車で運ばれてき

た。痩
や

せた二頭の駄
だ

馬
ば

が曳
ひ

く古ぼけたおんぼろ馬車で，到着する時間もやって来るかどうかも相

手まかせだった。

　マグダ夫人は良
おっ と

人の手紙を黙って読んだ。彼は，もう 1ヶ月ベルプラートに滞在するように勧

めていた。彼女は微笑みを浮かべて，女友だちや男友だちからの何枚かの絵葉書を論評した。そ

の中には，エ
ヴィッラ・デステ

ステ荘から挨拶を送ってよこしたサンタンドレーイのものが混じっていた。それか

ら，彼女は新聞を読みふけった。ルチャーナはまもなくベッドに入ったが，なかなか寝付けな

かった。夜明けに一番鶏が鬨
とき

を告げる頃，ようやく眠りに落ちた。

　陽
ひ

が高くなってから起きると，彼女は庭園に張り出している窓の下枠のところに，下
しも

手
て

から上

へ狂いのない狙
ねら

いで機敏に投げ込まれた淡い色の野生のシクラメンの花束が芳香を放っているの

を見つけた。

　彼女は，それに託して，恋人が無言のこと伝
づて

と忠告と祈りと約束を彼女に届けてくれた野生の

小さな花に接吻をした。そして，抑えきれない不安を無垢な触れ合いで鎮めようとするかのよう

に，花を心臓に押し当てた。

　その朝は，樹木も荒れ狂う風に吹かれてざわめいていた。終日，彼女の熱を帯びたイライラの

絶え間ない叫び声のように慟
どう

哭
こく

の声が，彼女の神経を痛めつけ，逆なでし，揺さぶった。お茶の

時間に，母親は彼女が青白い顔をして，しょげ返っているのに気づき，心配して具合でも悪いの

かと訊
たず

ねた。
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　「風のせいなの。」

　ルチャーナは声の調子や仕
し

種
ぐさ

で無理になんでもないかのように平静をとりつくろって，その理

由を説明した。

　「部屋の窓を朝開けたままにしていたから，ちょっと寒さが骨身にこたえたの。なんでもない

わ。お茶で身体が温
あたた

まるから。」

　彼女は果樹園を駆けて，滑りのよい差し錠と錆び付いて機能しなくなった鍵で簡単に施錠され

た小さな門
もん

扉
ぴ

を注意して調べたので，身体が温まった。それから，自分の部屋に戻って，緑色の

繻
しゅ

子
す

で裏打ちされた幅 25㌢足らずのスーツケースに細
こま

々
ごま

した必需品を詰め込み始めた。蓋を閉

めると，その中に，鏡や櫛やヘアーブラシなど女性が身だしなみを整えるのに必要な小物がぎっ

しりと納
おさ

まった。彼女は，旅にはいつもこのスーツケースを携えていった。それが済むと，彼女

はタンスにバッグを隠した。こうしてから，晩に羽織るための衣服と帽子と面
ベール

紗を選んだ。彼女

は母親宛にメッセージを書いて，出てゆく理由をはっきり説明しておくべきかどうか，しばらく

の間思案した。前日のいくつかの話題を考慮すると，彼女は手がかりを残さない方が得策だと納

得した。事前に発覚して，早々と追っ手に追跡され，計画が駄目になってしまう可能性があった。

　食事をとりに階下に下りた彼女は，ほとんど料理に手を付けないで，食欲がないとはっきり

云ったので，ちょっと心配になったマグダ夫人は，予防のためにキニーネの錠剤を飲んでから，

すぐに寝室で休むように勧めた。

　ルチャーナはその気遣いに微笑んで，母親を抱きしめ，元気そのものだし，すぐ眠りに落ちる

と保証した。ひとりになりたい必要性から，自分の部屋に走って上がると，胸の奥で心臓の鼓動

がとても亢進していた。夜更けになって唸り声を激しくたてる強風は，彼女の呼吸のリズムと同

調しているかのように思われた。

　額から踝
くるぶし

まで脈打ち，項
うなじ

から足先まで身震いばかりしているのは，彼女の方だった。緊迫した

夜空を飾る星もまた，意中の男に媚を売って恋する女さながらに打ち震えていた。それは，あた

かも興奮に脈打つ恋人の胸にすがっているかのようだった。

　家のあらゆるざわめきは次第に黙
もだ

し，光もすべて消えていった。母親の部屋の燈
ラン プ

火はずっと

点
とも

っていたが，振り子時計が 11時半を告げた時点で消えた。

　アッリーゴと街道で落ち合う約束は，真夜中と決めてあった。ルチャーナはすっかり用意がで

きていて，衣装を入念に纏
まと

い，サンダルを履き，小さな帽子を被り，顔に面
ベー ル

沙を付け，半分閉

まった小さな扉
ドアー

の影に突っ立ったまま，その瞬間が到来するのを待った。噛
か

み締めた歯は熱にガ

タガタと鳴った。彼女は，自分を支配している恐ろしい不安を抑えようと両の手を捩
よじ

った。

　時計が，11時 45分を告げた。もはや苦悶の状態に耐えられなくなって，サンダル履きの彼女

はスーツケースを握ると，忍び足でヴェランダへ出た。

　階段の奥の扉
ドアー

は，軽く押すと音もなく開
あ

いた。番犬がやってきて，尻尾を振り，クンクン鼻を

鳴らしながら彼女の手を舐
な

めた。犬は，彼女が果樹園の周囲を囲
かこ

っている低い壁を簡単に飛び越

える間，彼女に付いてきて，出口へと続く林
リンゴ

檎並木の道を彼女について走った。
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　県道に出る起伏のある斜面を，彼女は仔鹿のようにピョンピョン駆け下りた。あたりは真っ暗

闇だったが，彼女は躊
ちゅうちょ

躇することなく，道の分岐点へ向かった。一様に黒く線を描く植え込みの

ところに，黒い一団が待機していた。馬の鼻息と馬具の金属的な音を耳にした。やにわに暗闇か

ら押し殺した声が聞こえた。

　「君かい？」

　「ええ，私よ。」

　「誰にも見られなかったかい？」

　「大丈夫。」

　二本の腕がさっと彼女を持ち上げ，彼女の心臓を激しく動悸を打つ彼の心臓に，彼女の顔を欲

望に興奮している彼の顔に，彼女の口を若さの匂う彼の口に押し付けた。

　「1時間も待ったよ。」

　「愛
いと

しい人！」

　「怖くない？」

　「いいえ。」

　「自分のことを後悔していないの？」

　「私は幸せよ。」

　「行こうか？」

　「行きましょう。」

　それから，彼らは深夜の人気のない道を辿
たど

った。彼らの頭上には，真上から首
ネックレス

飾りのように新

芽が垂れて揺れていた。西洋サンザシの生垣からコオロギの大合唱団が，彼らのために結婚行進

曲を盛んに歌っていた。

　マグダ・ヴァンネッリ夫人に召
メイド

使の女性が令嬢の姿が部屋になく，寝
ベッド

台も前の日から使われた

形跡がないと告げた時，そのことばの意味が彼女にはすぐに理解できなかった。

　「早起きして，朝の新鮮な空気を吸いに散歩にでも出かけたのでしょう。昨日の晩は気分がす

ぐれなかったから。」

　夫人はベッドカヴァーから両腕を伸ばして，召
メイド

使の娘が差し出す熱いコーヒーをお盆から受け

取りながら，落ち着いて返事をした。

　「奥様，そうじゃありません。ベッドで休まれた形跡が全然ないのです。わたくしはお客様用

の部屋がより広いので，お嬢様はそちらで休まれたのではと考えましたが，その部屋も空でし

た。」

　夫人は一息でコーヒーを飲み干すと，カップを手荒にお盆の上に置いたので，召
メイド

使はバランス

を崩した。

　「お前は思い違いをしているだけです。」

　召
メイド

使は顔をしかめて肩を挙げ，平然と失礼な態度をとった。無言でくるりと背を向けると，部

屋の外へ出て，振り向かずに扉
ドアー

を閉めた。厨
キッチン

房へまっしぐらに直行して，事件を話題にすると，
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驚くべきニュースはたちまち広まった。

　夫人は，豊満なバストが大きくのぞく赤い部
ヴェスタリア

屋着を纏
まと

うと，業を煮やしながら，不安な面持ち

で，娘の部屋の中を歩き廻った。手紙や書き置きなど，彼女がいなくなった理由を明らかにして

くれる何らかの手がかりを夢中で探し廻った。

　召
メイド

使はレースの縁取りがしてある白いエプロンを両手でいじりながら，戸口のところに立ち止

まった。彼女は俯
うつむ

いて微笑みを隠していたが，眼はあからさまに笑っていた。

　「奥様，ご用事でしょうか？」

　「今朝，外出しようとしていた娘の姿を，誰も見かけなかったかどうか聞いてきておくれ。ル

チャーナは，時々奇妙に思われることがある。おそらく…」

　「奥様，もう聞いてまいりました。昨夜，11時から真夜中にかけて，一台の馬車が向うの県

道の起点に停まっていて，誰かが幌
ほろ

を挙げて待っていたそうです。街の市
いち

に出かけて帰宅がとて

も遅くなった老人のシモーネが目撃したと申しています。馬に見覚えがあると申してました。」

　「馬がどうしたっていうの？」

　「奥様，その馬ですが，どうやらバルバーノの息子が所有する馬のようでもあり，オスカール

技師がおいでの時，しばしばここへやってきた若い狩人が所有する馬のようだったということで

す。」

　若い狩人とルチャーナ嬢については，もっと興味深い知らせを話そうと思ったが，女主
あるじ

人の怒

りを恐れて，黙っていた。マグダ夫人はスイスの寄宿学校出で，貴族階級の友人がいるにもかか

わらず，時としてかなきり声をはり上げたり，下品な罵
ば

詈
り

雑
ぞう

言
ごん

を吐いて，野卑な怒りを爆発させ

ることがあった。しかし，今の彼女は驚くほど自制して，怒りと侮蔑のことばをグッとこらえ，

運転手を呼んでくるように召
メイド

使に冷ややかな調子で命じた。さっそく運転手がやってきたので，

すぐ出発の準備をするように云いつけた。

　彼女にとって，バルバーノという名前は，晴天の霹
へき

靂
れき

だった。彼女は娘の消息をどこで誰から

得ることができるか，今になってようやく判った。彼女は，臍
ほぞ

を噛
か

む思いで，30年前のことを

振り返ってみなければならなかった。その当時，彼女の良
おっと

人は《ベルプラートの若旦那》で，下
しも

手
て

の窓枠を飛び越えて，ライ麦とイナゴ豆の袋に埋まった彼女の部屋に闖
ちんにゅう

入してきたのだった。

　向うの刈り込まれた黄色の畑地には，例の大きな低い屋敷が，まだ今でも残っているはずだっ

た。そこから，好運にも時機を得て，彼女は美貌と教養を兼ね備えたヴァンネッリ夫人として上

流社会にデビューしたのだった。向うには，まだバルバーノ老人がいるはずだった。彼はあらゆ

る野
ジ ビ エ

禽類の猟を専門としている若者アッリーゴの父親として，軽薄な娘と狡
ずるがしこ

賢い誘惑者の隠れ家
が

をきっと知っているにちがいなかった。

　彼女が問いただすべく赴いた時，バルバーノ老人は井戸端に座ってパイプをふかしていた。麦

の穂の束がちらばっている麦打ち場に自動車が侵入してきて，おまけに車に乗ったまま，夫人が

偉そうな口調で詰問したので，彼はびっくり仰天していた。

　「息子さんは在宅なの？」
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　「いや，昨日の朝から見かけないね，奥さん。」

　「どこへ行ったら会えるのか教えて頂
ちょうだい

戴。是が非でもうかがいたいことがありますから。」

　「さあ，どうしたらいいものか。アッリーゴは一日中森をうろついていて，時には夜通しのこ

ともある。猟に出ているので。」

　「ええ，猟に出ているのは知っています。それも，程度ものです。晩方に，ベルプラート付近

を馬車で通ったそうです。」

　「そうだろう。馬を一頭所有しているので，きっとそれを使ったのです。」

　「話というのはこうです。分かりますか，重大問題なのです。馬車であなたの息子さんが今晩

行くとすれば，それはどこでしょうか？」

　「時々，葡
ブドウ

萄畑の小屋へ行きます。」

　「その葡
ブドウ

萄畑の小屋はどこなのです？」

　「向うの丘の上ですが，自動車では無理です。」

　マグダ夫人は，黄金色の麦の穂に煌
きら

めく夏の日差しと堪
こら

えた怒りとで紅潮した顔を，香水が芬
プン

芬
プン

と匂うハンカチーフであおいだ。

　「もし半時間待って下さるのなら，倅
せがれ

を捜しに少年を向うまで遣ります。」

　「ようござんす，遣って頂
ちょうだい

戴。急いで下さいよ。」

　「車から降りて，日蔭で一息入れて下さい。」

　マグダ夫人は不承不承だったが，バルバート老人の言葉に従った。彼女は焼けるような鉄の車

体と革のシートから降りて，胡
クルミ

桃の巨木の下に腰を下ろした。

　その時，彼女は憂
ゆう

鬱
うつ

な気分に襲われ溜
た

め息をついた。そこは，幼いマッダレーナの読書好きを

知っていた教区司祭が貸し与えてくれた祈祷書や公教要理や聖俗の書物を，彼女が誰にも邪魔さ

れずに読んで，日曜の閑雅な時間を過ごした隠れ家だった。

　バルバーノ老人は，はだしでシャツ姿の小僧に倅
せがれ

を捜しに行くように命じてから，自分たちに

無関係なことがらを意に介さない百姓らしく晴れ晴れとした様子で井戸端にあらためて腰を下ろ

すと，彼の癖なのだが，瞑想に耽るようにして，黙ってパイプをふかし始めた。シルクの衣装を

纏
まと

い，耳に大きな二つの輝くイヤリングをして，自家用車で乗りつけた金持ちの夫人が，生まれ

ながらに同じ苗字を名のり，彼女自身の幸運が，例の家の低い窓とカービン銃の説得のお蔭であ

ることに眼をつぶっていた。

　1時間半待つと，百姓の子供が走って戻ってきて，ご主人様はまもなくお嬢さんを連れて馬車

で到着の予定ですと告げた。

　「お嬢様って？」

　子供の腕を掴
つか

んで，手荒く揺すりながら，老人はぶっきらぼうに訊
たず

ねた。

　「名前なんか知らないよ。」

　子供は腕を締め上げられたので，もがいて身を離そうと金切り声を上げた。

　「彼といっしょにいた娘さんの名前など。」
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　彼はそう云い訳すると，はだしのまま擦
す

り足で素早く逃げ出して，ご褒
ほう

美
び

として夫人が差し出

した銀貨を貰
もら

おうと突進してきた。

　彼女は中庭の敷居に突っ立ったまま，空色のシルクの日傘をこわばった顔にかざして，喘
あえ

ぎな

がら，手に負えない娘を乗せて腹立たしいぐらいゆっくりと彼女の方へ進んでくる馬車をじっと

見つめた。

　高いステップからルチャーナは地面に飛び降りると，無理に自然を装って挨拶してくれた母親

に微笑もうとした。

　「お母さん，今日わ。どうして，わざわざ呼びつけたりなさるの？ 今日ベルプラートに戻る

ことにしていたのに。」

　「困った娘
こ

だ，お黙り。」

　ヴァンネッリ夫人は，くぐもった声で囁
ささや

いた。

　「事件が起こった後では，ベルプラートになんか戻れますか。」

　「事件が起こった後ですって？」

　ルチャーナは，わざと眼を見張って，くり返した。アッリーゴに目
め

配
くば

せして，面倒は何ひとつ

起こしていないことを証明させようとした。でも，若者の方は，母娘の剣
けん

呑
のん

な出会いに立ち会わ

ないで，馬車に飛び乗り，馬を御して厩舎へと向かった。そこで，ルチャーナはごく静かな声で

話を続けた。

　「これほど単純で自然なことは，他に起こりようがなかったわ。不名誉なことをしたとも思わ

ないし，真実を隠したりもしたくありません。わたしはアッリーゴ・バルバーノと結婚すること

にしたの。少なくとも彼を愛しているし，他にお母さんとお父さんから許しを得る方法が見つか

らなかったので，彼と逃げ出すことにしたの。これがすべてよ。」

　「お前は頭が変なのです。ルチャーナ，頭がへんですよ。」

　小さな怒りの声で，マグダ夫人は一気にまくし立てた。それから，ぐっと抑制して，こう付け

加えた。

　「このことについては，もっと後で話し合いましょう。さあ，車に乗りなさい。わたしとすぐ

に出発するの。」

　「いいえ，お母さん。約束を守ってくれるまで，わたしを連れてゆくことはできないわ。」

　うら若い娘は，胡
クルミ

桃の巨木の方へと進みながら，じつに穏やかな態度で返事をした。

　「約束とか同意とか承諾とか云うのは止
よ

しなさい。娘が無知な田舎者の百姓と結婚して，惨め

な生活を余儀なくされるなど，わたしには想像を絶します。」

　「惨めですって，それは違うわ。原
プリミティヴ

初的な生活でしょ，お母さん。お医者さんが勧めてくれた

健康恢復に最適の生活でしょ。」

　「でも，わたしは反対です。何が何でも，わたしは反対です。」

　「お母さん，もう遅すぎるわ。」

　「このような恥も外聞もない狂気の沙汰をしでかして，お前が破滅するのをわたしもお父様も
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黙ってみていることはできません。」

　「お母さん，わたし 22歳なのよ。」

　彼女たちは，一歩一歩進んで，胡
クルミ

桃の老樹の葉
は

叢
むら

の下にやってきた。老樹は族長のように巨大

な両手を拡げて，今では社交界に出て行方知れずとなってしまった幼馴染の女性と，社交界から

自分のところへ戻ってこようとするうら若い娘のふたりを迎え入れた。

　夫人はハンカチで顔を隠して，石のベンチに崩れるように倒れかかった。はっきり聞き取れな

い程か細い声で，呻
うめ

きながら泣きごとを云った。

　「お母さん，聞いて。」

　母親の前に立ったまま，スリムなルチャーナは，青ざめ，地味な色の服を震わせながら，母親

に身をかがめて祈りを捧げるかのように両手を握り締めて，自分の愛を守ろうとした。

　「お母さん，聞いて。」

　「ルチャーナ，注意しなさい。そんな風に語るお前に，わたしは耳を貸すことはできませ

ん。」

　「お母さん，これが本当のことでしょう。運命の皮肉に思えます。お母さんがお父様に出会っ

た頃，同じこの家に住んでいたでしょう。とても若くって，ほんとうに綺
き

麗
れい

で，それに知的な娘

さんだったのでしょう。お父様は良識と洗練された趣味をお持ちで，お母様が立派なレディーに

なるように教養と作法を授けられたのでした。」

　「ルチャーナ，止
や

めなさい，お願いだから。」

　「わたしは，お母さんの気に障るようなことは何ひとつ申し上げていません。今も昔も変わら

ず，お母さんのことを尊敬しています。でも，あなたのひとり娘を野生児に戻すことで，自然は

こうした欺
ぎ

瞞
まん

に復讐しようとしたように思われるの。ラテン語やギリシア語を勉強して，フラン

ス語と英語を話し，哲学書を読み，ヴァイオリンを弾
ひ

きこなすわたしは，ひとことで云うと，す

ぐれた教養の持ち主なのだけれど，そのわたしがやっと文字を間違わずに書ける程度の百姓男に

惚
ほ

れてしまったのですから。」

　「なんて不幸なのでしょう！きっとお前は後悔するはめになるから。」

　「そうは思わないわ，お母さん。わたしたちの世界で知っている優雅な貴公子の誰にもまして，

あの男
こ

児がわたしは好きなの。彼の側にいると，どんな危険も災いにも立ち向かうことができる

ように感じるの。それから，くり返しますが，あの男
ひ

性
と

と結ばれることは，わたしの宿命であっ

て，自然の摂理に従うことに思えるの。これはわたしのなかで囁
ささや

く血統の声であって，あなたが

生まれた大地の懐
ふところ

へとわたしを連れ戻す暗い隔世遺伝のようなものなの。結婚する前のあなたは，

バルバーノの女だったわ。わたしは結婚して，バルバーノの女に戻るの。云いたかったことは，

これですべて。じゃあ，行きましょう。」

　彼女はアッリーゴに挨拶するために，走ってその場を離れた。彼は，緊張した母娘のやりとり

の間，井戸端に座ってパイプをふかしている父親と控えめな会話をかわしていた。彼は，彼女の

ところへ落ち着かない面持ちでやって来た。
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　「話はどうだったの？」

***

　「なんでもなかったわ。これから街へ行って，今晩，父と話し合うつもりなの。明日になった

ら，あなたに手紙を書きます。じゃあ，これで。わたしがあなたのものだってことは忘れない

で。」

　娘がアッリーゴ・バルバーノと結婚する許しを得たいと云った時，陽気だが疑い深い性格の還

暦に手が届こうとしているヴァンネッリ氏は，からかい半分の笑いを堪
こら

えることができなかった。

　ルチャーナの肩に手のひらを置いて，嘆息をつきながら人を小馬鹿にするように云った。

　「お前までも！」

　妻は，すでに前夜の困った事態について，彼に説明していた。変な気まぐれから乙女が正気に

戻り，醜
スキャンダル

聞とその影響が他の人々の噂に上らないようになるまで，自分たち二人をしばらく旅

に出させてほしいと提案した。

　しかし，ヴァンネッリ氏は自らの経験から，若気の至りを治してくれるのは，情容赦なく馴
じゅんち

致

し歯止めをかけてくれる法律の重い枷
かせ

だけであることを知っていた。だから，からかい半分の笑

いと人を小馬鹿にするような嘆息を漏らしながら，彼はきっぱり心に決めていた。

　ルチャーナは，母親の怒りと涙以上に，父親のいやみな上機嫌にすっかり心細くなって，怯
おび

え

懇願するような眼差しを彼の顔に向けながら，宣告が下る瞬間を云い知れぬ興奮と沈黙のなかで

待った。

　「お前がどれほど嘆かわしく馬鹿なことをしでかしてくれたかはっきりさせるために，わしは

長
なが

口
く

説
ぜつ

を弄することもできよう。しかし，そうしたとて何の役にも立たないと解っているし，誰

しも良かれ悪しかれ自己の運命を引き受けなければならないと思うので，わしの父親としてのし

かるべき義務には眼を瞑
つむ

り，単刀直入に訊
き

きたいのだが，お前は今すぐにもアッリーゴ・バル

バーノと結婚するつもりなのかね？」

　「ええ，お父さん，できる限りすみやかに。」

　「結構。さっそく結婚通告の手続きをしよう。せっかくだから，約 30年前にお母さんとわし

が結ばれた例の田舎の教会で，お前たち二人も結婚式を挙げるように勧めたいと思うが。」

　「お父さん，うれしいわ。ありがとう。」

　ルチャーナは感動のあまり咳
せ

き込みながら，うれし涙に咽んだ。

　「わしの方こそ感謝の気持ちでいっぱいだ。これがギリシア悲劇のいくつかに重くのしかかる

宿命に似て，わたしたち一族にとっての一種の宿命と考え，わしはそれを甘受しているのだ。」

　彼女の父親は，苦い思いに冷笑を浮かべた。しばらく想いに耽ったあと，やや朗らかになって，

こう付け加えた。

　「ベルプラートの農園も婚資にするがいい。あの家は，ヴァンネッリ家の後裔に十分な凶兆を

示しているからには，他人に譲って欲しい。」
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　「そんなことは云わないで。」

　ルチャーナは，沈んだ声色で頼んだ。

　「そんなことではない。」

　父親はやさしさ半分，冷ややかさ半分に，彼女の片腕をパンパンと叩いて，鷹揚にくり返した。

そして，笑いながら，こう続けた。

　「さあ，涙を拭
ふ

いて。それから，お母さんのところへ行って，数週間すれば，母親がかたく信

じていたサンタンドレーイ侯爵夫人ではなく，バルバーノ夫人を名のることになると知らせてあ

げなさい。」

　「お父さん自らそうおしゃって頂く方がよいのでは。」

　彼の娘は父親の首に情愛の籠
こ

もった腕をグルリとまわして，まだ心配そうな笑みを浮かべて，

彼に嘆願した。

　「解
わか

った，解った。」

　ヴァンネッリ氏は，唯
い

々
い

諾
だく

々
だく

と陽気に約束した。

　「すでに，わしは許可することにしていて，うれしい知らせをお前の母さんにも伝えるつもり

だ。」

　「なんていいお父さん！」

　「つまるところ，わしだって 30歳の時，今日お前がしているのと同じことをしたんではな

かったかな？ おそらくわしに罪はなかったし，お前だって罪を犯してはいまい。」

　「わたしのような場合，罪は誰にあるかご存知？」

　ルチャーナは眼を伏せて父の手を握り締めながら，小さな熱の籠
こ

もった声で敢えてこうも云っ

た。

　「それは全部，2，3ヶ月の田舎暮らしを命じたお医者さんにあるわ。もしそうでなかったなら，

わたしはあんなところへ行かなかったし，アッリーゴにも出遭
あ

ってないわ。」

　「未開生活の治療法を医者が処方してくれたので，お前は自分の健康恢復に役立つことを確か

めると，その療法をほかの時間にも適用することに決めたのだね。」

　「その通りなの，お父さん。」

　ルチャーナは禿
は

げ上がったこめかみにキッスして，安
あん

堵
ど

の笑いを浮かべた。

　「わたしって悪い娘
こ

なのかしら？」

　父親は，初めて彼女の眼をじっと覗き込んだ。それは，見つめられた方が敬意を込めて身震い

せざるを得ないほど，心の奥を見通すような視線だった。やがて，彼は娘の肩に両手をついて，

立ち上がると，にこりともしないで，こう答えた。

　「それは，やがて解ることだ。」
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註および参考文献

　本邦訳に使用したイタリア語テキストは，Amalia Guglielminetti, La porta della gioia（1920 
Vitagliano, Milano）で，今回はそのうち掲載誌の紙面の関係で 162‒219頁の後半を試みに翻訳して
みた。
　すでに『京都外国語大学研究論叢』第 79号誌上に A.グリエルミネッティの短編小説《ルチャー
ナ・ヴァンネッリの快復術》の前半部分を邦訳紹介したが，この半ば自伝的要素を加味した医

メディカル

療モ
ノのジャンルに属する異色作冒頭に，ヴァンネッリ家の家

ホーム・ドクター

庭 医が登場する。その名前をイペカ
クァーナ Ipecacuana先生という。なぜ，グリエルミネッティは，老医師に，イタリア語でもない
奇妙奇

き

天
て

烈
れつ

な名前を付けたのだろう。本短編集『悦びの扉』所収の他の短編小説〈イカロスの父ダ
イダロス〉同様に，この渾

ニックネーム

名には，本作品に仕組まれた作者の茶目っ気たっぷりな遊び心が反映
している。
　イペカクァーナ Ipecacuanaとは，ポルトガル語のイペカクァーニャ ipecacuanha（南米土語では，
i-pekaa-guéne）をややイタリア語綴りに変えたもので，アカネ科 Rubiaceaeの薬草の学名
Cephaelis ipecacuanha A. Richardに由来する。〈花が頭状に集まった〉（cephale＋eilein）〈嘔吐さ
せる草〉（ipecacuanha）の意味をもつ。貯蔵根 Ipecacuanhae radixは，ブラジル，特にMatto 
Grosso州で生産され，Rio de Janeiro港から海外へ出荷されるので，〈リオ吐根〉と呼び習わされ
ている。この吐根は，Emetine（1～2％）, cephaeline, psychotrineなどのアルカロイド成分を含有，
3～4gと大量摂取すれば，胃粘膜を刺激して嘔吐を起こし，1回あたり 0.03～0.05gと少量の摂取
であれば，気管粘膜を潤し去痰作用や緩下作用を発揮する。瀉痢治療薬として，ポルトガル宣教師
が 1570年頃から 1600年にかけて Igpecayaとか pigayaの名称で用いていた。1672年以前にフラン
ス人ルグロ何某が，1680年にはパリの商人ガルニエが，ipecacuanhaの吐

ト

根
コン

をパリにもたらし，医
師エルヴェティウスは赤痢治療に試用した。1800年には，ポルトガル海軍軍医ゴメスが，ブラジ
ルから良質の吐根をリスボンに送っている。気管支炎治療薬としても使用されたが，1912年にレ
オナード・ロジャー卿によって，アメーバ赤痢治療に皮下注射として投与されたという。
　急性疾患の赤痢や疫痢に腸チフスやコレラといった激しい症状を呈する伝染病が，公衆衛生が社
会全体に行き届いていなかった 20世紀前半までは欧米社会といえども多く見られたので，吐

ト

根
コン

 
Ipecacuanhae radixや万能特効薬キニーネや新しく開発された砒

ヒ

素
ソ

製剤〈アルスフェナミン 
arsphenamine〉の威力は，当時の人々にとって僥倖であった。
　もとより健康の秘訣は，貝原益軒の『養生訓』を引き合いに出すまでもなく，癒

ヒーリング

しを兼ねた養
生法にある。養生術とは，麻

アネステジー

酔法の飛躍的発展に支えられた大掛かりな外
オ

科手
ペ

術が一般化した現代
医学の医療の考え方と異なり，予防医学に重きをおいた発想であり，健康体を維持するにはどうす
ればよいかを説くものである。西洋でもギリシア・ローマの時代から，漢方と同じく，養生術が，
医学・医療の原点にあった。現代社会は，残念ながらこの原点を見失っている。治療は医師本来の
仕事ではない。医師本来の仕事は，健康増進法を教えることにある。つまり，益軒先生のように，
養生術を一般社会に普及させることが，医師本来の仕事でなければならない。
　従って，老獪なイペカクァーナ先生のルチャーナの健康増進に対する処方―高原ベルプラートで
の転地療法は，正攻法であったわけだ。薬の処方などは，二の次の問題である。22歳の才媛ル
チャーナは転地先で一人の野生児と恋に落ちることで，目出度く健康恢復を成就する。
　さて，ベル・エポック時代に，ルチャーナ・ヴァンネッリのような令嬢を立

フェアー・

派な貴
レ デ ィ ー

婦人に仕立て
上げるには，どれほどのお金がかかったのだろうか？　この問題に関して，森鷗外が 1909年当時
の欧州新聞記事を翻訳・紹介しているので，ここに参考までに転記しておく。「英国一貴婦人の教
育費を計算した人がある。当歳より 8歳まで，毎年 2千円，計 1万 6千円。9歳より 15歳まで，
毎年 3千円，計 2万 1千円（音楽，絵画，舞踏の教育費を含む）。16歳より 18歳まで，毎年 4千 5
百円，計 1万 3千 5百円。19歳，1年 7千 5百円，計 7千 5百円（ドイツ・フランス二国遊歴費を
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含む）。20歳，3ケ月 3万円，計 3万円（参内および season交際費を含む）。総計 8万 8千円。同
国の男子の医科，法科もしくは工科大学を卒業するまでの費用は 5万円ぐらいだそうだ。」立

フェアー・

派な
貴
レ デ ィ ー

婦人誕生までに要する費用は，少なく見積もって 21世紀の今日の価格に換算すれば，ざっと 1
億 7千 6百万円に相当する。一方，工科大学出身のエリート紳士誕生に要する費用は，1億円に過
ぎない。ベル・エポックの典型的な令嬢ルチャーナ・ヴァンネッリが，社交界の華である
貴
フェアー・レディー

婦 人として活躍するまでには，こうした計り知れない出費が必要だった。果たして，それに
見合うだけの人も羨む結婚と幸せな家庭生活が約束されていたかどうか，それは神のみぞ知るにす
ぎない。
　吐

ト

根
コン

Ipecacuanhae radixについては，主として稲垣勲ほか編著『生薬学』（南江堂 1966）p. 67お
よび Samuel Hahnemann, Materia Medica pura, B. Jain Publishers （P） Ltd. （India） New Delhi 
1921, p. 708‒718を，フェアー・レディー誕生までにかかる費用については，『鷗外全集著作編』第
21巻（岩波書店 1952）p. 28を参照のこと。
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5  ．原稿の採否は，すべて委員会が決定する。なお，原稿は採否にかかわらず原則として返却し
ない。

6  ．原稿は，本学機関誌原稿執筆要領に従って執筆された完全原稿でなければならない。ただし，
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の場合は，委員会は投稿者に連絡し協議するものとする。著しい長文及び特殊印刷の場合，委
員会は，執筆者との協議を通じ，内容の変更を求めることができる。

8  ．原稿の編集著作権（翻案権）は本学に属し，著作を電子化して公開利用等に供することがで
きる。

9  ．原稿の体裁の統一，活字の指定，記載順序の決定等は委員会において行なう。
10 ．校正は執筆者に依頼するが，期限内に返送しなければならない。
11 ．執筆者には抜刷 50部を進呈する。それ以上の部数を必要とする場合には，執筆者の自己負
担とし，必要な部数を投稿締切日までに申し込まなければならない。
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14 ．この規程に定めるもののほか，必要な事項は委員会で決定する。
15 ．この規程の改廃は，委員会の議を経て，これを行う。

   附　則
1  ．この規程は，平成 15年 7月 3日から施行する。
2  ．本規程の施行により，機関誌投稿規程（昭和 34年 4月 1日，平成 6年 4月 1日）は廃止す
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   附　則
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   附　則
　この規程は，平成 22年 4月 1日から施行する。
　（平成 15年 7月 3日改正，平成 17年 4月 14日改正，平成 22年 2月 25日改正）
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