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〈Summary〉
  Because of its character as a “total war” in which participants, victorious and defeated 

nations alike, mobilized their resources to the fullest extent, the Second World War became a 

rare historical moment in which, by virtue of major political and economic upheaval both 

domestically and internationally, an old political and economic order crumbled and was 

ultimately disintegrated, creating a momentum in search of a new stable and peaceful world 

order. Indeed, it offered a new opportunity for devising new international rules, norms and 

institutions both on the international front, as well as on the domestic front.

  The purpose of this essay is to trace the process in which a consensus on the norms, rules 

and institutions of the postwar order/system based on liberal international order （or 

multilateralism） was reached by wartime diplomacy during World War II. By closely examining 

major conferences attended by leaders, officials and policy experts of the Allied Powers, 

especially those of the United States, Great Britain and the Soviet Union, this essay traces the 

historical process in which the policy ideas of liberal internationalist order were articulated and 

agreed upon between the governments of the Allied Powers. It also closely analyzes the ways 

in which they were actually embodied in the real-world political formations, i.e., the Bretton 

Woods system and the United Nations, during World War II. In the final analysis, the essay 

evaluates the legacies of the international economic and security order designed during World 

War II from the vantage point of the early twenty-first century.

は　じ　め　に

　本年 2015年は，第二次世界大戦終了から 70年目を迎える。戦後 70年という節目の年にあた

り，国内外においてこの大戦の意味や後世に対する影響や遺産を記念・記憶するさまざまな行事

が予定され，その一部はすでに始まっている。例えば，国内では安倍晋三首相が年頭の記者会見

で今年 8月に戦後 70年を記念して発表される首相談話に触れて「先の大戦への反省，戦後の平

和国家としての歩み，アジア太平洋地域や世界にどのような貢献をしていくのか，英知を結集し

て考え，書き込んでいく」と述べたのに対し，中国および韓国政府はこの談話の内容を注視する

姿勢を表明した 1）。また対日参戦や日本の領土に関する戦後処理が決められた米英ソ首脳による

ヤルタ会談（1945年 2月）を記念して，この頂上会談が行われたヤルタ（クリミア半島南部に

位置する都市）に於いて，米国大統領フランクリン・D・ローズベルト，英国首相ウィンスト

ン・チャーチル，ソ連共産党書記長ヨシフ・スターリンの記念碑（銅像）が 2月 5日に当時の会

1

第二次世界大戦中の連合国の戦後処理構想
― 「リベラルな国際主義」に基づく戦後秩序の制度設計とその遺産 ―

佐々木　　　豊



談場所近くに設置され，除幕式が行われた 2）。また，ロシアは，5月の対ドイツ戦勝記念日に大

規模な記念式典を開催したのに加え，夏には「反ファシズム・抗日戦争勝利 70周年」記念行事

を開催することで中国と合意し，両国の首脳がそれぞれの記念行事に出席することが決められ，

韓国にも参加を呼びかけていることが報道されている 3）。さらに，第二次大戦中に構想・設立さ

れた国際連合の安全保障理事会は，戦後および国連創設 70周年に合わせ，議長国を務める中国

（2月月間）の呼びかけの下に「国際平和と安全の維持」をテーマとする公開討論会を開くが，

その場で中華人民共和国の王毅外相は「未だに過去の侵略犯罪を糊塗することを試みる者がい

る」と述べ，これは暗に日本政府を批判したものと受け止められている 4）。

　このように，終了後すでに 70年の星霜を経たこの戦争の意義や遺産（戦争認識や歴史摩擦／

歴史的記憶を含む）への関心には今日においても極めて高いものがある。それは取りも直さず，

第二次世界大戦がその後 20世紀後半以降の世界政治・経済の原点となり，またその遺産は現在

の国際関係にも様々な影響を与え続けているからであると言えよう。

　ところで第二次世界大戦中に米英ソを中心とする連合国間で協調・摩擦双方を伴いながら討議

された戦後処理構想の中心には，国際連盟に代わる新国際組織の設立，開放的な国際経済体制の

構築，民族自決権の承認と脱植民地化，対独／対日戦後処理等があった。そしてこれらの構想は

戦後世界の青写真を提供すると同時に，その制度・機構・政策面での具体化，中でも平等な主権

国家から構成される国際連合設立による集団安全保障の実現，ブレトンウッズ体制に基づく国際

経済・金融秩序の形成は，20世紀後半の世界政治・経済の進路を大きく規定することになった。

そのことを反映して，第二次世界大戦中の多様な側面に亘る戦後処理構想に関する研究は，1940

年代後半から現在に至るまで，間断なく継続して行われている 5）。

　本稿は，米英ソを中心とする連合国の首脳・政策決定者たちによって，どのような戦後処理構

想の理念が表明され，またそれが具体化する過程で如何なる論争や摩擦を引き起こしたのかに関

して検討することを目的とする。その際，近年の歴史研究の成果も参照しつつ，大戦中の米英ソ

の戦時外交（wartime diplomacy）の展開を辿ることによって分析と考察を加えることにしたい。

Ⅰ　大西洋憲章からテヘラン会談まで

　第二次世界大戦は，戦勝国・敗戦国問わず，各国ともその持てる物質的・人的資源を最大限に

投入して戦われた「総力戦」であったが故に，国内的にもまた国際的にも，政治・経済・社会上

の大変動を引き起こした。その結果，旧秩序の相当な部分が揺らいで崩壊すると同時に，平和で

安定した国内／国際秩序を新たに形成する契機を作り出したといえよう。実際，第二次世界大戦

は新たな国際ルール，規範，制度を創出する歴史上稀な機会を提供するものとなった。

　それでは，戦時下，“新たな国際ルール，規範，制度”に基づく新国際秩序を創出する上でど

のような理念・原理が指針となったのであろうか。もちろん，新しい世界秩序構想を巡っては，

政治的イデオロギーを異にする英米とソ連の間では言うに及ばず，アングロ・サクソン系の民主
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主主義国家である英米の間においてさえも競合するビジョンが提出され，その結果，さまざまな

摩擦と軋轢が生じている。他方，戦後世界秩序の基本原則・規範に関しては，米国主導の下，次

第にコンセンサスが形成されている。そのコンセンサスの内容は，ごく概略的に見れば，国際政

治の領域では，「勢力均衡」に代わる「大国間協調」とそれを制度的に保証する新たな国際組織

の設立と一般的安全保障体制の確立，また経済領域に関しては，排他的な二国間貿易や帝国特恵

関税制度に代わる非差別的な市場に基づく多国間貿易・金融制度の創設，であった。そこには，

1930年代に起こり，戦争の原因になった諸要因 ― 過度のナショナリズムに起因する大国間の

領土維持・拡大競争と国際経済のブロック化 ― に対する反省があった。これらの理念・原理は，

総称して「リベラルな国際主義（或いは多国間主義）」と呼ぶことが出来よう。実際，この「リ

ベラルな国際主義」は，戦時中の戦後処理構想において戦争初期の段階に登場して以来，米国主

導の戦後構想が次第にその具体的な姿を現すにあたって，理念的基盤を提供し続けたと言える  6）。

　そこで，以下ではこのような「リベラルな国際主義」が，大戦中，ソ連を巻き込みながら米英

を中心とする連合国の政策決定者によってどのように表明され具体化されていったのかに関して，

主要な首脳外交・会談・会議を順次辿ることによって検討していくことにしたい。

（1）大西洋憲章（1941年 8月）

　「リベラルな国際主義」に基づく戦争目的を公に表明した米英両国による最初の声明文は，

1941年 8月 14日に米英首脳によって表明された「大西洋憲章」であった。ローズベルト米国大

統領とチャーチル英国首相はカナダのニューファンドランド島沖のアルゲンティア湾で「大西洋

会談」を 1941年 8月 9日から 12日まで戦艦プリンス・オブ・ウェールズ上で開くが，その成果

として調印されたのが 8項目からなる「大西洋憲章」であった。その内容は，米英両国は（1）

領土拡大の意図を持たない（2）関係国の人民の自由な意志に沿わない領土変更を認めない（3）

政府形態を選択する人民の意思を尊重する（4）国家の規模や戦勝国，敗戦国を問わず，すべて

の国家が経済的繁栄を享受する上で必要な貿易と原料にアクセス出来るよう努力する（5）労働

条件，経済的発展，社会保障の向上のために経済分野において全てのの国々が協力することを望

む（6）ナチス・ドイツ打倒の後，各国の人民がその領土内で恐怖と欠乏からの自由の下に生活

することが可能な平和の樹立を望む（7）航海の自由をすべての人に可能にする（8）一層広範か

つ恒久的な一般的安全保障制度が確立されるまで（途中略）国家の武装解除が不可欠である 7），

というものであった。

　以上のような内容を持つ「大西洋憲章」に関してまず指摘されるべき点は，そこで表明された

諸原則が第一次世界大戦の米国の戦争目的・平和構想としてウッドロー・ウィルソン大統領が

1918年に表明した「14箇条の平和原則」（海洋の自由，経済障壁の撤廃，軍備の縮小，植民地問

題の公正な解決など）およびローズベルト大統領自身が 1941年 1月 6日の年頭教書の中で表明

した「4つの自由」（表現の自由，信仰の自由，欠乏からの自由［経済的自由］，恐怖からの自由

［軍備縮小による平和］）を総合して踏襲している点であろう。これは取りも直さず「大西洋憲
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章」がウィルソンの「14箇条」に起源を有する「リベラルな国際主義」の思想的伝統を連綿と

して継承しつつ，第二次世界大戦中に表明された戦後秩序構想の根幹となる理念を提供したこと

を示していた。実際，「大西洋憲章」は，米国参戦後の 1942年 1月 1日にソ連・中国を含む

26ヵ国によって調印された「連合国宣言文」に取り入れられている 8）。

　他方，「大西洋憲章」が最終的に表明される英米首脳による会談中，両国代表団の間で厳しい

駆け引きがあったことも見逃すことはできない。この会談では，英国側が作成した共同宣言文を

たたき台として協議が行われているが 9），例えば，経済障壁の撤廃を謳った（4）の条項に関し

ては，最終的な文言に落ち着くまでに，1932年に調印されたオタワ協定による英帝国貿易特恵

制度の維持を図ろうとした英国側と，全ての国に開かれた開放的な貿易体制を謳うべきであるこ

とを主張する米国側との間で論戦が巻き起こっている。また（8）の条項に関しては，英国側が

一般的安全保障を確立するための「効果的な国際組織」の設立を明確に謳った文言の使用を主張

したのに対し，国内孤立主義者の反応を懸念した米国側はこのような表現は時期尚早であると論

じて「一層広範かつ恒久的な一般的安全保障制度が確立されるまで」という文言が使われた 10）。

このような議論が起こりつつも結局英国側が妥協する形で「大西洋憲章」の発表に漕ぎ着けるが，

そこには，民主主義国家を代表して米英の結束を内外に示す重要性の認識と同時に，この憲章が

具現する「リベラルな国際主義」に基づく戦争目的を英国に承認させるための米国側の努力が

あった 11）。

（2）カサブランカ会談（1943年 1月）からテヘラン会談（1943年 11月～12月）まで

　緒戦は主導権を握った枢軸国も，日本海軍が大打撃を被ったミッドウェー海戦（1942年 6月），

また独ソ戦におけるドイツ軍の敗北を決定的にしたスターリングラード攻防戦（1942年夏～

1943年初頭）を契機として戦局が連合国側に有利に展開する中，1943年に入ると米英を中心と

する連合国の指導部や政策決定層の間では，枢軸国打倒に向けた戦争遂行のための作戦協力の問

題だけではなく，戦争終了後の世界が直面する様々な諸問題が本格的に議論され始めた。

　米英首脳による二回目の頂上会談となったカサブランカ会談（於カサブランカ，モロッコ，

1943年 1月 14日～24日）では，イタリア侵攻作戦や対独戦略爆撃を含む対枢軸作戦遂行が話し

合われると同時に，枢軸国に対して“無条件降伏”を求める方針が合意された。この時点での枢

軸国を対象とする“無条件降伏”の方針の確立に当たっては，「過去の教訓」があった点は重要

である。その「過去の教訓」とは，第一次世界大戦時にドイツが「14箇条の平和原則」を条件

として降伏したにも拘わらず，ヴェルサイユ条約によって苛酷な条件をもった戦後賠償を負わさ

れ，この“裏切り”に対するドイツ国内の怨恨感情がヒトラーの台頭を招いた，というもので

あった。従って米英政府は，今次の戦争においては枢軸国に敗戦の現実を周知させるために講和

を結ぶ際には事前に如何なる条件も付託しないこと，他方それは「大西洋憲章」の方針に従って，

侵略国家の武装解除を徹底的に行いつつもそれらの国々の国民の絶滅や隷属化を意味するもので

はないこと，を表明した 12）。ところで，この会談の際，米英首脳の間で一寸の摩擦が起こってい
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る。即ち，会談がフランス領モロッコで開催されたこともあり，ローズベルト大統領は，夕食会

の最中に植民地の処遇を議題に取り上げて全ての植民地は早晩独立すべきことを示唆したのに対

し，チャーチル首相はそれに対して不快感を示して，この話題を意図的に避ける態度を取った。

しかしこれ以降も，ローズベルト大統領はチャーチル首相との首脳会談において，機を捉えて英

帝国の脱植民地化に向けて圧力をかけ続け，後者から不承不承ながらも対応を引き出すことにな

る 13）。

　またこの年の 10月には，米英ソ連三国の外相の間で戦後世界の諸問題を討議する会談がモス

クワで開かれている。この会議の起源は，ローズベルトが戦後処理問題を英国，ソ連の首脳と三

者会談を開いて調整することを望んだことにあったが，そのような頂上会談のいわば“地なら

し”として，この 3国の外相会談をまず開くことが合意されて実現の運びとなった 14）。この「モ

スクワ外相会談」ではコーデル・ハル米国国務長官，アンソニー・イーデン英国外相，V.M.モ

ロトフソ連外相が，それぞれの首脳・政府の意向を汲んだ形で意見交換がなされ，その結果，戦

争協力問題に加えて戦後処理問題や戦後構想に関わる幾つかの重要な基本方針が決定された。

　まず，ヨーロッパの戦後処理に関しては，米英ソの代表からなる「ヨーロッパ諮問委員会」の

設立が合意され，この委員会内でドイツの分割占領案等に関して今後議論することが同意された。

また，対日戦に関して，ハル国務長官は，モロトフ外相にソ連の対日参戦の可能性を打診するが，

これに対して会議最終日の晩餐会の場でスターリンはドイツ降伏後に対日戦に参加する意向を伝

えた 15）。この会議の成果として「モスクワ宣言」が出されるが，そこでは枢軸国側が武装解除さ

れて無条件降伏を勝ち取るために連合国が協調して戦争を遂行する決意が表明される一方，同宣

言の第四条では「可能な限り早い時期に，国際の平和と安全の維持を目的として，国の大小を問

わず平和を愛好する国家の主権の平等性に基いて，国際組織を設立する必要性」が謳われ，国際

連合創設に向けて本格的な一歩が踏み出された 16）。ところで，「モスクワ宣言」には，この会談

に招待されなかった中華民国もその署名国の一つとして加わっている 17）。これは，戦後アジアに

おいて中華民国がこの地域の平和と安定に主要な役割を果たすことにローズベルト大統領及びハ

ル国務長官が強い期待をかけていたからであった 18）。このように中華民国を世界の平和と安定を

確保・維持するための「四人の警察官」の一員として処遇する方針は，この会議で公けに表明さ

れたと言えよう。

　続いて翌月の 11月には，ローズベルト，チャーチル，そして中華民国の蒋介石総統の頂上会

談がエジプトのカイロで開催（1943年 11月 23日～26日）されている。抗日戦争において軍事

的に苦戦を強いられていた国民政府の最高指導者がこの頂上会談に招待された背景には，上記の

ような「四人の警察官」構想に加え，ローズベルト大統領やハル国務長官を含む米国の戦争指導

者の間で，今次の戦争が，日本が喧伝したような白人とアジア人の間の“人種戦争”ではないこ

とをアピールする必要性の認識が共有されていたことがあった 19）。この会談の主な議題はアジア

における対日戦遂行と戦後処理であったが，会談終了後に出されたカイロ宣言では，日本が

1914年以降獲得した太平洋諸島の領土（委任統治領）の剥奪，また日本が中国から奪った満州，
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台湾，澎湖諸島の返還，また，朝鮮の民衆の“奴隷状態”からの解放，そしてこれらの目的を達

するための日本の無条件降伏の獲得のための作戦の粘り強い遂行，などが謳われた 20）。

　引き続き開催されたテヘラン会談（1943年 11月 28日～12月 1日）は，米英ソの三首脳が初

めて一同に会した最初の頂上会談となった。この会談では，北西ヨーロッパ侵攻作戦（ヨーロッ

パ第二戦線）計画やソ連の対日参戦問題を含む軍事協力の問題に加え，東ヨーロッパから極東地

域までを対象とする領土問題が話し合われ，戦後の領土処理の原型を形作る重要な合意がなされ

ている。対独戦後処理に関しては，スターリンから，ソ連とポーランドの国境線を西に移動して

カーゾン線までをソ連領とする一方，ポーランドはその代償としてドイツとの国境線をオーデル

ナイセ線に西方移動する提案がなされた。この提案に対して，チャーチルは賛同の意を示す一方，

ローズベルトも大国間協調を優先して同意した。またドイツが二度と脅威を呈さないように幾つ

かの独立国家の分割し，それらの間の緩やかな経済的連合のみを許すという案に関しては三首脳

とも基本的に合意し，詳細は「ヨーロッパ諮問委員会」の場で検討されることになった 21）。また

この会談でローズベルト大統領は，スターリンに彼の「4人の警察官」中心の国際連合構想を説

明し，ソ連の参加を説いている。スターリンは新国際組織の設立に原則的に同意しながらも，世

界全体の安全保障よりも自国の対独安全保障の確立に関心を寄せて，将来設立される国際組織は，

ドイツを含む枢軸国の侵略を阻止するための戦略的基地の確保を通じた武力行使の権限を持つべ

きであると主張した 22）。なお，この会議において，ローズベルト大統領はすでにモスクワ外相会

談で非公式に合意されていたソ連の対独戦終了後の対日参戦の約束をスターリンから取り付け，

その代償としてソ連による千島列島及びサハリン（樺太）領有を認めている 23）。

　以上のような 1943年までの連合国間の会談・会議の意義に関しては，次のような点が指摘さ

れ得よう。まずソ連は，対独安全保障の確立を最も重視する立場を取り，そのために東欧におけ

る自国の勢力範囲が及ぶ緩衝地帯の創設を目指すことを最大の目標に置いていた。そのことは，

国境線変更によるソ連―ポーランドの新国境設定に最もよく表れていた。テヘラン会談の時点で

は，英米首脳ともソ連による緩衝地帯の設置に関して容認する姿勢を取ったものの，その後，ソ

連がポーランドを衛星国化する政策を取るに至って，以後，ソ連と英米の間の最大の懸案問題と

して対立の火種となっていく。他方，英国は，チャーチル首相が「私は英帝国の清算を取りし切

るために，国王の第一大臣になったのではない」 24） と語ったように，英帝国とその勢力圏の維持

に最大の関心を寄せており，米国の戦争目的との摩擦・軋轢も生じた。但し，米国政府の意向に

従わざるを得ない側面も多々あり，そこにはもはや米国の援助なしに今次の戦争に勝利すること

の出来ない英国の力の相対的衰退の認識があった。

　このような伝統的な勢力圏維持的発想を持つ英ソに対して，米国は「大西洋憲章」において表

明されたような開放的な政治・経済体制や領土不拡大・民族自決を柱とする普遍的原則に基づく

国際の安全と平和の確立に向けて指導力を発揮することを試みたと言える。しかし，これは米国

が原則に固執したことを意味したわけではなく，対枢軸国戦争遂行や戦後世界の安定に必要不可

欠な大国間協調を重視する立場から，個別ケースに配慮して普遍的原則からの逸脱を容認する方
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針を取ることもあった。ソ連―ポーランドの国境線変更の容認などがその例に挙げられよう 25）。

そして，そこには特にローズベルト大統領のプラグマティックな政治手法が色濃く反映していた。

もちろん，米国の戦争目的や戦後構想は利他的な動機に依るものではなく，米国の安全と繁栄の

ためには世界各地の安定が確立されるべきであるという，米国の政策決定者の間でこの時点です

でに支配的になっていたグローバルな視点を持った国益観が反映されていたと言えよう。

Ⅱ　戦後世界の国際経済・安全保障体制の構築

　前節で分析したような会談が行われる間にも，英米両国の政策決定層の間では世界の安定と平

和のための新たな政治・経済秩序を具現する制度の創設に関する討議が進行していた。

（1）国際通貨・金融秩序をめぐる英米間の交渉とブレトンウッズ会議（1944年 7月）

　戦後の新経済秩序の要諦となる国際通貨・金融制度構想に関しては，英米それぞれの通貨・金

融問題の専門家の間で早くも 1941年から意見交換が行われ始めていた 26）。戦時中の両国間の交

渉の中心人物は，米国側はハーバード大学で博士号を得た後，財務省に入ったハリー・D・ホワ

イト（通商・金融政策担当次官） 27），また英国側は“ケインズ主義”として知られるマクロ経済

学の理論構築を通じて一世を風靡した大蔵省顧問ジョン・M・ケインズであった。この二人に率

いられた米国財務省，英国大蔵省の関係者は，1942年から 1943年前半に亘ってロンドンやワシ

ントンで通貨・金融体制に関する協議に従事するが，その過程で 1930年代の教訓に基づく基本

的認識が共有される一方，異なる国益観を反映して対抗軸をもった再編構想が提出されている。

　“教訓”に基づく基本的認識とは，1930年代の国際経済関係の悪化が第二次世界大戦の遠因

になったが故に，平和な国際関係を樹立するには世界経済の安定が必要不可欠であるというもの

である。つまり，1930年代は，不況下，各国とも一国主義的な経済ナショナリズムから通貨ブ

ロック（例：英帝国のスターリング・ブロック）毎に閉鎖的な経済圏の構築に走る一方，自国の

国際収支バランスを維持するために通貨切り下げを行うなど無秩序な競争を行って世界経済全体

の大混乱を招いた，従って，新たな世界経済秩序は，多国間主義に基づく無差別の自由貿易体制

を構築すると同時に，各国とも高水準の雇用と所得を追求することが出来る国内経済の安定を図

るべきである，という認識であった。換言するならば，国内における雇用安定・経済成長と両立

する多国間主義に基づく開放的な貿易システムを実現する国際的な金融・通貨秩序の制度設計，

という一つの規範的ビジョンが共有されるに至った。

　しかし，このような無差別原則にもとづく多角的な自由貿易体制の構築のための具体的な国際

協力の在り方とそれを保証する制度的メカニズムを巡っては，米英は異なる案を提出した。

　まず，ホワイトが中心になって起草した米国案は，各国の国際収支を安定化させるための「連

合国国際安定基金」を設置し，各加盟国に，金保有額・国民所得などを基準に金または各国通貨

を基金の資本金として出資させる一方，金または自国通貨を対価に加盟国通貨を購入（借り入
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れ）できるものとされた。その際，米ドル等価の“ユニタス（unitus）”という通貨単位（1ユニ

タス＝ 10ドル）を設け，加盟国の通貨価値をこれで表すものとされた。このような制度を通じ

て，加盟各国から貿易差別をしたり通貨切り下げを行わないという約束を取り付ける見返りに国

際収支の赤字を解消する手段を提供すると同時に，国際通貨市場の安定化に取り組み，各国通貨

が固定価格で交換されることを目指すものであった。そしてその際，金と一定の固定価格で兌換

されるドルが基軸通貨として機能することが想定されていた。一方，ケインズ案では，国際機関

である「国際清算同盟」を設置し，各国はこの組織に勘定を開設し，対外収支を多角的に決済す

る機能を持たせることが構想された。その際，金の一定量と等価のバンコール（bancor）という

新たな通貨単位を設け，各国はこれに自国通貨をリンクさせて相互に収支決済・信用供与を行う

というものであった。両案の最大の違いは，ホワイトの基金案が拠出原理に基づき信用創造機能

も決済機構も共に持たなかったのに対し，ケインズ案はこの双方を持っていた点に求められる 28）。

　このように理念，機構，政策選択において両案の間には幾つかの対抗軸があったが，結局，数

次に亘る交渉の結果の提出された 1944年 4月に出された「国際安定化基金設立に関する連合国

の専門家による共同声明」は大方ホワイト案に沿ったものになった。その背景には，戦時下膨大

な経常収支赤字を抱えて債務国化した英国は，世界の約 7割の金を保有しつつ圧倒的な経済力を

有する米国の意向に従わざるを得なかったという事情があった 29）。他方，米国は，戦後の国際貿

易・金融秩序における主導権を握りつつ，各国が貿易障壁を設けたり平価切り下げ競争に走った

りしないルールを作ることで，米国の経済的利益にかなう経済秩序の実現を図ったと言えよう。

　以上のような英米間の協議を通じた準備作業を経て，米国北東部のニューハンプシャー州の避

暑地ブレトンウッズにあるマウント・ワシントン・ホテルで，その後四半世紀余りの国際金融・

通貨体制の道筋を付けたブレトンウッズ会議（1944年 7月 1日～15日）が開催された。この会

議には英米の代表団を中心に，ソ連・中国を含む 44か国の代表が出席し，国内経済および世界

経済全体に安定と平和をもたらす国際貿易・通貨体制を構築すべく議論が行われた。ブレトン

ウッズ会議は，二つの主要目的を有していた。一つ目は，世界貿易の拡大に向けて固定相場制の

設立，二つ目は，インフレ－ションや通貨切り下げの手段を取らずに完全雇用・経済成長・社会

福祉を実現する国内経済の安定，であった。この二つの課題を達成するために，参加各国の代表

者たちは新たな国際通貨・貿易体制を確立することで合意した。

　国際通貨体制に関しては，次のような合意がなされた。まず原則として固定相場制を採用し，

その際，金 1オンス＝＄35ドルで兌換されるドルを基軸通貨化（金・ドル本位制の制度化）す

ること，また国際収支の不均衡は国内経済の安定を阻害しない形で国内政策によって是正するこ

とを義務付けつつも，赤字国には新たに設置される国際通貨基金（International Monetary Fund, 

IMF）が融資を行って不均衡を是正すること，であった。加えて，特に欧州の戦災国の戦後復

興・開発のための融資を目的として，IMF加盟国からの資金を元にして国際復興開発銀行

（International Bank for Reconstruction and Development, IBRD）が設立されることになった。ま

た，国際貿易体制に関する合意については，「貿易と関税に関する一般協定（General Agreement 
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on Trade and Tariffs, GATT）」という無差別で多角的な自由貿易体制を維持・監視する機構を設

立し，加盟国に対する最恵国待遇，輸入数量制限の禁止，関税の段階的引き下げを義務付けた。

GATTの前文で「貿易・経済の分野における締約国間の関係が，生活水準を高め，完全，雇用並

びに高度かつ着実に増加する実質所得及び有効需要を確保し，世界の資源の完全な利用を発展さ

せ，並びに貨物の生産及び交換も拡大する方向に向けられるべきである」と述べられていること

が示したように，この協定では雇用と所得の増加を含む国内経済の安定と自由貿易の拡大の両者

が重視されていた 30）。

　その後，IMF-GATT体制と呼ばれるブレトンウッズ体制は，戦後の四半世紀に亘り，多数の

国家の参加による国際協調の下，成文化されたルールに基づいて運営された一種の“国際公共

財”として機能することになる 31）。

（2）国際連合設立に関する討議とダンバートン・オークス会議（1944年 8月）

　世界全体の平和と安全を保障するための国際組織設立に関しては，既述ように「大西洋憲章」

の中でその将来的な設立がすでに示唆されていた。さらに 1943年 10月の「モスクワ外相会談」

の宣言文の第 4条で明言されたように，出来るだけ早期に「国際組織」を設立すべきことが米英

ソ中の 4国間で合意がみられていた。この文言は，1942年 4月に米国政府内に設立された「戦

後外交政策に関する諮問委員会」（委員長コーデル・ハル国務長官）の「政治小委員会」及びそ

の管轄下の「国際組織に関する特別小委員会」等が中心になって作成した条文案が元になってお

り，各国政府との事前協議を経て，この会議の場で合意されて発表されたものであった。 32） また，

前述のテヘラン会談においても，ローズベルトとスターリンの間で新国際組織の設立に関して意

見交換がなされている。このように，新国際組織の設立に当たっては，米国政府主導の下，段階

を踏んで連合国間の承認を得るという慎重な手続きが取られていた。その背景には，第一次世界

大戦後に設立された国際連盟の失敗の教訓 ― 特に米国の不参加 ― に鑑み，新国際組織の設立

が国内的にも国際的にも十分な支持が得られるよう細心の注意が払われたからであった。

　ところで，テヘラン会談でローズベルト大統領がスターリンに新国際機構案を提示するまでに，

米国政府内においてもその組織形態をめぐって対抗する案が提示されて議論が戦わされていた点

は注目に値する。対抗する案とは，国務長官ハルが主唱する“普遍主義的”国際機構と，国務次

官サムナー・ウェルズが推す“地域主義的”国際機構であった。前者は，世界全体を対象として

平和と安全を保障する中央集権的な国際機構構想であり，4大国中心の安全保障理事会，総会，

事務局を主な機関とし，特に安全保障理事会が世界の全地域の安全保障に関して具体的な決定を

行うという案であった。他方，後者の案では，世界を欧州，西半球，アジア太平洋等幾つかの地

域に分割し，英国，米国，ソ連，中国が各々の地域における安全保障問題を地域的に解決する責

任と役割を担当する（但し，上位機関として“最高世界評議会”を設置し，地域横断的な問題に

関してはこの機関が処理を担当する）ことが構想された。英国首相チャーチルもこのような地域

単位の評議会から構成される国際機構案を持ち，米国政府との協議材料にしていた 33）。
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　実はローズベルト大統領も当初は“地域主義的な”新国際機構案になびいていた。その理由は，

この案の方が自らの信条である「4人の警察官」構想に一見合致すること，また，ハルよりも

ウェルズに信任を置いていたからであった。しかし「戦後外交政策に関する諮問委員会」におい

て普遍主義的国際機構案が有力となり，またハルの進言，即ち各大国が，自国が属する地域の安

全保障を半ば自律的に担当・処理するようになれば地域間の対立を惹起したり新国際機構の権威

を損なう恐れがある，を聞き入れ，次第に普遍的な国際機構案を支持するようになった 34）。

　以上のような経緯を経て，米国政府の周到な準備を経て米英ソ中を含む主要国の参加への公約

を確保した後，1944年 8月 21日～10月 7日に亘って，ワシントン近郊のダンバートン・オーク

ス邸において，上記 4ヵ国を含む 34か国の代表が集まり，世界の安全保障を確立するための新

国際組織の憲章を起草するための会議が開催された。この会議は二段階に分離され，一回目の会

議は米英ソ間（8月 21日～9月 28日）で，二回目は米英中間（9月 29日～10月 7日）で開くこ

とが決定された 35）。また，これら二つの会議は，実際には“会談（Conversations）”という呼称

が使われ，また米国代表団は “delegation”と呼ばずに “group”と呼ばれたが，それは，この会議

を非公式かつ予備的なものにするという米国政府の思惑が働いていたからであった 36）。このダン

バートン・オークス会議での議論を通じて，新国際機構の組織構造や各機関の権能に関して基本

的な合意が得られた。議論の叩き台となったのは，テヘラン会談後に米政府内に設立された「イ

ンフォーマル・アジェンダ・グループ」によって作成された“［United States］Tentative 

Proposals for a General International Organization”であり，この素案をもとに，米英ソ中 4国の

代表者たちによって “Proposals for the Establishment of a General International Organization”

（「一般的国際機関の樹立に関する提案」，以下「ダンバートン・オークス提案」と呼称）が採択

された 37）。

　この「ダンバートン・オークス提案」では，第 1章において新国際組織である「国際連合」の

目的は「国際社会の平和と安全を維持すること。そのために，平和に対する脅威の防止及び除去

と侵略行為その他の平和の破壊の鎮圧のための有効な集団的措置を取ること」とされた。また構

成機関として，総会，安全保障理事会，国際司法裁判所，事務局が設置されるとした。第 6章で

は安全保障理事会の構成と権能が定められ，加盟国によって「国際の安全と平和に責任を持つこ

とを付与された」安全保障理事会は 11か国から構成される一方，米国，英国，ソ連，中国，そ

して“適当な時期に（in due course）”に加わる仏の 5か国が常任理事国となり，他の 6か国は

非常任理事国として総会によって選ばれるものとされた。また，前述の“地域主義的”国際機構

案への配慮から，第 8章セクション Cにおいて「この憲章の如何なる規定も，国際の平和及び

安全の維持に関する事項で地域的な行動に適当なものを処理するための地域的取極め又は地域的

機関が存在することを妨げるものではない」と規定される一方，「地域的起案及び取極めによる

如何なる強制措置も安全保障理事会の許可なくして取ることは出来ない」とされた 38）。

　他方，この会議では二つの重要事項が未解決の問題として残った。それは，安全保障理事会の

常任理事国の拒否権問題とソ連内の個々の共和国の新国際組織への参加問題であった。拒否権問
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題とは，以下のようなものであった。上記の“Tentative Proposals”においては，紛争が発生し

た際，安全保障理事会がその解決のための措置を講じる際には常任理事国の全会一致の評決が必

要であることが規定されていたが，それではもし常任理事国のどれか一国が紛争の当事者になっ

た場合，その国に投票権を認めるべきか否か，というものであった。この難問に対し，米英がそ

のような場合は，当事者となった常任理事国は表決に参加することは出来ないという立場を結局

取ったのに対し，ソ連代表は，その場合でも当事国は投票を行って拒否権を行使する権利が認め

られるべきである，と一歩も譲らず主張した。この相違の背景には，米英はソ連に拒否権を乱用

されるのでないかという懸念があった一方，ソ連は安全保障理事会の評決が，米英及び米国に従

順な中国によって支配されるのではないのか，という相互不信感があった 39）。もう一つは，ソ連

が，新国際機関創立時の加盟国にソ連内の 16の共和国すべてを含めるという要求を行い，英米

代表団を慌てさせた問題であった。ソ連がこのような要求を行ったのは，新国際機関において米

英は多数の友好的な資本主義国家の支持を得られるのに対し，国際連盟の経験に鑑みてもソ連は

孤立するのでないかという懸念からであった。この提案に対し，特に米国政府はそのような提

案 ― 米国 1票対ソ連 16票 ― が認められれば，国内の孤立主義者は容認せず，新国際機関へ

の米国の参加自体が危ぶまれるという懸念を示した 40）。結局，これらの問題は，今後開かれる米

英ソの首脳会談の場で決着がつけられることになった。

Ⅲ．終戦の年 ― ヤルタ会談とサンフランシスコ会議

　1945年に入り，枢軸国との戦闘も終盤を迎え，“戦後期”が近い将来到来することが予想され

る中，米英ソ首脳間で頂上会談 ― ヤルタ会談 ― が開催され，戦後処理に関する幾つかの重要

な決定がなされた。また，新国際機関に関する連合国会議がサンフランシスコで開催され，正式

に国際連合が設立・発足する運びとなった。

（1）ヤルタ会談（1945年 2月 4日～2月 11日）

　米英ソ三首脳間の 2回目の頂上会談となるヤルタ会談は，クリミア半島南端の黒海を望む保養

地ヤルタで開催された。開催場所をめぐっては各国政府間で駆け引きがみられたものの，米英側

は，対独戦指揮のためソ連領以外の場所に行くことが困難であるというスターリンの主張を受け

入れ，ローズべルト，チャーチル両首脳は遠路はるばる彼の地へ赴くことになった 41）。

　この会議における戦争遂行上の国際協力の問題に関しては，ドイツ敗北がもはや時間の問題に

なっていたので，対日戦の遂行へ焦点が当てられた。ローズベルト大統領とスターリンの間で，

すでに事実上成立していたソ連の対日参戦とその見返りに関する密約が最終的に確認された 42）。

ローズベルトがソ連の対日参戦を積極的に促したのは，米軍が本土上陸作戦を敢行することなく

日本を軍事的に屈服させる上でソ連軍の協力が必要であるという判断が働いていたからであった。

　ダンバートン・オークス会議で未解決の問題として残った常任理事国の拒否権問題に関しては，
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会議三日目に米国政府が用意した妥協案を元に話し合いが行われた。その妥協案とは，常任理事

国のどれか一国が紛争の当事者である場合，その問題を安全保障理事会が議題として自由に討議

することを当該国が拒否することはできないと同時に“平和的解決”のための手段に関しても投

票権を認めないこと，他方，制裁を含む強制行動を取る際には当該国は拒否権を発動できる（換

言すれば，強制行動を取る際には，常任理事国の全会一致が必要），というものであった。

　この妥協案に対して，スターリンに率いられたソ連代表団は，紛争問題に関わる如何なる討議

やその解決に関する常任理事国の全会一致の原則の必要性を強調しつつ疑念を表明するが，結局，

原則的にこの表決方法を，会議 4日目にポーランド問題が話し合われる最中，受け入れを表明し

た 43）。その結果，（1）手続事項（procedural matters）に関しては，安全保障理事会の 7か国の

賛成によって決定され，その他の事項（＝非手続事項）に関しては，常任理事国の全会一致を含

む 7か国の賛成によって決定される（2）但し，常任理事国を含む安全保障理事会のメンバーが

紛争の当事者であった場合，「ダンバートン・オークス提案」第 8章セクション Aで規定された

ような「紛争の平和的解決」に関する審議・決定の際に投票権を有しない，という内容を持つ条

文を同提案第 6章セクション Cに新たに付加することで一応の決着をみた 44）。もう一つの残さ

れた問題であったソ連邦内の 16の共和国の加盟問題に関しては，モロトフ外相から，先の 16か

国から 3か国（ウクライナ，白ロシア，リトアニア）に数を経らして，新国際機関の創立メン

バー国として加えるという新提案が出された。これに対して，ローズベルト大統領を含む米国代

表団は難色を示すが，その後開かれた米英ソ三国外相会談の場で，この問題は将来開かれる新国

際機関の創設会議の場で改めて審議されることになった。また，この外相会談の場で，創設会議

の場所をサンフランシスコで 4月に開催することで合意をみた 45）。

　会議 5日目（2月 8日）からの三日間，ポーランド問題が討議された。まず，ソ連 ― ポーラ

ンドの国境線に関しては，先のテヘラン会談で原則的に合意が成立していたカーゾン線を両国の

東部国境線とすること，またその結果領土を失うポーランドのドイツとの西部国境をオーデル・

ナイセ線に設定して補償することで，米英ソ首脳は合意した 46）。しかし，最大の懸案問題は，戦

後樹立されるポーランド政権の性格を巡る問題であった。ヤルタ会談の時点で，ナチス・ドイツ

の占領からソ連軍によって解放されたポーランド東部の町ルブリンで樹立されていた暫定政府

（親ソ政権）「ポーランド国民解放委員会」（通称ルブリン政府）と，ロンドンに樹立されたポー

ランド亡命政府の二つが並存していたが，後者はカチンの森事件（1940年春～夏）やワルシャ

ワ蜂起（1944年 8月）といった事件の影響によって反ソ的立場を強めており，また国境線をカー

ゾン線ラインに移動することにも反対していた 47）。このような状況においてソ連はすでに前年の

12月 31日にルブリン政府を正式に承認する一方，英米両政府はヤルタ会談以前にもポーランド

亡命政府に対し，ルブリン側と交渉を行って統一政権を作るよう働きかけていた 48）。

　ヤルタ会談では，ローズベルト大統領はスターリンとこの問題に関して直接意見交換を行って

いる。スターリンは「亡命せずに国内に留まった」ルブリン政府が民衆から絶大な支持を得，ま

たソ連軍がポーランドを解放したが故にポーランド人は今やソ連に好意的な態度を取っていると
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述べる一方，近い将来，自由選挙を行ってロンドンの亡命政府の代表を含む形でポーランドに統

一政権を樹立する可能性を示唆した。結局，この会談後に発表された米英ソ三国の同意文書にお

いては，ルブリン政府及びロンドン亡命政府のメンバー両者から構成される「ポーランド国家統

一暫定政府」を樹立し，この新政府の下で「可能な限り早期に自由かつ制限のない選挙を開催す

る」ことが表明された 49）。同時に発表された「解放ヨーロッパに関する宣言」においても，ナチ

ス・ドイツの支配から解放されたヨーロッパ諸国において，大西洋憲章の精神に則って米英ソは

「国民の広範な民主派の代表から構成され，民衆の意志に応える政府を樹立するための政府を可

能な限り早期に実施される自由選挙を通じて樹立することを誓約する暫定政府の形成」を援助す

ることが宣言された 50）。

　ところでこのヤルタ会談では，ダンバートン・オークス会談で討議されなかった新国際機関に

よる信託統治（trusteeship）問題が話し合われている。既述のようにローズベルト大統領が熱心

な反植民地主義者であったこと，また大西洋憲章で民族自決権が謳われていたことなどから，米

国政府内では国務省内に設置された「戦後外交政策に関する諮問委員会」を中心に 1942年後半

以降，植民地や属領地域（dependent areas）を戦後どのように扱うかに関して慎重に検討が加

えられていた。しかし，属領地域／植民地処理問題は，必然的に英帝国やフランス領有の植民地

の将来に関わる政治的に極めてセンシティブな問題であるので，ダンバートン・オークス会議で

は討議議題に加えないなど，米国政府はこの問題を慎重に扱う姿勢を示した。

　国務省は，国務長官ハルの指令で属領地域・非自治地域（non-self-governing areas）の戦後処

理に関するメモランダムを 1943年春に作成した。そこでは，これらの地域の自治・独立に必要

な最低限の政治・経済・社会的基準の確立すること，またその目的のために施政に責任を持つ国

（施政権者）を中心とする地域毎の諮問委員会を創設して最終的な自治・独立に向けて監督・指

導を漸次的に行うこと，そして新国際機関に各々の地域諮問委員会の上位の機関として信託統治

理事会を創設して施政権者が提出する報告書を審議すべきこと，などが謳われていた。しかし，

その後，米国政府内で国務省による原案が審議される過程において，陸軍省・海軍省の幹部から，

日本の委任統治領となっていたミクロネシアを含む太平洋地域の島嶼に関しては，米国の安全保

障上重要な“戦略的地域”として米国が単独で領有すべきことが強く主張された 51）。

　ヤルタ会談では，このような議論を経て作成された米国政府の原案が首脳会談中に紹介されて

検討に付されるが，その過程でチャーチル首相は，潜在的に植民地も対象となる信託統治制度創

出の提案自体が初耳であり，「英帝国がドックに入れられ，すべての人間によって検査されるよ

うな提案には一言も耳を貸すことが出来ない」と憤激を持って語った。しかし，チャーチルは米

国代表団の一員エドワード・ステティニアス新国務長官から信託統治の提案は主に枢軸国から分

離された属領に適用され英帝国の領土には適用されないという説明を聞いて一応の落ち着きを取

り戻す一方，信託統治をめぐる取決めには“イギリス帝国”に言及しない方がよいと述べた。結

局このヤルタ会談では，（1）国際連盟下の現委任統治領 （2）現下の戦争の結果敵国から分離さ

れる地域 （3）自発的にこの制度の下に置かれる地域　を対象とする信託統治制度を設け，新国
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際機構内に設置される信託統治理事会にその監督権限を与えることで合意をみている 52）。

　このようにこの頂上会談は，摩擦・軋轢を含みながらも概して友好的な雰囲気の下に終了し，

三首脳ともその成果に対して満足感を抱いてヤルタを後にした。しかし会議終了直後は大国間協

調のシンボルとなったヤルタ会談は，ソ連が約束したはずのロンドン亡命政府のメンバーを含ん

だ統一暫定政権設立の気配が全くみられず，また赤軍によって後押しされた親ソ共産主義政権が

東欧諸国で樹立されるにつれて，ほどなくして厳しい批判の対象とされるに至った。つまり国内

の保守勢力によって“ヤルタの裏切り”として喧伝されるソ連共産主義政権に対する“過度の譲

歩”が非難され，以後，今日に至るまで論争の種となるアメリカ政治外交史上の論争点となって

いる。“過度の譲歩”とは，もちろん，ソ連によるポーランドを初めとする東欧支配及び満州の

権益や千島列島領有の容認を指す。この背景には，大戦後本格化する冷戦の影響による反共主義

の高まり，また反ニューディールに結集した共和党保守勢力によるローズベルト政権批判という

党派政治の力学，の両者があった 53）。特に，ローズベルト大統領の戦時外交に関しては，今日に

至るまで，“裏切り”とまではい言えないもののその“ナイーブさ”を激しく非難するものから，

この大統領の“現実主義”を高く評価するものまで，党派色を色濃く反映した研究がなされてい

る 54）。そしてこのような論争に拍車をかけたのが，ヤルタ会談の米国代表団の随行員の一人で，

後述する国連憲章制定会議（於サンフランシスコ会議）においても米国代表団に名を連ねた国務

省官僚アルジャー・ヒスのソ連スパイ容疑であった 55）。

　いずれにせよ，ソ連がポーランドを含む東欧諸国を事実上占領するという現実の最中に開かれ

たヤルタ会談において，ローズベルト大統領は，同国に“勢力圏”を認めたことは否定できない。

他方，それはとりもなおさず彼が戦後世界の安全と平和のためにはソ連を含む大国間協調が必要

不可欠であり，また近い将来設立される新国際組織にソ連を参加させるという目的を最優先した

からであったと言えよう。さらに，ポーランド問題にせよ，対日参戦問題にせよ，ヤルタ会談で

初めて議論されて合意がなされたわけではなく，既述のように，すでにモスクワ会談，テヘラン

会談において米英ソ間で基本的合意が成立していた点にも留意すべきであろう。

（2）国連憲章制定会議（サンフランシスコ会議）（1945年 4月 25日～6月 26日）

　ローズベルト大統領の死去（4月 12日）により，その開催が一時危ぶまれた国連憲章制定の

ための会議（於サンフランシスコ）は，ローズベルトの後を継いで副大統領から昇格したトルー

マン大統領によってその遺志を継いで予定通り開催されることが発表された。制定会議には，米

英ソ中仏の 5大国の他，招待国として 41か国から 282人の代表が参集して開催された。

　ところで，この会議は陰鬱なムードで始まったと評されているが，その背景には，本会議前に

開催された運営委員会の場で，創設メンバーとしてどの国に招待状が送られるか否かに関する対

立が生じたことも関係していた。また一度本会議が始まると，先の「ダンバートン・オークス提

案」を元にしつつも，国際の平和と安全を守る新国際組織の性格や権能をめぐる幾つかの重要な

問題をめぐって激しい議論が交わされている。
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　運営委員会の場では，ポーランド問題が影を落とした。即ち，ロンドン亡命政権のメンバーが

入った合同政権が樹立されていなかったので米政府からルブリン政府に招待状が送られなかった

が，これに対抗してソ連はモロトフ外相ではなく駐米大使アンドレイ・グロムイコがソ連を代表

すると威嚇した。また，4月 22日にはソ連はルブリン政権と相互援助条約を締結した。加えて，

対独中立政策を取り続け，枢軸国陣営の一員とみなされたアルゼンチン参加問題も持ち上がった。

ラテンアメリカ諸国はアルゼンチンを国連創設メンバー国として迎え入れることを強く主張し，

アルゼンチンに招待状を送ることを主張したのに対し，ソ連は反対の立場を取った 56）。

　また，サンフランシスコ会議では，安全保障の確立をめぐる半自律的な地域機構の役割と安全

保障理事会を中心とする普遍的国際機構の役割の関係を巡って，大きな論争が巻き起こった。こ

の論争の背景には，この年の 3月にメキシコ・シティ郊外にあるチャプルテペック城で開催され

た米州諸国会議において，米州諸国いずれか一国に対する武力攻撃に対して軍事力の行使を含む

対抗措置が取れることを謳った（つまり集団的自衛権を謳った）決議（通称チャプルテペック決

議）があった。これは，「安全保障理事会の許可なしにはいかなる強制行動も取ってはならな

い」という「ダンバートン・オークス提案」の規定と明らかに齟齬をきたすものであり，安全保

障理事会の権能を脅かすものであった。サンフランシスコ会議では，中南米諸国は，地域内で紛

争が発生しても大国の一国が拒否権を行使することを通じて安全保障理事会が機能しない事態に

備えて，地域機構による安全保障措置の行使権限の必要性を強硬に主張し，国連憲章の条文に入

れることを要求した。それに対し，米国代表団は，中南米諸国の新国際組織への参加を確保する

上でもこの要求を真剣に受け止めて対応した。他方，米国代表団は，中南米諸国の要求を受け入

れれば，ソ連も東欧地域で地域安全保障機構を確立することは火を見るより明らかであり，その

結果，普遍的国際機構としての国連の権威自体が失墜することに危機感を抱いた 57）。

　結局，この論争は，米国代表団の間で議論の末に練られた修正案を中南米諸国側が飲む形で決

着した。その修正案には「ダンバートン・オークス提案」に登場しない新たな概念である「自衛

権」が組み込まれていた。すなわち，安全保障理事会の権能を扱った第 7章の条文の一つに，安

全保障理事会が機能しない場合，個々の国家の“個別自衛権”および米州機構のような地域機構

が独自に強制行動として発動する“集団的自衛権”の両概念を盛り込んだ条文が挿入されること

になった。その条文は「この憲章のいかなる規定も，国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生し

た場合には，安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間，個別的

又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった

措置は，直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また，この措置は，安全保障理事会

が国際の平和及び安全の維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基

く権能及び責任に対しては，いかなる影響も及ぼすものではない。」というものであり，第 7章

51条として憲章に盛り込まれることになった。

　この条文の文面が示すように，米国代表団の意図は，中南米諸国の要求を取り入れる一方，自

衛権を個別自衛権と集団的自衛権に分け，しかもその発動を「武力攻撃が発生した場合」に限定
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し，同時に安全保障理事会の権威・権限も維持する両論併記的な性格を持たせるというもので

あった 58）。しかし同時に，この条項は安全保障理事会の機能が麻痺した際に，加盟国が地域毎に

独自の集団的行動の自由を意味する自衛権を行使できることを認めたことを意味し，大国間一致

の原則に基づく安全保障理事会を中心においた世界規模の国連の安全保障体制全体の基本的性

格・有効性如何が問われる事態を潜在的に招くものであった点は留意されるべきである 59）。いず

れにせよ，51条は地域機構に一定の役割を承認したことを意味し，それをいわば法的な根拠に

して，冷戦期には北大西洋条約機構（NATO），東南アジア条約機構（SEATO），中央条約機構

（CENTO），そしてワルシャワ条約機構（Warsaw Pact）といった地域ブロック毎の軍事同盟が設

立された点は留意されるべきである 60）。

　サンフランシスコ会議においてもう一つ激しい論争を巻き起こした案件は，安全保障理事会に

おける拒否権問題であった。前述した通り，ヤルタ会談においては，安全保障理事会の表決手続

に関して，「手続事項」の決定にはいずれかの 7ヵ国の賛成が必要とされる一方，その他の事項

（「非手続事項」＝実質問題）に関しては全常任理事国の同意投票を含む 7ヵ国の賛成が必要とさ

れることで一応の同意を見たはずであった。ところが会議中盤の 5月 26日，ソ連代表団の一員

グロムイコが安全保障理事会における議題の選定や討議は「非手続事項」に含まれると述べ，拒

否権を行使できると主張した。この主張は，サンフランシスコ会議に代表団を送った豪州外相エ

ヴァットを初めとする“中小国”の代表から「安全保障理事会の拒否権の行使の範囲」に関して

出された質問に対する回答を作成するための 5常任理事国の代表の会合で突如飛び出した発言で

あった 61）。このようなソ連の「絶対的拒否権（absolute veto）」の主張に対し，米国代表団は，

議題の選定や討議そのものに拒否権を認めれば，安全保障理事会における自由な討議・言論が根

底から阻害されるとして断固反対する立場を取った。この問題をめぐる米ソ代表団間の見解の衝

突によって，サンフランシスコ会議の成否事態を根底から左右する重大な危機的局面を迎えた 62）。

　またほぼ時を同じくして，ニュージーランド代表団を含む“中小国”の代表団から総会の権限

を強化する意図から，安全保障理事会が軍事力の行使を含む制裁（非手続事項）を科す際には非

常時を除いて総会の同意を必要とすること，また総会の“討議の自由”の観点から，総会は「国

際関係の領域に関わるすべての問題に関して討議し，提案を行うことが出来る」という条文の承

認の要求が出された。

　サンフランシスコ会議の成否に関わるこれらの二つの問題に関しては，紆余曲折を経つつも会

期中に何とか妥協点に到達している。まず，拒否権問題に関しては，アメリカ代表団は，当時

ポーランド問題に関して討議するためモスクワに滞在していたローズベルト大統領補佐官ハ

リー・ホプキンズにスターリンと直接交渉するように指示を出し，事態の打開を図った。この会

談で，モロトフからサンフランシスコにおける行き詰まりの状況の説明を受けたスターリンは即

座に米国側の提案に同意する，と回答し，同地におけるソ連代表団の「絶対的拒否権」の主張を

撤回した 63）。また，総会の権限強化を巡る中小国からの要求に関しては，「非手続事項」の決定

に関する総会の同意の必要性は，全常任理事国によって拒絶された。その主な理由は，前身の国
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際連盟では総会と理事会が同等の権限を有し，後者に十分な権限が与えられずに機能不全に陥っ

たからというものであった 64）。他方，総会の“討議の自由”の問題に関しては，「国際関係の領

域に関わるすべての問題に関して討議し，提案を行うことが出来る」という文言に対してソ連代

表から強硬な反対意見が出され，結局，妥協案として「総会は国連憲章の範囲内にある，または

憲章で規定された如何なる機関権限および機能に関する問題或いは事項に関して，国際連合のメ

ンバーは安全保障理事会に関して勧告を行う権利を有する」という文言に落ち着いた 65）。

　このように，サンフランシスコ会議では，「ダンバートン・オークス提案」を下地にしつつも，

主権国家間の平等を説く“中小国”からの要求を部分的に取り入れる形で，総会の権能が一部強

化さることになった。他方，「国際の平和と安全」のために取られる具体的な措置に関する決定

権は依然として安全保障理事会の手中に握られ，常任理事国 5大国中心の安全保障体制のプラン

が揺らぐことはなかった。

　最後に，サンフランシスコ会議では，「信託統治」および「非自治地域（＝植民地）」に関する

規定が 4大国及びフランスから構成される「諮問員会」の場で検討され，各々をめぐる制度が憲

章に正式に盛り込まれることになった。まず信託統治問題に関する 4大国の討論では，アメリカ

政府が新たに信託統治領を「戦略地区」と「非戦略地区」に分ける提案を行った。この案によれ

ば，後者は，ヤルタ会談における合意に従って，今後設立される信託統治理事会の監督を受ける

のに際し，「戦略地区」に関しては安全保障理事会の監督下に置くというものであった。米国側

がこのような「戦略地区」の信託統治の概念を持ち出したのは，太平洋戦争で多大の犠牲を払っ

て奪還した日本委任統治領ミクロネシアを戦略上の観点から自国の施政下に置くことを特に軍部

が欲したからであった 66）。この案に対して，英国代表などから異論は出されたものの，「戦略地

区」においても安全保障理事会は信託統治協定を遵守し，また信託統治理事会の援助を利用する

という条項を入れることで合意を見た 67）。

　また“人民が未だ完全には自治を達成していない”「非自治地域」をめぐる規定に関しては，

施政国は地域住民の福祉の増進させる「神聖な義務」を負うこと，当該地域住民の文化を尊重し

つつ政治的・経済的・社会的・教育的進歩を保証すること，そして「彼らの異なる発展段階に応

じて自治を発達させ，政治的願望に妥当な考慮を払う」こと，等に関しては合意が得られた。他

方，「自治」と並んで将来的に「独立」を促すという趣旨の文言を入れるべきかに関して，各国

代表間で論争が起こった。すなわち，中国やソ連代表を含む複数の国家の代表が施政国の“人種

的優越”という含意を払拭する上でも「独立」という言葉を挿入すべきであると主張したのに対

し，英仏蘭の代表はこれに反対し，米国も後者の意見に与した。さらに施政国（＝植民地保有

国）の非自治地域政策に関する内政干渉に繋がる解釈を許容するような文言が注意深く排除され

る形で，現行憲章の第 11章（第 73条及び 74条）にあるような「宣言文」の規定に落ち着いた 68）。

　サンフランシスコ会議で検討された国際連合憲章は，6月 26日に全参加国の署名によって国

際連合設立条約として成立した 69）。大西洋憲章で「一層広範かつ恒久的な一般的安全保障制度」

に言及されてから，戦禍に塗れた 4年の歳月が経っていた。
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　以上のような憲章の条文をめぐる論争の過程は，国際連合が，当初からローズベルトの「4人

の警察官」構想を原型とする戦勝国である大国間主導の国際組織であることを示していた。ここ

で注意すべきは，絶大な権限を付託された安全保障理事会常任理事国やその他中小国にとって，

この新国際組織が同床異夢的に異なる意味合いを持っていた点であろう。つまり，ソ連にとって

は，国連は，安全保障理事会における常任理事国としての地位がソ連の権威を高め，また拒否権

による大国間一致の原則は，自国の東欧支配を保証するが故に参加に値する組織であった。英仏

にとっては，国際連合は国際連盟の改善版である一方，米国の参加によって将来の紛争に備えて

集団安全保障体制がより堅固なものになるという意味で歓迎すべきものであった。また常任理事

国入りを通じて，伝統的な外交的駆け引きを行いながらその国益を守る手段の一つとも成り得る

組織であった。中華民国（蒋介石の国民政府）にとっては，米国の庇護の下，その国際社会にお

ける権威と国益を推進する場となる組織であった。そして米国にとっては，国際連合は「リベラ

ルな国際主義」を具現すると同時に米国的価値観を世界に広める手段となる組織であった。最後

に，中小国にとっても国連は主権国家の平等の原則に基づいてその集団的な影響力を行使するこ

とを期待できる国際組織であった。いずれにせよ，国際連合は，一部の理想主義者が期待したよ

うな世界の諸問題を中央集権的に調停・解決する“世界政府”とは異なり，参加各国の強靭なナ

ショナリズムを基底に持つ階層的な国民国家システムの鏡像であることを示していた 70）。

結　　語

　1945年 5月のドイツ降伏，9月 2日の日本のポツダム宣言受諾による無条件降伏文章調印によ

り，第二次世界大戦は終了した。戦時中，英米ソ三大国を中心に構築された戦後処理構想の要諦

は，第一次世界大戦の戦後処理や 1930年代の世界の政治・経済状況の教訓の下，再び世界大戦

の惨禍が起こらないようにすることを目的とする国際経済・安全保障分野における多国間協調制

度の構築であった。それは，必然的に，米英ソを中心とする戦時下の同盟／協力関係の継続とい

う性格を帯びざるを得なかった。その際，米国政府主導の下，国際経済の再建や世界規模の安全

保障を確実なものにするための制度設計という二つの課題を同時に追求したと言え，両者は不可

分の関係にあった。その二大成果は，ブレトンウッズ体制の確立及び国際連合の設立であり，国

際経済及び安全保障各々の領域で，設計・制度化された秩序の形成にひとまず成功したとは言え

よう。

　本稿で検討したように，国際社会の安全と平和のためのこのような設計・制度化された秩序の

構築にあたって最も大きな指導力を発揮したのは米国政府であった。そして，その米国政府の構

想の中心にあった概念は「リベラルな国際主義」であったと言えよう。開放的な市場，国際制度

の構築，協調的安全保障，漸次的な変化，多国間主義，法の支配等をその構成要素とする「リベ

ラルな国際主義」は，ウィルソン大統領の「14箇条」以来，20世紀のアメリカ外交に理念的基

盤を提供し続けてきたといえ，ローズベルト大統領によって指導された戦時中のアメリカ外交も
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「リベラルな国際主義」の伝統に確りと根を下ろしたものであった。他方，ローズベルト大統領

が描いた「リベラルな国際主義」に基づく世界秩序とは，欧米中心の多国間国際制度の構築によ

る秩序と安定の実現，そしてそのような国際公共財としての制度の一員であると同時に提供者／

管理者でもある米国の指導力によって特徴づけられるものであった。従って，それは，国際政治

学者アイケンベリーが指摘したように，ヘゲモニー国家となった米国が世界の経済・政治秩序を

マクロレベルで管理する「リベラルな覇権的秩序」と呼ぶことが相応しいであろう 71）。

　では，戦後世界秩序の二つの要諦であるブレトンウッズ体制及び国際連合は，戦後 70年を経

た現時点で，どのように評価され得るのであろうか。まず，ブレトンウッズ体制に関しては，

1971年のニクソン・ショックによる金・ドル本位制に基づく固定相場制の終焉および変動相場

制の導入により，国際通貨システムとしては崩壊したと言える。他方，この体制の根幹にある理

念 ― 多角的な自由貿易システムによる国内経済政策と国際貿易の発展の同時追求 ― は存続し，

むしろ拡大しつつあると言えよう。また，変動相場制へ移行したとはいえ，事実上の基軸通貨と

してのドルの地位は今日においても維持され，国際経済における米国のヘゲモニーは原則的に失

われてはいないとみるのが妥当であろう。いずれにせよ，ブレトンウッズ協定で制度化された自

由貿易多角主義は今日まで続いており，その意味で，「ブレトンウッズ体制の成立は国際政治・

経済に不可逆的な変化を刻した画期」という評価がなされ得よう 72）。

　国際連合に関しては，多数の専門機関を有しつつグローバルな舞台で多様な活動を展開する普

遍的な国際機構として，その権威は保たれている。他方，本稿で検討したように，安全保障理事

会に強大な権限が付与され，しかも常任理事国に実質問題に関する拒否権が認められたが故に，

米ソ対立が激化した冷戦期は言うに及ばず，ポスト冷戦期においても，各常任理事国の利害によ

り「国際の平和と安全の回復と維持に対する勧告と措置」を託された安全保障理事会の有効な決

定がしばしば阻害されるという状況が見られる。大国間政治の駆け引きの場と化す安全保障理事

会の改革の必要性が盛んに議論される所以であるが，改革の中身に関する議論は深まっていない。

また，国連憲章第 53条，107条に見られるドイツ，日本などを対象とする“敵国条項”に関し

ても，1995年の総会でその削除が賛成多数により採択されて死文化される一方，国際条約であ

る憲章の改正には加盟各国の 3分の 2による批准（常任理事国の全会一致を含む）が必要なため，

今日においても憲章から削除されてはいない。この辺りにも，第二次世界大戦の戦勝国によって

創設された国際連合の制度疲労や時代遅れの手続きの一例を見て取ることも出来よう 73）。

　いずれにせよ，戦後 70年を経た今日，政治・経済・軍事各領域において加速化する地域主義

的な動き，ヘゲモニー国家アメリカの一極支配から多極化への移行という趨勢，そして国際テロ

リズムを含む非伝統的脅威の登場による安全保障環境の変容という新しい状況が出現する中，第

二次世界大戦中に構想され制度化された国際秩序とその遺産が，新しい現実にどのように適応し

ていくことが出来るのか，今後とも注視していく必要があると言えよう。

19第二次世界大戦中の連合国の戦後処理構想



［註］

1 ） 『読売新聞』2015年 1月 6日，第 1面；“Abe’s statement in August holds key to easing 
tensions,” The Japan News （January 20, 2015）．

2 ） “Leaders meet again in Yalta,” The Japan News （February 7, 2015）．
3 ） 「戦後 70年・歴史と政治　自分史にとじこもるな（社説）」『毎日新聞』2015年 1月 4日 

<http://mainichi.jp/opinion/news/20150104k0000m070122000c.html>（accessed on February 
10th, 2015）．

4 ） The Japan News, February 25, 2015; 『読売新聞』（2015 年 2月 25日），第 3面。
5 ） 終戦直後から1990年代までの第二次世界大戦史研究（アメリカの戦時外交中心）の動向を網羅
的に整理・分析した論考として，Mark A. Stoler, “U.S. World War II Diplomacy,” Diplomatic 
History Vol. 18, No. 3 （Summer 1994）, pp. 375‒403; Warren F. Kimball, “The Incredibly Shrinking 
War: The Second World War, Not （Just） the Origins of the Cold War,” Diplomatic History Vol. 25, 
No. 3 （Summer 2001）, pp. 347‒365. 興味深いことに，アメリカ外交史研究の泰斗による両論考
とも，第二次世界大戦の戦時外交研究は，その後の米ソ冷戦の“前史”としての視座からなさ
れる傾向があることを指摘しつつ，そのような観点からではなく，戦時下の大国間協調の必要
性という歴史的文脈の下，それ自身独立した主題として研究されるべきである点を強調してい
る。

6 ） G. John Ikenberry, “A World Economy Restored: Expert Consensus and the Anglo-American 
Postwar Settlement,” International Organization, Vol. 46, Issue 01（December 1992）, pp. 289‒290.

7 ） 「大西洋憲章」の原文は，イエール大学の The Avalon Project: Documents in Law, History and 
Diplomacy （主要外交文書等のオンライン一次資料集）のサイトから閲覧。<http://avalon.law.
yale.edu/wwii/atlantic.asp.> なお，「大西洋憲章」が発表された時点は日本の真珠湾攻撃以前で
あり，米国は第二次世界大戦に正式に参戦していない。

8 ） Theodore A. Wilson, “Atlantic Charter” in Jentleson, Bruce W. and Paterson, Thomas G., eds., 
Encyclopedia of U.S. Foreign Relations, Vol. 1 （New York: Oxford University Press, 1997）, p. 114.

9 ） Theodore A. Wilson, The First Summit: Roosevelt and Churchill at Plancentia Bay ［rev. ed.］
（Lawrence, Kansas: The University of Kansas Press, 1991）, pp. 163‒164. 英国側の草案が叩き台
とされたのは，米国側の草案は英帝国の植民地や特恵制度を頭から否定する内容を持つもので
あったからであるという。

10）Ibid., pp. 164‒175. またローズベルト大統領は，この段階では，国際連盟の失敗の経験に鑑みて，
当面は国際連盟のような多国間組織ではなく，4大国（米，英，ソ，中），特に英米両国中心
の安全保障体制の確立を考えていたという。

11）G. John Ikenberry, After Victory: Institutions, Strategic Restraints, and the Rebuilding of Order 
After Major Wars （Princeton, N.J.: Princeton University Press, 2001）, p. 173.

12）Warren F. Kimball, Forged in War: Roosevelt, Churchill, and the Second World War （New York: 
William Morrow and Company, Inc., 1997）, pp. 188‒192; Gaddis Smith, “Unconditional 
Surrender,” in Jentleson and Patterson, eds., Encyclopedia of U.S. Foreign Relations Vol. 4, p. 232.

13）Kimball, Forged in War, pp. 192‒195.
14）Derek Watson, “Molotov and the Moscow Conference, October 1943,” <http://www2.warwick.

ac.uk/fac/soc/economics/staff/mharrison/archive/persa/018english.pdf>, pp. 2‒6.
15）Kimball, Forged in War, pp. 227‒231.
16）Ruth B. Russell, A History of The United Nations Charter: The Role of the United States 1940‒1945 
（Washington, D.C.: The Brookings Institution, 1958）, pp. 133‒137.

17）会議最終日に，中華民国の駐ソ大使が，本国の許可を得て，「モスクワ宣言」に署名を行って

20 第二次世界大戦中の連合国の戦後処理構想



いる。Ibid., pp. 136‒137.
18）Warren F. Kimball, The Juggler: Franklin Roosevelt as Wartime Statesman （Princeton: Princeton 

University Press, 1994）, pp. 85‒86, 131, 141‒142.
19）Ibid., p. 129; Christopher Thorne, Allies of a Kind: The United States, Britain, and the War against 

Japan, 1941‒1945 （New York: Oxford University Press, 1978）; idem., The Issue of War: States, 
Societies, and the Far Eastern Conflict of 1941‒1945 （New York: Oxford University Press, 1985）, 
Chap. 5.

20）“Cairo Conference, November, 1943” （Released December 1, 1943） The Avalon Project <http://
avalon.law.yale.edu/wwii/cairo.asp>

21）Kimball, Forged in War, pp. 249‒250, 253‒254. カーゾン線とは，第一次大戦後，英外相ジョー
ジ・カーゾンによって提唱されたポーランドとソ連の国境線を指す。大戦が始まるまで，両国
の国境はカーゾン線よりも 200キロほど東側に設定されていた。

22）Kimball, The Juggler, pp. 97‒98; idem., Forged in War, pp. 254‒255; Russell, A History of The 
United Nations Charter, pp. 154‒156.

23）U.S. Department of State, Office of Historian, “The Tehran Conference, 1943,” <https://history.
state.gov/milestones/1937-1945/tehran-conf>.

24）Lloyd C. Gardner, “The Atlantic Charter: Idea and Reality, 1942‒1945,” in Douglas Brinkley and 
David R. Facey-Crowther, eds, The Atlantic Charter （New York: Macmillan, 1994）, p. 57.

25）Kimball, Forged in War, pp. 250‒252.
26）Ikenberry, “A World Economy Restored,” pp. 312‒312.
27）ホワイトの経歴に関しては，Benn Steil, The Battle of Bretton Woods: John Maynard Keynes, 

Harry Dexter White and the Making of a New World Order （Princeton, NJ: Princeton University 
Press, 2013）, pp. 17‒60. 興味深いことに，今日，ホワイトは，戦時下ワシントンで暗躍してい
たソ連のスパイネットワークの一員であったことが明らかにされている。他方，Steilの研究
でも示唆されているように，国際金融・通貨協定をめぐる交渉において，この人物が特にソ連
側を利する提案を行って親共路線に導いたとはいえないという一般的評価が定着している。

28）Ibid., pp. 125‒154.；伊藤正直「第一章　IMFの成立 ― ブレトンウッズまでの議論と英米交
渉」伊藤正直・浅井良夫（編）『戦後 IMF史 ― 創成と変容』（名古屋大学出版会，2014年），
pp. 16‒40.

29）Steil, The Battle of Bretton Woods, pp. 155‒200. 
30）古城佳子「ブレトンウッズ体制の形成と変容」『国際問題』No. 584（2009年 9月），pp. 31‒

35.なお，ソ連はこの会議に代表団を送りつつも，結局ブレトンウッズ体制に参加していない。
ブレトンウッズ会議におけるソ連代表団の言動に関しては，Georg Schild, Bretton Woods and 
Dumbarton Oaks: American Economic and Postwar Planning in the summer of 1944 （New York: 
St. Martin’s Press, 1995）, pp. 102‒104, 117‒122.

31）浅井良夫「序章　IMFと戦後国際金融秩序」伊藤・浅井（編），前掲書，p. 5.
32）Harry S. Notter, Postwar Foreign Policy Preparation 1939‒1945 （Washington, D.C.: Government 

Printing Office, 1949）, pp. 194‒197, 553. Russell, A History of The United Nations Charter, pp. 133
‒135.「戦後外交政策に関する諮問委員会」の発足の経緯とメンバー構成等に関しては，拙稿
「外交問題評議会「戦争と平和の研究」における対日戦後処理構想」杉田米行（編）『アメリカ
外交の分析 ― 歴史的展開と現状分析』（大学教育出版，2008年），pp. 120‒125.

33）Russell, A History of The United Nations Charter, pp. 106‒107; Stephen C. Schlesinger, Act of 
Creation: The Founding of the United Nations （New York: Basic Books, 2003）, pp. 38‒39.

34）Ibid., pp. 42‒43.
35）ソ連と中国を引き離す形で“会談”が行われるが，その背景には，ソ連側の意向が強く働いて

21第二次世界大戦中の連合国の戦後処理構想



いた。つまりこの時点でソ連は対日参戦していなかったので，日本と交戦中の中国と国際会議
の場における同席を不適当であるとみなしたこと，また，スターリンはソ連がアジアに権益を
持つ国家であることに鑑み，この地域にソ連と競合する大国（＝中国）の登場を望まなかった
こと等が挙げられる。Robert C. Hilderbrand, Dumbarton Oaks: The Origins of the United 
Nations and the Search for Postwar Security （Chapel Hill, NC: The University of North Carolina 
Press, 1990）, pp. 60‒62. 

36）Russell, A History of the United Nations Charter, pp. 392‒393.
37）両ドキュメントに関しては，Notter, Postwar Foreign Policy Preparation, pp. 595‒607, 611‒619.
なお，この二つの作成に当たって最も中心的な役割を果たしたのは，ハル国務長官の特別補佐
官として「戦後外交政策に関する諮問委員会」の活動にも深く関わったロシア生まれの経済学
者パスヴォルスキー（Leo Pasvolsky）であった。この人物の経歴と影響力に関しては，
Schlesinger, Act of Creation, pp. 33‒51を参照。

38）「ダンバートン・オークス提案」の原文は，Russell, A History of the United Nations Charter, 
pp. 1019‒1028. を参照。当時，仏は対独協力的なヴィシー政権とドゴール将軍率いる亡命政権
である「自由フランス」に分裂し，全土を統治する政権が存在しない状態にあったが，英国と
ソ連の支持で（そして米国の留保的態度の下に），仏全土を統一する政権が成立後，同国の安
全保障理事会入りが合意された。Hilderbrand, Dumbarton Oaks, pp. 122‒128.

39）Ibid.,pp. 191‒228.
40）Ibid., pp. 94‒98. この二つの問題は政治的に極めてセンシティブなものであったので，マスコミ
には一切報道されなかった。

41）なおローズベルト大統領とチャーチル首相は，ヤルタ会談に向けての準備として，マルタで会
談（1月 30日～2月 2日）を行っている。

42）U.S. Department of State, Foreign Relations of the United States （FRUS）, The Conferences at Malta 
and Yalta （Washington, D.C.: Government Printing Office, 1955）, pp. 378‒379, 768‒769. この“密
約”に関しては国務省等の政府機関は関与していない。Russell, A History of the United Nations 
Charter, pp. 426‒427.

43）S.M. Plokhy, Yalta: The Price of Peace （New York: Viking, 2010）, pp. 121‒127, 192, 197.
44）FRUS, The Conferences at Malta and Yalta, 1945, p. 944; 加藤俊作『国際連合成立史（第二刷）』
（有信堂，2005年），pp. 58‒63. この会議では“非手続事項”が経済制裁や武力行使を含む強制
措置を伴う実質問題を指すものと了解されたものの，“手続事項”に関しては厳密な定義付け
がなされなかった。

45）Plokhy, Yalta , pp. 184‒191; Russell, A History of the United Nations Charter, pp. 533‒537.
46）FRUS, The Conferences at Malta and Yalta, 1945, pp. 667‒668; Plokhy, Yalta, pp. 152‒157.
47）Ibid., pp. 201‒210. カチンの森事件（1940年春～夏）とは，ソ連領スモレンスク郊外のカチン
の森におけるソ連によるポーランド人将校虐殺事件を指す。またワルシャワ蜂起（1944年 8
月～9月）は，ナチス占領下で起こったワルシャワ民衆・国内軍が武装蜂起した事件を指す。
蜂起は 2か月ほど継続したものの結局ドイツ軍に鎮圧された。この時，ソ連政府はラジオでワ
ルシャワ市民の蜂起を促す一方，ワルシャワ郊外に駐屯していたソ連の赤軍蜂起したポーラン
ド人を全く支援せずに，激しい市街戦を傍観するのみであった。

48）Russell, A History of the United Nations Charter, pp. 482‒484.
49）FRUS, The Conferences at Malta and Yalta, 1945, pp. 779‒781, 973.
50）Ibid., pp. 977‒978.
51）Russell, A History of the United Nations Charter, pp. 512‒514; FRUS, The Conferences at Malta and 

Yalta, 1945, pp. 92‒93; Wm. Roger Louis, Imperialism at Bay: The United States and The 
Decolonization of the British Empire, 1941−1945 （New York: Oxford University Press, 1977）, 

22 第二次世界大戦中の連合国の戦後処理構想



pp. 225‒242, 351‒377.
52）Ibid., pp. 448‒460.; Notter, Postwar Foreign Policy Preparation, p. 397. ステティニアスは，ハルの
健康問題による辞任を受けて，1944年末に国務次官から国務長官に就任した。

53）アメリカ国内政治に対するヤルタ会談の影響・余波を分析した比較的初期の研究として，
Athan G. Theoharis, The Yalta Myths: An Issue in U.S. Politics, 1945‒1955 （Columbia, Missouri: 
University of Missouri Press, 1969）. を参照。

54）ローズベルト大統領の戦時外交の評価をめぐる歴史研究上の動向に関しては，Stoler, “U.S. 
World War II Diplomacy,” pp. 375‒403.

55）ヒスをめぐる論争に関しては，拙稿「アメリカにおけるヴェノナ文書の公開（1995年）と国
内反共主義論争 ― ポスト冷戦期のアメリカの政治文化との関連性を中心に ―」COSMICA 
XLIII （2013）, pp. 21, 33, 37.

56）Townsend Hoopes and Douglas Brinkley, FDR and the Creation of the U.N. （New Haven, Conn: 
Yale University Press, 1997）, pp. 189‒190.

57）Ibid., pp. 192‒194.
58）この点に関する詳しい分析に関しては，豊下楢彦『集団的自衛権とは何か（第 4刷）』（岩波新

書，2013年），pp. 18‒33.
59）西崎文子『アメリカ冷戦政策と国連　1945‒1950』（東京大学出版会，1992年），pp. 19‒43.
60）Hoopes and Brinkley, FDR and the Creation of the U.N., p. 198.
61）特に豪州代表団を率いたハーバート・V・エヴァット外相は，国家の平等の原則を重視して，
新国際組織があまりにも強大な権限を安全保障理事会と大国に与えているという懸念から，常
任理事国に広範な拒否権を付与することに強く反対していた。Schlesinger, Act of Creation, 
pp. 194‒197.

62）Ibid., pp. 201‒207; Hoopes and Brinkley, FDR and the Creation of the U.N., pp. 199‒200.
63）Schlesinger, Act of Creation, pp. 209‒225.
64）Russell, A History of the United Nations Charter, p. 751.
65）ソ連の主張は，総会に国家間の条約を含む国際関係上の広範な問題に関して議論を許すことに
対する極度の警戒感に基づいていた。Ibid., pp. 761‒765.

66）Ibid., pp. 581‒589.
67）Ibid., pp. 833‒836; 加藤，前掲書，pp. 108‒110.
68）Russell, A History of the United Nations Charter, pp. 813‒824; Louis, Imperialism at Bay, pp. 532

‒547.
69）国連憲章の効力発生による国連発足までの動きについては，加藤，前掲書，9章を参照。
70）Hoopes and Brinkley, FDR and the Creation of the U.N., pp. 206‒207.
71）G. John Ikenberry, “Liberal Internationalism 3.0: America and the Dilemmas of Liberal World 

Order,” Perspectives on Politics,Vol.7, No.1 （March 2009）, p. 76; Thomas McCormick, “The Long 
American Century, 1870‒2000: Hegemony and the Cycles of Capitalism.”（unpublished paper）, 
pp. 7‒10.

72）浅井良夫「序章　IMFと戦後国際金融秩序」伊藤・浅井（編），前掲書，pp. 3‒5.
73）国連改革をめぐる議論に関しては，臼井久和，馬橋憲男（編）『新しい国連（第 2刷）』（有信
堂，2005 年 ）；『 国 際 問 題 』No. 523（2003 年 10 月 ），No. 534（2004 年 9 月 ）；Dimitris 
Bourantonis, The History and Politics of UN Security Council Reform （New York: Routledge, 2005）
等を参照。

23第二次世界大戦中の連合国の戦後処理構想





〈Summary〉
  This paper proposes materials for idiom learning based on a cognitive linguistic 

perspective and presents one-semester of classroom activities in a university setting, based on 

those materials. Although idioms are pervasive in everyday language and hence are important 

to master for improving communication skills, many learners encounter difficulties in learning 

idioms due to the idioms’ irregular and idiosyncratic behavior. In applied linguistics, there have 

been some attempts to solve this problem by making use of conceptual metaphors in cognitive 

linguistics. Most attempts are, however, on a one-time experimental basis and no effective 

teaching construct with attendant materials seem to have been established yet. In this paper, 

first we will explain some concepts such as image schema, conceptual metaphors, and 

construction grammar which would help the learners to retain the idiomatic expressions. We 

then present our materials of idiom learning for the classroom activities, based on a cognitive 

linguistic perspective. Lastly, we will present questionnaire survey results of the learners who 

received the one-semester instructions. It should be noted, however, as Boers （2000） pointed 

out, some of the students did not like the guessing activity using images. They felt 

uncomfortable not to know exact meaning of idioms in Japanese. Learners are encouraged to 

challenge a new teaching method, but their choice and preference should be respected.

1．は　じ　め　に

　本研究では，認知言語学に基づくイディオム学習教材を提案し，大学生を対象にした授業実践

報告を行う。イディオムは日常言語において頻出する項目であるにもかかわらず，文法的な説明

になじまない扱いにくい表現として，効果的な学習法は現在まで提示されてきていない。ただ，

現在のような機械的な暗記や練習だけでは，イディオムの習得や使用へと結びつけることが難し

く，学習者のイディオム回避へとつながっている（Hulstijn & Marchena, 1989; Irujo, 1993; Laufer 

& Eliasson, 1993; Sornig, 1988）。

　ここでは，そういった従来の学習法の問題点を踏まえ，イディオムの概念を支えているイメー

ジ図式（Lakoff & Johnson, 1980），概念メタファーに依拠した体系（Lakoff & Johnson, 1980），

および構文的知識としての文脈情報（Fillmore, Kay, & O’Connor, 1988）を考慮したイディオム教
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材を提案する。これらは近年の認知言語学によって提出されてきた考え方であり，私たちの日常

言語に概念的な成立基盤を与えるものである。本稿では，これら認知言語学で提出された概念モ

デルをもとに，学習可能性の高いイディオム教材を提案し，その授業実践の成果を報告する。

　まず，認知言語学の観点から理論的な背景を述べ，イディオムの理解と産出において，イメー

ジ図式，概念メタファーに依拠した体系，構文的知識としての文脈情報が必要となることを主張

する。次に，イディオム学習に関する第二言語習得の先行研究を検討し，その到達点と問題点を

指摘する。つづいて，認知言語学の考え方に基づくイディオム教材を提示し，大学生を対象にし

た授業実践の報告を行う。具体的には，教材を用いた授業活動と授業に関する学生アンケートの

結果を報告し，本教材の持つ意義と可能性について述べる。最後に，本研究のまとめと今後の展

望を述べる。

2．先　行　研　究

2.1　イディオムを支える概念：認知言語学の観点から

　イディオムは，外国語学習者にとってはわずらわしい表現であり，学習者からは敬遠される傾

向にあった。確かに，ベーシック・イングリッシュという観点からは，学習者がこれらの表現を

回避することはやむを得ないという考え方もできる。しかし，イディオムは日常言語において頻

出する表現であり，それらを回避することは非現実的である。またコミュニケーション上も，イ

ディオムは他の分析的な表現とは異なる重要な機能を持つとされている。

　最近の認知言語学では，イディオムは，日常言語に認められるごく普通の表現であり，けっし

て無意味な語の集まりではなく，（後述するように）その概念は私たちの日常的な経験をもとに

成り立っているとされている（Lakoff & Johnson, 1980）。また，Jackendoff（1995）によると，

アメリカ英語で頻繁に使用される語彙（individual words）は約 8万語あり，それと同じだけの

イディオム（fixed expressions）が存在するとされている。

　また，イディオムは，分析的な表現と比べて，効果的な意思伝達を可能にし，短い表現で鮮明

な印象を与えることができる表現であるともされている（Gibbs, 1994）。例えば，Let’s call it a 

day.と Let’s finish what we are doing. という二つの文を比べてみよう。これらは知的意味とし

てはほぼ等価であるといえるが，前者のほうがよりインパクトのある表現となっている。本研究

では，こういったイディオムを習得することは学習者にとっても有益であると考える。具体的な

事例としては，Gibbs（1994, p. 269）が，英語のイディオムとして挙げているものを参照する。

Gibbs（1994）は，イディオムは次のような種類に分類されるとし，その多様性について言及し

ている（a. Sayings（e.g. take the bull by the horns），b. Proverbs（e.g. A bird in the hand is worth 

two in the bush），c. Phrasal verbs（e.g. to give in, to take off），d. Idioms（e.g. kick the bucket），e. 

Frozen similes（e.g. as cool as a cucumber），f. Formulaic expressions（e.g. How do you do?））。本

稿でも，ここで挙げられたような表現を広く取り上げていく。
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　さて，ここでイディオムとは何か，その定義について見ておきたい。Nunberg, Sag, and 

Wasow（1994）は，イディオムを他の分析的な表現と異なるものとし，その認定のための基準

として，以下の特性の有無を挙げている。a. Conventionality（慣用性：個々の単語からは意味が

予測できない），b. Inflexibility（統語的不変性：統語的な制約があり，自由に表現を合成できな

い），c. Figuration（比喩：メタファーを伴う），d. Proverbiality（ことわざ：社会的関心事の描

写・説明に使用される），e. Informality（非公式：日常の会話で使用される），f. Affect（感情：

評価や感情を示すために使用される）。

　また，イディオムは，歴史言語学の観点から文法化現象のひとつとして考察されている。秋元

（2002）は，イディオムをまず意味的，統語的な観点から，次のような二つの特徴を持つとして

いる（a．イディオムの意味はその成分からは出てこない（e.g. kick the bucket＝ die），b．イ

ディオムは統語上の変形を許さない（e.g. *The bucket was kicked by Sam.））。次に，イディオム

とは，歴史的なプロセスをへて，生まれるものであり，分析的な表現からイディオムとして定着

した表現まで，段階的な連続体（cline）をなすものであると述べている。

　本研究では，これらの研究成果を参照し，イディオムを選定する。ただし，秋元（2002）も言

うようにイディオムの厳密な定義を行うことは難しい。そこで本稿では，イディオムを「個々の

語の意味の合成によっては，全体の意味を予測することが困難なフレーズ」と緩やかに規定する。

ただし，注意したいのは，イディオムの意味はまったく予測不可能なわけではないという点であ

る。本研究では，認知言語学の観点から，（1）イメージ図式，（2）概念メタファー，（3）構文的

知識，といった多様な知識構造によってイディオムの概念が動機づけられていることを主張する

（Kövecses, 2002, p. 210‒211）。

（1）イメージ図式

　認知言語学では，人間の知覚と運動の経験的なパタンを表わす代表的な図式として，容器，上

下，遠近といった空間図式や，強制，抵抗，支持といった力学的な概念に基づくイメージ図式が

あるとされている。日常言語の基本的な概念は，これらの図式をもとに構成されており，また現

在では，無意味な語の集まりとされてきたイディオムも，同様の図式によって動機づけられてい

ると考えられるようになっている。

　例えば，英語の I can’t put up with it.という表現は，「たえられない」「ガマンできない」と

いった意味を表わすが，これも従来までの考え方では機械的に暗記するしかなかった。しかし，

現在では，この表現は何かを「支える」という人間の日常的な経験の図式を背景にした表現であ

り，次のような図式（図 1参照）によって表わすことができるとされている。またこういった図

式は，upを用いた back upや keep upなどの他の句動詞にも適用される。

　これらの概念を動機づけているのは，何かが倒れないよう維持する「支持の図式」であり，こ

のことは，ガマンすることを表わす他の英語の表現 ― I can’t stand it.や I can’t bear it.な

ど ― からも，支持される。
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（2）概念メタファー

　次に，これよりも抽象的なレベルとして概念メタファーについて考えてみたい。概念メタ

ファーは，「人生は旅である」「議論は戦いである」など，抽象的な概念を具体的な概念で表わす

ときの動機づけになる知識構造であり，イメージ図式よりも体系的な概念構造を形成している。

　例えば，「人生は旅である」の実現として，「愛は旅である」〈LOVE IS A JOURNEY〉という

概念メタファーがある。このメタファーにより，恋愛という抽象的な経験が具体的な旅の経験に

よって体系的に言い換えられる。以下は，その具体的な言語事例である。a. They’ve set off on a 

journey.（旅に出る），b. We can’t turn back now.（もう戻れない），c. We’ve got cold feet.（怖気づ

いた），d. The relationship is a dead end street.（行き止まりだ），e. We are over the hill.（峠を越

えた）。この場合，「恋人」は旅行者に，「困難」は「経路」に，「結婚」は「目的地」でたとえら

れている。

　二人の恋人は，結婚という終着地へ向かっていくのであるが，その旅路においてさまざまな困

難に出会う。そのときに用いられる表現が，旅路での経験を表わす set off（旅に出る），turn 

back（後戻りする），get cold feet（怖気づく），a dead end street（行き止まり），over the hill（峠

を越える）といった旅の経験や道程を表わす表現である。私たちはこれらの概念メタファーを意

識することで，イディオムのメタファー的な意義を理解し，より体系的にことばの意味を習得す

ることができると考えられる。

（3）構文的知識

　最後に，近年の認知言語学の知見によれば，日常言語で用いられる語やフレーズは文脈と切り

離して自由に用いられるのではなく，特定の場面や状況にしばられていることがわかってきてい

る。認知言語学では，このような言語の性質を文脈依存性と呼んでいる。認知言語学の文法論で

ある構文文法によれば，日常言語の語や表現はすべて文脈に依存した「構文」（construction）で

あり，個々の語や構文には固有の文脈情報が付与されていると考えられている（Fillmore, Kay, 

& O’Connor, 1988）。

　例えば，call it a dayというイディオムを考えてみよう。私たちがこの表現をもっともよく用

いるのは冒頭に挙げた Let’s call it a day.というかたちであり，「そろそろ終わりにしよう」とい

う「提案」の文脈で典型的に用いられる。たしかにMy boss called it a day at 4:30 yesterday.とい

図 1．イメージ図式とイディオム（Holme, 2004, p. 162）
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う言い方も文法的には可能ではあるが，実際の使用場面としてこういった表現はあまり見られな

いのではないだろうか。イディオムはこういった語用論的な文脈と結びついていることが多い。

　つまり，call it a day はたんに事態を終わりにするという意味を客観的に表わすのではなく，

発話者が終わりを宣言することで，これで一日が終わるという安堵の気持ちや，聞き手への配慮

的な態度といった文脈的な情報がともなう。構文文法では，語や構文はこういった文脈と切り離

すことはできないとしており，とくにイディオムは，会話の場面や発話者の意図，感情といった

背景的な情報とつよく結びついているとされている。

2.2　イディオム学習研究：第二言語習得研究の観点から

　1990年代から，認知言語学の概念を応用した第二言語習得研究，とくに語彙やフレーズに関

する習得研究が盛んになってきている。本研究との関連でいえば，第一に，イメージ図式を用い

た Holme（2004）が注目される 1）。Holme（2004）は，イメージ図式を用いた句動詞（特に up

について）の指導案や，概念メタファーを用いた体系的な語彙指導法，ワークシート作成方法を

紹介しており，教材作成において参考になる。しかし，Holme（2004）は実証的な研究は行って

いないため，その有効性は明らかにされていない。

　一方，Boers and Demecheller（2001）では，イメージしやすいイディオムを学習者に提示し，

文脈の助けなしに意味を推測させるという実験を行っている。調査したイディオム数は 12表現

で，限られた数ではあるが，結果全体の約三分の一（35％）のイディオムに関しては，イメージ

化が意味推測に有効であることが示されている。

　また，Boers et al.（2008）は，語義を表わす絵や写真が単語記憶の定着を促進するかどうか調

べている。彼らはいくつかの単語（rootや targetなど）の意味を表す絵をクリップアートから

選び出し，コンピュータのスクリーン上に提示できるよう加工した。そして，単語を含む短文と

絵両方を提示し，学習者に表現の意味を推測させる活動を行わせた。その結果，絵で語を学習し

た群と翻訳で学習した群では，前者のほうがより高い理解を示した。また，概念メタファーに基

づく定義のみを提示した群と，定義と絵の両方を提示した群とでは，後者の方がより理解が促進

されることを示した。つまり，これらの実験から，言葉による説明に絵を添えたほうが，語の意

味理解に効果が高いことが示された。

　第二としては，語彙やイディオムを概念メタファーで分類して学習する方法の効果を調べた研

究が挙げられる（Kövecses & Szabό, 1996; Boers, 2000; Kövecses, 2001; Beréndi, Csábi, & 

Kövecses, 2008）。これにはかなりの蓄積があり，例えば，Boers（2000）では，概念メタファー

による分類を教示した群と，語用論的に分類して教示した群とを比較し，イディオムの定着度を

調査している。その結果，前者の方が穴埋め問題の回答率も高く，産出問題においても使用量が

多いことが示された。ここから概念メタファーによる分類のほうが語用論的な分類よりも，語彙

学習への有効性が高いことが示されたことになる。Beréndi, Csábi, and Kövecses（2008）では，

翻訳を通して学習する群と，概念メタファーを通して学習する群に対して，holdと keepの多義
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的な用法を指導した。その結果，翻訳群よりも概念メタファー群の方が定着が良いことが示され

ている。また怒りに関するイディオムでも同様に，翻訳群よりも概念メタファー群のほうが定着

度が高いことを示されている。

　最後の，構文的知識としての文脈情報がイディオムの学習や習得にどのような影響を与えるか

という研究は現時点ではないようである。ただ，Beréndi, Csábi, and Kövecses（2008, p. 90）に

は文脈の重要性に関する記述がある。彼らは，ナラティブテキストのおかげで，私たちは

“meaningfully contextualize target idioms in a developing storyline”と述べ，イディオムの意味が

文脈や背景知識に支えられていることを示唆している。また，短文ではなく，ナラティブテキス

トを利用することで，同じ概念メタファーの中で，イディオム同士が関係づけられ，より記憶に

定着するとしている。

　以上の研究結果から，イメージが意味の記憶に役立つこと，概念メタファーによる分類が体系

的な学習を促進すること，構文的知識としての文脈情報が習得に有効に働くことが伺える。

2.3　本稿が提案するイディオム教材の考え方

　本章では，認知言語学の概念や第二言語習得研究の研究成果を踏まえて，今回作成した教材を

例に，本稿のイディオム学習に関する考え方を示したい。

　例えば，scratch the surface（表面をかく）というイディオムは，「まだあまり理解していな

い」ことを表わすが，これまではこれを日本語訳とともに提示するのが一般的であった。しかし，

それだけではこの語が理解され，実際に使えることにはつながらない。それは，学校で授業中に

先生から Do you understand? や Are you with me? と聞かれて，I’ve just scratch the surface.と答え

ることが不自然であることからもわかる。

　こういったイディオムには，その背景となるイメージ図式，構文的知識としての文脈情報，概

念メタファーに依拠した体系が存在しており，これらを理解しないかぎり，十全なイディオムの

習得へと至らないのである。まず，この語の持つイメージは図 2のような「掘る」という場面で

ある。このとき掘り手である主体は，地中の世界を探究し，最終的に宝物である事実を発見する
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ことを目標としている。scratch the surfaceはこういったひとつながりの場面として理解される必

要がある。

　またこのとき scratch the surfaceは探求という場面を喚起する。そのため，先に見た「授業」

という場面とはそぐわない。探究者は，個人であれ，集団であれ，自分で事実を解明しようとし

ており，先生が生徒に発問し，生徒がそれに答えるといった受動的な場面とは結びつかない。

scratch the surface は，典型的には能動的に行う課題や企画などについて，How has it been so far? 

とその進行状況を聞かれ，I’ve just scratch the surface. と答えるといった場面でよく用いられる。

　学習者は，このような会話の場面をセットでイディオムを学習することで，その典型的な意味

を理解するだけでなく，自然な文脈も同時に習得していく。構文文法の観点からすれば，こう

いった文脈に埋め込んだ学習は，イディオム学習だけでなく，あらゆる語や文法の習得にも必要

なプロセスであるといえる。ただ，そのなかでもイディオムは文脈依存性が高く，こういった文

脈を提示しないと先に見たような誤用を招くことになる。

　最後に，イディオムを定着させるために，scratch the surfaceという表現を，dig up，figure out，

hit up onなど他の関連語彙に位置づけていく（図 3参照）。語彙のネットワーク化は，記憶にお

ける精緻化方略のひとつであり，私たちはことばを個別に習得するよりもネットワーク化して覚

えるほうが定着度も高まる（Schmitt, 1997）。概念メタファーと相対的に位置づけることで，イ

ディオムの深い理解が可能になる。つまり，dig upするのは figure outするためであり，scratch 

the surfaceはその最初の段階にいて，実際には目標に到達していないといったことが理解される

わけである。また実際の会話においてもこれらの表現は同時に活性化され，自然なかたちで利用

される 2）。

　次章では，イメージ図式，概念メタファーに依拠した体系，構文的知識としての文脈情報を取

り込んだ教材作成方法を提案し，体系的なイディオム学習方法を示していきたい。

3．イディオム学習教材作成と授業活動

3.1　概念メタファーとイディオムの選定

　概念メタファーには多くの種類があるため，全てを教授することは現実的ではない。学習効率

を上げることが重要であるため，本稿では，代表的かつ生産的なもの，つまり，一つの概念メタ

ファーに集約されるイディオム数が多い概念を Lakoff & Johnson（1980）を参考にして，14個

の概念を選定した（〈COMMUNICATION IS EXCHANGE〉，〈A WORD IS A PACKAGE〉，

〈UNDERSTANDING IS SEEING〉，〈UNDERSTANDING IS SEARCHING〉，〈THINKING IS 

MOVING〉，〈SOLVING IS CONTROLLING〉，〈NEGOTIATION IS BATTLE〉，〈ARGUMENT IS 

COMPROMISE〉，〈EMOTION IS TEMPERATURE〉，〈EMOTION IS FORCE〉，〈HUMAN 

RELATIONS ARE PHYSICAL CONTACTS〉，〈DEVELOPING RELATIONSHIP IS BUILDING〉，

〈LIFE IS A JOURNEY〉，〈LIFE IS A SAILING〉）。
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　次に，King（1999）で使用されている例を参考に，英語を母語とする教員と，頻度や難易度，

イメージでの表象の可否などを考慮しながら，一つの概念メタファーにつき，約 10個のイディ

オムを選定した。特に，イメージに関しては，Boers et al.（2008, p. 191）で指摘があるように，

イディオムによって絵に描きやすいものと描きにくいものがある。また，試験的にイメージ図式

をあるクラスで使用した結果，抽象度の高さから学生になじまず，また理解されにくい場合があ

るという問題点が示された。そこで，教室活動で利用しやすいように，具体的な絵での表象が可

能な表現を選定した。例えば，〈UNDERSTANDING IS SEARCHING〉では，scratch the surface，

in depth，delve into，dig down，hit upon，figure out，show upの 7つの表現を選定した。選択し

た約 140個のイディオムに対しては，専門のイラストレーターにイメージ図の作成を依頼した。

忠実に字義通りの意味を再現できるよう，何度もイラストレーターと協議しながら作成を行った。

　会話文は，イディオムを選定した英語を母語とする教員が，Fragiadakis（1993）を参考に作

成した。Fragiadakis（1993）では，会話が，支えとなる絵とともに提示されており，行為の系

列が会話から理解できるようになっている。本教材でも，対話文中にも絵を挿入し，音声情報や

文字情報だけでなく，視覚的なイメージによって学習ができるような工夫も施した。会話文は，

男女の会話とし，会話文を覚えることができるよう，全体で 10行程度になるようにした。また，

イディオム以外の表現で学習者の理解に困難が生じないように，英文は平易な表現で作成した。

　なお，会話の中で，本来，イディオムは，ランダムに出てくるのが自然であるが，今回は学習

用のため，普通の会話に比べてイディオムの出現頻度の高い会話文となった。

3.2　教材提示順序とタスクの目的

　先行研究では，絵から意味を推論，その後文脈で学習する構成での実験や研究が多くみられ

た�3）。本稿でも，その方法を引き継ぎ，なおかつ，体系的な学習に結び付けるため，同じ概念メ

タファーに分類される表現を挙げることにし，以下のような提示順序に決定した。

　まず，イメージ図によってある概念メタファーに共通する場面を共有する。次に，イディオム

を会話文脈のなかで提示し，具体的な理解活動を行った。最後に，学習したイディオムを同様の

概念メタファーを背景とする語とともに整理して提示した。

　以下の場合でいえば，「宝物をさがす」場面を絵によって提示し，〈宝物〉とは私たちが〈知り

たいと思っていること〉なのだということを理解させる。そのうえで，scratch the surface（表面

をこする）や figure out（かたちを現わす）といった表現を会話によって示す。最後に，これと

同様の〈UNDERSTANDING IS SEARCHING〉（理解は探索である）という概念メタファーをも

とになりたっている表現を付け加えていく。

3.3　各章の構成と内容

　イディオム学習教材の各章は，以下の五つのタスクから構成されている。タスクは，上記の教

材提示順序に沿って，理解から産出へと無理なく学習できるように設定した（Gass, 1988）。
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1．  Guessing the meanings：イメージ図からイディオムの意味を推測する。意味概念を視覚的に

処理することでより鮮明に記憶に残るようにすることを目的とする。

2．  Understanding the dialogue：イディオムを適切な文脈で学習する。会話文からイディオムの

意味や概念理解に必要な背景知識を引き出し，自然な理解へ導くことを目的とする。またイ

ディオムのグルーピングについて気づきを促し，学習者の洞察力を高めるとともに，言語表

現だけでなく，内容にも注意を向けさせ，会話文の理解を促すことを目的とする。

3．  Remembering the dialogue：イディオムを一つのかたまりとして認識させ，自動化させるこ

と，また適切な文脈を理解することを目的とする。

4．  Match the meaning of the idioms：イディオムの定義を三つの選択肢から選ぶ。日本語へ翻訳

するのではなく，イメージを通して意味を理解できるように促すことを目的とする。

5．  Production：選択肢から適切なイディオムを選び，文を完成させる。言語産出力はすぐには

身につかないことが先行研究の結果から明らかになっているので（Boers, 2001），代替とし

て選択肢から選ぶタスクを設定した。ここでの目的は，他の文脈でも使える能力を身に着け

ることである。

3.4　参　加　者

　授業参加者は，関西にある大学 1年生（英語非専攻）31名である。

　本授業は必修科目に用意されている英語の授業で，一般的な英語能力の増強が目的とされる。

今回は，授業の一部の時間をイディオム学習に充てるのではなく，イディオム学習を授業の中心

に据え，様々な活動（例：推論する，イメージする，分類する，産出する，音読するなどの活

動）を通してイディオムが学習できるよう設定した�4）。

イメージ図 → 構文的知識としての文脈情報 → 概念メタファーに依拠した体系

Ted:   I think we really need 

to work on this report 

for the boss.

Darcy:  You are right. We have 

not even scratched 

the surface.

…（省略）…
Ted:   Why don’t you figure 

out the marketing and 

I will work on the sales 

report?

1.  It’s hard for people to hit up 

on fresh ideas when they 

are so tired.

2.  This article is not very well 

researched because the 

author didn’t dig down to 

get new information.
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3.5　授　業　活　動

　ここでは例として，第 4回目の授業を説明していく。なお各章とも以下の TASK 1から TASK 

5から成り，概念メタファーによる分類に基づいて，同じ教授方法でイディオムが学習できるよ

うに組み立てている。授業の最初には，毎回，確認のための復習テストを行っている。この回で

は，第 3回目で使用した会話文からイディオムを穴抜きにし，学習者に適切な表現を書き込ませ

た。そして，正しい表現が書けているかどうか確認し，定着を図った。その後，第 4回目の概念

メタファー〈UNDERSTANDING IS SEARCHING〉のワークシート（付録 1参照）を配布した。

　ワークシートには，〈UNDERSTANDING IS SEARCHING〉の表記の横にイラストがあり，男

の子がショベルをもって穴を掘って宝物を掘り出そうとしているシーンが示されている。これを

使用し，UNDERSTANDING（理解）という抽象的な事態を理解するために，英語では

SEARCHING（探索）という具体的な行為を利用しているということを学生に説明し，本回の全

体的な概念の理解を促した。

TASK 1: Guessing the meanings

　次に，各表現の意味を推測させるために，前置きとして，「少しだけ穴を掘っただけ」という

状態は，意味理解に置き換えるとどういう状況を指すか，「掘り当てるまで深く掘った」という

状態は，意味理解ではどういうことを意味するかを考えるように伝えた。学習者はグループに

なって，イディオムとその横にあるイメージ図を見比べながら話し合いをし，scratch the surface，

in depth，delve into，dig down，hit upon，figure out，show upの七つの表現の意味を推測した。

その後，教師が概念メタファーを用いて，「探し始めて，まだ宝物は掘り当てていない」状況は，

理解の観点に置き換えると，まだ十分に理解が進んでいないという意味になるということ（e.g. 

scratch the surface），一方，「何時間もかけて掘って，宝物を探し当てた」場合，十分に理解が進

んだという意味になること（e.g. hit upon, figure out）を説明した。各表現と絵の説明をしながら，

学習者が視覚的なイメージを通して，イディオムの意味を理解し，記憶できるよう努めた。 3） 実

際，この回の推論は分かりやすかったようで，多くの学生は，意味を的確に推論することができ

ていた。

TASK 2: Understanding the dialogue:

　TASK 2では，学習者は会話文を読み，文脈の中でイディオムがどのように使用されるかを学

習する。まず，学習者は会話文の内容を理解するために，ペアで話し合いながら内容の要約を

行った。その後，教師の簡単な内容説明を聞いた後，ペアで併設の問題に取り組んだ。会話文併

設の問いには，内容理解の問題とともに，イディオムに共通する概念（ここでは「穴を掘る」）

に注意を向け，気づきを促す問題がある（e.g. What kind of image do the expressions “scratch 

the surface” and “in depth” have? What do they have in common?）。表現に注意を向け，気づきを

促されることで，より効果的に記憶に残ると考えられる（Nation, 2001）。学習者は，解答後に，
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この解説を教師から聞き，今回学習しているイディオムがどのような概念で分類されているかを

再度確認した。また，イディオムは，臨場感あふれる鮮明な意味を伝えることができる非常に有

効なコミュニケーションツールであるということを，会話を通して確認した。

TASK 3: Remembering the dialogue

　内容確認後，学習者は全体でなんども音読し，その後ペアでロールプレイを行った。さらに，

シャドーウイングを全体，ペアで行い，ワークシートなしでも音声に続いて発声できるまで練習

を行った。その後，イディオム部分が穴抜きになっている会話文を，パワーポイントのスライド

でみながら，繰り返し音読した（付録 2）。これは，イディオムに注意を向けさせ，見て分かる

だけでなく，産出できるようにするためである。また，なんども声に出すことで，イディオムを

個別の語ではなく，塊として認識し，その表現がもつ意味を定着させることをねらいとしている。

TASK 4: Match the meaning of the idioms

　TASK 4は，イディオムの定義を選択する問題である。学習者は，前後の文脈なしに，イディ

オムの言いかえ表現を三つの選択肢が一つ選択する。定義は英語で書かれており，学習者には翻

訳を通してではなく，イメージやその他のストラテジー（問題解決のためのストラテジー，概念

メタファーによる分類，会話文脈など）を利用して，意味を推論するよう指導した。

TASK 5: Production

　TASK 5は，新しい文脈で，イディオムが使用できるかどうかを確認するための問題である。

より多くの文脈で出会う機会を設けることによって，イディオムの定着がより高まると考えられ

る。形式は，短文の穴埋め問題となっている。一見簡単そうであるが，イディオム自体の理解だ

けでなく，イディオムがどういう場面で使用されるのかという文脈理解も要求される。さらに，

音声，書記の理解も要求されるため，産出は意外に難しい。そこで，選択肢から選ぶ形での産出

活動としている。

　ここでも，学習者には，イディオムに共通する概念（「穴を掘る」）を繰り返し説明し，体系的

な学習を促すようにした。また，イメージ図を再度，別の文脈で，選ばせることによって，イ

ディオムがイメージとして記憶されるように努めた。 

　なお，学習者には，イメージ図式，概念メタファー，構文的知識といった用語は教えておらず，

絵，会話文，内容による分類という呼び方で説明を行った。毎週一つずつ概念メタファーを取り

上げ，上記で述べた活動を 14週行った。そして 15週目に期末テストと簡単なアンケート調査を

行った。
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4．学習者の反応

　31名の学習者に対して，簡単なアンケートを行った（無回答 1名）。アンケートの項目は以下

の三つである。①絵は，イディオム学習においてどうでしたか？　②会話文は，イディオム学習

においてどうでしたか？　③内容で分類することは，イディオム学習においてどうでしたか？　

これに対して，学習者は，五つの選択肢（ 5非常に役に立つ， 4やや役に立つ， 3どちらでもな

い， 2あまり役に立たない， 1全く役に立たない）から当てはまるものを一つ選択した。各項目

の平均と標準偏差は表 1の通りである。

表 1．アンケート調査の結果

質　問　項　目 平 均 標準偏差

①　絵は，イディオム学習においてどうでしたか？ 4.1 1.0

②　会話文は，イディオム学習においてどうでしたか？ 4.0 0.8

③　内容で分類することは，イディオム学習においてどうでしたか？ 4.1 0.9

　各質問の回答の内訳は以下のようになっており，3項目とも，5（非常に役立つ）と 4（やや役

立つ）を選択した学習者は過半数を超えていることが分かる（絵に関して：5の選択者 13人，4

の選択者 12人。会話文に関して：5の選択者 10人，4の選択者 12人。分類に関して：5の選択

者 12人，4の選択者 9人。）。

　このことから，概ね，学習者は今回の教材に組み込んだ三つの方法による学習が，役に立つと

考えていると思われる。一方で，数人の学習者は，これらの方法を好んでいなかった。学習者と

の雑談から，「絵のイメージでイディオムを学習するのではなく，日本語の訳で学習したい」，

「イディオムに特化した授業より，リーディングやリスニングのような知識獲得のための授業が

受けたい」などの意見を得，学生の望む学習方法や興味が今回の教授方法と一致していないこと

がわかった。確かに，多くの学生は英語を日本語訳で教わることに慣れている。また，イディオ

図 4．絵の有用性 図 5．会話文の有用性 図 6．分類の有用性
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ムの学習は他のリーディングやライティングと比べると後回しにされる傾向にある。実際，今ま

での学習経験，学習スタイルや学習方法の好みが学習効果に影響することは先行研究で指摘され

ており（Boers, 2008），これらの学生に対してどのように対応していくべきかが今後の課題であ

る。

5．ま　と　め

　本稿では，認知言語学の概念を援用した，大学生を対象としたイディオム学習のための教材と

授業活動を紹介した。応用言語学の立場から教材作成の例が提案されることはしばしばある。し

かし，本稿のように，理論に基づいた体系的なイディオム学習教材を作成しているだけでなく，

14週という長期に渡り，一貫した教授法に基づいて授業を行い，さらに，一定の評価を学習者

から得ているという授業報告は，国内外をみてもほとんどないと思われる。このような取り組み

は，作業的に非常に時間がかかり，手間もかかるという問題があるが，学習者の学習効率を上げ

るという観点からは非常に意義があると考える。今回取り上げたイディオムは，イメージしやす

い項目のみであるが，少なくともこれらに関しては，体系的に学習できることが示された。学習

者にとっては，ランダムに暗記することと比べると，負担が少ないという利点があり，今までに

ない教材が提案できたと考える。また認知言語学の考え方は，身体性に基づくもので，特に，イ

メージ図式に支えられている表現には普遍的なものが多く（例：怒り，上下），直感的，感覚的

に理解しやすいものであると思われる。現在，予備知識なしに，汎用的な形で利用できる市販教

材を準備しており，本稿の提案するイディオム学習方法が今後の英語教育の発展の一助になれば

と考える。

　今回の授業では，イディオム学習に重点を置いたが，こういったアプローチは，語彙学習，文

法学習，テキスト学習にも利用できる。外国語学習における認知言語学を応用した試みは，徐々

に広まっており，更なる発展が期待される。今後は，本教材と他教材を比較し，実証的に効果を

検証する予定である。
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注

1 ） 認知言語学のアプローチとは異なるアプローチで，Carpenter and Olson（2012），Kost et 
al.（1999），Plass et al.（1998）などが，絵が翻訳よりも単語の意味理解や認識に有効に働く
と述べている。

2 ） 従来までのイディオム学習では，upや outを用いた句動詞の集合といったかたちで，形式的
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な分類に終始するものがほとんどであったが，ここで提示した概念メタファーに基づく分類は，
私たちが実際に所有する心的語彙（メンタル・レキシコン）を反映するものなっている。

3 ） Skoufaiki（2008）では，意味を推測したあとで教師の説明によって意味の確認をする方法が，
記憶の定着に効果的であることが実証されている。

4 ） シラバスは以下のとおりである。
［授業内容・計画］
　読解力，聴解力向上に欠かせないイディオム表現を中心に学習します。
［主な予定項目］
　第 1週 Communication is exchange
　第 2週 A word is a package
　第 3週 Understanding is seeing
　第 4週 Understanding is searching
　第 5週 Thinking is moving
　第 6週 Solving is controlling
　第 7週 Negotiation is battle
　第 8週 Argument is compromise
　第 9週 Emotion is temperature
　第 10週 Emotion is force
　第 11週 Human relations are physical contacts
　第 12週 Making relation is building
　第 13週 Life is a journey
　第 14週 Life is a sailing
　第 15週 Review
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付録 1

Unit 2

Understanding

Unit 2.2

Understanding is Searching

  Searching is digging down deep into a topic, digging into 

collected data, and finding out relevant information 

which you need.

TASK 1 Guess the Meaning

In pairs, make use of the images to guess the meaning of each expression, and write the meaning in the 

space next to the images.

Expressions Images Your guess

1. scratch the surface 1. 　　　　　　　　　　

2. in depth

3. delve into

4. dig down

2. 　　　　　　　　　　

3. 　　　　　　　　　　

4. 　　　　　　　　　　

5. hit upon 

6. figure out

7. show up

discover, reveal 5. 　　　　　　　　　　

6. 　　　　　　　　　　

7. 　　　　　　　　　　

touch upon,
skim, scan

in depth

search,
inspect
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TASK 2 Understand the Dialogue

Read the dialogue and answer the questions below.

Ted: I think we really need to work on this report for 
the boss.

Darcy: You are right. We have not even（1）scratched 
the surface.

Ted: There are many details that need to be worked 
out before we can write the final report.

Darcy: Yes, it needs to be an（2）in depth analysis of 
the new products.

Ted: Why don’t you（3）figure out the marketing and I will work on the sales report?
Darcy: You will need to（4）dig down to understand the sales report.
Ted: I know. If you（5）hit upon any good information, please let me know.
Darcy:  Yes, I will. All right, I will（6）delve into the marketing and see if some useful informa-

tion （7）shows up. 
Ted: Sounds good. Let’s get to work. 

Questions

1．What do Ted and Darcy need to work on?

2．How much work do Ted and Darcy need to do on their report?

3．  What kind of image do the expressions “scratch the surface” and “in depth” have? What do they 

have in common?

TASK 3 Practice Conversation

Practice the above conversations with a partner. Take turns being each character. Practice looking at 

your partner and making good eye contact.
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TASK 4 Match the Expressions 

Choose one from the three options provided below that best describe the words in bold type of (1) to (7) 

in the dialogue.

（1）scratch the surface
a. use the nails to dig 
b. have a superficial knowledge
c. start a rumor

（5）hit upon
a. think of something
b. break something accidentally
c. leave behind or forget

（2）in depth 
a. extensively; thoroughly
b. beyond one’s knowledge
c. complex

（6）delve into
a. examine something carefully 
b. choose
c. close

（3）figure out
a. admire someone
b. consider carefully before rejecting
c. find the solution to a problem after a lot of thought

（7）show up
a. forget
b. take away
c. appear

（4）dig down 
a. relax on a vacation
b. examine closely
c. take work home with you

TASK 5 Production

Use the idioms in the box, and fill in the blanks. Then choose the image which is the best match to the 

idioms from (a) to (d).

1.   He really needs to do a more 　　　　　　　　　　　 study before the committee can make a 

decision about his report.（image　　　　）

2.   If new information on the story doesn’t 　　　　　　　, the reporters just keep repeating the 

same things.（image　　　　）

3.   Nobody can 　　　　　　　　　　 how to put this together. The instructions are very confus-

ing.（image　　　　）

4. He didn’t want to 　　　　　　　  personal information during the interview.（image　　　　）

5. This book is not well written. It doesn’t even 　　　　　　　　 of the topic.（image　　　　）

6.   This article is not very well researched because the author didn’t 　　　　　 to get new infor-

mation.（image　　　　）

7. It’s hard for people to 　　　　　　　 fresh ideas when they are so tired.（image　　　　）
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hit up on figure out delve into scratch the surface

in depth dig down show up

（c） （d）

（a）

付録 2

Ted: I think we really need to work on this report for the boss.

Darcy: You are right. We have not even（1）  s　　　　　　　　　. 

Ted: There are many details that need to be worked out before we can write the final report.

Darcy: Yes, it needs to be an（2）  i　　　　　　　　　 analysis of the new 
products.

Ted: Why don’t you（3）  m　　　　　　　　 the marketing and I will 
work on the sales report?

（以下，省略）

（b）





〈Summary〉
  This article on strengthening capacity to organize team sports focuses on motivation, 

which is considered the most important aspect of coaching in modern sports. The article 

discusses methods of strengthening organizational capacity through intrinsic motivation.

  Recently, warning against the overemphasized “winning is everything” philosophy, the 

Japan Sports Association has undertaken efforts to end corporal punishment in sports. Similar 

efforts have also been undertaken by the domestic sports associations, the subordinate bodies 

of the Japan Sports Association.

  This article outlines the sports coach qualification system. Focusing on motivation by 

organizing the legal aspects of corporal punishment, the article illustrates the differences 

between using extrinsic and intrinsic motivation for sports coaching. In light of these facts, this 

article discusses guidelines for coaching using intrinsic motivation, which is deemed necessary 

to reinforce organizational strength in terms of sports coaching.

1．は　じ　め　に

　本小論は，チームスポーツにおける組織力の強化について，今日のスポーツ指導における重要

な視点の一つとして考えられる「動機付け」に着眼し，内発的動機付けによる組織力の強化方法

について論じるものである。

　昨今，スポーツ界では，勝利至上主義への警鐘や体罰撲滅に対する取り組みが公益財団法人日

本体育協会を中心に行なわれており，下部団体である国内競技団体においても同様に取り組まれ

ている。しかし，体罰問題は，未だに強豪チームや強豪校と呼ばれる組織をはじめとしたスポー

ツ活動団体，とりわけ中学・高等学校の部活動を中心に発生している。

　学校部活動の指導を担っている教職員や学外指導者の多くは，財団法人日本体育協会公認ス

ポーツ指導資格を保有しているものの，この資格を公式戦出場の為の条件と受け止めている指導

者も存在しており，体罰を撲滅した上での組織力強化という観点からマネジメントを行なう者は

多いとはいえない。

　しかし，評価・賞罰・強制などの人為的な刺激による外発的動機付けを行なうことが多いス

ポーツ指導の現場において，少数ではあるものの，新たな取り組みとしてゴールデンサークル理
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論や PM理論を用いた内発的動機付けが着目されている。加えて，マネジメントサイクルを意

識した組織の運営を行なう指導者も見受けられるようになった。これは，外発的動機付けを主と

する指導から内発的動機付けを用いた指導法への変化として捉えることができ，選手への動機付

けが変化することにより組織力が強化されていくという結果も現われ始めている。

　そこで，本小論では，スポーツ指導者資格制度を概観し，体罰に関する法的側面を整理した上

で「動機付け」に着目し，スポーツ活動に関する外発的動機付けによる指導と内発的動機付けに

よる指導の差違を整理する。これらを受けて，スポーツ指導における組織強化に必要であると考

えられるマネジメントについての整理を試みる。

2．スポーツ指導者

　スポーツ指導者は，有資格者と無資格者に大別される。前者は様々な団体が規定するカリキュ

ラムを修了した指導者であり，後者は豊富な経験や知識によって組織の指導的立場を確立した者

を指す。公益財団法人日本体育協会では，指導資格制度を確立させており，スポーツ指導者の資

格取得を推進している。

2.1　公益財団法人日本体育協会スポーツ指導資格の全体像

　公認スポーツ指導者制度 1） に基づき，公益財団法人日本体育協会及び加盟団体等が資格認定す

る指導者は，スポーツ医・科学の知識を修得し，「スポーツを安全に，正しく，楽しく」指導し，

「スポーツの本質的な楽しさ，素晴らしさ」を伝えることが使命である。

　表 1に示したように，「スポーツ指導基礎資格」であるスポーツリーダーは，スポーツ指導の

基礎を学ぶ資格であり，「競技別指導者資格」に分類される指導員・上級指導員・コーチ・上級

コーチ等は，上部資格にあたり，指導する場所や対象，競技レベル等によって取得すべき資格が

異なる。これらについては，詳細を後述する。

　「フィットネス資格」では，地域スポーツクラブや地域の公共施設，商業スポーツ施設等で，

健康・体力づくりの実技指導や活動プログラムの提供などを担っている者，また，将来的に指導

者になろうと考えている者が指導する対象から受講する資格を選択する。

　また，「メディカル・コンディショニング資格」は，病院や地域・クラブチーム等で，医科学

の知識を基に健康管理や競技能力の向上の援助等を行なっている医師及びトレーナーや，スポー

ツ活動現場において，栄養・食事に関する専門的なサポートを行なっている者，また，将来的に

活動しようと考えている者が取得する資格である。

　他にも，総合型地域スポーツクラブなどでマネジメントを担当している者や，これから担当し

ようとする者に向けた資格である「マネジメント資格」や，体力テストの実施と普及をはかると

共に，体力テスト実施上の安全指導や結果の判定にあたる「体力テスト員」がある。
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2.2　競技別指導者資格

　図 1に示したように，「スポーツリーダー」は，地域におけるスポーツグループやサークルな

どのリーダーとして，スポーツ指導を行なっている者や，これから行なう者の取得を前提とした

資格である。取得後に指導員資格やコーチ資格へステップアップする者が多くなっている。

　次のステップとして「スポーツ指導員」は，総合型地域スポーツクラブ等において，スポーツ

に初めて出会う子どもたちや初心者を対象に，競技別の専門的な知識を活かし，個々人の年齢や

性別などの対象に合わせた指導にあたる資格であり，「上級指導員」は事業計画の立案などクラ

ブ内指導者の中心的な役割を担っている。
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表 1　「公益財団法人日本体育協会公認スポーツ指導者資格名」

スポーツ指導者資格名

スポーツ指導基礎資格 スポーツリーダー

競技別指導者資格
指導員・上級指導員
教師・上級教師
コーチ・上級コーチ

フィットネス資格
ジュニアスポーツ指導員
スポーツプログラマー
フィットネストレーナー

メディカル・コンディショニング資格

スポーツドクター
アスレティックトレーナー
スポーツ栄養士
スポーツデンティスト

マネジメント資格
アシスタントマネジャー
クラブマネジャー

その他関連資格（体力テスト員）
体力テスト判定員
体力テスト指導員

（出典：公益財団法人日本体育協会「資格情報」より）
図 1　「公益財団法人日本体育協会公認競技別指導者資格について」



　「コーチ」は，主に競技者育成のための指導を担っている。具体的には，広域スポーツセン

ターや各競技別のトレーニング拠点において有望な競技者の育成にあたる。「上級コーチ」は，

ナショナルレベルのトレーニング拠点において，各年代で選抜された競技者の育成強化を担い，

国際大会等の各競技会における監督・コーチとして，競技者が最高の能力を発揮できるよう，強

化スタッフとして組織的な指導にあたっている。

　テニスクラブやスキー場に代表される商業スポーツ施設等において，競技別の専門的指導者と

して質の高い実技指導を担っているのは「教師」であり，「上級教師」は種事業に関する計画の

立案，指導方針の決定など，組織内指導者の中心的役割を担っている。

2.3　資格制度の課題

　これまで述べてきたように，公益財団法人日本体育協会のスポーツ指導資格制度は，指導対象

となる競技レベルや年齢層によって数種類に分かれている。各指導資格取得を目指す資格取得講

習会では，それぞれ異なるカリキュラムが用意されているものの，指導者のパーソナリティーま

で言及される講習内容であるとは言い難い。加えて，全ての競技団体がこの資格制度を採用して

いる状態ではない。

　例えば，2014年度登録者数 170,312名である公益財団法人日本高等学校野球連盟をはじめとす

る硬式野球競技では，資格制度を採用していない状況である。また，柔道をはじめとする段位制

度を重視する武道界では，資格制度について軽視する傾向にあることも事実である。

　また，採用している競技団体においても，団体に加盟している個人およびチームは，公式大会

への出場資格として位置づけられている指導者資格を保有しているに過ぎない状態であることも

事実であり，指導者の資質向上については，指導資格保有者を対象とした研修会等の内容充実に

より担保していくことが重要となる。

3．体罰に関する整理

　文部科学省は，体罰を「肉体的苦痛を与えるような懲戒」であり，「特別の監督関係ないし身

分関係にある者に対し一定の義務違反を理由として科する制裁」であると定義している。つまり

体罰とは，親，教師，監督などが，悪いことをした選手や子どもを叩いたり，長時間立たせるな

どして，こらしめ，指導することとなる。体罰だと非難された人が，「体罰ではなく指導だ」な

どと反論することが有るが，どのような理由があるにせよ，暴行・傷害であろう。このような行

為は，文部科学省資料によると，全国の国公私立学校における体罰の件数が 6,700件を超えてい

る 2） 状況である。

3.1　体罰に関する法的側面

　指導者が体罰を行い，それによって傷害が生じたときには傷害罪（刑法 204条），傷害するに
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至らなかった場合には暴行罪（刑法 208条），また身体を傷害した結果，死亡に至れば傷害致死

罪（刑法 205条）あるいは業務上過失致死罪（刑法 211条 1項）が成立する場合がある。なお，

暴行罪（刑法 208条）にいう暴行とは，人の身体に対する直接または間接の不法な有形力の行使

をいうから，身体への接触を伴わない間接暴行によっても暴行罪が成立する。脅迫罪（刑法 222

条），強要罪（刑法 223条）や監禁罪（刑法 220条）などが成立する可能性もある。

　民事上も，体罰を受けた者に損害が生じたときは，指導者やその使用者に損害賠償責任が発生

する（民法 709条，同法 715条，同法 415条，国賠法 1条 1項）。特に学校教育においては，学

校教育法第 11条が「校長及び教員は，教育上必要があると認めるときは，文部科学大臣の定め

るところにより，児童・生徒及び学生に懲戒を加えることができる。ただし，罰を加えることは

できない。」と定めている。

　また，とりわけ児童については，児童虐待の防止等に関する法律第 3条が「何人も，児童に対

し，虐待をしてはならない。」と定め，虐待の意義について，保護者が，監護する児童（18歳に

満たない者）に対して「児童の身体に外傷が生じ，又は生じるおそれのある暴行を加えること」

（2条 1号）「児童に対する著しい暴言又は著しく拒絶的な対応，児童が同居する家庭における配

偶者に対する暴力（配偶者（婚姻の届出をしていないが，事実上婚姻関係と同様の事情にある者

を含む。）の身体に対する不法な攻撃であって，生命又は身体に危害を及ぼすもの及びこれに準

ずる心身に有害な影響を及ぼす言動をいう。）その他の児童に著しい心理的外傷を与える言動を

行うこと」（2条 4号）と定めている。

　他方で，民法 822条は「親権を行う者は，第八百二十条の規定による監護及び教育に必要な範

囲内でその子を懲戒することができる。」と定めており，上記の学校教育法第 11条も懲戒を加え

ることはできるとしている。このしつけの一環としての懲戒と，体罰との境界がどこにあるのか

については，判断が微妙なケースがあるが，当該児童の年齢・健康・場所的及び時間的環境等，

種々の条件を考え合わせて肉体的苦痛の有無を判断すべきと考えられる。

3.2　スポーツ指導者による体罰

　未だに我が国のスポーツ界では，組織の規律を重視し，選手を強くするためにはスパルタ教育

や根性論が必要であると認識されている傾向にあり，大阪府においてバスケットボール部に所属

していた高校生が顧問による体罰を苦に自殺するといった痛ましい事件も起きている。また，女

子柔道チームの監督が選手への体罰を行なっていたことが明るみになり，全日本柔道連盟がその

対応に追われるといった事例も記憶に新しいところである。

　上記のような行為は違法であって，その違法性は被害者の承諾等によって阻却されることはな

い。未成年者を指導する場合に，スポーツ指導契約の合意の一内容として，保護者たる法定代理

人親権者父母から，スポーツ指導に必要な範囲で児童を懲戒することの承諾・同意を得ていれば

懲戒することは許されるが，この場合でも体罰は許されない。体罰に及んだ場合，それは同意を

得ている懲戒権の範囲を超えており，かつ正当業務行為などとして違法性阻却を考慮することは
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困難である。

　その結果，被害の程度に応じて民事上の損害賠償責任を負うことはもちろん，上述のように刑

事上の責任（暴行罪，傷害罪，業務上過失致死罪，監禁罪，強要罪など）に問われる可能性があ

る。体罰においては，愛情をもって行ったことや指導の一環といった事情を考慮する余地はない。

民事上の損害賠償についても，同様に免責事由を考える余地はない。

　旧態依然としたスポーツ指導のあり方，すなわち「気合」「精神力」を重視する傾向が我が国

にはあり，「懲罰」，「組織の統率」，「集中力の維持・能力の発揮」を目的に体罰が使われてきた

歴史，声を出したり，身体を刺激したりすることでそれらが高まるという考えが根強く蔓延って

いるのである。したがって，典型的な体育会系の指導者と生徒の関係において，気合を入れるた

めに指導者が叩いたとしても，両者には暴力という認識がないことも多かったのではないかと推

測される。

4．動機付けを視点にした指導

　日々の努力が必ずしも好結果に繋がらないスポーツ活動において，動機付けや意欲の維持は組

織強化の大切な要因となる。仲間が思いを一つにして，一つのゴールへ向かって行ける組織のこ

とを「チーム」と定義するのであれば，チームスポーツで大切な要素は，企業体の部署内チーム

であるとか，限られた期間で所属するプロジェクトチームにも共通しているといえよう。

　ドラッカー（2010）は，マネジメントについて，第 1に，自らの組織に特有の使命を果たす。

マネジメントは，組織特有の使命，すなわちそれぞれの目的を果たすために存在すると述べてお

り，第 2に，仕事を通じて働く人たちを生かす。現代社会においては，組織こそ，一人ひとりの

人間にとって，生計の資，社会的な地位，コミュニティとの絆を手にし，自己実現を図る手段で

ある。当然，働く人を生かすことが重要な意味を持つと述べている。第 3には，自らの組織が社

会に与える影響を処理するとともに，社会の問題の解決に貢献する役割があるとしている。では，

おのおのの人間に価値ある役割を与えることで，貢献と責任に意識を向かわせるための動機付け

とはどのようなものなのであろうか。

4.1　動機付け

　動機付け研究は，体育・スポーツにおいても重要な役割を担っている。杉原（2008）は，「ス

ポーツ選手が，さまざまな障害を乗り越えて苦しい練習を長期間継続するためには，非常に強い

動機づけが不可欠であり，一流選手になるための最大のスポーツ適性は動機づけである」と指摘

している。

　本小論では，自己の行動を起こす過程における自己決定の程度により動機付けの質が変化する

という考えに基づいている自己決定理論（Deci and Ryan，1985; Ryan and Deci，2002）に着目

したい。この理論では，人間の基本的欲求には「有能感欲求」「自律性欲求」「関係への欲求」と
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いう 3 つがあるとされており，そのうちの自律性欲求の充足を中核に捉えた理論である。この自

律性欲求では，自己決定の程度，すなわち物事を自分で決められる程度によって動機付けが異な

るとされている。動機付けは，図 2に示したように「非動機付け」「外発的動機付け」「内発的動

機付け」の 3 つに分類される。

　ここでいう外発的動機付けとは他律的で報酬や強制によって行動が生じることをいい，内発的

動機付けとは自律的で，何ら報酬がなくても行動が生じることをいう。また，非動機付けとは，

まったく動機付けが生じていない状況である。

図 2　「自己決定理論の概要」

4.2　外発的動機付けによる指導

　金銭，地位，名誉，権力などのような主に社会的に構築された報酬が動機となる場合に外発的

な動機付けと呼ぶが，スポーツ活動の場合，評価・賞罰・強制などの人為的な刺激によるものが

動機となる場合を指すことが多い。

　指導者がスポーツ指導を続けていく中では，表 2に示したような「外的調整」から「総合的調

整」に向けた中期的・長期的な指導プランを立てる必要があり，自己決定力の向上に向けた組織

や個人のマネジメントを想定する必要がある。

　今日まで行われてきた指導コンセプトの多くは，「取り入れ的調整」や「同一化調整」という

過程に留まってきたといえる。指導者の自己実現のためのツールとしてチームや選手を利用して

きた結果，外発的動機付けに終始し，燃え尽き症候群といったスポーツ活動離脱者を生み出して

きた。

　外発的動機付けの効果は一時的であることに指導者は気付くべきである。外発的動機付けに

よって行動しているうちに，次第に興味・関心が生まれ内発的動機付けへと変化していくために
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は，その活動に関わる指導者がファシリテートする必要がある。

　組織や個人にとって，努力の結果を保証されない理不尽さを時に味わうことができるスポーツ

の素晴らしさは，「義務」，「賞罰」，「強制」を伴う外発的動機付けだけでは感じ取ることが困難

になるだろうし，挫折を味わうことによって努力の質や方向性を自らが修正できるような自律し

た人間への成長を促すことは困難であると考えられる。

4.2　内発的動機付けによる指導

　内面に沸き起こった興味・関心や意欲に動機付けられている状態を指す内発的動機付けは，デ

ジ（1996）によれば，「内発的動機付けには有能感と自己決定感が強く影響する」という。つま

り人は，競技（仕事）をする中で「能力を発揮できている」という感覚がある時，また，「自分

自身で目的を定め，計画を立て，実行している」という感覚があるときに内発的動機を得やすい

といえる。

4.3　ゴールデンサークル理論

　サイモンシネック（2012）は，様々な企業の成功と失敗事例を取り上げ，成功に導いた共通の

思考として「WHY（なぜ）」，「HOW（どうやって）」，「WHAT（何を）」の順で物事を考え行動

を起こすべきであると述べている。

　チーム指導に置きかえれば，どんな練習を行なうかではなく，なぜその練習を行なうのか？　

という問い掛けを指導者自身が自問自答し，チームにも投げ掛けようというものである。今日に

至るまで，スポーツ指導者の多くは，「What」，「How」，「Why」の順で思考し，指導にあたって

きた。それ故，選手の多くは，指示通りに練習を行ない，指導者が組み立てた戦術や戦略に対し

て従順にプレイを行なってきたのである。

　なぜ，スポーツ活動を行なうのか？　何のためにチーム運営を行なっているのか？　何のため
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表 2　「自己決定論を基にした外発的動機付けの自己調整機能」

外的調整
授業としてやらなければならないからやるとか，先生や指導者に叱られる
からやるといった場合で，純粋に外部の力によって強制的にやらされる。

取入れ的調整
生徒としてやるべきだからやるとか，みんながやるからとか，できないと
恥ずかしいからやるといったように消極的ではあるが，自分の意思が入っ
ている。

同一視的調整
スポーツは健康や人間形成に役立つからとか，友達と一緒にやることが楽
しいからなど，自分にとって大切なことだからやるというように，さらに
自己決定の程度が高くなる。

総合的調整
自分にとって大切なことが色々ある中で，特に重要度の高いこととしてや
る場合など。

 （出典：杉原，2008を基に筆者作成）



に勝利を目指すのか？　何のためにチームルールを設定するのか？　といった自問自答を繰り返

し，選手に投げ掛け，自己決定的思考を育んでいくことは，スポーツ活動を続ける上で重要な考

え方である。

　人を行動に駆り立てるには「Why」を共有することが重要であるし，選手は「What」ではな

く，「How」に動かされるものである。理想や信念が相手に共感されたとき，その理想と信念は，

チームの理想と信念になる。自分自身の理想と信念になったとき，選手はやらされるのではなく，

自分から進んで行動を起こすようになるのである。

　そのために指導者は，「Why」であるところの「理想・信念」を徹底的に考え抜き，言語化し

て相手に伝え，共感してもらうことが重要となる。チームや組織でメンバーを率いるとき，その

理想・信念・動機を共有することが大切なのである。

5．組織力強化に向けて

　指導者は，「組織力」の強化を競技成績の向上として考えるだけではなく，外発的動機付けか

ら内発的動機付けへと変化させ，チーム内に恒常的な帰属意識や競技力向上に向けた雰囲気作り

を心掛けた一貫した指導理念を持つ必要がある。とはいえ，組織の中でどのように指導理念を反

映させ，選手個々の内発的動機付けに結び付けていくべきなのであろうか。高等学校の男女バ

レーでチームを日本一に導いた新野幹雄氏（元・洛南高等学校教諭）と三輪欣之氏（現京都橘中

学校・高等学校校長）の 2名に対して実施したヒアリングを基に整理を試みる。

5.1　PM理論

　新野氏，三輪氏共に「競技結果と教育的効果のバランスが重要である」との見解であった。高

等学校での部活動は，行き過ぎた勝利至上主義に傾向していくのではなく，自己の可能性を引き
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図 3　「ゴールデンサークル理論のイメージ図」



出すための集団であるとの認識が両者にはある。

　特に，三輪氏は，PM理論を指導理論の中核に据え，人格形成とアスリート育成を行なってき

たという。図 4に PM理論の概略を図示しているが，この理論は，集団機能という観点からリー

ダーシップの類型化を試みた理論である。集団機能は一般に，P機能（Performance function:目

標達成機能）とM機能（Maintenance function:集団維持機能）より成り立っているとされてい

る。

　P機能は，集団が生産性を高めるような働きを示しており，M機能は，集団のチームワーク

を強固なものにするような働きを示している。例えば，前者は技能の向上が乏しい選手に対し指

導者が叱咤激励することであり，後者は，ミーティング結果を集団に反映させたり労いを行なっ

たりすることを指している。この 2つの機能の強弱によってリーダーシップを 4つの類型に分類

し，評価することができる。

　三輪氏は，「結果重視であると風潮されてきたが，P機能とM機能に偏りのある指導者の選手

は，スポーツから離れていっており，現在，我が校の選手は今途中退部が殆どない状態であ

る。」と述べており，かつて，「卒業後にはバレーをやめる」という生徒が多く存在していたこと

を猛省して，現在の指導理論に至っているという。

図 4　「PM理論のイメージ」

　公式戦や練習試合においては，勝敗によって指導内容が変化するのではなく，チームの状態と

試合結果を組み合わせて指導を行なっているようである。表 3に示したように，チームのパ

フォーマンスが良い状態で勝利できた場合がベストであると考えられており，その逆が最悪の状

態であるという。パフォーマンスが悪い状態で勝利した場合には，状態を整えるための助言や問

題提起を行うようにし，良い状態で負けた場合には，敗因について分析させて修正を行なうため

の助言を行なっている。
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表 3「パフォーマンスとゲームの関係」

パフォーマンス（良） パフォーマンス（悪）

ゲーム（良） ◎ △

ゲーム（悪） △ ×

5.2　PDCAサイクル

　組織力の強化には価値共有や目標共有が必要条件になるが，ヒアリング対象者は，図 5の

「PDCAサイクル」を意識しているようであった。

1.  Plan（計画）：目指す試合から日程を逆算して練習計画を作成する
2.  Do（実施・実行）：計画に沿って練習を行なう
3.  Check（点検・評価）：試合で内容を確認する
4.  Act（処置・改善）：結果を鑑み改善を行なう

図 5　「PDCAサイクルのイメージ」

　高等学校におけるバレーボール部の指導で目標となる大会は，「全国高等学校総合体育大会（8

月）」，「国民体育大会（10月）」，「全日本バレーボール高等学校選手権大会（1月）」である。そ

れぞれの大会に向けた練習計画を大会から逆算し立案させ（計画），設定された課題を克服する

ための練習や対外試合を実施し（実行），目標とする大会でのパフォーマンスと試合結果（評

価）から，次の大会に向けた修正方法の考案（改善）を選手主体で行なえるように指導している。

　仮に，1月に開催される「全日本バレーボール高等学校選手権大会」で結果が出なかった場合

でも，大学生や社会人としてバレーボールをプレイするモチベーションを持たせるための工夫と

努力が指導者には必要であるとの見解は両名に共通しているものであった。

6．お　わ　り　に

　本小論では，チームスポーツにおける組織力の強化について，今日のスポーツ指導における重

要な視点の一つとして考えられる「動機付け」に着眼し，内発的動機付けによる組織力の強化方

法に関してヒアリングを交えながら整理を試みた。

　未だに暴力を用いた外発的動機付けが行われている背景には，説明責任を果たす能力として必
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要な理論構築の不足や指導技術の未熟さが挙げられる。いかなる状況であっても，最も優先され

るべきことは選手が積極的にスポーツを楽しみ，勝つ喜び，ならびに負ける悔しさを味わうこと

のできる環境を作ることである。そして，この環境こそが，競技スポーツにおける教育的意義を

最大限に生かすことができる指導のあるべき姿ではないかと考える。

　筆者は，スポーツ指導において勝利至上主義を「悪」とするのではない。なぜスポーツを行

なっているのか，何のために勝利を目指すのか，勝利を目指す過程においてどのような体験がで

き，何を学ぶことができるのかを明確に提示できる指導者の「質」について課題が明らかになっ

ていることを指摘している。

　このような「質」の保証は，公益財団法人日本体育協会公認上級コーチ養成講習会で取り組ま

れているが，組織運営方針や目標設定を選手主導で立案できるようなファシリテーション能力や，

保護者や組織関係者に対するアカウンタビリティを果たす能力向上に向けたトレーニングが，初

期の段階から必要であることはいうまでもない。

注

1）  国民スポーツ振興と競技力向上にあたる各種スポーツ指導者の資質と指導力の向上をはかり，
指導活動の促進と指導体制を確立するため，公益財団法人日本体育協会では，加盟競技団体等
と一体となって「公益財団法人　日本体育協会公認スポーツ指導者制度」が 1988年 8月 24日
に確立された。

2）  文部科学省「体罰根絶に向けた取組の徹底について（通知）」2013年 8月 9日付
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〈Summary〉
  The study will explore an effective approach toward teacher training which can produce 

self-directed teachers. The purpose of this study is twofold: one is to propose an effective 

reflection system for pre-service teachers by analyzing the problems in the current reflection 

system after teaching activities; the other is to evaluate how the effect of a new reflection 

system shows itself in teaching performance. In order to explore an effective way of reflection, 

the feedback provided by trainees at the reflection session using the original checklist was 

revisited, and the new checklist was proposed based on insights from the reconsideration. In 

order to evaluate the effects of the reflection activities on their teaching, pre-service teachers’ 
teaching performance was compared before and after the reflection system was introduced. 

The analysis of the feedback suggests that there should be some points to be emphasized and 

which are unique to this particular teaching activity. Those checks should be reflected in the 

new checklist. The results of comparison of trainees’ teaching performance showed 

improvement on various teaching activities such as designing lesson plans, demonstrating 

learning tasks, and managing classes. Based on insights, a more effective way of reflection, 

including development of a checklist for reflection is proposed. 

1．研究の背景

1.1.　内省活動をとりいれた指導の理論的枠組み

　Schön （1983, 1987）が専門職を「技術的熟達者（technical expert）」としてだけではなく，「反

省的実践家（reflective practitioner）」としてとらえるという概念が，医療，法律，経営，看護，

福祉などの分野に影響を与えたことから，教育分野においても実践的経験に基づく教師の「反省

的思考」（reflection in action）や，「反省的授業」（reflective teaching） に焦点をあてた研究が展

開されてきた（Zeichner, 1983, Zeichner & Liston, 1987, Calderhead, 1989）。

　Kolb（1984）も，教員養成などの専門領域の学習において，教室で学ぶ理論的な知識をもっ

て実際の授業実践と内省を繰り返すことで有効な実践的知識を身に着けると主張している。

Kolb（1984）の考えを受けて，Wallace（1991）などは語学の教員養成においても，対象言語の

言語システムや教授法の知識を得るだけではなく，実践者としての自らの経験を分析する研究手
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法を身に着けることが実践指導力を高める効果的な方法であると主張している。Kolb（1984）

やWallace（1991）らの研究では，実践後の「振り返り」が具体的な経験を考察の対象となる事

実に変換し，さらに知識を生み出す過程となることを示唆している。

　語学の教員養成課程においては，教育実践の中に内省的なサイクルを組み込むことで継続的な

自己成長の能力の養成が可能とし，Burns（2010）が引用している Kemmis & McTaggart 

（1998）のアクションモデルに準じて，内省活動の効果が報告されている事例がある（例：横

溝・迫田・松崎，2004）。

1.2.　小学校英語活動ボランティアにおける振り返り活動

　上記のような理論的背景より，本学の教員養成課程の任意プログラムとしての小学校英語活動

ボランティアプロジェクトにおいて，授業実践後の振り返りを込みこんだ。図 1はWallace

（1991）で提示されている図式に則って本活動の枠組みを示したものである。実践経験を多面的

に分析検証することは，実践者としての自らの経験を分析する研究手法を身に着けられる効果的

な方法であると考え， 本学の教職志望の学生に「実践→振り返り」の循環の場を明示的な形で提

供した。

1.3.　小学校での英語活動ボランティアプロジェクト

　京都外国語大学における小学校での英語活動ボランティアプロジェクトは教員志望の学生が，

実際の指導現場で技術や知識を試行するために 2009年より開始された（詳細は，吉田・相川

2012， 2013参照）。毎回 10名前後の学生のみで構成するティームで英語活動の準備及び指導をし

ている。

　一回の英語活動を実施するにあたり， 初回のテーマや活動メンバーの決定のためのミーティン

グから， 指導案や教材・教具の作成， 及び実技の練習等で，約 1カ月（約 20時間～30時間）を

かけて準備する。テーマと主な活動は参加学生が主体的に活動の詳細を決定し， 指導案の作成や

教具の作成も行い，基本的には学生主体で準備を進める。60分の活動を構成する活動内容は以

図 1：TEFLコースにおける小学校英語活動ボランティアでの学習モデル
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下の通りである。各活動毎に担当者を複数決定し， 担当するパートの指導案を作成し練習を行う。

おもな下位活動は以下の通りである。

⑴　挨拶及びターゲット構文の導入（寸劇や絵本読み聞かせ，等）

⑵　学習する単語や構文の確認と定着のためのドリル（チャンツや歌）

⑶　タスク 1（理解を深め産出活動の準備のための活動）

⑷　タスク 2（産出活動：実際のコミュニケーションにおいて使う活動）

1.4.　授業実践と実践後の振り返りのサイクル

　以下は図 1の流れに則って現在実施している実践後の振り返り活動の主な手順である。

１  活動準備その 1：テーマ決定後に，ミーティングに教員 Aが参加しターゲット構文と単

語の選定における助言を数回行う。

⑵  活動準備その 2：提出された各下位活動の指導案に教員 Aが指導法及び用いる英語に関

する助言を行う。

⑶  活動準備その 3：リハーサルにおいて，教員 Aが指示や表現の適切さを指摘し，指導案

の修正を行う。

⑷ 活動の実施：教員 Aはビデオで録画及び，気が付いたことなどメモを取る。

⑸  活動後その 1：児童に活動に関するアンケートを行う（9月，10月，11月，1月，2月

のみ）。

⑹  活動後その 2：活動直後に反省会を開き，参加学生が一人ずつ反省や気が付いたこと，

今後の抱負などを語る。実施校の教員や本活動の担当教員は感想を述べ問題点を指摘す

る（複数回教員 Bも加わる）。児童にとったアンケートも回覧する。

⑺  活動後その 3：活動の数日後，教員 Bがビデオを見て，チェックリストを用いて教員 A

と授業評価したものを中心に授業の組み立てや実施に関しコメントを与える。必要に応

じて動画を再生し学生の気づきを促す。教員が指摘した問題に対して学生が説明したり，

コメントを与えたりする。

⑻  次の活動準備開始：前回指摘されたポイントを念頭におきながら，ターゲット構文とメ

イン活動を考案する。教員 Aもこれまで指摘してきたポイントを意識しながら助言を

行うこともある。

　振り返り活動が導入されて以来，振り返り活動の方法を改善すべく様々な試みが行われてきた。

　2013年の 5月～7月の 4回の活動は⑸を除いて⑹までの段階で振り返り活動を終了後に行った。

英語活動の後には後片付け終了後約 1時間の反省会を行ってきた。小学校側からは活動の全体的

な感想と，小学生を指導するうえでの助言をいただいた。大学の教員側からは英語教育の授業の

組み立ておよび実施という面からのフィードバックを口頭で行った。学生らは，活動の感想と反

省点を各自一言ずつ述べたが，主な内容は当日の段取りや準備段階での反省点であった。
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　同年 9月より⑸と⑺⑻の段階が加わり，それ以降は 2月までの 6回は⑴～⑻のサイクルを繰り

返した。活動実施後の英語の授業の組み立て方や指導技術などの振り返りを次回に生かすために，

活動について振り返る会を実施後数日以内に開催した。Schön（1983）の「実践を省察する場合

は，自分が注意する対象を名づけること（naming）とその対象に注意を向けさせる文脈に枠組

みを与えること（framing）を重視することが，「振り返り」の対象を明確にし，それに必要な情

報を実践から選択して再構成できる」という考え方を受けて，本活動においても，振り返りの対

象を名づけ，その対象の文脈に枠組みを与えることを可能にする道具として，授業評価シート

（湯川，斉藤，相川，田縁，田尻，杉本，2011；付録 1参照）を用いた。教員が DVDまたは本

番を見た後，湯川，他（2011）のチェックリストを用いて，口頭にてコメントを行った。また。

2014年度 5月からは直後の反省会では，あらかじめ振り返りシートを用いて，うまく行ったと

ころ，行かなかったところを学生が記入するというステップが加わった。数日後の振り返り会で

用いるチェックリスト湯川，他（2011）を改訂してコメント及び評価を行った（吉田・相川

チェックリスト；詳細は次節を参照）。2014年度 6月からは，改訂版チェックリストを活動前に

配布し，授業計画の段階から何に気を付けるべきか確認しながら準備するように指示した。さら

に振り返り会でのコメントや評価はプリントで配布することで，学生に自分たちの実践を DVD

で見せながらポイントのみを指摘することができた。表 1はこれまでの振り返りの方法をまとめ

たものである。

表 1：振り返りの方法の変遷

月 直　後　の　反　省　会 振　り　返　り　会

2013年度
5月： 口頭
6月： 口頭
7月： 口頭
9月： 口頭 湯川，他（2011）リストを用いてコメント

10月： 口頭 湯川，他（2011）リストを用いてコメント
11月： 口頭 湯川，他（2011）リストを用いてコメント
12月： 口頭 湯川，他（2011）リストを用いてコメント
1月： 口頭 湯川，他（2011）リストを用いてコメント
2月： 口頭 湯川，他（2011）リストを用いてコメント

2014年度
5月： 口頭及び振り返りシート記入 吉田・相川チェックリストを用いて評価
6月： 口頭及び振り返りシート記入 DVDを見せながら吉田・相川チェックリストで評価
7月： 振り返りシート記入 DVDを見せながら吉田・相川チェックリストで評価
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1.5.　研究の目的とデータ収集方法

　上記の議論を踏まえて，本稿では，教員を目指す学生が，小学校英語活動ボランティアにおい

て，どのような振り返り活動が彼らの指導技術を向上させるうえで有効か，そしてそれによって

振り返り活動が実際どのように授業の実施において生かされているかを考察した。振り返り活動

をどのように導くべきかを提案するために，湯川，他（2011）で提案されたチェックリストと実

際を振り返り活動で言及された内容の不一致を再考し，改善すべく振り返りチェックリストの改

訂を提案した。そしてその振り返りの活動によって実際の指導力がどのように変化するかを考察

するために，活動のフィールドワークで得られたデータを分析した。最後に今後どのような振り

返りの方法を展開すべきかを提案する。

2．振り返り活動におけるチェックリストの改訂

2.1.　湯川，他（2011）チェックリストの有用性

　先述したが，本プロジェクトにおいて，2013年度 2月の活動まで振り返りの際に用いた道具は，

湯川，他（2011）によるチェックリストである（付録 1参照）。実際には，このチェックリスト

を用い，教員のみが DVDや本番を見て，口頭にてコメントを行うことで，学生の振り返りの一

助となることを試みたもので，参加学生が振り返りの道具として直接に用いたというよりは，教

員が間に入っているため，学生にとっては間接的に用いたということになる。

　湯川，他（2011）で発表された英語活動を観察する際のチェックリストは，平成 20‒21年，小

学校英語教育学会において，英語活動担当教師の授業力向上を目指し，小学校英語教育学会から

委託されたプロジェクトチームによって作成されたもので，2011年から必修化された小学校に

おける英語活動を，教員が自己研修する際に，授業のどのような点を『見どころ』として向上を

図るよう議論すべきなのかを検討しやすくさせるためのものである。作成の背景には，英語活動

を受け持つ担任教師から，英語活動とはどのような点に注意を払って行うべきものなのか，との

疑問が起こり，自身の授業を振り返る際に用いるべき授業分析の観点が提示されたものが周囲に

なかったことがある。「授業分析シート」という名称を付けられたこのチェックリストは全 8項

目あり，これを用いて授業診断を試みるように意図され作成されたものである。妥当性や信頼性

を検討しながら幾度かの修正が施され，「授業分析シート version4.1.2」が最新版であり，その後

の改訂がなされていない。

　湯川，他（2011）を，京都外国語大学における小学校での英語活動ボランティアプロジェクト

にて，吉田・相川が使用してきた際，いくつかの点で指摘すべきにも関わらず，該当する項目が

ない事項が生じてきた。例えば，活動の順序，ゲームにおけるルールの説明方法，個人やグルー

プ活動での教師の対応などが挙げられる。これが生じる原因としては，通常の学校課程で行う英

語活動と，本ボランティア活動において行う英語活動との間に物理的な相違が多々見られること

が考えられる。例えば，通常であれば週 1回で基本的に担任教員が 1名で行うが，ボランティア

63教職志望の学生による小学校英語ボランティア活動における振り返り活動



活動は月 1回であり，5名以上（多くて 10名程度）の学生が自分の役割を担当する。月に 1回，

60分の活動であるため，言語活動や言語材料を連続させることが難しく，一回限りの授業とな

りがちである。また，英語活動ができる空間も，1教室にとどまらず，体育館や学校全体を使用

することもできる。さらに，参加児童は希望者であり，学年は単一ではない。授業の構成として，

全体で行う活動は同じであるが，グループワークを行う際に，1グループに 1～2名の教員（学

生）がファシリテイターとして務めることができる。

2.2.　チェックリスト（暫定版）の提案

　このような背景から，2014年度は，湯川，他（2011）による「授業分析シート」を参考にし

つつ，本プロジェクト用に改訂した吉田・相川チェックリスト（表 2参照）を作成し，それに基

づいてコメント及び評価を行った。なお，湯川，他（2011）でも指摘しているが，「授業分析

シート」には，授業のねらいとしたことが達成できたかどうかという点は，当然必然的な項目と

しながらも，児童の様子が左右されるため，ビデオ映像で振り返ることを前提としたものなので，

観点項目として入れてない。そこで，吉田・相川チェックリストには，実際に英語活動を見るこ

ともあるので，児童の反応も含めている。本チェックリストは 2014年度 5月からの直後の反省

会から，あらかじめ振り返りシートを用いて，うまく行ったところ，行かなかったところをこの

シートによって観察し，振り返りの道具として利用した。なお，表 2で示したチェックリストは，

暫定版としてのもので，今後改訂を施す予定である。

表 2：吉田・相川によるチェックリスト（暫定版）

1．目標設定
この授業で「○○ができるようになる」と言える目標が立てられているか？
（構文や単語中心でなく「～が説明できるようになる」のようにコミュニケー
ション機能が中心となっているか。

2．  活動の 

組み立て方

導入後の練習活動が適切な順序になっているか。

（a）易 ⇒ 難

（b）大勢 ⇒ グループ ⇒ 個人，またはペアや小グループでの個人

（c） ターゲット構文を聞いて反応する活動 ⇒ ターゲット構文を実際言えるか試
す活動

（d）限られた選択肢 ⇒ 自分の身の回りのことなど自由度のある自己表現

児童同士の会話が成立させられるものだったか

前回（または過去のレッスン）との関連性を持たせているか。

適切な手順で十分な量の練習だったか。

64 教職志望の学生による小学校英語ボランティア活動における振り返り活動



3．言語材料

自然な英語表現か。実際に使う表現か。

2者以上でのコミュニケーションが成立するやりとりになっているか。

まとまった会話のセットになっているか。唐突に始まったり，中途半端に終わっ
ていないか。

4．実施に際して

ice-breaking （warm-up）があるか。

最初に今日はどんなことをするか伝えてあるか。

児童に話を聞かせる時，一方通行になってないか。児童を巻き込んだり，反応さ
せたりし，インタラクションが取れているか。

ルールなどは説明でなく，実際児童が取り組む活動に近い形でのデモンストレー
ションになっているか。

最後に今日は何を学んだか振り返る場面があるか。

クラスルーム英語を，教師も児童も使う場面が最大限用意されていたか。

（児童） ターゲット構文以外にルーティンとして使える英語を使わせる場面があ
るか。

（教師）How many? Let’s count! など，どの活動にも共通の指示表現があったか。

（児童）教師の言ったことに反応する仕方を教えているか。

（教師）指導案で自分の言うセリフを書きチェックをしてもらったか，覚えたか。

（教師）個人プレーやグループ活動で教師が用いるセリフを担当者は提示したか。

5．児童の反応
児童はターゲットとなる表現をよく理解し，適切な場面で使用できていたか。

全員が自発的に発言していたか。

6．クラス管理
指示を聞かせる場面で適切に児童の注意を集めたか。

その他，次の活動に移るための適切な配慮ができたか。

7．  教師同士 

やりとり
お互いのサポートがスムーズに行えたか。

3．振り返り活動が指導実践に与えた影響の考察

3.1.　英語活動の観察記録による比較

　本調査では，英語活動ボランティアにおける実践後の振り返り活動が英語活動ボランティアの

授業実践に与える影響を考察するために，振り返り活動が開始される前の授業実践と振り返り活

動を 8回行った後の授業実践を質的に分析し比較した。

3.2.　データ収集方法

　2013年 7月 8日（土）と 2014年 7月 5日（土）の 10：00～11：00の時間帯に，上高野小学

校の体育館にて英語活動を実施した。

　英語活動に参加した小学生は，2013年度土曜学習に登録しているうちの 20名前後の 5，6年
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生であり，2014年度は 4年生が半数を占める 25名であった。2013年度に 4，5年生であった数

名のみ 2014年度に 6年生として再度登録しており，それ以外は全く新しいメンバーが参加した

（両年度の活動内容の詳細は付録 2を参照）。

　英語活動に指導者として参加した大学生は 2013年度が 11名，2014年度が 14名であり，内訳

は以下の通りである。このうち 4名は両年度にまたがり参加した（2014年度の 3年生の男子 2名，

女子 1名及び 2年生の女子 1名）。

2013年度の参加者の内訳： 2014年度の参加者内訳：

4年生（男子 1名，女子 3名）

3年生（女子 2名）

2年生（男子 3名，女子 1名）

1年生（女子 1名）

3年生（男子 5名，女子 4名）

2年生（男子 2名，女子 3名）

　活動の学習目標と流れは以下の通りである。

2013年 7月 8日の活動内容

学習目標： “What’s your wish?”と尋ねられたら“I wish to be ～.”を用いて就きたい職業を言え

るようになる。

主な活動の流れ：

  導入：ターゲット構文を使った寸劇

  ドリル：キラキラ星の替え歌でターゲット構文を口慣らし

  タスク 1：絵カードにある職業を使って希望の職種を言う練習

   タスク 2天の川リレー： 織姫（女子）と彦星（男子）チームから一名ずつ出てペアを作り二

人三脚で進み，最後にカードに書かれた職業を使って「～になりた

い」と伝える構文で答えたらゴールイン

   締めくくり： 自分のなりたい職業を書いて構文を英語で神様に言い伝えられたら短冊を笹に

つける。

2014年 7月 5日の活動内容

学習目標： “What do you want to be?” “I want to be a ～.”を使ってなりたい職業をお互い聞き合

い，答えられる。

活動の流れ：

  導入：寸劇でターゲットとなる会話表現を導入

  ドリル：キラキラ星の替え歌でターゲット構文を口慣らし

   タスク 1： 小さいグループと最後はペアで“What do you want to be?”とお互い聞き合って，

答える側がめくったカードに出た職業を“I want to be a ～.”を使って答える練習
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   タスク 2： 自分のなりたい職業を短冊に書いた後，3人にターゲット構文を用いてなりたい

職業をインタビューし，短冊に聞いた相手の名前と夢をメモする。

   締めくくり： 神様のところで再度なりたい職業を言えれば，集めた情報もメモした短冊を笹

につける。

3.3.　分析方法

　観察時のフィールドノーツや撮影した DVD等の資料を基に筆記記録に変換したデータを戈木

クレイグヒル（2013）や木下（2007）などを参考にグラウンディッドセオリーアプローチを用い

て，参加学生や児童の言動を切片化し（オープンコーディング），切片化されたデータに概念名

をつけ（軸足コードの抽出），複数の概念をまとめる上位カテゴリーを生成した。分析手順の詳

細は以下の通りである。 1）切片化：筆記記録から大学生と児童の活動のまとまりごとに切片化

した。セリフの場合は言葉自体がもっている意味よりも対象者が言葉によって行っている行為と

してみなした。 2）コード化：切片化したデータに対しその内容を表すのに適切だと思われる短

いコード名をつけた。 3）カテゴリー化：コード化されたデータ動詞を比較し，内容の類似して

いるものを集めた。 4）さらに一方の活動にしか見られなかったコードや，両活動に共通してみ

られるコードであってもそこに含まれる切片化した内容が異なる点を比較した。

3.4.　結果と考察

3.4.1.　共通カテゴリーと一方の活動にのみ見られたカテゴリー

　筆記記録で得られたデータは全部で 385個に切片化された。そしてコード名をつけていくと

36種類のコード名が抽出された。さらにそれらのコードを概念毎にまとめると最終的に 6種類

のカテゴリーにまとめられた。以下は，データから抽出された全てのコードとカテゴリーを表に

したものである（表 3）。各活動でのコード名がつけられた切片化の数を（　）に示す。

表 3：生成されたカテゴリー・軸足コード

カテゴリー コ　ー　ド 2013年度 2014年度

授業運営活動 あいさつ （2） （3）
扱うテーマを紹介する （1） （1）
学習目標を提示する （0） （1）
登場 （4） （9）
次の活動を招く （9） （5）
結果発表する （2） （0）

児童への働きかけ 問いかけ （5） （13）
繰り返す前にモデル提示 （9） （48）
繰り返させる （11） （48）
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デモとして英語のやりとりを聞かせる （13） （17）
デモとして動作をやってみせる （16） （6）
ルールなどを説明 （19） （8）
児童への動作の指示 （9） （19）

支援活動 指示の徹底のための支援 （38） （30）
グループ分けをする （3） （3）
児童の注意を集める （6） （5）
全体へのフィードバック （0） （1）

準備及び補助活動 盛り上げる （3） （16）
活動のサポート （9） （2）
準備する （16） （0）
段取りの相談 （11） （0）
仲間の様子を見守る （1） （0）
内輪受けする （2） （0）
教具などの事前準備状況 （0） （4）

小グループでの指導 説明 （0） （1）
デモをする （0） （1）
英語で指示を出す （1） （2）
児童と英語のやりとりをする （2） （4）
スムーズな活動のためのサポート （1） （6）
児童に言わせるための支援をする （3） （6）
褒める （1） （6）
報酬を渡す（シールや判子） （1） （1）

児童の反応 聞く，見る （3） （3）
英語で質問する （0） （3）
英語で問いかけに対して答える （2） （6）
リピートする （34） （52）
その他の活動 （6） （9）
待つ （12） （9）

　【授業運営活動】というカテゴリーにおいて，2013年度では活動の開始時にその日に扱う

テーマの紹介はできているが，2014年度の活動のみに「コード：学習目標を提示する」が見ら

れた。表 2のチェックリスト 1：目標設定が示すように，活動後に何ができるようになっている

かを児童に伝え活動終了時にそれを児童とともに振り返ることで達成感を与えることができるこ

とを，振り返り会で何度も課題として指摘してきたためと考えられる。

　次に【小さいグループでの指導】というカテゴリーにおいては「コード：説明」「コード：デ

モをする」「コード：英語で指示を出す」などが 2014年度のみに見られたのは，歌で構文を口慣

らしした後，最後の産出活動（ターゲット構文を用いてコミュニケーションをとる）に入る前に，

小さなグループでカードを用いて徹底的に言う練習をしたのに対して，2013年度はドリルとし
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て歌で構文を口慣らしした直後に産出活動に移ったため，そのようなカテゴリーが見られなかっ

たと考えられる。これはチェックリスト 2：活動の組み立て方〈（b）大勢 ⇒ グループ ⇒ 個人，

またはペアや小グループでの個人〉や〈（c）ターゲット構文を聞いて反応する活動 ⇒ ターゲッ

ト構文を実際言えるか試す活動〉が示すように，個人レベルで行う産出活動に移る前に，小グ

ループ等で理解を深めたり，条件に合わせて表現が使えるようになるための予備練習をすること

の重要性を度々指摘してきたためと考えられる。

　最後に，カテゴリー【準備及び補助活動】において，2013年度のみ「段取りの相談」「仲間が

指導実践をしているところを見守る」「仲間の言動を笑う」「照れ笑いする」などのコードが見ら

れたが，2014年度には見られなかった。2014年度の方が，参加人数が多いにもかかわらず，常

に自分は今どう動くべきかを把握し，段取りの相談をその場ですることを表すコードや，「仲間

の指導実践を見守る」というコードも見られなかった。これは，チェックリスト 4：実施に際し

て〈（教師）指導案で自分の言うセリフを書き出しチェックを受けたり覚えたりしたか〉〈（教

師）個人プレーやグループ活動で教師が用いるセリフを担当者は提示したか〉で何度も指摘して

きたように，児童の前に立って行う指導だけでなく小グループで練習を行う際の指導案も作成し，

リハーサルに臨むことの必要性を振り返り会でも指摘してきたこともあるが，毎回の経験から自

ら実感してその重要性に気付き，改善を試みたと考えられる。

　次節は，同じコード名の項目があっても切片化されたデータ内容が活動間で著しく異なるコー

ドの具体的なローデータに基づき，振り返り活動が与えた可能性のある要因について考察してい

く。

3.4.2.　共通コードに見られた切片化データの違い

　本節では，両活動に同じコード名がつけられたが，コードを構成する切片化データの件数や内

容が著しく異なるものに注目し，振り返り活動の影響を考察する。

1）学習到達度のチェック

　2013年度の「コード：挨拶する」では『挨拶する』『自己紹介する』などのデータは見られた

が，2014年度でのみ「コード：挨拶する」の中で『学習目標を示す』がみられたり，同じく

「コード：次の活動を招く」で『Let’s review復習をすることを宣言する』が見られるのは，振り

返り会や，チェックリスト 4：実施に際して〈「児童には説明より実際動いてデモンストレー

ションをするように」と振り返り会で度々示したアドバイス〉を通して何度も「到達目標を提示

したか」「学習目標が達成されたか確認したか，させたか？」ということを評価および指摘して

きたためと考えられる。

2）クラスルーム英語の利用について

　2013年度と比べると 2014年度は「コード：次の活動を招く」の『前の活動を楽しんだか尋ね
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る』や「コード：褒める」のバリエーションが豊富になっていた。また「コード：児童に問いか

ける」は両活動間で件数にかなり差がみられる。2013年度では 5種類（13件）であったのが，

2014年度で 13種類あり，30件数の切片化データにこのコード名がつけられた。内容も 2013年

度は“Do you understand?”“What’s ～ ?”“OK?”などの英語のセリフしか見られなかったが，

2014年度は 2013年度に見られた表現に加えて“Did you understand the rule?”“Did you enjoy?” 

“Did you write your name?”“Do you know florist?”“Any volunteer?”などの英語にセリフが見ら

れた。また「コード：動作の指示をする」が 2013年度が 9件見られたのに対して 2014年度は

19件と多く，さらに 2014年度はそのほとんどが英語のセリフであった。これらはチェックリス

ト 4：実施に際して〈クラスルーム英語を，教師も児童も使う場面が最大限用意されていたか〉

にあるように毎回振り返りの会で評価され，改善の必要性を指摘されるポイントであったため，

向上を試みたためと考えられる。

3）児童を巻き込むことについて

　「コード：児童に問いかける」が 2014年度に多く見られたもう一つの理由は，前に立って話

す時は『児童に参加させる』というデータが多かった。これはチェックリスト 4の〈児童に話を

聞かせる，一方通行になってないか。児童を巻き込んだり反応させたりし，インタラクションが

とれているか。（表 2）〉で毎回の評価および指摘があったため，改善を試みたためと思われる。

また 2014年度には導入の際の寸劇の前後に絵などを用いてその日の扱うテーマを考えさせたり，

キーワードを説明して劇が分かりやすいようにしたりする試みがなされているのも，常に『児童

を参加させたり巻き込む』を意識しているためと考えられる。

　「コード：デモとして英語のやりとりを聞かせる」は活動間では件数には大差はないが，2014

年度の方が 2013年度は『ジェスチャー付きでデモをする』や『絵を指し示しながらデモをす

る』は見られたものの，2014年度では『皆の方を向いてセリフを言う』が見られた。これも

チェックリスト 4の〈児童に話を聞かせる，一方通行になってないか。活動間で〉を意識した結

果，デモンストレーションとして見せる会話のやりとりもメンバー同士で行うのでなく児童も巻

き込む形で展開しようとした結果と考えられる。また 2013年度には見られなかった『児童から

ボランティアとして募りデモンストレーションをする』が 2014年度には見られたことも，同じ

くチェックリスト 4の〈児童に話を聞かせる，一方通行になってないか。（表 2参照）〉を意識し

たためだと考えられる。2014年で『デモメンバーに“Ask your partner”と指示している』が見

られるのは，児童には「説明ではなく TPR1） で理解させるように」という振り返り会で度々示し

たアドバイスが実現されていると考えられる。

　「コード：デモとして動作をやってみせる」が 2014年度が圧倒的に多かった一方で，「コー

ド：ルールなどの説明をする」が 2013年度が多かったのは，「児童には説明より実際動いてデモ

ンストレーションをするように」と振り返り会で度々指摘してきたことや，チェックリスト 4：

実施に際して〈ルールなどは説明でなく，実際児童が取り組む活動に近い形でのデモンストレー
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ションになっているか（表 2）〉で評価してきたことが反映されていると考えられる。

4）難易度の適切性

　「コード：指示を徹底させるための工夫」が 2014年度ではかなり多くみられた（30件）。こ

れは 2014年度が，小さいグループで聞き合う，ペアで聞き合う，相手の情報を書くなど，様々

な活動形式を取り入れていることが原因の一つと考えられる。これはチェックリスト 2：活動の

組み立て方〈大勢⇒グループ⇒個人，またはペアや小グループでの個人（表 2）〉で何度も指摘

してきたことも関係するであろう。また『耳に手をあてて児童が言う番であることを知らせる』

『手を広げて児童が次は歌う番であることを示す』などジェスチャーを使って児童が英語を話す

のを促す方略を見つけたことを示している。これはチェックリスト 2：活動の組み立て方〈大勢

⇒グループ⇒個人，またはペアや小グループでの個人〉にあるように，産出活動に入る前に小さ

いグループで徹底的に練習するというアドバイスや指摘が影響した結果と思われる。また小さい

グループ内での「コード：児童に言わせるための支援をする」が 2014年度は『歌ってフレーズ

を思い出させる』等，豊富な方略が見られたことにも同じことが言えると考えられる。

5）題材の適切性について

　2013年度は見られなかった［小さいグループの活動］での「コード：児童が英語で問いかけ

る」が，2014年度でのみ見られたのは，疑問文に答えられることを学習目標にした 2013年度と

異なり 2014年度は会話のやりとりを児童同士でできることを目指したためである。そのために

何度も 2014年度では小さいグループでもカードを用いて練習したことも児童が英語で問いかけ

をする場面を増やした原因と考えられる。この点もチェックリストで毎回「児童もやってみたい

と思う役目をさせているか」「完結した会話表現を学習目標にしているか」といいう項目にある

ように，振り返り会でよく指摘してきたことであった。

5．結　　語

　本研究では，教職志望の学生の指導実践力に，小学校英語活動ボランティアにおける実践後の

振り返り活動がどのように影響を与えたか，そしてどのように適切に振り返り活動を行うかを考

察した。そこで，まず，振り返りの手順に用いる道具としての既存のチェックリストを再考した。

湯川，他（2011）のチェックリストは基本的な観点を含んでいるが，対象とする英語活動によっ

ては，その観点以外の点で指摘すべきところがあり，チェックリストで汎用しきれない点がある

ことが問題点としてあげられた。本プロジェクトに合った修正版を再構築することで，それを用

いて振り返りを行うことが必要であると判断された。観察記録の比較からは，授業評価のポイン

トを示したチェックリストなどでの評価をしながら，指導実践後の振り返り活動を継続的に行う

ことは，指導実践に大きく影響することが分かった。毎回同じ項目で評価をすることで，自ら批
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判的に授業計画や指導実践技術を評価する能力が身に付き，指摘される弱点を克服しようと努め

たためと考えられる。

　本研究では，Plan, Action, Observe, Reflectというアクションリサーチのスパイラルの動きが

継続的に実践されることで，実践と観察・検証・分析に続く内省を通して指導実践上における問

題点の解決や課題における向上を目指す動きが可能であることが示唆された。最終段階での改善

策の提示は卒業後，英語教員として実際の現場に出てからの課題ともなり，アクションリサーチ

のスパイラルが現場に出てからの教員実務経験中に続き，各自の実践が常に検証の対象となると

考えられる。

　振り返り活動への取組みは，始まったところなので試行錯誤の段階である。今後は参加学生の

個々の問題を明らかにし，段階別のどのような振り返りが行われているかを分析する必要がある。

振り返り活動で取り上げられる課題は，教授活動を続ける限り継続する課題であると考えるため，

向上を目指す姿勢を現場に立つ前に身に着けるということは，多面的な視野を持つ自己成長型の

教師を養成することにつながると考える。一般化を図ることを目的としていないアクションリ

サーチではあるが，今後は量的及び質的研究方法の様々な面を活用することでより問題点の把握

や改善点の発見及び変化の評価が可能になるであろう。教員養成の一つのモデルを示すべく，内

省的かつ自己成長型の教員養成に関する研究と実践を継続してきたい。

註

1） TPR：Total Physical Response（全身反応教授法）。1960年に心理学者 James Asherが，幼児
の母国語習得過程をモデルに，学習者が命令を聞いて全身で反応することで目標言語を習得さ
せる外国語教授法として提唱。
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付録 1：湯川，他（2011）の「授業分析シート」

1．指導目標の設定（適切な指導目標が設定されているかどうか）

2．  アクティビティの選択（指導目標の達成のために，児童にふさわしく効率がよい活動が選択

されているかどうか）

3．  アクティビティの人数設定（個々の活動のねらいや内容に合致した適切な人数（一斉，グ

ループ，ベア，個人など）が設定されているかどうか）

4．アクティビティの時間配分（各活動に適切な時聞が配分されているかどうか）

5．  言語材料の選択（言語材料（単語，表現）が，内容や量において適切に選択されているかど

うか）

6．  教具の選択と使い方（教具（CD，DVD，電子ボード，カード，ワークシートなど）が適切

に選択されており，効果的に使用されているかどうか）

7．  クラスルームイングリッシュの使用（“Stand up.”“Sit down.”など，指示のための英語が適

切に使用されているかどうか）

8．インプットの量と質（コミュニケーションを意図した英語が豊富に提供されているかどうか）
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付録 2：2013年度，2014年度　活動内容

2013年度

月 テーマ ターゲット構文

5月： ミッキーの仲間について話してみよう He is Mickey. He is cool!

6月： 理科実験（スライム作り）を英語で！ Put water in the cup. Mix it together.

7月： 七夕，願いを叶えて！ I wish to be an astronaut.

9月： 人間すごろく Can you play Kendama? Yes, I can.

10月： お化け病院 What’s the matter? I have headache.

11月： 獲物はどこだ？ Where is an apple? It’s under the table?

12月： クリスマスの買い物 May I help you? I’d like a candy cane.

1月： 英語鬼ごっこ What am I doing? You are reading!

2月： 獲物をキャッチ I set a trap. I get a mouse.

2014年度

5月： 他己紹介をしよう He is Masahiro. He likes ～.

6月： 夏祭りにいこう！ May I help you? I’ d like a cotton candy.

7月： 七夕に将来の夢を願おう！ What do you want to be? I want to be a ～.

10月： ハロウィンアイテムをそろえよう “What are you looking for?”  

 “I’m looking for ～. I want to be a witch.”

11月： 外国人に道案内をしよう Where’s the post office? OK. I’ll show you.  

 Go straight. Turn right.

12月： クリスマスカード作りの買い物  What do you want? I want a doll. How many dolls 

do you want? I want two dolls.

1月： 借り物競争   Do you have an eraser? Yes, I do.  

Can I borrow the eraser? Here you are.

2月： Can you do this? Can you do this? Yes I can do it.
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〈要約〉
　本学では，3年以上に渡り，多読学習を管理するオンライシステムM-readerを用いた多
読プログラムを実施している。小さな規模で実験的に始まった本プログラムは，現在，2000

人を超える学生と約 60人の教員が参加する大規模なプログラムにまで発展した。規模の拡
大に伴い，クラス間での学生の到達度（読破語数）や学習態度の違いや，教員の指導方法や
評価方法の相違も顕著である。本学の多読プログラムのより有効な支援方法を探るために，
本稿では，より効果的な学生の多読の取組方及び教員の指導方法について探ることを目的と
する。
　調査手法として，M-readerから収集できるデータ（累積語数，参加率，確認テストの受
験回数）を使用して，優秀な成績を収めた学生を特定し，インタビューを行った。また，学
生の読破語数の平均が著しく高い多いクラスを担当している教員を特定し，当該の教員に対
してもインタビューを行った。
　これらのインタビューの結果，成果を上げている学生と教員の特徴を示し，共通する方略
や活動内容を明らかにすることができた。具体的には，高い学習成果を修めている学生は，
概ね多読活動の意味をよく理解し，日々の生活に多読活動を組み込んでいることが明らかに
なった。また，著しい成果を上げているクラスを担当する教員に共通することは，ペアやグ
ループなどの形式で学生間で多読について話し合いをする場を設けたり，学生が授業中に読
書活動（持続的黙読：Silent Sustained Reading）に従事できるように読書時間を設けたりし
ていることが分かった。
　これらの結果から示唆をえて，多読プログラムを改善するための具体的方法を提案する。

Abstract

  Over the course of three years, an M-reader supported extensive reading program at a small, 

private Japanese university grew from a tiny pilot into a fairly large-scale operation with over 2,000 

participating students and approximately 60 teachers. Throughout the program, methods of imple-

mentation and assessment varied from class-to-class, as did student achievement. The researchers 

wanted to find out what methods and strategies were working well for both students and teachers in 

the program. Using data from M-reader in the form of word counts, participation rates, and number 

of quizzes taken, researchers identified and interviewed students achieving success in the program. 

Researchers also identified and interviewed teachers whose students were collectively outperform-

77

Characterizing Best Practices in an Extensive Reading Program

Aaron P. CAMPBELL, Mami YOSHIDA, 
Midori TANIMURA, Andy H. CLARK, 

Rebecca CALMAN & Iain DAVEY



ing other classes at similar levels in the program. From these interview results, researchers 

constructed profiles of students and teachers for whom the program was working well, highlighting 

the types of strategies and behaviors they had in common. Among these for students included a 

clear understanding of ER practices and the ability to integrate reading into their daily habits. 

Common practices amongst teachers were having students discuss their reading in pairs or small 

groups, and creating time for students to practice Silent Sustained Reading in class.

Introduction

  The practice of extensive reading （ER） has become largely ubiquitous in English language 

education throughout Japan. Extensive reading is defined loosely as ‘reading many easy and inter-

esting books at the appropriate level of comprehension’. In institutional EFL contexts, extensive 

reading is often takes the form of having students read graded readers of their choice consistently 

over time. As their reading abilities grow, they are able to handle higher level books. Along the way 

they are exposed to a wide variety of stories and topics from around the world. Extensive reading 

offers the learner a number of important benefits. Among these are increases in reading speed and 

fluency （Iwahori, 2008）, vocabulary size （Nation, 1997; Horst, 2005）, motivation to read more 

（Nishino, 2007; Takase, 2007）, confidence and attitude （Mahmood, 2011）, listening and speaking 

（Cho & Krashen, 1994）, general language competence （Krashen, 2004）, general world knowledge 

（Maley, 2008）, and learner autonomy （Wu & Wu, 2009）. In short: good things come to those who 

read （see Day, n.d.）.

  In an effort to improve the quality of English language education on campus, the Department 

of British & American Studies （Eibei） at Kyoto University of Foreign Studies （KUFS） started an 

extensive reading program with a small pilot of two classes in the fall of 2010. Since then, the 

program had grown to a fairly large scale by April of 2014, with approximately 2,000 participating 

students and 60 teachers spanning all departments in the Faculty of Foreign Languages, including 

the affiliated Junior College （Tandai）. Generous support from the administration, the library staff, 

volunteer teachers, and other key faculty members had allowed the ER program at KUFS to grow 

rapidly and flourish. Also crucial to its successful implementation was the web-based software, 

M-Reader, which tracked student reading activity outside of the classroom and made assessment a 

cinch for teachers.

  As one might imagine, increases in quantity of scale risk decreases in quality of implementa-

tion. Indeed, the rapid growth of such a large ER program posed significant administrative and 

pedagogical challenges. For example, ensuring uniform implementation campus-wide necessitates 

good organization, communication, and teacher training. However, most of the efforts in the begin-
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ning stages of the program’s implementation were focused on growth. This meant that the 

approaches teachers were taking to facilitate extensive reading in their classrooms widely  

varied. Furthermore, examination of student reading data from M-Reader revealed that some 

students were enjoying great success in achieving large word counts, while the word counts of 

other students were extremely low or non-existent.

  In response to this variability, a committee was formed in the spring of 2014 to research and 

improve the quality of the ER program at KUFS. The committee decided that before improvements 

could be made, it was first important to find out what was actually working well for both students 

and teachers. For example, what habits, attitudes, traits, and strategies were common to students 

currently achieving success in the program? Likewise, what were the teachers doing whose 

students were achieving higher degrees of participation and word counts in comparison to those of 

other classes at the same level?

  To answer these questions, the researchers decided to focus exclusively on the program as it 

was being run in the Eibei for two reasons. It was the largest and most active cohort of students and 

teachers in the program, covering the entire 1st and 2nd year student body in that department. 

Furthermore, most of the researchers involved were Eibei faculty, giving them easy access to teach-

ers and students.

  The purpose of this paper, then, is to describe the researchers’ efforts to both identify and 

characterize successful students and teachers in the ER program at KUFS. After outlining the struc-

ture of the ER program and the specific challenges it posed, the authors will explain the research 

approach, present their findings, and end with a discussion on what these best practices mean in 

the context of the Eibei extensive reading program and how these practices shed light on what 

changes need to be made toward future program improvements.

The KUFS ER Program

  As mentioned above, the ER program at KUFS started out as a small pilot of 2 classes in the fall 

of 2010. In addition to the tremendous amount of support from faculty and staff, what encouraged 

its initial adoption and subsequent rapid growth was the fact that it was a low-impact, high-gain 

investment. Because M-Reader ― at that time Moodle Reader1） ― was free to use, it presented 

no economic burden to the department. In addition, it automatically tracked word counts, so it 

relieved participating teachers of assessment burdens. Furthermore, extensive reading was 

something the students could do outside of the classroom, so it posed no significant threat to 

pre-existing curricula and related classroom activities; it could essentially be plugged into any 

course. Also, the benefits of extensive reading were easy to see, and implementation （in its basest 
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form） was as simple as telling the students to check out books, read them, and take quizzes in their 

own time. Finally, the library welcomed the boost in book circulation. So it was a win-win situation 

for everyone, requiring minimal effort for maximum gain.

  During the growth phase of its development, M-Reader-supported extensive reading was 

treated as an educational plug-in to existing compulsory courses. Among these were a reading/

writing based course called Academic Writing Skills (AES), a listening/speaking based course 

called English Workshop, and a research/presentation skills course called English Seminar. The 

decision to marry the ER program to one of these three compulsory courses for any given class of 

students was determined by the willingness of the teacher to participate. By not forcing the 

program onto a specific group of teachers, it allowed the program to grow quickly and cover the 

maximum number of students throughout the department. This meant that in-class facilitation of 

extensive reading was taking place in slightly different academic contexts, leading to what we 

surmised was considerable variation in how the program was being administered in any given class.

  However, this structure began to change in the 2014‒2015 academic year, as the university’s 

new curriculum came into effect for 1st year students. Under this new curriculum, the ER program 

was to exist exclusively in the AES course, which met for two 90-minute sessions a week all year 

long. This was advantageous in a number of ways. First, it introduced a measure of consistency into 

the program that had previously never existed. No longer would volunteer teachers have to be 

recruited at the beginning of each year; there would be a specific group of teachers dedicated to 

facilitating ER. Over time, this would increase the quality of facilitation, as these teachers grew in 

experience. Secondly, it introduced a measure of uniformity. No longer would classroom facilitation 

take place in the midst of different academic courses; instead it would be exclusively conducted in a 

course more appropriate for dealing with reading activities. Furthermore, because the AES course 

met twice a week, it provided a better opportunity to grant students time to read books of their 

choice silently in class, a practice called Silent Sustained Reading （SSR）. SSR has been shown to 

have positive effects on the learning outcomes of students （Garan & DeVoogd, 2008; Takase, 2011）. 

Finally, being an official part of a single course, both the implementation and assessment could be 

more closely unified and tracked, which was deemed pedagogically desirable by the Eibei 

Department.

  What this meant was that in the academic year in which this research was carried out, 1st year 

students and their AES teachers were part of the new curriculum, while 2nd year students and their 

teachers were on the old curriculum. And since both cohorts were being researched, there was still 

a considerable amount of variability taking place in approaches to facilitating ER. The researchers 

felt such variability was desirable, for it would allow them to examine different approaches that 

teachers were taking, so they could better see what was working well and what wasn’t having much 
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effect.

Research Questions

  In the midst of these variations in reading activity throughout the ER Program in the Eibei 

Department, the researchers wanted to know who was currently achieving the most success, and 

what was the cause of this success. The research questions were:

A. What was the profile of a successful reader in the ER Program at KUFS?

1.  What sort of attitudes toward reading did successful readers have?

2.  What kind of behaviors toward reading were successful readers exhibiting?

3.  What type of reading strategies were successful readers employing?

4.  What sort of support were successful students getting from their classes and teachers?

B. What was the profile of a “successful teacher” in the ER Program at KUFS?

1.   How did successful teachers introduce ER to their students at the beginning of the 

semester?

2.  How did successful teachers facilitate ER in their classes during the semester?

3.  What did successful teachers do to motivate their students and encourage them to read?

4.  How did successful teachers assess the ER activities of their students?

Research Methodology

  Naturally, answers to the above questions are meaningless without first defining what “success” 

meant when it came to the activities of the students and teachers involved.

  Since the purpose of extensive reading is to read as much and as widely as possible, research-

ers decided that success for students would be measured in terms of quizzes taken （representing 

the number of books read） and/or the total word counts acquired （representing the total volume of 

reading）. Students who had significantly higher numbers of quizzes taken and larger word counts 

in comparison to their peers at the same level would be considered for interview selection.

  As for teachers, success would be determined by their students’ rate of participation and the 

average word counts achieved per student in their classes in comparison with other classes at the 

same level. Teachers with higher participation rates and average class word counts were labeled 
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‘successful’ for the purposes of the study, and would be selected for interview. It is worth noting that 

the term “successful” is a term of convenience for the purposes of this study and one that is defined 

using a very narrow range of criteria: namely, quantitative data from M-Reader. Teachers not asked for 

interviews may in fact have been successful with their students in many other ways. Likewise, teach-

ers labeled as ‘successful’ in the study could very well have failed their students on other accounts.

  It was thought that, by interviewing both successful students and teachers, the researchers 

could put together a list of attitudes, behaviors, and strategies related to extensive reading common 

amongst the participants involved. Those lists of common traits could then be used as a basis to 

construct a profile of a successful student and that of a successful teacher. The ultimate goal would 

then be to use those profiles as a basis for future development of the ER program, especially in 

terms of student induction, scaffolding, and motivation; along with more effective teacher training 

and ongoing support.

Student Interviews and Results

  After the completion of Week 12 of the 15-week Spring 2014 semester, researchers examined 

student data from M-Reader and selected 22 students to approach for interviews. Interviews were 

conducted in Japanese in small groups of 4 or 5 by Japanese teachers. The interviews were audio 

recorded and notes were taken on student comments. Efforts were taken to include students from 

all three levels （high, intermediate, and low） across the curriculum to ensure as much inclusion as 

possible. Two types of students were identified: a.） students who simply had high word counts and 

quizzes taken （top readers）, and b.） students who had higher word counts than their peers in 

underperforming classes （see Table 1）.

  We can see in Table 1 that four students were selected for interviews. Students 12 and 14 

simply had word counts （240,621 and 328,375） that were far above the average of their peers in the 

intermediate level （44,163）. Students 7 and 13, however, did not have word counts that were even 

close to the top readers amongst intermediate students, but instead were top readers in underper-

forming classes. Underperforming classes were those that had average word counts and number of 

quizzes passed that were significantly below the averages for that level. In the case of Student 7, the 

average word count for a student in his class was 33,356, which was below the average for students 

in all intermediate classes: 44,163. The same can be said for Student 13, whose word count was 

100,396 in the lowest performing class at the intermediate level, with an average word count of 

23,467 and only 5.1 quizzes passed per student in comparison with 9.7 quizzes passed for the 

average intermediate student. The researchers felt that by interviewing the top readers in under-

performing classes, they could hone in on the source of their motivation and type of reading strate-
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gies employed. A similar selection process was carried out for the high and low levels for 1st-year 

students, and in all three levels for 2nd-year students.

  A total of 22 selected students from the 1st and 2nd year were contacted for interviews, of which 

14 agreed to be interviewed: 8 high level, 4 intermediate, and 2 low level （see Table 2）. Interviews 

were conducted jointly by two researchers in small groups of between 2‒5 students. The questions 

were as follows:

1.  How do you select books?

2.  How do you find or make time to read?

3.  What motivates you to read?

4.  Do you take notes and/or use a dictionary?

5.  Do you carry a book at all times?

6.  Can you describe your extensive reading habits or processes?

7.  How to your classroom activities support your reading?

  Data from interviews was compiled and a ‘successful student’ profile was constructed from the 

common answers, representing what is currently working well for students in our program. Below 

are descriptions of the main themes that arose during the interviews.
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Table 1. M-Reader Data from Week 12 of 1st-Year Intermediate Students,  
students selected for interviews and their word counts in bold. 

Class
Number of 
Students

Students 
with Quizzes

Avg. Quizzes 
Passed

Average 
Words Read

Highest 
Word Count

Top 
Reader

Class 1 20 89% 8.1 46,556 173,735 S5 （m）

Class 2 21 85% 9.8 40,819 128,543 S6 （f）

Class 3 22 81% 6.9 33,356 139,399 S7 (m)

Class 4 20 84% 6.2 22,632 64,537 S8 （f）

Class 5 20 100% 8.3 61,991 145,516 S9 （f）

Class 6 21 85% 8.1 35,888 134,156 S10 （m）

Class 7 21 95% 16.5 69,271 157,854 S11 （f）

Class 8 23 86% 8.0 50,303 240,621 S12 (m)

Class 9 22 86% 5.1 23,467 100,396 S13 (f)

Class 10 20 95% 16.0 65,364 328,375 S14 (f)

Class 11 19 94% 14.2 36,150 78,683 S15 （m）

Average 21 89% 9.7 44,163 153,801



Book selection

  One of the things common about book selection habits was random book selection. Successful 

students often pulled a book off the shelf, skimmed the first few pages, read the summary at the 

back of the book, and/or scanned through the illustrations in order to get a better idea if the book 

was truly of interest to them. This strategy ensures that students will be exposed to stories they 

don’t already know, which stimulates their curiosity and interest.

  Also common to the book selection process amongst successful readers in the program was 

the careful consideration of the M-reader quiz awaiting them upon completion of the book. Passing 

the quiz is necessary for receiving the word count for the book, so many successful readers were 

careful to choose books that were not likely to have difficult quizzes. This meant avoiding stories 

with seemingly complex plots with multiple characters, dates, times, and places, all of which could 

be difficult to remember accurately during the 15-minute quiz. In addition, books with high word 

counts and stories that the students were already familiar with （such as from movies） were particu-

larly attractive for doing well on the quizzes and for lowering anxiety.
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Table 2. M-Reader Data from Week 12 of students interviewed.

Student Year Level Quizzes Passed Word Count

S1 （f） 1 high 94 280,914

S2 （f） 1 high 22 338,235

S3 （f） 1 high 29 331,885

S4 （f） 1 high 9 140,982

S5 （m） 1 intermediate 10 139,399

S6 （m） 1 intermediate 31 240,621

S8 （f） 1 intermediate 106 328,375

S10 （m） 1 low 32 221,415

S12 （f） 2 high 69 862,393

S13 （m） 2 high 56 269,303

S14 （f） 2 high 69 1,188,291

S15 （f） 2 high 21 209,059

S18 （f） 2 intermediate 21 194,825

S20 （m） 2 low 15 79,485



Making time to read

  Interestingly, successful students overwhelmingly reported that they did not make specific 

time for extensive reading as an activity in and of itself. Rather, students made use of commuting 

time on buses and trains or free time at school to pick up their book and read. Furthermore, 

students reported that they would pick up their books at home to relax or whenever they were 

feeling bored. In other words, students did not schedule time to read, but rather found a way to 

work it into their daily life patterns in an efficient way.

Motivational factors

  Causal factors related to motivation to read were definitely the most diverse in terms of student 

responses during the interview. Some students read simply because they enjoyed it, an intrinsic 

trait that purists of extensive reading would most love to see. And it’s no surprise that students who 

felt joy from reading were amongst the top readers in the program. Indeed, Komiyama （2009） 

found that intrinsic motivation played the largest role in characterizing the reading motivation of 

her study participants.

  However, extrinsic factors were also present amongst the successful students interviewed. One 

of these was the desire to improve their English proficiency, not only for their future careers, but, 

perhaps more urgently, as preparation for studying abroad, which a number of the students wanted 

to do. Raising their TOEFL, IELTS, and/or TOEIC scores was also part of this process of wanting to 

go abroad or secure employment after graduation. Other extrinsic motivational factors included the 

desires to be awarded at the end of the year in the top reader awards ceremony, to compete with 

other readers, and to get extra credit to raise their grades. Out performing peers and receiving 

recognition are definitely strong motivating factors （Komiyama, 2009）.

Taking notes and using dictionaries

  Not a single one of the 14 students interviewed reported using a dictionary or taking notes 

while reading: two activities that are strongly discouraged in extensive reading practice. This 

suggests that students were aware of both the purpose and the proper practice of extensive reading 

and followed their teachers’ recommendations on how to read throughout the semester. This also 

suggests that students were reading at the appropriate levels, since dictionaries were not needed. It 

also lends credibility to the fact that students employed a book selection strategy of choosing less 

complex stories, ridding themselves of the need to take notes to do well on quizzes.
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Carrying books

  Not only did all of the students interviewed report carrying a book on them at all times 

throughout the day, but also they reported carrying two or three books at a time, rather than just 

one. One reason was that they could easily pick up a new story should the one they read turn out to 

be too boring or difficult. Likewise, they could start a new story upon immediate completion of the 

former one. In short, carrying multiple books around was a habit of successful readers in our 

program.

Other reading habits

  In addition to carrying more than one book around at all times, successful students also made 

it a point to read every day. They recognized the importance of consistency for achieving the best 

results, not only in word counts, but also in the benefits that arise from extensive reading. In 

addition, unlike many of their less successful peers, the students interviewed reported reading 

during the summer and winter breaks, while on holiday. That is, their reading activities never took a 

pause; they kept going whether or not school was in session.

Classroom activities

  For some of the successful students, their teacher made time for them to read silently in class, 

usually for an average time of 20 minutes. This supports the research that Silent Sustained Reading 

（SSR） plays an important role in the success of readers in an institutional setting （Garan & 

DeVoogd, 2008; Takase, 2008, 2011; Yoon, 2002）. Interestingly, outside of discussing their books 

with other students, none of the students reported any kind of special teaching activities related to 

extensive reading in their classes.

Profile of a Successful Student

  Successful students in the ER program at KUFS were likely to . . .

• Be willing to try new stories and unknown titles

• Choose books they think will have easy quizzes

• Integrate reading into their daily routine in natural ways

• Have a variety of different motivations for reading
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• Never take notes or use dictionaries while reading

• Carry multiple books with them wherever they go

• Bring books they are reading to class

• Read during holidays

• Practice SSR in their classes

Teacher Interviews and Results

  Similar to the students, successful teachers were also identified and approached for interviews 

after Week 12 of the Spring 2014 semester. In this case, successful teachers were those whose 

classes either had higher average number of quizzes taken per student or higher average word 

counts than other classes at the same level. In other words, “success” was defined by these two 

metrics by comparing all classes at the same level and honing in on teachers of above average 

performing classes （see Table 3）.

  As indicated in Table 3 above, three teachers of 1st-year intermediate level students were 

selected for interviews on the basis of above average word counts or, as in the example of Teacher 

12, higher than average number of quizzes taken per student. A similar process was carried out with 

teachers of high and low level classes during the 1st year, and for all three levels of the second year.
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Table 3. M-Reader Data from Week 12 of 1st-Year Intermediate Classes;  
teachers selected for interviews and their significant metrics are in bold.

Class
Number of 
Students

Students 
with Quizzes

Avg. Quizzes 
Passed

Average 
Words Read

Teacher

Class 1 20 89% 8.1 46,556 T4

Class 2 21 85% 9.8 40,819 T5

Class 3 22 81% 6.9 33,356 T6

Class 4 20 84% 6.2 22,632 T5

Class 5 20 100% 8.3 61,991 T7

Class 6 21 85% 8.1 35,888 T8

Class 7 21 95% 16.5 69,271 T9

Class 8 23 86% 8.0 50,303 T10

Class 9 22 86% 5.1 23,467 T11

Class 10 20 95% 16.0 65,364 T7

Class 11 19 94% 14.2 36,150 T12

Average 21 89% 9.7 44,163



  A total of six teachers were selected for interviews after examining the data from both years. 

Four of the teachers were native Japanese speakers, while two were native English speakers. 

Interviews were carried out by the same researcher; all of the interviews were in English. The 

research questions asked were as follows:

1.   How did you introduce extensive reading to your students at the beginning of the 

semester?

2.  How did you facilitate extensive reading in your courses this semester?

3.  What did you do to encourage and/or motivate your students?

4.  How did you assess the extensive reading activity of your students?

  Data from interviews was compiled and a ‘successful teacher’ profile was constructed from the 

common answers, representing what is currently working well for students in our program. Below 

are descriptions of the main themes that arose during the interviews.

Introducing extensive reading

  In examining the way ER was introduced to students, there were three things common to more 

than one teacher. The most common was scaffolding the extensive reading process by assigning 

reading and quiz taking as a first homework assignment. These teachers thought that the students 

needed some structure at the beginning of the process, rather than just turning them loose with a 

semester-long word count goal and telling them to read.

  In addition to scaffolding through homework assignments, in-class website demonstrations at 

the beginning of the semester on how to take a quiz was also practiced by two teachers. They 

thought that by showing students how easy it was to take a quiz, they would help alleviate their 

anxiety and give them some confidence toward the process.

  The final common practice amongst successful teachers to introduce their learners to ER was 

class visits to the extensive reading room at the beginning of the semester. Two of the teachers 

used the opportunity to introduce their students to the different collections of graded readers and 

non-graded readers, as well as show students how to choose the right level, which involves making 

sure students do not encounter more than just a few unknown words per page; something that 

Bamford and Day （2004） stress is extremely important. These teachers thought that having a 

hands-on experience in the ER room would be informative and alleviate student anxiety about how 

to choose the right kind of book.

  In addition to these practices, the most successful teacher in the program started her students 
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at the lowest reading levels, even though she taught high level students. She believed that starting 

her students reading at such low levels would build confidence and momentum that could be 

carried over into higher levels as the students progressed. Her students took 2‒3 quizzes per week 

at the low levels before moving onto higher level books. Indeed, this same ‘Start with Simple 

Stories’ （SSS） method （Sakai & Kanda, 2005） has been used to considerable success by Akio 

Furukawa （2011） and his students in Tokyo （Shearon, 2014）; and is a practice Takase （2008） 

deems as critical to success when starting to read.

Facilitating extensive reading

  Of the four questions asked to the six teachers, Question 2 （How did you facilitate extensive 

reading in your courses this semester?） elicited by far the most varied responses. It seemed that 

teachers had their own methods of carrying out extensive reading in their classes. However, the 

single most common practice was that of putting students in pairs and/or groups for the purposes 

of discussion. Two of these teachers had students make book recommendations to one another. 

Another teacher gave students questions to answer, while a fourth teacher encouraged his students 

to discuss the books in Japanese. This teacher made a point to emphasize how important this was to 

him and his students in order to have meaningful, deep communication of feelings and opinions 

related to the stories read. Indeed, this is echoed by O’Brien （2014）, who claims that student use of 

L1 to speak about the books they are reading promotes a sense of meaningfulness and enjoyment in 

ER programs. Also, a study in 1984 （Manning & Manning; in Jacobs & Gallo 2002） concluded that 

students who did ER accompanied by peer-to-peer interaction significantly outperformed students 

who read alone in reading achievement.

  Outside of pair and group discussions, half of the teachers had the following two practices in 

common: Silent Sustained Reading （SSR） and Open Progress Reports.

  In an institutional context, SSR is the practice of reading silently in a classroom for an extended 

period of time. Three of the successful teachers had their students read silently in class for at least 

20 minutes each week. And as we saw in the interviews with successful students, SSR was the only 

significant classroom activity reported as being noteworthy. Indeed, the benefits of SSR on L2 

readers are well reported in the literature （Shimo, 2009; Sakurai, 2014; Takase, 2009, 2011）.

  Open progress reports took the form of announcing to the class the weekly progress of each 

student. One teacher had the students report out loud their own progress, one-by-one in front of the 

other students. Another teacher made the individual announcements herself for each student, while 

a third teacher simply focused on the top 3‒5 readers in class for her announcements. Making each 

student’s individual progress known to other students is bound to stimulate extrinsic motivation to 
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arise, as students don’t wish to be embarrassed in front of their peers.

  Other practices common to more than one teacher included having students bring books to 

class, maintaining reading progress charts, and taking M-reader quizzes in class on smartphones. 

Two teachers also reported setting interim target goals. One teacher set a midterm target goal of 

half the semester word count and imposed a penalty of 5% of the total semester grade for students 

who didn’t reach it. Another teacher set weekly word count goals for each student and held them 

accountable in their weekly report for the successful completion of those goals. It is worth noting 

that this teacher had the highest performing classes in the program in terms of quizzes taken and 

word counts achieved.

  In addition, two teachers talked about the importance of being a model reader for the students. 

Not only did they also bring books to class that they were reading, but they also talked openly about 

their opinions and feelings about the book, and shared these stories with students. They felt that 

this was an important part of connecting with students and motivating them to be an engaged 

reader.

  Finally, there were a number of other practices that teachers reported related to facilitating 

extensive reading with their students. However, these were not practices in common with the other 

teachers, but rather unique to each teacher （see Table 5）.
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Table 5. Teacher responses to Q2, “How do you facilitate ER with your students?”

Question 2 Responses (n=6)

How do you facilitate extensive reading 

with your students?

Pair and group work （4）
Silent Sustained Reading （3）
Open progress reports （3）
Book recommendations in pairs and groups （3）
Bring books to class （2）
Maintain reading progress sheets （2）
Teacher as model reader （2）
Interim target goals （2）
Taking M-Reader quizzes in class （2）
Group reading with Q&A in pairs （1）
Use of L1 for talking about books （1）
Connecting books to textbook content （1）
Teacher-student individual interaction related to 

books read （1）
Weekly reminders to read （1）



Motivating Students

  A discussion of motivation separate from the practices of facilitation and assessment is difficult, 

as often the reasons behind such activities and assessment involve a consideration of how they will 

motivate students. Speaking with the six successful teachers about ways they motivate or encourage 

students brought out three common themes.

  The first common approach to motivating students involved creating a good classroom 

atmosphere. Two of the teachers made a point to create a relaxed atmosphere by chatting with the 

students in casual ways, using humor, and by allowing the students to speak freely in pairs and 

small groups. These teachers thought that having a good atmosphere would lower the affective 

filter and make it more likely that students would enjoy the process of discussing their books and 

sharing their opinions in discussions with their peers.

  The second approach involved positive reinforcement. These teachers felt that since the effec-

tiveness of extensive reading involved choosing interesting books and reading for pleasure, that 

extrinsic motivation would work better in the form of positive reinforcement rather than penalties, 

peer pressure, or scolding for poor performance. One teacher made a point to openly celebrate the 

successful passing of the first quiz by drawing attention to, and to continue praising students 

throughout the semester for their accomplishments and progress. Another teacher recognized the 

top readers openly, while encouraging others to keep reading.

  Interestingly, the third approach involved the use of peer pressure and open accountability to 

motivate students. For one teacher ― the most successful in terms of average word counts 

achieved and quizzes taken in her classes ― this took the form of having students openly report 

their reading progress in front of the class. Another teacher took a similar approach, by reading out 

the progress of her students in front of the class. This kind of open accountability introduced peer 

pressure into the classroom atmosphere, and clearly had an effect on the amount of reading done 

throughout the semester.

Assessment

  Five of the six teachers allotted 20% of the semester grade to extensive reading, as was recom-

mended by the department. Two of those teachers gave extra credit for word counts surpassing the 

target goal, and one of them levied a 5% penalty for not reaching a midterm goal. A third teacher 

gave no credit for word counts up to half of the semester word count, and then began to give credit 

for students as they surpassed the half way mark, all the way up to full credit for reaching the final 

goal.
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  Only one teacher used an alternative approach, by purposefully deemphasizing assessment by 

not even discussing it with students. He was deliberately vague with his students about assessment, 

telling them that it would count for a certain percentage of their grade, but without going into 

specifics. He stressed the importance of focusing on the reading, not on the scores. He instructed 

them to take quizzes in M-Reader, but not to worry if they passed or failed. He silently allotted 10%‒

15% of the semester grade to ER activities.

Profile of a Successful Teacher

  Successful teachers in the ER program at KUFS were likely to . . .

•  Give considerable attention, support, and scaffolding to students at the beginning of the 

semester to get them off to a good start

•  Encourage students to discuss their books with their peers in pairs and groups

•  Bring books to class and talk about books they are reading themselves

•  Practice Silent Sustained Reading （SSR）

•  Address student progress （or lack of progress） on a weekly basis

•  Motivate students either through a relaxed class atmosphere, positive reinforcement, or 

open accountability

Conclusion

  Clearly the role teachers play in the extensive reading success of their students is significant, 

as evidenced by higher than average word counts and number of quizzes passed by their own 

students relative to those in other classes at the same level. By the same token, it would not be 

surprising to learn that a majority of the top readers in the program were products of these 

“successful” classes. This was in fact not the case at KUFS, as only 27% of the selected students 

were students of “successful” teachers. This suggests that while having a good teacher ensures 

more books read on average and above average word counts, it is certainly not the sole determining 

factor in a student’s ER success. Students’ own reading strategies, attitudes, and motivations play 

perhaps a bigger role in determining their success over the course of time.

  The key questions moving forward then are twofold:

   1.   How can we better induct students into our ER program at KUFS and help them to 

adopt the type of strategies that are common to successful readers in the program?
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   2.   How can we create programs for teachers to pique their interest in adopting some of the 

approaches to induction, facilitation, motivation, and assessment that are common to 

successful teachers in the program?

  Achieving future success all starts with better teacher support. Just like the students in 

successful classes, teachers will achieve more success with better help and assistance from the 

structure and resources the program offers them. If teachers become more aware of what is 

working for successful students in the program, and are given adequate support from program 

administrators in the form of workshops, online support materials, tech support, and an avenue to 

raise discussion in online forums and occasional face-to-face meetings, then they are more likely to 

see better results from their own students.

  Once teachers across the program refine their ER facilitation practices over time, this will have 

a positive effect on students. In addition, perhaps the ER program at KUFS can devise better 

approaches that make adoption of successful reader practices more likely amongst average 

students. Designing activities that make it more likely that students will be carrying multiple books 

around might be one example. Having more discussion in class in L1 and L2 and devoting more 

time each week to SSR might be another. Furthermore, designing program-wide motivational initia-

tives like milestone recognition prizes, reading competitions, and student written book reviews 

could serve to further motivate students in the program. Finally, an effort to create a stronger 

online presence in the form of a resource and discussion site for teachers, along with news and 

information online for students could yet be another way to increase the feeling of a reading 

community on campus.

  In the near future, more research needs to be done on the experiences of students and teachers 

for whom the program is not working well in order to determine what might be the current factors 

inhibiting success. Then, perhaps steps can be taken to adapt the program to better meet the needs 

of those participants.

Notes

1）  Moodle Reader was the precursor to M-Reader. It was a module based entirely on Moodle: an 
open source LMS widely used in educational contexts. M-Reader is a completely re-written 
version of Moodle Reader. It features a non-Moodle interface which allows the site to be more 
mobile response, run faster and lighter, and be more user-friendly. The quiz database for 
M-Reader is still Moodle-based, however.
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〈Kurze Inhaltsangabe〉
  Die Absicht dieser Abhandlung besteht darin, den Werdegang des Souveränitäts- 

gedankens von Hegel in seiner Jenaer Zeit anhand seiner Verfassungsschrift in Klarheit zu 

bringen. Dabei wollen wir unseren Blick auf einen Einfluß von Samuel von Pufendorfs 

Reichsverfassungsschrift auf Hegels Souveränitätsbegriff richten. Wir wollen eine theoreti-

sche Grundlage ans Licht bringen, worauf Hegel in seiner Frankfurter und Jenaer Zeit ange- 

griffen hat, den Grund zur Möglichkeit der Souveränität in der zerrissenen Wirklichkeit des 

Deutschen Reichs zu untersuchen. Wir sind überzeugt, daß Pufendorfs Schrift Hegel eine 

sehr wichtige Frage gestellt habe: wie oder auf welchen Grund kann denn das Deutsche 

Reich als ein souveräner Staat bestehen, obgleich es im Sinne des Bodinschen Begriffs auf 

keinen Fall ein souveräner Staat sein kann?

  In dem Aufsatz wollen wir letzten Endes einen Beweis davon führen, daß Hegels Begriff 

der Souveränität auf einer theoretischen Auseinandersetzung mit der politischen Realität 

des Deutschen Reichs beruhe, und die Wichtigkeit dieser Tatsache für die Entwicklung 

seines Gedankens des Staats klarmachen.

1．序　『ドイツ国制論』の背景的モチーフとしての主権

　『ドイツ国制論』は，「国家とは何か」という問題を若いヘーゲルが初めて本格的に問うた著

作或は寧ろその為の草稿群である。その問いは，当時のドイツの政治的現実に即して，神聖ロー

マ帝国或は「ドイツ帝国」の国家性の根拠に向けられた。対仏同盟戦争の政治的現実が彼にその

問いを要求したのである。即ち，フランスに壊滅的敗北を喫したドイツ帝国は果たして猶も国家

であり得ているのか。もし国家であり得ていないとすれば，国家としての在り方を取り戻すこと

は可能であるのか。もし可能であるとすれば如何にしてか。『ドイツ国制論』は，ドイツ帝国の

政治的現実に対する厳しい評価に基づきながらも，それが国家として再生する現実的な可能性を

具体的な仕方で提示しようと試みた，そして，それにもかかわらず，政治的現実の進展によって

最終的には挫折を強いられた，ひとつの帝国改革論である。

　帝国改革論としての『ドイツ国制論』は，少なくとも現存する草稿に基づいて判断する限りで，

大部分がドイツ国制史に割かれているが，然し勿論，歴史記述が本来の目的ではない。歴史記述

を通してドイツ帝国の今日的課題の所在を明らかにすること，そして，その課題の解決に向けた

改革の提案をなすことが目的である。
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ヘーゲル『ドイツ国制論』を貫く主権への問い　前篇
― ボダン，プーフェンドルフとヘーゲル ―

早　瀬　　　明



　今日的課題の所在の究明に際してヘーゲルの考察を支えていたのは，一方では，タキトゥスの

『ゲルマニア』に描かれた古代ゲルマン諸民族の政治体制から始まって対仏同盟戦争下の神聖

ローマ帝国の政治的現実に至る分裂的なドイツ国制史の歴史的分析であり，他方では，17世紀

特に 30年戦争後より同時代に至る帝国国法論 Reichspublizistikの帝国論の批判的分析である。

前者については既に別の機会に考察を行なったので，本稿に於ては後者を考察の対象とする。

　ヘーゲルの死後に競売に附された蔵書の目録から推測する限り，また，『ドイツ国制論』に於

ける帝国国法論への直接的並びに間接的な断片的言及から推測する限り，『ドイツ国制論』執筆

に先立って或は執筆と並行的にヘーゲルが Reinkingk，Chemnitz，Conring，Pufendorf，

J. J. Moser, Pütter，Majer等の主要な諸著作に目を通していたことは，略確実である。以下で言

及する様に，間接的とは云え Bodinの思想の影響下に在りつつ，同時に，マキァヴェッリの思

想からも直接的な影響を受けながら，ヘーゲルは，これ等の思想家達の帝国論の批判的な検討を

通して，ドイツ帝国の改革の方策を探っていったと推測される。本稿が明らかにしようとするの

は，改革提案に先立つ如上の帝国論の批判的検討を通してヘーゲルが帝国改革提案の前提条件と

看做したものが何であったか，という点である。

　その点を明らかにしようとする理由は，そうした考察の中に，イエナ時代にフィヒテの国家論

等を手懸りにしながら国家を原理的な仕方で構成しようとしたヘーゲルの理論的努力を根底から

支えた現実的な問題意識を明らかにする手懸りが潜んでいる，と考えるからである。換言すれば，

具体的・歴史的な考察の中から現代の理論的課題を取り出そうとするヘーゲルの思想的格闘が，

如上の点の究明を通して明らかになる，と確信しているからである。

　本稿に於て我々が特に注目するのは，主権の概念である。確かに，『ドイツ国制論』で主権な

る用語が登場する回数は極めて僅かである。然し，歴史的状況との連関から見た場合に帝国の改

革に於て主権概念が重要な役割を果たさなければならなかった事は明白であり，ヘーゲルの帝国

改革構想の目指したものを理解する為には，其処で前提されている主権概念を掘り起こして其の

姿を明確にする事が是非とも必要なのである。加えて，主権概念は 17世紀以来の帝国国法論の

歴史を通じて重要な役割を果たしたものであり，且つ，『ドイツ国制論』挫折以後の，ライン同

盟の時期の国法学に於て特に大きな現実的意味を獲得したものであるから，ヘーゲルの国家概念

をドイツに於ける国家論の歴史の中に位置付けようとする場合に，重要な手懸りを提供する，と

見込まれるのである。

2．『ドイツ国制論』を貫く，帝国の国家性への問い

　『ドイツ国制論』の浄書稿は，周知の如く，「ドイツは最早国家ではない」という有名な言葉

で始まる。この言葉は，謂わば，神聖ローマ帝国の国家性を否定する言葉である。所で，神聖

ローマ帝国の歴史は，確かに，特に 30年戦争の帰結であるヴェストファーレン条約締結以来そ

の終焉に至るまで分裂的乃至多元的な在り方を離れることがなかったが，然し，17世紀以来の
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帝国国法論の歴史を通覧した限りで，帝国の国家性自体を否定した論者は存在しない。帝国論の

長い歴史の中で，ヘーゲルこそは，初めて帝国の国家性を否定した人物なのである。

　所で，『ドイツ国制論』を代表するとも言うべき「ドイツは最早国家ではない」という言葉が，

草稿群の中に最初に登場するのは，最新の文献学的年代考証に基づく限りで，1799年初頭から 4

月下旬までの間に作成された原稿の上に，1801年の 2月上旬以降に（訂正・加筆する形で）施

された改稿に於てである1）。とすれば，如上の言葉が登場した背景乃至根拠を究明する為に，二

つの草稿を比較することは，重要な手懸りを提供する可能性がある。

　斯様な観点から特に注目に値するのは，如上の言葉が登場する改稿に於て以下の様な文章が同

時に登場する事実である。

  Diß Bestreben, die Staatsgewalt zu einem PrivatEigenthum zu machen heißt nun nichts 

anders, als den Staat auflösen, den Staat als eine Macht zernichten; dieser Macht des 

Allgemeinen, dem Monarchen （Kaiser） und der Ständeversammlung （Reichstag） ist damit der 

nothwendige Charakter ［der］ Souveränität in einem höchst schwachen Maase gelassen 

worden. Gewalten, welche nach dem Wesen eines Staats, unter der Direktion eines 

Mittelpunkts stehen, in einer obersten Gewalt （Monarch und Stände） sich vereinbaren 

müssen, Kriegsmacht, Verhältnisse zu auswärtigen Mächten, der Theil der Finanzen, der 

hierauf Bezug hat, u.s.w. ― alles diß steht unter keiner rechtlichen obersten Gewalt.2）

　「国家権力を私的所有物になさんとする斯様な努力が意味するものは，国家を解体させる

こと，権力としての国家を壊滅させることに他ならない。そうした努力の所為で，普遍性を

備えた斯様な〔国家〕権力には，〔具体的には〕君主（皇帝）及び等族会議（帝国議会）に

は，主権性という〔国家に〕必然的な性格が，極めて微弱な程度に許されてきた〔に過ぎな

い〕。国家の本質に従えば，一つの中心点の指導の下に立たなければならず，一つの最高権

力（君主と等族〔会議〕）の中で合一していなければならない諸々の権力，〔具体的には，〕

軍事力，外国勢力への〔外交〕関係，それら〔軍事・外交〕に係る部分の財政，等々〔を掌

る諸々の権力〕― これら総てが，如何なる合法的な最高権力の下にも立っていない。」

　内容的には，初稿とこの改稿との間には実質的な変化は殆ど認められない。只，「国家の本

質」という表現の登場が新しい点である。即ち，「主権性」の成立が「国家の本質」として明確

に捉えられるに至った点が，改稿に於ける新しい点である。そして，改稿では，現実のドイツ帝

国に於て主権性が，即ち国家の本質を構成するものが殆ど失われている，という事実が確認され

ている。国家の本質の喪失，この事実の確認こそが，或は寧ろ，この事実確認を表現する言葉の

獲得こそが「ドイツは最早国家ではない」という言葉を生み出した所以である，と考えられる。

　主権性が国家の本質として認識され得た時に，ドイツ帝国の国家性の否定が宣言された，とす

れば，ドイツ帝国の国家性の否定を出発点として帝国改革構想を提示しようとする『ドイツ国制
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論』は，少なくとも如上の改稿以後は，主権性の概念を自覚的な基礎として成り立ち得ている，

と看做す事ができる。

　但し，「主権」という用語の使用に関して注目すべき点がある。即ち，如上の草稿断片を含む

最初期の諸草稿断片に於てのみ帝国に就て「主権」が言及されるに留まり，次第に「主権」は所

謂領邦高権を指示するものとして用いられるようになる。例えば，比較的初期の草稿断片の中に

既に，下記の様な明確な表現が登場する。これは，そうした指示関係の成立を証拠立てる代表例

である。

  Schon die Natur der Sache hebt Landesherrschafft, Souveränität über den Krais der 

Gerichte.3）

　「出来事の自然本性が既に領邦支配，〔領邦〕主権を，〔皇帝の〕裁判権の〔及ぶ〕範囲を

超えた所へ高めている。」

　然し，「主権」という用語
4 4

の使用法の斯様な変化は，主権という概念
4 4

乃至思想の変化乃至消滅

を意味するものでは決してない。確かに，Souveränitätという用語が帝国に就て用いられること

は殆ど無くなるとしても，然し，それに替って die höchste Gewlt乃至 die höchste Machtという

用語が頻繁に登場して主権概念を表現し続ける。尤も，用語上の斯様な変化が何故生じたか，そ

の理由は未解明であるが。

　所で，主権概念は，『ドイツ国制論』に於てヘーゲルに，ドイツ帝国の過去を理解し現在を理

解し将来に向けて課題設定を行なおうとする為の根本枠組を提供している。然し，此の事は，実

は，ヘーゲルに限ったことではない。寧ろ，17世紀以来の帝国国法論の歴史は，ドイツ帝国に

於ける主権の成立如何を巡って動いてきた，と看做し得る。そして，その出発点に立っているの

が，他ならぬボダン（Jean Bodin, 1530‒1596）である。蓋し，ドイツ帝国の考察に於て，ボダン

が，伝統的な帝国論の枠組を離れて，近代的な主権概念の立場から，アリストテレス以来の伝統

的な政体論を復権せしめた時に初めて，ヘーゲルの『ドイツ国制論』へと直接的に連なる帝国国

法論の歴史は始まった，と看做し得るからである。

　斯様なモチーフをもつ帝国国法論の思考枠組に対して，その根本前提が崩れているとして，

「ドイツは最早国家ではない」という言葉を以て一種の決別宣言を行なった時，ヘーゲルはドイ

ツ帝国に於ける主権の成立可能性について如何なる見通しをもっていたのか。それを究明するこ

とが，我々の当面の研究課題である。然し，その為には，帝国国法論の歴史を貫徹し支持してき

た主権論の射程を改めて測定しなければならない。そして，この点に，帝国に於ける主権性を巡

る諸議論の歴史を顧みなければならない根拠が在る。
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3．帝国論と主権論 ― その歴史的諸前提 ―

3‒1.　近世に於ける帝国論の出発点としてのボダン主権論

　ヘーゲルの『ドイツ国制論』に於ける主権概念の含意を理解する上で顧みなければならない思

想家が二人いる。一人は，上述のボダンであり，もう一人がプーフェンドルフ（Samuel von 

Pufendorf, 1632‒1694）である。彼等の帝国論，そして，その前提にある主権論への理解無くし

ては，ヘーゲルの帝国論の歴史的意味を評価することなど到底不可能である。以下，当面の問題

に関連する範囲に限定して，彼等の帝国論とその根本前提を明らかにする。先ずは，プーフェン

ドルフの議論を含む 17世紀以降の帝国論の理論的な出発点をなすボダンの主権論と帝国論を見

る。

3‒1‒1.　帝国に於ける主権の所在

　さて，その『国家論』第 1巻第 9章に於て，ボダンは，神聖ローマ帝国皇帝の主権性について，

次の様に重要な指摘を行なっている。

  Mais dira quelqu’vn: Le tiltre Imperial ne peut il pas faire souuerain celuy qui est vassal 

d’autruy? côme le Prince, ou le peuple faisant vn esclaue Magistrar, semble aussi l’affranchir: 

cela est bien vray, si l’esclaue est au Prince, ou peuple: autrement non: aussi l’Empire n’a 

puissance quelconque sur les subiects du Roy de France, comme estoit Charles v. Ioint aussi 

que le tiltre l’Emperial n’emporte rien de souuerain: iaçoit que4） l’Empereur escriuant aux 

Princes de l’Empire vse de ces mots, Novs te mandôs, &c. Tu feras ceci, &c. Ce que les autres 

Princes ne font pas mesmes enuers leurs propres subiects: & qui plus est, les Princes Electeurs 

portent les qualités de valets domestiques, côme bouteillers, escuyers, eschansons de l’Empe-

reur : neantmoins la maiesté souueraine de cest Empire là ne gist pas en la personne de 

l’Empereur, ains en l’assemblee des estats de l’Empire, qui peuuent donner loy à l’Empereur, & 

à chacun Prince en particulier:de sorte que l’Empereur n’a puissance de faire edict quelconque, 

ni la paix, ni la guerre, ni charger les subiects de l’Empire d’vn seul impost, ni passer par 

dessus l’appel interietté5） de luy aux estats.6）

　「しかし，次のように言う者がいるであろう。『皇帝の称号は他人の臣下を主権者とす

る�7） ものではないのではないか？　奴隷を行政官に取り立てる君主や人民なら，奴隷を解放

するように思われるとしても。』この指摘は確かに正しい，もしその奴隷が君主や人民のも

のであるならば。そして，その場合に限り。― 従って，帝国は，フランス王 ― シャルル

五世はその中に含まれていた ― の臣下に対しては如何なる権利をも有しない。しかも，皇

帝の称号は，聊かの主権性をも含んでいない。たとえ皇帝が，帝国の〔領邦〕君主達に書簡

を認める際に，次のような言葉を用いているとしても。『我々は汝に命ずるものである
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云々』『汝はこれを為すべし云々』― これらは，そうした他の君主達が彼等自身の臣下に

対してすらも発しない言葉である。― しかもその上に，選帝侯たる君主達は，皇帝の大膳

職長官，旗手長官，献酌長官と云った宮中職位〔皇帝の臣下としての地位〕を保持している

にも拘らず，帝国の主権（la maiesté souueraine）は，皇帝の人格の中には在らず，帝国議

会（l’assemblee des estats de l’Empire）の中に在る。帝国議会は皇帝や個々の君主夫々に対

して法律を与えることができるからである。従って，皇帝は如何なる勅令を出す権限をもも

たず，講和条約を締結したり宣戦を布告したりする権限をもたず，帝国の臣下に対して僅か

の租税を課す権限をももたず，帝国議会に於ける皇帝〔の決定〕に就ての異議を却下する権

限をもたない。」

　此処でボダンは，神聖ローマ帝国に於ては主権が皇帝にではなく帝国議会に帰属していること

を確認しているのである。

　所で，斯様な確認の基礎を成しているのは，『国家論』第 1巻第 8章及び特に第 10章で明示さ

れた主権性の成立諸要件に関する記述である。果たして，『国家論』第 1巻第 10章に於て主権性

の成立要件として以下の主要 9項目が挙げられていた。即ち，①他者の如何なる同意も無しに臣

下に対して法を与える権能を有する事8），②宣戦を布告し講和条約を締結する権能を有する事 9），

③枢要な公職にある者（les principaux officiers）を任命する権能を有する事10），④裁判に於て最

終判決を下す権能を有する事11），⑤恩赦を与える権能を有する事12），⑥臣下の誠実と忠誠を要求

する権能を有する事13），⑦貨幣を鋳造する権能を有する事14），⑧度量衡を規定する権能を有する

事15），⑨臣下に対して人頭税（tailles）や租税（imposts）を課す権能を有する事16）。これ等の規

定のうち，ボダンが特に①の立法権の所在に関する規定を重視していることは，周知の通りであ

る。

　更に，ボダンは同書第 3巻第 1章で，立法権は，主権者たる君主（Prince）に独占的に認めら

れるべきであって，元老院乃至顧問議会（Senat）には認められるべきでない
4 4

。顧問議会に立法

権を認めることは国家に於ける主権性の存立にとって脅威となる，と断じている。

  Et la raison principale pourquoy le Senat d’vne Republique ne doit pas auoir commande-

ment, est que s’il auoit puissance de commander ce qu’il conseille, la souueraineté seroit au 

conseil, & les conseillers d’estat au lieu de conseillers seroyent maistres, ayans le maniement 

des affaires & puissance d’en ordonner à leur plaisir: chose qui ne se peut faire sans diminution 

ou pour mieux dire, euersion de la maiesté, qui est si haute & si sacree, qu’il n’appartient à 

subiects, quels qu’ils soyent, d’y toucher, ny pres ny loin.17）

　「なぜ国家（Republique）の顧問議会が命令権18） を有すべきではないのか，その主要な

理由は，もし顧問議会が自らの助言を〔法として〕命令する権能を有するとすれば，主権は

助言者〔顧問会議〕に在ることになり，また，〔命令権を有しない〕助言者に取って代わっ
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た〔命令権を有する〕国家（estat）助言者〔顧問会議〕が〔本当の〕支配者（maistres）で

あることになり，その支配者が，物事を統御し，自分の好きな様に物事について命令を下す

権限をもつことになるからである。斯様なことは，〔主権的〕支配権（maiesté）の縮小なく

しては生じ得ないし，より適切に言えば，〔主権的〕支配権の破壊なくしては生じ得ない。

〔主権的〕支配権は極めて高次で神聖なものであるが故に，臣民には，それが如何なる者で

あれ，支配権に触れることなど，如何なる程度に於ても許されない。」

　即ち，主権者たる君主にのみ認められるべき立法権を元老院乃至顧問会議にも認めることは，

主権の破壊（euersion）を帰結する，換言すれば，主権の成立にとって最も本質的な条件とボダ

ンが看做す主権の不可分割性が否定されてしまう，と言われているのである。

　斯様な判断が，特に神聖ローマ帝国の政治的現実，具体的には帝国議会の在り方を念頭に置い

たもの，そうした現実の観察に基づくものであることは，以下の議論からも既に明白である。

  neantmoins la maiesté souueraine de cest Empire là ne gist pas en la personne de l’Empe-

reur, ains en l’assemblee des estats de l’Empire, qui peuuent donner loy à l’Empereur, & à 

chacun Prince en particulier: de sorte que l’Empereur n’a puissance de faire edict quelconque, 

ni la paix, ni la guerre, ni charger les subiects de l’Empire d’vn seul impost, ni passer par 

dessus l’appel interietté de luy aux estats.19）

　「しかしながら，その〔神聖ローマ〕帝国の主権的支配権（la maiesté souueraine）は，

皇帝の人格の裡には在らず，帝国の身分制議会〔帝国議会〕の裡に在る。蓋し，帝国の身分

制議会は，皇帝及び各々の〔領邦〕君主一人一人に，法を与えることができ，従って，皇帝

には，何等かの勅令を発布する権限も，講和条約を締結する権限も，宣戦布告を行なう権限

も，帝国の臣民に租税を唯の一つすら課す権限も，皇帝の側から領邦〔君主〕達に対して

〔彼等の〕異議を無視する権限も，無いからである。」

3‒1‒2.　帝国の政治的現実

　神聖ローマ帝国に於て主権が皇帝にではなく帝国議会に在るという上述の判定は，必然的に，

帝国の国制が貴族制であるという結論に導くことになる。但し，勿論，行論から既に明白なよう

に貴族制という規定は，（その原義が示唆するような）肯定的評価を含むものではない。寧ろ，

神聖ローマ帝国は本来，皇帝を主権者とする君主制であった。然るに，皇帝の主権が次第に纂奪

されて現在の貴族制に至った，とボダンは看做しているのである。斯様な歴史認識を簡潔に示唆

したものが以下の条である。

  Disons aussi de l’estat d’Allemagne, que plusieurs croyent, & mesmes les plus sçauans 

d’Allemagne ont publié par escrit, que c’estoit vne Monarchie. I’en ay touché cy dessus quelque 
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mot, mais il faut icy monstrer que c’est vn estat Aristocratique. Car depuis Charlemagne 

iusques à Henry l’Oiseleur, c’estoit vne pure Monarchie par droit iuccessif du sang de 

Charlemagne: & depuis Henry l’Oiseleur, la Monarchie a continué par droit d’election assez 

longuement, & iusques à ce que les sept Electeurs ont peu a peu retranché la souueraineté, ne 

laissant rien à l’Empereur que les marques en apparence, demeurant en effect la souueraineté 

aux estats des sept Electeurs, de trois cents Princes ou enuiron, & des Ambassadeurs deputés 

des villes Imperiales.20）

　「更に，多くの人がそう信じているように，また，ドイツ人の中でも最も学識ある人々で

すら書物でそう公言しているように，ドイツの政体（estat）は，君主制である。私は，そ

の点〔ドイツの政体〕について，上で一言触れたが，ここでは，それが〔実は〕貴族制であ

ることを明らかにしなければならない。何故なら，カール大帝の時代からハインリッヒ一世

の時代まで，それは，カール大帝の子孫の〔王位〕継承権に基づく純然たる君主制であり，

更に，ハインリッヒ一世の時代からは，相当の長期に亙り〔皇帝〕選定権に基づいて君主制

が続いたが，七選帝侯が少しずつ〔皇帝の〕主権を纂奪して以来，皇帝の許には〔主権者

の〕外見しか残らなかったのであり，実際は主権は，七選帝侯，約 300の〔領邦〕君主，帝

国都市の代表使節より成る身分制議会（estats）に存したのであるから。」

　retrancherという表現からも既に知られる如く，神聖ローマ帝国の歴史をボダンは本来の君主

制から貴族制への頽落の歴史と見ているのである。

　所で，神聖ローマ帝国の政体が君主制でないと断定することは，古代世界の継承者という中世

ヨーロッパ人の自己理解に関わる重大な意味をもっていた。即ち，フライジング（Otto von 

Freising, ca.1112‒1158）によって再構築され中世ヨーロッパに於ける歴史認識の枠組を規定して

きた所謂四帝国論21） のキリスト教的な枠組から神聖ローマ帝国が解放された，と宣言すること

を意味していた。そして，その結果として，再びアリストテレス及びポリュビオス以来の古代的

な政体論の枠組の中で神聖ローマ帝国の政治制度の在り方が改めて問われることにもなった。勿

論，皇帝の立場と帝国等族の立場に分れて。

　ヘーゲルが『ドイツ国制論』の中で神聖ローマ帝国乃至ドイツ帝国の歴史を，タキトゥスの記

述する古代ゲルマン民族の歴史から始めて世俗的な立場で論じるための根本前提は，ボダンの帝

国論によって作り出された，と言っても過言ではない。

3‒2.　プーフェンドルフによる帝国論の到達点

　ボダンの主権論は，アリストテレスの枠組に従って神聖ローマ帝国の国家としての在り方を分

類し評価するためのひとつの尺度を提供した。それ以後，この尺度を共通基盤に，三十年戦争前

後の政治情勢を背景としながら，皇帝と帝国等族との二元主義を克服する方針を巡って，帝国国

制を君主制として形作ろうとする陣営と貴族制として形作ろうとする陣営とが激しい論戦を繰り
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広げていくことになる。皇帝の側に立つ前者の陣営を代表するのがラインキング （Theodor 

Reinkingk, 1590‒1664）であり，帝国議会の側に立つ後者の陣営を代表するのがケムニッツ 

（Bogislaw Philipp von Chemnitz, 1605‒1678）である。そして，両陣営間の論争に妥協を見出そう

と伝統的な混合政体論を復権させようとするリムネウス （Johannes Limnäus, 1592‒1663）のよう

な穏健的な立場の人々も登場することになった。更に彼等に引き続き，アリストテレスの立場に

準拠してドイツ国制史を記述したのがコンリング （Hermann Conring, 1606‒1681）である。然し，

斯様な議論の前提となっていたアリストテレス的枠組の妥当性そのものに初めて批判の眼を向け

たのがプーフェンドルフである。そして，ドイツ帝国に対するヘーゲルの理解は，プーフェンド

ルフによる斯様なアリストテレス主義批判の地盤の上で初めて成り立ち得た。プーフェンドルフ

の理論的到達点が明らかにされなければならない理由は，其処に在る。

3‒2‒1.　プーフェンドルフの主権論 ― 変則性の概念 ―

　一方でボダンの確立した主権概念の基礎の上に立ちながら他方でホッブズの自然法的国家論の

枠組に沿って神聖ローマ帝国の主権国家としての可能性を問い詰めたのがプーフェンドルフであ

る。彼の主権論は 1672年に公刊された主著『自然法と万民法』22） 第 7巻に於て一般的な仕方で

詳論されているが，それに先立つこと 5年の 1667年に，セウェリヌス・デ・モンツァンバー

ノ・ウェロネンシス（Severinus de Monzambano Veronensis）なる偽名の下に公刊された『ドイ

ツ帝国国制論』23） に於て既に主権概念がドイツ帝国（神聖ローマ帝国）の政治的現実に即した仕

方で具体的に展開されていた。

　プーフェンドルフの主権概念は，『自然法と万民法』第 7巻第 4章の叙述から明らかなように，

単一の意志として不可分割的な最高権力という根本性格は勿論その機能の点でも，ボダンの主権

概念を継承するものである。

　プーフェンドルフがボダンの主権概念に基づきながら神聖ローマ帝国の国制を論じる際に重要

な役割を果たすのが「変則的（irregularis）」（乃至「怪物的（monstrosus）」）という概念である。

プーフェンドルフの帝国論を検討する基礎作業として，これらの概念の含意を先ず分析する。

　さて，プーフェンドルフは『人間並びに市民の義務について』第 2巻第 8章第 2節に於て国家

を規則的なものと変則的なものとに区分し，両者を以下のように規定している。そして，規則的

な国家を更に，伝統的な区分原理に従って，君主制・貴族制・民主制に区分している。

  Sunt autem formae civitatis vel regulares vel irregulares. Illae sunt, ubi imperium 

summum in uno subjecto ita est unitum, ut illud indivisum & inconvulsum ab una voluntate per 

omnes civitatis partes atque negotia sese dispenset. Ubi hoc non deprehenditur, irregularis 

forma civitatis erit.24）

　「また，国家（civitas）の諸形式は規則的か変則的かである。前者は，〈最高の支配権が

単一の基体（subjectum）の中で統合されて存在し，従って，最高の支配権が，分断された
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り引き裂かれたりすることなく，単一の意志から出て国家のすべての部分や活動を通して，

自分自身を分配していく〉国家である。こうした事が見出されない所では，国家の形式は変

則的となるであろう。」

　然し，変則的な国家について，上掲箇所では，その本質規定を挙げるに止めている。具体的事

例については，『自然法と万民法』の上掲箇所で，東西分裂後のローマ帝国と神聖ローマ帝国が

挙げられているが，本節では前者のテキストのみを提示し，具体的事例は次節で帝国論との関わ

りに於て論じる。

  Respublica irregularis est, in qua non ita perfecte unio illa, in qua essentia civitatis 

consistit, deprehenditur: idque non per modum morbi, aut vitii in administratione reip, 

haerentis; sed ut publica lege aut consuetudine ea velut legitima sit recepta.25）

　「変則的な国家（respublica）とは，国家（civitas）の本質を成す統一が完全には見出さ

れないような国家のことである。しかも，統一の見出されない原因が，〔一時的な〕病的状

態または国家（respublica）の運営に付き纏っている〔一時的な〕欠陥にではなく，国家が

公共的な法または習慣によって正当なものとして認められる仕方にあるような国家のことで

ある。」

　ここに示された変則性の規定は，既に 1667年の『ドイツ帝国国制論』に於ても，更には，

1672年の『自然法と万民法』に於ても前提され，プーフェンドルフの国家論に於ては一貫して

重要な尺度であり続けている。

　所で，この変則性の概念は，注意を要する概念である。プーフェンドルフは，この概念を手懸

りにして国家を国家ならざるものから区別しようとしているのではない。上の引用からも明らか

な如く，規則性と変則性とは国家（の諸形式）の内部での区別を指示する概念である。然るに，

規則性の概念は，既に明らかな如く，ボダンの主権概念を本質的内容とする。とすれば，変則的

な国家は，如何なる意味で国家と看做し得るのか。ボダンの主権概念を前提とする限りで，変則

的な国家なる概念は如何なる意味で成り立ち得るのか。

　国家理解に於て変則性の概念が重要である所以は，実は，具体的事例に即した議論を通して始

めて明らかになる。

3‒2‒2.　プーフェンドルフの帝国論

3‒2‒2‒1.　帝国の現状分析

　変則性概念の含意は神聖ローマ帝国の国制への適用を通して初めて鮮明になる。考察の出発点

に置かれねばならないのは，『ドイツ帝国国制論』第 6章第 9節に登場する以下の有名な規定で

ある。ここに，プーフェンドルフの帝国論のもつ含意を理解する手懸りがある。
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  Nihil ergo aliud restat, quam ut dicamus, Germaniam esse irregulare aliquod corpus et 

monstro simile, siquidem ad regulas scientiae civilis exigatur, quod lapsu temporum per 

socordem facilitatem Caesarum, ambitionem Principum, turbulentiam Sacerdotum ex regno 

regulari in tam male concinnatam formam est provolutum, ut neque regnum etiam limitatum 

amplius sit, licet exteriora simulacra tale quid prae se ferant, neque exacte corpus aliquod aut 

systema plurium civitatum foedere nexarum, sed potius aliquid inter haecduo fluctuans.26）

　「ゲルマニア〔ドイツ帝国〕は，もしそれを政治学の規則に従って評価するならば，変則

的で怪物に似た団体である，と言うより他には術がない。この団体は，時間の経過の中で，

皇帝の無思慮な軽率，〔領邦〕君主達の野心，そして聖職者達の騒乱によって，規則的な君

主制（regnum）から非調和的（male concinnatus）な〔国家〕形式へと追いやられたのであ

り，その結果，仮令外見はそのように見えるとしても，最早，制限的な君主制（regnum 

limitatum）ではなくなっていて，厳密には〔，まだ，〕複数の国家（civitas）より成る，同

盟（foedus）によって結合された団体または体系でもなく，寧ろ，それら二つの間を動揺す

るものである。」

　プーフェンドルフがここで神聖ローマ帝国（ドイツ帝国）について示している「変則的で怪物

に似た団体」という規定はあまりにも有名であるが，このテキストは，変則的な国家なる概念の

構成要素を明示するものとして，重要なものである。

　先ず確定されねばならないのは，「複数の国家より成る，同盟によって結合された団体または

体系」の概念の含意である。これが国家同盟乃至国家連邦を指示することは既に明白である 27）。

この国家同盟なる概念について確認すべき重要な点は，プーフェンドルフがそれを契約

（foedus）による主権的国家の結合と看做しはしても，それ自体を一個の主権的国家とは看做し

ていない点である。それはどこまでも契約によって成立した，主権的国家の集合体に過ぎない�28）。

然し，だからと言って，そこから直ちに神聖ローマ帝国の（主権）国家性の完全な否定が結論さ

れてくる訳でもない29）。プーフェンドルフの理解は，微妙な点を含む。

　プーフェンドルフの意図を理解する上で重要な点は，制限君主制と国家同盟との間を「動揺す

る」と表現されている事態の理解にある。ここで表現されているのは，「或る時は制限君主制で，

或る時は国家同盟である」という，時間の中に於ける動揺ではない。そうした動揺の事実的基礎

は存在しない。そこで表現されているのは，寧ろ，形式的な制限君主制と実質的な国家同盟との

乖離であり，「どっちつかず」状態である。即ち，制限君主制の形式を残存させながら実質は国

家同盟である，という事態乃至構造が指示されている。しかも，実質が完全に形式を支配するに

至ってもいない。この微妙さをプーフェンドルフは「近さ」という聊か曖昧な言葉で表現してい

る。

  Ergo commodissime Statum Germaniae possimus designare, quod proxime accedat ad 
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systema aliquod plurium civitatum, in quo unus velut Princeps aut Dux foederis emineat 

simulacris Regiis vestitus;30）

　「従って，我々は，次のようなものとして描けば，ゲルマニア〔ドイツ帝国〕の現状を最

もうまく描けることになる。即ち，それは，複数の国家（civitas）〔より成る〕体系〔即ち

国家同盟〕の極めて近くまで来ているが，その中では〔なおも〕君主または同盟の指導者の

如き者が優越的な地位を占め，〔主権的〕王権を備えているかの如くに見せかけている。」

　ここでの言明の趣旨をより精確に理解する上で重要となるのは，プーフェンドルフが国家同盟

を如何に理解しているかという点である。注目すべきは，国家同盟が，ボダンの主権論で謂う意

味での主権国家ではあり得ないというのみならず，辛うじて国家であり得るとしても安定的な国

家形態ではあり得ず分解していく可能性に脅かされる国家形態であるとされている点である。同

書第 7章第 7節に以下の様な条があり，プーフェンドルフの斯様な理解を明確に示している。

  Ex pluribus civitatibus per foedus coagmentata systemata longe laxius cohaerent et facilius 

turbari aut dissolvi possunt.31）

　「同盟によって複数の国家が結合されてできた体系〔国家同盟〕は，非常に緩やかに結合

しているのであり，比較的簡単に分裂させられ解体させられてしまう可能性がある。」

　プーフェンドルフが国家同盟を安定的な，そして，その意味でも規則的な国家形態と看做して

いないことは，此処からも明白である。この意味からすれば，ドイツ帝国を制限君主制と国家同

盟との中間的な存在と規定した趣旨は，ドイツ帝国がそれ自身の内に自己否定の要素を含んでい

ること，換言すれば，ドイツ帝国が国家と国家の否定乃至解体との結合として理解されるべきこ

とを示すところに在る，と言い得るのではないか。

　事態を更に敷衍すれば，プーフェンドルフが，ボダンの主権概念を尺度として国家を規則的と

変則的とに区分し，ドイツ帝国の変則性を規則的国家と国家同盟との中間性として分析した時，

プーフェンドルフは，ドイツ帝国が構造的・本質的に国家としての存立を否定される可能性に脅

かされている存在であることを示そうとした，と考えられるのである。即ち，確かにドイツ帝国

は，形式上は，規則的な国家としての形態，制限君主制という形態を残存させているが，然し，

その実質は，国家でなくなる可能性，国家解体の可能性に脅かされた国家同盟でしかない，と。

国家であることを猶も是認しながらも，同時に主権国家としての資格を失う可能性を秘めたもの

とするというプーフェンドルフの矛盾的なドイツ帝国評価は，以上のような構造をもっていた，

と考えられる。

3‒2‒2‒2.　プーフェンドルフの思想的格闘 ― 帝国の存続可能性

　然し，プーフェンドルフの場合，帝国の矛盾的現実に対する斯様にリアルな認識が直ちにドイ
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ツ帝国の存続可能性を諦めることを意味した訳ではない。彼が，一方で，ボダンの主権概念を尺

度とする国家の在り方をドイツ帝国に求めることは非現実的であるという認識に到達していなが

ら，他方で，ドイツ帝国の存続可能性に対してひとつの見通しをもっていたことは，確かである。

それを示すのが，以下の文章である。即ち，そこでプーフェンドルフは，最も理想的な主権国家

の形態と彼が考える君主制をドイツ帝国に於て実現することは最早不可能であることを認める一

方で，驚くべきことに，国家同盟という在り方の裡にドイツ帝国の存続可能性を見出そうとする

という極めて困難な可能性を追求しているのである。

  Iudicaverim ergo fundamenti loco supponendum, pravitatem status Germaniae ita velut 

induruisse, ut sine eversione totius reipublicae ad leges iusti regni non possit reformari. Cum 

autem status iste quam proxime accedat ad systema aliquod plurium rerumpublicarum 

foederatarum, tutissme eidem servandae adhiberi talia media, quae a politicis eiusmodi sociis 

observanda praescribuntur; quos ante omnia non tam alienis adquirendis quam tuendis 

propriis invigilare oportet.32）

　「従って，以下の想定を〔病んだドイツの治療法を考えるための〕基礎と看做したい。即

ち，ドイツの国制（status）の歪みがあまりに硬化してしまったので，国家（respublica）全

体を覆すこと無くしては〔ドイツを〕真正の君主制（regnum）の体制（leges）へ戻すこと

はできない。しかし，その国制は，同盟を結んだ複数の国家より成る或る種の体系〔国家同

盟〕に可能な限り近くまで近付いているので，〔ドイツ〕を最も安全に存続（servare）させ

るためには，国家学者（politici）が，そのように同盟を結んでいる〔諸国家〕に対して，遵

守されるべきものとして規定している諸手段 ― 他の〔国々〕を征服するためより寧ろ自

〔国〕の財産を防衛するための諸手段 ― を用いるのでなければならない。」

　此処でプーフェンドルフは，国家同盟を成立せしめている諸規定の順守がドイツ〔帝国〕の存

続に必要である，と述べている。（但し，ドイツ帝国が十全な意味での国家連盟であるとは看做

して居らず，飽く迄も国家同盟に「可能な限り近くまで近付いている」だけとしている。ドイツ

帝国の理解には曖昧な点を残している。）そして，「国家同盟を成立せしめている諸規定」の内容

が具体的に提示される。此処では，その基本的な内容だけを見ていく。

  Circa internam heic concordiam maximus labor. Ad hanc summe necessarium est, ut 

cuique sua iura maneant ac nulli concedatur, ut imbecilliorem possit opprimere utque adeo 

inter dispares licet opes par sit omnium libertas atque securitas. Exoletae praetensiones 

aeterno silentio damnentur, et uti quisque possidet, ita deinceps retineat.33）

　「この場合，〔国家同盟〕内部での一致を維持することに最大の努力が払われる。この一

致のために最も必要なことは，〔同盟を結ぶ〕それぞれ〔の国家〕に対してその権利が維持
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され，如何なる〔国家〕に対しても，より弱い〔国家〕を抑圧することが許されないことで

ある。蓋し，如何に〔国〕力が異なると云えども，総ての〔国家〕の自由と安全とは対等で

なければならないから。〔それぞれの国家の〕色褪せた要求は永遠の沈黙を運命づけられる

べきであり，また，いずれ〔の国家〕も，それが〔現在〕所有するものを，引き続いて保持

するのでなければならない。」

　国家同盟を締結した国家同士の関係に於ては，力の大小に関わりなくいずれの国家の権利（自

由）も平等でなければならない。これが国家同盟の存続を可能にする根本条件だ，と言われてい

る。

　この条件設定は，明らかに，ボダンの尺度からすれば同盟全体に於ける主権の成立を困難にす

るものである。然し，それでも，プーフェンドルフはドイツ帝国が斯様な国家同盟の形で存続す

べきことを主張する。換言すれば，ドイツ帝国の統一は，国家同盟を維持しようとする努力の中

で成立する，即ち，国家同盟の裡には，確かに，ボダンの意味での主権は成立していないが，然

し，ドイツ帝国が国家として成立するための最低限の条件である統一は辛うじて保たれている，

とプーフェンドルフは看做す。より精密に言えば，上述の根本条件を充足しつつ同盟関係を維持

しようとしている限りで，ドイツ帝国は（ボダンとは異なる意味に於てであれ）国家であり得て

いる，とされる。

3‒2‒2‒3.　ヘーゲルへの影響 ― 主権問題の発現

　『ドイツ国制論』執筆当時のヘーゲルが既にボダンの『国家論』を精読していた証拠は，少な

くとも今日に至るまで見つかっていない。彼の死の直後に蔵書が売却された際に作成された蔵書

目録にも，ボダンの著作は掲載されていない。但し，主権概念に関して，恐らくはホッブズの読

解を通して，少なくとも本質的な部分の十分な理解に既に到達していたことが確実であるが。そ

れに対して，ヘーゲルが当時既にプーフェンドルフの『ドイツ帝国国制論』を読んでおり，従っ

て，その所説に既に十分に通じていたであろうことは，略確実である34）。

　所で，プーフェンドルフの著作がヘーゲルの思索にとってもつ意味は，何よりも，神聖ローマ

帝国或はドイツ帝国に於ける主権の存在如何という問題を提起した点に在るだろう。確かにヘー

ゲルがドイツ帝国の国家性を否認する文脈では，ヴォルテール（Voltaire, 1694‒1778）の名前が

直接的に挙げられてはいるが，ヴォルテールによる批評に於ては主権概念が直接的な役割を演じ

ている訳ではない。主権概念に基づいてドイツ帝国の国制を直接的に論じた著作家の中で，ヘー

ゲルの『ドイツ国制論』の裡に影響の痕跡を見出し得る人物としてプーフェンドルフ以外の者を

見出すことは，少なくとも現時点までは，誰も成功していない。それ故，プーフェンドルフの問

題提起が如何なるものであったか，その理論的な奥行きを究明することは，ヘーゲル研究として

十分に意味のある事柄である。

　先ず，プーフェンドルフの最大の理論的な貢献乃至影響は，政体論的な議論を通して，ドイツ
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帝国に於てはボダンの意味での主権が成立していない事を確認した点に在る。即ち，プーフェン

ドルフは先ず，次のテキストが示す如く，ボダンの主権概念に基づいてアリストテレスの政体論

を再構成した上で，次に，ドイツ帝国がアリストテレスの政体論の枠組に，従って，ボダンの主

権概念の枠組に収まらないものであることを示そうとしたのである。

  Diversae rerumpublicarum formae resultant ex subiecto, cui summa potestas inhaeret, 

prout illud est vel unica persona vel concilium ex universis aut paucis constans.35）

　「諸国家（res publica）の様々な形式は，主権（summa potestas）の帰属する臣民〔の差

異〕から生じてくる。即ち，そうした臣民が，唯一人であるのか，又は，〔臣民の〕全員或

は少数より成る集合であるのか，〔という差異〕に応じて。」

　次に，プーフェンドルフが斯様な議論をする際に，既に国家の概念と主権の概念とが不可分の

ものと理解されていること，換言すれば，国家は主権無くしては成り立ち得ないというボダンの

思想が当然の前提とされていることは，議論の組み立て自体からして確実である。即ち，主権無

き国家は，プーフェンドルフの議論に於て全く想定されていない。而も，この点は，ヘーゲルに

於ても変わらない。ただ，ヘーゲルの場合には，上述の如く，直接的には恐らくボダンを介して

ではなくホッブズを介して国家と主権との必然的連関の理論的根拠を理解したであろう点が異な

るだけである。

　最後に，当該文脈に於て決定的に重要な点は，プーフェンドルフにはドイツ帝国が国家として

成り立ち得るという確信が存在したことである。上で見たように，プーフェンドルフは，一方で，

「変則的で怪物に似た」という規定が示すようにドイツ帝国が伝統的政体論の枠組では理解不能

な存在であることを確認しつつ，他方では，国家同盟の形でドイツ帝国が国家としての存続を維

持し得るための条件を闡明しようとしているのである。ボダンの尺度からすれば到底ひとつの主

権国家の存立形態とは認め難い国家同盟の中に国家の存立可能性を探求しようとする姿勢の中に

我々は，ドイツ帝国の現実の中に於て猶も国家の成立を確信するプーフェンドルフの

Reichspatriotismusを認め得るであろう。注目すべきは，そうした確信の点で，プーフェンドル

フの『ドイツ帝国国制論』とヘーゲルの『ドイツ国制論』とが全く一致しているという事実であ

る。ヘーゲルも亦，対仏同盟戦争での重なる敗北の中でドイツ帝国の政治的統一が崩壊しつつあ

る現実を目の当たりにしながら，猶もドイツ帝国が国家として存立し得ることを，『ドイツ国制

論』執筆を断念せざるを得なくなる時点36） までは確信し，そのための（最低）条件を闡明し，

その現実的形態を模索していたのである。

　ここで我々は，以上のような問題状況の中から如何なる問い掛けが生まれてこざるを得ないの

か，理論的に掘り下げて考えてみなければならない。我々は，以上のような問題状況がひとつの

課題を必然的に提起せざるを得ないことを確認し得る。即ち，ドイツ帝国の国家性を根拠付け得

るような，ボダンのものと異なる主権概念を見出すことが，それである。仮令その結論乃至実態
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から言えば，ドイツ帝国の国家性を根拠付け得るように主権の成立要件を限定することでしかな

かったにしても，ドイツ帝国が国家であることを保証し根拠付け得る原理を確立することが如何

にしても必要とならざるを得なかった。Reichspatriotismusの立場に立つ限りは。そして，『ドイ

ツ国制論』執筆当時のヘーゲルも，それを共有していたのである。

　ボダンの主権概念を厳格に適用する限り，ドイツ帝国を国家と看做すことには根本的な困難が

伴なう。勿論，ボダンの理論的な要求を根本的に否定することなど既に不可能である。となれば，

残された途は，主権の成立要件を緩和する理論的努力をすることでしかあり得ないだろう。そし

て，上述の如く，プーフェンドルフが既に，一定の条件を充足する国家同盟に主権国家としての

資格を見出そうとする試みに一歩踏み出したのであった。

　然し，対仏同盟戦争で示されたドイツ帝国の政治的現実を前にしたヘーゲルに，問題解決の手

懸りを与えたのは，そのプーフェンドルフではなかった，と思われる。何故なら，『ドイツ国制

論』の中に，ドイツ帝国を国家同盟として捉えようとする志向は全く認められないからである。

　この問題を考えるためには，W. Burgdorf の非常に詳細な研究が明らかにしたような37），ドイ

ツ帝国の在り方を巡って当時活発な議論が行なわれていた背景的状況・ジャーナリスティックな

状況にも注意しなければならないし，今日では忘れられてしまっている様々な思想家からの影響

を掘り起こす作業も必要になってくる。続編では，そうした点の歴史的分析を行なう。

 （続く）

続編の構成

4．『ドイツ国制論』の直接的諸前提 ― シュレーツァーとマイヤー ―

4‒1.　シュレーツァーによる国家と社会の分離

4‒2.　マイヤーによる「国家の概念」の提示

5．『ドイツ国制論』の国家理論的意味 ― 承認論と主権論 ―

6．結　　論

注

1）  Georg Wilhelm Friedrich Hegel Gesammelte Werke, Bd. 5, 1998, S.567. 遡り得る上限は確定さ
れるが，下限を厳密に規定する直接的な手懸りは存在しない。只，その成立年代が 1801年 5
月以後 8月以前と推測されていて，且つ，当該の言葉が登場し内容的にも符合する所の多い断
片と成立年代が近いとは推測される。Vgl. op. cit. S.25.

2）  Op. cit. S.12f.
3）  Ibid. S.50.
4）  今日的な表記では以下の通り。 jà, soit, et que
5）  今日的表記では以下の通り。 interjeté
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6）  Jean Bodin, Les six Livres de la République, 15832, p. 180. 猶，初版は，1576年の刊行。
7）  他者との間で契約された封建的主従関係からの解放。
8）  Jean Bodin, op. cit., p. 221.
9）  Ibid., p. 224.
10）  Ibid., p. 228.
11）  Ibid., p. 231.
12）  Ibid., p. 236.
13）  Ibid., p. 242.
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関して［与える］命令である」（loy est le commandemêt du souuerain touchant tous les 
subiects en general, ou de choses generales: Ibid., p. 216）と言われている所からも知られる如
く，此処での「命令権」とは立法権の謂である。

19）  Ibid., p. 180.
20）  Ibid., p. 320f.
21）  四帝国論自体は，勿論，「ダニエル書」以来の古い伝統をもつ概念であるが，此処では，それ
が中世にフライジングによって神聖ローマ帝国論として再構築されて以来のその歴史を指示し
ている。

22）  De iure naturae et gentium libri octo, 1672.
23）  De statu imperii germanici ad Laerium fratrem, dominium Trezolani, liber unus, 1667.
24）  De officio hominis & civis, juxta legem naturalem libri duo, 1682（16731）, p. 126. ここでは，

James Brown Scott編集の，The Classics of International Lawシリーズ所収のものを使用する。
25）  Ibid. p. 129.
26）  De statu imperii germanici ad Laerium fratrem, dominium Trezolani, liber unus, 1667, S.198. ここ
では，以下の対訳本を利用する。頁数は，その本のものである。Samuel von Pufendorf, Die 
Verfassung des deutschen Reiches, herausgegeben und übersetzt v. Horst Denzer, 1994. 

27）  systema が国家同盟乃至国家連邦を指示するという点に関しては，以下の文献に詳しい。
Bernd Roeck, Reichssystem und Reichsherkommen Die Diskussion über die Staatlichkeit des 
Reiches in der politischen Publizistik des 17. und 18. Jahrhunderts, 1984, S.30ff. et 62.

28）  corpus が civitas であり得るためには，summa potestas が必要である，とされる。
29）  Bernd Roeck, op. cit., S.25.
30）  Pufendorf, op.cit., p. 200.
31）  Ibid., p. 222.
32）  Ibid., S.240.
33）  Ibid. S.240‒242.
34）  この点については，Hegel, op. cit. S.767. に於ける，編集者による考証が参照されるべきである
が，それに加えて，ヘーゲルの死後，その蔵書が売却に附された際に作成された下記の蔵書目
録の中に，プーフェンドルフの『ドイツ帝国国制論』が掲載されていた事実を指摘しなければ
ならない。但し，入手の時期等の詳細は一切不明である。
Verzeichniß der von dem Professor Herrn Dr. Hegel und Dr. Herrn Seebeck, hinterlassenen 
Bücher = Sammlungen, Berlin, 1832, S.44: „1123. Monzambano, Severini, de statu imperii Germ. 
c. not. ed. Chr. Thomasius. Halae 703. Frzb.“ 
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　また，上掲全集版編集者が指摘しているように，プーフェンドルフの著作には，以下のドイ
ツ語訳が存在していた事実も，ヘーゲルがプーフェンドルフの所説に通じていたことを支持す
る聊か弱い状況証拠にはなるであろう。
Kurzer doch Gründlicher Bericht von dem Zustande des H. R. Reichs Teutscher Nation, vor- 
mals in Lateinischer Sprache unter dem Titul Severin von Monzambano herausgegeben, anitzo ［i. 
e. zur Zeit］ aber ins Teutsche übersetzet und mit den auserlesensten Anmerkungen der 
berühmtesten Publicisten . . . , Leipzig 17152.

35）  Pufendorf, op. cit., S.184.
36）  1803年 2月 25日。帝国代表者会議主要決議が議決された日。最終的に皇帝が承認したのは，
同年 4月 28日。

37）  Wolfgang Burgdorf, Reichskonstitution und Reich Verfassungsreformprojekte für das Heilige 
Römische Reich Deutscher Nation im politischen Schrifttum von 1648 bis 1806, Mainz 1998.
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〈Kurze Inhaltsangabe〉
  In diesem Artikel wird betrachtet, wie das japanische Heer in der Meiji-Zeit das 

Heerwesen und den militärischen Transport mit der Eisenbahn von Deutschland gelernt hat.

  Das erste Kapitel untersucht das deutsche Militärwesen, dessen Kenntnisse die 

Deutschen, die damals nach Japan kamen, und die Japaner, die sich in Deutschland mit seinem 

Militär beschäftigt hatten, dem japanischen Heer mitgebracht haben. Aus dieser Untersuchung 

stellt es sich heraus, dass sich das japanische Heer für die Einführung des deutschen 

Militärwesens schon bis Zwanzigerjahre der Meiji-Zeit entschied. Vom deutschen militärischen 

Transport mit der Eisenbahn lernten die Japaner aber bis in die Zwanzigerjahre der Meiji-Zeit 

nur sehr beschränkt.

  Im zweiten Kapitel wird untersucht, welche Forderungen das japanische Heer in der Meiji-

Zeit von der japanischen Eisenbahn stellte und welche Vor- und Nachteile der deutschen 

Eisenbahn es dabei zu Rate zog. Aus dieser Untersuchung wird es klar, dass das damalige 

japanische Heer an die Eisenbahn Japans die folgenden drei wichtigen Forderungen stellte: 1. 

Die Schienen sollen nicht an der Küste entlang, sondern immer auf dem Binnenland gelegt 

werden. 2. Sie sollen breitspurig sein. 3. Alle Eisenbahnen sollen verstaatlicht werden. Von 

diesen Drei wurde die verstaatlichung der Eisenbahnen in Japan früher als im Deutschen 

Reich verwirklicht （1906）, während der Eisenbahnnetz in ganz Deutschland lange noch nicht 

in der Lage war, vollendet zu werden. Die breitspurigen Schienen konnten letztlich zwar nicht 

verwirklicht werden, aber das wurde durch die Verbreitung des Wagens ersetzt.

  Durch die oben erwähnten Betrachtungen erreicht dieser Artikel die folgenden 

Ergebnisse. Das japanische Heer nahm bis Zwanzigerjahre der Meiji-Zeit ziemlich viel vom 

deutschen Heerwesen in Empfang, während es sich hinsichtlich des Lernens des deutschen 

militärischen Transports mit der Eisenbahn relativ verspätete. Aber dieses beschleunigte sich 

seit Ende des 19. Jahrhunderts zusehends und Japan überholte endlich Deutschland in 

Hinsicht auf die Verstaatlichung der Eisenbahnen. Man könnte sagen: das ist der Augenblick, 

in dem die Imitation die Originalität übertrifft.

は　じ　め　に

　本稿では，日本陸軍とドイツの軍制の関連について，なかでも明治期以降の日本陸軍がドイツ

の軍事学を本当に受容していったのかについて検討する。この両者の関係は，医学や哲学などの

他分野におけるドイツ流の学問が，明治期の日本において多数受容されたというイメージに影響
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され，明治初頭から深い関係をもつと一般に考えられがちであった。

　しかし，このような従来の考えに反して，明治期の日本陸軍の基礎をドイツ式であるというよ

りはむしろフランス式であったと指摘する研究も一方では存在する。実際，1870年 10月には，

当時の兵部少輔の山県有朋によって，陸軍兵制がフランス式に統一されたこともあった。そこで，

日本陸軍とドイツ軍制の関係が明治初頭から，常に深いものであったと簡単には断定できないと

考えられる 1）。

　そこで本稿では，この両者の関係がどのように深まってきたのか，すなわち日本陸軍がドイツ

の軍事学をどう学び，それを自軍の軍制としてどう採用していったのかについて検討していく。

なお，この学習・採用の過程には，二通りのパターンがあったと予想される。一つは，訪日した

ドイツ人の専門家から，ドイツの軍制を「直接」学習する方法である。そしてもう一つは，ドイ

ツに留学した日本人留学生が，故国日本にもち帰ったドイツの軍事学から，いわば「間接的」に

ドイツの軍制を採用する方法である。

　したがって以下では，この二通りのパターンの過程について第 1節の各項で分析し，小括で，

日本陸軍とドイツ軍制の関係について，現時点での暫定的な判断を下すことにしよう。その上で

第 2節では，より具体的に，日本陸軍と鉄道の関係をめぐってドイツの影響が介在したのか否か

を考察してみたい。（なお本稿は，拙稿「軍事と鉄道 ― 普墺戦争までのプロシア陸軍に注目し

て ―」『COSMICA』44号，京都外国語大学・京都外国語短期大学，2014年，17‒31頁の続編

という性格を併せ持つものである。ゆえに，この拙稿も併読していただければ幸いである。）

1．明治期の日本陸軍とドイツの軍制

1‒1.　訪日ドイツ人によりもたらされた軍制

　そもそも，明治期に訪日したドイツ人は，政府に招かれたいわゆる「お雇い外国人」として来

日したものやそうでないものなど，多種多様であった。ゆえにここでは，ドイツの軍制の伝達面

で，明治前期と明治中期を代表する 2人のドイツ人に限定して注目してみよう。彼ら 2人につい

て付言しておくと，前者は相対的に無名な人物だが，後者はかなり有名な人物である。

　日本にドイツ軍制をもたらした最初のドイツ人として，明治前期まで評価の高かった人物とし

ては，シャウムブルク－リッペ侯国の元曹長のカール・ケッペン（Karl Köppen）があげられる。

ケッペンは，実質上軍事教師（表面上銃工）として，1869年 12月から 1871年 6月まで和歌山

藩に雇われた。その間の 1871年 1月 8日には，彼自身の日記に「ミカドに仕えるようにという

申し入れがあったが……」という記載があるように，前述の「お雇い外国人」として中央政府に

も雇用されかけたほどの重要人物であった 2）。

　このように，中央政府にも高く評価されていたケッペンの和歌山藩での活躍としては，主要な

ものだけでも次のような多様なものがあった。それは，プロシア式軍隊調練（具体的には「方陣

形成，［…］後退行動，［…］前線進軍」など）や針発銃の弾薬製造，士官学校の設置や同校での

116 軍事と鉄道をめぐる思想的伝播



講義，近代的兵舎・軍服の採用や軍靴製造についての提案，などである。これらの活動は，ケッ

ペン来日以前の日本ではまったく稀なものであったので，彼の提案した軍服・軍靴製造業から，

和歌山県の紀州ネル産業や紀州皮革業が後年めざましく発展したほどであった 3）。つまりケッペ

ンの活動は，軍事だけでなく，日本の産業にも大きな影響を与えた意義深いものであったと言え

よう。

　だがやはり，和歌山藩におけるケッペンの活躍のなかで最大の意義をもつと考えられるものは，

同藩における「兵賦略則」（1870年 3月）に関与し，同藩の完全徴兵制の実施に貢献したことで

あった 4）。（ただし，この点についてマーガレット・メールは懐疑的で，ケッペンの日記にそう

したこと，たとえば一般兵役義務の提案などが記載されていないことを特筆している。とはいえ

懐疑的なメールでも，ケッペンが徴兵制に関与したことを完全に否定しているわけではな

い 5）。）なお，この「兵賦略則」や和歌山藩での完全徴兵制実施は，文言の類似性からして，明

治 6（1873）年の「徴兵令」（全国に施行）の見本になったようだ 6）。このことを巨視的に捉える

と，ケッペンは間接的に，日本の徴兵制度の採用について影響を与えた，と考えることができよ

う。

　次に，日本陸軍にドイツの軍制をもたらしたドイツ人のなかでも，明治中期を代表する人物に

注目してみよう。その人物とは，ドイツ陸軍参謀将校のヤーコプ・メッケル（Jacob Meckel）少

佐である 7）。（なお，この有名なメッケルについては，最近の研究『ドイツ史と戦争』でも分析

の対象となっており，拙著でも取り扱ったことがある。）彼は，1885年 3月から 1888年まで陸

軍大学校の「お雇い」教師として中央政府に雇用されたので，その活動も当初，陸大での軍事教

育が中心となった 8）。

　メッケルの軍事教育は，陸大のような高等教育機関では本来おこなわないはずの「日本の操典

の研究からはじめる」点で斬新であり，参謀旅行や図上戦術などを特徴とする点で実践的なもの

であった。しかし，1886年 12月に，ドイツ陸軍師団参謀ブランケンブルク（Blankenburg）が

来日したことで，時間の余裕ができたメッケルは，日本陸軍の軍制改革そのものについても多様

な提案をおこなうようになった 9）。

　メッケルの提案によって改正・改革された日本の軍制の例として，小さいものとしては工兵隊

の編成が，大きなものとしては前述の徴兵制度があげられる。提案の結果，「工兵隊編成改正」

（冒頭部でメッケルの意見聴取が確認される）や，徴兵制度の実質化（1889年の徴兵事務条例改

正）が実現されることになった 10）。（ただし，徴兵令自体は 1873年にすでに施行されていたので，

徴兵制度の改革に関する彼の貢献は，そう独創的なものとは言えないかもしれないが 11）。）

　なかでも，メッケルの提案により最大の変化をこうむったと考えられる日本の軍制は，1873

年以来の鎮台制度であった。鎮台制度が威力を発揮した日本国内の内戦として，1877年の西南

戦争があげられる。なお，このようにある程度有効であった鎮台制度の改革は，六鎮台の師団へ

の編成替えが 1883年に決定されていたように，メッケル来日以前にすでに始まっていた。しか

しながら，人的動員に適した近代的で徹底的な師団制度は，当時まだ確立されていなかった 12）。
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　そこでメッケルは，1886年以降，「臨時陸軍制度審査委員会」で提案や協力を続けていく。そ

の成果として，1888年に，鎮台制度から師団制度への編成改組が実現することとなった 13）。た

だしその結果，日本陸軍の性格が，西南戦争におけるような内乱鎮定用の軍隊から逸脱しかねな

いことにもなっていったのだ。後世への悪影響の可能性はともあれ，メッケルが日本陸軍の軍制

に残した最大の変化として，近代的な師団制度の確立があったことをここで確認しておこう。

1‒2.　日本人留学生によってもたらされたドイツ軍制

　軍事を学問として習得することを目的としてドイツに留学した日本人は，非常に数多い。たと

えば，明治初期の 1870年度だけでも 4人は留学していた 14）。そこでここでは，軍制伝播の面で，

明治前期と中期を代表するような 2人に絞って紹介していこう。なお，ここで紹介する 2人の日

本人も，前述のドイツ人 2人と同じく，相対的に有名な人物とそうでない人物に分けられる。

　まず有名な方の人物としては，明治前期にドイツに留学し，そこで得た軍事学に関する知識で，

日本の軍制に多大な影響を与えた桂太郎があげられる。桂は，1870年から 1873年までは横浜語

学所の学生として，また 1875年から 1878年までは公使館付武官として，計 6年間ベルリンに滞

在していた。帰国後の桂は，日本の軍制全体をドイツ式にすべきだと執拗に主張したので，フラ

ンス式軍制派の人々から「独逸かぶれ」だと揶揄されるほどであった 15）。なお，留学先の制度等

を理想視し，それを日本にも無理やり導入しようとする人物は，後年，「出羽の守」（～「では」

こうだったという台詞が多いため）と揶揄されることとなる。そうした事態を彷彿させるほどで

ある。また桂には，「ニコポン」（ニコッと笑って他者の肩をポンと叩く穏便な政治手法のこと）

というあだ名も，政治家に転身してから付けられた。

　このような桂太郎による日本陸軍における活躍としては，次の 2点があげられる。まず桂は，

1884年の大山欧州使節団に同行し，ドイツ人将校（結局，前述のメッケル少佐に決定）の招聘

に協力した 16）。次に桂は，1884年から 1885年にかけて徐々に進められた六鎮台から六師団制へ

の改編を指導した一人とされる 17）。この改編は，後年のメッケルの軍制改革案と，その結果とし

ての近代的師団制度への編成改組（1888年）の土台を形作ることになった。これら 2点の桂の

活躍はいずれも，メッケルの貢献の基礎となったのである。

　しかし，桂の貢献のなかでも最大のものは，2回目の滞独から帰朝した直後の 1878年 7月に，

参謀本部を創設すべきだと建言したことであったと考えられる。参謀本部を必要とする理由には，

次の 3つがすでにあった 18）。

（1） 1871年の普仏戦争におけるプロシアの勝利以降，ドイツの軍制が注目されてきたこと。

（2）1877年の西南戦争時に，陸軍の一元主義が不適切だと考えられたこと。

（3）1878年の竹橋事件以降，各種の騒動を予防することが必要だと考えられたこと。

　これらの背景に加え，桂の建言も有効に機能し，1878年 12月に参謀本部条例が制定された。
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その結果，参謀本部が陸軍省から独立することになったのである。（なお，以前は陸軍省参謀

局。）こうした参謀本部の独立により，日本陸軍の組織は，従来の陸軍省だけの一元的なものか

ら二元的なものへと転換した。日本陸軍の軍制はドイツの軍制に一層似てくることになったが，

これは後年，陸軍の政治化を招いたと批判されることにもなる。

　参謀本部制度を中心とした桂によるドイツの軍制の「輸入」に対し，それとは異なる形でのド

イツ軍制の日本への導入はなかったのであろうか。その例として，桂より無名な人物である田村

（旧姓早川）怡与造によるものがあげられる。（ただし田村は，川上操六によって「今信玄」と呼

ばれていた。）田村は，明治中期にドイツへ留学し，そこで獲得した軍事知識で，帰朝後，日本

の軍制に大きな変化を与えたのである 19）。

　田村（当時中尉）は，1882年から 1888年 6月までの約 6年間，ドイツに滞在した。特にベル

リンでは，クラウゼヴィッツの“Vom Kriege”（現在の『戦争論』）の講釈を，1888年 1月から

森鴎外に依頼した 20）。つまり田村は，前述の桂よりもかなり専門的に軍事学を習得しようと尽力

していたのである。ただし桂の場合，滞独前半の 3年間は，語学所の学生としての留学であった

ので，軍事学を専門に修めることは難しかったと推察されるが。

　ドイツ留学中，前述のような研鑽を積んで帰国した田村（帰国直後に大尉に昇進）は，日本に

おいて次のような一連の活動を進めていく。まず田村は，二度にわたる軍事演習の計画立案にお

いて，鉄道輸送の利用法を考案した。1890年の愛知県における陸海軍連合大演習で田村は，東

海道の幹線鉄道と武豊線を利用して人馬を輸送することを提案した。また二年後の 1892年には，

栃木県宇都宮周辺において陸軍特別大演習がおこなわれ，そこで彼は日本鉄道と両毛鉄道を用い

て騎兵以外のほとんど全軍を集結させることを考案した。これらの計画は，「まさにモルトケ戦

術そのものであった」と言えよう 21）。（なお両毛鉄道とは，上野・下野の最後の音であるケを毛

と読みかえ，2つの毛を結ぶ鉄道として名付けられたものである。）

　鉄道輸送の利用法の考案以上に明確に，ドイツ陸軍の軍制を日本陸軍の制度に田村が採用した

ものとしては，操典類の制定があげられる。田村はまず，草案という形で 1889年に公布された

「野外要務令」をまとめた。彼はさらに，同じく草案という体で 1891年に完成した「兵站勤務

令」を起草したのである 22）。これらの操典がドイツの軍制を日本に採り入れることになった理由

は，次のような事情による。

　「野外要務令」の制定は元来，フランス式の「陣中軌典」を改正するためのものであったが，

ドイツ軍の「Felddienstordnung」（直訳すると「野外勤務法」）の直訳調であった。次の「兵站

勤務令」でも，第 3編で，ドイツ風の鉄道の実務が取り扱われている。つまりこれらの操典は，

極めてドイツ式のものであった 23）。（ただし，「野外要務令」草案は日本軍の実状にあわせて改正

され，1891年に正式の「野外要務令」になった。ドイツの軍制をそのまま採用するわけにはい

かなかったのだ。）ゆえにここでは，田村によって日本陸軍に導入されていったドイツの軍制と

して，「野外要務令」を初めとする操典と，鉄道の軍事利用法の試みをあげておこう。
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1‒3.　小　　括

　以上の検討では，日本陸軍に紹介され，その結果日本軍の軍制にも採用されたドイツの軍制が，

訪日ドイツ人と日本人留学生という 2つのパターンを経由したことが判明した。日本陸軍で採用

された軍制のうち，代表的なものを以下の表に時代順にあげてみよう。

表 A（なお，カッコ内の数字は明治年度）

採用年度 ドイツ式軍制 関連人物

1873（6）
1878（11）
1888（21）
1891（24）

徴兵制度
参謀本部制度
師団制度
操典類（鉄道事務含む）

カール・ケッペン
桂太郎
ヤーコプ・メッケル
田村怡与造

　この表にあげたドイツ式の軍制はいずれも，1945年までの日本陸軍のなかで，改正されるこ

とはあっても完全に消滅することなく存続した 24）。たとえば徴兵制は，1873年や 1883年，1889

年に改正されていくこととなる。

　しかもこれらのドイツ式軍制は，前掲の表のとおり，明治 20年代には日本陸軍の軍制にすべ

て採用されていた。したがって，1870年（明治 3年）に山県有朋によって陸軍の兵制がフラン

ス式に統一されたものの，日本陸軍のドイツ式への移行は，明治 20年代になるとかなり進んで

いたものだと考えられる。ただし，モルトケ時代のドイツ軍による鉄道利用法までは，軍制とし

て日本にそう受容されなかったと推察される。田村が各種演習で鉄道利用法を考案したり，「兵

站勤務令」で鉄道事務を取り扱ったりした希少な例は存在したが，それらはあくまで例外的なも

のであった 25）。

2．日本の軍部と日本国有鉄道

　本節では，19世紀の第 4四半世紀（1870年代から 1900年代まで）における日本陸軍，とりわ

け軍部と鉄道の関係について検討する。なお，ここで扱う軍部とは，「戦闘を目的として組織さ

れた武装集団」たる「軍隊」のなかでも 26），いわゆる「部隊」や「学校」ではなく，「官庁」

（「官衙（かんが）」とも言う）を中心とした組織集団のことである。具体的には，陸軍省や参謀

本部などの諸機関があげられよう。

　日本陸軍は，前節のとおりドイツの軍制を後から学ぶ存在であったが，日本の鉄道は，1920

年に統一が完成したドイツの鉄道網より早い，1906年に国有化を完成させた 27）。このように一

見先進的な日本の鉄道に対し，日本の軍部はいかなる軍事的要請を求めていったのか。その過程
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にも，ドイツからの影響が何か存在したのか。こうした問題を本節で検討してみたい。

　とはいえ，こうした問題の検討対象の期間は，30年以上にわたる相当長いものである。一方，

前節の小括では，「日本陸軍のドイツ式への移行は，明治 20年代（1887年以降）になるとかな

り進んでいた」と結論付けていた。つまり，日本の軍部が鉄道に対し何か要求する際，ドイツ式

の思考法が介在するのも，1887年以降の方が，それ以前よりも可能性が高くなると推察される。

そこで以下では，1887年（明治 20年）で時代を区切り，検討を進めてみよう。

　すなわち第 1項では，「1886年以前における日本の軍部と鉄道」を，第 2項では，「1887年以

降における日本の軍部と鉄道」を検証する。これらを踏まえて第 3項の「小括」では，現時点で

の本節の結論を提示しておこう。

2‒1.　1886年以前における日本の軍部と鉄道

　明治初頭の日本において，明治新政府が，外資導入方式により鉄道の建設に初めて着手したの

は 1870年（明治 3年）のことであった。その結果，1872年（明治 5年）10月に，東京・横浜間

の鉄道が初めて開業することとなる。ところが当時の軍部，つまり明治初頭の兵部省（後の陸軍

省）はまだ，鉄道の建設よりも軍備の充実を優先すべきだ，という軍備優先論を唱えていたので

ある。このような軍備優先論を代表するものとして，当時，陸軍大将であった西郷隆盛の次の述

懐があげられる 28）。

開国ノ道ハ早ク立タキ事ナレトモ，外国ノ盛大ヲ羨ミ，財力ヲ省ス漫ニ事ヲ起シナハ，終ニ

本体ヲ疲ラシ立行ヘカラサルニ至ラン，此涯蒸気仕掛ノ大業，鉄道作ノ類一切廃止シ，根本

ヲ固クシ兵務ヲ充実スルノ道ヲ勧ムヘシ

　しかし，西郷自身にとって皮肉なことに，鉄道は 1877年（明治 10年）の西南戦争の際，新

橋・横浜間で 26,000人以上もの政府軍の兵員を運送することができた 29）。このように予想外に

高い軍事的機能を鉄道が果たしたので，軍部も鉄道に対する従来の認識を改めざるをえなくなっ

てくる。早くも 1879年（明治 12年）に陸軍卿代理の大山巌は，鉄道局に対して詳細な報告，つ

まり所有車両の種類や数量，性能，およびそれらの運行状況に関する報告書を請求した。この報

告書に基づき陸軍は，非常時下の鉄道利用について，総合的な調査を開始したのである 30）。

　鉄道に対する再評価が高じ，ついに軍部は，鉄道に対して軍事利用に則した要求を主張し始め

た。その例として 1883年（明治 16年）に当時参謀本部長の山県有朋は，日本の基幹となる幹線

鉄道を防衛上，高崎・大垣を結ぶ中山道に敷くべきだとする建議書を政府に提出した。ただし，

この建議書内容の実現については，途中で放棄されざるをえなかった。なぜなら，政府による中

山道幹線鉄道の建設がいったんは始まったものの，建設上難所が多く，経費の莫大な増加が予想

された上，明治 10年代には国民的自覚として外債に対する警戒心がまだ強く残っていたからで

ある 31）。
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　とはいえ，鉄道に対する軍部の要求が通った事例も存在した。たとえば，1881年（明治 14

年）に民間鉄道の日本鉄道会社が設立された際，その特許条約書の第 24条に次のように明記さ

せることができた。「非常ノ事変兵乱ノ時ニ当テハ，会社ハ政府ノ命ニ応シ政府ニ鉄道ヲ自由ニ

使用セシムルノ義務アル者トス」，と 32）。つまり，非常時下の場合，政府が鉄道を自由に軍事利

用できるように確約させたのである。この時すでに，戦時下の鉄道国有化，または鉄道国営化の

一歩手前まで状況が進んでいたとも解釈できよう。

　そこで次項では，明治 20年代以降の軍部と鉄道の関係が，どのように進展していったのかを

検証してみよう。

2‒2.　1887年以降における日本の軍部と鉄道

　1877年（明治 10年）の西南戦争を契機とし，1883年（明治 16年）には山県建議書という形

で顕在化し始めた鉄道に対する軍部の積極的な要求は，1887年（明治 20年）以降，いよいよ本

格化してきた。以下では，同年以降，次々に発表されてきた鉄道に対する軍部の主張を，発表後

の経緯も含め，個別に検討してゆくことにする。

　まず，1887年（明治 20年）に公にされた軍部の主張としては，当時の参謀本部長有栖川熾仁

親王によって政府に上奏された「鉄道改正建議案」があげられる。この建議案は，直接的には，

当時の鉄道局長官井上勝にあてられたものである。

　有栖川建議案は，当時すでに開通，もしくは敷設されつつあった諸鉄道（東海道幹線も含む）

の経営方針が，「経済上ノ便益ノミニ」基づきすぎるものだと考え，「軍事上ノ要求ニ適セズ」と

判断していた 33）。それゆえ同建議案の内容も，次の 6項目のように，諸鉄道に対する軍事的要請

を前面に押し出したものになっていたのである。

「鉄道改正建議案」のなかの 6要項 34）

① 　線路ノ位置ヲ防備上務メテ海岸ニ遠サカラシムルコト。（山県建議書に類似。鉄道線路

の内陸化。）

② 　軌道ノ幅員ヲ一米突四三五ニ擴ムルコト。（広軌化について）

③ 　幹線ハ必ス複線トナスコト。（複線化について。なお，以上の 3項目が 6要項のなかで

も「主要ノ事項」とされる。②と③は，鉄道の軍事輸送能力の増強を狙ったもの。）

④ 　隄道ノ高サヲ車輛ノ床板ト水平ナラシメ載卸ノ便ヲ増スコト。（プラットフォームの高

さの利便性向上について）

⑤　車輛ノ幅員ヲ増廣シ其他構造ヲ改ムルコト。

⑥　陸軍官憲ヲシテ大ニ鉄道ノ議ニ参セシムルコト。

　しかし，このような有栖川建議案に対し，鉄道局長官井上勝はおおむね否定的であった。確か

に井上は，④と⑤の項目については無条件に認め，⑥の項目については「鉄道事業ヲ熟知」した
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陸軍官憲に限るという限定的な条件付きで認めはした 35）。ところが，①から③までの主要項目に

ついては，日本の「峻急ナ」地形上，経済的に無理があるという理由で，頑として認めなかった

のである。経済的な制約が大きな理由となって結局認められない，または実施されないという経

過は，山県建議書とも共通していると考えられる。

　そこで軍部は，翌 1888年（明治 21年）に，鉄道に対する彼らの主張をもう一度繰り返した。

それが，参謀本部陸軍部によって発表された『鉄道論』である 36）。この極めて簡潔なタイトルの

『鉄道論』も，前年の有栖川建議案と似たような議論，すなわち，鉄道を軍事に適するよう改正

するにはどうすべきか，を論議していた。たとえば，有栖川建議案のなかの⑤（前述）に，停車

場の改善を付け加えていた程度である。しかし，次の 3点の指摘においては，それまでの軍部の

諸建議（山県建議書や有栖川建議案）と大いに異なっていたのだ。

『鉄道論』に独特の 3点 37）。

  ㊀ 　日本の鉄道が軍部の主張に従って改正される場合，いわば努力目標として，日独の

鉄道のさまざまな能力が比較して説明されている点。

  ㊁ 　日本の鉄道が軍部の主張どおり改正される場合にかかる費用が，鉄道を改良せず，

その代わりに兵費を増強した場合にかかる費用よりも結局は安くつく，という補足説

明。従来見られなかった経済的な説明がなされている点。

  ㊂ 　前述の㊁に関連し，平時における鉄道国有化の主張の兆しまで現れている点。（「政

府ハ補護ヲ與ルノ外更ニ資金ヲ下附スヘキ」，とある。）

　これらの 3点のなかでも㊀について，『鉄道論』（8章構成）はよほど強調したかったものだと

考えられる。なぜなら，1章分を割いて㊀を説明しているだけでなく，1866年の普墺戦争におけ

るプロシア軍の鉄道利用状況をくわしく報告しているからだ。なお，㊀を説明した章の章末には

「内外鉄道比較表」があり，軍用列車の平均速度から客車車両の搭載能力にいたるまで，日独両

鉄道の比較がなされている。また，普墺戦争時のプロシア軍の鉄道利用状況については，5本の

鉄道を使い，25日以内に 9個軍団を国境付近に到達させられたことなどが紹介されていた 38）。

20年以上前の普墺戦争についてまで緻密に分析していることから，ドイツの軍事的成功や鉄道

利用能力を日本の軍部がいかに高く評価していたかが，推し量られよう。

　このようなさまざまな議論によって，鉄道に対する主張を理論面で披露してきた軍部は，実践

面でも鉄道に関する活動を進めていく。前述のように田村怡与造は，1890年（明治 23年）の陸

海軍連合大演習で，東海道幹線や武豊線といった鉄道を利用することを企画した。その直後に田

村と参謀次長の川上操六は，中央線の調査に出かけ，甲武鉄道を延伸することで意見が一致した

のである 39）。これらの活動は，実際の戦場で鉄道を利用するわけではなかったが，将来の危機に

備えた軍部の地道な準備作業であった。

　さらに，翌 1891年（明治 24年）に参謀本部が「鉄道の国防に関する定義」を公表することに
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よって軍部は，鉄道に対する以前からの主張，すなわち鉄道を海岸から隔離せよというものを再

び繰り返した 40）。それゆえついに，軍部と類似した，鉄道に対する要求を掲げる政治家（栗原亮

一）まで登場することになる。なお栗原は，旧鳥羽藩士（現三重県出身）の政治家で，西南戦争

後，自由民権運動で活躍した。1884年（明治 17年）の清仏戦争の際には新聞記者として中国に

渡り，その後板垣退助の渡欧にも随行する。帰国後には，中江兆民が主筆をつとめた「東
しの

雲
のめ

新

聞」の創立（1888年（明治 21年））や，愛国公党の創立（1890年（明治 23年））に尽力した。

その後三重県から衆議院議員に当選し，政友会に属すことになる 41）。つまり栗原は，ジャーナリ

ストあがりの政治家で，鉄道に対しては中立的な立場の人物であったと考えられる。

　そうした栗原は，1892年（明治 25年）の著作『軍備論』のなかで，次のように主張した。「敵

艦隊の［…］砲撃［…］を避けんか為に沿岸と隔離し内地に線路を敷設すへし」と。また栗原は，

現行の鉄道「線路の幅員狭隘なる」ことが，軍事上不都合だとも憂えていた 42）。前者の主張は，

山県建議書以来の軍部の主張（路線の内陸化）に相通じ，後者の懸念は有栖川建議案の②（広軌

化）と同種のものだと考えられよう。

　以上のような変化，つまり鉄道に対する軍部の度重なる要請が，政治家のなかにも栗原のよう

な同調者を生み出した結果，1892年（明治 25年）6月には鉄道敷設法が政府によって公布され

た。鉄道敷設法でついに，中央線が，日本のために必要な路線の 1つとして指定されることに

なったのだ 43）。山県建議書以来の軍部の主張（路線の内陸化）が結実したとも言えよう。また半

年後の同年 12月には，鉄道敷設法第 4章を根拠として，第 1回の鉄道会議が開催されることと

なった。この会議に参加した陸軍関係者は，議長の川上操六参謀次長や議員の児玉源太郎中将を

はじめとした計 5名である 44）。議長が陸軍の参謀次長であった以上，軍が鉄道会議を支配し始め

たと解釈できる。同時に，有栖川建議案の⑥も達成された。

　しかしながら，1892年（明治 25年）末のこの時点でも，軌道の広軌化や幹線の複線化，およ

び平時からの鉄道国有化に関する軍部の要求は，まだ実現されていなかった。そこで軍部は，前

2者の要求に関する意見書を提出することになる。それが，1896年（明治 29年）に設置された

逓信省内の規制取調委員へ，参謀本部が同年に提出した意見書である。この意見書で参謀本部は，

1894年（明治 27年）の日清戦争における軍事的経験に基づき，「全国鉄道ヲ四呎八五ノ軌道ニ

改築」（つまり軌道の広軌化を）し，「幹線及重要ナル各支線ヲ直チニ複線ト為」（つまり幹線の

複線化を）すべきだと主張した。この意見書で軍部は，日清戦争の結果獲得できた賠償金によっ

て，経済的に余裕のある今（1896年（明治 29年））こそ，鉄道諸改築のチャンスであるとも説

いている 45）。ただし，軌道の広軌化は，新幹線を除く現在の日本の鉄道線路を見れば明らかなよ

うに，ついに実現されなかった。

　これら 2つの要求に加え，軍部は，鉄道の国有化を強く求めるようになっていく。その代表例

として，参謀将校の大沢界雄があげられよう。なお大沢は，1888年（明治 21年）に陸軍大学校

でメッケルから教授され，1893年（明治 26年）からドイツに留学した軍人であった。研究者の

小山弘健は，日本人によるドイツ兵学習得の方法には，ドイツ留学組とメッケル教授組という 2
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つの系統があると考えたが，大沢は，ドイツ兵学を日独両地で計二度も学んだという点で，小山

の考える範疇には収まりきらないタイプだとも言える 46）。

　大沢は，1895年（明治 28年）にドイツから帰国して以降，「鉄道ノ改良ニ関スル意見」（1898

年（明治 31年）7月）などの諸論文を刊行したり，「鉄道国有論」（同年 9月）と題する講演を

おこなったりするなど，精力的に活動した。それらのなかで大沢は，軍事輸送のために鉄道の国

有化が必要であることを，（彼自身が関係する）参謀本部の陸軍部が発表した前述の『鉄道論』

よりもさらに強く主張した。さまざまな彼の活動のなかでも，「鉄道国有論」という講演に彼の

意見が一番凝縮されていると考えられるので，以下では，この「鉄道国有論」における彼の主張

を箇条書きで紹介していこう。（なお同講演では，鉄道の国有化がいかに妥当であるかについて，

歴史面等からも説明されているが，それらの迂遠な説明についてはここでは割愛する 47）。）

1．  乗下車設備や薪水供給設備の形成，および鉄道網の形成などの，軍事上の要望を受け容

れてもらうためには，国有鉄道が望ましい 48）。

2．  途中での乗り換えなどは許さないという意味で，軍事輸送では直行が原則なので，国有

鉄道が望ましい。（ここではドイツの鉄道が，1879年以後のビスマルクによる諸鉄道買

収にもかかわらず三種類あり，軍事上不便であることも指摘されている 49）。）

3．  私鉄が負担すべき国防義務は，法律で規定されなければならない。しかし，そこで規定

された輸送条例などは公表せねばならないので，軍事機密が部分的に外部に漏れかねな

い。それゆえ，（平時からの）国有鉄道が望ましい 50）。

4．  平時の私鉄は外国の資本家に買収される恐れがあるので，この意味でも，軍事機密が漏

れかねない。しかも戦時には，買収後の鉄道で，外国が日本の軍事輸送を妨害しかねな

い。したがって国有鉄道が望ましい 51）。

5．  （その他）地形上必要な地点における輸送力を増強し，陸軍の鉄道大隊を常に訓練させ

るため，国有鉄道が望ましい。（ここでは，1866年の普墺戦争時に，一線路の一日平均

稼働列車数が「七乃至八列車」であったことも示されている 52）。）

　以上のような大沢の主張を点検すると，鉄道輸送における軍事機密の保持が，とりわけ重視さ

れていることがわかる。従来，鉄道に対する軍部の主張は，鉄道ゲージの広軌化や複線化など，

輸送能力の向上にかかわる量的なものであった。しかし，大沢の主張の焦点はそれほど単純なも

のではなく，機密保持の徹底という軍事輸送能力の質的向上をめぐるものである。鉄道に対する

軍部の要求がいかに変質し，複雑化して，いわばデリケートな点まで熟慮するようになったかが，

大沢の「鉄道国有論」からうかがい知ることができよう。それゆえ，1898年（明治 31年）以後

も日露戦争を経て継続した鉄道に対する軍部の緻密な要請は，1906年（明治 39年）に公布され

た鉄道国有法の成立に，おおいに貢献したのではないかと推察される。
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2‒3.　小　　括

　明治期の日本の軍部と鉄道の関係をめぐる本節の検討をまとめると，以下のようになる。本節

冒頭で推測したように，1887年（明治 20年）までの鉄道に対する軍部の要請には，ドイツから

の影響が，確かにまったく見られなかった。その例として，山県建議書における幹線鉄道の内陸

化があげられる。しかし，1887年（明治 20年）以降の軍部の主張には，日本の鉄道の改正目標

としてドイツ鉄道の例があげられるなど，ドイツからの影響が顕著に認められた。たとえば，

『鉄道論』のなかの「内外鉄道比較表」や，大沢の「鉄道国有論」の 2．や 5．があげられよう。

そこでここでは，本節冒頭の推察，鉄道に対する軍部の要求は 1887年（明治 20年）を契機とし

てドイツの影響を明らかに受け始めた，という点を再度確認しておこう。

　とはいえ，1887年（明治 20年）以降に激増した軍部や政治家による諸論文・報告書等のなか

にも，論調に変化が伴わないわけではなかった。1897年（明治 30年）以前の諸論文では，鉄道

に対する軍部の求めが数多くあげられるなかでも，要求の焦点が，なかなか実現されない軌道の

広軌化へと収斂していく。一方，翌 1898年（明治 31年）の大沢講演「鉄道国有論」では，要求

がはじめから鉄道の国有化一本に絞られ，その理由も合理的に論証されていくのである。このよ

うに軍部の主張の焦点が移行した理由については，次のように推量することもできよう。19世

紀末から 20世紀初頭への世紀転換期当時，車両の幅員増を含む車両改善技術が，ゲージの広軌

化要求の目的であった軍事輸送力の増強を，ある程度実現できた。事実，1887年（明治 20年）

の有栖川建議案の直後に，その⑤，つまり車両の幅員増は井上によって無条件に認められていた。

それゆえ，軍事輸送力の増強という目的が部分的にでも達成された以上，軌道の広軌化を唱える

ことがそう必要ではなくなったのではなかろうか。

　以上のように変化に富んだ軍部の要求とその結果を，ごく簡単に表で示しておこう。

表 B（鉄道に対する軍部のおもな要求について）

1886年以前 1887‒1897年 1898年以降

おもな要求 路線の内陸化 軌道の広軌化 鉄道の国有化

実　現　時 1892年 実現されず 1906年

ドイツとの関係 なし あり あり

お　わ　り　に

　ここでは，本稿で検討してきたことを概観し，前述の拙稿（「軍事と鉄道」）と照らし合わせて

考察してみよう。

　明治期の日本陸軍は，訪日ドイツ人と日本人留学生という 2つのパターンを通じ，ドイツ式の
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軍制を採用した。参謀本部制度や師団制，徴兵制などの諸制度がおおむね採用され，改正されて

いくのは，前掲の表 Aにあるとおり，明治 20年代までのことであった。ただし，モルトケ時代

のドイツ軍による鉄道利用法は，日本陸軍によって軍制として受容されたり，制定されたりする

ことはほとんどなかった（第 1節）。

　そのためか，明治初期の日本陸軍は，路線の内陸化のような日本独自の鉄道政策を要求した。

しかしその後，明治 20年代に入ると日本陸軍は，普墺戦争におけるプロシア軍の鉄道利用例や

ドイツの鉄道網の状況を参照しつつ，鉄道の広軌化や国有化といったいわば「ドイツ式」の要求

を唱えていく。これらの多様な要求の結果については，前掲の表 Bを参照されたい。「ドイツ

式」の要求のうち鉄道の（帝国）国有化だけは，日本が，ドイツ本国（1920年に鉄道国有

化 53））より早く実現（1906年）したのが注目に値する（第 2節）。

　では果たして，明治 20年以降の日本陸軍は，プロシア軍の鉄道利用法やドイツ鉄道網の状況

を正確に把握できていたのだろうか。少し迂遠なようだが，個別に照合してみよう。

　まず，参謀本部の『鉄道論』（明治 21年）は，普墺戦争時のプロシア軍の鉄道利用状況を次の

ように紹介していた。「5本の鉄道を使い，25日以内に 9個軍団を国境付近に到達させ」た，と。

一方，信頼性の高い先行研究を用いた拙稿では，「5本の南下鉄道路線」を活用して「5月 16日

から 23日までの一週間に，［著者注：プロシア軍の］4個軍団の大半が，シレジア地方の目的地

に到達していた。そして次の二週間の間に，前述のものとは異なる 4個軍団が，……目的地の戦

場に到着していた」と述べられている 54）。つまりシュウォルターの研究によると，5本の鉄道を

利用し，3週間で 8個軍団が戦場に到着したことになる。21日と 25日，8個軍団と 9個軍団と

いう微妙な違いはあるものの，残り 4日間で 1個軍団を戦場に増派した可能性もあるので，『鉄

道論』は，普墺戦争時の鉄道軍事利用の状況をほぼ正確に描写していたと言えよう。

　次に，大沢界雄の「鉄道国有論」（明治 31年）は，1866年の普墺戦争時，プロシア・ドイツ

側における 1線路の 1日平均稼働列車数が「七乃至八列車」であったことを示していた。一方，

拙稿では，「1個軍団の移動には，1日あたり 8本から 12本くらいの列車が使用されるのが通

例」とされている 55）。この場合，比較は難しいが，1個軍団の移動に 1線路が使用されたと仮定

すると，その線路で 1日あたり 10本前後の列車が使用されたのは間違いなさそうである。

　そして大沢の「鉄道国有論」は，「1879年以後のビスマルクによる諸鉄道買収」が，ビスマル

ク自身による「1875年の鉄道帝国国有化政策の思想に基づくものであったが，まずはプロイセ

ン邦における鉄道国有化をめざしたもの」だと指摘していた。これに対し，最近の研究でも，

「1879年から本格的に始まるプロイセンでの鉄道国有化（＝邦有化）」と，まったく同じ指摘を

している 56）。大沢は，ほぼ同時代のドイツ帝国における鉄道政策を，極めて正確に理解していた

と考えられよう。

　したがって明治 20年以降の日本陸軍は，普墺戦争時のプロシア軍による鉄道利用法や，その

後の帝政期ドイツにおける鉄道国有化政策について，十分な知識を獲得していたと考えられる。

こうした知識獲得状況と，（廃藩置県等を経た）日本独自の中央集権的な政治的発展があいまっ
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て，日本特有の鉄道政策が推進され，ドイツより早い鉄道帝国国有化を可能にしたのではなかろ

うか。とはいえ，このような知見はまだ推論の域を出ない。今後，日本側の政治状況に関し，さ

らなる研究が待たれるゆえんである。
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〈Resumen〉
  El «doblete» del español, en su mayoría, está constituido por dos palabras procedentes de 

un mismo étimo. Una de esas es el «vulgarismo», que completó la evolución fonética, y la otra, 

el «cultismo», que mantiene su aspecto latino con transformación fonética mínima: por ejemplo, 
escuchar – auscultar （ ＜ AUSCULTARE）, cosa – causa （ ＜ CAUSAM）, redondo – rotundo 

（＜ ROTUNDU-）, y un largo etcétera. Además de estos dos tipos de vocablos, se encuentra el 

«semicultismo» cuyo estatuto histórico está situado entre el vulgarismo y el cultismo. Resulta 

que también existen otros tipos de dobletes formados por el vulgarismo y el semicultismo, y 

por el semicultismo y el cultismo.

  En el presente trabajo empezamos por dar una definición precisa del «cultismo» y 

«semicultismo», teniendo en cuenta la diferencia de los términos «latinismo» y «alomorfo». Y 

luego, observamos varios tipos de dobletes salvo los que constan del vulgarismo y el cultismo. 

La finalidad consiste en revisar el sistema léxico español a través del concepto del «doblete», y 

proponer un nuevo método de enriquecer el vocabulario.

0．はじめに

　「二重語（英・仏：doublet，西：doblete）」という用語を『言語学大辞典』（亀井ほか編，

1996）でひもといてみると，「同一起源に遡るにもかかわらず，互いに異なる音形と意味をもつ

単語が一つの言語に共存するとき，これを二重語という。その音形・意味が異なるのは，それぞ

れ部分的に異なる歴史を歩み，互いに異なる音変化・意味変化を被ったためである」 1） と明確に

定義されている。例えば，日本語の「香ばしい」と「芳しい」はいずれも「香
かぐは

美し」に，「被
かぶ

る」と「被
こうむ

る」はいずれも「かがふる」に由来し，それぞれ語源を共有する兄弟語彙の関係に当

たる。また，英語であれば，chamber「個室，議院」－ camera「カメラ」，cattle「家畜」

－ capital「資本」，warrantee「被保証人」－ guarantee「保証，担保」といったペアが二重語の

典型例とされる。

　スペイン語においては，二重語の多くが「民衆語（vulgarismo）」と「教養語（cultismo）」（あ

るいは「学者語」）のペアで構成される。前者は俗ラテン語以来口頭で受け継がれてきた話しこ

とばとしての語彙，いわば音声ありきの口語体であるとするなら，後者は書物（多くはラテン

語）から採られた書きことばとしての語彙，すなわち表記ありきの文語体である 2）。表 1にいく

つか例を挙げよう（以下，便宜上，ラテン語語彙は大文字で記す）。
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表 1：現代スペイン語における典型的な二重語の例

【民衆語】　　　　　  【教養語】　　　　　　  【語源となるラテン語】

cosa「物，こと」 － causa「原因」 ＜ CAUSA（M）「原因」

escuchar「聴く」 － auscultar「聴診する」 ＜ AUSCULTARE「聴く」

heñir「捏ねる」 － fingir「装う」 ＜ FINGERE「偽造する」

palabra「単語」 － parabola「寓話」 ＜ PARABOLA（M）「寓話」

redondo「丸い」 － rotundo「断固とした」 ＜ ROTUNDU-「丸い」

sobrar「余る」 － superar「越える」 ＜ SUPERARE「上回る」

　管見では，スペイン語の二重語を扱った先行研究として，二重語の具体例を最も数多く提示し

ている Gutiérrez（1989） 3） のモノグラフや，類義語としての二重語の使い分けを非母語話者のス

ペイン語教育に適用する教授法を提起した Calvi & Martinell（1997） 4） の小論が見られる。また，

日本語で書かれたものでは，意味機能の観点から二重語の類型論的考察を試みた上野（1990） 5）  

が挙げられる。その他，中・上級レベルの学習者向けに書かれたスペイン語学書の中で，伊藤

（1996） 6） が二重語の概念を簡潔かつ明快に解説している。

　本稿ではスペイン語に存在する二重語についていくつかの問題提起と考察を行い，従来の二重

語という言語学的に規定された概念をやや拡大解釈しながら，スペイン語の同族語による連鎖と

いう観点に立脚した語彙体系の把握の仕方を提示しようとするものである。最終的には，スペイ

ン語学習者の語彙習得法への寄与とすることが目的である。また，筆者が Corominas（1980‒

1991） 7），および太田（2012） 8） に基づいて独自に調査した二重語を可能な限り網羅した一覧表を

巻末に掲げ，今後の研究の基礎資料としたい。

1．二重語に関する若干の考察

1⊖1　二重語と変異体

　最初に，「一言語内に存在する語源を同じくしながら語形が異なる語」のすべてを二重語と呼

ぶべきか否かについて考察してみたい（ただし，ラテン語の AMOR（EM）「愛」がスペイン語名

詞の amor「愛」になり，さらにそこから形容詞形の amoroso「愛情深い」が造られたという場

合は単なる派生関係でしかないため，考察対象から除外する）。

　歴史言語学の立場から，二重語について言及した古典的な著作の一つが Lapesa（1981）であ

る。ここには「1語のラテン語から，教養語と民衆語いう 2語のロマンス語が生じることがあり

得る。〈中略〉多くは全く別の独立した 2語であり，使用の際に意識されることがなくなった語

源にしか繋がりがない」と述べられ，「民衆語は教養語よりも具体的で物質的な意味を持つのが

常である」という意味特徴についての指摘が為された後で，「スペイン語はこの二重語を，意味

の区別のために利用してきた。例えば，教養語の litigar「訴訟する」は，いくつかある意味の一
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部を民衆語の lidiar「闘う」に委ねた」との具体例が挙げられている 9）。また，比較的新しい言

語学辞典でも，「二重語は，もはや同音語ではなく，類義語でもなくなった 2語で構成される」 10）  

と定義づけられている。本稿の冒頭に挙げた亀井ほか（1996）の定義も合わせて考えるなら，語

源を共有する 2語のペアが「二重語」と呼ばれるためには，少なくとも次の条件を満たしていな

ければならないことになろう。

1） 導入された経路や時期が異なること。

2） 語形すなわち発音や綴りが異なっていること（一般的な話者は別の 2語という認識で使

用していること）。

3） 意味が異なっていること（民衆語は主に具体的，物質的，日常的意味を，教養語は主に

抽象的，学術的，専門的意味を有する）。

　まず確認しておくべきことは，上記の 2）のみを重視して，「語源が同じで語形が違えばすべて

二重語と呼ぶ」という単純な見方をするのは正しくないということだ。なぜなら，同一語彙の異

形態（alomorfo）を二重語と見なしてはならないからである。例えば grande「大きい」と gran

「偉大な」のようなケースをどう扱うべきだろうか。確かに grandeは名詞に後置されて主に物

理的な大きさを表すのに対し，語尾脱落形の granは単数名詞に前置されて抽象的なニュアンス

を帯びる。これらを意味の違いと見なせば別の 2語になるかもしれない。しかし，複数形なら両

者に語形の差異は解消されることから，grandeと granは同一語の単なる異形態と見るべきであ

ろう。したがって，二重語に含めるべきではない 11）。言うまでもなく，「厳格な」を意味する

rigurosoと rigorosoや，「証明書」を意味する carnéと carnetといったペアは異形態以外の何者

でもない。

　次に 3）の「意味が異なる」について立ち止まって考察してみたい。そもそも，何をもって

「意味の差異」と見なすかという問い自体がきわめて難解である。いくつか例を挙げてみよう。

librarと liberarというペアの場合，「解放する」という訳語を当てるなら俗にいう「辞書的な」

意味はほぼ同一と言える。一見すると前述の riguroso – rigorosoと同じような単なる異形態に映

るかもしれない。しかしながら，前者はすでに『わがシッドの歌』に文証されている民衆語であ

るのに対して，後者は 19世紀になってから経済学者や法学者が近代的な意味での「解放」を表

す新語として使用し始めた教養語である（語源はいずれも LIBERARE「解放する」）。これら 2

語はその導入時期が大きく異なるうえに，民衆語形は “librar un cheque”「小切手を振り出す」

や “librar la sentencia”「判決を下す」といった使用が可能なのに対し，教養語形にそのような用

法はない。「解放する」という基本的意味にのみ着目するなら両者は置換可能と言えるが，すべ

ての文脈で必ずしも置換可能であるとは言えない。したがって，librarと liberarは同一語彙の変

異体などではなく，異なる 2語で構成される二重語と見なすべきである。また，frío – frígido

（いずれも「冷たい」）のように，いわゆる「辞書的な」第一義はほぼ同じだが，文体やレジス
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ターにおいて明確な違いが見られる語彙ペアも数多い。日常的な言語活動の中で，“La sopa está 

fría.”「スープが冷めている」という表現はごく自然だが，“（??） La sopa está frígida.”はきわめて

不自然である（むしろ，frígidoは「性的不感症の，冷酷な」といった病理学的文脈で用いられ

る）。このように，本稿で言及する「意味の差異」とは第一義としての意味定義の差異のみなら

ず，文体的差異や使用域（レジスター）による語用論的な相違をも指す。それゆえ，

frío – frígidoも二重語として扱わなければならない。他に llama – flama（いずれも「炎」），

hebra – fibra（いずれも「繊維」），raudo – rápido 12） （いずれも「速い」）などがこのタイプに該当

する。

　最後に，「同一語源」について考察を加えてみたい。例えば名詞の leche「牛乳」に対応する 2

つの形容詞 lechero「乳の」と lácteo「乳（状）の」を二重語の関係と見なしてよいのだろうか。

確かに両語ともラテン語で「牛乳」を意味する LAC（対格 LACTEM）から派生した形容詞を起

源とする。しかし，lecheroは LACTARIU-「乳の」に由来するのに対して，lácteoの供給源とな

る語は LACTEU-「乳のような，乳白色の」である。古典ラテン語の段階でこれらは別の 2語で

あったからには，lecheroと lácteoが「同一の」語源に遡るとはもはや言えない（ただし，同族

語であることは間違いない）。そのため，これら 2語は二重語に含めるべきではない。二重語と

は呼べない同様の例として，año「年」の形容詞形で，ANNALIS「1年の」から出た民衆語の

añal「（羊，牛などが）生後 1年の」と，ANNUALIS「毎年の」を供給源とする anual「1年ごと

の」などが挙げられる。

1⊖2　教養語（cultismo）とラテン語法（latinismo）

　現代スペイン語語彙のうち，およそ半数はラテン語から借用した教養語だと言われる 13）。この

事実は，大量の教養語が採り入れられたからこそ，俗語が「国家語」としての地位を獲得できた

ことを物語る。本節では，そうした教養語について若干の考察を加えてみたい。まずは伝統的な

定義として Lázaro Carreter（1968）をひもといてみよう。

Cultismo – . . . se designa a todas aquellas palabras que han entrado en un idioma en épocas 

diversas por exigencias de cultura （literatura, ciencia, filosofía, etc.）, procedentes de una 

lengua clásica, ordinariamente del latín. Tales voces mantienen su aspecto latino, sin haber 

sufrido las transformaciones normales en las voces populares. 14） （文学，科学，哲学など文化

上の要請により，ある言語に異なった時期に入った語彙すべてを指す。古典語，つまり通常

はラテン語に由来する。そのような語は，民衆語に一様にみられる変形を経ることなく，ラ

テン語的様相を維持している。）

　中世の暗黒時代，教養語の供給源となった語彙の多くは修道院に所蔵されていた古文書の中に

眠っていた。識字能力が修道士など一握りの知識人の専有物だった時代，教養語と直に接するこ
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とができたのは一部の特権階級のみであったはずだ。今日の教養語となる語彙群は徐々に，そう

した修道士や知識人の手で意識的に発掘され，俗語に採り入れられたのである。教養語の導入時

期を詳しく見てみると，中世の早い段階から，具体的には 13世紀の最古の文学作品の中にすで

に見出される。例を挙げると，『わがシッドの歌』には laudar「賞賛する」，vocación「天命」，

voluntad「意志」，oraçión「祈り」といった語彙が用いられており 15），教養派文芸の旗手ベルセ

オの著作には exilio「追放」，leticia「歓喜」，flumen「河」といった難語がすでに出現してい

る 16）。しかしながら，教養語導入の最盛期はルネサンス期あるいは先ルネサンス期に当たる 14

～16世紀にかけての 3世紀間である。創設間もない諸大学の活動がこの動きを推進したことや，

人文主義者が古典文献の収集に腐心し，それらを俗語に翻訳していったことがその主因である 17）。

　俗語の整備が発展途上にあった中・近世において，万民への学校教育制度などまだ遠い未来の

話であり，「書物」や「文字」などというものとは全く無縁であった一般庶民にとっての言語

（少なくとも母語）は話しことばとしての音声言語のみであった。話しことばにおいては本来の

ラテン語から文法の簡略化が進み，語彙の形態も意味も変化していく。そのため，「民衆語」の

ほうは元のラテン語から，程度の差こそあれ語形が乖離して今日に伝わっている。その帰結とし

て，互いに語源を共有しながら，同族語だと一目では気づき難い語彙ペアが構成されたのである。

　さて，他方で教養語（cultismo）と並行して「ラテン語法（latinismo）」という用語も頻用さ

れる。確かに，口頭で代々語り継がれてきたのではなく，書物の中のラテン語から借用されたと

いう意味では，本章で話題にしている “cultismo”も広義の “latinismo”に違いない。この区別を

めぐっては研究者同士でさえ見解が分かれる。借用の時期や環境に関係なく，ともかく書きこと

ばとしてのラテン語からスペイン語に入った借用語をすべて latinismoと呼ぶ立場もあれば，発

達過程で通常の音声変化に従わなかった語を cultismoとし，latinismoは古代ローマ文学からの

借用語に限定するという見解もある 18）。ここでは，いずれの説に軍配を挙げるべきかを議論する

つもりはなく，可視的な範囲で両者の違いを確認するに留めておきたい。

　まず，語形については両者に明確な違いが見られる。教養語（cultismo）のほうは，少なくと

も語尾に関しては半ばロマンス語化している。名詞に関して，ラテン語 -TIONEMに由来する語

は一律に -ciónで，-SIONEMは -siónで，-TATEMは -dadで揃えられ（語によっては -tad），形

容詞なら -ALISで終わる語は -alに，-OSU-は -osoにと，最小限の音声変化を経た形となってい

る。もちろん動詞は例外なく -ar/ -er/ -irのいずれかの型に収められた。一方，「ラテン語法

（latinismo）」は，アクセント符号追加は別として，そうした最小の音声変化さえ経ておらず，

campus「キャンパス」，quórum「定足数」，álibi「現場不在証明」，ímpetu「激しさ」，verbi 

gratia「例えば」，currículum vitae「履歴書」などの具体例から明らかなように，-us，-um，

-rum，-ae，-tas，-is，-i，-uといったラテン語特有の語尾を保持している。さらに言えば，前者

の cultismoの名詞はすべて対格形に由来するのに対し，後者の latinismoについてはその直接の

語源が主格，属格，奪格など対格以外に求められるものが多い。例えば，campus「キャンパス」，

piscis「魚座」という語形は主格であり（対格は CAMPUM, PISCEM），de facto「事実上」は奪
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格である。

　ラテン語法（latinismo）のもう一つの特徴は，その用法の制限性である。例えば，corpus

（cuerpo「体」と二重語）という語をスペイン語として使用するとしたら，「資料体，コーパス」

という学術用語か，「聖体の祝日」という宗教用語に限定され，含意的な意味の拡大はほとんど

期待できない。facto（hechoと二重語）という語に至っては，これをスペイン語の文脈で単独で

使用することは一切なく，de facto「事実上」という慣用句としてしか用いらず，意味にもこれ

以上の広がりはない。同様の例にmutatis mutandis「必要な修正を加えて」や ad hominem「論

敵個人に対しての」といった慣用句レベルのラテン語法が見出される。元は文語ラテン語起源と

はいえ，完全にスペイン語として定着し，一定の含意や二次的意味を獲得したものも多く見られ

る膨大な数の教養語（cultismo）との決定的な相違点がここにある。今後も新たな使用の可能性

を秘めた，いわば開かれた体系をもつ教養語に対して，ラテン語法は閉じた体系しか有しない 19）。

1⊖3　半教養語

　それでは，通時的には教養語と民衆語の中間に位置づけられる「半教養語（semicultismo）」

（「準教養語」とも訳される）はどうだろうか。再度，その定義を Lázaro Carreter（1968）から

引用してみよう。

Semicultismo – Palabra que, o por su tardía introducción o por cualquier otra cosa, no ha 

seguido una evolución completa y presenta un aspecto más evolucionado que el cultismo y 

menos que una voz popular. 20） （俗語への導入時期が早かったため，あるいはその他の理由に

より音声進化を全うしなかった語。教養語よりは進化しているが，民衆語ほどは進化した様

相を示さない。）

　半教養語の特徴は，非日常的意味を有する一種の教養語であるにもかかわらず，歴史的理由

（多くはキリスト教の布教）から一般人の人口に膾炙するようになった点にある。Lapesa

（1981）は半教養語に関して，「民衆語並に古く，民衆語と同様に話しことばに属するが，教養語

的な記憶から解放された自由な音声変化過程を経なかった語」と定義づけ，その具体例として，

virgen「処女」（ ＜ VIRGINEM），ángel「天使」（ ＜ ANGELUM），siglo「世紀」（ ＜ SAECULUM），

regla「 規 則 」（ ＜ REGULAM），apóstol「 使 徒 」（ ＜ APOSTOLUM），obispo「 司 教 」

（ ＜ EPISCOPUM），milagro「奇跡」（ ＜ MIRACULUM），peligro「危険」（ ＜ PERICULUM），

cabildo「僧会」（ ＜ CAPITULUM）を挙げている 21）。一見して明らかにように，半教養語の圧倒

的多数を占めるのはキリスト教用語である。これらは布教や礼拝を通じて，一般民衆の聴覚に直

接触れる頻度が高かったと推測される「高尚な意味を備えた」語彙群である。こうした特殊な事

情により，生粋のラテン語形態を留めることもなく，音声進化を完遂するにも至らなかった半教

養語が形成された。先の Lapesaの指摘にあるように，書物媒体を介してロマンス語化した語彙
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ではないという意味では民衆語的であるが，抽象的かつ専門性の高い意味を帯びているという点

では教養語的であると言えよう。したがって，ラテン語起源の語彙で構成される二重語には「民

衆語 vs教養語」「民衆語 vs半教養語」「教養語 vs半教養語」といった 3通りの組み合わせが存

在することになる。

2．タイプの異なる二重語

2⊖1　民衆語男性形 vs民衆語女性形

　太田（2012）では，語源を共有する 2語の民衆語のペアも二重語として扱われている。例えば，

entregar「渡す」と enterar「知らせる」は共に INTEGRAREから派生しており，語源を同じく

するため二重語である（厳密には，教養語の integrar「統合する」を含めた三重語である）。ま

た，同一語源の民衆語同士が二重語のペアを構成する場合に多いのが，bolso「ハンドバック」

－ bolsa「鞄」，cuchillo「ナイフ」－ cuchilla「包丁」など同一名詞の男性形と女性形で対立する

タイプである。この種の二重語は通時的に見るとさらに次の 4タイプに下位分類できよう。

  1） 男性形と女性形のそれぞれがラテン語に直接的な由来となる語をもつもの  22）：

acto「行為」   （＜ ACTUM）   － acta「議事録」  （＜ ACTAM）

cinto「剣帯」   （＜ CINCTUM） － cinta「リボン」 （＜ CINCTA）

gesto「身ぶり」  （＜ GESTUM）  － gesta「武勲」  （＜ GESTA）

fruto「成果」   （＜ FRCTUM）  － fruta「果物」  （＜ 後ラ．FRUCTAM）

leño「丸太」   （＜ LIGNUM）  － leña「薪」  （＜ LINGNA）

velo「ベール」  （＜ VELUM）   － vela「帆」  （＜ VELAM）

  2）  男性形・女性形のいずれかはラテン語に直接の起源を有するものの，あとの一方はロマ

ンス語に変化した後で類推によって二次的に創作されたもの：

BURSAM ＞ bolsa「鞄」＞ bolso「ハンドバッグ」

CANNAM ＞ caña「葦，竿」＞ caño「管」

CISTAM ＞ cesta「籠」＞ cesto「籠」

CUTELLUM ＞ cuchillo「ナイフ」＞ cuchilla「包丁」

HORTUM ＞ huerto「菜園」＞ huerta「果樹園」

OLIVA（M） ＞ oliva「オリーブの実」＞ olivo「オリーブの木」

RIVUM ＞ río「川」＞ ría「入り江」

  3）  男性形・女性形のいずれも直接的にラテン語に語源となる語は存在せず，いずれもロマ

ンス語になってから二次的な派生語として創作されたもの：

*CARICARE ＞ cargar「荷を積む」＞ cargo「任務」－ carga「荷物」

CONSTARE ＞ costar「費用がかかる」＞ costo「費用」－ costa「訴訟費用」
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GYRARE「回転する」＞ girar「回る」＞ giro「回転，為替」－ gira「巡業，周遊」

PACARE ＞ pagar「支払う」＞ pago「支払い」－ paga「給料」

PARTIRI ＞ partir「分割する，出発する」＞ partido「政党，試合」－ partida「出発」

  4） ラテン語以外の外来語に由来するもの（Germ.＝ゲルマン語，Ar.＝アラビア語）：

（Germ.） BANK「カウンター」＞ banco「銀行，ベンチ」－ banca「銀行業界」

（Germ.） MARK ＞ marcar「印をつける」＞ marco「枠」－ marca「商標，跡」

（Ar.） YARRA「水瓶」＞ jarra「（広口の）水差し」＞ jarro「（細型の）水差し」

（Ar.） NARANYA「オレンジ」＞ naranja「オレンジの実」＞ naranjo「オレンジの木」

　先述の Lapesaの「使用の際に意識されることがなくなった語源にしか繋がりがない」という

点を重視し，二重語を狭義で捉えるならば，上記 1）～4）はいずれも同族関係はきわめて透明で

あるため，むしろ olivoは olivaからの，huertaは huertoからの「派生語」にすぎないという見

方も成り立ちそうである（ラテン語の OLIVAには「オリーブの実」と「木」の両方の意味が

あった）。しかし，本稿 1‒1で掲げた二重語の条件 1）～3）から逸脱するわけではない以上，ス

ペイン語における語源を共有する民衆語同士のペアも「二重語」に含めて差し支えないであろう。

　ここで留意すべきことは，語尾が -o/ -aで対立する名詞ペアのすべてが二重語であるとはかぎ

らない点である。例えば，plazo「期間」と plaza「広場」という 2語はどうであろうか。前者は

ラテン語 PLACIDUM「公判日」に由来するのに対し，後者はギリシア語の πλατεία「大通り」に

発するラテン語の PLATEA「道路」が直接の供給源である。中世において両者はそれぞれ

plazdoと plaçaという全く異質な形態だったのであり，今日見られる両語の類似性は単なる偶然

でしかない。二重語ではない同様のケースとして tallo「茎」（＜ THALLUS「茎」＜ θαλλός「若

枝」）と talla 23） 「彫刻，身長」（＜ 仏 taille ＜ TALEA「棒，差し木」）や libro「本」（＜ LIBER, 

-RUM「本」）と libra「天秤」（＜ LIBRA「天秤」）などがある。結局のところ，語源に遡らなけ

れば語形の類似が必然なのか偶然なのかの判断は不可能であるため，-o/ -aで対立する 2語のペ

アが二重語なのか否かの認定は歴史的観点からでしか規定できないことになる。

2⊖2　ラテン語以外の外来語と関わる二重語

　直接の起源がラテン語以外の言語に求められる語が二重語の一部を構成することもあり得る。

例えば，guitarra「ギター」の直接的な借用元はアラビア語の qītārであるが，起源はギリシア語

の κιθάρα「竪琴」にたどり着く。それゆえ，語源を同じくしながら「ツィター」という別の楽

器名を指示する cítaraと二重語ということになる。同様の事例は，後期ラテン語の TUNNA「大

樽」を起源としつつ，古フランス語を借用元とする tonel「樽」と英語から採られた túnel「トン

ネル」や，ラテン語の CASTRUM「城砦」がアラビア語化した alqaşrを借用元とする alcázar

「王宮」とラテン語に直接由来する castro「砦集落」との関係にも該当する（ちなみに castillo

「城」は CASTRUMに縮小辞のついた CASTELLUMを直接の語源とするため，非常に関連性の
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深い同族語である）。

　さらには，語源がラテン語にもギリシア語にも関与しない語彙同士の二重語もわずかに存在す

る。ゲルマン語の BINDE「紐」から派生した banda「帯」と venda「包帯」，トルコ語の

TÜLBEND「ターバン」に由来する tulipán「チューリップ」と turbante「ターバン」，最終的な

語源はロンバルド語の BALKO「梁」だが，いずれもイタリア語経由で入った palco「ボックス

席」と balcón「バルコニー」といった例などである。

2⊖3　淘汰された民衆語

　現代スペイン語において二重語としての対を成す語が存在しない語彙であっても，中世におい

ては二重語を形成していたという事例が見出される。つまり，二重語という語彙の競合関係が，

意味やレジスターの棲み分けという形をとって永続するとは限らず，いずれか一方が淘汰され，

廃語に追いやられた語も少なくないのである。例えば，中世の文献で「歴史」を意味する語には

estoriaという民衆語が通常用いられていた。ところが，近世初期にラテン語の綴りを意識した

語形の historiaが台頭し始めると，異音同義語で民衆語の estoriaは衰退へと向かった。

　Dworkin（2012） 24） にそうした語彙の実例が豊富に紹介されている。主なものを抜粋して，表

2に掲げてみよう（ダガー［†］はかつて存在し，現在は消滅した語。原則的に意味は民衆語も

教養語も同じ）。

表 2：中世期に一時的に存在した二重語の例

【廃語になった民衆語】　【現行の教養語】

† aorar      － adorar「崇拝する」   （＜ ADORARE「崇拝する」）

† eivigar     － edificar「建設する」  （＜ AEDIFICARE「建設する」）

† frucho     － fruto「成果」     （＜ FRUCTUM「果実，成果」）

†malfestar    － manifestar「表明する」 （＜ MANIFESTARE「明らかにする」）

† amochiguar   － multiplicar「増やす」  （＜ MULTIPLICARE「増やす」）

† preigar     － predicar「説教する」  （＜ PRAEDICARE「告知する，説教する」）

† testemuña    － testimonio「証拠」   （＜ TESTIMONIUM「証言，証拠」）

† viesso      － verso「韻文」     （＜ VERSUS「韻文」）

　このように意味の差異を成さない二重語が古スペイン語において一時的に存在した事実は上野

（1991）ですでに取り上げられており，最終的に一方が駆逐された理由について，「表現レベルで

の余剰性から脱却すべく言語の経済性の原則が作用した結果だ」との指摘が為されている 25）。こ

れらの語彙ペアはほぼ同義関係にあるため，いずれか一方の語は早晩消滅する運命にあったのだ

ろう。その際，好まれて残ったのが多くは威信を伴う教養語のほうだった。15世紀末から 16世

紀以来，俗語カスティーリャ語の国語化推進にともなって文章表記（書きことば化）が意識され
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るようになり，特に人文主義者はラテン語に似せた語形をより好んで書くという言語思潮が背後

にあった。

　この趨勢に起因する「俗語のラテン語化」という傾向については，民衆語の淘汰のみならず，

別の側面でも顕在化した事例が多々見受けられる。例えば，efecto「効果」という語（文献初出

1438年）はラテン語 EFFECTUSからの借用であり，もちろん教養語である。しかし，近世初期

に俗語カスティーリャ語に入ると子音 -t-の直前の c[k]が消滅し，当時は “efeto”という半教養

語形が流布した。一方，16世紀の人文主義者の中には，この語を efectoとラテン語を意識した

語形で意図的に表記する書き手も現れた。18世紀になり，王立アカデミーが正書法を決定する

際に採用したのが半教養語の *efetoではなく，ラテン語形（forma latinizante）の efectoのほう

だった。その結果，一旦この語から消滅した c[k]が復活し，今日まで伝わることとなった。本

節で取り上げた史実は，言語の史的変遷過程において自然進化的な側面のみならず人為的な側面

もまた，いかに大きな影響を及ぼしたかを示す証左となろう。民衆語という本来語が一般大衆の

口頭表現での継承という自然進化的帰結だとすれば，教養語とは，俗語の豊穣化と威信づけを目

的として特定の人物が意識的に実行した古典語からの借用という人為的な営みの結果である。こ

の両者が衝突したとき，同義関係が解消されないままであれば，経済性の原則によりいずれか一

方の語彙は忘却の淵に沈んだ。反対に，意味の差異化が起これば「二重語」という共存関係が保

持された。二重語とは，「自然」と「人為」が折り合いをつけた歴史的所産だとも言えよう。

3．「二重語」の拡大解釈

3⊖1　民衆語名詞 vs教養語形容詞（＝準⊖二重語）

　本章では，「民衆語 vs教養語」という二重語の概念を敷衍しながら語彙の派生構造について再

考し，ひいては語彙学習への適用可能性についても言及してみたい。例えば，hijo「息子」，

lluvia「雨」，mes「月」といった民衆語に対応する教養語の名詞形は過去にも現在にも存在しな

いが，それぞれの形容詞形として filial「子としての」，pluvial「雨の」，mensual「月々の」なら

教養語の形で存在する（*hijal, *lluvial, *mesalという語形は存在しない）。今ここに民衆語とし

て挙げた 3つの名詞の直接の起源はそれぞれラテン語対格名詞の FILIUM「息子」，PLUVIAM

「雨」，MENSEM「月」であり，対応する形容詞形のほうはそれぞれ FILIALIS，PLUVIALIS，

MENSUALIS 26） である。語源となるラテン語を見たかぎりでは，互いに派生関係であることが一

目瞭然であろう。1‒1で提示した定義に従うならば，hijo – filial，lluvia – pluvial，mes – mensual

のペアを二重語とはもちろん呼べそうにない。そうかといって，意味論的には〈名詞－形容詞〉

の関係であることが明確である以上，それぞれを「無関係な 2語」として扱うわけにもいかない。

これらの形容詞は，hermano「兄弟」から hermanal「兄弟の」が，semana「週」から semanal

「毎週の」が派生したのと同じ様式で，ロマンス語になってから二次的に形容詞が派生したもの

では決してない。ましてや，carne「肉」－ carnal「肉体の」や otoño「秋」－ otoñal「秋の」の
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ペアがそれぞれラテン語の CARNEM「肉」－ CARNALIS「肉体の」，AUTUMNUM「秋」

－ AUTUMNALIS「秋の」という派生語ペアから揃って民衆語になったケースとは事情が全く異

なる。あくまで同一概念の〈名詞－形容詞〉という意味場の関係性を維持するために，民衆語に

生じた派生関係というパラダイムの欠落部を補填する構成素として教養語形容詞形が後から導入

されたということである。同一概念の〈名詞－形容詞〉という関係を通時的観点から改めて見直

してみよう。そうすると，次の 3通りに分類されることになる（教養語同士やラテン語以外の外

来語は除く）。

1） 民衆語名詞から直接的に民衆語形容詞が派生したもの：

  hermano （＜ GERMANUM）  →　hermanal （ラテン語に対応語なし）

  semana （＜ SEPTIMANAM） →　semanal  （　　　　同上　　　　）

2） 民衆語名詞と民衆語形容詞ともにラテン語から音声変化を被ったもの：

  carne （＜ CARNEM）   － carnal （＜ CARNALISから変化）

  otoño （＜ AUTUMNUM） － otoñal （＜ AUTUMNALISから変化）

3） 民衆語名詞の対応語として教養語形容詞から補填されたもの：

  hijo （＜ FILIUM）    － filial   （← FILIALISから補填）

  lluvia （＜ PLUVIAM）  － pluvial  （← PLUVIALISから補填）

  mes （＜ MENSEM）   － mensual （← MENSUALISから補填）

　語彙習得の視座に立脚するならば，こうした語彙体系を形態・意味の双方から認識することが

学習効率の助けとなる。上記 1）と 2）は語源に遡るまでもなく，学習者は関連性を瞬時に認識で

きるはずである。すなわち，同族関係の透明度が高い語彙ペアである。ところが，上記 3）はど

うだろうか。学習者が関連性を察知するには，多少の困難を伴うと言えないだろうか。そこで，

本来の二重語の定義からは外れるものの，学習目的を前提とした語彙体系認識の便宜上，3）の

ような場合も敢えて広義の二重語，いわば「準‒二重語」と解釈してはどうかというのが本稿に

おける第一の提唱である。もちろん，このような語彙ペアを挙げるなら枚挙に暇がないであろう。

表 3‒1：民衆語の名詞と意味上で対を成す教養語の形容詞の例（1）

【民衆語名詞】　　　　　　　　　　　　　【教養語形容詞】

letra「文字」 （＜ LETRAM） － literal「逐語的な」 （＜ LITTERALIS）

lado「横」 （＜ LATUS） － lateral「側面の」 （＜ LATERALIS）

nombre「名前」 （＜ NOMEN） － nominal「名目上の」 （＜ NOMINALIS）

madre「母」 （＜ MATREM） － materno「母方の」 （＜ MATERNU-）

monje「修道士」 （＜ MONACHUM） － monacal「修道士の」 （＜ MONACLAIS）

noche「夜」 （＜ NOCTEM） － nocturno「夜の」 （＜ NOCTURNU-）
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ojo「目」 （＜ OCULUM） － ocular「目の」 （＜ OCULARIS）

oreja「耳」 （＜ AURICULAM） － auricular「耳の」 （＜ AURICULARIS）

oro「金」 （＜ AURUM） － áureo「金の」 （＜ AUREU-）

padre「父」 （＜ PATREM） － paterno「父方の」 （＜ PATERNU-）

pecho「胸」 （＜ PECTUS） － pectoral「胸部の」 （＜ PECTORALIS）

raíz「根」 （＜ RADICEM） － radical「根本的な」 （＜ RADICALIS）

toro「雄牛」 （＜ TAURUS） － taurino「雄牛の，闘牛の」 （＜ TAURINU-）

vida「生活，生命」 （＜ VITAM） － vital「生命の」 （＜ VITALIS）

　表 3‒1に挙げた語彙ペアについて，語源を意識することなくスペイン語の部分だけを学習者が

見ても，語形から関係性を認識するのは語彙によって容易ではない。しかしながら，語源となる

語と関連づけ，二重語の観念を援用した瞬間，その関係性が鮮明に浮上する。これが筆者の提唱

する二重語というコンセプトの言語学習への応用可能性である。もっとも，表 3‒1の例は同一概

念の「名詞－形容詞」関係が意味上で
4 4 4 4

明白であるため，意味を頼りにすれば，勘の良い学習者な

ら同族関係に気づくかもしれない。しかし，次の場合はどうだろうか。

表 3‒2：民衆語の名詞と意味上で対を成す教養語の形容詞の例（2）

【民衆語名詞】　　　　　　　　　　　　【教養語形容詞】

cabeza「頭」 （＜ CAPITIA） － capital「主要な；［名］資本，首都」 （＜ CAPITALIS）

juego「遊び，競技」 （＜ JOCUM） － jocoso「滑稽な」 （＜ JOCOSU-）

pueblo「町，国民」 （＜ POPULUM） － popular「国民の，人気のある」 （＜ POPULARIS）

　表 3‒2に挙げた例であれば，学習者が現代スペイン語の知識だけを頼りに，語源を度外視した

まま，語形はおろか意味からも同族関係の認識へと到達するには大きな困難を伴うであろう。し

かしながら，ここに二重語の基本概念を適用し，語源的繫がりを明示した瞬間，そこに立ちはだ

かる障害は取り除かれる。このように，語彙間に潜在する歴史的関係性を学習者に意識づけすれ

ば，語彙力の定着に向けて一定の効果が期待できるのではないだろうか。

3⊖2　部分的二重語

　語彙学習目的で二重語の概念を応用的に援用することができるケースがもう一つ考えられる。

例えば，llorar「泣く」（＜ PLORARE）という基本動詞に対応する教養語はスペイン語に存在し

ない。しかし，派生的な動詞 deplorar「嘆き悲しむ」（＜ DEPLORARE）や implorar「嘆願す

る」（＜ IMPLORARE）は存在する。確かに，ラテン語の段階で独立した別の語と認識されてい

たのであろうが，いずれも基本形の PLORAREから派生的に作られた複合語であることを考慮

すれば，「究極の」語源は同一だと言えなくもない。それゆえ，llorarと deplorar/ implorarも広
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義の二重語と見なせないかというのが第二の提唱である。

　これと同様のケースを想定するなら，おそらく膨大な数の語群が該当することになるだろう。

表 4にいくつか例を挙げてみよう（イタリック体が語源的に対応する形態素）。

表 4：複合語の教養語の一部と民衆語の基礎語彙が二重語を構成する例

【民衆語】　　　　　　　　　　　　【部分的に教養語を含む語】

hierro「鉄」   （＜ FERRUM）  － ferro-carril「鉄道」

humo「煙」   （＜ FUMUM）  － per-fume「香水」

onda「波」    （＜ UNDAM）  － in-unda-ción「洪水」

sueño「夢」   （＜ SOMNUM）  － somní-fero「睡眠薬」

hacer「作る」   （＜ FACERE）  － satis-facer「満足させる」

helar「凍らせる」 （＜ GELARE）  － con-gelar「冷凍する」

huir「逃げる」  （＜ FUGIRE）   － re-fugiar「避難する」

pedir「頼む」   （＜ PETIRE）   － com-petir「競う」

　語彙を体系的に把握することが学習の便宜上有効であるとするならば，ある教養語の形態素の

一部が，民衆語の基礎語彙と語源を共有することがあり得ると認識することに大きな意義が見出

されよう。そこで，上記のような関係にある語彙のペアも広い意味での二重語と見なし，いわば

「部分的二重語」を構成していると考えることにしたい。

4．むすびに代えて ― 語彙力増強学習への応用可能性 ―

　二重語の大半は，表記言語を通じて教養語が一般に広まり，やがて人口に膾炙するようになっ

たからこそ発生した歴史的所産である。元はイベリア半島の一方言にすぎなかったカスティー

リャ語という俗語に教養語が大量流入したことにより，この言語はかつてない語彙の豊饒化を経

験した。その結果，基本的意味は同じでもニュアンスやスタイルが異なる，言うなれば「似て非

なる」語彙の共存がもたらされた。つまり語彙群に「層」が形成され，使用域（レジスター）が

細分化されたのである。さらに，本来語である民衆語は口頭伝承という限られた手段でしか受け

継がれなかった語形であるため，例えば名詞形は俗ラテン語から継承されたが，対応する形容詞

形は初期ロマンス語に存在しないなど，派生関係の範列には不可避的に「歪み」が発生した。こ

うした歪みを是正する役割を担ったのが教養語だった。教養語の導入によって，スペイン語を含

めた俗語ロマンス語においては「語彙体系の再構造化」が果たされたとも総括できよう。

　そこで，二重語を意識しながら語源学的に関連があると認定される語彙群を連鎖的にたどって

みよう。そうすると，図 1のように一見無関係に思えるような語彙同士の同族関係が可視化され

る。つまり，同一の遺伝子を共有する一連の語彙群を一括することにより，複雑な様相を呈する
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かに見える語彙群を容易かつ体系的に把握することが可能となるのだ。具体例として，ラテン語

LEX「法」（対格 LEGEM）を出発点とし，lege-という遺伝子的形態素を何らかの形で含んだ語

彙体系を図式化してみよう（イタリック体は民衆語）。

図 1：基本語 LEXから派生した語彙体系

LEX「法」（単・主）＞ LEGEM（単・対）＞ ley

　　 形容詞形（1）：LEGALIS「法の」

 ↓   　　 音声変化を経て民衆語へ（二重語を形成）

 legal ⇔ ilegal 　　 leal ⇔ desleal
 ↓  ↓  ↓  ↓
 legalidad ⇔ ilegalidad  lealtad ⇔ deslealtad
 ↓  ↓
 legalización ⇔ ilegalización

　　 形容詞形（2）：LEGITIMUS「合法的な」

 ↓   　　 音声変化を経て民衆語へ（二重語を形成）

 legítimo ⇔ ilegítimo 　　 lindo
 ↓  ↓  ↓
 legitimidad ⇔ ilegitimidad  lindeza / lindura
 ↓  ↓
 legitimar ⇔ ilegitimar

　次の図 2は，ラテン語 REX「王」（対格 REGEM）を基盤とし，rege-という遺伝子的形態素を

内包する語彙連鎖 27） のモデルである（イタリック体は民衆語または半教養語）。

図 2：基本語 REXから派生した語彙体系

REX「王」（単・主）＞ REGEM（単・対）＞ rey

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 virrey → virreinato

　　　　　 REGINA（M）「王妃」＞ reina

　　　　　 形容詞形（1）：REGIUS「王（家）の」＞ regio

　　　　　 形容詞形（2）：REGALIS「王の」＞ real　→　realeza / realengo

　　　　　 派生名詞：REGNUM「王国」＞ reino

　　　　　　　　　　 REGNARE「君臨する」＞ reinar

　　　　　  動詞形：REGERE「支配する」＞ regir → regidor / regente

　　　　　　　　　　　　 過去分詞形：RECTUS「支配された」＞ recto → rectitud / rector

　　　　　　　　　　　　 派生名詞（1）：REGIMEN「指揮，支配」＞ régimen

　　　　　　　　　　　　 派生名詞（2）：REGIO（NEM）「行政区」＞ región

　　 REGIONALIS「地方の」＞ regional→ regionalismo/regionalizar
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　　派生動詞（1）：DIRIGERE「整列させる，導く」＞ dirigir

　　　　　 過去分詞形：DIRECTUS「真っ直ぐな」＞ directo → director → directorio

　　　　　　　 音声変化を経て民衆語へ（二重語を形成）→ derecho → derechismo/derechizar

　　　　　 派生名詞：DIRECTIO（NEM）「整列」＞ dirección

　　派生動詞（2）：CORRIGERE「修正する」＞ corregir

　　　　　 過去分詞形：CORRECTUS「修正された」＞ correcto ⇔ incorrecto

　　　　　 派生名詞：CORRECTIO（NEM）「修正」＞ corrección

　　派生名詞（3）：ERIGERE「立てる，建設する」＞ erigir

　　　　　　　 音声変化を経て民衆語へ（二重語を形成）→ erguir → erguimiento/erguido

　　　　　 過去分詞形：ERECTUS「真立した」＞ erecto → erector/eréctil

　　　　　 派生名詞：ERECTIO（NEM）「直立」＞ erección

　一般論として，暗記という作業の効率化を図る有効な手段の一つが「関連づけ」であることは

言を俟たない。暗記の対象が外国語学習における膨大な量の語彙であれば，「関連性」の理解は

なおさら不可欠となる。そのためのイメージ・モデルが図 1および図 2で示された同族語の語彙

連鎖，すなわち共通遺伝子を含有する語彙を包括的にたどるという手法である。上記の語彙連鎖

モデルの特徴は，派生関係や反義関係を基軸としつつ，「二重語」という歴史言語学の概念をも

採り込んでいる点である。本稿が主張する語彙連鎖モデルが語彙の体系的把握を容易なものとし，

語彙知識の整理に資する効果が見込めるのであれば，今後，言語教育における何らかの応用可能

性を模索してみるだけの価値があると言えないだろうか。
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【参考資料】スペイン語の二重語（三重語・四重語）一覧

 二重語（1）　民衆語 vs教養語；民衆語 vs半教養語；半教養語 vs教養語

vulgarismos
（民衆語）

semicultismos
（半教養語）

cultismos
（教養語）

étimos
（語源）

abertura割れ目 apertura開設 APERTURA（M）開けること
afeitar剃る afectar影響する，装う AFFECTARE 熱望する，装う
afición愛好，趣味 afección疾病，影響 AFFECTIO（NEM）影響，気分

agraviar侮辱する agravar悪化させる AGGRAVARE 悪化させる
agüero前兆，縁起 augurio前兆 AUGRIUM 占い
alma魂 ánima霊魂 ANIMA（M）微風，息，活力，精神
ancho広い amplio広範な AMPLUS 広大な，豊富な
ancla錨 áncora錨 ANCORA（M）錨
andanza放浪 ambulancia救急車 AMBULANTIA 歩き回ること
artejo関節 artículo記事 ARTICULUS, -UM 関節，章
ayuntar合わせる adjuntar同封する ADJUNCTUS 隣接した（＋ -AR）

bautismo洗礼 baptismo洗礼 BAPTISMUS 洗礼
boda結婚式 voto投票，誓い VOTUM, -A（pl.） （神への）誓約
bodega酒蔵 botica薬局 APOTECA（M）貯蔵室
botija水差し bottella瓶 BUTTICULLA（M）瓶
bueno良い bono債権 BONUS 良い

cabildo聖堂参事会員 capítulo章 CAPITULUM 小さい頭，章
cadera腰 cátedra座椅子 CATHEDRA（M）肘掛椅子
caldo煮汁 cálido熱い CALIDUS, -UM 熱い

cardenal枢機卿 cardinal基本の CARDINALIS, -LEM 主要な
catar味見する captar把握する CAPTARE 得ようと努める
caudal水量，財産 capital資本，首都 CAPITALIS, -LEM 主要な
celda独房 célula細胞 CELLULA（M）小部屋
cerco輪 circoサーカス CIRCUS, -UM 円，円形競技場
chisme中傷，陰口 cisma教会分裂 SCHISMA 分裂
cimiento基礎，土台 cementoセメント CAEMENTUM 建築石材
clavija栓，ボルト clavícula鎖骨 CLAVICULA（M）小型の鍵，鎖骨
cobraコブラ culebra蛇 COLUBRA（M）雌蛇
códigoコード códice写本 CODEX, -CEM 本，帳簿
cogerつかむ colegir推論する COLLIGERE 集める，得る
cola尾 cauda（祭礼服の）長裾 CAUDA（M）尾
colgar吊るす colocar配置する COLLOCARE 置く，据える
colmo山積み，極み cúmulo蓄積 CUMULUS, -UM 山積み
comprar買う comparar比較する COMPARARE 繋ぐ，比較する
comulgar
聖体拝領を受ける

comunicar伝達する COMMUNICARE 伝達する

concejo市（町・村）議会 concilio教会公会議 CONCILIUM 会合，議会
consejero顧問 consiliario顧問 CONSILIARIUS, UM 助言者
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consiguiente
結果的に生じる

consecuente
必然的な

CONSEQUENS, -TEM 
続いて起こる

contar語る computar計算する COMPUTARE 計算する
copla詩節，俗謡 cópula連結 COPULA（M）帯，結束
corlar金色ワニスを塗る colorar着色する COLORARE 色づけする
corvo湾曲した curvo曲がった CURVUS 曲がった
cosa物，事 causa原因 CAUSA（M）原因，理由
coso街路，囲い場 curso講座 CURSUS, -UM 進路，経歴

costar値段がかかる
constar確かである，
～から成る

CONSTARE 存続する

cota（測量の）水準 cuota割当，会費 QUOTA 何番目の
criar育てる crear創造する CREARE 産む，創造する
cuenca盆地 concha貝殻 CONCHA（M）貝殻
cuesta坂 costa海岸 COSTA（M）脇
cuidar注意する cogitar沈思する COGITARE 思う
cumplimiento遂行 complemento補足 COMPLEMENTUM 補足
diezmo10分の 1税 décimo第 10の DECIMUS, -UM 第 10の
dedal指ぬき digitalデジタルの DIGITALIS, -LEM 指の
dedo指 dígitoアラビア数字 DIGITUS, -UM 指
dehesa放牧場 defensa防御 DEFENSA（M）防御
dejar残す laxar緩める LAXARE 緩める，解放する
delgado痩せた delicado繊細な DELICATUS 魅力的な，軟弱な
derecho右の，権利 directo直接的な DIRECTUS 真直ぐな
diseñar設計する designar任命する DESIGNARE 表示する
doblegar折り畳む duplicar二倍にする DUPLICARE 二倍にする
dudable疑わしい dubitable疑わしい DUBITABILIS 疑わしい
embestir突進する investir付与する INVESTIRE 纏わせる
emplear雇う（＜ Fr.） implicar巻き込む IMPLICARE 包み込む
empujar押す impulsar促進する IMPULSARE 押す
enjambre（蜜蜂の）群れ examen試験，検査 EXAMEN（蜂の）群れ，審査
entero全体の íntegro完全な INTEGER, -GRA 無傷な，全体の
erguir立てる erigir建立する ERIGERE 建てる，築く
escuchar聴く auscultar聴診する AUSCULTARE 傾聴する
espalda背中 espátulaへら SPATHULA（M）肩甲冑
Españaスペイン Hispaniaヒスパニア HISPANIA（M）ヒスパニア
estero河口，沼地 estuario河口，入り江 AESTUARIUM 潟，入り江
estorbar妨げる disturbar妨害する DISTURBARE 破壊する
estrecho狭い estricto厳密な STRICTUS 厳格な
frío寒さ，寒い，冷たい frígido冷たい FRIGIDUS 寒い，冷たい
flotar浮く（＜ Fr.） fluctuar変動する FLUCTUARE 波打つ，動揺する
fraguar鍛造する fabricar製造する FABRICARI 制作する
fuego火 foco焦点 FOCUS, -UM 炉
fuero特別法 foro公開討論会 FORUM 公共広場
grado喜び，意欲 grato快い，無料の GRATUS お気に入りの
habla方言，話し方 fábula寓話 FABULA（M）談話，物語
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hallar見つける fallar失敗する AFFLARE 息を吹きかける
hastío不快，嫌悪感 fastidio厄介 FASTIDIUM 嫌悪感
haz顔 faz顔 FACIES, -EM 外観
hebra糸，繊維 fibra繊維，ファイバー FIBRA（M）繊維
hechura仕上がり factura請求書 FACTURA（M）製造
hembra雌 fémina女性 FEMINA（M）女性
heñir捏ねる fingir装う FINGERE 改造する，捏造する
heredero相続人 hereditario世襲の HEREDITARIUS,-UM 相続された
hervor沸騰 fervor熱狂 FERVOR（EM）沸騰
hinchar膨らます inflar膨らます INFLARE 膨らます
hinchazón膨張 inflaciónインフレ INFLATIO（NEM）膨張
hoja葉，用紙 folio二つ折 FOLIA （n. pl.）葉
honrar名誉を与える honorar名誉を与える HONORARE 賞賛する
horma木型 forma形，方式 FORMA（M）形
hostigar鞭をあてる fustigar叱責する FUSTIGARE 棍棒で打つ
huesa墓（穴） fosa墓穴，溝 FOSSA（M）溝，運河
hundir沈める fundir溶かす FUNDERE 注ぐ，溶かす
injertar移植する insertar挿入する INSERTARE 挿入する
isla島 ínsula島［文語］ INSULA（M）島
jamelgo痩せ馬 famélico飢えた FAMELICUS, -UM 飢えた
jibiaコウイカ［動物］ sepiaセピア，コウイカ SEPIA（M）コウイカ
jimio猿 simio猿 SIMIUS, -UM 猿
labrar彫る，細工する laborar耕す，努力する LABORARE 働く，苦しむ
lacio萎えた，弛んだ flácido緩んだ FLACCIDUS 弛んだ，衰えた
ladinoユダヤスペイン語 latinoラテン系の LATINUS, -UM ラティウム人
lagrimal涙の lacrimal涙の LACRIMALIS 涙の
leal忠実な legal法律上の LEGALIS 法律の
lego平信徒の laico世俗の LAICUS 俗人（の）
leyenda伝説 legenda聖人伝 LEGENDA（M）聖人伝
liarくくる ligar結ぶ，縛る LIGARE 結びつける，縛る
librar解放する liberar解放する LIBERARE 解放する
limpioきれいな límpido清澄な［文語］ LIMPIDUS 澄んだ
linde境界 límite限度 LIMES, -ITEM 境界線
lindoかわいい legítimo合法的な LEGITIMUS 合法的な
lidiar戦う litigar訴訟する LITIGARE 論争する
llaga傷，潰瘍 plaga災害，異常発生 PLAGA（M）殴打，傷，災難
llama炎 flama炎（の輝き） FLAMMA（M）炎
llamar呼ぶ，連絡する clamar嘆願する CLAMARE 叫ぶ
llave鍵 clave手がかり，鍵 CLAVIS, -VEM 鍵
llegar着く plegar折り畳む PLICARE 折り曲げる
llenoいっぱいの pleno真っ只中の PLENUS いっぱいの
loar賞賛する laudar判決を言い渡す LAUDARE 賞賛する

lumbrera発光体
luminaria
イルミネーション

LUMINARIA（n. pl.）ランプ

lugar場所 local地方の，局地的な LOCALIS, -LEM 場所の
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muslo腿 músculo筋肉 MUSCULUS, -UM 筋肉
madera木材 materia材料 MATERIA（M）材料，物質
maleza雑草 malicia悪意 MALITIA（M）悪徳
mancha染み mácula汚れ［文語］ MACULA（M）汚れ，染み
mascar噛む masticar噛む MASTICARE 噛む
menester必要 ministerio省庁 MINISTERIUM 奉職
menudo細かい minuto分 MINUTUS, UM 細かい
mesón食堂 （＜ Fr.） mansión大邸宅 MANSIO（NEM）滞在，住居
molde鋳型 modelo模型，模範 MODELLUS,-UM 尺度，規範
muchedumbre群衆 multitud群衆 MULTITUDO, -DINEM 大量，群衆
mudar変える mutar突然変異を起こす MUTARE 移動させる，変える
navidad降誕祭 natividad降誕祭 NATIVITAS, -TEM 出生
neto正味の nítido透明な NITIDUS 明るい，美しい
nombrar指名する nominar指名する NOMINARE 指名する
obispal司教の episcopal司教の EPISCOPALIS 司教の
obra作品，工事 óperaオペラ（＜ It.） OPERA（n. pl.） 労力，仕事 

obrar行動する［文語］ operar手術する OPERARI 従事する，遂行する
ochavo銅貨［歴史］ octavo第 8の OCTAVUS, -UM 第 8の
ordeñar搾乳する ordenar命令する ORDINARE 整える
oreja耳 aurícula心耳［解剖］ AURICULA（M）耳
palabra単語 parabola寓話 PARABOLA（M）寓話
pereza怠惰 pigricia怠惰［文語］ PIGRITIA（M）怠惰
perjuicio損害 preju（d）icio先入観 PRAEJUDICIUM 予審，先入観
pesar量る pensar考える PENSARE 重さを量る
plática会話 práctica実践 PRACTICE（M）実際
posarそっと置く pausar中断する PAUSARE 止まる，休む
prójimo隣人 próximo次の PROXIMUS, -UM 次の
prudencia慎重 providencia摂理 PROVIDENTIA（M）先見の明，摂理
pulpo蛸 pólipoポリープ POLYPUS, -UM 蛸，ポリープ
punzar刺す，突く pungir刺す，突く PUNGERE 刺す
pupitre教室机 púlpito説教壇 PULPITUM 演壇
quedo静かな quieto不動の，静かな QUIETUS 休息している，平穏な
ralo疎らな raro稀な，奇妙な RARUS 疎らな，稀な
raudo速い［文語］ rápido速い RAPIDUS 速い
razón理由，道理 ración1皿分 RATIO（NEM）計算，説明，理性
recorrer巡る recurrir頼る，訴える RECURRERE 走って帰る
redondo丸い rotundo断固とした ROTUNDUS 丸い
reja格子 regla規則 REGULA（M）定規，原則
reseñar書評する resignar辞任する RESIGNARE 封を切る，無効にする

respeto尊敬 respecto関連 RESPECTUS, -UM 配慮
rodar転がる rotar交代する ROTARE 回す，転がす
rolloフィルム 1本 rótulo看板，標識 （LL.） ROTULUS, -UM 小型の車輪
rotura破壊 ruptura破壊 RUPTURA（M）破裂
ruido騒音 rugido吠え声 RUGITUS, -UM 吠え声
rumbo方向，針路 rombo菱形 RHOMBUS, -UM（魔術用の）輪
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salvaje　野生の（＜ Fr.） selvático森林の，未開の *SALVATICUS  森の，野生の
santiguar十字を切る santificar聖化する SANCTUS+ FACERE 神聖にする

seglar在俗の
secular
世俗の，何百年の

SAECULARIS 百年ごとの，世俗の

sencillo平易な singular並外れた SINGULARIS 独特の
siestaシエスタ sexta第 6の （HORA） SEXTA（abl.）第 6（時）

sino運命 signo印，記号，サイン SIGNUM 印，跡
sobrar余っている superar超える SUPERARE 上回る
soltero独身の solitario寂しい SOLITARIUS孤独な
somero浅い，表面的な sumario要約 SUMMARIUS, -UM 要約された
tajar切り刻む tallar彫る，研磨する TALIARE 切る
talante機嫌 talento才能 TALENTUM 志向，性向
templar和らげる temperar緩和する TEMPERARE 調節する
tieso硬直した tenso張り詰めた TENSUS 張り詰めた
tilde波形符 título題目 TITULUS, -UM 碑文，称号
tonto馬鹿な atónitoびっくりした ATTONITUS 仰天した
tronar雷が鳴る tonar雷が鳴る［文語］ TONARE 雷が鳴る
turnar（se）
順繰りにする

tornar戻る［文語］ TORNARE（ろくろで）丸くする

traición裏切り tradición伝統 TRADITIO（NEM）引渡し，伝承
traviesoいたずらな transverso横向きの TRANSVERSUS 斜めの
vaina鞘 vagina膣［解剖］ VAGINA（M）鞘
varón男性 barón男爵 BARO（NEM）戦士
velar徹夜する vigilar監視する VIGILARE 徹夜する

vengar復讐する
vindicar
復讐する，主張する

VINDICARE（所有権を）主張する

vergüenza恥ずかしさ verecundia羞恥心 VERECUNDIA（M）恥じらい
viaje旅行（＜ Fr.） viático公務旅行［歴史］ VIATICUM 旅費
yema黄身 gema芽，宝石 GEMMA（M）芽，宝石

 二重語（2）：民衆語 vsラテン語直接借用語

vulgarismos latinismos étimos

campo野原，競技場 campusキャンパス CAMPUS, -UM 平地
cuerpo体 corpusコーパス CORPUS, -UM 体
hecho事実 facto事実（上） FACTUS, -UM 作られた
leónライオン leoしし座 LEO, -NEM ライオン
pez魚 piscisうお座 PISCIS, -CEM 魚
toro雄牛 tauroおうし座 TAURUS, -UM 雄牛
veo見る（現 1単） vídeoビデオ VIDEO（＜ VIDERE）見る
yo私 ego自我 EGO 私
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 三重語（斜体：民衆語）

bicho虫 bicha蛇 bestia獣，家畜 BESTIA 獣 ＞ -a/ （LL.） BESTIUS ＞ -o

chato鼻の低い plato皿 plata銀 *PLATTUS 平らな，皿，薄板
dado特定の datoデータ data日付と発信地 DATUM＞ -o/-TA（n. pl.）＞ -a 与えられた
dueña女主人 doña～夫人 dama貴婦人 DOMINA 女主人
dueño主人 don～殿 dómineラテン語教師 DOMINUS 主人
enterar知らせる entregar手渡す integrar統合する INTEGRARE 復旧する，完全にする
llano平らな pianoピアノ（＜ It.） plano平らな，平面図 PLANUS 平らな
llevar運ぶ levantar起こす levar持ち上げる LEVARE 持ち上げる
hilo糸 filo刃 fila列 FILUM 糸 ＞ -o / -LA（n. pl.） ＞ -a

hotelホテル（＜ Fr.） hostal安宿（＜ Cat.） hospital病院 HOSPITALE 客室
pellejo皮革 pelleja毛皮 películaフィルム，皮膜 PELLICULA（M）毛皮 ＞ -a ＞ -o

pimientoピーマン pimienta胡椒 pigmento顔料 PIGMENTUM 顔料 ＞ -o ＞ -a

plazo期間 pleito訴訟 plácito意見 PLACITUM 決定されたこと
rayo光線，稲妻 raya線 radio半径，ラジオ RADIUS, -UM 棒，半径 / （LL.） RADIA

 四重語（斜体：民衆語）

timbreベル timbalティンパニー témpano氷片 tímpano小太鼓 TYMPANUS太鼓

＊ 一覧表はすべて筆者が作成した。
＊ ギリシア語およびラテン語以外の言語に起源を遡る語彙は除外した。
＊ 表中の（LL.）は「後期ラテン語（= Later Latin）」を表す。

153二重語からみたスペイン語の語彙体系





〈Kurze Inhaltsangabe〉
  Im vorliegenden Beitrag versuche ich anhand des Erzählfragments „Lenz“ von Georg 

Büchner （1813－1837） zu beweisen, dass Büchner den Mechanismus des „Wahnsinns“ bei dem 

Protagonisten erfand, indem Büchner die Materialien des Fragments teilweise änderte. Dabei 

stütze ich mich auf folgende zwei Materialien: die Nachricht von Oberlin, der als Pfarrer ohne 

Erfolg dem Kranken zu helfen versuchte, und die „Mitteilungen“ von August Stöber, der 

Büchner die Nachricht persönlich anbot und gleichzeitig deren Inhalt in einer Zeitschrift 

veröffentlichte.

  Seit jeher diskutierte man über Lenzens Krankheit, besonders über den Grund des 

„Wahnsinns“. Einige sprachen von „Manie“ oder „Melancholie“, die in der Lebenszeit Lenzens 

bekannt wurden; Andere von „Schizophrenie“, die man damals nicht beim Namen kannte, 

geschweige denn ihre Symptome. Büchner ging nicht dieser Diagnose aus, sondern stellte 

durch die Veränderungen ein völlig anderes und originelles Bild der Krankheit dar. Damit 

versuchte er als Literat in den damaligen Diskurs über Psychiatrie einzugreifen.

は　じ　め　に

　18世紀ドイツの劇作家，ヤーコプ・ミヒャエル・ラインホルト・レンツ（Jacob Michael 

Reinhold Lenz 1751‒1792）は，疾風怒濤期（Sturm und Drang）に，一時はゲーテと並び称され

る時代の寵児であった。『鉄の手のゲッツ・フォン・ベルリヒンゲン Götz von Berlichingen mit 

der eisernen Hand』（1773年）で，ゲーテが擬古典主義の演劇規範を打ち破ると，レンツはそれ

を高く評価し，ゲーテはゲーテで，レンツによる古代ローマの劇作家プラウトゥスの翻案を賞賛

し，『家庭教師，あるいは家庭教育の利点 Der Hofmeister, oder Vorteile der Privaterziehung』（1774

年），『新メノーツァ Der neue Menoza』（1774年）などの出版に尽力した 1）。

　しかしながら，1776年，レンツは，そのゲーテの逆鱗に触れてヴァイマールの宮廷から追放

される。この醜聞の原因は，宮廷でのレンツの無作法な振舞いにあったとも，シュタイン夫人を

めぐる二人の痴話沙汰とも言われ，未だ判明していない 2）。いずれにせよ，金策と後ろ盾を同時

に失った若い劇作家は，その後，知人らを頼ってスイスやアルザスを転々とする。その間，にわ

かに統合失調症と目される症状を呈し，ヴォゲーゼン（ヴォージュ）のヴァルトバッハ（ヴァル

ダースバッハ）の教区シュタインタールへ送られた。同地で，そうした病の治療に覚えのある牧

師のもとへ預けられたのである。

　近代精神医学が産声をあげてもいない時 3） のことである，かりそめにも宮廷に出入りした文人
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が心の闇に落ち込む事態は，それだけで十分に耳目を集めるスキャンダルであった。先の宮廷を

舞台にした珍事も相まって，しぜん，レンツへの関心は，彼の遺した作品群を評価する試み以上

に，レンツその人 ― その「狂気（Wahnsinn）」や「気狂い（Verrückung）」の原因の究明に集

まった。こうして，時代の寵児だった劇作家は，ドイツ文学史上ではながらく「わき役

（Randfigur）」に追いやられることになるのである。さらにレンツの周縁化に寄与したのが，ゲ

オルク・ビューヒナー（Georg Büchner 1813‒1837）の未完遺稿『レンツ Lenz』（1839年）だっ

た。

　この「物語断片（Erzählfragment）」は，シュタインタール逗留時のレンツ，すなわち心の闇

にとらわれていた時期のレンツ ― ことに「狂気」に翻弄される劇作家に叙述の焦点をしぼり，

いわば狂えるレンツ像を，文学界のみならず文学研究においても「刻印」する役割を果たした。

「レンツへの興味関心が高まったのには，とりわけ，この実在した人物（Person）が，ビューヒ

ナーの断片の同じ名をもつ人物（Figur）と同定されたことが大きい。ビューヒナーの虚構のテ

クストにより，レンツの病像，のみならずその人物像が刻印されはじめた。それは学問研究にも

言えた」 4）。

　だがしかし，今世紀転換以降，伝記研究の新たな進捗とともに，「狂気」の劇作家の汚名は返

上され，作品も再評価がはじまっている。ゲーテに「流れ去る彗星として，一瞬ドイツ文学の地

平線をかすめ，この世に何の痕跡も遺さず，こつ然と消え去った」 5） と総括をされた晩年にも，

ベルリンの壁崩壊とともに「発掘された」資料により新たな光が当てられている 6）。一方で，

ビューヒナーの断片『レンツ』の研究そのものは，未だに ― あるいは，心の病が日常的な事態

になった今だからこそ ―「病」から脱却できずにいる。

　なるほど，たしかにビューヒナーは，表現主義（Expressionismus）を先取りするかのような

手法で，病める劇作家の内面に肉迫し，その狂気の様相を徹底的に表出しようとしている。

ビューヒナーが創作に携わった当時，利用できる資料が制限された状況下では，対象となる人物

の人生の断面，なかでもその特徴的な断面に着目するのは，奇を衒ったからというよりは，むし

ろ合理的な判断からだったと言えるだろう。しかしそれでもなお，ビューヒナーが自らの医学的

見識に照らして，それでなくても文学界の「薄幸な（arm）」劇作家を，さらに貶めようとした

とは考えられない。レンツの諸作品なくしては，ビューヒナーの傑作の数々は，産み出され得な

かったかもしれないからである 7）。

　本稿からはじめる一連の考察は，その「病」や「狂気」の位相から，今なお「精神医学的

（psychiatrisch）」ないし「病跡学的（pathographisch）」関心を誘発してやまない断片『レンツ』

を，いずれの学的視点にも絡みとられずに，描かれた「病」そのものから読みなおす試みである。

その基礎的作業として，本稿では，ビューヒナーが執筆にあたってもっとも利用した資料，シュ

タインタール教区の牧師オーベルリーンの手記を手がかりに，作中のレンツの「病」，とりわけ

「狂気」の発作を生じさせる機制
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

（Mechanismus）が創作されようとした
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

ことを証明する 8）。

　議論に入る前に，レンツの伝記，あるいは伝記研究につきまとってきた「病」の言説，ここで
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はビューヒナーの創作時までの言説を，駆け足でたどっておきたい。

1．文学的評価と「病」のはざまで

　生前レンツは，先の二編の喜劇，『家庭教師，あるいは家庭教育の利点』と『新メノーツァ』

を知られるのみで，他の作品群が顧みられることはなかった。没後すぐ，知人であり，観相学で

知られるラファーター（Johann Kaspar Lavater）と，シラーが，各々遺稿を整理して出版し，忘

れられた劇作家に注目を促すものの，レンツの活躍した 1770年代の文学評価に一石を投じるこ

とはなかった。先述のごとく，その後にレンツ受容は，一貫して伝記的エピソードへの関心に傾

いてゆくが，契機となったのは，先にも触れた，1814年に出版されたゲーテの『詩と真実

Dichtung und Wahrheit』第三部の叙述だった 9）。

　ゲーテとレンツが，一時は互いに才能を認める間柄であったことは，すでに述べた。ただし，

この「半自伝」において、ゲーテが言及する他の知人たち，たとえばクリンガー（Friedrich 

Maximilian von Klinger）やラファーターの人となりの描き方と比較すれば，レンツのそれには，

いささか悪意のこもった辛辣さが目立つ。たとえば，彼の「尽きることのない創造性

（unerschöpfliche Produktivität）」を認めるかと思えば，それを「あくまで病的なもの（durchaus 

kränkeln）」と一蹴し，「好ましい繊細さ（liebliche Zärtlichkeit）」は「もっとも馬鹿げた奇妙な

悪ふざけ（albernste und barockeste Fratze）」と結びつけられ，その生きた日々は「無に過ぎな

い（lauter Nichts）」と一括されるのである 10）。これは，後年のゲーテが，自分の記憶 ― むろん，

そこには例の宮廷での一件も含まれるだろう ― を「後世のレンツ批判に合わせた」からだとも

（78），次に述べるように，ゲーテが，レンツという実在した人物に，いわば若気の至りをすべて

負わせ，「自らの疾風怒濤期からの決別」のアイコンにしたからだとも解されている。解釈の如

何は別にしても，同時代を生きた文豪の回想は，一方的で歪んだレンツ像を不可塑的に固めてし

まったと言える。

　ともあれ，その後 1828年に，レンツの評価の機運はほんの一時高まりをみせる。フェルディ

ナンド・フォン・エックシュタイン（Ferdinand von Eckstein）が，この年にレンツのモノグラ

フを上梓し，作品を詳細に，しかもきわめて好意的に論じたのである。エックシュタインによれ

ば，劇作家レンツは，人間の弱さと愚かさを深く見通し，人間への愛情をリアリズムと結びつけ

たというのである。図らずも，同年には，ロマン派の作家ルードヴィヒ・ティーク（Ludwig 

Tieck）が，レンツの作品集（“Gesammelte Schriften von J. M. R. Lenz”）を公にし，ここにはじめ

て包括的な作品像が提示される。ただし，ティークの意図は，不遇の劇作家を文学界へ蘇らせる

ことにはなく，レンツを盾にして疾風怒濤期の自分から距離をとった若きゲーテを「寿ぐ

（Feier）」ためだった。レンツのリアリズムを掬い上げて，古典主義以前のゲーテを再評価しよ

うとしたのである。

　初期のレンツ受容全体を導いたのは，しかし，そうしたリアリズムと古典主義を俎上にのせる
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類いの文学史的企図ではなく，むしろレンツの伝記上の「精神病理学的（psychopatholo-

gisch）」な「変化（Wendung）」，すなわち狂える劇作家が発病した動因への関心だった。レンツ

の没後，二年と経たない 1794年には，先のラファーターが，「愛の苦しみ（Liebesleid）と精神

崩壊（psychischer Zusammenbruch）」を結びつけようと試みた。それからさらに二年後の 1796

年には，ヨハン・フリードリッヒ・ライヒャルト（Johann Friedrich Reichardt）が，ラファー

ターが特定しなかった「愛の苦しみ」の対象を，レンツが宮廷追放後に一時身を寄せ，産褥で不

幸な死を遂げたゲーテの妹コルネーリア・シュレッサーと同定した 11）。

　ところで，歪んだレンツ像の確立におおいに寄与したゲーテの『詩と真実』もまた，レンツの

「狂気」の原因に説明を試み，「時代の思想（Zeitgesinnung）」によるものと仮説を立てている。

ゲーテの回想によると，疾風怒濤期には，「われわれを内的に不安ならしめる一切のものを，悪

しきもの，排除すべきものと断言しようとも，すべてを是認しようともできない（alles was uns 

innerlich beunruhigt, für bös und verwerflich erklären wollte, aber doch auch nicht alles billigen 

konnte）」「経験心理学（empirische Psychologie）」により「永遠に収束することのない闘い

（ein ewiger nie beizulegender Streit）」が生じたという。そして，ゲーテ自らはその「闘い」に

『若きウェルテルの悩み』で決着をつけたが，レンツはその「時代の思想」についに取り憑かれ

たままだったというのである 12）。もっとも，ゲーテはこの仮説を自分では敷衍せず，次の世代に

「プロジェクト（Projekt）」として託したが 13），ともかくレンツ像を打ち立てたのみならず，レ

ンツの「病」をめぐる言説に介入もしていたのである。

　レンツへの伝記的関心は，その後もとどまるところを知らず，1831年には，ビューヒナーと

知己であったアウグスト・シュテーバー（Augst Stöber）が，1772年のレンツの書簡を集めた書

簡集（抄）を刊行している。この書簡集で注目されるのは，レンツ自身により，「愛の苦しみ」

の対象が，ゲーテの婚約者であったフリーデリケ・ブリオーン（Friederike Brion）であったと

告白されていたことである。さらに，時間は少し前後するが，1826年に，アウグストの兄エー

レンフリート・シュテーバー（Ehrenfried Stöber）が，ビューヒナーの断片『レンツ』の最重要

資料となった牧師オーベルリーンの手記を発見していたが 14），それを引用する形で弟のアウグス

トが，やはり 1831年に，『教養人の朝Morgenblatt für gebildete Stände』紙にレンツの短い伝記を

発表する。その詳細な検討は次節にゆずるとして，この記事においてシュタインタール時代の

「狂気」の様が，はじめて公になる。

　レンツの同時代からビューヒナーの同時代までの言説を概観して分かるのは，間欠泉のごとく

噴出しかける文学的評価を，レンツの「病」が，ことごとく押しとどめた事実である。ビューヒ

ナーが，レンツを題材とするにあたり，そうしたせめぎ合い
4 4 4 4 4

を目の当たりにしていたのは言うま

でもない。むろん，同じことは仮想される読者にも当てはまる。とすれば，断片『レンツ』の創

作をめぐる問題は，読み手も共有していたであろう，レンツに関して競合する言説に対し，

ビューヒナーがどのように「介入（Eingriff）」を試みたかという問いに集約される。その試みこ

そが，『レンツ』を『レンツ』たらしめている根本原理と言っても過言ではない。
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　次節から，ビューヒナーの「介入」の試みを検証すべく，アウグスト・シュテーバーの記事，

ならびにオーベルリーンの手記を手がかりに，断片を今一度読み解いていくが，その前に，そも

そもレンツが罹患したと考えられていた心の「病」について，二つの先行テクストが表明してい

る見解に立ち入っておきたい。これも「介入」の試みを読み解く準備作業となるからである。

2．二つの診断書

　レンツの同時代人の証言に耳を傾け，先行テクストの記述に目を凝らすと，レンツの「病」は，

18世紀から 19世紀半ばにかけて，各人各様に名指され，定義されてきたことが分かる。単なる

「気狂い」にはじまり，「愛の苦しみ」の果ての「精神崩壊」，さらにはゲーテのいう「時代の思

想」への執着という仮説，あるいは断片『レンツ』に明記された「無神論（Atheismus）」（22）

に至るまで，実にさまざまな診断が下されてきた。病者としてのレンツ像ばかりか，その病の内

実についても言説が入り乱れていたのである。

　断片『レンツ』の試みを検証するにあたっては，そうした言説を検証すべきなのはもちろんだ

が，ここではそれらをひとまず措いて，いま二つの診断を優先して検討すべきだろう。というの

も，それらの診断は，『レンツ』の読者にとって，もっとも新しく上書きされた，その意味で

もっとも参考になりうる「診断」だったからである。「心気症（Hypochondrie）」と「憂鬱症

（Melancholie）」が，それぞれの診断名である 15）。

　レンツを「心気症」と診断したのは，シュタインタールから事実上放擲された劇作家を，友人

として引き取ったシュレッサーである。かつての庇護者オーベルリーンに宛てた 1778年 3月 2

日付けの書簡 16） のなかで，レンツの行状を次のように報告している。

彼（レンツ ― 引用者注）の病は，本物の
4 4 4

心気症（wahre Hypochondrie）だと分かりまし

た。きっと治せると思って，今日ある提案をしてみたのですが，彼は子どものようです。決

断はできないし，神も人も信じていません。当地（エメンディンゲン ― 引用者注）では，

二度も怖い目に逢わされました。それをのぞけば，ふだんは穏やかにしています。彼がいな

ければ，あなたに宛ててもっと自由に手紙を書けるのですが，彼はわたしに殴りかかっては，

この哀れな胸を苦しめるのです。（傍点は引用者による）

この書簡は，件の『教養人の朝』（1831年 10月 20日付け）の連載記事「報告　詩人レンツ Der 

Dichter Lenz. Mitteilungen.」 17） に引用されたもので，後にアウグスト・シュテーバー自身により

まとめられる『詩人レンツとフリーデリケ・フォン・ゼーゼンハイム Der Dichter Lenz und 

Friederike von Sesenheim』（1842年）に再録された。言うまでもなく，生前のビューヒナーが

知っていたのは ― また，断片発表の時点（1839年）で，読者に知られていたのは ― 前者の

記事のみである。
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　シュレッサーがいう「心気症」とは，レンツの生きた時代の精神医学では，自覚症状としての

身体愁訴（何となく体調が悪いという自覚症状）はあるものの，それに見合うだけの他覚的な身

体所見を認めない，という症状を指した。平たく言えば，本人に自覚はあるものの，本人以外は

客観的に判断できない症状である。ゆえに，当時は，病とその人自身の性格との線引きが難しく，

ドイツ語では「気むずかし屋」や「不平家」を意味する「Griesgram」が，この症状を指すのに

多用されていた 18）。なお，アメリカ精神医学会が，1980年に精神疾患の診断基準である DSM‒

Ⅲ（Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, Third edition）を定め，さらに，WHO

が 1992年に，国際疾病分類では ICD－ 10を定めて以降は，他の精神症状をフィルタリングし

たあとで，「身体表現性障害」の一障害として診断されている 19）。

　書簡の短い記述から読み取れる「症状」― すなわち「子どものよう」で「決断」力に欠け，

他者への信頼も信仰心も失い，暴力をふるう ― から，シュレッサーは，病と性格の境界線上に

あった当時の「心気症」のイメージを踏まえて，レンツの「病」を診断したと考えられる。問題

は，シュレッサーにあっては曖昧であった「心気症」が，記事のなかで描かれる「狂気」の発動

機制と，必然的に関連させられてしまっていることだろう。シュテーバーは，シュレッサーの診

断を記事の末尾に添えることで，「狂気」が最終的に「本当の心気症」に至る過程を作り出して

しまっているのである。

　シュテーバーによれば，シュタインタールへ送られる前に，レンツはエルザスで「発狂」する。

「当地（エルザス ― 引用者注）で，彼（レンツ ― 引用者注）がしばしば見せた，ぼんやりと

思い悩んだり，不安な憂鬱に沈んだりする心は，完全な狂気（voller Wahnsinn）となり，それは

時として恐ろしい半狂乱（tollste Raserei）になった」 20）。その後，オーベルリーンの元で，「狂気

は，じつにさまざまで，どぎつい形（die verschiedenartigsten, grellsten Gestalten）で現れ」，

「その病状に身と心，肉と霊 21） は痙攣し，彼の人となりはすっかり荒々しくなった」 22） とされる。

これらの病状の推移の最後に，先ほどのシュレッサーの書簡は置かれている。その意味で，「心

気症」とは，シュテーバーによる「報告（Mitteilungen）」という名の診断書に記された病名と

化すのである。ここでの「心気症」は，単に「気むずかし屋」と隣接する，判断が困難な病では

なく，身体のみならず，精神や信仰にまで浸食する，性格とも結びついた「精神病」の相貌をお

びていると言っても過言ではない。

　シュテーバー同様にオーベルリーンも，「報告（Nachricht）」を診断で締めくくっている。

ビューヒナーが，手記の記述を利用していない箇所で（30），当の手記は，発作を「憂鬱（症）」

によるものと同定しているのである。例を引くなら，「でも，あなたは憂鬱（Melancholie）に襲

われると，自分を制御できなくなってしまう」（46），あるいは，「憂鬱の発作（die Anfälle der 

Schwermut）が収まってしまえばすべてが問題ないように見え」（Ebd.）た，などのように発作

と「憂鬱」は必ず組み合わせられている。さらにオーベルリーンは，「病」の原因究明にまで筆

を進め，レンツの「計り知れない苦悩（seine unermeßliche Qual）」が，その「主義原則

（Prinzipien）」の招いたものと断言する。
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わたしが彼（レンツ ― 引用者注）の側にいて，当世の流行本が吹き込む主義原則

（Prinzipien）の結果，たとえば父親への不服従，あてもなくさまよう生活（herumschweif-

ende Lebensart），目的を定めず（unzweckmäßig）職を転々とすること，婦人方との度重な

る交遊などの結果をすっかり知らされると，わたしの心は，穴をあけられ細切れにされたよ

うに辛かった。（46f.）

誤解が生じないよう付け加えておきたいが，オーベルリーンの心が痛むのは，レンツに「共感

（Sympathie）」を覚えるからではない。レンツは，あくまで「同情」ないしは「遺憾」の対象

（bedauernswürdig）なのである。「何しろわたしと彼の主義原則（Prinzipien）は，互いにまった

く相容れないもの，少なくとも全然違うものだったからである」（47）。レンツの「主義原則」が，

引用に挙げられた「流行本（Modebücher）」 23） に影響を受けた放埒な生活に具現化されていると

すれば，それを自分とは異質なものとして排除するオーベルリーンの信条は，「保守的な宗教性

（konservative Religiosität）」と「進歩主義的な社会政治の実践（progressive sozialpolitische 

Praxis）」 24） であった。

　断片『レンツ』に採用されているのは，そんな信条のなかでも，とりわけ「敬虔主義的な信仰

（pietistische Frömmigkeit）」と「神秘主義（Mystik）」である。牧師は、カウフマンの友人であ

り，著書を知っているという理由だけでレンツを迎え入れたことを，「神の定め（Schickung 

Gottes）」と見なし（13），発作に襲われ，自分は人殺しだとうわ言を叫ぶレンツに「帰依（sich 

bekehren）」を勧める（23f.）。そして，レンツが自分を救わない神を責めると，「神への冒瀆

（Profanation）」だと一喝するのである（29）。多面，橋の上で見えない手につかまれたり，頂の

光に目がくらんだりといった，自ら体験した不可思議な出来事を話して聞かせ（10），山々に住

まう人々の，迷信とも解されかねない噂を伝えたりする（12）。「進歩主義的な社会政治の実践」

は，冒頭で谷を視察する場面（8f.）でわずかに触れられるにすぎないが 25），レンツが「説教する

（predigen）」きっかけも，じつは言語的に孤立していたシュタインタールに標準フランス語を持

ち込もうとして住民の反感を買ったからであり 26），スイス旅行の折（17）にも，エメンディンゲ

ンに近いケーンドリンゲン（Köndringen）に立ち寄り，同区の「教区監督（Superintendent）」

で「教会役員（Kirchenrat）」であったニコラウス・ザンダーを訪れて，その進歩的な学校制度

を見学しているのである 27）。

　同時代人の回想も，信条を守る「実直な（redlich）」な牧師を讃えて止まない。その道程は，

なにより先代の牧師シュトゥーバーが，「自らの財産をささげて導いた人々」を率いていく使命

感に貫かれていた。シュタインタールの住民は，「開化された世界から切り離され，厳しく不毛

な谷に暮らしている」。彼らは「恐ろしく無知」なので，「理性にもとづいて彼らの農業

（Ökonomie）を指導し，教育を施し，あらゆる困難に助けの手を差しのべ」なければならない

のである 28）。この意志を引き継いだオーベルリーンが，教区改良をつねに思い描いていたのは言

うまでもない。のみならず，教区の民から信頼され，身も固めているオーベルリーンにしてみれ
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ば，レンツはまるで真反対の人間，語弊を承知で言えば，社会的な「行動能力

（Handlungsfähigkeit）」を欠いた人間であった。他ならないオーベルリーンの下した診断名

「Melancholie」が，レンツをこの範疇に分類しているのである。

　古代ギリシャから現代までの「Melancholie」概念と精神医学との関係をたどり，その変遷史

まとめたシャイデッガーによれば，古来より創造性や洞察力の源であった「Melancholie」が，

18世紀に「精神病理学的現象（psychopathologische Phänomene）」にされてしまった原因には，

「ためらい（Rückhaltung）」に端的に示される「行動能力の喪失」が挙げられるという 29）。「行動

能力の喪失」は，反社会的であるという理由で，「病」というカテゴリーに移されるのである。

ためらいの態度を示す個々人は（中略），無秩序（Anomie）を実践するがゆえに，社会を形

成することができない。つまり，その個々人は，受け身という逸脱形式によって，直接手を

下さずして，社会を疑問視させてしまう。憂鬱質の者（Melancholiker）は，いわば社会の

秩序概念に真っ向から対立する。彼らの態度は，社会の機能に寄与せず，非・秩序を生み出

すため，不適切だと受け止められるのだ。

　オーベルリーンが手記で挙げてみせる，それ自体はレンツの人生を何気なくたどるように見え

る「症状」は，実のところ同時代の社会を震撼させかねない「不適切な」「態度」なのである。

レンツのように，各人が，自分の親の意向にそぐわず，自堕落な生活を送り，一定の職業につか

ず，女性との交遊に現を抜かしていれば，畢竟社会は秩序を失ってしまう。オーベルリーンは，

時代の「病」としての「Melancholie」への危機感を共有し，その具現化をレンツに見いだして

いたのである。「憂鬱（症）」とは，社会の役に立たない（立とうとしない）人間が必然的に罹患

する，社会環境的な「病」なのである。むろん，「狂気」がこの付置関係のなかに置かれ，その

苦悶が宿命論 ― 反社会的である限り苦しまざるを得ない ― に秘かに支えられていることは言

うまでもない。

　断片『レンツ』の直前に現れた二つの診断 ―「心気症」と「憂鬱症」はいずれも，先行する

言説ながら，ビューヒナーにいささかなりとも採用されることはなかった。それどころか，

ビューヒナーは，それらをまるで無視して，レンツの「病」の「精神病理学的」診断にはいっさ

い踏み込まず，ひたすらその「苦痛（Quälerei）」の様相を叙述している 30）。近代精神医学で言

うところの「臨床にもとづく（klinisch）」「記述的（deskriptiv）」アプローチを思わせるが，

ビューヒナーのそれは，外的観察と病者の言葉から ― 断片で言えば、先行するテクストや資料

から ― 症状を客観的に書き取る
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

態度ではない。正確を期するならば，資料を自由に組み合わせ

て症状を書き出す
4 4 4 4 4 4 4

態度である。つまり，ビューヒナーは，レンツの「病」および「狂気」の機制

（Mechanismus）を創作しているのである。次節では，この創作という「介入」を，一次資料に

加えられた二つの変更点から具体的に明らかにしたい。
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3．創られた「病」

3.1.　函数としてのオーベルリーン

　オーベルリーンが，「保守的な宗教性」と「進歩主義的な社会政治の実践」を信条とする人物

であったとは，前節で述べた通りである。断片『レンツ』においては，やや前者の描写，とりわ

け敬虔さと神秘的傾向の描写に偏るきらいはあるが，教区改革者の面にも触れられていた。

ビューヒナーが用いた一次資料はもちろんのこと，他の伝記資料も，この両面を補足する。肝心

のレンツの「狂気」に話を限るならば，「オーベルリーンは，彼（レンツ ― 引用者注）の頭が

それを許すならば，持続的で有用な仕事に就きたいと思うように導いてくれる，たぶん唯ひとり

の男」 31） と考えられていた。事実，牧師はその期待に応えようとする。

　シュテーバーは先の記事で，オーベルリーンが病んだ劇作家に尽くす様子に言及している。

「オーベルリーンは，この不幸な者（レンツ ― 引用者注）が押しつけた重荷に，とても我慢強

く耐え」，発作のないときにレンツが示す「豊かな，愛すべき心根に，深い痛みを感じ」てい

た 32）。牧師自身も，発作に翻弄されるレンツに真剣に向き合う，「いいですか，わたしたちはあ

なたを愛しています。それはあなたもご存知のはずです。そしてあなたが，わたしたちのことを

愛しておられることも，わたしたちはよく承知しております。あなたが自殺などしようとなさっ

ても，症状を悪くしさえすれ，良くすることはないのです」（46）と。もっとも，断片のレンツ

の視座に立つならば，そこから得られる牧師の「姿」とは，そうした隣人愛を体現し，実践しよ

うとする姿ではなく，何よりもまず寄りすがりたい，「救済（Rettung）」をもたらしてくれるは

ずの「姿（Gestalt）」（17）であった。

　オーベルリーンのスイス旅行が「心に重くのしかかった」（17）レンツは，「果てしない

（unendlich）苦悩から逃れるために，不安におののきながら，ありとあらゆるものにしがみ」

（Ebd.）つく。恐ろしい不安を無理にふりはらい，同じく「計り知れない（unendlich）」力に脅

かされながら，レンツはその負の「果てしなさ／計り知れなさ（Unendlichkeit）」に対峙すべく，

牧師の「姿」を希求する。

それで彼（レンツ ― 引用者注）は，いつも自分の目の前に浮かんでくるあの姿

（Gestalt）に，そうオーベルリーンに救いを求める。オーベルリーンの言葉と面差しが，彼

には限りないほど（unendlich）快いのだ。だから彼は不安な気持ちでオーベルリーンの出

立が近づくのを迎える。（Ebd.）

　むろん，そのような「姿」が見えなくなれば，レンツの病状は暗転するほかない。伝記的事実

を参照すれば，後に精神の均衡を崩すのには変わりないが，それでもレンツは、オーベルリーン

不在時に，ラファーターに書簡を送り，シュタインタールの住民の影絵を何点か包んで，鑑定を

促していたりする 33）。いささか諧謔にすぎる書面は，不安定な精神状態の反映と解釈できるもの
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の，断片『レンツ』がこの間を埋める，「無神論」への急転直下とは違った一面もあったことが

分かる。断片では，子どもの死と復活の失敗（21f.）の後に，レンツの病状は悪化の一途をたど

り，牧師が戻る頃には信仰への懐疑は決定的になっていた。そして，作中でカウフマンが最初に

諭す言葉（16）に，さらに聖書の詩句（「父母を敬うのです」）を加えて繰り返す牧師に向かって，

レンツは言い放つ，「神への道はあなたのなかにしか見いだせません。ですが，わたしはおしま

いです。わたしは神に背いたのです。永遠に呪われたのです」（23）。

　子どもを死から救えなかったレンツは，神を冒瀆する振舞いに出る（22）。先の引用の，とく

に後半部分は，その行為を踏まえている。しかし，前半の部分は，現在の信仰の可能性とその否
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

定
4

に関わっている。「信仰（Glaube）」が，動詞表現「信じる（glauben-an）」から派生し，「への

信仰を持つ（Glauben-haben-an）」という志向性を有すると考えるなら，レンツは，自らの信仰

の志向性が，まだなおオーベルリーンという仲介者に担保されているのを確認しながら，それで

も（doch）自分はもはやそれにすがれないと嘆いているのである。先に述べたように，すでに

スイス旅行の前に，牧師不在に備えるための「防衛機制（Abwehrmechanismus）」ははじまり，

オーベルリーンはこの「機制」にかけられた保険であった。その後も発作の度に，レンツはこの

「誰とも違う（ausgenommen）」オーベルリーンの存在（27）を，その仲介者としての役割を確

認している 34）。

　牧師オーベルリーンの役割を，レンツの立場から捉えなおすと，最終的にレンツが牧師に何ら

期待しなくなる，あるいは牧師がレンツに何も与えられなくなる 35） のには，断片末尾のある種

の「教理問答（Katechese）」によるところが大きいと考えられる。

オーベルリーンは彼（レンツ ― 引用者注）に神のことを話した。レンツは静かに身をほど

くと，果てしない苦悶の表情を浮かべ，彼を見つめて，やっとこう言うのだった。「ですが，

わたしが，わたしが全能でしたら，いいですか，わたしがそうでしたら，このような苦悶を，

指をくわえて見てはいません。わたしだったら救ってやります，救ってやります。わたしが

求めているのは，ただ安らぎ，安らぎだけなのです。ほんの少し眠れるだけの安らぎです

よ」。オーベルリーンは，それは神への冒瀆だと言った。レンツは絶望したように首を振っ

た。（29）

レンツにとって牧師オーベルリーンは，そのなかに信仰への道がまだ微かに残されているからこ

そ，すがるべき存在である。言うなれば，牧師には期待通りにレンツの「病」を治癒する能力が

あったのである。しかし，レンツが神への懐疑を口にした途端，牧師は「神への冒瀆

（Profanation）」と強い拒絶の言葉を口にする。この宣告は，レンツからオーベルリーンを切り離

す決定的な要因になる。もはや救い手を喪ったレンツは，「完全な無感情（vollkommen gleich-

gültig）」になり，「冷ややかな諦め（kalte Resignation）」（30）を覚えるだけである。オーベル

リーンがレンツの「病」の，「狂気」の発作の引き金（Auflöser）になったと主張するつもりは
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毛頭ないが，病めるレンツを救う可能性を持ちながら，少なくとも結果的には悪化を助長してし

まった。ビューヒナーは，レンツの「病」の「機制」に，オーベルリーンという人物を可変的な

要素として，すなわち函数として組み込んでいたのである。

3.2.　欠落したフリーデリケ連想

　一次資料に照らしても，他の伝記資料に照らしても，牧師オーベルリーンが，レンツの「病」

の悪化に一役買ったという証言は，見当たらない。ましてや，レンツの絶望を決定づけた牧師と

のやり取りは，見当たるべくもない 36）。その意味では，「狂気」の「機制」に関わる牧師は，完

全にビューヒナーの手になる改変である。同じ改変による「機制」の「発明（Erfindung）」は，

第一節で確認したラファーター以降に現れた，「愛の苦しみ」と「狂気」を結びつける言説にも

適用されている。

　繰り返しになるが，ラファーター自身は，レンツの恋慕の対象を同定してはいなかった。つづ

くライヒャルトをまって，その対象がゲーテの妹コルネーリア・フリーデリケ・シュレッサーと

措定される。レンツはじっさいのところ，この女性のもとに寄寓しており，金銭面のみならず，

何かにつけて援助を受けていた。それだけに，彼女が産褥で命を落とした際には，狂気の発作に

も似た突発的な行動を犯してもいる。他方で，1831年に刊行されたレンツの書簡集（抄）では，

同名とはいえ，ゲーテの妹ではなく，ゲーテのかつての婚約者であったフリーデリケ・ブリオー

ンとの関係が，レンツを苦しめたと，本人によって証明された。シュテーバーも，これを踏まえ

て記事にフリーデリケ・ブリオーン説を採用している 37）。

　二人のフリーデリケのどちらが，「狂気」の発作に関わったのか，少なくともレンツの苦悩の

対象はどちらであったかについては，書簡集の記述ですでに決着がついている。しかし，いずれ

のフリーデリケも知らなかったオーベルリーンの手記が，図らずも明らかにしたように，フリー

デリケはその名を持った特定の個人を指すのではなく
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

，むしろその名によって連想的に
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

「狂気
4 4

」

を引き起こす記号になっていた
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

。手記は記す，「わたし（オーベルリーン ― 引用者注）は，さ

らに次のことを聞いた。L氏（レンツ ― 引用者注）が，一日断食をした後，顔に灰を塗り，ぼ

ろぼろになった麻袋を求め，如月の三日，フーディで亡くなったばかりの子ども ― その子はフ

リーデリケ（Friederike）という名だった ― を生き返らそうとしたが，失敗したと」（38）。当

該の子どもの名前が「フレデリック（Fréderique）」だったことは，他の資料でも確認できる 38）。

レンツは，不在のオーベルリーンに替わり，死の床にあった子どもに薬（Arznei）を処方したが，

思った効果を得られなかった。それが，フリーデリケという名とも重なって強い罪責感となり，

その子が亡くなった後，レンツはキリストの復活を思わせる儀式を敢行したのである 39）。

　問題は，精神疾患に見られる，この種の非論理的な連想が，断片『レンツ』からすっぽり抜け

落ちている事実であろう。ビューヒナーは，オーベルリーンの手記からレンツの動向を知りなが

ら，子どもに「フリーデリケ」という名前を与えなかった。さらに注目すべきことに，手記で報

告されている同じ子どもの二度の訪問 ― 診療の際と葬儀の際 ― が，断片では一度の訪問に変
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更され，しかもこの一度の訪問を描くにあたっても，やはり名前には言及されていないのである。

この改変は何を意味するのであろうか。件の場面を時系列に沿ってパラフレーズしてみよう。

　牧師を見送った「レンツには，いま一人で家にじっとしているのは気味悪い（unheimlich）」

（17）ので，シュタインタールの谷間を当て所もなくさまよう。道に迷い，外が夕闇に包まれた

ころ，彼は「人気のする小屋」にたどり着く（18）。場所が定かでないこの小屋には，老婆と

「なかば目を開けた（mit halb geöffneten Augen），青白い顔をした少女」が寝起きしている。こ

の少女が罹患していることは，断片で「病者（Kranke）」（Ebd.）と言い換えられている点から

明らかである。また，死期が迫っているのも，彼女の表情が「気味の悪い（unheimlich）輝きを

放」ち，「幽鬼めいている（geisterhaft）」様子に仄めかされている（18f.）。一方のフーディで亡

くなった子どもは詳しく描かれていないが，「なかば開いた（halbgeöffnet）ガラスのような目」

（22）をしているとされ，表現上での結びつきがかろうじて確認できる。いずれにしても，大幅

な変更が加えられていることに違いはないが，実はこの変更，「狂気」を発動するための伏線と

して機能している。

　先の少女を訪問した折に，レンツは，彼女を癒す「聖人とうわさ（im Rufe eines Heiligen）」

される男に出会い，この人物に対して「気味の悪い（unheimlich）」印象を抱く。「いま彼（レン

ツ ― 引用者注）には，この荒々しい（gewaltig）な男が気味悪かった。とてつもない声で話し

だすように思われたのだ。自分がひとり孤独（einsam）なのも恐ろしかった」（19）。レンツは

この「荒々しさ（Gewaltigkeit）」に取り憑かれ，その傍ら「孤独（Einsamkeit）」を埋めようと

する。その役割は，とりえあえず牧師の夫人に移譲され，レンツは「とくにオーベルリーン夫人

と一緒に過ご」す（20）。オーベルリーンのいない今，親しく世話してくれる夫人にすがるのは，

必然かと思われるが，その間に「女中（Magd）」は別離を暗示する小唄を口ずさみ，それに併

せてレンツの「あの婦人（das Frauenzimmer）」への執着 40） が噴出する。この過程をたどれば，

一連の流れは何の意図もなく挿入されたとは考えにくい。思えば，先の小屋で遭った少女も歌い

（18），レンツの女性への執着も，本来ならば，夫人ではなく帰郷したオーベルリーンとの会話で

やり取りされていた。ここからフーディの子どもの死まではほんの一息である。断片は，子ども

のエピソードから名前による非論理的連想を抜き取り，新たなエピソード的連想 ― それは，少

女から夫人を経て，女中から「あの婦人（das Frauenzimmer）」に至る，女性をめぐるリレーを

思わせる連想になっている ― をそこに置き換えているのである。

　フリーデリケの名はこうして一部削除を被ったが，その一方で，フリーデリケ・ブリオーンと

の結びつきは，創作によって補われ，強められている。オーベルリーン夫人への問いかけの後，

レンツは心ここにあらずの様子で，求められもしないのに「あの婦人」の記憶を語る。

あの人はまったくの子どものような方でした。あの方には，世界は広すぎたので，自分のな

かに引き込まれたのです。屋敷全体のなかからもっとも狭い場所を探されました。そうして

自分の幸福はこの小さな点にのみあると言わんばかりに，そこにいらっしゃったのです。そ
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のうち，わたしも同じ気持ちになりました。わたしも子どものように遊び回れたかもしれま

せん。今やわたしにはとても狭い（so eng），狭すぎるのです。いいですか，わたしはとき

どき両手で天に触れてしまうように思うことがあるのです。（21）

この「狭さ（Engigkeit」は，「あの婦人」，すなわちフリーデリケ・ブリオーンとレンツを結び

つける心理的かつ身体的記憶であるが，フーディで亡くなった子どもを偲んで墓参したときに，

レンツは再び「狭さ」に襲われる，「やがて彼（レンツ ― 引用者注）の歩みは遅くなり，四肢

がひどく弱ったと訴えた。それから絶望的な素早さで歩き出すと，風景が彼の不安をあおった。

風景は狭すぎて（so eng）あらゆるものにぶつかってしまいそうだった」（26）。とすれば，女性

をたすきにして繋がれてゆくエピソードは，レンツに「あの婦人」が亡くなったという確信を強

めさせてゆく（27）働きをしていると言えよう。なお，やはり二人を結ぶ身体的記憶として言い

添えておきたいのは，文字通り「体の痛み（physischer Schmerz）」である。レンツは先の引用

箇所に続けて言う，「わたしはよく体の痛みを感じるように思います。それも，いつも彼女（あ

の婦人 ― 引用者注）を抱いていた左脇や腕が痛むのです」（21）。これに符合するかのように，

窓から飛び降りたレンツは，「右手で左腕を抱えて」オーベルリーンの前に姿を見せる（25）。

　議論をひとまず整理しておくと，先行テクスト群に書き込まれ，じっさいの症状としても手記

に報告されていた連想 ― フリーデリケ連想とも言うべき「狂気」の発作の一因は，ビューヒ

ナーには採用されなかった。その結果，子どもの死とそれに対する罪責感からは，連想を介した

間接的因果関係が失われた。替わりに，少女との出会いを契機として「あの婦人」の記憶，さら

にはその象徴的な死に至る暗示的な連関が導入され，「狂気」の発作の引き金は，フリーデリ

ケ・ブリオーン一人に集約されることになった。変更に至ったビューヒナーの意図するところは

推測の域を出ないが，先のオーベルリーンの独自の位置づけも加味して考えるならば，少なくと

も一次資料や伝記資料が喧伝した「病」を上書きしようと試みたのは確かである。では，上書き

の行き着く先は，どこにあったのだろうか。

　これまでたどってきたように，レンツの「病」および「狂気」は，狂おしい愛に原因があるの

だとも，「時代精神」に冒されたのだとも，はたまた性格と線引きの難しい「心気症」，怠惰に由

来する「憂鬱症」に原因があるのだと解されてきた。これらに，「頭がおかしい（es steht ihm 

mit dem Kopf nicht recht）」 41） など，原因にこだわらない直情的な表現を含めれば，「病」を言い

当てようとする例はさらに増える。内因的にせよ，外因的によせ，最終的に荒廃に至らざるを得

ない病像 ― それは前近代の精神病理学一般に通弊する「不治の病」としての狂気だった ― に

対し，ビューヒナーは，可変的な病像を提示しようとした。それは，人物の関係やエピソードの

関係などの作中内の関係性において作動し，さらにそうした諸関係が形作る過程を経る病像で

あった。分かりやすく言い換えると，たとえば，断片でのオーベルリーンの一挙手一投足が異な

れば，少女との出会いから続く一連の出来事の連鎖がなかったならば，といった仮定（「なら

ば」）によって変わりうる病像だった。ビューヒナーは，まったく新しい「病」― いわば開か
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れた「病」を創ることで，「狂気」をめぐる言説のせめぎ合いに「介入」を試みたのである 42）。

お　わ　り　に

　本稿では，読解の基礎的な作業として，断片『レンツ』執筆以前，とくに直前に現れた「病」

をめぐる言説を引き合いに出して，断片に加えられた改変とその効果を明らかにした。ビューヒ

ナーが資料を自在に利用して，レンツの「病」およびその「機制」を創作した事実がこれにより

証明された。「病」が創出されたということは，なにより断片の叙述が，今日の「精神病理学」

ないしは「病跡学」の学的説明には還元され得ないことを意味する。ビューヒナーの病めるレン

ツと，現実に生きた病める劇作家レンツとは，重なりあう部分が皆無とは言わないまでも，同一

視はできないからである。しかしそれでも，このように総括するには，さらにレンツの，そして

ビューヒナーの同時代の「病」をめぐる言説，一例を挙げれば「Manie（精神錯乱／躁病）」な

ども併せて検討しなければなるまい。

　他方で，今回の再読を通じて，ビューヒナーのテクスト群は，（前）近代精神医学の言説のみ

ならず，他の関連する言説と並列関係にあったとの感触も得た。ここで言う並列関係とは，ある

テクストの間テクスト性のみを指すのではなく，間テクスト性は前提としつつ，広義の力関係を

も含んだ複層的な関係を指す。『ヴォイツェクWoyzeck』に見られるような，狭義での当事者の

言説，診断を下す精神医学の言説，そして裁く司法の言説と，それぞれが権力との位置関係にお

いて形成されている言説の集合体を考えなければならないのである。この位置関係が，参照やア

ナロジー，引用や書き換えなどの中立的な操作と被操作をなぞるだけでないのは言うまでもない。

制度や言説編成にも関わるのである。その意味で，ミシェル・フーコーの『ピエール・リヴィ

エール ― 殺人・狂気・エクリチュール』 43） を思い起こすのも，あながち的外れではないだろう。

奇しくも，本書で扱われるのは，ヴォイツェク事件と同じく 19世紀に起きた「狂人」による犯

行だからである。フーコーらは，事件を伝えるメディアの言説と，精神鑑定をした精神科医の言

説，さらに刑量を決める司法の言説に，凶行に及んだリヴィエールの自伝を「並べる」。考察は

加えられるものの，テクストそのもの読解は，完全に読者にゆだねられている。反精神医学を掲

げる思想家ならではの戦略だが，ビューヒナーのテクストに向き合うのも，こうした言説の複相

性に対峙するのに似ていないだろうか。

　いずれにせよ，基礎作業を終えた今，この仮説の具体的な検討については次の機会にゆずりた

い。むしろここでは，本稿が依拠した同時代の言説をほとんど顧みず，現代的観点からのみ読解

を試みる傾向について付言しておきたい。レンツの「病」が，今日では統合失調症

（Schizophrenie）と目されると，本稿冒頭で述べておいたが，近年はこの診断を論述の大前提に

すえた上で，断片を読み解こうとする動きが，ことに若手の研究者，ないしは学生間で，広く共

有されている。2002年から 2009年までの，わずか七年間を見ただけでも，統合失調症を取り上

げるモノグラフは，管見では四本にも及ぶ 44）。何しろ学生の課題めいたものも含むため，タイト
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ルに統合失調症を掲げながら，本論では一切触れない稚拙なものもあるが，ヤスパース（Karl 

Theodor Jaspers）の「了解（Verstehen）」概念を修正し，ハイデルベルクを本拠として一学派を

形成した精神科医クルト・シュナイダー（Kurt Schneider）の症候論を引き合いに出す，比較的

秀逸な論文もある。

　だがしかし，統合失調症に対して，現存在分析や人間学的アプローチが試みられて久しい今日，

そのシュナイダーでさえすでに歴史の領域に属している 45）。あえてシュナイダーに立ち返ろうと

するならば，その学問的意義は当然のごとく説かれなければならないが，この点は一切不問にさ

れている。それ以上に問題なのは，これらの論文「的な」ものが無条件に採用している「病跡

学」であろう。精神病，ことに統合失調症は，主観と客観，そして間主観とも言うべき，総合的

なデータによって診断されるが，なかでも特有なのが，医師と患者の間に生じる「分裂病くささ

Praekoxgefühl」（H. C.リュムケ）であるとされる 46）。とすれば，病跡学以前に，統合失調症と

いう診断を下すにあたって，そうした間主観的な判断が必要となるが，言語資料 ― しかも，単

なる言語的資料ではない，言語がきわめて強度に行使された文学作品の文章に対峙して，間主観

など成立すべくもない。断片『レンツ』のみならず，他のさまざまな資料を駆使しても，言い得

るのはレンツの病が「統合失調症と目される」という推察だけである。もう一度繰り返そう，

ビューヒナーはレンツの「病」を創出したのであって，その症候を描いたのではないと。病跡学

的アプローチは，この意味で再検討されなければなるまい。
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の戯曲に明らかに影響を受けていると指摘している。とくに『ヴォイツェク』とレンツの『軍
人たち』には，市民悲劇というテーマ，ならびに作劇法の面で，共通点が多いという。ビュー
ヒナー（岩淵達治訳）『ヴォイツェク　ダントンの死　レンツ』（岩波書店）2013年，285頁以
下，および 339頁以下。

8 ） ビューヒナーの断片『レンツ』は，次の版に依る。Hubert Gersch （Hrsg.）: Georg Büchner 
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Lenz. Studienausgabe mit Quellenanhang und Nachwort. Stuttgart 2012.　牧師オーベルリーンの
手記（後述）も同版に再録されているため，同じくこの版に依る。なお，引用に際しては，煩
雑さを避けるため，いずれのテクストとも（　）内に頁数を記す。

9 ） Goethe, S. 531f., 642ff.　なお，この節の論述は，とくに挙げない限り次の文献に依る。Roland 
Borgards: „Lenz“. In: Roland Borgards / Harald Neumeyer: Büchner-Handbuch. Leben-Werk-
Wirkung. Stuttgart / Weimar 2009, S. 51‒74.

10）Goethe, S. 644.
11）第三節で詳述するが，シュレッサーと親交のあった宮廷顧問間ツィンク（Friedrich Freiherr 

von Zink）は，1778年 4月 4日付けの書簡のなかで，コルネーリアの悲報に接したレンツの奇
行を報告している（Burghard Dedner / Hubert Gersch / Ariane Martin （Hrsg.）, S. 174.）。それ
によると，レンツはコルネーリアの「墓を暴こうとし」，彼女の死因が「経過観察
（Verwahrlosung）」であると何処からか耳にすると，診察した医師に「殺してやる」と詰め
寄ったという。

12）Goethe, S. 643.　なお，ボルガルツは，引き合いに出された「経験心理学（Empirische 
Psychologie）」が，ゲーテの説明原理（Disziplin）であったことを確認した上で，この原理か
ら，広範囲にわたって歴史的変容を被った「人格構造（Persönlichkeitsstrukturen）」― むろ
ん，ここでは「変化」を被ったレンツの成れの果てを意味する ― が説明されるという。これ
により，従前の善と悪という道徳的神学的カテゴリーを介した自己制御に代わり，自らで自ら
を律する自己が導入される（S. 56.）。この議論は，疾風怒濤期の精神史，および啓蒙主義の理
性の見直しにも関わる重要な議論であるが，ここではテーマとの関連上，また紙幅の都合上，
詳しく立ち入らない。

13）「もしかすると，この仮説にもとづいて彼（レンツ ― 引用者注）の人生の歩みを，彼が狂気
に自失する時にいたるまで，なんらかの形で可視化できる日が来るかもしれない」（Goethe, 
S. 645.）

14）なお，手記そのものは，ビューヒナーの死後，1839年にアウグストの手によって刊行された。
ビューヒナーは，アウグストから手記の写しを得て，それにもとづいて断片の執筆に取りか
かった。本稿では，「文献学的に」修復された手記を比較に用いるが，それはアウグストが
ビューヒナーの執筆を知っていたと推測されるからである。事実，ビューヒナーは劇作家レン
ツを題材とした作品を，早い段階からグツコウ（Karl Ferdinand Gutzkow）に促されていた。
一方で，アウグストがオーベルリーンの手記を出版しようと意図していたことも推察される。
兄のエーレンフリートは，1831年にオーベルリーンの伝記（Daniel Ehrenfried Stöber: Vie de J. 
F. Oberlin, Pasteur à Waldbach. Paris / Straßburg / London 1831.）を上梓し，すぐ述べるように
同年には弟アウグストも雑誌にオーベルリーンに触れたレンツの伝記を発表しているからであ
る。したがって，ビューヒナーの仮想的読者も，この手記にアクセスする可能性があったと想
定して ― 少なくとも本稿第三節で扱う書き換えの様相を考慮すれば，ビューヒナーは想定し
ていたものとして ― 論を進める。

15）断片『レンツ』の，同時代の「病」の言説への介入の全容を明らかにするには，ビューヒナー
が触れ得た当時の精神医学の状況をも考慮しなければならない。本稿では，あくまで基礎作業
として，断片構想時に現れた二つの言説にのみ論点を絞る。

16）書簡の日付は，引用された記事には記載されていない。前掲のレンツの資料集成（Burghard 
Dedner / Hubert Gersch / Ariane Martin （Hrsg.）, S. 166.）に依る。

17）Augst Stöber: Der Dichter Lenz. Mitttheilungen [sic]. In: Morgenblatt für gebildete Stände （1831） 
S. 997f., S. 1001‒1003.　なお，引用箇所は 1002頁。

18）Wolf Lotter: Die Heilung der Hypochonder. （http://www.brandeins.de/uploads/tx_b4/052_einl_
gesundheit.pdf.）2015年 2月 5日に閲覧。
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19）宮岡等「心気症・身体表現性障害」，『治療』（南山堂）91増刊号所収，2009年，1282～1285頁。
20）August Stöber, S. 1002.
21）原語の「Leib und Seele」は，レンツの病状が，精神だけでなく，信仰にも関わることから，
訳出したように二重の意味に解される。

22）August Stöber, ebd.
23）この手の「流行本」としては，ゲーテの『若きウェルテルの悩み』が容易に連想されるが，こ
の疾風怒濤期を代表する作品を，オーベルリーンが読んでいたかどうかは明らかではない。

24）Borgards, S. 57.
25）オーベルリーンは，住民の「夢（Träume）」や「予感（Ahnungen）」に耳を傾けながら，「道

を敷き，運河を掘り，学校を訪ねた」（Wege angelegt, Kanäle gegraben, die Schule besucht）
と，インフラの整備も兼ねた視察を行っている（9）。

26）Burghard Dedner / Hubert Gersch / Ariane Martin （Hrsg.）, S. 33f.
27）Ebd., S. 38, 130ff.　これらの伝記資料は，オーベルリーンの手記では触れられていない。後述
するように，手記はレンツの処遇に対する「弁明（Rechtfertigung）」の性格を備えており，
元来は周囲の親しい人々に向けて記されたものだったからである。もっとも，ビューヒナーお
よび仮想される読者が，先のフランス語の伝記（註 14参照）を読んでいた可能性は排除でき
ない。

28）1804年に商人のハインリヒ・ボスハルト（Heinrich Boßhard）が記した回想に依る。なお，
引用箇所は，シュトゥーパーについて言ったもので，オーベルリーンは「その尊敬すべき後継
者」と記され，先代の成し遂げたことを墨守するにとどまらず，住民に地誌や歴史などの学問
に加え，いかに効率的に「パンを稼ぐか」を教えるなど，いわゆる教区の近代化に積極的に寄
与したとされる。Burghard Dedner / Hubert Gersch / Ariane Martin （Hrsg.）, S. 201.

29）Milan Scheidegger: Geschichte und Philosophie der Melancholie. Von den Abwandlungen des 
Melancholiebegriffs zum Wesenskern eines Seelenphänomens. 2013, S. 8.（http://www.milans.
name/home/philosophy_files/Melancholie_web.pdf）2015年 2月 6日に閲覧。

30）この点については，18世紀後半に猖獗をきわめた「宗教的憂鬱（religiöse Melancholie）」の
症状に関する記述を，ビューヒナーが写しとったとの見方もある（Carolin Seling-Dietz: Lenz 
als Rekonstruktion eines Falls „religiöser Melancholie“. In: Georg Büchner Jahrbuch 9 （1995‒
1999） 2000, S. 188‒236.）。この症状と，同時代の他の「狂気」の診断，さらにはそれらと断片
の叙述と関係については，紙幅の関係上，次回の論考にゆずり，次の点を指摘するにとどめた
い。ビューヒナーの叙述は，たしかに「宗教的憂鬱」の症候論を想起させるが，その叙述を支
持した「自由主義的な精神科医（liebrale Psychiater）」が推進した「身体因的鑑定
（somatische Ursachenbestimmung）」を採用していない（Borgards S. 67）。つまり，当時の
「宗教的憂鬱」の診断の付置関係からも逸脱しているのである。

31）断片にも登場するプフェッフェル（Gottlieb Konrad Pfeffel）の，1778年 2月 6日の書簡から
の引用。Burghard Dedner / Hubert Gersch / Ariane Martin （Hrsg.）, S. 144.

32）Augst Stöber, S. 1001.
33）1778年 1月 22日付けのラファーター宛の書簡を指す。書簡は資料集成に全文が掲載されてい

る。Burghard Dedner / Hubert Gersch / Ariane Martin （Hrsg.）, S. 126.
34）「精神を維持しようとする本能が彼（レンツ ― 引用者注）を駆り立てた。彼はオーベルリー
ンの腕に身を投げ，そのなかへ

4 4 4 4 4

押し入っていきたいとでもいうように（als wolle er sich in ihm 
drängen），彼にしがみついた。オーベルリーンこそ彼のために生きてくれる唯ひとりの人で
あり，このオーベルリーンを介して

4 4 4

，レンツにはふたたび人生の啓示が伝えられるのだっ
た。」（28f.）傍点は引用者による。

35）「八日に」長らく床についていたレンツは，牧師に「空気の凄まじい重さ（ungeheuere 
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Schwer）」を訴え，起き上がれないと言う。「オーベルリーンは彼を励ましたが
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

，彼の状態は
4 4 4 4 4

一向に変わらず
4 4 4 4 4 4 4

，一日の大半をそのままで過ごし，食事もとらなかった」（29f.）。傍点は引用
者による。ここに至って，オーベルリーンはレンツへ影響力を失っている。

36）ただし，オーベルリーンが手記で吐露する弁明からは，その治癒の試み（とその失敗）が周囲
から完全には理解されないだろうという，猜疑心に似たものを読み取るのは困難ではない
（49）。

37）August Stöber, S. 1001.
38）Burghard Dedner / Hubert Gersch / Ariane Martin （Hrsg.）, S. 40.
39）Ebd., S. 41f.
40）「オーベルリーンの奥様，あの女性がどうしているのか，お願いですから教えていただけませ
んか。あの方の運命は，わたしの心に鉄のかたまりのようにのしかかっているのです」（20）。
すぐに述べるように，この台詞は，オーベルリーンの手記では，牧師とのやり取りで

4 4 4 4 4 4 4 4 4

発せられ
ていた（40）。

41）Burghard Dedner / Hubert Gersch / Ariane Martin （Hrsg.）, S. 163.
42）この点で，断片『レンツ』においては，「苦悩の原因への問いは背景に退き」，「それに代わっ
て，精神を病んでゆく経過

4 4

の描写（die Darstellung des Ablaufes der seelischen Erkrankung）
が重要性を増す」とするロイヒラインの指摘は正しい。「病そのものは，もはや単なる容体

4 4

（Zustand）として定義される，多かれ少なかれ不変的な（invariabel）症状とは解されない。
そうではなく，入れ替わり立ち替わり変化する（sich abwechselnd und ablösend）症状が特徴
をもって進行する過程（Prozeß）と解されるのである」。Georg Reuchlein: „ . . . als jage der 
Wahnsinn auf Rossen hinter ihm“. Zur Geschichtlichkeit von Georg Büchners Modernität: Eine 
Archäologie der Darstellung seelischen Leindens im Lenz. In: Barbara Neymeyr （Hrsg.）: Georg 
Büchner. Neue Wege der Forschung. Darmstadt 2013, S. 179.　ただし，ロイヒラインは，分析を
語り手と語りに限定し，本稿が検討した牧師とエピソード連想の役割には立ち入っていない。

43）ミシェル・フーコー他（慎改康之・柵瀬宏平訳）『ピエール・リヴィエール ― 殺人・狂気・
エクリチュール』（河出書房）2010年。

44）Sascha Bechmann: Büchners Lenz - Eine vollgütige klinische Pathographie. München 2002; 
Melanie Feurle: Die Darstellung der Schizophrenie in Georg Büchners „Lenz“ -Erzählung und deren 
Zusammenhang mit dem im Text entfalteten Natur- und Menschenbild. München 2002; Aljona 
Merk: Literarische Wahnsinnsdarstellungen in Georg Büchners „Lenz“. München 2007; Miriam 
Burkert: Georg Büchner: Die Schizophrenie der Figur Lenz. München 2009.

45）木村敏『新編　分裂病の現象学』（筑摩書房）2012年。とくに第二章の二節「ドイツ語圏にお
ける精神病理学の現況」（64～128頁）を参照のこと。

46）「ふつう，専門医が分裂病者を診断する場合，三種類のデータを総合して判断の基礎にすえる。
ひとつは，病者自身の体験するなまの主観的体験であり，もうひとつは病者の日常の生活様式
や言動，性格の変化など客観的にとらえられる徴候，そして第三が医師と病者とのあいだで生
まれる現象，つまり右に述べた疎通生（ラ　ポール）や接触（コンタクト），または感情的印
象に関するデータであって，これは診断のうえで前二者にまさるともおとらぬ重要性をもって
いる。（中略）むろん，分裂病以外のほかの精神病や神経症でもそれなりの特有な感じをそな
えているはずであるが，分裂病の場合ほどの特異さであらわれることはないし，また問題にも
されない。逆にいえばそれほど「分裂病くささ」というものはきわだっているのであって，こ
のことはまた，分裂病という病態が知能や感情などという個々の心理的機能の障害でなく人間
の在り方の全体的変化に由来していること，またさらにすすんで，「人と人のあいだでもっと
も特有に現れでてくるところの病い」，もっと簡略にいえば，「人と人のあいだで成立する病
態」であることを如実に物語っているのではあるまいか」（宮本忠雄『精神分裂病の世界』（紀
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伊国屋書店）2003年，69頁以下）。ただし，このようにリュムケの「分裂病くささ」を，統合
失調症の特異点とする宮本にして，統合失調症の患者が体験する世界を例示するにあたっては，
文学作品などの事例を，きわめて素朴に利用している。なお，統合失調症を「個別化原理の危
機」とみる木村（註 44）は，「プレコックスゲフュール」を「「他者の根本的拒絶という不自
然な手段による個別化確立への努力」という分裂病性の根源的事態が病者との出会いを通じて
われわれ自身の自覚に映じたもの」と定義しなおしている（木村，前掲書，235頁）。
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〈Summary〉
  The fundamental principle of dividing the types of things is that the classification must be 

in the same logical starting point, and the logical starting points are different, so are the types 

of things. There are various classifications of the poetic image language. The study on multi-di-

mensional classifications of the image language can be involved in the following several 

aspects: the classifications from the perspectives of linguistic analysis, object attributes, artistic 

techniques, and psychology etc..

〈Key words〉
the poetic image language; multi-dimension; classification; reflection

1. 引言

划分事物类型的根本原则是必须在同一逻辑起点上，逻辑起点不同，划分的类型就不同。众多

学者对诗歌意象语言的划分标准不一，因此，诗歌意象语言的分类种类也多种多样。我们从语言学

角度分析，与诗歌意象相对应的大多是日常语言中表示具体物象、事象的名词性词语，这些具象性

的、可感知的名词性词语用在诗歌中便成为意象词语。诗歌中，担负一组意象语言的可以是单个的

意象词语，即名词性词语�1），如“杜鹃”、“玫瑰”、“流水”、“明月”；也可以是一个固定的熟语�2），

如“庄生梦蝶”、“望帝托心”；同时也可以是一个以意象词语为主体的非名词性短语或句子等，如

“白桦树沉默着”、“交叠成一弯新月”、“花溅泪”。在这些非名词性短语或句子中，意象词语构成了

承载诗歌意象语言的主体，而其它形容词、动词等是对主体意象词语的修饰、说明和描绘（刘芳，

2007）。本文中，我们将在前人对诗歌意象语言分类研究的基础上，结合自己的观点和看法，以汉、

英诗歌作品为例，对意象语言的分类进行多维度的考察和探析。

2. 语言分析视角的分类

诗歌意象是以语言为载体和物质外壳的，因此，我们使用常见的语言分析方法，在前人观点的

基础上，通过对作为意象载体的语言进行分析，将诗歌意象语言分为静态意象语言和动态意象语言。

2.1 静态意象语言

充当静态意象语言的大多是名词性词语，包括名词性词和名词性短语。静态意象语言又可分为

“单纯”的和“复合”的两种形式，由表示单个客观物象或事象的名词所承担的意象语言为单纯的
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静态意象语言；由两个或者两个以上表示客观物象或事象的名词，或者由形容词与其所修饰的具象

性名词而构成的名词性短语所表现的意象语言，称为复合的静态意象语言。例如汉语诗句“枯藤老

树昏鸦，小桥流水人家”（�马致远《天净沙·秋思》）中的“人家”为单纯的静态意象语言，而

“枯藤”、“老树”、“昏鸦”、“小桥”、“流水”等为复合的静态意象语言。英语诗歌，如雪莱（P. B. 

Shelley）的《云》（The Cloud）（托马斯 •哈代等，2006 ：143），诗句“I bring fresh showers for the 

thirsting flowers, From the seas and the streams”（我给干涸的花朵，从海洋，从河川，�带来新鲜的阵

雨）中的意象语言“seas”（大海）和“streams”（溪流）�为单纯的静态意象语言，意象语言“thirst-

ing flowers”（干渴的花朵）为复合的静态意象语言。

2.2 动态意象语言

所谓动态意象语言是指意象语言中包含有对诗歌进行动态性描写的动词，如汉语诗句“东风随

春归，发我枝上花”（李白《落日忆山中》），其中的意象语言“东风随春归”�、“发我枝上花”分别

包含着对客观事物动态描写的动词“随”、“归”、“发”，这两组意象语言即属于动态意象语言。英

语诗歌，如雪莱（P. B. Shelley）的《歌》（Song）（罗志野，2000 ：78），第一节诗句“A widow 

bird sate mourning for her love / Upon a wintry bough; / The frozen wind crept on above, / The freezing 

stream below.”（失伴的鸟为她逝去的情侣悲伤，独自站在冬天的枝头上；霜冻的风从上空掠过，

冰冷的溪水在下面轻唱）中，意象语言“A widow bird sate mourning”（失伴的鸟在悲伤）、“ The 

frozen wind crept”（霜冻的风掠过）中分别包含着对客观事物动态描写的动词短语和动词“sate 

mourning”��3）、“crept”，这两组意象语言即为动态意象语言。

3. 物象属性视角的分类

承担诗歌意象语言主体的意象词语所对应的是一个个具体的物象、事象，按照这些客观物象、

事象的基本属性，可以将诗歌意象语言划分为自然的、社会的、神话的。

3.1 自然意象语言

当诗歌意象取材于大自然中的各种物象，包括风、雨、电、雷、日、月、星辰等天象，包括山、

水、花、木、草等自然景观，包括飞禽走兽等动物时，表示此类物象的词语即成为担负诗歌意象语

言主体的意象词语，包含这类主体意象词语的意象语言即被称为自然意象语言。

大自然中的“日之艳、月之美、山之高、云之浮、溪之流”等，无不装扮着这个五彩缤纷的大

世界。中外诗人也创作出了许许多多以自然景观语言为意象语言的诗歌作品。如以“风”为意象语

言的汉语诗句有：南宋词人辛弃疾《青玉案》中“东风夜放花千树，更吹落，星如雨”；南宋哲学

家朱熹《春日》中的“等闲识得东风面，万紫千红总是春”；现代诗人朱自清《春》的“盼望着，

盼望着，东风来了，春天的脚步近了”等等。以“风”为意象语言的英语诗歌有：英国诗人雪莱

（P. B. Shelley）的《西风颂》（Ode to the West Wind）；英国诗人亚历山大 • 蒲柏（A. Pope）的《批
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评论》（An Essay on Criticism）；英国诗人梅斯菲尔德（J. Masefield）的《西风》（The West Wind）

等等。

3.2 社会意象语言

诗歌意象如果取材于社会上的人，以及人类一切社会活动所产生的各种物象或事象，包括人物、

用具、地点、事件、典故等，那么表示此类物象、事象的词语即成为担负诗歌意象语言主体的意象

词语，包含此类主体意象词语的意象语言即被称为社会意象语言。如汉语诗歌中的“蜡烛”（喻指

乐于奉献的人等），“诸葛亮”（喻指充满智慧的人），英语诗歌中的“Uncle Tom”（喻指逆来顺受的

黑人），“Dunkirk”（敦克尔克，法国北部港市，1940 年英军和部分法军被德军击败后，由此撤往

英国，喻指溃退、困难局面）。

英国诗人多恩（J. Donne）写有一首爱情诗《临别慰语：莫悲伤》（A Valediction: Forbidding 

Mourning）（蒲度戎等，2000 ：18），全诗共九节。它不同于其它爱情诗，多恩在这里没有写花容月

貌、婉转柔情，而是使用了奇特、新颖的构思方式，以“twin compasses”（两脚圆规）作为诗歌意

象语言，用来象征“爱情”。诗人独具匠心地将数学工具圆规的两脚运动用来隐喻情侣之间的分离

和团聚，表现了情侣间那种互相支撑、互相忠贞、不可分割的完美精神之爱。这一社会意象语言的

使用包含了诗人对爱情的性质、人的心理所进行的冷静理智的深刻体会和分析。

3.3 神话意象语言

当诗歌中的意象取材于人类通过想象而创造出的各种物象或人物，如中国古代神话中的“嫦

娥”、“龙”、“凤凰”等，古希腊、罗马神话中的“dragon”（龙）、“Eros”（厄洛斯，也叫丘比特，

希腊神话中的爱神）等时，表示此类物象的词语即成为担负诗歌意象语言的主体意象词语，包含此

类主体意象词语的意象语言即被称为神话意象语言。

“Helen”（海伦）是英语诗歌中常被使用的意象词语，在英语诗歌中，主体意象词语“Helen”

（海伦）一出现，就是“绝色美女、美丽、纯洁”的象征。这一意象词语来源于希腊神话，最早出

现在《荷马史诗》（Homeric Hymns）中的《伊利亚特》（The Iliad）。Helen 是希腊众神之王宙斯

（Zeus）的女儿，是斯巴达国王梅内莱厄斯（Menelause）的王后，后因其绝美的容貌而被特洛伊王

子帕里斯（Paris）诱走，从而引起了长达十年之久的特洛伊战争（Trojan War）。历代英语诗歌作品

中，诗人常使用�“Helen”�作为主体意象词语来表示或赞美“美女”或“美丽善良的人”。如美国作

家、文艺评论家爱伦 •坡（E. A. Poe）的一首悼念诗《致海伦》（To Helen）（龙毛忠等，2004 ：279），

它是诗人为了纪念其中学同学的母亲简 • 斯蒂恩 • 斯塔那德夫人（Mrs. Stanard）而作。诗中，

“Helen”一词承担了诗歌的中心意象语言，用来喻指斯塔那德夫人。斯塔那德夫人非常端庄美丽、

善良，是诗人心目中的偶像。后来，年仅 31 岁的斯塔那德夫人不幸因病去世，爱伦 • 坡无比伤心，

在很长一段时间里精神恍惚，甚至多次在夜间到斯塔那德夫人的坟墓前哭泣。此诗中，爱伦 •坡将

自己比作一个风尘仆仆、疲惫不堪的流浪汉，而海伦的美就像是一艘古老的奈西亚帆船，指引他到

达安全的港湾。这首诗表达了诗人第一次纯粹理想的爱情。“Helen”一词已经成为英语诗歌中具有
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象征“美貌、纯洁”这种现成意义和习惯用法的替代物，成为历代英美诗人借以使用来创造新作品，

从而引起人们固定情感的主体意象词语。

4. 意象语言表现手法视角的分类

客观物象、事象要想成为情感载体的意象，必须借助于艺术表现手段来实现。我们按照客观物

象、事象转化为诗歌意象的三种基本方式，将诗歌意象语言分为描述性意象语言、比喻性意象语言

和象征性意象语言。

4.1 描述性意象语言

描述性意象在中国古代文论中被称为“赋象”。中国南宋朱熹在其《诗集传》卷一中解释说：

“赋者，敷陈其事而直言之也。”（朱熹，1980 ：3）可见，描述性意象语言即是对客观事物的直接陈

述、描写，但是这种描写浸透了诗人的情感，正所谓“感情被物渗透，物象直射出感情”。描述性

意象语言所呈现出的是感觉中的现实，似乎是在描摹实景，但却是经过诗人精心加工而创造出的主

体情思和客观外景的结合物。

如中国宋代徐俯的《春游湖》：

　　双飞燕子几时回？夹岸桃花蘸水开。春雨断桥人不度，小舟撑出柳阴来。

在这首诗中，诗人选择使用了几组简洁的描述性意象语言：双飞燕子、桃花蘸水开、春雨、断

桥、小舟撑出柳阴等，勾画出了一个情趣昂然的春游图：燕子在飞、桃花在开，春雨在下，小舟迎

面撑来。清新的描述性意象语言描绘出了江南水乡特有的春天美景，也表达了诗人喜悦无比的心情。

4.2 比喻性意象语言

顾名思义，比喻性意象语言的表现手法就是比喻，即中国古代文论中的“比”。中国朱熹

（1980 ：4）说：“比者，以彼物比此物也。”比喻性意象语言把两种事物的相似点连接起来，以彼喻

此、以小喻大、以具体喻抽象，间接传达情感，借以取得鲜明生动、深入浅出的效果。

我们现以英美诗人笔下的意象词语“rain”为例，它是一种“性爱、情爱”的隐喻，表达对爱

情、爱人的渴望和追求。这源自于希腊神话传说，“据希腊神话，阿耳戈斯国王阿克里西俄斯得到

神谕，说他必将死于外孙之手。于是阿克里西俄斯决心不让女儿出嫁，把公主达那厄囚禁在一座铜

塔之中，塔里只有一个天窗。但众神之王宙斯却化作一场金雨自天而降，来与她相配，使她受孕。

由此在西方人的观念中，‘rain’成为性爱、情爱的隐喻，表达对情人、爱情的渴念和追求”（张德

明，1997）。在英语诗歌中，词语“rain”亦常作为具有“爱情”隐喻义的主体意象词语而被诗人

所青睐。如美国女诗人狄金森（E. Dickinson）的《暴风雨夜，暴风雨夜》（Wild Nights, Wild 

Nights）：
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Wild nights! Wild nights! / Were I with thee,  / Wild nights should be  / Our luxury!

Futile——the winds—— / To a heart in port,—— / Done with the compass, / Done with the 

chart.

Rowing in Eden! / Ah! the sea! / Might I but moor / To-night in thee! 

� （Gilbert & Gubar，1985 ：844）

　　暴风雨夜，暴风雨夜！ /�我爱和你同在一起�/�暴风雨夜就是�/�豪奢的喜悦 !

　　风，无能为力——�/�心，已在港内——�/�罗盘，不必�/�海图，不必

　　泛舟在伊甸园啊，/�海！ /�但愿我能，今夜�/�泊在你的水域！

� （江�枫译）（吕进，1989 ：875）

美国学者评论说，这首诗表达了一个渴望爱情之人的内心炽热情感。诗人狄金森有过失败的初

恋，也许是这样的原因使她归隐家中，深居简出，终身未嫁。此首诗是她 31 岁时的作品，这时，

面对无望爱情的她已在家中隐居了六年，这首诗正是她感情达到最高点，几乎无法控制时的最集中、

最强烈和最富有诗意的抒写。诗歌中的意象语言“暴风雨夜”隐喻着“爱情”，“我爱和你同在一起，

/暴风雨夜就是 /�豪奢的喜悦！”语言不事雕琢，质朴、清新、凝练，表现了诗人情绪的激越和对

爱情的渴望。

4.3 象征性意象语言

象征性意象语言所用的表现手段在中国古代文论中称为“兴”。中国朱熹（1980 ：1）说：“兴

者，先言他物以引起所咏之词。”兴即是兴起发端，借他物、他景起情，引出要歌咏的事物。诗人

在客观世界中寻找“情感对应物”，运用象征性意象语言间接地表现其思想情感及抽象哲理，使得

情思隐藏于物象之中，平中见奇，含而不露。

如英国诗人艾略特（T. S. Eliot）的《序曲》（Preludes）中的第一节：

The winter evening settles down / With smell of steaks in passageways. / Six o’clock. / The 

burnt-out ends of smoky days. / And now a gusty shower wraps / The grimy scraps / Of withered 

leaves about your feet / And newspapers from vacant lots; / The showers beat / On broken blinds and 

chimney-pots, / And at the corner of the street / A lonely cab-horse steams and stamps. / And then the 

lighting of the lamps.� （Brooks & Warren，2004 ：91）

　　冬日的黄昏渐趋宁静�/�过道里弥漫着牛排味。/�六点种。/�烟雾缭绕的日

子已经燃至尽头，/�眼下一阵急风暴雨�/�卷起满是尘垢的枯叶碎片 /�在你脚下

飞旋。/�它又掀起空地上的报纸�/�那阵雨敲打在�/�破旧的百叶窗和烟囱顶管上，

/�大街的角落里�/�一匹孤独的马冒着气、顿着脚。/�接着亮起了灯。
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� （刘守兰译）（刘守兰，2003 ：335）

“winter”（冬日）是整首诗的中心意象。诗中具体描写的是冬日伦敦的景象，但实际上诗人

是在借“winter”这一中心意象词语，通过对冬天黄昏毫无生气的萧条景象的描写来象征第一次世

界大战后英国城市文明没落的现象以及由此而导致的人们心灵的空虚和精神生活的匮乏。

5. 心理学视角的分类

意象是一个既属于文艺学又属于心理学的概念。心理学中的意象表示事物在人脑中的复现，指

依靠人的各种感官对外界事物产生感觉和知觉上的经验，并以此引起重现和回忆。西方文学领域中

对意象的研究主要以心理学中的意象概念为基础。英美意象派奠基人庞德（E. Pound）为意象所下

的定义：“An image in that which presents an intellectual and emotional complex in an instant of time.”

（一个意象是在一刹那时间里呈现理智和情感的复合物的东西）（Pound，2004 ：84），应该说是侧

重于心理学角度的表述。西方学者认为，“一个意象是感觉经验的再现，虽然一个意象经常是视觉

所感受到的，但文学批评家们将其扩展为所有的感官的感受：视觉、听觉、味觉、嗅觉、触觉等

等。”（Dube et al，1976 ：438）也就是说，具有形状、色彩、结构以及其它能够引起视觉反应的特

征的具象性意象语言，同时也可以刺激其他感官的反应，如味觉、嗅觉、听觉、触觉等的反应。这

一阐述代表了西方众多学者的观点。例如，当我们读到诗歌中的主体意象词语“花”时，自然物

“花”的表象就会出现在脑海，同时，与“花”的概念联系在一起的其他种种表象，诸如绚烂多彩

的花色、妩媚千姿的形状、沁人肺腑的香气等等，都会在我们脑海在中出现，并刺激我们各种感官

的反应。另一方面，从诗歌意象语言的建构和解读看，也是诗人和读者心理活动的一种表现。英国

诗人艾略特（T. S. Eliot）说：“意象来自他（作者）从童年就开始的整个感性生活。”（见饶建华，

1990 ：27）所以意象常常是我们亲眼目睹的事物，也可以是声音，或者是一种触感，还可以是气味、

滋味、或者疼痛、饥饿等肉体的感觉等。因此，我们可以从心理学角度对诗歌意象语言进行分类，

将其分为视觉意象语言、听觉意象语言、触觉意象语言、味觉意象语言、嗅觉意象语言等。

如中国诗人舒婷《落叶》中第一节的诗句：

　　残月像一片薄冰�/�飘在沁凉的夜色里�/�你送我回家，一路�/�轻轻叹着气�/�

既不因为惆怅�/�也不仅仅是忧愁�/�我们怎么也不能解释�/�那落叶在峰的撺掇

下�/�所传达给我们的�/�那一种情绪�/�只是，分手之后�/�我听到你的足音�/�和

落叶混在了一起

诗句中的“残月”、“薄冰”、“落叶”为视觉意象语言，“薄冰”、“沁凉的夜色”为触觉意象语

言 ；“落叶”为听觉意象语言。诗歌中的意象语言有时可兼有两种或两种以上的感觉功能，如前面

的“薄冰”既是视觉意象语言，也是触觉意象语言，而“落叶”既是视觉意象语言，也是听觉意象
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语言；诗歌中常出现的“流水”，既可作为视觉意象语言、也可作为听觉意象语言。英语诗歌如英

国诗人雪莱（P. B. Shelley）的《轻柔的声音寂灭后》（Music, When Soft Voice Die）：

Music, when soft voices die, / Vibrates in the memory — / Odours, when sweet violets sicken, / 

Live within the sense they quicken. 

Rose leaves, when the rose is dead, / Are heaped for the beloved’s bed; / And so thy thoughts, 

when thou art gone, / Love itself shall slumber on.

� （孙梁，1987 ：214）

　　轻柔的声音寂灭后，/�音乐将在回忆中荡漾，/�甘美的紫罗兰枯萎后，/�敏感

的嗅觉中缭绕花香。

　　娇艳的蔷薇凋谢后，/�花瓣将撒遍爱人的床；/�同样地，你消逝后�/�思念将长

眠于眷恋之乡。

� （孙梁译）（同上：215）

这是雪莱的一首爱情诗，诗人用不息的音乐声、不散的紫罗兰花香隐喻地久天长、永不衰老的

爱情。诗句中的“soft voices die”（轻柔的声音寂灭）是听觉意象语言和视觉意象语言的结合，

“sweet violets sicken”（甘美的紫罗兰枯萎）是嗅觉意象语言和视觉意象语言的结合，“the rose is 

dead”（蔷薇凋谢）是视觉意象语言，“love shall slumber on”（思念将长眠）是视觉意象语言。

6. 结语

众多学者对诗歌意象语言的划分标准不一，因而得到的意象语言种类也不同。本文在前人研究

的基础上，依据不同的分类原则，对诗歌意象语言的分类进行了多维度的思考。从语言分析视角考

察，意象语言可有动态和静态之分；物象词语入诗即成为意象，从物象词语的属性这一视角划分，

意象语言可分为自然、社会及神话意象语言；从意象语言表现手法的视角划分，意象语言又可分为

描述性、比喻性及象征性意象语言；从心理学视角划分，意象语言可分为视觉、听觉、触觉、味觉、

嗅觉等意象语言。

后注 ：

1）  名词性词语包括名词性词和名词性短语。名词性词，如“杜鹃”、“玫瑰”、“太阳”、“雨”等；名

词性短语，如“流水”、“明月”、“落花”、“冷月”等。

2）  熟语包括成语、习语、惯用语、歇后语等。

3）  sate 为动词 sit�的古体过去式及过去分词。
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〈Summary〉
  In Japanese Teacher Training Course of University, we exhaust many graduates every 

year. However, all the graduates do not take a Japanese teacher and get the social various jobs 

area.

  Various subjects are learned related to Japanese language, education and Japanese culture 

in the Course, but do the graduates utilize enough knowledge and slills in their present jobs or 

in their social service?

  The Agency for Cultural Affairs reported, in 2000, that we have to place ‘Communication’ 

as a center of the Japanese Teacher Training program, which shows that ‘Communication’ is 

the mosut important of all the contents in the Course. Then what is communication? Jow do the 

graduates utilize their communicative slills which they have acquired in the course, in their 

jobs and in social lives.

  We made an interview research for graduates, and analyzed the collected data using 

M-GTA （Modified Grounded Theory Approach）.
  The result shows that communication our graduates feel enough gained is 

  ①  Cross-cultural communication

  ②  Communication with other person

  ③  Communication with foreigners

  We can conclude that a global talented person with communicative slills is demanded.

はじめに

　大学の日本語教員養成課程の修了生は，日本語教員に就くばかりでなく，社会の様々な職域に

就いていく。課程では，日本語学，日本語教育，日本文化関連の学科目を中心に一般教養をも含

めた多様な学科目を学ぶが，課程で身に付けた資質や能力を現在の職業にいかに還元し，社会貢

献を果たしているのか。課程のカリキュラムを策定したり，授業科目のシラバスを考えたりする

上で，重要な課題となる。

　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。
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　大学の日本語教員養成課程では，この「教育内容」に則り，大学独自のカリキュラムに基づく

日本語教員の養成が実施されている。

　すなわち課程の修了生には，コミュニケーション能力を獲得し，社会に還元していくことが期

待されるが，コミュニケーションの中身までは，上記「教育内容」では明らかにされていない。

　本稿では，課程の修了生へのインタビューを通じて，課程修了後に課程で身に付けた資質や能

力をいかに職業に活かし社会貢献を果たしているか，殊にコミュニケーション能力をいかに活か

しているか，，分析していく。

　分析の方法として，M-GTA（修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチ）を用いる。

M-GTAとは，「データに密着した分析から独自の理論を生成する 3質的研究の方法」（木下，

2003a）である。課程の修了生に，どんなコミュニケーション能力が身についたか，明らかにし

たい。

　本稿は，平成 25年度～平成 27年度科学研究費補助金研究「日本語教員養成課程修了生の社会

貢献とグローバル人材育成に関する構造化研究」（課題番号：25370607，研究代表者：中川良

雄）の研究成果の一部公表である。

1　日本語教員養成とコミュニェーション

1.1　日本語教育の社会貢献

　日本語教育の日本社会への貢献として，門倉（2011）は，

　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。そして外国人児童に接する日本人

児童にもそれは求められています。

と述べ，日本語教育によって，コミュニケーション能力が伸びることを述べている。今後予想さ

れる多文化共生社会の実現のためには，社会の各々が身に付けなければならない能力であると言

える。日本語教員養成課程の囚虜末井は，その先陣を切って，地域の国際化や多文化共生社会の

実現に寄与できるだけの資質や能力を身に付けていると言っても過言ではない。

1.2　日本語教員が考えるコミュニケーション能力

　中川（2007）では，日本語教員を対象としたアンケート調査から，日本語教員が考えるコミュ

ニケーション能力について考えた。「コミュニケーション能力とは何か」について，4件法によ

る評定調査を実施したところ，ポイント上位に挙がってきたのは，

 ●　国際社会の一員としての自覚を持ち，それにふさわしい行動を取る態度・姿勢
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 ●　時と場に応じた適切な文章を書く能力

 ●　適切な挨拶表現を使用する能力

 ●　他者に配慮した言動が取れる態度・姿勢

 ●　異文化や習慣を理解し，不適切な言動を取らないような態度・姿勢

 ●　推論したり，さまざまな情報を関連付けたりしながら言語を使う能力

 ●　コミュニケーション上起こるトラブル（誤解等）への対処能力

というように，平均値の高い上位 7項目のうち 4項目が「社会文化能力」である。このことは，

日本語教員養成課程において養成が比較的容易であると考えられるものである。「時と場に応じ

た適切な文章を書く能力」や「推論したり，さまざまな情報を関連付けたりしながら言語を使う

能力」が高ポイントを示すのは，大学の日本語教員ならではの評価であろう。

　すなわちここで挙がってきた「コミュニケーション能力」とは，日本語教員に求められるもの

であったとしても，課程の主たる目的が日本語教員の養成にあるのなら，課程で養成されるべき

能力であると考えてよい。

1.3　課程修了生はどんな能力を身に付けたか（アンケート調査より）

　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知るため，中川（2013a）では

質問紙アンケート調査を実施した。

　『日本語教員養成において必要とされる教育内容』（2000）について，日本語教員養成課程修

了者を対象に，どの程度「役に立っているか」を問うたところ，もっとも「役に立っている」と

感じる上位学科目は，「コミュニケーション」や「異文化理解・受容」「教材分析」「教授法」な

どといった，いわば日本語教員養成に必須の学科目であることが明らかになった。

　すなわち課程修了後，日本語教員い就くにせよ就かぬにせよ，上記学科目が様々な職域で活か

されることが期待されている。

1.4　もっとも役立っている学科目（記述式アンケート）

　中川（2014））では，アンケート記述回答の結果を次のようにまとめた。

　日本語教員養成の学科目のうち，もっとも役に立っていると感じるのは，

 ①　日本語教育実習・実践　⇒人に伝えることを学ぶ

 ②　日本語教授法

 ③　音声学・音韻論

 ④　異文化理解・異文化（多文化）コミュニケーション

 ⑤　日本語学・日本語文法

である。すなわち，課程の教育内容の中心となる「日本語文法」や「日本語教授法」などの学科

目と並んで，コミュニケーション，異文化コミュニケーションも，重要な知識・能力として課程

の修了生に体得されていることが明らかになる。
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2　グラウンデッド・セオリー・アプローチ

2.1　（オリジナル版）グラウンデッド・セオリー・アプローチ

　グラウンデッド・セオリー・アプローチ（Grounded Theory Approach，以下 GTAとする）は，

A.ストラウス，B.グレーザーによって 1967年に案出された質的調査の科学的方法論である。

データに根差した理論の形成を目指した方法論で，データ収集をいかに深く行うか，そしてその

データに基づいて（Grounded on data），いかに理論化していくかが重要となる。看護，保健，

ソーシャルワーク，介護，リハビリテーション，臨床心理学等のヒューマン・サービスの領域を

中心に応用が広がりつつある質的研究の代表格である。

　GTAの中心技法は次の通りである。

　まず調査者は，できるだけ受け身で相手（調査協力者）に語らせる（ナラティブ）。収集した

情報を単一の内容ことに分解（切片化）し，ラベルを付ける（ラベル付与）。各切片では，個別

情報の背景等を構成する要素（プロパティ）を見つけ，要素ごとに当該情報が持つ性格（ディメ

ンション）を明示する。ディメンションが変化した場合の変化（パターン）を検討するために新

たな観察対象を設定する。そしてラベルをグループ化して，共通する理論を見つけ出していく，

という流れである。

2.2　修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチ

　上記 GTAには，数々の解釈があり，修正版が提出されている。ここでは，その一つ，木下康

仁（2007）による修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチ（Modified Grounded Theory 

Approac，以下M-GTAとする）を紹介したい。

　M-GTAは，上記 A.ストラウス，B.グレーザーの考えを踏襲しつつも，その可能性を実践し

やすいように改良された質的研究法（木下，2003）で，質的研究とは，質的データを用いた研究

で，質的データとは，当該の研究テーマに関して豊富なデータであることと規定される。データ

の解釈から説明力のある概念の生成を行い，そうした概念の関連性を高め，まとまりのある理論

を作る方法である。つまり分析とは，データの意味の解釈であり，いくつか考えられる意味可能

性の中からどれかを選択し，その作業を関連付けながら継続していく方法である（木下，2003

など）。

　M-GTAでは，分析テーマと分析焦点者（調査協力者）からデータを見ていき，データのある

部分に着目する。そしてなぜその部分に着目したのかを考える。それが解釈の始まりである。こ

こで重要なのは，その部分の意味を検討するだけでなく，類似例の可能性についても考えること

である。

　そのためM-GTAでは，GTAとは異なり，情報の切片化は行わず，収集したデータそのものを

対象として，深く観察することを重視する。ラベル化された切片を扱うのではなく，「研究する

人間」を扱うことにM-GTAの特性がある。
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　着目したデータは，データ・ワークシートに記入し，「概念名」と「提議」を付ける。他の

データから関連情報（バリエーション）を見つけ出し，同一のワークシートに記入していく（付　

ワークシート参照）。この作業中に気付いたことがあれば，メモとして残し，次の作業の参考と

する。この作業を継続することにより，「概念」から「概念」を生み出し，テーマに即した共通

概念が創出される。

　M-GTAの研究対象は，あくまでも人間であり，その研究領域が看護や教育，臨床心理学など

のヒューマン・サービスの分野に広がりつつあるのは，至極自然な論理である。

　本稿では，木下（2003など）が考案したM-GTAを用いて，インタビュー・データを分析する。

3　調査方法

3.1　調査協力者

　今回分析対象としたのは，次の 10名（A～ J）のインタビュー・データである。

　10名を対象に 30分～60分程度の対面式インタビュー調査を実施し，録音したデータ（音声

データ）を，文字化（文字データ）して使用した。

調査協力者 A
K大学日本語教員養成課程（主専攻）2009年 3月卒業
修了後の職業：進学塾事務職員

調査協力者 B

K大学日本語教員余末井課程（主専攻）2010年 9月修了
修了後の職業： 日本語学校日本語講を経て，，2014年 9月から国際交流基金

日本語パートナーズとしてインドネシア勤務
備考：学部時代オランダへ 1年留学

調査協力者 C
K大学日本語教員養成課程（主専攻）2013年 3月修了
修了後の職業：日本語学校講師

調査協力者 D

K大学日本語教員養成課程（主専攻）2009年 3月修了
修了後の職業： タイ国の大学日本語講師，国内日本語学校講師を経て，現在

高等学校国語講師
備考：学部時代，中国へ 1年間留学

調査協力者 E
K大学日本語教員養成課程（主専攻）2009年 3月修了
修了後の職業： タイ国大学日本語講師，国際交流基金派遣ベトナム日本語講

師

調査協力者 F
K大学日本語教員養成課程（主専攻）2008年 3月修了
修了後の職業： タイ国にて日本語講師を経て，現在国内の大学，専門学校等

で非常勤講師
備考：専門学校から K大学へ編入学

調査協力者 G
R大学日本語教員余末井課程（副専攻）19984年 3月修了
修了後の職業：地方公務員
備考：ボランティア日本語教室に参加，そこで知り合った中国人と結婚
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調査協力者 H
K大学日本語教員養成課程（主専攻）2005年 9月修了
修了後の職業：日本語学校講師
備考：学部時代にオランダへ 1年留学

調査協力者 I
K大学日本語教員養成課程（主専攻）2005年 3月修了
修了後の職業：日本語学校事務職員を経て，現在大学事務職員

調査協力者 J
K大学日本語教員余末井課程（主専攻）2005年 3月修了
修了後の職業： メキシコ国日本語学校講師を経て，現在 NPO邦人職員（小

学校での日本語授業担当）

3.2　調査内容

　調査者と調査協力者が対面し，半構造化インタビューを実施した。まず調査の趣旨（個人情報

を侵害する恐れのないこと，研究以外の目的で使用することのないこと等）を誌面で伝え，了解

を得た。

　調査内容は，次の通りである。

【インタビュー項目】

 ①　調査に関する質問

 ②　日本語教員養成課程を選んだ理由

 ③　当初の期待と同じだったか。

 ④　どんな学科目に精出したか。それはなぜか。

 ⑤　なぜ現在の職業を選んだか。

 ⑥　大学で学んだ学科目が現在の職業に活かされているか。

 ⑦　  課程の修了生は，どんな社会貢献が可能だと思うか。現在どんな社会貢献ができていると

思うか。

 ⑧　課程の修了生は，グローバル人材として活躍できると思うか。

 ⑨　日本語教員養成課程で学んだことが，今後あなたの生活でどう活かされていくか。

4　インタビューの分析

　本調査は，日本語教員養成課程において獲得の目指される「コミュニケーション」の中身につ

いて知ることにある。今回の調査から，日本語教員養成課程の修了生が実際に身に付いたと感じ，

現在の職業や社会生活で活かされていると感じる「コミュニケーション」は，異文化コミュニ

ケーション，対人コミュニケーション，外国人とのコミュニケーションであると思われる。

　以下では，その各々について，今回のインタビュー調査から抽出された「コミュニケーショ

ン」の中身について分析する。
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4.1　異文化コミュニケーション（データ番号①）

　日本語教員養成課程で学び始めた学生にとって，最初の異文化接触は，クラスの外国人留学生

とのコミュニケーションであることが多い。

　クラスの中には絶えず外国人がいて，外国人が日本の文化や慣習を学ぶだけでなく，外国人か

らものの考え方やこれまでの自分の価値観とは異なった考えを持つ人のいることを学ぶ（調査協

力者 E）。そうした外国人と接することによって，そのクラスメイト以外のその国の人と出会っ

た場合の対処法を知ることができる（調査協力者 D）。

　こうした外国人との接触は，外国や外国人に対する壁を低くし（調査協力者 H），視野を広げ

る役割を果たす（調査協力者 I）。

　課程で培った知見や世界観は，課程修了後も継続され，人間関係の構築に役立つ（調査協力者

D）。

　そもそも課程に入る前から，留学井経験を有していたり，語学が好きだったりと，異文化に対

する目は開かれていたことが多い。

4.2　対人コミュニケーション（データ番号②③④）

　日本語教員養成課程の修了生が，課程修了後身をもって実感できるのは，「話し方が上手に

なった」ということである。日本語教員に就かずとも，修了生に求められる技能として筆頭に挙

げられるものであろう（調査協力者 A）。また近隣の人たちとのコミュニケーションも，目に見

えざる能力として評価が高い（調査協力者 C）。

　また偏見や先入観をなくすという姿勢は，課程で外国人とともに学んだ証として注目される

（調査協力者 H）。

　1.2（中川，2007）では，日本語教員に求められる能力として，「適切な挨拶表現を使用する能

力」「他者に配慮した言動が取れる態度・姿勢」を挙げたが，日本語教員に限らず万人に求めた

い能力である。

　このようにしてコミュニケーションじょうずになると，積極的態度へと変身し，自己認識力が

高まる。結果として他者救済の手を差し伸べたり，積極的な働きかけ行動へと進展したりするこ

とになろうが，他者の受け入れも上手になる（調査協力者 F・H）。

4.3　外国人とのコミュニケーション（データ番号⑤⑥⑦⑧）

　日本語教員養成課程の学生の多くは，語学が好きであったり，高校時代などに留学経験を持っ

たりすることが多い。大学（課程）に入っても，語学を学ぶことによって，学習者との距離が短

くなり，親しみやすくなる。また日本語教員に就いた場合には，その語学が学習者の誤用を見つ

けたり，学習者の理解が容易になったり，また自分の学習経験が教授場面で役立つことが多い

（調査協力者 B・D）。すると学習すべき外国語は，英語一辺倒ではなく，中国語や韓国語，ポル

トガル語などが有用となる。
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　外国人とのコミュンケーションで重要なのは，ただ「ゆっくりはっきり話す」というだけでは

なく，学習者個々人にとって「何が難しくて何がやさしいのか」しっかり認識し，フォリナー

トークの技法を身に付けることである（調査協力者 C・F・H）。

　この技法は，日本語教員養成課程の学生に求められるコミュニケーション・スキルであるが，

ではいつその技法は獲得されたのか。課程での教壇実習経験や，これまでに述べてきた外国人学

生との教室内外でのコミュニケーション，そして理論化された学問として日本語教育を学ぶこと

により，強固なものとなったと言える。

　日本語教員に就いた者はもちろん，今後日本がますますの多文化共生社会へと向かうことを想

定すると，必要な能力として身に付けておきたい。

　課程の修了生の就職先は多岐に渡るが，例えば地方行員や公共団体に就職した場合には，相談

窓口として活躍が期待されるし，地域社会においてもよきアドバイザーとしての活躍も見込まれ

る（調査協力者 G）。

おわりに

　日本語教員養成課程の主要な学科目としてコミュニケーションがある。すなわちコミュニケー

ション能力を身に付けた課程の修了生が，日本語教員として活躍することはもとより，社会の

様々な職域で活躍していくことが期待されている。

　これまでコミュニケーションやコミュニケーション能力の獲得が重要であることは，しばしば

強調されてきた。しかしそのコミュニケーションの中身や課程の修了生が身に付けたコミュニ

ケーション能力を社会にいかに還元しているかについては触れられることがない。

　本稿では，課程の修了生へのインタビュー調査を通じて，修了生がどんな資質や能力を身に付

けたか，直接意見を聴取することによって，理論の生成を試みた。分析方法として，M-GTAを

用いたが，まさに人間を対象としたヒューマン・サイエンスであり，適切な分析と議論が展開で

きたものと思われる。

　コミュニケーション能力の獲得は，目に見えて向上したとか，スケールで測れるものではなく，

目に見えざるものであり，人間的成長を通じて，実感されるものであろう。

　今回のインタビュー調査では，修了生が普段は意識することのないコミュニケーション能力に

ついて，自己認識を高め，内省を深めることができた。

　こうしたコミュニケーション能力を備えた人物こそが，グローバル人材として活躍し，社会貢

献を果たしていくことが期待される。
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【付　ワークシート】

データ番号 ①

概念名 異文化コミュニケーション

定　義 異文化を学ぶ環境が整っている

バリエーション
（具体例）

調査協力者：同じクラスで，いろんな外国の方と一緒に勉強できるというのはやっぱり，
自分がいちばん最初に外国人と接するところ，なんと言うのですかね，長く付き合
う中で，そこでいろいろ気を遣ったり考えたりすることはありました。その国の人
の文化とか，腹立つことだってありましたし，特に自分がその国の人と出会った時
に，どういう風に対応していくのががすごく勉強になりました。（調査協力者 D）

調査協力者：そうですね。人間関係は大きいと思います。私の隣の先生も前の先生も外
国の方なので，うーん，そういうことはどうですかという意見を聞かれても，日本
人として考えられますし，やっぱり対人関係ということは役立ったと思います。
（調査協力者 D）

調査者：いやな思いをすることもあるけれども。
調査協力者：はい。別にそれは，その国の考え方であるなら仕方ないですし，逆に日本
の考えを押し付けるのもよくないですし。

調査者：どっちが悪いというわけでもないし，おっちがいいというわけでもない。そう
いうような考えが分かってきた。それはやっぱりいっしょに学んだというのが大き
いんでしょうね。

調査協力者；はい，そうです。（調査協力者 E）

調査協力者：そうですね，あのー，日本人が日本語を学ぶ，日本を学ぶということで，
ある種，自分の国のことを外から見るというか，それを発信できるチャンスもきっ
と，あのー，例えば外国語大学に行かなかった，例えば N大学とか，外国語に関
係のない学部の方からしたら，外大生ってきっと世界に対する，なんでしょうか，
壁があまり高くないというか，わりとフラットにフランクにいろんな外国の人と接
することが苦ではないと思うので，日本語教師の職に就いていなかったとしても，
4年間勉強したことで，例えばコミュニケーション取ったときに，外国から見えて
るちょっとした誤解とか，古い知識とかを，まあ，かみ砕いてじょうずに言うこと
はできるのかなとは思います。

調査者：なるほどね。外大という狭い空間の中で，外国人と接する機会って，非常に多
いですよね。

調査者：自然とそういう目が身についたというかな。（調査協力者 H）

調査協力者：そうですね。日本語教師やってると，やっぱり，学習者はいろんな立場の
人がいるので，すごくいろんな情報が教室の中に溢れているので，そういった意味
で，いろんなことが外大で勉強できたというところは，いろんなことに視野を向け
るというところで，そういう意識が身に付いたと思います。

調査者：隣にはね，隣に座っている人は外国人というのが普通の状態だったわけですよ
ね。

調査協力者：そうですね。
調査者：それが，現在の職業にかなり結びついているような気がします。
調査協力者：そうですね。（調査協力者 I）

理論的メモ 課程に入ったのは，異文化摂取や異文化交流に興味があったのか。
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データ番号 ②

概念名 対人コミュニケーション 1

定　義 話し方がじょうずになる

バリエーション
（具体例）

被調査者：えー，コミュニケーション能力が伸びたと思います。
調査者：例を挙げて教えていただけませんか。
被調査者：塾ではよく，父兄の方と電話で話したり，生徒はもちろんですが，応対なん
かするときに，対応がいいと言われることがあります。他には，生徒に進学相談を
するときにも，話がよく分かると言われます。そんな時に，ただ話すだけではなく，
おもてなしというか，人との接し方が上手になったような気がします。（調査協力
者 A）

調査協力者：なんか大学のときよりも，周りと主に両親とか，親戚とか，自分の小さい
時から知っている人によく言われるようになったのは，周りへの気遣いや配慮が昔
に比べてできるようになった。（調査協力者 C）

理論的メモ 話し方が上手になると，仕事展開がスムーズになる。

データ番号 ③

概念名 対人コミュニケーション 2

定　義 偏見や先入観をなくす

バリエーション
（具体例）

調査協力者：そうですね。あのー，日本人と話すに当たっても，そうでない人と話すに
当たっても，あまり変な先入観を持たないようになりました。（調査協力者 H）

理論的メモ 親しく付き合ってみると，偏見や先入観は払拭される？

データ番号 ④

概念名 対人コミュニケーション 3

定　義 コミュニケーションの上手い人はオーラを出している

バリエーション
（具体例）

調査協力者：（前略）外国の人に話しかけられる回数が多くなったというのは，何か自
分が変わったのかなと思います。

調査者：あ，そう。
調査協力者：分からないですけど。
調査者：そういうオ－ラを出しているんですね。
調査協力者：ほかの日本人と違うオーラが出ているのかな。
調査者：この人に聞けば分かりそうだと。
調査協力者：というのはときどき感じます。（調査協力者 F）

調査協力者：あのー，街中とかで，留学生とか外国人になぜか声をかけられる。
調査者：わかるの，オーラが出てるんですよ。（調査協力者 H）

理論的メモ コミュニケーションがうまいというのは，なぜ分かるのだろうか。
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データ番号 ⑤

概念名 外国人とのコミュニェーション 1

定　義 外国語を学習することで，外国人に親しみを感じる

バリエーション
（具体例）

調査協力者：話前後するんですけど，学問的なことで言うと，えっと私は大学時代に中
国語を第二外国語として勉強しましたし，あとはちょっとオランダ語も勉強したの
ですけど，まーそういうものがそんな中で，中国語勉強してすごくよかったと思い
ました。

調査者：どうして。
調査協力者：日本語学校が中国人が 90％の学校だったので，もちろん中国語は使わな

いんですけど，やっぱり学生ともっと近くなれるというか，理解しやすくなって，
中国語がちょっとできるというだけで，親しくなれる。（調査協力者 B）

調査協力者：自分が学ぶ時と教える時の比較をしながら考えますし，今も JSLの子供
たちに教えているので，その母国語からの転移というのは考えたりするのに必要か
なってのはありますね。なので自分の外国語学習っていうのは欠かせないものだな
と思います。（調査協力者 D）

理論的メモ 学習すべき外国語は英語なのか，それとも他の外国語なのか。

データ番号 ⑥

概念名 外国人とのコミュニケーション 2

定　義 フォリナートーク

バリエーション
（具体例）

調査協力者：（前略）アルバイトをやっているときに，一年ぐらいコンビニでアルバイ
トをやって，ちょうど早稲田大学の近くで外国人の学生が来て，買い物していった
りというのがあって，日本語もそれなりに話せる人も来るんですが，日本語が分か
らない話せなくて，自分の国の言葉だったり英語を言わないと，おつりにしても合
計がいくらにしても，こんな商品を探しているんだというのにしても，最初は戸惑
いましたけど，日々学生をいろんな国の学生を相手にしているうちに，この人はこ
れが分からないんだ，日本語もこのレベルまでは分かる，行けれども，この先聞い
たら分からなくなるんだったら，外国人のお客さん一人ひとりの対応力も上がった
んじゃないかなと思います。（調査協力者 C）

調査者：やさしい日本語で伝えることができる。
調査協力者：つい話してしまうことがありますね。
調査者：それが日本語教師の経験知というか，体が反応しているんですね。
調査協力者：ついこう出てしまった，変な日本語しゃべってしまったと思いながら。
調査者：それでもまあ伝わったからいいや。（調査協力者 F）

調査協力者：（前略）外国人にとっては分かりやすいけれども，日本人に対して回りく
どいかもしれない。最後まで言わない美徳を，もしかしたら言い過ぎている部分が
自分自身あるのかもしれないので，そこはなかなか確認できないんですけれども，
声の出し方が自分自身ちょっとずつ変わってきているというのを感じますね。（調
査協力者 F）

調査協力者：そうですね。うん。あのー，はい。それは付いていると思います。話し方
の問題もそうなんですけど，一般的な方が外国人に日本語が拙い人にゆっくりはっ
きり話すだけではもちろん通じないですし，私の教えた学習者を企業の方がお迎え
に来られて，そういうような話で話しかけているのを見ると，それは彼らには分か
らないだろうというそういうことがよくあるので，この仕事に就いていなくても，
町で困っている人とか，という意味では役に立てると思います。（調査協力者 H）

理論的メモ このスキルはいつ獲得されたのか。
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データ番号 ⑦

概念名 外国人とのコミュニケーション 3

定　義 コミュニケーション・ストラテジー

バリエーション
（具体例）

調査者：コミュニケーションがうまくなったりとか。外国人とのコミュニケーションに
慣れている。

調査協力者：この人はたぶんこういことを言いたいんだろうなってのが分かったり。
調査者：分かりやすい。例えば誤用を犯しても，この誤用はなんとかだから。
調査協力者：こういうことが言いたいんだ。
調査者：ということが分かるかもしれませんね。日本語教師ってのは，一番それを知っ
てるわけですけれども。そういう経験を積んでるわけですからね。絶えず外国人が
隣にいて。

調査協力者：そうですね，（中略）
調査協力者：そうですね。ときどき外で外国の人に質問，普通に町ですれ違った外国の
人に質問された時の自分の返し方が日本人じゃないなと思うことがありますけれど
も。（調査協力者 F）

理論的メモ 日本人同士のコミュニケーションと，外国人とのコミュニケーションとでは，展開の仕
方が異なる。

データ番号 ⑧

概念名 外国人とのコミュニケ－ 4ション 3

定　義 外国人の相談窓口になれる

バリエーション
（具体例）

調査協力者：でもほとんどが直接は相談になるってことはなかったので，施策を考えた
りするときに，あのー，そういう言葉が分からないから困っているのはもちろんあ
るんですけど，言葉が分かっていても，やっぱりそのコミュニティーに入りにくい
とか，そういう問題を抱えている子が結構いはるというのを，思ってたので，はい，
あまり活かせていなかったかもしれないけど，……（調査協力者 G）

理論的メモ 課程在学時には，課程での学ぶ学科目がどんな場面で役立つか認識が薄い。





〈Summary〉
  In this article, we will present how we practiced co-operative lessons by using 

teleconference system and what is important to make the lessons effective to the participants. 

We carried out distance classes by using teleconference system in five universities in 2014. As 

a result, we clarify the following two important factors to make the lessons active and 

successful; 1） We have to have non-native speakers of Japanese as well as native speakers of 

Japanese participate in the co-operative lessons. 2） Discussion in the co-operative lessons 

should be shared by the various participants who have different background. These two factors 

make the co-operative lessons active and through the co-operative lessons, we can raise young 

students who realize the importance of peace and who will pass it on to the next generations.

Key Words:  Teaching Japanese as a second language, peace education, co-operative learning, 

contact situation

1．はじめに

　筆者らは，大学という高等教育機関の日本語教育において遠隔テレビ会議システムを活用した

協働学習をおこなっている実績をもつ（中西（2014），中西（2015））。本稿は平和を題材として

おこなった協働学習の実践の効果を示すものである。本稿の構成は次のとおりである。まず，2．

で先行研究を概観し，その問題点を指摘する。3．では 2014年におこなった協働学習の概要を示

す。協働学習の後には参加者にアンケートを実施したが，その結果は 4．において選択式アン

ケートの回答を示し，そして，5．において記述式アンケートの回答を示して分析する。そして

6．で遠隔テレビ会議システムを活用した協働授業で重要なことをまとめる。最後に，7．におい

て協働授業の実践の成果と今後の課題を示す。

2．先行研究と問題のありか

　日本における平和教育は，小中学校レベルでは社会科や修学旅行の活用などを通じて多様な形

態でおこなわれている。たとえば，広島市教育委員会は，独自の平和教育で使う小学 3年用のテ
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キストに漫画『はだしのゲン』の採用を決め，2012年度にはモデル校の市立小学校 4校でその

テキストを使った授業の試験的な実践を開始，2013年度には全校実施を目指すまでになってい

る。

　これまでの実践はほとんどが日本語母語話者が対象であり，高等教育機関で非日本語母語話者

を巻き込んだ実践例は極めて少ないが，小山・森岡・近藤・川崎（2012：31）では，長崎外国語

大学において，学部留学生を対象とする日本語の授業で，学部留学生（日本語学習者）が日本語

で戦争体験者にインタビューするという活動を取り入れた実践結果が示されている。この実践で

は「インタビューの相手は留学生が自ら探し出し，その結果を複数の学生間で共有，整理し，発

表するという流れで授業がおこなわれた」とのことで，活動のプロセスでは「学生同士で積極的

に議論し，教え合い，内容を深めていく様子が見られた」という。ただ，小山・森岡・近藤・川

崎（2012）はあくまでも外国人留学生のみの活動であり，本研究のような日本語母語話者との協

働の要素は含まれていない。

　協働学習もピア・ラーニングになると日本語教育での先行研究は多数みられる（清水（2013），

立間（2010），藤森（2010））。しかしながら，平和というテーマでおこなわれた協同学習の実践

例は管見のかぎりない。

　そこで，本研究では，高等教育機関において平和というテーマで協働学習をおこなうことにし

た。本研究ではこの協働学習をテレビ会議システムを活用して「京都・筑波・横浜・フィンラン

ド・スロベニア」の 5大学を同時に結び，遠隔授業という形式で実現させることに成功した。

3．協働学習の概要

　本研究では 2014年 1月に表 1に示すような 2種類の協働学習をおこなった。

　まず，協働学習①では，ヘルシンキ大学（フィンランド），リュブリャナ大学（スロベニア），

筑波大学，横浜国立大学，京都外国語大学の 5地点を同時に結んで，被爆者証言を世界の大学生

に発信する遠隔テレビ会議をおこなった。協働学習①では，被爆者花垣ルミ氏を京都外国語大学

に招待し，遠隔テレビ会議室でインタビューした。その映像・音声を英語に同時通訳して遠隔テ

レビ会議システムを活用して以下の 5大学で共有した。インタビュー後にディスカッションをお

こなった。「ヒロシマの原爆被害」という世界的課題について当事者の話を同時中継で視聴し，

議論の場を設定した。

　協働学習②では，協働学習①（遠隔会議）のビデオ映像を見た後，被爆者（花垣ルミ氏）と京

都外国語大学の大学生，一般京都市民，留学生がディスカッションをおこなった。協働学習②は

協働学習①と若干参加者が異なる。協働学習②は国内外の日本人学生と外国人留学生，および教

員だけでなく，一般市民も参加している。
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表 1　協働学習の概要

協働学習① 協働学習②

日　時 2014年 1月 23日（木）18：15～19：45 2014年 1月 24日（金）16：40－18：10

場　所 京都外国語大学　836教室 京都外国語大学　161教室

内　容 被爆者花垣ルミ氏の映像・音声を英語に同
時通訳して遠隔テレビ会議システムを活用
して同時中継し，ディスカッションをおこ
なった。

協働学習①（遠隔会議）のビデオ映像を
見た後，被爆者（花垣ルミ氏）と京都外
国語大学の大学生，一般京都市民，留学
生がディスカッションをおこなった。

参加者 ヘルシンキ大学（フィンランド人学生 4名，
教員 1名），リュブリャナ大学（スロベニ
ア人学生 3名，教員 1名），筑波大学（留
学生 2名，日本人学生 2名，日本人研究員
4名，教員 2名），横浜国立大学（日本人
学生 10名，教員 1名），京都外国語大学
（日本人学生 22名，中国人留学生 3名，韓
国人留学生 1名，教員 4名，職員１名）

京都外国語大学（日本人学生 38名，一
般 6名，教員 4名，職員 1名），留学生
4名

　協働学習①は上表に示した 5つの大学でおこなった。各大学の詳細をまとめると次のようにな

る。まず，京都外国語大学は被爆国にあり，被爆者が来訪し，同席した大学で，横浜国立大学と

筑波大学も被爆国にある大学である。次に，フィンランドのヘルシンキ大学は隣国に核保有国が

ある国の大学で核についての教育は比較的なされている。最後に，スロベニアのリュブリャナ大

学は比較的核とは縁遠い国にある大学である。5つの大学で事前に授業の目標や進め方について

対等な関係で協議する時間がなく，京都外国語大学で設定した計画に沿って行われた。このため，

被爆者インタビューの発信，質疑討論の議題設定が京都外大主導で進められ，他大学はおおむね

受身的な参加となった。

　協働学習①と協働学習②には次の 3つの特徴がある1）。

　第 1は，被爆者証言を日本語母語話者と非日本語母語話者が一緒に聞き，さらにその接触場面

で平和をテーマとしたディスカッションをおこなっている点である。接触場面とは非母語話者と

母語話者が言語活動上の相互行為を行う場面であるとおおよそ定義することができる（由井

（2003：372））。被爆者証言は通常は日本人だけ，あるいは，海外でなら，アメリカ人だけが聞く

のみである。これに対して，本研究では，日本語母語話者と非日本語母語話者の接触場面で平和

をテーマとしたディスカッションをおこなって問題を共有している。

　第 2は，参加者が共通の言語（日本語と英語）で議論できたことである。今回の協働学習①と

協働学習②はどちらも日本語でおこなわれたが，協働学習①の被爆者証言は同時通訳で英語に翻

訳され，遠隔テレビ会議システムを利用して世界の大学に生で伝えられた。日本語母語話者と非

日本語母語話者が「ことばの壁」でさえぎられることなく，「日本語・英語」を共有することで
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「国家の壁・民族の壁」を乗り越えた対話が可能になったことは貴重な機会であった。

　被爆者の証言を聞く場面は通常，日本語の語りだけである。英語に翻訳される場合でも編集さ

れた映像に英語字幕が付いたものを事後に見るだけである。これに対して本研究では，被爆者の

語りの表情や声，参加者の反応などがすべて映像で世界に伝えられた。遠隔テレビ会議システム

を活用すれば，リアルタイムで議論が共有できる。

　第 3は，異なる背景を有する参加者が平和の大切さを理解し，議論を共有できたことである。

通常の平和教育では，ある一つの国の被害のみがフォーカスされるが，それぞれの参加者の視点

から実情が示され，議論が共有されることはあまりない。このような経験によって，受身的に平

和教育を受けるのでなく，平和の大切さを次世代に能動的に伝えられる人材を育成することにつ

ながる。

4．協働学習後の選択式アンケートの結果

　協働学習①と協働学習②の後に事後アンケートをおこない，次の枠内に示すような 5件法で回

答を求めた。1から 5の数字を使って，以下の質問に答えてください。

5　強くそう思う　　4　そう思う　　3　どちらとも言えない　　2　そう思わない　

1　全くそう思わない

　以下では，アンケートのすべての回答について項目ごとに分析していく。

4‒1　参加者の背景知識

　まず，質問 1の結果を表 2に示す。これを見ると，参加者のほとんどが被爆者や核兵器の問題

に関心を持っていることがわかる。

表 2　質問 1　あなたは被爆者や核兵器の問題に関心を持っていますか。

5 4 3 2 1 無回答 合計

日
本
語
母
語
話
者

協働学習① 大学生（26名） 14 9 2 0 0 1 26

協働学習②

大学生 9 23 5 0 0 0 37

一般
市民

60代 3 0 0 0 0 0 3

40代，20代 2 0 0 0 0 0 2

小計 14 23 5 0 0 0 42

合計 28
（41％）

32
（47％）

7
（10％） 0 0 1

（2％）
68

（100％）
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5 4 3 2 1 無回答 合計

日本語
学習者
（5大学
別参加
者）

中国（3名） 2 1 0 0 0 0 3

韓国（1名） 0 1 0 0 0 0 1

米独（2名） 2 0 0 0 0 0 2

ロシア（2名） 0 2 0 0 0 0 2

フィンランド（3名） 2 1 0 0 0 0 3

合計 6
（54.5％）

5
（45.5％） 0 0 0 0 11

（100％）

　次に示す表 3は質問 2と質問 3の回答をまとめたものである。表 3から，参加者は被爆者や広

島・原爆に関連する何らかの知識を有していることがわかる。特に多かったのは，「d　原爆関

連の芸術作品（絵画，写真，小説など）を鑑賞した」「e　学校で原爆について学んだ」である。

質問 2　あなたは今までに以下の経験がありますか？○をつけてください（いくつでも）。

 a 広島または長崎の原爆資料館を見た

 b 被爆者の証言を直接聞いた（今日は数えない）

 c 被爆者の体験記を読んだ

 d 原爆関連の芸術作品（絵画，写真，小説など）を鑑賞した

 e 学校で原爆について学んだ

 f 原爆に関する研究書・論文を読んだ

 g 日々のニュースで原爆について知る

質問 3　質問 1で○をつけた経験は，あなたの母語でですか。英語でですか。日本語でですか。

 a　母語（英語以外の言語）　　b　英語　　c　日本語

表 3　質問 2　あなたは今までに以下の経験がありますか？○をつけてください（複数回答可）

質問 2 質問 3

a b c d e f g a b c

日
本
語
母
語
話
者

協働学習① 大学生（26名） 11 9 12 16 19 2 8 5 17 0

協働学習②

大学生 21 15 11 21 34 2 13 15 2 25

一般
市民

60代（2名） 3 2 3 3 2 3 3 1 2 4

20－40代（2名） 2 3 1 3 3 0 3 0 0 2

小計 26 20 15 27 39 5 19 16 4 31

合計 37 29 27 43 58 7 27 21 21 31
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質問 2 質問 3

a b c d e f g a b c

日本語
学習者
（5大学
別参加
者）

中国（3名） 1 1 1 1 1 2

韓国（1名） 1 1 1 1

米独（2名） 1 1 1 2 2 1 2 2 1

ロシア（2名） 1 2 2 2 1 1 1

フィンランド（3名） 1 2 2 2 3 1 3 2 1

3 4 4 7 7 3 6 6 5 6

　次に表 4を見られたい。

 表 4　質問 4　普通の爆弾と核爆弾はどう違うか知っていますか。

質問 5　2012年に国連軍縮局が被爆者の証言のサイトを作ったことを知っていますか。

質問 4 質問 5

a　知っている b　知らない a　知っている b　知らない

日
本
語
母
語
話
者

協働学習① 大学生（26名） 19 7 2 22

協働学習②

大学生 18 20 1 39

一般
市民

60代（2名） 3 0 1 1

20－40代（2名） 2 0 1 0

小計 23 20 3 40

合計 42 27 5 62

質問 4 質問 5

a　知っている b　知らない a　知っている b　知らない 無回答

日本語
学習者
（5大学
別参加
者）

中国（3名） 3 1 1 1

韓国（1名） 1 1

米独（2名） 1 1 2

ロシア（2名） 1 1 2

フィンランド（3名） 3 3

合計 9 2 1 8 2

　質問 4については，普通の爆弾と核爆弾との違いは知らない人が半数近くを占めていること，

質問 5については，被爆者の証言のサイトは知名度が低いことがわかった。

4‒2　参加者の印象

　表 5は質問 6「被爆者の証言を聞いてどう思いましたか。」に対する回答をまとめたものである。

210 遠隔テレビ会議システムを活用した協働授業のあり方



表 5から大半の参加者が「恐ろしい」と回答したことがわかる。

表 5　質問 6　被爆者の証言を聞いてどう思いましたか。恐ろしい。

5 4 3 2 1 無回答 合計

日
本
語
母
語
話
者

協働学習
① 大学生（26名） 16 7 1 0 1 1 26

協働学習
②

大学生 26 8 0 1 0 3 38

一般
市民

60代（2名） 2 0 0 0 0 1 3

20－40代（2名） 2 0 0 0 0 1 3

小計 30 8 0 1 0 5 44

合計 46
（65.7％）

15
（21.4％）

1
（1.4％）

1
（1.4％）

1
（1.4％）

6
（8.6％）

70
（100％）

5 4 3 2 1 合計

日本語
学習者
（5大学
別参加
者）

中国（3名） 2 1 3

韓国（1名） 1 1

米独（2名） 1 1 2

ロシア（2名） 2 2

フィンランド（3名） 2 1 3

合計 4
（36.2％）

5
（45.5％）

1
（9.1％）

1
（9.1％） 0 11

（100％）

　次の質問「b　被爆者証言の内容に興味があるし，聞くことは有意義だと思う。」に対しては

参加者のほぼ全員が「そう思う」と回答した。

表 6　被爆者証言の内容に興味があるし，聞くことは有意義だと思う。

5 4 3 2 1 無回答 合計

日
本
語
母
語
話
者

協働学習
① 大学生（26名） 23 3 0 0 0 0 26

協働学習
②

大学生 23 13 0 0 0 2 38

一般
市民

60代（2名） 0 0 0 0 1 3

20－40代（2名） 1 1 0 0 0 1 3

小計 24 14 0 0 1 6 45

合計 47
（66.1％）

17
（24％） 0 0 1

（1.4％）
6

（8.5％）
71

（100％）
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5 4 3 2 1 無回答 合計

日本語
学習者
（5大学
別参加
者）

中国（3名） 3 0 0 0 0 0 3

韓国（1名） 0 1 0 0 0 0 1

米独（2名） 2 0 0 0 0 0 2

ロシア（2名） 2 0 0 0 0 0 2

フィンランド（3名） 1 2 0 0 0 0 3

合計 8
（72.7％）

3
（27.3％） 0 0 0 0 11

（100％）

4‒3　参加者が感じた協働学習の効果

　以下の表 7～表 9に示すのは，質問 7「このディスカッションは具体的にあなたにどんな利点

がありましたか。」の回答である。まず，表 7を見てみよう。

表 7　日本語や英語（会話，文法，語彙）の熟達度が向上した

5 4 3 2 1 無回答 合計

日
本
語
母
語
話
者

協働学習
① 大学生（26名） 1 9 8 4 1 1 24

協働学習
②

大学生 1 4 5 4 2 3 19

一般
市民

60代（2名） 1 1 0 0 0 2 4

20－40代（2名） 0 0 1 0 0 2 3

小計 2 5 6 4 2 7 26

合計 3
（6％）

14
（28％）

14
（28％）

8
（16％）

3
（6％）

8
（16％）

50
（100%）

5 4 3 2 1 無回答 合計

日本語
学習者
（5大学
別参加
者）

中国（3名） 1 2 0 0 0 0 3

韓国（1名） 0 0 0 1 0 0 1

米独（2名） 2 0 0 0 0 0 2

ロシア（2名） 0 2 0 0 0 0 2

フィンランド（3名） 0 2 1 0 0 0 3

合計 3
（27％）

6
（55％）

1
（9％）

1
（9％） 0 0 11

（100％）

　表 7では「a．日本語や英語（会話，文法，語彙）の熟達度が向上した。」に対する回答を見て

みよう。5と 4で 34％の参加者が効果があったと回答している。

　次に，表 8で「他の文化背景の人とディスカッションすることで様々な意見を知ることができ，

視野が広がった」に対する回答を見てみよう。
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表 8　  他の文化背景の人とディスカッションすることで様々な意見を知ることができ，視野が広

がった。

5 4 3 2 1 無回答 合計

日
本
語
母
語
話
者

協働学習
① 大学生（26名） 1 9 8 4 1 1 24

協働学習
②

大学生 4 6 7 1 0 0 18

一般
市民

60代（2名） 0 2 1 0 0 0 3

20－40代（2名） 1 0 0 0 0 0 1

小計 5 8 8 1 0 0 22

合計 6
（13％）

17
（37％）

16
（35％）

5
（11％）

1
（2％）

1
（2％）

46
（100％）

5 4 3 2 1 無回答 合計

日本語
学習者
（5大学
別参加
者）

中国（3名） 2 1 0 0 0 0 3

韓国（1名） 0 1 0 0 0 0 1

米独（2名） 1 1 0 0 0 0 2

ロシア（2名） 1 1 0 0 0 0 2

フィンランド（3名） 2 1 0 0 0 0 3

合計 6
（55％）

5
（45％） 0 0 0 0 11

（100％）

　表 8から，大半の参加者が「他の文化背景の人とディスカッションすることで様々な意見を知

ることができ，視野が広がった」と認めていることがわかる。この結果から，協働授業では，異

なる背景を有する参加者どうしの接触場面を設定することが大切だと言える。他者が自分とは異

なる意見を有することに気づくからである。このことは参加者が自らを客観視し，自己を確立し

て自分の意見を持つという効果につながる。

　最後に，表 9を見てみよう。
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表 9　  外国の人と話すとき，文化や考えの違いを配慮したコミュニケーションを心がけたいと思

うようになった。

5 4 3 2 1 無回答 合計

日
本
語
母
語
話
者

協働学習
① 大学生（26名） 11 9 8 4 1 1 34

協働学習
②

大学生 3 6 6 1 0 0 16

一般
市民

60代（2名） 2 0 0 0 0 1 3

20－40代（2名） 0 1 0 0 0 2 3

小計 5 7 6 1 0 3 22

合計 16
（29％）

16
（28％）

14
（25％）

5
（9％）

1
（2％）

4
（7％）

56
（100％）

5 4 3 2 1 無回答 合計

日本語
学習者
（5大学
別参加
者）

中国（3名） 0 3 0 0 0 0 3

韓国（1名） 0 0 1 0 0 0 1

米独（2名） 2 0 0 0 0 0 2

ロシア（2名） 1 1 0 0 0 0 2

フィンランド（3名） 2 0 1 0 0 0 3

合計 5
（46％）

4
（36％）

2
（18％） 0 0 0 11

（100％）

　表 9から「外国人と話すとき，文化や考えの違いを配慮したコミュニケーションを心がけたい

と思うようになった」という設問に対し，半数強の参加者が肯定的な回答をしていることがわか

る。

5．協働学習後の記述式アンケートの結果

　協働学習①と協働学習②の後に事後アンケートをおこなった。結果は以下のとおりである。

8　After you took part in today’s session, how have your views changed concerning the 

atomic-bombing, nuclear weapons and peace?

今回のディスカッションのあとで，平和・原爆・核兵器について認識や意識はどう変化

しましたか。

5‒1　非日本語母語話者との接触場面でのディスカッションの大切さ

　協働授業では，遠隔テレビ会議システムを活用すれば，異なる文化背景を有する参加者の接触

場面を容易に設定できる。たとえば，日本人だけでなく，日本人と日本語を学習する外国人を参
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加させ，異なる文化で育った人の異なる意見を共有させることができる。

　協働学習後の記述式アンケートの結果から，以下のような意見が得られた。

  （1）  以前からこの問題に興味を持っていましたが，今回中国出身の人の話を聞けて，戦争，

原爆を日本だけの面でなく，もっと広い視野で見れたことがよかったです。（日本人大

学生，英米語学科 4年，20代）

  （2）  国内だけでなく，海外に原爆の話を伝えていくことが大切だと考えました。そして，今

回はじめて外国の方がどのように原爆について考えているか，知ることができました。

（日本人大学生，国際教養学科 2年，20代）

　（1）（2）から，協働授業では，異なる背景を有する参加者どうしの接触場面を設定すること

が大切だということがわかる。異なる背景を有する他者との接触場面では，他者が自分とは異な

る意見を有することに気づく。このことが，参加者が自らを客観視し，自己を確立して自分の意

見を持つという効果につながる効果がある。

　日本語母語話者だけでなく，非日本語母語話者も参加させ，接触場面での議論を設定すること

が大切なのである。本実践では，戦争体験者（被爆者）と将来を担う若者，そして日本語母語話

者と非日本語母語話者など異なる背景を有する人が双方向から意見を出し合って互いの意見を共

有し，議論をおこなった。これらの効果は大きかったと思われる。

5‒2　リアルタイムで議論を共有することの大切さ

　協働学習後の記述式アンケートの結果から，さらに以下のような意見も得られた。

  （3）  自分が想像していたものよりもひどい出来事だった。（日本人大学生，英米語学科 2年，

20代）

  （4）  No amount of grading history or watching documents can match the power of meeting a 

few survivors. The impact is not something I can import to others, but I can refer them to 

future more about them.（アメリカ人留学生（留学生別科，20代））

　（3）（4）から，被爆者証言を生で聞くという現場性は非常に効果が高いと言ってよいだろう。

筆者（中西）も小学校・中学校の平和教育で原爆の悲惨さについて学んでおり，被爆者証言のビ

デオも見たことはあったが，「生でリアルタイムで聞く」体験はこれまでにないものであった。

今回の実践で初めて被爆者の証言を生で聞くことによって改めて核の恐ろしさを痛感し，核兵器

を使ってはいけないという気持ちがさらに強くなった。このことからも，リアルタイムで被爆者

証言を聞いて議論を共有することは現場性が高く，効果が高いと言えるだろう。ビデオや文学作

品では被害の状況や感情をリアルタイムで共有できないため，効果が薄くなるのだと考えられる。

　筆者らは被爆者証言のビデオや『はだしのゲン』などの翻訳物を単に次世代に残す活動をおこ

なっている 2）。しかし，ビデオや翻訳などだけはリアルタイムで被害状況や感情を共有しにくい。

大切なのは，ビデオや翻訳物の価値を把握して，その大切さを次世代に伝えてくれる人材を育成

することである。そのような人材がいなければ，せっかく作ったビデオや翻訳物の価値も埋もれ
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てしまうからである。将来的に被爆者がすべて亡くなられ，生で証言を聞くことができなくなる

ことを考えると，次世代を担う若者に核の恐ろしさをリアルタイムで体験してもらえるような取

り組みが急務であると言える。

6．遠隔テレビ会議システムを活用した協働授業のあり方
  ―「受身的な平和教育」から「能動的に平和を創る教育」へ ―

　前節では，遠隔テレビ会議システムを活用しておこなった協働授業の実践結果をもとに，その

実践を効果的におこなうために重要なこととして，次の 2点を示した。第 1に，日本人だけでな

く，非日本語母語話者も参加させ，接触場面での議論を設定すること，そして，第 2に，リアル

タイムで議論を共有させることである。これらを実現すれば，平和教育を受身的に受けるだけで

なく，日本語母語話者と非日本語母語話者など異なる背景を有する人が双方向から意見を出し

合って互いの意見を共有させることができ，「平和を自ら創ること」の大切さを能動的に次世代

に伝えられる人材が育成できる。

　そもそも「学校」というシステムは，学生側から言うと，個人学習でなく，集団として学ぶ場

である。個性の違う学生たちが他の学生の意見や知識を互いに交換し合うことにより，感性を磨

き，知識・知恵を膨らませる装置である。「協働学習」の概念は，学校の特性を意識化し，効果

を高めるために生まれたといってよいだろう。教える側が一方的に情報を注入するのではなく，

学び手の自主性を信じ，学生が自ら考え，他者に伝達し，ともに考え，調整し，相互に高め合う

学習方式と言える。

　一方，「平和を創る」作業は，この社会に遍在する紛争，もめごとを非暴力で，対話を通して

解決する努力である。紛争が長引くと，相手を非人間化し，当事者は暴力に走りがちとなる。対

話を通して人間としての共感を取り戻す場面を何とか作り出し，紛争の原因を解消する努力を双

方に勧めるのが調停者の役割である。

　平和と戦争を考える協働学習は，一般社会で平和を創る作業と同じ意味合いを持つものである。

ともに「コミュニケーション」と「共感」をはぐくむ作業であり，平和教育は協働学習の形とな

じむのである。

　なお，今回のアンケート調査では，平和教育をこれまでに受けたことがあるかあまり受けてこ

なかったかによって，協働学習の効果が異なることがわかった。

　まず，これまで平和教育をあまり受けてこなかった参加者は，（5）（6）に示すように今回の協

働授業で平和に対する意識が劇的に変化したと回答している。

  （5）  今まで，原爆についての知識があまりないです。私は四国の原子力発電所に見学したこ

とがあります。しかし，それは原爆と少し違うので，今回はこのディスカッションを通

して「平和の世界」がとても大切だと思いました。（学部 4年，20代）

  （6）  今回のディスカッションを通じて，原爆・核兵器に強い関心を持つようになりました。
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もっと知りたいと思います。（学部 4年，30代）

　これに対して，これまで平和教育を受けてきた参加者は，すでに平和の大切さを認識している

ためか，（7）（8）に示すように意識変化はあまりなく，あらためて平和の大切さを認識したなど

と回答している。

  （7）  変化はない。被爆者の体験談は縁あって何度も聞いた。その話のほとんどの共通するの

は，原爆の威力，その恐ろしさであった。爆発直後の現場の悲惨さ，語っているときの

表情は忘れがたい。（日本人大学生，英米 2年）

  （8）  原爆や核兵器に対する恐怖や憎悪の気持ち，平和を求める気持ちは変わらない。（英米

2年）

　非日本語母語話者でも平和教育を受けてきた参加者は劇的な意識変化はなかったと述べている。

  （9）  My beliefs remain the same. I still believe they are too dangerous for this world. The 

conception of these weapons was a severe mistake.（留学生別科，20代））

　しかし，事前に平和教育を受けていたか否かにかかわらず，（10）（11）（12）のような具体的

な行動を積極的に提案する参加者もみられた。

 （10）  言語を通じて，原爆や戦争の恐ろしさを中国の人々に伝えたいと思います。（中国人留

学生（学部 4年，30代））

 （11）  先生として子供の知識を高めるために原爆について学生に言わなければならない。（学

部 4年，20代）

 （12） ロシア語でほんやくしたいと思います。（学部 4年，20代）

　また，（13）（14）（15）のように核問題を重視し，知識や議論を共有する場が必要であること

を主張する参加者もいた。

 （13）  In case I enter politics, it will be a topic discuss on an international, very opinionated level. 

But even in any intercultural environment dealing with this universal and terrifying issue 

will be a challenge that helps us to realize world peace and exchange our knowledge.（ド

イツ人留学生（留学生別科，20代））

 （14）  和平はとても重要な社会課題だと思います。しかし，今の世界は和平ではない。これか

らこれを中国などいろいろな国に伝えることが大切だと考えています。（学部 4年，20

代）

　さらに，（15）（16）のように平和の大切さを後世に語り継ぐ責任を感じているという意見も得

られた。

 （15） さらに勉強して後世に伝えなければならない。（日本人大学生，英米語学科2年，20代）

 （16）  It inspired me to reconsider my judgment on whether the atomic bombings were justified 

and convinced me to take my own responsibility in banning nuclear weapons/energy in 

the future.（ドイツ人留学生（留学生別科，20代））

　以上のような意見が得られたことは今回のような協働学習ならではの収穫だと思われる。受身
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的に文献を読んだり，話を聞くだけの「受身の平和教育」ではこのような収穫は期待しにくいだ

ろう。リアルタイムの接触場面で協働学習をおこない，戦争体験者（被爆者）と将来を担う若者，

そして日本語母語話者と非日本語母語話者など異なる背景を有する人が双方向から意見を出し

合って互いの意見を共有し，議論をおこなった効果は大きかったと思われる。

7．おわりに

　最後に，今回の協働学習の意義と課題をまとめる。

　今回の協働学習には，以下に示すような意義があった。

　協働学習①と協働学習②では，「ヒロシマの原爆被害」という世界的課題について当事者の話

を同時中継で視聴し，議論の場を設定した。2種類の協働学習において参加者たちはキノコ雲の

下の惨状に驚き，原爆投下後 70年たっても放射能の引き起こす健康被害におののく被爆者に同

情し，「核兵器をなくして」の訴えに共感した。協働学習①でインタービューした被爆者（花垣

ルミ氏）を主人公にした紙芝居を「自国の言語に翻訳して広めたい」と，決意を述べた学生もい

た。歴史の記憶が共有され，現代・未来につながる課題として受け止めるきっかけとなる可能性

を示した。

　遠隔テレビ会議システムを活用した協働授業には国境を越えた広がりが含意される。普段日本

人だけが日本語で学ぶクラスでも，遠隔テレビ会議システムをつないで外国のクラスとの間で知

識の共有や意見の交換，制作活動などが可能である。かつては，学校のクラス編成で日本人と外

国人が同居することがあったが，日常的には疎遠な関係である異国，異民族の若者が共通の課題

を語り合い，認識を近づけていく活動は真の意味で「国際教育」と位置付けることができるだろ

う。

　今後の課題としては以下の 3点があげられる。

 1）  本稿で集計・分析したアンケート調査についてはデータが少なく，信頼性に欠ける点は否

めない。今後の課題として，翻訳授業や「はだしのゲン」を活用した授業などで各地の取

り組みについて統一的な設問の設定などを積み上げ，データを蓄積していく必要がある。

 2）  5つの大学での事前学習が必要であったが，今回は実現できなかった。原爆・核兵器に関

する知識もさることながら，それぞれの国・地域が抱える過去・現在・未来の戦争と平和

の問題について，若干でも学習しておくことによって，議論に深みが出たに違いない。事

前・事後のアンケートで学生たちの意識と認識の変化を検証したが，すべての大学が足並

みをそろえることはできなかった。今後は事前学習を丁寧におこなえば，さらなる学習効

果が期待できるものと思われる。

 3）  協働学習①は「ヒロシマの原爆」がテーマだった。「遠隔テレビ会議システムを活用した

協働授業」の観点からすれば，過去に起きた負の歴史の物語で授業が終わるのは芳しくな

い。「負の歴史」を知ったうえで，現代を分析する力を養い，未来への想像力を高める方
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向に道づけが必要である。その意味で，平和教育は 1回限りでは成り立たない。遠隔テレ

ビ会議システムを活用した協働学習を前提に，真の国際教育を展開するカリキュラムを用

意しなければならない。

　被爆者証言のビデオや『はだしのゲン』などのデータは，外国語に翻訳し，世界の人々に核兵

器の恐ろしさを伝えるべきである。ただし，単にビデオや文献の数を増やすだけでなく，その価

値を理解してそれを次世代に伝えてくれる人材を育成することにも力を注ぐ必要がある。データ

の蓄積とそれを伝承する人材の育成を組み合わせて推進していくことも今後の課題として付け加

えておきたい。

注

1） スロベニアとフィンランドなど相手国については筆者らの研究・教育の協力・連携関係にある
大学から選定をおこなったが，偶然性が高い点は今後あらため，アジアやアメリカ大陸などか
らも相手国を選定していくようにしなければならない。

2） 筆者らは 2014年 1月に設立された「被爆者証言の世界化ネットワーク（Network of 
Translators for the Globalization of Testimonies of A-bomb Survivors）」（事務局は京都外国語大
学）で，被爆者証言を多言語に翻訳する活動，および，研究教育活動（被爆体験とは何か，戦
争関係の資料館の展示の多言語化の効果，学校の翻訳授業と「平和創造」をどう結びつけるか，
など）もおこなっている。

付記  本研究は，京都外国語大学国際言語平和研究所学内共同研究（代表：長谷邦彦）として助成
を受けています。ここに記して謝意を表します。
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〈요약〉
	 	 「약자」의	문학이라고	불리는	엔도 (遠藤 ) 문학에서	<페도로	기베 (岐部 )>	(1587~
1639) 은	대립	목덜미의	「강자」라고	하는	중요한	역할을	짊어지고	있다 .	그러나 ,	선행	연구

에	있어서	엔도 (遠藤 ) 문학에	있어서의	<페도로	기베 (岐部 )>이	주목받는	것은	거의	없
었다 .	「약자」에	관심이	집중하고	있었기	때문이다 .	그러한	현상을	근거로	해	본고는	엔도

(遠藤 )	분학에	있어서	<페도로	기베 (岐部 )>이	어떠한	역할을	다해	왔는지	그	흔적을	
확인하고 ,	재검토를	도모하는	것을	목적으로	한다 .	이미	논자는	「엔도 (遠藤 )	분학에	있어
서의	<페도로	기베 (岐部 )>	(1)」에	있어서	『유학』	(1965),	『침묵』	(1966) 을	중심으로	

해서	<페도로	기베 (岐部 )>이	가린	흔적을	밝혔다 .	그러나 ,	2작품에	있어서의	<페도로	

기베 (岐部 )>의	역할은	어디까지나	부차적인	것이며 ,	< 페도로	기베 (岐部 )>이	실제로	

중요한	등장	인물로서	작품	안에서	움직이기	시작하는	것은	『메나무강의	일본인』	(1973)	

이후가	된다 .	거기에서	본고에서는 ,	최초에	<페도로	기베 (岐部 )>이	등장하는	『메나무

강의	일본인』	(1973)	로부터	마지막으로	이름이	등장하는	『왕국의	길』	(1981)	까지를	채

용하고 ,	작품안에서	<페도로	기베 (岐部 )>이	어떤	역할을	다하고	있는	것일지	그	흔적을	

더듬어	가기로	한다 .	그렇게	해서	엔도 (遠藤 ) 분학에	있어서의	<페도로	기베 (岐部 )>
에	대해서	재검토를	도모하고	싶다 .

はじめに

　「弱者」の文学と呼ばれる遠藤文学の中で〈ペドロ岐部〉 1）（1587～1639）は対立項の「強者」

という重要な役割を担っている。だが，先行研究において遠藤文学における〈ペドロ岐部〉が注

目されることはほとんどなかった 2）。「弱者」に関心が集中していたためである。そうした現状

を踏まえ本稿は遠藤文学において〈ペドロ岐部〉がいかなる役割を果たしてきたかその痕跡を確

認し，見直しを図ることを目的とする。既に論者は「遠藤文学における〈ペドロ岐部〉

（一）」 3） において『留学』（1965），『沈黙』（1966）を中心として〈ペドロ岐部〉の隠れた痕跡を

明らかにした。すなわち，〈ペドロ岐部〉が殉教を遂げた「強者」として荒木トマス，フェレイ

ラなどの背教した「弱者」と対照的な位置に置かれていることや『沈黙』の主人公ロドリゴの形

象に大きな影響を与えたことなどである。しかし，2作品における〈ペドロ岐部〉の役割はあく

までも副次的なものであり，〈ペドロ岐部〉が実際に重要な登場人物として作品の中で動き始め

るのは『メナム河の日本人』（1973）以降となる。

　そこで本稿では，最初に〈ペドロ岐部〉が登場する『メナム河の日本人』（1973）から最後に
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登場する『王国へ道 ― 山田長政 ―』（1981）までを取り上げ，作品の中で〈ペドロ岐部〉が

どのような役割を果たしているのかその痕跡をたどることにする。結論を先に述べると，〈ペド

ロ岐部〉は『イエスの生涯』（1973）『死海のほとり』（1973）で遠藤が描いてきた「無力なイエ

ス」のイメージと相似形の人物として，また「地上の王国」を目指した山田長政と対照的に「神

の王国」を目指した人物として描かれたと言えよう。以上のことを手がかりとして遠藤文学にお

ける〈ペドロ岐部〉について見直しを図りたい。

1．『メナム河の日本人』における〈ペドロ岐部〉

　『メナム河の日本人』は 1973年 9月に〈書き下ろし新潮劇場〉の一巻として新潮社より刊行

された。『黄金の国』，『薔薇の館』に続く戯曲作品であり，また遠藤文学で初めて〈ペドロ岐部〉

が登場人物としてあらわれた作品である。先行研究はほとんどなくわずかに 4本の劇評 4） が見ら

れるのみである。

　作品の原点は 1971年 10月に『死海のほとり』の取材のためエルサレムを訪ねた帰りに「偶

然」 5） 立ち寄ったタイのアユタヤ訪問にある。遠藤は日本人町の跡地を訪れ山田長政や〈ペドロ

岐部〉への興味を膨らませた。この時の様子について遠藤は次のように語っている。

　長政の情熱とペトロ岐部の情熱とは同型だが，一方では地上の国を目指し，他方は神の国

のみを考える点でちがう。しかし二人共，日本鎖国の初期になお，海外に向ったあの時代の

昂揚した精神の持ち主である。アユタヤの廃墟に並ぶ焼けこげたパゴダの塔は私には長政の

姿やペトロ岐部の姿を思いださせるのだ…。（遠藤周作「廃墟と芝居」／『波』1973.11）

　遠藤は日本人町の跡地において山田長政と〈ペドロ岐部〉の二人の姿を想像する。二人は同型

の情熱を持ちながら，目指すところは違った。山田長政は「地上の国」を目指し，〈ペドロ岐部〉

は「神の国」のみを考えていたのだ。それでもそれぞれ信じるもののために生きた。遠藤はこう

した生き方も目指すところも違う二人がアユタヤで 3年間だけだが同じ時を過ごしたという事実

に関心を持った。しかもここでの「地上の国」を目指した山田長政と「神の国」のみを考える

〈ペトロ岐部〉というテーマは，やがて「地上の王国」を目指した山田長政と「神の王国」を追

い求める〈ペドロ岐部〉というように，「王」というキーワードを含み，『銃と十字架』や『王国

へ道 ― 山田長政 ―』の中の山田長政と〈ペドロ岐部〉へと展開していく。さらに『王の挽

歌』の冒頭では豊臣秀吉と大友宗麟の会見から始まるが，「生き方の違い」という章題が示す通

り「地上の王国」を追求した豊臣秀吉と「神の王国」を夢見た大友宗麟の対照的な生き方として

現われていて山田長政と〈ペドロ岐部〉の関係を発展させたものである。こうした対立する生き

方は『沈黙』における「強者」と「弱者」という対立項が基になっていると考えられる。また，

『鉄の首枷』における「水の人間」小西行長と「土の人間」加藤清正の対立もこのバリエーショ
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ンの一つである。

　作品はタイのアユタヤでソンタム大王臨終により王位継承権をめぐって王宮で様々な権謀術数

が巡らされる場面から始まる。いかにして日本人傭兵を利用するのか策略をめぐらす権力者たち

とこの機を生かしてアユタヤの地に日本人だけの小さな「地上の国」を作ろうとする山田長政の

駆け引きが話の軸となりストーリーが展開する。

　中心人物である山田長政は「アユタヤの秀吉」と呼ばれるように知恵と才覚でアユタヤの日本

人傭兵隊長にまでのぼりつめた人物である。長政は目に見える富と権力を追い求めて戦って来た。

そんな長政に対して，〈ペトロ岐部〉は目に見えない「神の国」のことを語る。結局，長政は

〈ペドロ岐部〉を理解することはできないが，〈ペドロ岐部〉に対して深い印象を残すことになる。

長政　なぜかわからぬ。愚かな者よと思うておる。が，別れれば不思議と忘れられぬ。武士

の血を受けたとは見えぬほど弱々しく，その上，熱病まで患うておった。俺とは別の生

き方だ。だが……兄弟のような気さえする。

 （遠藤周作『メナム河の日本人』新潮社，1973.9）

　ここで長政が語るように〈ペトロ岐部〉は「大友家の家臣」という「武士の血を受けたとは見

えぬほど弱々し」い体をしており，その上日本を離れた 10年にわたる長い旅のせいで「熱病ま

で患」っている。『イエスの生涯』『死海のほとり』で描かれてきた「無力なイエス」を連想させ

る姿である。だが，〈ペトロ岐部〉は長い旅で苦心を重ねたおかげで人間の哀しみを知り，さら

には人間の哀しみに寄り添う神さまの心も知ったという。そして最後には神父として迫害に苦し

む信徒のために日本へ潜入し殉教を遂げた。外見的には「弱者」であっても内面的には「強者」

であったのだ。山田長政が〈ペトロ岐部〉に惹かれたのは「神の国」のみを一途に考える信念の

強さと情熱の激しさを見抜いていたからかも知れない。だからこそ「兄弟のような気さえする」

とまで考えたのであろう。ちなみに史実では山田長政と〈ペドロ岐部〉が交流した形跡は全くな

い。1627年から 1630年までの 3年間，二人がアユタヤにいたことは確かな事実だが，当時の手

紙や記録にも互いの名前すらなく，互いに無関心であった。すなわち，『メナム河の日本人』に

おける山田長政と〈ペドロ岐部〉の交流は全くの創作である。

　次にもう一人の重要人物であるモレホン神父について考えたい。モレホン神父は〈ペトロ岐

部〉がアユタヤで日本へ行く方法を探す手伝いをした実在の人物である。『銃と十字架』では次

のように紹介されている。

…モレホン神父とは一六一四年の家康の切支丹追放令まで二十七年間，主として京都を中心

にして布教していた宣教師である。彼は秀吉政権下の切支丹武将から深い信頼を受けたが，

大追放令の時には高山右近たちと共にマニラに避難せざるをえなかった。神父は一時，ヨー

ロッパに戻っていたが，一六二五年，マニラにふたたび戻った時，フィリピン総督から依頼
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を受けて，シャム・アユタヤに拘留されているスペイン人の釈放交渉のためシャムに向う途

中，打ちあわせのためマカオに寄ったのである。

 （遠藤周作『銃と十字架』中央公論社，1979.4）

　史実のモレホン神父は 27年間日本宣教で活躍し，日本追放以後も日本再潜入の方法を画策し

ていた日本宣教の中心人物であった。この時モレホン神父が立ち寄ったマカオにヨーロッパから

帰国して日本潜入を企てていた〈ペトロ岐部〉がいた。〈ペトロ岐部〉はモレホン神父のアドバ

イスを受けてアユタヤへ向い，日本潜入の機会を窺った。そしてアユタヤにいる間，〈ペドロ岐

部〉は神父であることを隠して日本行の船を捜した。切支丹であれば乗船できなかったからであ

る。結局〈ペドロ岐部〉はアユタヤで 3年過ごしたが日本行の船は見つからなかったのでフィリ

ピンに渡り，1630年フィリピンから日本へ潜入した。これが史実である。

　だが作中でのモレホン神父は，女性問題のために教会から離れざるを得ず，その苦しみを忘れ

るため常に酒を飲み，ひたすら神からも人からも忘れ去られることを望んでいる堕落神父となっ

ている。女性問題で教会を離れた神父と言えば「黄色い人」（1955）のデュランのモデルである

ヘルツォーグ神父を想起させる。また，酒飲みであるところは G.グリーン『権力と栄光』のウ

イスキー神父をモデルにしたのであろう。

　このようにモレホン神父が女性問題で身を持ち崩したこと，酒飲みであること，アユタヤで

〈ペドロ岐部〉が自ら神父であると名乗っていたことなどことごとく史実とは異なる。いずれも

作者の創作である。

　作品の最後でモレホン神父は山田長政と〈ペトロ岐部〉の二人の死を語る。王宮の陰謀に巻き

込まれ毒殺された山田長政と，苦難の末ようやく日本に潜入したもののわずか五日後に捕まり殉

教を遂げた〈ペトロ岐部〉。どちらも悲惨な最期を遂げた。地上での人間の虚しさを物語ってい

る。だがここにも作者の創作が見られる。山田長政が毒殺されたのは事実であるが問題は〈ペド

ロ岐部〉の方にある。実際の〈ペドロ岐部〉は 1630年，フィリピンから鹿児島の坊ノ津へ商人

のふりをして潜入に成功した後，長崎や東北で九年間神父として活躍した。1639年に捕えられ

た後も「穴吊り」などの過酷な拷問に耐えて華々しい殉教を遂げた。したがって，『メナム河の

日本人』のように上陸後わずか五日で捕まったわけではない。ここには〈ペトロ岐部〉の無力さ

をより悲惨に見せようとする作者の創作のあとが窺える。

　以上のように『メナム河の日本人』は山田長政を中心として，対照的な生き方をする〈ペドロ

岐部〉や語り手としてのモレホン神父を副次的人物として物語が展開する。作品の随所に歴史事

実とは異なる様々な作者の創作が見え隠れする。だが特筆すべきは「神の働き」について語られ

る 3つの場面にある。これらにこそ作者の大胆な創作の跡を見ることが出来るし，作品を見直す

鍵も隠されている。すなわち，〈ペドロ岐部〉が「転び者」の嘉助に慰めを与える場面，〈ペドロ

岐部〉が山田長政に神の働く領域について語る場面，そしてモレホン神父がアユタヤでの日本人

たちに思いを馳せる最後の場面である。これらの場面は人間の心の働きに触れたものであり，単
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なる心理ではなく魂の領域に及び作者の宗教観をも浮き彫りにする。

　第一に〈ペドロ岐部〉が「転び者」の嘉助に慰めを与える場面。そもそも嘉助は前作の『黄金

の国』に登場しフェレイラや仲間を裏切り棄教した「転び者」であり，『沈黙』のキチジローと

よく似た人物である。『メナム河の日本人』では「転び者」になったことで日本にはいたたまれ

ずアユタヤに逃げ落ちたという設定になっている。嘉助は自分の罪を自覚し，心に重荷を負った

まま暮している。そんな嘉助を〈ペドロ岐部〉は慰める。

ペトロ岐部　いいか，嘉助殿。神さまはな，お前さまのように己がつまずきに泣く者のため

におられるのだ。もし日本の転び者たちが，皆，お前さまのように我と我が身をそのよ

うに責め苛んでいるならば…私は尚更，日本に戻りたい。戻って，神様は罰したり裁い

たりなさるために在すのではない。神さまは転び者の苦しみも心底知っておられると告

げに行かねばならぬ。

茂吉　ふしぎな神父さまじゃな，お前さまは。

ペトロ岐部　（笑って）ふしぎなものか。私はただこの十年の旅ののち，人間の哀しみがど

んなものか，やっとわかった愚かな男だ。（後略）

 （傍線部引用者／遠藤周作『メナム河の日本人』新潮社，1973.9）

　〈ペトロ岐部〉は「転び者」の嘉助に対して人間の哀しみや苦しみに寄り添う同伴者としての

「神さま」を優しく説いている。〈ペトロ岐部〉も過酷な「十年の旅」を経て「人間の哀しみ」や

「転び者」の苦しみを理解し，同時に人間の苦しみを共に分かち合う「神さま」を知ったからだ。

さらに重要なことは〈ペトロ岐部〉が嘉助に説く「神さま」像が『沈黙』における「踏絵」の

「イエス」と重なる点にある。

（踏むがいい。お前の足は今，痛いだろう。今日まで私の顔を踏んだ人間たちと同じように

痛むだろう。だがその足の痛さだけでもう充分だ。私はお前たちのその痛さと苦しみをわか

ちあう。そのために私はいるのだから）

「主よ。あなたがいつも沈黙していられるのを恨んでいました」

「私は沈黙していたのではない。一緒に苦しんでいたのに」

「しかし，あなたはユダに去れとおっしゃった。去って，なすことをなせと言われた。ユダ

はどうなるのですか」

「私はそう言わなかった。今，お前に踏絵を踏むがいいと言っているようにユダにもなすが

いいと言ったのだ。お前の足が痛むようにユダの心も痛んだのだから」

 （傍線部引用者／遠藤周作『沈黙』新潮社，1966.4）

　「踏絵」の「イエス」がロドリゴに語りかける有名な場面である。ここで「イエス」はロドリ
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ゴに対して裏切り者のユダの苦しみを知っていること，人間の「痛さと苦しみをわかちあ」い，

「一緒に苦しん」でいることを切々と訴えている。〈ペトロ岐部〉が語る「転び者の苦しみも心底

知っている」「神さま」像と同じである。

　第二に〈ペトロ岐部〉が山田長政に神の働く領域について語る場面。アユタヤに日本人だけの

「地上の国」建設の夢を語る山田長政に対して〈ペトロ岐部〉は「一人一人の人間の心の奥ふか

い影のなかに作られ」る「神の国」について語る。〈ペドロ岐部〉はモレホン神父から山田長政

の秘密を聞き 6），そうした心の奥に神の働きがあることを主張する。その秘密とは口のきけない

王女を不憫に思い，誰も見ていないところでは王女を慰めるために刀で軽業を見せることであっ

た。富や権力を追求し闘いに明け暮れる山田長政にも別な一面があったのである。しかも王女の

前で軽業を披露する山田長政の姿は聖母の前で軽業を披露したアナトール・フランス『聖母の軽

業師』を連想させる。結局，山田長政は〈ペドロ岐部〉の話に耳を傾けることはなく，「地上の

国」建設に全力を注ぎ続けるが，心の秘密を解き明かした〈ペドロ岐部〉は忘れ難い存在となる。

　第三にモレホン神父がアユタヤでの日本人たちに思いを馳せる最後の場面。敵の策略によって

山田長政が毒殺され日本人町も荒廃し，〈ペドロ岐部〉も日本潜入後 5日後に逮捕され殉教を遂

げる。他の日本人も殺されたり，どこかに逃げ延びたりしている。生き残ったのは一人の赤ん坊

だけになった。そうしたアユタヤでの日本人たちの運命をつぶさに目撃したモレホン神父は最後

に感慨を漏らす。

モレホン　人はそれぞれにわが身を賭けたもののために死んでいく。ぺトロ岐部も，オー

ナ・セーナ・ピモック・長政殿も。その二人の臭いが，この日本人町の跡のどこかにく

すぶっているようだ。その人間の臭いのなかには神がいる。神もその跡を私たちと同じ

ように，つらそうに見ておられる気がする。

 （遠藤周作『メナム河の日本人』新潮社，1973.9）

　先に〈ペドロ岐部〉が嘉助に語った人間の哀しみや苦しみに寄り添う同伴者としての「神さ

ま」像がここにも見られる。モレホン神父が感じているのは地上における人間の儚さであり，そ

の夢の痕跡を「人間の臭い」という身体感覚で捉えているのだ。しかも『沈黙』から『イエスの

生涯』，『死海のほとり』と発展してきた人間の哀しみや苦しみに寄り添う同伴者イエスの姿が神

の働きとして明示されている。また，人間の心の奥に神が働く領域があるというように，「第三

のディメンション」と呼ばれる「魂」の領域まで描かれている。

　要するに，『メナム河の日本人』は歴史小説としてだけではなく，心理小説という側面も持っ

ているのだ。さらには，心の奥の奥に潜む「第三のディメンション」である魂の領域にまで踏み

込んでいる。こうした様々な側面から見直される必要のある作品であろう。
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2．エッセイの中の〈ペドロ岐部〉

　戯曲『メナム河の日本人』（1973）の次に〈ペドロ岐部〉が登場する作品は評伝『銃と十字

架』（1979）であるが，その間に 6年もの時間を費やしている。この頃には H・チースリク教授

の〈ペドロ岐部〉研究 7） もほぼ完成しており，〈ペドロ岐部〉の全貌も明らかになりつつあった。

1965年には出身地の国東半島に銅像も建てられ地元での顕彰運動も大いに盛り上がっており，

資料に関しては小説を書くのに十分な材料が揃ったと言える。だが資料だけでは小説は書けない。

作家の創作意欲を刺激する何かが必要なのである。この辺りの事情に関しては，『銃と十字架』

の「あとがき」に「彼は今日まで私が書きつづけた多くの弱い者ではなく，強き人に属する人間

である。そのような彼と自分との距離感を埋めるため，やはり長い歳月がかかった」とある。

『沈黙』をはじめ遠藤がこれまで書いてきた人物があくまでも「弱者」であって，〈ペドロ岐部〉

のような「強者」ではなかったのである。こうした遠藤と〈ペドロ岐部〉との「距離感を埋め

る」作業の過程はいくつかのエッセイで確認することが出来る。そこで『銃と十字架』を考える

前に，〈ペドロ岐部〉について書かれているエッセイをたどることとする。

　まず「彼等と西洋」（『野生時代』1975.5）。題名の「彼等」とはヨーロッパに留学した最初の

日本人たちを意味する。遠藤はフランス留学体験から「彼等」に関心を持つようになったと語っ

ている。日本人で最初のヨーロッパ留学生ベルナルドや荒木トマスなど何人かが紹介されており，

そのうちの一人が〈ペドロ岐部〉であった。

　カスイ岐部はおそらく日本人で最初に中近東にわたり，ローマに赴いた青年である。岐部

は国東半島の豪族の子で有馬の神学校で学んだ後，幕府の追放令にあいマカオに逃げた。だ

がマカオの聖職者たちの無理解に反抗した彼は陸路，ペルシャに行き，聖都エルサレムにた

どりつき，そこから更にローマに単身，渡っている。一六二〇年（元和六年）のことである。

彼はそこで司祭となり，グレゴリオ大学で勉強（その名簿は今日でも残っている），一六二

三年にポルトガルから日本への帰国の途についている。彼がその旅の途中，シャムのアユタ

ヤで山田長政と出会ったことを人はあまり知らない。

 （傍線部引用者／遠藤周作「彼等と西洋」／『野生時代』1975.5）

　〈ペドロ岐部〉の略歴に関しては事実をそのまま列挙しているだけだが，最後にわざわざ山田

長政との出会いを強調している点に注目すべきだろう。戯曲『メナム河の日本人』（1973）の余

韻を感じることができる。

　次に『走馬燈　その人たちの人生』（毎日新聞社，1977.5）。「日本人でありながら，イエスと

関わった」 8） 人物を追って日本の各地やメキシコ，フランス，ポーランド，エルサレムなどを取

材した「創作ノート」 9） である。この中には『沈黙』に関わる「長崎〈フェレイラのこと〉」「文

京区・小日向一丁目〈キャラ神父のこと〉」，『鉄の首枷 ― 小西行長伝』（1977）と関わる「室津
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にて〈小西行長のこと〉」「岐阜県・春日村〈行長の逮捕〉」「天草島・仏木坂〈清正のこと〉」「対

馬・厳原〈小西マリアのこと〉」「熱海市・網代〈おたあのこと〉」「韓国・蔚山〈山川長兵衛尉の

こと〉」「韓国・熊川〈ある陶工師の子孫〉」「韓国・釜山市〈内藤如安のこと〉」「長崎市・大波止

〈内藤如安のこと〉」，『侍』（1980）に関わる「牡鹿半島・月ノ浦港〈偽りの使節〉」「メキシコ　

ベラ・クルス〈支倉常長のこと〉」「南仏　サン・トロペ〈支倉常長のこと〉」「宮城県・支倉村

〈支倉常長のこと〉」などがある。さらには『最後の殉教者』（1959），『女の一生　一部・キクの

場合』（1982）と関わる「島根県・津和野〈浦上村の祐次郎のこと〉」や『女の一生　二部・サチ

子の場合（1982）』に登場するコルベ神父に関わる「ポーランド　ニエポカラノフ村」や『イエ

スの生涯』『死海のほとり』『キリストの誕生』（1979）に関わるエルサレムとイスラエルなど

様々な作品の源泉ともなっている。

　〈ペドロ岐部〉に関しては「長崎〈フェレイラのこと〉」「長崎県・北有馬〈有馬神学校のこ

と〉」「仏蘭西・リヨン市〈ポルロ神父のこと〉」の中で少し名前が登場し，「国東半島〈ペドロ岐

部の話〉」「アユタヤ〈ペドロ岐部の話〉」では半生について語られている。中でも「アユタヤ

〈ペドロ岐部の話〉」における山田長政との関わりは重要である。

　裏づける資料はないが，同じ日本人である山田長政とペドロ岐部とは，このアユタヤの日

本人町で顔を合わせたであろう。二人がどのような対話をかわしたか，我々には残念ながら

わからない。

　アユタヤの廃墟にたたずんで，鳥の声を聞きながら，私はいつの日かペドロ岐部を主人公

に小説を構想する日が来たら，この長政と彼との会話を書こうと思った。一方は日本を逃れ

た同胞のために理想の国を築こうとした男，もう一人はその日本にふたたび戻り，同胞のた

めに神の国を説こうとした男，同時代に生まれ，同じように波乱の生涯を送りながら，地上

の国と神の国とを夢みることで別の生き方を選んだ二人の男がここで顔を合わせたのである。

（傍線部引用者／「アユタヤ〈ペドロ岐部の話〉」／遠藤周作『走馬燈　その人たちの人生』

毎日新聞社，1977.5）

　前述のように『走馬燈』は「日本人でありながら，イエスと関わった」人物について書かれた

エッセイである。そのため山田長政が章題に出て来ることはない。おそらく遠藤は「アユタヤ

〈ペドロ岐部と山田長政の話〉」とでもつけたかったのかもしれない。だが，山田長政は日本人で

はあるが「イエスと関わった」人物ではないので章題から削除されたのであろう。ここで重要な

のは資料にはないがアユタヤで山田長政と〈ペドロ岐部〉が出会ったことと，二人の生き方の違

いが「地上の国」と「神の国」という『メナム河の日本人』で登場した対立項で提示されている

ことである。この対立項が展開した先に『銃と十字架』や『王国への道 ― 山田長政 ―』

（1981）がある。

　そして，「石仏の里　国東」（『太陽』，1977.7）。〈ペドロ岐部〉の故郷である国東半島を訪ねた
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取材旅行の記録である。エッセイの冒頭部で〈ペドロ岐部〉への思いと略歴が語られる。

　国東をいつかは訪れようと思っていた。国東を故郷とする一人の実在人物のことを書くつ

もりだったからである。

　その男の名は岐部という。今日でも国東半島の北端にこの名を持った漁村があるが彼の一

族は四百年ほど前，そこの豪族だった。彼の父は大友宗麟に属し，その影響をうけて熱心な

切支丹になったが，彼もまた島原有馬の神学校に入学して生涯を信仰に生きようとした。

（中略）

　だがこの男はその帰国の途中，当時，シャムにいた山田長政に会い，小野田少尉のかくれ

ていたルパング島から日本に戻ったあと，東北に潜伏して遂に捕まり，過酷な拷問を受けて

も屈せず，遂に江戸で死ぬという数奇な生涯を送っている。

 （傍線部引用者／遠藤周作「石仏の里　国東」／『太陽』，1977.7）

　〈ペドロ岐部〉の略歴の中で，シャムで山田長政に会ったことと東北で捕まったことの 2点は

注意すべきであろう。『メナム河の日本人』以来の山田長政と〈ペドロ岐部〉の関係性と『侍』

の主人公のモデル支倉常長との関連を裏付けるものとなるからである。

　いずれにしろ遠藤は国東半島を訪れ，石仏や寺社仏閣を目にして，複雑な宗教性を実感する。

国東半島には宇佐八幡宮，朝鮮仏教，平安仏教など様々なものが「ゴッタ煮のようにそのまま共

存して」おり，その上に「大友宗麟の勢力で西欧の基督教もはいりこみ」，「ペドロ岐部のような

切支丹まで生ん」だ。「秘境」の地であり，「我々の解せぬ謎」に満ちている。それこそ国東半島

の魅力だという。こうした複雑な国東半島の情勢について『銃と十字架』では少ししか触れられ

ないが，後に大友宗麟を主人公にした『王の挽歌』では，国東半島が豊後国を統治するための要

所となっている。大友宗麟は国東半島の田原家の娘と結婚するなど様々な策略を使って国東半島

の勢力を自身の統治下に取り込んでいくことで，豊後国の支配体制を固めていったのである。そ

の意味ではこのエッセイは『銃と十字架』ばかりではなく『王の挽歌』（1992）の取材ノートと

も言える。

　続いて「世界史のなかの日本史」（『文学界』，1978.1）。『銃と十字架』執筆準備中に書かれた

エッセイ。世界史のリズムのなかで日本史を考えるべきというテーマをもとに日本人で最初に

ヨーロッパに留学した人たちが，大航海時代という世界的な冒険の気運の中で，冒険的生涯を

送った意味を遠藤は問いかけている。その代表として〈ペドロ岐部〉を取り上げる。

　この前，国東半島にある岐部という小さな町に行ったが，それはここ出身の青年もまた，

島原半島の神学校で学び，その後，ヨーロッパに留学したことを知ったからであった。

（中略）

　留学を終えた彼は，その後，日本に帰る途中，シャムのアユタヤに寄った。当時のアユタ

229遠藤文学における〈ペドロ岐部〉（二）



ヤは山田長政を首領にする日本人傭兵と日本商人とが日本人町を作っていたから，彼と山田

長政はきっと顔を合わせたにちがいない。長政のように異国の地に地上の王国をこしらえよ

うとした男とこの青年のようにひたすら精神の王国を目指した男とがどのような会話をした

か，私など知りたいところである。

　彼はその後，あの小野田少尉のひそんでいたルパング島に渡り，そこから白蟻のため破損

した古船を手に入れて日本に戻っている。そして東北の仙台附近で捕えられ，過酷な拷問を

受けた後，死んだ。

 （傍線部引用者／遠藤周作「世界史のなかの日本史」／『文学界』，1978.1）

　「地上の国」「神の国」から「地上の王国」「精神の王国」へと「王国」という言葉に変ってい

ることに注意したい。『侍』の自作解説 10） ではタイトルを『侍』ではなく『王に会いに行った

男』としてもよかったと語っているように，『侍』において「王」は重要な意味を持っている。

しかも「王」と言ってもスペイン国王やローマ法王のような地上の「王」だけではなく，人間の

精神の「王」たるイエスをも含んでいる。このエッセイで山田長政が「地上の王国」建設を夢見

て奮闘し，〈ペドロ岐部〉が「精神の王国」を目指してその果てに殉教を遂げたことと重なる。

山田長政が目指したのは地上の「王」であり，〈ペドロ岐部〉が考えたのは精神の「王」である

イエスであったのだ。

　次に「東北の切支丹 ― 支倉常長とペドロ岐部」（『探訪大航海時代の日本⑧回想と発見』小学

館，1979.3）。東北の切支丹と殉教の歴史を語ったエッセイである。支倉常長，カルバリオ神父，

後藤寿庵，〈ペドロ岐部〉など殉教者の足跡を辿る。支倉常長を主人公とした『侍』や〈ペドロ

岐部〉を主人公とした『銃と十字架』の取材旅行記でもある。副題に二人の名前があるが，支倉

常長と〈ペドロ岐部〉は直接交流したわけではない。二人を含む様々なキリシタンたちがそれぞ

れ「日本人でありながら，イエスと関わった」人物であり，「切支丹最後の地」である東北で確

かに生きた痕跡を残したのである。例えば，支倉常長は慶長遣欧使節としてメキシコ，スペイン，

ローマを訪問しローマ法王にまで謁見している。また，日本人として初めて太平洋，大西洋を往

復した人物であるが，それほどまでの偉業を成し遂げながら帰国後は政策の転換もあり不遇のま

ま過ごし，最後には切支丹として処刑された。政治に翻弄された人生だったのである。一方，

〈ペドロ岐部〉も日本人として初めてエルサレムを巡礼して，ローマで神父となり，1630年日本

に帰国後，長崎，東北で潜伏神父として 9年間活躍した。1639年東北の水沢の地で逮捕され，

江戸で殉教を遂げた。このようにエッセイに登場する人物は殉教者たちであり，一方で「転び

者」も存在した。そうした全てをひっくるめて東北の地で見られた「切支丹最後」の姿を描いて

いるのである。

　最後に遠藤周作・山本健吉「リレー対談　長崎あれこれ」（「月刊自由民主」1978.7）。『銃と十

字架』が『中央公論』連載中に開かれた山本健吉との対談である。山本は長崎で生まれ育った人

物であり，遠藤にとって慶応大学の先輩にあたる。また，山本はフランシスコ・ザビエルの半生
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を描いた『きりしたん事始』（芸術社，1956）で遠藤から切支丹関係の資料を提供してもらった

り，「天草四郎」について「評伝」 11） を書いたりと切支丹に対して少なからぬ関心を抱いている。

そんな山本に対して遠藤は〈ペドロ岐部〉のことを熱く語る。

遠藤　（略）やっぱりすごいやつ，いますよ。僕がさっき保存してほしいっていった，学校

の卒業生の岐部なんていうのは，徳川家康の大追放でマカオヘ行くでしょう。そして，

すぐ勉強するんだけど，それじゃ飽き足らなくて，もっと勉強したいとゴアまで行って

……もちろん路銀もないのに。三人，小西行長の孫と一緒に行ってます。

（中略）

　だけど，すごいでしょう。あの時代にアラビア砂漠を隊商とエルサレムへ行って，エルサ

レムから……だからあの時代を調べると，すごいやついますよ。で，意外とそういう人のこ

とを，学校の歴史なんかで教えないんですよ。

（傍線部引用者／遠藤周作・山本健吉「リレー対談　長崎あれこれ」／「月刊自由民主」

1978.7）

　「長崎あれこれ」という題名通り対談では長崎に関する様々な話題がのぼり，最後に有馬神学

校に及び，さらに卒業生である〈ペドロ岐部〉の話に至る。遠藤は終始一貫して〈ペドロ岐部〉

を「すごいやつ」として興奮して語っている。『銃と十字架』連載中ということもあり〈ペドロ

岐部〉に対する並々ならぬ遠藤の関心の高さを窺い知ることが出来よう。

　以上，エッセイにあらわれた〈ペドロ岐部〉を確認してみた。エッセイや対談などの差はある

が最初は単なる知識にとどまり事実を列挙したに過ぎなかった。それが故郷である国東半島や

ローマ，アユタヤ，逮捕の地である東北水沢など〈ペドロ岐部〉の足跡を辿ることで遠藤が自分

の近しい人物として次第に「距離感」を埋めていったと言える。こうした過程を経て『銃と十字

架』に辿りつくのである。また，ほとんどのエッセイで山田長政と〈ペドロ岐部〉の生き方の違

いが対照的に取り上げられており，二人の対立がエッセイの中心となっている。

3．『銃と十字架』における〈ペドロ岐部〉

　『銃と十字架』は「銃と十字架 ― 有馬神
セミナリオ

学校」という題名のもとで『中央公論』の 1978年

1月号から 12月号まで連載されたあと，1979年 4月，『銃と十字架』と改題され中央公論社より

刊行された。小説ではなく事実を客観的に述べる評伝の形式を取っている。これも先行研究は少

なく 1本の書評と 4本の論文 12） があるのみである。

　初出の副題にあるように有馬神学校が重要な役割を担っており，本文の約 3分の 1は有馬神学

校や卒業生に関する記述で占められている。主人公の〈ペドロ岐部〉も有馬神学校の卒業生であ

ることを考慮すると作品全体が有馬神学校の卒業生について描かれたとも言いうる。この辺りの
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事情に関しては前出の取材ノートである『走馬燈』が参考になる。同書の「長崎県・北有馬〈有

馬神学校のこと〉」では『銃と十字架』の構想を垣間見ることが出来るからだ。

　上智大学のチースリック教授や長崎の片岡弥吉教授の研究のおかげで，私たちはこの有馬

神学校で学んだ生徒たちの名や略歴を知ることができる。生徒たちだけではなく，そこで教

えた教師たちのことを調べる手がかりも与えられる。

　私は，この姓名と略歴を調査された両先生の論文をひろげるたびに，そこに書かれた一人

一人の生徒たちの生涯を，小説家として空想することがある。いつかは書きたいと思ってい

る「卒業生」という作品の下準備をしているのかもしれない。

 （傍線部引用者／遠藤周作『走馬燈　その人たちの人生』毎日新聞社，1977.5）

　この段階でタイトルは『銃と十字架』ではなく「卒業生」であったことがわかる。整理すると，

「卒業生」（1977）→「銃と十字架 ― 有馬神
セミナリオ

学校」（初出：『中央公論』，1978.1～12）→『銃と

十字架』（初版：中央公論社，1979.4）という変遷をたどったことになる。そもそも遠藤が有馬

神学校に関心を持つようになったのは『沈黙』（1966）執筆の頃から長崎を度々訪れ，有馬神学

校のあった日之枝城 13） 付近を歩きまわり，往年の神学校の様子を偲んだことがきっかけである。

また，『銃と十字架』の「あとがき」によると，遠藤が〈ペドロ岐部〉を知ったのも「十数年前

にふと読んだチースリック教授の論文」であった。「チースリック教授の論文」とは『キリシタ

ン人物の研究』のことで，中には有馬神学校についての記述もあり，これもまた有馬神学校への

関心を高めたことは確かである。しかも「十数年前」というのは『沈黙』の取材のため遠藤が長

崎をしばしば訪れた時期と重なる。遠藤が有馬神学校や〈ペドロ岐部〉に関心を持つようになっ

たのは同じ時期だったのである。

　作品自体は「一五八〇年に開校して三十三年の間存続したが，迫害のため閉鎖した」有馬神学

校の卒業生の生涯を軸に，有馬神学校が設立された経緯や 1587年豊臣秀吉によって出された禁

教令に始まる迫害から 1639年「切支丹最後の地」東北で逮捕され殉教した〈ペドロ岐部〉の最

後までが，半世紀に及ぶ日本における基督教迫害の歴史と共に語られる。有馬神学校の卒業生の

中には〈ペドロ岐部〉のように殉教した「強者」もいれば，千々石ミゲルのように背教した「弱

者」もいる。誰もが神学校で西洋を学んだ日本人として西洋基督教国の日本に対する蔑視や東洋

侵略の肯定という教会の罪とたたかったのである。

　中でも注目すべきは千々石ミゲルと荒木トマスである。二人はそうした西洋とのたたかいの末

棄教をしてしまったからである。この棄教問題について遠藤は既に「主観的日本人論 2　テー

ジュ川のほとりで　基督教棄てた二人」（『朝日新聞』，1972.8.28） 14） で提起している。タイトル

が示すようにこのエッセイは遠藤が主観的に日本人について論じたものである。「主観的日本人

論 2」ではポルトガルのテージュ川を訪れて，400年前同じ場所に上陸した天正遣欧使節につい

て思いをはせている。その上で使節の一人であった千々石ミゲルと同じ頃この地を訪れた荒木ト
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マスの二人が帰国後なぜ基督教を棄てたのか心の秘密に迫っている。

　明治の初期における外国文化の輸入とちがい，切支丹時代に基督教は日本人にとってヨー

ロッパそのものだったし，ヨーロッパはまた基督教そのものだったのである。だから千々石

ミゲルやトマス荒木が長い間信じた基督教を棄てることは，言いかえればヨーロッパを棄て

ることだったのである。もちろん，彼等の棄教には迫害による圧迫とか，拷問にたいする恐

怖も考えられるだろう。だが，それ以上に彼等はこの迫害下にヨーロッパの考え方では死ね

ないと考えたからにちがいない。ヨーロッパで育った基督教と自分の体液の間に溶けあわぬ

ものを感じたからにちがいない。その溶けあわぬものを彼等はその留学中に少しずつ考えた

のではないかと私は想像するのだ。

　この二人の心の秘密をさぐる資料は一つとしてない。ないがしかしこの二人の心の秘密は

私には見のがすことができぬような気がするのである。

 （傍線部引用者／遠藤周作「主観的日本人論 2」／『朝日新聞』，1972.8.28）

　千々石ミゲルと荒木トマスは有馬神学校の卒業生であり，荒木トマスは神父でもある。その二

人がなぜ背教をしたのかという謎は解き難い問題である。手掛かりとなる資料も残されていない。

これに対して遠藤は自身の留学体験にひきつけて考える。1950年，遠藤は戦後初の留学生とし

てフランスへ渡り，「ヨーロッパで育った基督教と自分の体液の間に溶けあわぬものを感じ」て

帰国した。同じように二人にはヨーロッパや基督教に対する違和感があったと遠藤は想像する。

　これに対して『銃と十字架』では別の理由を提示している。基督教国の植民地政策である。

「見るべきではなかったもの」かつてヴァリニャーノ巡察師が天正少年使節の少年たちを同

じ航路で異国に送った時，この「見るべきではないもの」を見させぬよう苦心したことはそ

の書簡からも窺える。だが少年使節の一人，千々石ミゲルはその「見るべきではないもの」

を目撃して後に背教者となった。

　見るべきではないもの。それは基督教国の東洋侵略の具体的な姿である。

 （傍線部引用者／遠藤周作『銃と十字架』中央公論社，1979.4）

　「見るべきではないもの」，すなわち 16，7世紀の基督教国が武力により侵略を繰り返し，基

督教も肯定していた事実である。千々石ミゲルはそれを目撃してしまったために基督教に違和感

を覚え，帰国後遂に背教者になったと語り手は考える。また，題名の『銃と十字架』も基督教国

の植民地政策に関わる「銃」，すなわち武力介入と「十字架」，すなわち基督教の教化による現地

民の懐柔策を象徴したものであった。時の江戸幕府は基督教国の植民地政策を恐れたからこそ禁

教令を強化し鎖国までした。こうした中で唯一異なる対応したのが〈ペドロ岐部〉である。〈ペ

ドロ岐部〉は「見るべきではないもの」を見ながらも千々石ミゲルや荒木トマス，そして江戸幕
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府とは違う認識を持つに至ったのだ。

　ペドロ岐部が千々石ミゲルや荒木トマスの轍を踏まなかったのは，この基督者の歴史的行

為と基督教との明確な区別を認識したためだと思われる。不幸にして千々石ミゲルや荒木ト

マスは十六，七世紀の西欧基督教会の行動を基督教の基督教の教えそのものと混同した。こ

の世紀の教会の過失を，基督教自体の性格と錯誤したのである。彼等は基督教会もまた歴史

的に数多く過ちを犯しながら，より高きものに成長していくのだという「教会の成長」とい

う考えを持ちえなかったのだ。千々石ミゲルや荒木トマスは，この時代の教会の過失を基督

教そのものと同一視して，信仰を放棄した。だがペドロ岐部は彼等二人よりも，よくイエス

を知っていた…。（傍線部引用者／遠藤周作『銃と十字架』中央公論社，1979.4）

　作者の推測によらなくてもポルトガルの植民地の中心地であるインドのゴアを訪れた〈ペドロ

岐部〉が「見るべきではないもの」，すなわち 16，7世紀の基督教国の侵略の実態を見たことは

確かである。だが，〈ペドロ岐部〉は千々石ミゲルや荒木トマスと違い，最後まで信仰を棄てる

ことはなかった。しかも，作者はその理由について〈ペドロ岐部〉が植民地政策への協力という

「教会の過失」と「基督教そのもの」は区別しており，そこに〈ペドロ岐部〉が「よくイエスを

知っていた」からという大胆な推測を述べている。

　ではなぜ〈ペドロ岐部〉は「よくイエスを知」ることができたのであろうか。『銃と十字架』

では評伝という特質上，登場人物の行動に関しては客観的事実が中心として語られており，語り

手の主観は極力抑えられている。それでも，語り手が〈ペドロ岐部〉の心理に踏み込んだ箇所も

いくつかあり，ここに謎を解く鍵と〈ペドロ岐部〉の苦悩が隠されている。すなわち，〈ペドロ

岐部〉は苦悩を通して同じ苦しみを味わった受難のイエスを知ることが出来たのである。そこで

〈ペドロ岐部〉の苦悩の内実を確認したい。

　まず，〈ペドロ岐部〉の苦悩と密接な関係を持つ弱さを見せた場面から考える。ここには語り

手の主観が如実に表れている。

　私の観察では，強固な意志そのものだったペドロ岐部がその生涯のなかで，弱さを見せた

のはこれが二度目である。一度目はあの大追放令の時，日本信徒たちを見すててマカオに逃

げた時である。二度目は目前に日本を見ながらアユタヤに引きかえしたこの瞬間である。だ

がそのような弱さをここに至って見せたペドロ岐部を，誰も責められぬ。彼の信ずるイエス

さえも，十字架での自分の死を予感した前夜，血のような汗を地に落して苦しんだ。イエス

はその苦しみのあと，自分の運命を神の意志として引き受けたが，ペドロ岐部はすぐには引

き受けられなかったのだ。（傍線部引用者／遠藤周作『銃と十字架』中央公論社，1979.4）

　語り手の「観察」によると，〈ペドロ岐部〉は生涯の中で 2回だけ弱さを見せたという。元来
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〈ペドロ岐部〉は「剛毅な性格」と「海賊的な冒険精神」と「頑健な肉体」を持った人物として

『銃と十字架』では一貫して描かれていた。その意味ではまさに「強き人」であった。だが，そ

うした中でわずか 2回でも弱さを見せたところは逆に人間らしい姿とも言える。

　「一度目」に〈ペドロ岐部〉が弱さを見せたのは，1614年切支丹追放令が出た時，日本に残

るか，海外に出て帰国する機会を窺うか 2者択一を迫られて，日本を出る道を選んだことである。

〈ペドロ岐部〉には神学校を卒業したとはいえ「同宿」にしか過ぎない自分が日本に残るより，

日本を出て神父になって帰国した方が信徒の役に立つだろうという大義名分はあった。だが迫害

に苦しむ日本の信徒を見捨てたことは事実であり，そのことに対する後ろめたさがヨーロッパへ

渡る冒険の原動力ともなる。

　そこで〈ペドロ岐部〉はマカオに渡るが，ここでは神父になれる可能性がないことを知った。

するとインドのゴアへ行きそこでも神父になれないことを知ると，ゴアから砂漠を通ってエルサ

レムを巡礼し，ローマにまで至る。金銭的な援助もなく言葉もわからないままほぼ徒歩で走破し

た文字通り大冒険であった。この冒険を支えたのは，「剛毅な性格」と「海賊的な冒険精神」と

「頑健な肉体」の 3つであるが，その根底には日本の信徒を見捨てたという後ろめたさがあった

と語り手は繰り返し強調する。大事なことは，〈ペドロ岐部〉が「はやく神父となって帰国した

い。だが帰国すれば殉教を覚悟しなければならない」という苦悩の中で受難のイエスの姿を何度

も思い起こしていることだ。そうして次第に〈ペドロ岐部〉の苦悩とイエスの苦悩の姿が重なっ

てくる。

　受難のイエスの姿を彼はいつも思いうかべる。なぜなら，そのイエスの姿は帰国した暁の

自らの似姿と理想像とになるからだ。イエスが死を決意して過越祭のエルサレムに戻ったよ

うに，ペドロ岐部も死を覚悟して日本に帰るのだ。イエスがその予感通り，彼を迫害する大

祭司やサドカイ派に捕えられたように，ペドロ岐部も切支丹を迫害する日本の権力者に捕縛

されるだろう。だがイエスが愛した弟子の一人ユダから裏切られたように，ペドロ岐部も愛

した誰かから，裏切られるだろうか。

 （遠藤周作『銃と十字架』中央公論社，1979.4）

　こうして〈ペドロ岐部〉は受難のイエスに自身の姿を重ねることで，苦悩を克服して「殉教の

準備と死の覚悟」を整えて行ったのである。

　「二度目」に〈ペドロ岐部〉が弱さを見せたのは神父となりヨーロッパからマカオへ渡り，日

本潜入の機会を窺った時のことである。マカオでは日本行の方法がないことと日本での基督教迫

害の激化を知り，モレホン神父のアドバイスを受けてアユタヤへ行ったことである。この時，語

り手は〈ペドロ岐部〉が拷問や殉教に対して「たじろいだ」と強く非難する一方で，受難のイエ

スも苦悩したのだから仕方がないと認めてもいる。だが，〈ペドロ岐部〉はアユタヤに渡ると，

自分が神父であることを秘密にして黙々と日本潜入の機会を窺っている。マカオで「たじろい
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だ」にしろすぐに「殉教の準備と死の覚悟」を固めたのである。以上が〈ペドロ岐部〉の苦悩の

内実である。

　ところでここにはもう一つ問題がある。作者が意図的に〈ペドロ岐部〉をイエスの「相似形に

なろうとするキリスト者」 15） として描いている点である。〈ペドロ岐部〉が殉教に至る過程とイ

エスが十字架で死ぬまでの過程が相似形となっているのだ。例えば，イエスが死を覚悟してエル

サレムに戻ったように，〈ペドロ岐部〉も死を覚悟して日本に戻った。イエスが捕らわれる直前

までゲッセマネの園で苦しみながら祈っていたように，〈ペドロ岐部〉も拷問や死に対して深く

苦悩してアユタヤへ退いた。イエスが逮捕される時弟子達に裏切られたように，〈ペドロ岐部〉

も一緒に「穴吊り」の拷問を受けた式見神父とポーロ神父が棄教して裏切られてしまった。イエ

スが拷問を受けて十字架上で死刑になったように，〈ペドロ岐部〉も「穴吊り」などの拷問を受

けた末，火あぶりにされて絶命した。こうして〈ペドロ岐部〉と受難のイエスが重なって相似形

になるのである。

　最後に〈ペドロ岐部〉と山田長政との関係について述べたい。先に確認したように『銃と十字

架』で中心となるのは〈ペドロ岐部〉をはじめとする有馬神学校の「卒業生」であった。そのた

め，山田長政が登場するのはわずかに「山田長政とペドロ岐部」の章にしかすぎない。しかも評

伝という形式上，史実に基づいた山田長政がいた頃のアユタヤの歴史に関わる記述が大半を占め

ている。それでも語り手は章の最後の部分で山田長政と〈ペドロ岐部〉との関係を述べる。

　けれども長政とペドロ岐部とは，あの十七世紀初頭の日本人として同型の人間である。彼

等は共に日本を捨て，日本の外に走った。彼等は共に日本をこえた国際人であろうとした。

彼等は共に自分の創る国を夢みた。だが長政が地上の栄達を考え，日本を離れた場所に日本

人の王国を得ようとしてリゴールに赴いたのにたいし，ペドロ岐部は日本に戻って神の国を

そこに築こうとした。長政がその地上王国のために死を懸けたように，岐部もこの神の国に

死を賭けた。地上の王国と神の王国。二人の夢みたそれぞれの王国はあまりに離れ，あまり

に次元を異にしていた。（傍線部引用者／遠藤周作『銃と十字架』中央公論社，1979.4）

　『メナム河の日本人』やその他のエッセイに既出ではあるが，「地上の王国」を築こうとした

山田長政と「神の王国」のために働く〈ペドロ岐部〉という二人の生き方の違いである。これま

での主張と特に変わったところはないが，「評伝」という制約の中にありながらどうしても言っ

ておきたいという作者の強い意志が感じられる。

4．『王国への道』における〈ペドロ岐部〉

　「地上の王国」を築こうとした山田長政と「神の王国」のために働く〈ペドロ岐部〉の生き方

の違いを示した最後の作品が『王国への道 ― 山田長政 ―』（初出：『太陽』，一九七九年七月
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～翌々年二月号）である。副題に示されているとおり主人公は山田長政である。〈ペドロ岐部〉

は副主人公に過ぎず，ストーリーの中心となるのはあくまでも山田長政である。駿府の駕籠かき

でしかなかった長政が出世の機会を求めて日本を飛び出しアユタヤへ渡り，リゴールの藩主とし

て「地上の王国」を築く一歩手前まで登りつめていくことがストーリーの中心となっている。だ

が最後には身内の裏切りに遭い毒を盛られ「地上の王国」の夢は半ばで挫折する。そんな山田長

政が成功していくのと同時進行で〈ペドロ岐部〉も神父となるためにマカオからゴア，エルサレ

ムを経てついにはローマに辿りつく。神父となってからはローマからポルトガル，ゴア，マカオ，

そしてアユタヤで山田長政と再会し，最後には基督教迫害下の日本へ戻り殉教を遂げる。このよ

うに別なものを目指しながらも同じような情熱を持った二人の人生が交錯していくところが重要

である。では順に山田長政と〈ペドロ岐部〉の関わりを確認する。

　作品の冒頭は 1614年の切支丹追放令から始まる。バテレンの宣教師，有馬神学校の学生たち

と同宿の〈ペドロ岐部〉たちは長崎から船に乗ってマカオへと向うが，同じ船に山田長政が密航

していた。最初に山田長政と言葉を交わす西ロマノは，史実では 1627年〈ペドロ岐部〉とアユ

タヤで再会した人物であるが，『王国への道』では冒頭部分にしか登場しない。山田長政と〈ペ

ドロ岐部〉が初めて言葉を交わすのは，船の中で船酔いに苦しむ神学生たちをばかにする山田長

政を〈ペドロ岐部〉がたしなめた時からである。〈ペドロ岐部〉は「大友家の家臣」であった武

家の誇りを持つ強い意志を持った人物として登場する。

　マカオに到着すると，山田長政はすぐに阮子竜の手下となりアユタヤに住む日本人相手の商売

を手がける。〈ペドロ岐部〉はマカオで神父になる可能性もなく，厄介者扱いされて不満を抱え

ていたがアユタヤへ行くという山田長政から刺激を受け，マカオを出る決意をする。『銃と十字

架』ではヨーロッパで学び神父となった荒木トマスの存在が〈ペドロ岐部〉にヨーロッパ留学の

夢を与えたことになっているが，ここでは荒木トマスは登場しない

　アユタヤに着くと山田長政は様々な策略をめぐらし，日本人傭兵隊の中で頭角をあらわし，遂

には傭兵隊長にまで登りつめる。一方，〈ペドロ岐部〉も過酷な旅の末マカオからエルサレムを

経てローマへ至り，ついに神父となる。二人は互いのことが気になりながらそれぞれの道を進ん

でいく。

　1627年，日本へ潜入する方法を捜すために〈ペドロ岐部〉は山田長政のいるアユタヤへ着く。

史実では『メナム河の日本人』に登場したモレホン神父からアドバイスを受けてアユタヤへ向っ

たのだが，モレホン神父は登場しない。また，『銃と十字架』では〈ペドロ岐部〉がアユタヤに

着いた時，神学校の先輩である西ロマノと再会したが，西ロマノも登場しない。さらに，〈ペド

ロ岐部〉は山田長政に対して神父であることを公表し，神父として小さな教会を開いたり，医療

活動にも従事していく。『銃と十字架』では切支丹であれば日本行の船に乗ることができないの

で，アユタヤにいた 3年間は自分が神父であることを隠していた。

　アユタヤで再会した山田長政と〈ペドロ岐部〉は互いに親近感を抱きながらも生き方の違いを

実感して別れる。
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　要するに二人の議論はいつまでも平行線をたどっていた。ペドロ岐部は長政の生き方がこ

の世のはかない幻影を追ったものだと考えていたし，長政は岐部の信ずる神とか永遠の命が

わからなかった。

　ただこの二人はたがいに気がつかなかったが一点においてよく似ていた。それは狭い日本

にあくせくと生きず，おのれの生き方のために海をこえて新しい世界に突入したことだった。

自分の熱情を信じて，まっしぐらに進むその生き方には両者共通したものがあった。

 （遠藤周作『王国への道 ― 山田長政 ―』平凡社，1981.4）

（神の国はな，すべて人の魂のなかに作られる）

　岐部が言った言葉はまだ長政の耳のなかに残っていた。

（お前は地上の国ば作るがよか。しかしこの俺はな，神の王国のため働くのよ）

　長政がじっと岐部を船の上から見おろすと岐部もまた腕をくんだまま，長政を見上げてい

た。二人はたがいに沈黙したまま，すれ違った。

 （遠藤周作『王国への道 ― 山田長政 ―』平凡社，1981.4）

　ここにも「地上の王国」を築こうとする山田長政と「神の王国」のために働く〈ペドロ岐部〉

の生き方の違いが明確に表れている。二人の生き方の違いはこれまで確認して来たとおりで格別

新しい内容ではないが，小説らしくより生き生きとした言葉で語られている。もちろん，これま

で確認したように史実では二人の間に交流は全くなく，互いに無関心であった。

　最後に山田長政は妹のように可愛がっていた「ふき」に毒を盛られて死ぬ。「ふき」は山田長

政が出世する際の犠牲になった城井久右衛門の娘であり，山田長政は父の仇として殺されたので

ある。史実では敵の宰相に毒殺されたのだが，より劇的な形で最後の場面を飾っている。一方，

〈ペドロ岐部〉はアユタヤからフィリピンを経て日本潜入に成功する。長崎や東北で神父として

9年間活躍した後，仙台で逮捕された。「穴吊り」などの拷問を受けた末に火あぶりにされ殉教

を遂げた。〈ペドロ岐部〉は最後に役人たちに対して「私のことはおぬしには，わからん…」と

いう言葉を遺して絶命した。おそらく役人だけではなく山田長政にも言いたかった言葉であろう。

同様に『銃と十字架』でも棄教を勧める役人たちに対して，〈ペドロ岐部〉は「あなたに私の基

督教は理解できぬ。だから何を言っても無駄なのだ」と答えて絶命した。ほぼ同じ終り方である。

　以上，山田長政と〈ペドロ岐部〉の関わりを確認した。こうして概観すると，山田長政は主人

公であるだけに人物関係や行動に大胆な創作がなされており，より劇的に描かれている。〈ペド

ロ岐部〉とも密接な関係にある。反対に〈ペドロ岐部〉は他の人物との交渉がほとんど描かれて

いない。『銃と十字架』ではマカオで荒木トマスやモレホン神父，アユタヤで西ロマノと出会っ

たのだが，そうした人物は省略されており，その分，山田長政との交流の深さが一層際立つ構造

になっている。また，『銃と十字架』で〈ペドロ岐部〉は 2度弱さを見せたが，『王国への道』で

は少しも弱さを見せることもなく，「剛毅な性格」と「海賊的な冒険精神」と「頑健な肉体」を
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持った人物として一貫して描かれている。最初から最後まで一貫して〈ペドロ岐部〉は「強者」

だったのである。

おわりに

　遠藤文学において〈ペドロ岐部〉が登場する『メナム河の日本人』，数編のエッセイ，『銃と十

字架』，『王国への道』について概観した。『メナム河の日本人』では〈ペドロ岐部〉の外面的な

弱さと内面的な強さが明確に表れていた。数編のエッセイでは，「強者」である〈ペドロ岐部〉

との心の距離感が埋められていく過程を見ることができた。『銃と十字架』では 2度だけ弱さを

見せたが，それ以外は強者として信仰を貫き，受難のイエスと相似形となった〈ペドロ岐部〉の

姿が現れた。『王国への道』では一貫して「強者」としての〈ペドロ岐部〉の姿を見ることが出

来た。

　これらの作品を改めて見直すと，〈ペドロ岐部〉が登場するほとんどの作品には対照的な存在

として必ず山田長政が登場しており，二人の関係性が重要なテーマを形成している。すなわち，

「地上の王国」を築こうとする山田長政と「神の王国」のために働く〈ペドロ岐部〉との生き方

の違いであり，目指すものは異なるが同じような情熱を持ち，海外に勇躍した日本人の姿である。

　そして他の作品との関連も考えられる。〈ペドロ岐部〉の信仰の対象であるイエスを描いた

『死海のほとり』『イエスの生涯』『キリストの誕生』。評伝という同形式の『鉄の首枷』『侍』。2

項対立のバリエーションである『侍』の長谷倉とベラスコ，『王の挽歌』の豊臣秀吉と大友宗麟。

いずれの作品も〈ペドロ岐部〉が直接登場することはないが，〈ペドロ岐部〉の生涯と深い関連

があり，遠藤文学の「歴史小説」をより豊かな世界へと導くのに役立っているのである。

注

1）  〈ペドロ岐部〉については「ペドロ岐部」「カスイ岐部」「岐部神父」「ペドロ岐部カスイ」「ペ
ドロ・カスイ・岐部」など様々な呼び方があるため本稿では〈ペドロ岐部〉と統一して呼ぶこ
ととする。

2）  次章から確認するが本稿で取り上げる作品に関する先行研究がほとんどないことが〈ペドロ岐
部〉に対する関心の低さを物語っている。

3）  拙稿「遠藤文学における〈ペドロ岐部〉（一）―『留学』『沈黙』を中心として ―」『遠藤周
作研究第八号』（2015.9）。

4）  次の 4本である。
 （1） 鈴木秀子「『メナム河の日本人』」（『世紀』，1973.11）
 （2）  麻生直「日本人の原像にせまる ― 雲「メナム河の日本人」（上演劇評）」（『テアトロ』，

1973.12）
 （3） 矢代静一「二人三脚『メナム河の日本人』」（『文芸』，1973.12）
 （4） 三浦朱門「挫折する人生 ― 遠藤周作『メナム河の日本人』について ―」（『海』，1973.12）
5） 遠藤周作「小説家の海外旅行」（『海』1979.7）
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6）  山田長政の秘密を知っているモレホン神父と〈ペドロ岐部〉が二人とも神父であることに注意
したい。

7） H・チースリクには〈ペドロ岐部〉研究の書として『キリシタン人物の研究 ― 邦人司祭の
巻 ―』（吉川弘文館，1963.12），『海賊の末裔 ― 波乱にとんだ岐部神父の物語 ―』（中央出
版社，1969.8），『世界を歩いた切支丹』（春秋社，1971.6）の 3冊がある。

8） 「あとがき」／遠藤周作『走馬燈　その人たちの人生』（毎日新聞社，1977.5）
9）  『走馬燈　その人たちの人生』の帯には「創作ノート；宗教史的回顧に拠るエッセイの試み」
とある。

10）  遠藤周作・三浦朱門「“王”にあいに行った男 ― 書き下ろし長編『侍』をめぐって ―」
（『波』，1980.4）

11） 山本健吉「天草四郎」（『人物日本の歴史 10　桃山の栄光』小学館，1976，所収）
12） 次の 4本がある。
 （1）  久保田暁一「遠藤周作の視点 ―『鉄の首枷』と『銃と十字架』について」（『キリスト教文

学の可能性』だるま書房，1979.11），
 （2） 尾崎秀樹「大航海時代」（『歴史文学夜話　鷗外からの 180篇を読む』講談社，1990.7），
 （3） 広石廉二「『銃と十字架』― 殉教者の論理」（『遠藤周作の縦糸』朝文社，1991.10），
 （4） 三木サニア「遠藤周作『銃と十字架』」（『キリスト教文学』，2011.8）。
13） 「有馬，日之枝城」（『切支丹の里』中央公論社所収）
14）  このエッセイは『朝日新聞』に 5回に分けて連載された。ちなみに 1回目では，アユタヤの日

本人町の跡地を訪れ山田長政に対して思いを馳せている。
15）  〈ペドロ岐部〉とイエスの相似形の問題は作者が自作解説で触れている。
 遠藤　  それはもう明らかにロドリゴ，キチジローの線と対比させていました。でもしかし一方で

は，『沈黙』のときは同行者イエスといいますか，こちらの苦しみを知っているイエスと
いうのを書きましたけれども，ペドロ岐部のとき（引用者注：『銃と十字架』）はイエスに
少なくとも相似形になろうとするキリスト者ですね。イエスもまたこの同じ苦しみを受け
たんだからという，相似形になろうとするキリスト者を書くことで，右翼左翼を固めよう
という気持はありました。その相似形になろうという気持が，やがて『侍』のなかで侍が
キリストというのはぜんぜん信じなかったけど，「あの人」と相似形になっていくわけで
す。（傍線部引用者／遠藤周作・佐藤泰正『人生の同伴者』春秋社，1991.11）
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〈Résumé〉
  La philosophie de Foucault est souvent considérée sous l’aspect de l’objectivité, tout 

comme celle des structuralistes, car il prédit que la notion de l’homme moderne s’effacera un 

jour dans Les mots et les choses （1968）. Et pourtant, il nous semble qu’il essaie de rétablir la 

subjectivité sans sujétion aux autres, en exhumant son sens antique, entre 1976 et 1984. Nous 

nous proposons dans cet article d’éclaircir son propos qui n’est pas, à notre avis, contradictoire, 

mais tout au contraire, cohérent, en montrant qu’il abandonne le sujet moderne compris 

comme s’adonnant à la seule Raison et qu’il retrouve des conditions qui établissent une 

subjectivité à la fois indépendante et libre en s’inspirant de l’Antiquité.

1．問題の所在

　我々は京都外国語大学・京都外国語短期大学『研究論叢』前号（第 84号）に掲載された拙論

文「歴史の終わりと主体の問題について ― フクヤマ，コジェーヴ ―」の中で，主にコジェー

ヴに依拠しながら主体の終焉論を取り扱った。その際に，コジェーヴのヘーゲル読解にも言及し

た。本稿では，コジェーヴ以降に終焉論を唱えた人物としてミシェル・フーコーを取り上げる。

フーコーは「人間の終焉」について論じた人物として知られているが，我々には彼の議論がコ

ジェーヴのそれに通ずるように思われる。というのも，両者共に主体の観念を念頭に終焉論を展

開しているからである。

　フーコーは前期に，近代的主体である人間の死の仮説を唱えたが，後期になって人間の主体性

の奪回を試みた。主体回帰の方法として，彼が注目したのが古代ギリシャにおける自己への配慮

であるが，彼の問題意識は人間の人間らしさがいかに確保されるかということではない。人間が

動物とは異なった人間らしさを持っていること自体は，いつの世にも失われることはない。言う

までもなく，人間が完全に動物化することなどは有り得ないのである。歴史的な人間性に対して

懐疑の目が向けられた現在，諦めて終焉論に陥ることなく，あるいは無抵抗に他者へ従属

（sujétion）することなく，人間の主体性（subjectivité）はいかにして確保されるのだろうか。本

稿で明らかにしたい。

　周知のように，フーコーは『言葉と物』（1968年）における「人間の死」の仮説を契機として

一躍注目された。この本の中で，彼はそれまでの哲学者の歴史観とは異なったそれを提唱するこ
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とで波乱を巻き起こす。このことから，フーコーと言えば反歴史的，反ユマニストの哲学者にし

て歴史学者というイメージが形成されることとなる。

　フーコーの思想は方法論別に三段階に分けることが可能である。前期は，考古学的手法を用い

た『狂気の歴史』，『言葉と物』，『知の考古学』などの著作を中心とする 1969年までの時期であ

る。中期は，系譜学的手法を採用した『監獄の誕生』が出版された 1975年から，『知への意志』

などの著作が世に出た 1976年までである。最後に，後期あるいは晩期は，『快楽の活用』（1984

年），『自己への配慮』（1984年）を書いていた時分である 1）。つまり，『知への意志』の出版から

『快楽の活用』の出版まで沈黙の八年間があり，この間フーコーは行き詰ったと考えられてきた。

だが，実はその間もコレージュ・ド・フランスでの講義は絶え間なく続けられており，その内容

が近年『コレージュ・ド・フランス講義集成』として世に出るに伴い明らかになった。フーコー

における前期と中期と後期との間の時代区分は以上の通りであるが，中期と後期の間の断層が何

に由来するのか未だ完全に明らかとなってはいない。

　冒頭でも述べた通り，本稿では，フーコーは前期に人間という近代的主体を相対化したと解釈

されがちであったが，後期になって彼が古代的主体を発掘しようと努めたことを示す。ただし，

それは正確に言えば断絶ではなく，むしろ逆にフーコーの思考の一貫した論理的な帰結なのであ

る。なぜならば，彼が放棄したのは主体そのものではなく，主体を一個の絶対的な理性へと委ね

るような近代的主体であり，それに代わって古代に自己の主体性を成り立たせていた条件を再発

見することは何ら矛盾を孕んでいないからである。

　主体の起源を歴史的に遡って，その根拠の脆弱性を暴くことが彼の試みではなく，逆に，いか

にして近代的主体が成立したか，その誕生の基礎となる「事件」を特定することを彼は視野に入

れていた。だが，後に見るように，フーコーが人間概念の根本を揺さぶることで，「人間の死」

を提唱したことは，人間を相対化したことに他ならないと解釈された。いずれにせよ，フーコー

にとって，哲学とは認識する主体に到達すること，あるいは主体をそのようなものとして性格づ

けてくれるものへと到達することであること（« L’éthique du souci de soi comme pratique de la 

liberté » （1984）, in DEII, p. 1542）からも，彼の哲学の中で主体の問題系が研究の主題であり続

けたことは明白である。

2．「歴史哲学の終焉」と主体の「個人化の放棄」

2.1.　「歴史哲学の終焉」

　フーコーは歴史を取り扱った哲学者として知られるが，果たして彼の歴史観はそれまでの歴史

哲学といかなる点において異なるのだろうか。彼が歴史について語る際，執拗に批判してやまな

いのは，連続的で目的性を持っている歴史観であるとされる。例えば，中山元は『フーコー入

門』の中で，次のように述べる。
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「フーコーが批判するのは，このような伝統的な思想史の前提となっている歴史の目的性の

概念である。歴史が一つの目的をもち，その目的に向かって進んでいくと考えると，歴史は

連続していることになる。フーコーは，もしも歴史が中断なく連続したものであれば『歴史

は意識にとっての特権的な隠れ家』となると批判する。」 2）

　このような歴史観に対して，フーコーは次のように説く。今日の歴史学者たちは歴史上の大事

件にばかり目を向けるのではなく，より長い期間で見て歴史的事象が醸成されていく過程へと目

を向けるようになった。つまり，それ以前の歴史学者の務めと言えば，過去にあった記念碑的事

柄（monument）を人々の記憶として留めるべく書き記すことにあった。だが，近年では，ある

事件の背後に隠れている，深層の変動（transformation）に以前より注目するようになった。

フーコーの仕事の目的は，歴史の中に無意識を発見することであった。その限りにおいて，たと

え本人が構造主義者と呼ばれることを忌み嫌っていたにしても，彼は構造主義者と問題意識を共

にしていたと言える。

　それはさておき，ここで言う，今日の歴史学者たちとは，マルク・ブロック，リュシアン・

フェーブル，フェルナン・ブローデルなどのアナール学派に属する研究者のことを指す

（« Michel Foucalut explique son dernier livre » （1969）, in DEI, p. 801）。その中で，例えばブロー

デルは，物質文明が中世末から 18世紀にかけて，いかに緩慢に時間をかけて完成するか明らか

にした。歴史学者らが試みたのは，それまでの歴史区分とは異なった，新たなより大きな連続性

を解き明かすことであった。それに対し，現在の思想史家や科学史家たちは，ある天才による新

たな理論の発見によって，いわば「パラダイム・シフト」が起こり，歴史が塗り替えられる，と

いう非連続性を強調するようになっていると言う。

　フーコーは，そのことに疑問を持ち，研究を進めた。研究の結果，彼は哲学者らに対して，歴

史の背後には常に絶対理性なる霊験あらたかな主体が控えており，最終的には歴史は理性的なも

のとなるとする，「理性の狡知」に支えられたヘーゲル主義的な信仰を捨象すべきであると考え

るようになった。これは，近代合理主義に対し懐疑的な者にすれば，納得の行く考え方である。

フーコー自身の言明を引用しよう。

「けっして起源や創始へと到達しないような，理性の継続的な年代記に代わり，一つの法則

には逆らい，それぞれの歴史に固有な一つの類型を持ち，獲得し，発展し，想起するような

一つの意識という一般的なモデルに還元されない，お互いに明確に異なり，時には短いこと

もある尺度が現れた。」（AS, p. 16）

　これらの「尺度」とは「経済的成長の諸モデル，交換の流れの量的分析，人口統計学上の発展

と逓減の概略，気候とその変動の研究，社会学的常数の見定め，技術的調整とその伝播や存続技

術」（AS, p. 10）などである。経済学や人口統計学，社会史などの学問が登場し，発達したこと
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の背景にはこれらの「尺度」があった。理性にせよ，意識にせよ，ヘーゲル哲学における鍵語で

あることは言うまでもなく，フーコーはヘーゲルの単線的で発展的な歴史観を念頭においてその

批判を図っていることは明白である。さらに言えば，フーコーにしてみると，ヘーゲルからサル

トルにまで至る主体を基盤に置いた哲学は，世界，知，人間の経験の「全体化」の試みであった。

だが，哲学がもはや諸学の王の位置に君臨しないとすれば，そのような試みは虚しく映る。

　フーコーは，あらゆる要素を一つの形態あるいは一つの原理の下にまとめ上げるような歴史の

扱い方を，包括的歴史（histoire globale）と呼んで批判する。彼はそのような歴史の捉え方に代

わって，諸実践の特異性，それらの関係性，それらの依存形態を描くことが可能であるような一

般的歴史（histoire générale）を提唱する。哲学者のための歴史観，つまり，歴史学に疎い哲学

者が，歴史に何らかの方向付けを行って解釈することに対してフーコーは否定的な態度を取る。

その意味では，彼の中には，かつての哲学者が試行錯誤をして論じてきた歴史哲学は存在しない。

したがって，「歴史哲学の終焉」こそ，フーコーが導き出した結論であると言えよう。歴史の中

に哲学者が外部から主観を持ち込み，現代を生きる自分たちにとって都合の良い解釈を施す行為

を，彼は一貫して批判した。フーコーにとって，同時代人で，真っ向から対立する歴史観を持つ

哲学者がサルトルであった。ヘーゲル的な「19世紀の哲学」を継承していると思われるサルト

ルは，フーコー哲学が哲学者のための歴史観であり，歴史哲学に反するという意味で「反歴史

的」であると評して，マルクス主義が狙い打ちにされていると主張した。我々からすれば，フー

コーが歴史を扱っているのに反歴史的と呼ばれるのは的外れに思われるだろうが，ヘーゲル及び

サルトルにとっては歴史とは歴史哲学のことであった。

2.2.　主体の「個人化の放棄」

　それでは，フーコーとは歴史の連続性に対して非連続性を強調した哲学者であると断言してし

まって，本当に良いのだろうか。彼自身，フランスのある百科事典の中で自分が「歴史の非連続

性を主張する歴史家にして哲学者」と定義づけされることに違和感を覚えている。

「私がやろうとしたのは『どうだい！非連続性万歳だ。我々は非連続性の中にいるのだ。さ

あ，このまま非連続性と共にいようではないか』などと主張することでは決してない。そう

ではなく，私の意図は，『いったいなぜ，ある特定の時期にある特定の知の領域において，

こうした突然の離脱，急激な動き，つまり，我々が通常抱いているような静かで連続的なイ

メージには到底合致しないような変容が起こり得たのであろうか』という問いを投げかける

ことにあった。」（« Entretien avec Michel Foucault » （1977）, in DEII, p. 143.）

フーコーがここまで連続性に固執するのはなぜか。1978年の時点で，彼は自分ほど連続性を重

んじる者もいない，「非連続性を突き止めること，それは解決すべき問題を確認することに過ぎ

ない」（« Table ronde du 20 mai 1978 » （1980）, DEII, p. 842）と自嘲気味に語る。つまり，非連続
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性があることを認めるだけに留まらず，その事実を前提としてどういう条件の下でそれが生まれ

たのか突き止め，現在にまで続く問題を解決することが肝要なのである。隠された連続性なるも

のを明らかにしようと努めたところで問題解決を図る上では建設的ではない。したがって，二項

対立的に，フーコーが歴史の連続性ではなく，非連続性に焦点を当てたとする理解は一面的なも

のであり，本人の意図と反することをここでは確認しておきたい。

　ところで，先の引用文の中の「解決すべき問題」が何であるかという肝心の内容に関して，

フーコーはその文脈では明らかにしていない。それは果たして何なのか。それを知るには，もう

少し時代を遡らなくてはならない。『監獄の誕生』の著者であるフーコーは GIP（監獄情報グ

ループ Group d’information sur les prisons）なる監獄の改善を訴える団体の活動に参加していた。

1972年，ドイツで監獄に関するインタビューを受けた際，インタビューアーに，主体が死んだ

と主張するのであれば，あなたのように監獄の現状に関わる活動に参加したところで無駄なので

はないかと問われる。この疑問は，フーコーを，一般的な解釈に従って，主体を退け客体を重視

し，ある時代，ある場所には固有のシステムがあると考えた哲学者と認識するならば当然出てく

るべきものである。自由，平等，真理などの輝かしい魅力を放つ概念はいわばイデアとして，ギ

リシャ時代から存在してきた。それが世界で実現されることこそがヘーゲルのような哲学者に

とって夢であり，到達目標であった。しかし，それらの概念が全て時代的制約に従った相対的な

ものに過ぎないとするならば，すなわち，時代毎に移ろいゆく刹那的なものに過ぎないのであれ

ば，我々，個々の主体がそれらを現実の中に見出そうと試みることには大した意味はないのだろ

うか。そしてまた，人間には主体性などなく，全て外的な客体によってその実践が決定されてし

まうのであれば，政治運動など行うことには何の意味があるのか。

　そこで彼が辟易しながらも答えるところでは，主体そのものの放棄ではなくて主体の「個人化

（personalisation）の放棄」（« Le grand enfermement » （1972）, in DEII, p. 1172）を自分は主張し

ようとしている。GIPのような団体を例に取ると，その中にいる一人の権力者が団体全体を動か

すのではなく，匿名の個人である各人が全体を組織しているということである。フーコーがこの

団体に参加した動機は，一部の弱者が強者の手によって外部に追いやられてしまっているという

問題を解決することであった。一部の弱者とは，例えば貧しくてやむをえず罪を犯した囚人を指

している。それは，フーコーの指摘するように，刑務所が歴史的に構築された楼閣に過ぎないか

らといって，単にそれをなくしたところで解消される問題ではない。彼が GIPに期待している

ことは，刑務所でサッカーが出来るように，あるいはテレビを設置するべきであるといった類の

生活の改善ではない。そうではなく，刑務所に入らざるを得ない，資本主義社会で周辺に追いや

られた生活を送ることを余儀なくされた人々の地位（statut）をどう改善するかといった，より

根本的な問題を解決することを彼は望んでいた（ibid, p. 1174）。

　フーコーにとって重要なことは主体の有無や主客の対立ではない。彼自身の言葉を借りれば，

現代における哲学の問題はもはや主体がいかにして世界を生き，経験するかどうか知ることでは

ない。そうではなく，ある主体が，我々を取り囲む体系的なネットワークの中へと入り込み，機
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能することを可能にする条件を知ることにある。つまり，主体がいかなる条件の下で，外部の次

元と関わり合うことが出来るか解き明かすことが我々に突きつけられた課題なのである。

3．「人間の死」とそれに対するオルターナティヴ

3.1.　「人間の死」と「神の死」

　フーコーを語るうえで切っても切り離せないのが，「人間の死」のテーゼである。この言葉だ

けが独り歩きをして，フーコーと言えばアンチユマニストというイメージが付いて離れないが，

果たしてフーコーは何を意図してそのような説を述べたのか。フーコーによれば，人間が生まれ

たのは 19世紀のことであった。すなわち，人間を知の対象として取り扱うという発想が出てき

たのが，この時期であったということである。人間が自己認識を可能とすることにより，初めて

自己の主人となると考えられた。つまり，自己が自由であることと存在していることを把握する

主体となるはずなのであった。だが，この後に勃興した，人間を研究の対象に据えた人間科学を

通じて明らかになったことは何か。

「さてそこで何が起きたかと言えば，まさにその点で人間は十九世紀に生まれたと言うこと

ができるのだが，知の可能な対象としての人間についてこれらの探求が進んでゆくうちに，

一つ非常に重大なことが発見された。それはこの人間なるもの，人間の本性或いは本質，さ

らには固有の性質といったものが，一度として見出されなかったということである。」

（« Foucault répond à Sartre » （1968）, in DEI, p. 691.）

言い方を変えれば，人間科学の成果とは，人間の本質や固有性が存在しない，という逆説的なも

のであった。その代わりに見つかったものは，心理学の分野では無意識であり，言語学の分野に

おいては論理的システムである構造であった。人間らしさが見つかることこそなかったものの，

現在に至るまで人間は認識の対象（objet）とならなくなったわけではなく，自らの自由や存在

の原因（sujet）ではなくなったのみである。これこそ比喩的な意味で，世界の中心たる「人間

の死」に他ならない。それゆえ，人間中心主義と関連した，人間の幸福という概念抜きに，例え

ば現代における経済効率を追求することも可能なのである。経済効率を語る際には，人口増加，

消費，個人の自由，欲望の可能性などの機能（fonctionnement）が言及されるが，それらはどれ

を取っても人間の幸福という概念と関係を持たない（« Qui êtes-vous, professeur Foucault ? » 

（1967）, in DEI, p. 646）。そこで，機能の探求をするうえでは，人間あるいは人間性という概念の

存在意義は無きに等しいことになる。

　ところで，フーコーは『言葉と物』の中で，「人間は，我々の思考の考古学によってその日付

の新しさが容易に示されるような発明にすぎない。そしておそらくその終焉は近いのだ」（MC, 

p. 398）と「人間の死」を断言せず，おそらく近い将来そうなるだろうとお茶を濁している。そ
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の理由は，我々が生きている時代に流れる知の枠組み（エピステーメー）を我々自身が把握する

ことは出来ないからであろう。時代が変わり，過去を反省することでしか，それを知ることは出

来ない。こうして，「人間の死」という仮説は現在に至るまで開かれた問題ではある。そうとは

いえ，人間が死んだことを仮に受け入れるとどうなるであろうか。

　フーコー自身，人文科学分野の研究者は「人間が自分自身の自由と実存の主体となることがで

きるように，人間を一つの認識の対象としていた」（« Foucault répond à Sartre », in DEI, p. 691）

がゆえに，人文科学の一分野である「哲学において人間は消滅しますが，それは知の対象として

ではなく，自由や実存の主体として」（ibid, p. 692）であると認めている。このように，人間と

いう主体を消去することは，自由な主体を放棄してしまうことと同一である。

3.2.　「人間の死」に対するオルターナティヴ

　「神の死」に続いて，今度は人間が本当に死んだとすれば，その後に世界の中心となり得るの

は果たして何であろうか。フーコーは，そのことに関して，厳密にこれが世界の中心になるとは

言明していない。その理由は，いま述べた世界の中心などと言った偉大なる絶対的主体が存在す

ることそのものを否定するからであると言ってよいであろう。だが，彼が主体そのものを否定し

たわけではないことは，我々が先に確認したとおりである。そうであるとすれば，世界の中心は

ないにせよ，世界を動かす何らかの要素は存在する可能性はあるはずである。

　きわめて抽象的な言い方ではあるが，フーコーは人間中心主義に取って代わるのは，非弁証法

的文化であると認めている（« L’homme est-il mort ? » （1966）, in DEI, p. 570）。それは，19世紀

に出てきた絶対的な理性，つまり社会と個人の関係，歴史と意識の関係の問題を，存在を参照軸

として秩序づけるような弁証法的理性に対抗して作られた概念である。フーコーに言わせれば，

弁証法的理性の提唱者サルトルは『弁証法的理性批判』の中で，ヘーゲルに始まる，精神分析，

経済学，社会学などを統合することを目論んできた西洋哲学の終着点に到達した。

「彼〔サルトル〕は現代文化，つまり，精神分析，政治経済，歴史，社会学の成果を，弁証

法と一体化させるために最善を尽くした。（中略）『弁証法的理性批判』とは，十九世紀の人

間が二十世紀を考えようとした素晴らしくも悲痛な努力の賜物である。その意味でサルトル

は最後のヘーゲル主義者，いや，最後のマルクス主義者であるとさえ言えるであろう。」

（Ibid, p. 569‒70.〔　〕内は執筆者による補足。）

弁証法的理性は，個人と社会との関係，意識と歴史との関係，実践と生との関係，意味と無意味

との関係，そして活力と無力との関係，といった人間存在を参照軸とすることで発展してきた。

その試みの一つの結晶は，全ての知識を集めて並べ替えた百科全書である。そこでは，知や啓蒙

の名目の下で，非－知（non savoir）を排除した。それに対し，非弁証法的文化を支える非弁証

法的思考は，人間の存在や本質を包含しない。この思考は全体との関連で特権的な位置を占める
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のではなく，いわば第二の位置を占める。そしてまた，狂気などの異常性といった非－知も積極

的に取り込む。そこでは，弁証法的に知が非－知を消去するわけではない。従って，社会をある

一人の天才あるいは権力者の産物とせず，歴史を意識の次元に還元することもない。その意味で

は，19世紀以来，弁証法を基礎に据えてきた哲学は危機的状況にある。上で挙げたように，そ

の典型的な例が歴史哲学であった。

　フーコーは，同時代を巧みに表象している絵として，クレーの絵を挙げている。「クレーの絵

画は，絵画を，その構成要素のうちで構成したり，分析したり」（ibid, p. 572）するという特徴

を持っている。また，絵のタイトルと絵の中で描かれている事物が必ずしもうまく対応せず，両

者の間に序列も存在しない。その点で，「ラス・メニーナス」のような要素が全体を作り上げて

いるような絵とは異なる。個々の形や色合いなどの要素だけを取り出してみたところで，クレー

の絵を鑑賞するうえでは大して意味がない。これを現代社会に置き換えると，個々の主体が社会

を構成すると共に解体しているということになる 3）。しかし，このように弁証法に非弁証法を対

峙させたところで，哲学の再建を出来るわけでもなく，まして自らの手で一度解体してしまった

主体を奪還できるわけでもない。そこで，フーコーはニーチェ同様，しかしニーチェとは全く異

なった仕方で古代ギリシャへと回帰したことを最後に見てみたい。

4．古代的主体の技法の再発見

　フーコーにとって，哲学とは認識する主体に到達すること，あるいは主体をそのようなものと

して性格づけてくれるものへと到達することであった（« L’éthique du souci de soi comme 

pratique de la liberté », in DEII, p. 1542）。前期フーコーは近代的主体である人間概念を解体した

ものの，後期フーコーは古代ギリシャ・ローマにまで遡って主体の復権を図ろうとしており，そ

うすることで，当初の目的であった主体の概念を再構築しようとしたと解釈できる。では，この

古代的主体とはどのようにして形成されるのであろうか。

　古代世界では，広い意味での禁欲，すなわち自己の自己に対する修練が主体の自己形成の実践

であった。ここで言う禁欲とは，滝に打たれながらその苦痛に耐え忍ぶといった類の実践のこと

ではなく，自己認識をするために自己へと配慮することである。そして，自己認識をすることは，

善きエートス（存在様態，あるいは自らに対する導き conduite）を持つことであった。このエー

トスは言語だけではなく，歩き方や，また時には沈黙によって，人から人へと伝えられていたが，

善きエートスを持つためには，他者に依存するばかりではなく，自己の自己に対する働きかけが

必要であった。そのことにより，自分のためになるばかりではなく，ポリス全体の利益にもなる。

それゆえ，市民を捉まえては，自己への配慮を呼びかけていたソクラテスは，自分がオリンピッ

クにおける勝者以上にポリスに貢献していると考えていた。

　このように自己に対して修練を課すといった「自己陶冶」（la culture de soi）は，自己を倫理

的主体へと高めることをも可能にする。「自己への帰着の終局，そしてすべての自己実践の最終
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目標を構成する，この自己との関係は，さらに，統御の倫理にも属している」（SS, p. 82）。自己

を認識することの目的は，単に欲望を抑えるだけでなく，自己を「所有」することであり，「自

分自身の過去へと向かっていき，その思いに耽り，意のままに自分の過去を眼前に展開し，何事

によっても乱されない関係を自分の過去に対して持つことができる」（SS, p. 83），つまり過去を

「所有」することが出来るようになる。古代ギリシャより後の時代に住む我々にとって，自己へ

と配慮することはエゴイズムであるとして否定的に考えられがちである。「自己に気を配るとい

うことは，ある時期から，自己愛の一形式，エゴイズムや個人的な関心の一形式として，糾弾さ

れることになってしまった」（« L’éthique du souci de soi comme pratique de la liberté », in DEII, 

p. 1531）とフーコーは嘆く。その原因は，必ずしもキリスト教によるものではない。なぜなら，

キリスト教においても，魂の救済（salvation）のために徳行を積むことは自己の配慮の方法でも

あったからである。時代が下るにつれ，自己への配慮はいつしか「汝自身を知れ」の標語に取っ

て代わられたが，両者の間には大きな相違がある。自己へと配慮することは，ただ自分自身をよ

く認識することが目的なのではなく，自由をいかに実践するかという倫理的問題をはらんでいた。

つまり，「ギリシャ・ローマ世界においては，自己への配慮とは，個人的な自由 ― またはある

程度まで市民的な自由 ― が倫理として反省される様態のこと」（ibid, p. 1531）であった。ヘー

ゲルが個人の自由より都市国家の全体性に重きを置いたのと対照的に，フーコーにすれば，この

市民的な自由が古代人にとって本質的な課題であった。そして，古代における自由とは非隷属的

状態を指すが，それは他者に隷属しないばかりでなく，自らの情念の奴隷にならないことも意味

していた。そのことで，人は自分に対して制御あるいは支配の関係（ギリシャ語では権力，命令，

統治を指す archê）を打ち立てられる。

　自己への配慮が単なるエゴイズムでないことは，次のことからも明白である。自己へと配慮す

ることで，人は集団の中で執政官になったり，友人関係を持ったり，何らかの地位を占めたりす

ることが可能となる。また，自己へ配慮するうえで，自分よりも物事に通じている師の助言に耳

を傾けることも必要であり，それにより身近な他者（夫にとっての妻，子供など）を統治する術

を知るという点では，他者への配慮でもある。自己と自己との関係が存在論的に第一であるがゆ

えに，自己への配慮が先行し，その後に他者へと配慮することが出来る。そして，逆説的ではあ

るが，自己への配慮があれば，かえって他者を支配しようという情念の虜にならないのである。

権力の濫用という自らの欲望の虜になっているような状態から自由であれば，他者を支配しよう

という欲望もおきない。権力とは，一般に人と人との間に働くと考えられがちであるが，ここで

は自己の内部で働く，自分で自分を動かそうとするような権力を意味する。

　以上のことから，古代において，自己への働きかけという行為を通じ，主体の自由が実践され

ていたことが確認された。したがって，主体性の問題に限って言えば，フーコーが行ったことは

ヘーゲル哲学の超克ではなく，むしろ延長線上にある。換言すると，フーコーとヘーゲルは対立

しないどころか，フーコーはヘーゲルを補完しているのである。
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注

1）  後期フーコーの講義及び著述活動については，以下も参照。芹沢一也・高桑和巳編『フーコー
の後で』慶応義塾大学出版会　2007年。1‒8頁。

2） 中山元『フーコー入門』筑摩書房　1996年。113頁。
3）  フーコーの言う非弁証法的理性によって構成される空間とは，何を指しているのだろうか。所
見では，それは複数の秩序を持つ多元的空間である。この語には，人間ばかりかその他の動物
も含めた多数の存在者によって構成される，円環的な秩序というインプリケーションがある。
それゆえ，そこでは人間か自然かという二項対立は乗り越えられている。
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　　　　, （DEI）, Dits et Écrits I, 1954‒1975, Gallimard, 2001.
　　　　, （DEII）, Dits et Écrits II, 1976‒1988, Gallimard, 2001.
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〈Sommario〉
  Nella prima metà della sua storia autobiografica, la nostra protagonista, malata e ricoverata 

in un policlinico a Roma, decide coraggiosamente di farsi operare da un dottore, professore ed 

aurtorità di medicina. Lei l’ho soprannominato “Jack lo squartatore （ Jack the Ripper ）”, perchè 

pur essendo un ottimo medico, non tiene assolutamente da conto sentimenti dei pazienti. Ed 

era, quindi, forse ancora rimasto vivo nei tempi di Enif Robert, l’eco degli omicidi orribili di 

alcune prostitute, che erano state barbaramente massacrate, di tarda notte nella Subura 

Pondinese, coperta di nebbia e di smog, dal 31 agosto al 9 novembre 1888.

  Nella seconda metà, invece, si racconta il lungo periodo di convalescenza, che trascorre la 

protagonista a Napoli con molte difficoltà, affrontando pazientemente il problema della guarigi-

one troppo ritardata, dopo la sua operazione chirurgica fatta a Roma.

  Per quanto riguarda l’estetica del Futurismo, è molto importante il modo di stampare il 

testo: scrittura, impaginazione, inquadratura, tipografia e così via. Nella traduzione giapponese 

qui presente, purtroppo, non si può riprodurre in un modo fedele il testo artisticamente origi-

nale della prima edizione, pubblicata nel 1919, a causa del numero di pagine rigidamete limitato 

per ogni saggio.

6．〈切
ジャック・ザ・リパー

り裂き魔〉（ “JACK L
the

O S
Ripper

QUARTATORE” ）

　明け方に，目覚める。前日わたくしは化
トワレット

粧室へ行く途中，大きな手術室でチラッと眼にしたキ

ラキラ光る手
オ

術
ペ

器具の光景が，今ありありと眼に浮かんでくる。

　研
と

ぎ澄まされた刃
は

のひんやりとした感触を覚え，ブルッと身体が震えて，思わず身
み

悶
もだ

えする。

ひどく気が動転して，意味もなく嗚
おえつ

咽してしまう。

　「ルチーア…ここから出てゆきたい！ 身
み

支
じ

度
たく

するから，わたくしについて来るの。さあ！ …

わたくしがここに居ないと知って，あの人たちがどんな顔をするか，考えてみて！」

　その慌
あわ

てふためきようを想像して，わたくしは笑ってしまう。捜
そう

索
さく

と神
ノ イ ロ ー ゼ

経衰弱気味の教授の激
げっ

昂
こう

。彼は，その当日，手順通り手
メ ス

術刀を入れるつもりの人肉の一皿分が姿をくらましてしまった

ので頭にきている。

　尼僧院長は，三度目の改宗を試みる。
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〈切
ジャック・ザ・リパー

り裂き魔〉的外科療法 vs.未来派療
セラピー

法
エニフ・アンジョリーニ・ロバート Enif Angiolini Robert （1886-1976）著

『女の腹
アブドーメン

部  ― フィリッポ・トンマーゾ・マリネッティ共作外
サージカル・ロマンス

科 小 説  UN VENTRE DI 

DONNA: romanzo chirurgico con Filippo Tommaso Marinetti 』（ Facchi, Milano 1919 ） 邦訳（その 2）

清　瀬　　　卓



　「奥様，善良な神さまを…もし，あなたさえその気になれば…司祭を部屋に呼んであげま 

す…。」

　わたくしは，ほとほとうんざりして，癇
かんしゃく

癪を起こす。

　「もう止めて下さい！ …死とわたくしとの間の恥ずべき取り持ち役など，望んでいないこと

をお分かりでないの ?! どうして，患者の意思を尊重しようとなさらないの？ わたくしはあなた

の信仰をとやかく申しません。一方，わたくしにも，あなたの信仰を拒否する権利があります。」

　ルチーアは，わたくしの気持ちを鎮
しず

めてくれる。ほんの数分後，一通の手紙が届く。

　《拝啓，心穏やかに，受け入れること。すべてうまく行きますから。動揺しないで。神はご存

知だし，配慮して下さいます。

　すべて上首尾に運ぶでしょう。エレオノーラ・ドゥーゼ拝》

　神って ??? 何なの？ 神って？ どこにいるの？ 感じやしないじゃない。実感しなくても，わ

たくしにはどうってことはない。超自然的な励ましなど，わたくしには何の意味もない。わたく

しは念には念を入れて爪の手入れをし，落ち着いた手つきでマニキュアをしっかりと塗
ぬ

った。無
む

知
ち

蒙
もう

昧
まい

な連中が崇
あが

めている髯
ひげ

もじゃの神様のどうってことのない姿を思い浮かべると，眩
めまい

暈がす

る。それに，世界を創
つく

り出し，運命を左右するより大きな力として，賢者たちが崇
あが

めている見え

ない神という抽象的な観念も，わたくしにとっては同じことだ。

　この種の見解の如何なるものも，わたくしの心を動かさない。宗教にすがる必要性を，わたく

しの魂はまったく感じない。わたくしの魂は，独立独歩で立派にやっていける。

　ルチーアは，わたくしが落ち着き払っているので，吃
びっくり

驚している。彼女は全面的に，わたくし

に従う。病気であまりに蒼
あお

白
じろ

い手の先に，キラッと光っている桃
ピンク

色のマニキュアのことばかり，

わたくしが考えているとでも，彼女はたぶん思い込んでいるのだろう。

　尼
シスター

僧たちが，わたくしを迎えにやって来る。薄
うす

手
で

の襦
シュミーズ

袢の上に，白い丈
ロン グ

長の部
ロ ー ブ

屋着を纏
まと

う。

燦
さん

燦
さん

と陽光が降り注
そそ

ぐテラスを横切る。不安そうに，ルチーアがわたくしの後から付いてくる。

ちょっと立ち止まって，朝のすがすがしい大気を胸いっぱい吸い込む。このように花咲き誇る楽

園がわたくしに微
ほほえ

笑んでくれるのは，これが最後かもしれないという考えが，一瞬わたくしの脳
のう

裡
り

をかすめる。

　決然と手術室の控
ひか

えの間に入る。入り口で，尼
シスター

僧たちが部
ロ ー ブ

屋着も襦
シュミーズ

袢も脱がせてくれる。腰

までしかない消毒済みの短い部
マ チ ネ

屋着を着る。ルチーアの口もとに，情愛を込めて接
せっ

吻
ぷん

する。中
ちゅう

途
と

半
はん

端
ぱ

だが，そっと手短に今後のあれこれを彼女に頼んでおく。わたくしは，彼女の裡
うち

に秘めた感

動を感じ取る。

　「さようなら。…愛
いと

しのわが子！ …ジューリオに電報を打っておいてね。…」

　下半身裸のわたくしは，気おくれすることなく，足早にだだっ広い部屋へと突き進む。

高
オ ー ト ク レ ー ヴ

圧熱滅菌器のところに看
ナ ー ス

護婦がいる。面
にきび

皰のある赤ら顔に真っ白い看護帽を着
つ

けているので，

滑
こっ

稽
けい

極まりない。わたくしの皮肉な本能が，その不
ぶ

恰
かっ

好
こう

な身なりを審
しん

美
び

学
がく

的に批評してくれるよ

うにと，ほんの一瞬，立ち止まったので，極度の心配はどこかへ行ってしまう。
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　見とれたような眼
まな

差
ざ

しで，手
オ

術
ペ

器具をさがす。何も見つからない。覆
カヴァ―

いが取り去られた硝
ガラス

子製

の手術台に横たわる。背中が冷たくて，ビクッとする。

　「手
オ

術
ペ

器具はどこにあるの？」

　「そのようなことは考えないで。…手
オ

術
ペ

器具などありません。落ち着くことです。…そうそう。

あなたは勇気がある。ご立派だ！」

　陽気な助手の医師が，賑
にぎ

やかにやって来る。白衣を着る。わたくしが無関心なので，愉
たの

しそう

に側に来る。

　「綺
き

麗
れい

な手ですね！ マニキュアがほどこされた爪が，ほらご覧
らん

，キラキラ光っているで

しょ！ 看護婦さん，あなたの爪はそうではない。でしょ？ あなたの仕事は，上品でないか 

ら…」

　ジョヴァンナ尼
に

は，健康そのものといったあどけない微
ほほえ

笑みを満面に浮かべ，透
レ ー ス

かし織の頭
キャップ

巾

を被
かぶ

ったわたくしの髪を整えてくれる。彼女の笑顔は，優しく挑
ちょうはつ

発的でもある。

　「尼
シスター

僧，わたくしが病室に置いてきた小さな四葉の白
ク ロ ー バ

爪草をよろしく頼みます。面倒を見て下

さいね。…気ままを云っているのじゃないの。判
わか

っていただけるでしょ。…好運を齎
もたら

してくれる

象
シンボル

徴の植物に水をやって下さいね。…」

　赤毛の髪をした全身白衣の小
こ

柄
がら

で身軽な女医が，日頃手がけている骨の折れる職務に就
つ

く。

胆
たんじゅう

汁質の気質がうかがわれる皮膚に，黄色味を帯びた禿
は

げ頭をして，いつも顔を顰
しかめ

めている冷
れい

血
けつ

漢
かん

の教授が，黙
もく

々
もく

と両手の消毒に取りかかる。同時に，小
アンジェリニン

天使が，消毒されたガーゼをはがし

てから，黒い印
しるし

が入っている腹
アブドーメン

部を，たっぷり時間をかけて沃
ヨード チ ン キ

度丁幾で念
ねん

入
い

りに消毒してくれ

る。

　尼
シスター

僧たちの細心の下準備。

　「医学が進歩して，将来は医師たちが我々のやっていることを笑い，おそらく我々が考えてい

る細
バクテリア

菌など信じない日が訪
おとず

れるのではないでしょうか？」

　のしかかる部屋の重苦しい雰囲気を払
はら

いのけようと，わたくしに話しかけてくれるのは，助手

の方なのだ。

　昨日の《発
ヒステリー

作》とは正反対の束
つか

の間
ま

の勇気と，普段は見られない落ち着きを，わたくしは保つ

必要がある。

　教授は手
メ ス

術刀を入れるに先立って，刺
さ

すような鋭い視線を，憎
にく

々
にく

しげに時々わたくしに向かっ

て投げつける。彼のことを，わたくしが注視することはない。計画通り，平静を保っていたい。

彼の表情には，虫
むし

唾
ず

が走る。

　体毛を剃
そ

られ，恥じらいもなく両足をおっ開
ぴ

いて，執
しっ

刀
とう

医
い

の手で間もなく捌
さば

かれる運命にある

俎
まな

板の上の鯉
コイ

さながらに，素
す

っ裸
ぱだか

で横たわったまま，わたくしは医師と芸術や文学の話をして愉
たの

しむ。尼
シスター

僧たちや看
ナ ー ス

護婦は，異常な事態が起こってくれないので驚いている。ひとりが小声で，

こう話しているのを耳にする。

　「まるで奇
き

蹟
せき

だわ！ 今朝は，ひと悶
もんちゃく

着を期待していたのに！」
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　わたくしは，これが見
み

納
おさ

めと無傷の小さなお腹
なか

を眺
なが

める。明日になれば，創
きず

痕
あと

で二
ふた

目
め

と見られ

ない姿にされていることだろう。金属製の麻
ま

酔
すい

用面
マス ク

蓋 12） と𠹭
クロ ロ ホ ル ム

囉仿謨 13） の小
こ

壜
びん

を手にした女医が，

こちらへやって来る。濡
ぬ

れた硝
ガラス

子製手術台の上で，ビクッとなる。近づいてくる手を避
さ

けようと

する。

　的確で冷静な優
やさ

しいことばが，唇
くちびる

のところまで出かかっていても，ことばにならない。恐怖で

蒼
そう

白
はく

の口を動かして，時間稼
かせ

ぎをする。

　「ちょっと待って！ …尼
シスター

僧，聞いて… 草
クローバ

を…先生，ここから出てゆくわよ！」

　両手でぐっと力いっぱいに押さえつけられ，わたくしの素早い身動きがままならない。教授に

助けを求めようとする。彼は，顔を合わせたくないので，さっとわたくしに背を向ける。

　「先生！ …このわたくしの魂も肉体もあなたの手に委
ゆだ

ねます！ …」

　最初のことばを口ごもるのが精一杯だった。硝
ガラス

子製の手術台にぐったりとなる。自分の世界に

引き籠
こ

もってゆく。わたくしを牢
ろう

獄
ごく

に繋
つな

いでおこうとする両手の敵意を感じる。親しい人々の面
おも

影
かげ

が，目まぐるしく脳
のう

裡
り

を過
よ

ぎる。口と鼻に，面
マスク

蓋の猿
さるぐつわ

轡が着
ちゃくそう

装される。

　浪
なみ

のようにひんやりしたものが，顔にかかる。液体の強烈な臭
にお

いが，大
あたま

脳まで上ってくる。…

　嫌
いや

な味がする。もうたくさん，窒
ちっ

息
そく

してしまうと云いたくなる。…小さな面
マスク

蓋の張り付くよう

な細
こま

かい網
ネット

に苦しめられて，わたくしはもぐもぐ口ごもる。わたくしの眼
まな

差
ざ

しは恐怖と責め苦で，

きっと凄
すさま

しいものだったに違いない。わたくしを押さえつけている人々 ― 8人だった ― の誰

一人として，正
せい

視
し

しておれないのだから！

　お父さんもお母さんもカルロ坊やもジューリオも，遠くにいる肉親のすべては…もはや見えな

い…生
いのち

命が…かき消えてゆく……心
ハート

臓から大
ブレイン

脳まで，一瞬の興
こう

奮
ふん

。眩
めま い

暈のような冷
れい

温
おん

感覚。四
し

肢
し

がビクッとなって，バラバラになって ― 墜
つい

落
らく

して ― ゆく感覚。ところが，両手には，刺
さ

すよ

うな痛みがいや増
ま

してくる。

　「尼
シスター

僧をもうひとり！」― 助手が命令する声が聞こえる。力が全身から抜けてゆく。ズキン，

ズキンと頭痛のようなものを脳
のう

裡
り

に感じる…。やがて，感覚は，昏
こん

睡
すい

の息
い

吹
ぶき

に一気に強く包み込

まれる。深くなってゆく霧
きり

 ― 意識が薄れてゆく。― チリン，チリン…トン，トン，トン，

トーン。

　額
ひたい

とこめかみの上に，ほっそりとした指先の軽い感触がする ― 麻
ま

酔
すい

からの覚
かく

醒
せい

 ― 生命の

律
リズム

動を懸
けん

命
めい

に再開しようとする大
ブレイン

脳の努力。熱い静けさ。痛みはまったくない。お腹
なか

のまわりに，

何メートルもの脱
だっ

脂
し

綿
めん

とガーゼが，包
ほう

帯
たい

できつく巻きつけてある。喉
のど

の渇
かわ

きと雑音で中断された

孤独感…。

　とても重い瞼
まぶた

を開ける。これまで見たこともなかったほど垢
あか

抜
ぬ

けしたビアンカの姿がボーッと

霞
かす

んで見える。彼女は，尼
シスター

僧とヒソヒソ話をしている。良
おっと

人と一
いっ

緒
しょ

だ。ルチーアも母親と一
いっ

緒
しょ

に

いる。わたくしの孤独に住みついた親しい面
おも

影
かげ

に微
ほほ え

笑んで，ふたたび瞼
まぶた

を閉
と

じる。徐
じょ

々
じょ

に頭が

すっきりしてくるにつれて，ジッとわたくしを覗
のぞ

き込んでいる愛
いと

しい顔に，わたくしは《ありが

とう！》と口ごもろうとする。
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　まだ四
し

肢
し

に𠹭
クロ ロ ホ ル ム

囉仿謨の麻
ま

酔
すい

作用が効
き

いていて，わたくしは身動きができない。でも，死なな

かったのだ。尼
シスター

僧は憐
あわ

れんでくれる人々を，穏
おだ

やかに遠ざけてくれる。

　自分では，出てゆかないで居
い

て欲しいと願っていても，その意思が表現できない。

　「行かないで，一人ぼっちなの，どうか…，ね…駄
だ

目
め

よ…。」

　どうしようもなく身
からだ

体が重くて，黙
だま

って逆
さか

らおうとしても，ことばが喉
のど

元でつかえてしまう。

皆が出て行き，居なくなる。眠気に襲
おそ

われる。

　真夜中に，水をくれるように頼む。一滴ずつ与えてくれる。耐
た

え難い喉
のど

の痛み。強い睡眠薬を

拒否しようと，胃が捩
よじ

れて，苦い胃液を吐
と

瀉
しゃ

する。

　「尼
シスター

僧…，どのような処置が行われたの？ …どうしたのかしら？ …話しておくれ…，水を…

とにかく水を…，氷も…，氷を…。」

　寡
か

黙
もく

で気高い尼
シスター

僧は，注意深く，また辛
しん

抱
ぼう

強く，わたくしの発作と動
どう

揺
よう

とを鎮
しず

めてくれる。術

後の第一夜は，想像を絶する。まるで臨
りんじゅう

終の断
だん

末
まつ

魔
ま

だ。それだけ，生体が生命力を取り戻そうと

する有機的な闘
とう

争
そう

の凄
すさ

まじいひと幕なのだ。

　二日経過すると，熱が出る。何度あるのか見当もつかない。全身が焼けるようなので熱がある

と感じるし，体温計を見ている看
ナ ー ス

護婦の眼つきで，発熱だと察
さっ

しがつく。

　「何度あるの，小
アンジェリニン

天使？」

　「全然，何も…，熱はありません…。気を鎮
しず

めて下さい。」

　「わたくしは落ち着いています。ただ，体温計を見せて欲しいの。」

　「いいえ，出来ません。病人は病人らしくしていなければなりません。教授の云
い

いつけです。

治療や症状については，教授にお任
まか

せましょう。」

　「教授って，どうしようもない人だわ，小
アンジェリニン

天使…。体温計を見せなさい。」

　信頼できる看
ナ ー ス

護婦は，うんと云ってくれない。20年も病院に勤務していながら，教授に刃
は

向
む

かうことが出来ないので，わたくしのこうした率
ストレート

直な現状認識に怯
おび

えている。

　女友だちが，やって来る。彼女たちの誰もが，ジューリオに電報を打ってくれた。助手の医師

も，彼に電報を打って，すべてがうまくいったと伝えてくれる。

　「何が大
O K

丈夫なものですか…全然よくないです，先生！ 熱が出ていますもの。」

　「ご心配ご無用です…。𠹭
クロロ ホ ル ム

囉仿謨中毒による微熱です。よくあることです…。そうじゃないで

すか，先生？」

　「ええ，そうです…。特に，今回のような場合は，驚く必要はありません…。奥様，あなたに

大量の𠹭
クロロ ホ ル ム

囉仿謨を投与する必要がありましたから。眠っていながらも，あなたは身動きしないで

おれませんでした！」

　何が何でも手
オ

術
ペ

の手順が知りたいと思う。それを再現しようにも，情報量が少なすぎる。

　他の事を話題にしたいと持ち掛ける。手
オ

術
ペ

は 1時間 40分を要し，これといった事
ハプニング

故もなく無

事終了した。しかし，病巣部分は，随
ずい

分
ぶん

と広範囲に及
およ

んでいて，全
ぜんてきしゅつ

摘出の必要があった。病魔に

侵
おか

され始めていた子宮は，縫
ほう

合
ごう

針 14） を深く入れて縫
ほう

合
ごう

した。
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　看
ナ ー ス

護婦や尼
シスター

僧から，あちこちでバラバラの情報を他にも集める。わたくしは手
オ

術
ペ

の現場を知り，

再現したいと思う。部分的に，それが叶
かな

う

　判
わか

るのは，教授が細心の注意を払って皮
ひ

膚
ふ

の縫
ほう

合
ごう

 15） をやってくれたので，瘢
はん

痕
こん

 16） がほとんど

残っていないことだ。従って，彼は美
エステ

容面に配
はい

慮
りょ

して，長時間をかけて難しい手
しゅ

技
ぎ

の手
て

間
ま

がかか

る縫
ほう

合
ごう

をやってのけたのだった。看
ナ ー ス

護婦の話では，もう何年も前から，手がけたことがない手
オ

術
ペ

だったという。

　「ですから，お分かりでしょう，彼はあなたに特別の注意を払ってくれています。」

　この女性は，気の毒なことに，わたしたちの間に生じた厄
やっ

介
かい

な感情の行き違いを解消して，違

和感を払
ふっしょく

拭したいと望んでいたが，反
はん

目
もく

は逆に怒
ど

気
き

を含
ふく

んでより激しいものになった。

　わたくしの意
い

地
じ

悪
わる

な笑い。縫
ほう

合
ごう

が終りかかる頃，重苦しい沈黙を破って，彼が皆に聞こえよが

しに，次のようなことを云ったと知って，わたくしは歯
は

軋
ぎし

りするほど無
む

性
しょう

に腹が立った。

　「気の毒に！ まだ子供を産
う

みたいとのことだったが，その希望に添
そ

うことが出来なかった。」

　その男の穏
おだ

やかだが，冷ややかな皮
アイロニー

肉が，わたくしの内なる魂をじわじわと傷つける。

　晩方，彼はわたくしを診
み

るために病
ベッド

床の傍
かたわ

らにやって来る。手に電報を持っている。看
ナ ー ス

護婦に

昼間の状態をたずね，体温記録を見る。憎たらしい声が，そっけなく訊
き

く。

　「どうです？」

　「さあ，良くないようね…。」

　黄色い顔は，怒りでやや歪
ゆが

んでいる。氷のように冷たい声が，続けて云う。

　「ここに一通の電報を持ってきました。支払い済みの返事が同封されています。奥様，返事は

あなたがなさい…。このわたしが患者女性の親族全員に便りを出さなければならないとすれば，

とんでもない目に合うことでしょう！」

　わたくしが怒
いか

りの発
ほっ

作
さ

に身
み

悶
もだ

えしだした時，彼はまだ戸口を出かかっているところだった。衰

弱して裏返っている胃から喉
のど

元までグッと突き上げてくる胆
たんじゅう

汁を，ペッと彼の背中に吐
は

きかけて

やりたい。

　尼
シスター

僧を呼ぶ。しゃくりあげながら，洋
ペ

筆
ン

と用紙を何枚か持ってきてくれるように頼む。確認の

ことばを，ほんの数語認
したた

める。それは，絶望の電報が，次のようなことを書いて寄こしたからだ。

　《直接ノ一報ヲ乞
こ

ウ。名状シガタイ沈
ちん

黙
もく

ト，担当助手ヨリ電報アリ…，等々。》

　動揺ばかりの夜。熱が上がる。朝になって，医
ドクター

師と女医に向かって感情をぶつける。彼らは，

教授は手紙恐怖症だと説明する。わたくしは反論する。

　「あなたの方が，恐怖症に罹
かか

っていて，とっぴな振る舞いをされる！ どうして神経質な他人

を認めようとなさらないのです？」― 助手は，わたくしにこう云う。

　とにかく，彼も女友だちも男友だちも緊
きんきゅう

急の電報を打つ。それから，云うまでもなく電報が戦

時検
けん

閲
えつ

のために取り置かれ，ジューリオ自身も，ちょうどその当日に戦場となったカッラーラを

発つことは出来なかった（通
パスポート

行証などが必要となったのだ）。

　その日の晩，再度教授の診
しん

察
さつ

。彼の手には，新しい電報。彼はそれを病
ベッド

床に置くと，電文通り
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のことばを，こうくり返す。

　《家族全員ガ正気デナクナッテシマッタ。思ウニ…》

　「田
いな か

舎者！」― 身動きすると，縫
ほう

合
ごう

したての傷口が癒
い

えていないので，わたくしは歯の間か

らヒューッと音を立てて，掛
ベッドカヴァー

け蒲団をかぶって怒りに身を捩
よじ

る。

　「動かないで！ …死にたいのですか，あなたは？」

　彼も，グッと歯を噛
か

み締めている。さっさと部屋から出てゆく。今回の電報は，義兄からのも

のだ。彼も便りを欲しいという。わたくしの姉だけが，病気が重いことを知っていて，とても苦

しんでいる。

　彼にも確認の電報を出す。熱は，ますますひどくなってゆく。

　夜中，フレスキと話がしたくなる。腹を切り裂く監
かん

視
し

人の許
もと

に，もうこれ以上居たくない。彼

のことを，わたくしは〈切
ジャック・ザ・リパー

り裂き魔〉 17） と命名する。

　哀
あい

願
がん

したり，後
こう

悔
かい

してみたり，泣きべそをかいてみたりして，わたくしは気の毒な医師に感情

をぶつける。彼は，苛
いら

立
だ

ちが感受性に訴えかけることで，注意深い一個の有機体の心の琴
きん

線
せん

に触

れる場合，その苛
いら

立
だ

ちが警告してくれる絶対的な価値に気付き始めている。

　「わたくしはここを出たい。転院させてほしい。ここに居続けると，わたくしは死んでしまう。

胆
たんじゅう

汁で息が苦しい…。連れ出して頂
いただ

きたい，どうかお願いします！」

　かろうじて，じっとしていることが出来る。ギュッと手を握
にぎ

り締めて，もがく。絶対安静が必

要な縫
ほう

合
ごう

の傷のことを考えて，彼は心配でたまらない。

　最後に，わたくしはジューリオの到着を待つことにする。彼は，明
あ

日
す

中には着くと，医師に知

らせていた。

　看
ナ ー ス

護婦が，硝
ガラス

子容器に入った拳
こぶし

大のくすんだ色の大きな 塊
かたまり

を 2個見せようと持ってくる。そ

れは，わたくしから摘
てきしゅつ

出した解
かいぼうひょうほん

剖標本  18） だ。

　「さっさと…，持って行って！ …」

　サッと一瞥
べつ

して，身震いする。

　ドゥーゼが見舞いにやって来る。わたくしが発熱していると知ると，彼女は病室に入りたがら

ない。名
メッセージ

刺を置いてゆく。半
はん

眼
がん

で熱心に読む。

　《いつものように，お見舞いに，ここへ来ています。あなたを動揺させないで，会える機会を

待ちます。また来ます。ご安心なさい。

　あなたに，それから坊ちゃまにもたくさんの接
キ

吻
ス

を。ご静養を。

　エレオノーラ》

　ふたたびジューリオにも幼い子供にも会える歓
よろこ

びを考えると，教授の短時間の回
かい

診
しん

を我
が

慢
まん

でき

る。

　尼
シスター

僧たちと女友だちが念入りに計画してくれた出会いは，ぐっと感情を抑えたものになる。わ

たくしは，幼い子供の声が，以前よりずっと真剣で力強いように感じる。

　ジューリオにあれこれと細
こま

かい説明をする。彼はわたくしに疲れてはいけないからと，黙
だま

って
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いるように云う。子供が洋
テーブル

卓の上に見つけた 針
ピンクッション

山 を持って部屋の隅
すみ

で遊んでいて，わたくし

たちの話を聞いていないと思うと，わたくしは自分の卵
サルピングス

管  19） の状態がどうだったかについて，

心ゆくまで説明する。

　「どうしても全部を摘
てきしゅつ

出しなければならなかったの，分かるでしょ？ …卵巣 20） も付属器も結

合組織も…」

　「小さなお腹
なか

の中に，卵を産んでくれる一羽の雌
めん

鶏
どり

も飼
か

っていたの？」― 可愛い声が深刻そ

うに云う。

　遊びを続けながら，我が兒
こ

が何の気なしに語ったことばを聞いても，わたくしは笑えない。痙
けい

攣
れん

するように笑うと，腹部の手
しゅじゅつ

術創
そう

が痛み始める。

　やがて，看
ナ ー ス

護婦は，ジューリオが教授に与えた良い印象について話してくれる。教授は，長時

間わたくしの病気について彼と話をしたそうだ。

　「よく出来た人物に違いない！ 彼と奥様とでは，まったく好対照だよ！ ほんとうに感じのよ

い，好人物だ！ …」

　わたくしは冷淡な笑いを浮かべる。

　「その通り！ …彼の見方では，わたくしなど…手に負えない部類なのだ！ 忍耐ぎりぎりのと

ころで，何とかわたくしの相手をしているのだ。」

　医師が云う。

　「もう，𠹭
クロロ ホ ル ム

囉仿謨性の発熱 21） は長くは続かないでしょう。やがて恢復します…我
が

慢
まん

なさい…」

　それからジューリオに向かって，

　「あなたから奥様に，そうおっしゃって下さい。」

　「ねえ…お前…お願いだから…」

　無限の愛
いと

おしさがこみ上げてくる。医師や女友だちが出て行き，わたくしたち二人だけになる。

　夜が更
ふ

けると，おそらく習慣と正反対の性格の相違のせいで穏
おだ

やかになった感情が，我が殉
じゅんきょう

教

の病
ベッ ド

床に素晴らしくよみがえってくる。

　わたくしたちは，以前よりもっと強い絆
きずな

で結ばれているように感じる。彼は病巣が摘
てきしゅつ

出された

ことで，わたくしの苛
いら

立
だ

ちがおさまり，普段の状態に戻
もど

ってくれるように願う。そのことを，彼

はわたくしに語る。

　わたくしは，何とか微
ほほえ

笑んで，それを約束する。わたくしも，そうあって欲しいと思う。

　「知らないだろう？ 余命 2ヶ月だと教授は告げていたのだ…それほど重
じゅうとく

篤だったのだよ！ も

う，これからはよくなるよ，元気に…ねえ，お前！ …」

　熱はまだ続く。朝の回
かい

診
しん

にジューリオも同席する。教授は氷のように冷たいけれど，不親切で

はない。ジューリオにしか話そうとしない。

　彼らの話を聞きたくなる。尼
シスター

僧に邪
じゃ

魔
ま

される。でも，看
ナ ー ス

護婦は，くり返し《…病状は重
じゅうとく

篤で，

手
オ

術
ペ

は難しいものだった》とわたくしに打ち明けてくれる。

　「つまりは，𠹭
クロ ロ ホ ル ム

囉仿謨性の発熱に過ぎない…」― 彼は晩のいつもの時間にやって来て，そう
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くり返す。

　「教授，この熱は一般的にどのような経過を辿
たど

るのでしょうか，教えてください。」

　彼は引き攣
つ

った蒼
あお

白
じろ

い顔をして，皮肉な渋
じゅうめん

面をつくる。

　「うーん，奥様…天の神様に聞いてみる必要がありましょう。…」

　そして，彼はこうした気
き

障
ざ

な嫌
いや

みを云ってから出てゆく。

　その晩，出発予定のジューリオも居合わせる。腹立たしい思いのわたくしは，悔
くや

しくて仕方が

ない。それでも，ジューリオが心配しないで出発してくれるように，作り笑いを浮かべる。

　熱がさほど高くないので，どうにか自分一人で応戦することが出来る。

　「ちょっと粗
そ

野
や

な人物だね…」― 教授が出てゆくと，ジューリオは云う。

　「気にしないで…云わせておくの…慣
な

れっこになっているし…興味もないわ…あなたに愛して

ほしいの。」

　彼は安心して出発し，仕事を再開しなければならない。すぐまた戻
もど

ってくる予定だ。

　それから，わたくしは無言の辛
つら

い闘
たたか

いが必要なのだと自分に云い聞かせる。無
ぶ

愛
あい

想
そ

な科
サイエンス

学を

相手に孤独な戦いを遂
すい

行
こう

するのも一
いっきょう

興かと考え，それを愉
たの

しみ始める。

　わたくしは手紙を書く。

《教授殿，昨晩は，即座に返答するゆとりがありませんでしたが，あなたこそ出来ることなら，

天にまします我らが神のみもとへ赴
おもむ

いて，今回のような場
ケース

合の説明を聞かれる必要がございます。

　わたくしは，こちらに留
とど

まります。わたくしは，科
サイエンス

学だけを頼りにしております。ですから，

あなたの同僚にお願いして，その方がはるか昔の学生時代に学んでおきながら忘れている可能性

のある𠹭
クロロ ホ ル ム

囉仿謨性発熱に関して，もう一度あなたのご自宅でご教示賜
たまわ

ればと存じます。

　そう致しますれば，わざわざ天上の神様のご意見をうかがいに出向くまでもなく，明日になれ

ば，わたくしに委
い

細
さい

をご説明して頂けるのではと考える次第です。

　エニフ・ロバート拝》

　それを看
ナ ー ス

護婦に託す。小
アンジェリニン

天使は眼
めがね

鏡をかけて読み，瞠
どう

目
もく

する。彼女には，教授に噛
か

み付くなど

前
ぜん

代
だい

未
み

聞
もん

の所
しょぎょう

業なのだ。彼女はここ数年，教授の傍
ぼうじゃくぶじん

若無人な振る舞いに耐
た

えてきた。何度も泣い

たことがあると，わたくしに告白する。でも，と彼女は付け加えて云う。

　「腕は，とても素晴らしいの！ …やり手なの！ 怒りっぽい人だけれど，怒りはすぐにおさま

る。逆
さか

らわないことよ。お願いするわ。」

　手紙は取り置かれた。善良な彼女は，面
めん

倒
どう

なことを出来るだけ避
さ

けようとする。

　朝，また発熱。わたくしの病
ベッド

床には，マリーアが居てくれる。尼
ナース

僧たちや女医と一
いっ

緒
しょ

に，彼が

部屋に入って来る。

　ドゥーゼの写真の脇
わき

に飾ってある白薔
バ

薇
ラ

の大きな花束も，苦境にある金
ブロンド

髪の友人がくれた赤い

薔
バ

薇
ラ

の花束も，彼の感情を害するに違いない。事実，彼の顔は動揺を隠せない。その毛の薄い皮
ひ

膚
ふ

からは，退
たい

屈
くつ

と苛
いら

立
だ

ちが滲
にじ

み出ている。

　わたくしは術後ずっと熱があるので，牛
ミルク

乳や白
ブロード

湯などを摂
せっ

取
しゅ

することが出来ず，それをかたく
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なに拒否する。ただ氷の入った 鉱
ミネラル・ウォーター

泉 水 だけを飲む。

　「具合は如
いかが

何です？」― 片手で手首を押さえて脈を診
み

ながら，空
くう

疎
そ

な声が訊
たず

ねる。

　「教授…まだ熱があるのです。」

　「熱だって！」― 彼は猛烈な癇
かんしゃく

癪をおこす ―「熱があるなどと，いったい誰が云ったの

だ？」

　憤
ふん

懣
まん

やるかたない彼は，くるりと背を向けると，こう断言した。

　「金
こん

輪
りん

際
ざい

，このご婦人に体温の計測結果を告げることはかたく禁じる。こうでもしなければ，

事態はますます悪くなって，とんでもないことになる。」

　看
ナ ー ス

護婦は，一度も体温計を見せていないと云おうとする。わたくしも頭に来る。今にも飛びか

かりたくなる。それをグッと堪
こら

える。

　「わたくしに，体温計を見なくてよいとおっしゃるのですか，教授…可
お か

笑しな話です！ 血管

にも，血液にも，発熱は感じられるのです…暴
タイラント

君のような振る舞いは止
や

めていただきたい。」

　彼も，グッと堪
こら

える。わたくしが何か食べるようになっているのかと，看
ナ ー ス

護婦に訊
たず

ねる。

看
ナ ー ス

護婦は，嵐の到来を感じている。わたくしに罪のない眼を向けて，哀
あい

願
がん

する。彼女が返事を

躊
ためら

躇っているので，わたくしが割ってはいる。

　「体調が良くないので，食べていません。水，ただ水だけは受け付けることが出来ます。他の

ものは何でも吐き気がします。腹部の一箇所，この上のところが痛むのです。不可能です！」

　「気まぐれなのだ！」― 立腹している声が，ふたたび続ける。そして看
ナ ー ス

護婦に向かっては，

　「頑
がん

固
こ

を通すようなら，導
チューブ

管を用いて，牛
ミルク

乳をどんどん遠
えん

慮
りょ

なく注ぎ込みたまえ！」

　病
ベッド

床から起き上がろうと試みる。悲痛な表情をして，手
て

荒
あら

い行為を考えただけで，どぎまぎす

る。柔和な尼
シスター

僧の顔が打ちひしがれ，わたくしは途
と

方
ほう

もないことを口にせざるを得なくなる。自

分の絶望感を苦しげに叫ぶ。発作的に正気を失って，うわ言をとめどもなく吐いて，しゃくりあ

げる。

　マリーアが制止してくれる。出来るものですか ― わたくしは云い続ける…ふたたび 枕
クッション

に

身を投げ出すと，激しく泣きじゃくる。教授は吃
びっくり

驚して返事もしないで，その様子を見ていたが，

こう呟
つぶや

きながら出て行く。

　「ああ，手に負えん！ まったく手に負えん！」

　2時間以上，わたくしは正気でなかった。やがて，わたくしは自分の医師に，そのことをあり

ていに話す。もう一刻も早くここを出てゆきたいと考え直す。もう一度，彼はわたくしを宥
なだ

めて

くれる。彼は話してくれるだろう。明
あした

日の回
かい

診
しん

に立ち会ってくれるだろう。

　病
ベッド

床の脇にビアンカが居る。少しの間，席をはずしてくれるように医師が彼女に頼む。

　わたくしの包
ほう

帯
たい

を解いてくれる。

　ようやく，わたくしは自分の腹部を見ることが叶
かな

う。でも，眺
なが

めてみる勇気が出てこない。医

師の眼
まな

差
ざ

しを借
か

りて見る。あまり安心させてくれるものではない。

　教授は手
しゅじゅつ

術創
そう

を見ると，やや背後を振り向き，ただちにこう命じた。
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　「手
メ ス

術刀を。」

　わたくしはブルッと身震いして，激痛と恐怖に狂乱の発作を起こす。

　絶叫する。

　「駄
だ

目
め

！ 眠っちゃ駄
だ

目
め

！ …人殺し！ 藪
やぶ

医者！ 起きているの，いやだ！ 切開は，いや！ 自

分の肉
ボディー

体はあくまで自分のもの！ …わたくしの気の済むようにする！ …そうする権利があ 

る…」

　教授はいったん部屋を出て，廊
ろう

下
か

で待
たい

機
き

している。わたくしの医師は敏
びんしょう

捷な人で，捩
よじ

れている

ところを固定してくれる。

　「何でもありません…化
か

膿
のう

している箇
か

所
しょ

を，ほんの少し切開するだけです…そんなに臆
おくびょうかぜ

病風に

吹かれないで下さい…」

　卑
ひきょうもの

怯者！ ― このことばに，わたくしは面
めん

食
く

らう。でも，激情の発作は鎮
しず

まらない。わたく

しは絶叫する。片手を噛
か

んで，歯をグッと食いしばる。尼
シスター

僧たちが脚
あし

をつかむ。医
ドクター

師は肘
ひじ

でわた

くしの胸を押し付ける。腫
は

れた患部の丸出しの腹部は，捻
ねん

転
てん

を起こす可能性がある…それを他の

手が，グッと拘
こう

束
そく

する。

　「卑
ひきょうもの

怯者！ 人殺し！ 藪
やぶ

医者！」

　わたくしを押さえつけておくのに，彼らは苦労する。わたくしの口をふたたび封
ふう

じようとする

手の力を感じながらも，絶叫し続ける。ぶよぶよした肉に，スッと入ってくるひんやりした刃先

を感じる…冷え切った腹部に，ピュッと膿
のう

汁
じゅう

の飛
ひ

沫
まつ

がかかるのを感じる。

　「済
す

んだ！」

　締め付けが緩
ゆる

むと，わたくしの力も抜ける。自由にしてくれる。わたくしは身動きしない。ひ

どい痛みで，喉
のど

元から，すすり泣きの声がもれ出る。敗北を喫
きっ

して，ぐったりとなったわたくし

は，眼を閉
と

じたままだ。

　教授が両手で膿
のう

瘍
よう

を搾
しぼ

り出す。無抵抗なわたくしは，苦痛のうめき声を発しながらも，される

がままになる。

　「すっかりたちの悪いものが出てくれるといいが！」― 冷
れい

徹
てつ

な声が云う。

　それは，ぴしゃりと鞭
むち

で殴
おう

打
だ

されたような感覚だ。顔を上げ，動揺から解放されると，わたく

しは大きな声で，はっきりとこう云う。

　「教授！ 昨日，わたくしがあなたに向かって云ったことばを撤
てっ

回
かい

は致しません…でも，あな

たが命の恩人であることは，おそらく肝
きも

に銘
めい

じておきます。」

　「ほほう！ 今日は，また褒
ほ

めちぎるのですね！」

　皮肉屋で，冷
れい

血
けつ

漢
かん

で，執
しつ

拗
よう

で残酷な彼が，部屋を出てゆく。女医が，ふたたび包
ほう

帯
たい

を巻いてく

れる。優
やさ

しくわたくしを宥
なだ

めてから，ビアンカに世話を任
まか

せる。

　間もなく，良
おっと

人の方が彼女を迎えにやって来る。彼らは，ジューリオに電報を打って，万事が

好調だと知らせてくれる。実際，担当の医師が，意
い

気
き

揚
よう

々
よう

とふたたび部屋に戻ってくる。

　「ほら，元気そのものじゃないですか！ ここ 2，3日で確実に熱は下がるはずです。わたした
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ちは勘
かん

違
ちが

いしていたのです。𠹭
クロロ ホ ル ム

囉仿謨の影響など無関係でした。絹
けん

糸
し

で縫
ほう

合
ごう

した箇
か

所
しょ

の化
か

膿
のう

が原

因の発熱でした。」

　わたくしの医学と外科学に対する信頼感が，大きく揺
ゆ

らぐ。そこで訊
たず

ねる。

　「またどうして縫
ぬ

ったところが化
か

膿
のう

したのでしょう？ …縫
ほう

合
ごう

絹
けん

糸
し

の滅菌処理が不十分だった

のでしょうか？ …」

　「ああ，予想だにしなかったことです！ 奥様，縫
ほう

合
ごう

絹
けん

糸
し

を支える力がなかったのは，あなた

の腹部組
テクスチャー

織の方です…そうなのです，絹
けん

糸
し

はとても傷
いた

んでいました…想像していたより，はる

かに。あなたの肉体には絹
けん

糸
し

を吸収する力がなくて，その抵
てい

抗
こう

力の低下が化
か

膿
のう

の原因です。」

　このような説明では，わたくしはあまり納得できない。脆
もろ

くなった肉
ボディー

体という指摘は，残酷だ。

わたくしの抵抗力より，ずっと強力な免
めん

疫
えき

力だって駄
だ

目
め

にしかねない。幸いにも，切れ味の良い

論理がわたくしを助けてくれる。わたくしの論理は実に明解だ。自己防
ぼう

衛
えい

本能から，わたくしの

脆
ぜいじゃく

弱な組織という説を力ずくでねじ伏
ふ

せようとする。

　「そうじゃない。違うわ。そんなことはありえない。じゃあ，どうして組織が，ただひとつの

縫
ぬ

い目だけに耐
た

えることが出来なかったのでしょう？」

　わたくしは，熱を込めて医師にそのことを話す。あらん限りの力を出して，自己防
ぼう

衛
えい

を演じる。

原因が絹
けん

糸
し

に違いないと云い張る際には，わたくしは涙声になっていた。

　最後の最後になって，ようやく治療に着手したわたくしの病状が極めて悪かったのだと，過酷

な職
しょくむがら

務柄，そのことをあくまで強調する。

　ところが，気の毒にも，看
ナ ー ス

護婦がつい本音を漏
も

らす。彼女は滅菌処理の責任を取って，とても

気の毒な様子で，風変わりな伊
イ タ リ ア

太利語で，わたくしにこう漏
も

らす。

　「でも，運が悪いと…もう，どうなったか知れやしない！ …じゅうぶん注意していたの

に！ …」

　彼女のことばは，懺
ざん

悔
げ

めいていた。わたくしは，自分の頑
がん

健
けん

さに対する自信 ― 科
サイエンス

学そのも

のがわたくしから奪
うば

おうとした自信を取り戻せるので，それを歓迎する。…ああ，職
しょく

務
む

，それは

人間の思想が目指す高い目標の根底にある職
しょく

務
む

なのだ。

　ところが，小
アンジェリニン

天使は深く悲しんで，「お分かりでしょ？ …もし聖
せいたいはいりょう

体拝領をお済
す

ませであれ 

ば…」と付け加えて云う。

　熱は下がらない。教授は休
きゅう

暇
か

を取っていなくなる。わたくしのことは，担当の医師である女医

に任
まか

す。毎日の投薬。体温は上がったり下がったりする。徹底した投薬による過酷な戦い。

　わたくしは医療器具に恐怖を覚える。もはや我慢することが出来ない。わたくしの病
ベッド

床で医療

器具を手に，たっぷり半
はん

時
とき

を費
つい

やしても，傷ついたわたくしの肉
ボディー

体に処置が出来ないままの女医

の前
ぜん

代
だい

未
み

聞
もん

の忍耐力。

　彼女は，なんとか皮
ひ

膚
ふ

消毒を施
ほどこ

してその場をやり過ごす。明らかに，教授に期待がかけられる。

　ドゥーゼが，ある日，大きな緑の葉を付けた鉢
はち

植
う

えを抱
かか

えて，息を切らせて戸口に現れる。妖
よう

精
せい

の魔法さながら，殺風景な部屋は，美しい温
サニーハウス

室に様
さま

変
が

わりする。尼
シスター

僧たちは彼女が待
たい

機
き

して
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いる自動車から下ろした他の植物を持って，彼女について入ってくる。

　陽気で，ひと目
め

見るだけで気持ちが和らぎ，賞讃の気持ちで，背筋がゾクッとなる独特の魅力

を振り撒
ま

き，軽快でにこやかな彼女は，率
そっ

先
せん

してわたくしの心にオアシスを作り出してくれる。

彼女は話さないように要求して…乾
かわ

いたわたくしの額
ひたい

に身を屈め…そこに何度も口づけしてくれ

る。そして妖
よう

精
せい

さながら…姿を消す。

　ある日の晩，ジョヴァンナ尼
に

が内気な女の子のようにどぎまぎしながら，たおやかに，修道院

長の聖
オノマスティコ

名祝日のために，尼
シスター

僧全員を代表して，一通の美しい手紙を書いて欲しいと依頼にくる。

　神聖な憧
あこが

れと聖母教会への穢
けが

れなき出家に重きを置くわたくしの文章は，優
やさ

しく一
いち

途
ず

な魂を魅

了する。尼
シスター

僧たちは誰もが感動して，わたくしのところへやって来ては礼を云ってくれる。無神

論者のわたくしは，彼女たちの原
プリミティヴ

初的な信仰心を，他の感動的なことばで表現するすべを知った。

尼
シスター

僧たちが修道院長のために開く子供じみた宴
パーティー

会に列席する。院長が礼を云う有様は，尼
シスター

僧たち

より，もっと子供じみている。

　午後 3時，検温の時間。

　女性患者の場合は， 膣
ヴァギナ

で検温する。そのために特別に製作された精
せい

巧
こう

な体温計が幾
いく

つもある。

体温計を抜き取るまで，小
アンジェリニン

天使は 5分間待っている。郵便係の尼
シスター

僧が入ってくる。この女性は，

気の毒にも，わたくしを改宗させる考えにとりつかれている。何度も，彼女は宗教的な話題に入

ろうと試みた。手紙を 2通，わたくしにくれる。

　わたくしの部屋には，ルチーアもいる。その尼
シスター

僧は看
ナ ー ス

護婦を見ると，すぐに察した。

　「おお，奥様，御
ご

免
めん

なさい。検温時間でしたね？ わたくしは，あなたの守
しゅ

護
ご

天使に，こっそ

りと入ってゆくように頼むつもりです。」

　ルチーアは，可
お か

笑しくて思わず咽
むせ

んでしまう。でも，彼女は，神聖な話
トピック

題に入ってゆくための

不本意ながら 春
ポルノグラフィー

画 的で極めて不当な手段に，このわたくしがどのような返事をするか，その

素敵な返答をしきりと期待している。

　「さあね，わたくしは，この種の問題に関して，彼女が天使に頼むことに慣れているのかどう

か，一向に知りません。とにかく覚えておいて頂きたいの。わたくしに守
しゅ

護
ご

天使などいませんか

ら。」

　気の毒に，その尼
シスター

僧は赤面して，すっかり取り乱し，気抜けして立ち去ってゆく。

7．新たな攻撃に備えながら（ ASPETTANDO UNA NUOVA OFFENSIVA ）

　〈切
ジャク・ザ・リパー

り裂き魔〉が戻ってくる。

　そうしていると，不意に，何度も刺
さ

し込むような左脇腹の痛みに襲
おそ

われる。女医は，癒
ゆちゃく

着部分

のひどい炎症を確認する。

　高熱が出る。

　わたくしは教授に楯
たて

突
つ

かないことに決める。休暇中に，彼のイライラが改善されていればよい
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のだが。彼の留守中，何日も，わたくしは彼のことを話題にしたが，そこには，憎
ぞう

悪
お

と恐怖と侮
ぶ

蔑
べつ

と怒りと皮肉が籠
こも

っていた。わたくしの談話の大部分は，彼に関連したものだった。

　彼は，実に冷
れい

徹
てつ

だった。《こんにちわ》という普段のわたくしのことばにも，返事すらしてく

れない。ほんの一
ひと

時
とき

，彼と二人だけになると，わたくしは控
ひか

えめに，悲痛な思いで訊
たず

ねてみる。

　「教授，どうかお願いしますから，どのような問題を抱
かか

えているのか，わたくしの中でどのよ

うな不
ふ

具
ぐ

合
あい

が生じているのか，説明して頂
いただ

きたいのです…お願いです。」

　彼は返事もしないで，平
へい

然
ぜん

と窓の外を眺
なが

めている…

　ジューリオは，ミラノからしきりと見舞いに来てくれる。別の教授の診察を受診できるように

とり計
はか

らってくれる。しかし，病
ベッド

床から動けなければ，それすら難しい。フレスキはわたくした

ちを思いとどまらせ，元気付けてくれる。化
か

膿
のう

しているので，発熱が続くのだ。

　わたくしは死を恐れる。熱が上がる。脇腹の痛みがとても激しい。わたくしは，自分の告別式

の知らせを用意する。

　《外科手術の犠
ぎ

牲
せい

となって，エニフ・ロバートは 30歳で逝
せい

去
きょ

。火葬を希望。祈
き

祷
とう

も献
けん

花
か

も不

要。死亡した女性から教授殿…病院の医長…への特別の感謝。外科手術によって，永遠の生命を

授
さず

けてもらったのですから。》

　わたくしの女友だちは笑って，わたくしを狂
きちがい

人呼ばわりする。わたくしの医師は，手に負えな

いと云う。今後，手
オ

術
ペ

を勧
すす

める前に，患者の身体でなく，その心理を研究しなければならないだ

ろうとも云う。

　告別式の知らせを前もって公表すると，小
アンジェリニン

天使は肝
きも

を潰
つぶ

す。その慌
あわ

てようは，滑
こっ

稽
けい

そのもので，

わたくしは彼女を安心させなければならない始末だ。そこで，彼女はわたくしと教授との対立を，

次のように説明する。

　「無
む

駄
だ

です…あなたがたはあまりにも似た者同士なので，理解し合えないのです。あなたがた

は感情の発散の仕方も同じなら性格も同じですし，うまくいかない場合に歯を剥
む

きだす様
よう

子
す

も同

じです。」

　「でも，小
アンジェリニン

天使，わたしは病人じゃないわ。それに彼は少なくとも礼
れい

儀
ぎ

を心得ていなくては…

屠
ひとでなし

殺人なのは，どうかしら。…」

　教授は，わたくしとは口をきかない。ジューリオには，特にわたくしには安静が第一だと云う。

　「でも，彼の性格からすれば，それは実に難しいことです，奥様。」

　「自分の体温を知りたいの，小
アンジェリニン

天使。」

　「いけません。それは出来ません。教授の厳
きび

しい云いつけですから！」

　体温計を入手したいという思いにとりつかれる。女友だちは尼
シスター

僧たちから云いくるめるられて

いるので，入手することを引き受けてはくれない。策
さくりゃく

略をめぐらして，とうとう体温計を一本手

に入れる。手紙で薬局を経営している才
さい

媛
えん

に依頼した他の様々な物品の入っている封
ふう

印
いん

された小

荷物箱に体温計を入れて，買い物係りの尼
シスター

僧がそれと知らずに持ってきてくれる。

　安心できるのだ！
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　入院 56日目に，わたくしは初めて起き上がる。朝方の治療は，わたくしには苦痛だし，皆の

心配事だ。

　狭い拷
ごう

問
もん

台に寝かされて，苦痛にわたくしは身を捩
よじ

り，触
さわ

られないようにする。わたくしは，

皮
ひ

膚
ふ

の表面に出ている縫
ほう

合
ごう

部分の抜
ばっ

糸
し

をさせない。〈切
ジャック・ザ・リパー

り裂き魔〉は，銀のとても長い摂
ピンセット

子  22） で，

沃
ヨー

度
ド チ ン キ

丁幾 23） をたっぷり含ませた綿花を，炎症を起こして口を開
あ

けている手
オ

術
ペ

の創
きず

口に塗
ぬ

り付け

る。わたくしは叫び，止
や

めてと云い，ぐっと堪
こら

え，哀
あい

願
がん

し，涙する…。うわ言や「ウウウー」と

いう意味深な呻
うめ

き声が激痛に混じり，歯は粉々になるかと思う程きしる。

　「見ちゃおれないわ。本当に！」― 外科治療の当日，期待を裏切られた尼
シスター

僧が云う。

　長くは続かないことは，わたくしには分かっている。皆がわたくしの突
とっぴょうし

拍子もない振る舞いに

疲れてきていると感じる。ジョヴァンナ尼
に

は，他の尼
シスター

僧たちよりずっと頼りになる。その愛情の

こもった善意は，まさに奇
き

蹟
せき

だ。

　わたくしが一
いっしょうけんめい

生懸命に問い質
ただ

しても，教授は平
へい

然
ぜん

として返事すらしてくれない。

　「どうして創
きず

口
ぐち

がふたたび開
ひら

いたのか知りたいのです。わたくしは退院できるのかどうか知り

たいのです。」

　彼の黙
もく

殺
さつ

に，わたくしは腹が立つ。

　女医は，栄養剤注射が始まるまで，もう少し辛
しん

抱
ぼう

するように忠告してくれる。わたくしは，断

固きっぱりと拒否する。注射など，もはや二度と受けたくない。…女友だちは，わたくしのこと

をからかう。手
オ

術
ペ

を勧
すす

めたことを悔
く

いているフレスキは，ぷんぷんしている。《こんなに頭が変

になるのなら，死んでくれていた方がよかった！》― 彼はそう考えているに違いない。

　「彼女が退院する日に，この部屋に必ずや一枚の碑
ひ

版
ばん

が取り付けられるだろう。尼
シスター

僧たちは，

感
テ ー ・ デ ウ ム

謝の頌歌を歌うことだろう。」

　「先生，正
しょうじき

直におっしゃって下さい…わたくしのことをどう思ってられるのか，ありていに

おっしゃって下さい。」

　「貴
あなた

女がどんな人なのか云い当てるのは難しいですが，敢えて云わせてもらうなら，貴
あなた

女の頭

脳は，きわめて女性的な肉
ボディー

体に比べて，あまりに男性的なように思われます。」

　わたくしは，ますます落ち着かなくなる。ある日の朝，部屋の扉
ドアー

をわたくしは開
あ

けたままにし

ておきたいのに，看
ナ ー ス

護婦が閉
し

めようとするので，彼女と口喧
けん

嘩
か

になる。

　「開
あ

けたままなのを教授に知れると，大変なことになります！ …腹立たしいったら。」

　「その教授って，いったい何者なの ?! ところで，ここは療
りょうようじょ

養所でなく，ひどい牢
ろう

獄
ごく

ね。所長

は，24時間に女
じょしゅう

囚たちがどのような所
しょぎょう

業に及んだかを，毎朝見回りにやって来る。…」

　わたくしは食事のちょっとしたメモのことで，病院の出
すい

納
とう

係りに相談する。彼はきわめて丁重

にわたくしを納得させるように配慮し，わたくしの云い分を認めてくれる。彼がたいへん礼儀正

しい人柄であると知って，わたくしは教授との間がうまく行かないことを，彼に話してみたくな

る…

　もはや，彼らも教授のことは承知している。彼は神経を病んでいるけれど…腕は確かなのだ。
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　（いったい医学の世界で，腕が良いとは…何を意味するのだろうか？）わたくしは 3度目の質

問をしてみる。

　「教授，おっしゃって下さい…わたくしの病状はどうなのでしょうか。」

　今回も，もっと徹底して奇妙で不愉快な黙
もく

殺
さつ

…そこで，わたくしは彼の自宅宛に怒りのことば

を連ねた一通の手紙を書く。投
とう

函
かん

する前に，女医に読んで聞かせるへま
4 4

をする。彼女は当然のこ

と，その内容を教授に知らせ，手紙は開
かい

封
ふう

もされずに，《第 2号室の夫
レディー

人》の住
アドレス

所宛に戻
もど

ってく

る。

　葉書には，次のように書く。《同じ類
たぐい

の行為を経験した後なので，あなたの無礼な行為に驚き

はしません。ただはかり知れないほど横
おう

柄
へい

な虚
きょ

勢
せい

を張っていながら，震える真実を読み取る勇気

すらお持ち合わせでないことを不思議に思います。》

　わたくしが葉書を出した直後に，教授が部屋に入ってくる。彼の顔は，ひどく蒼
あお

ざめている。

彼は，かすかに震えている手を拭
ぬぐ

う。彼は激
げっ

昂
こう

した声を張り上げて，わたくしに食ってかかる。

　「奥さん，もう我
が

慢
まん

がならん。…どこへ行っても，貴
あなた

女はわたしを翻
ほん

弄
ろう

する…皆貴
あなた

女にうんざ

りしている…貴
あなた

女のご乱
らんぎょう

行に，わたしは堪
かんにんぶくろ

忍袋の緒
お

が切れた。…」

　わたくしも蒼
そう

白
はく

になって，よろめきながら，負けずにやり返す。

　声は控
ひか

えめながら，応
おうしゅう

酬がかなりの時間続く。

　彼は「もう我
が

慢
まん

ならん」をくり返す。

　それでも，わたくしは憤
ふん

慨
がい

する。病
ベッド

床へ持ってこられた電報のこと，自分の病気について黙
もく

殺
さつ

されたこと，左脇腹の痛みをなくして欲しいとの願いを無視されたことを思い出す。

　彼は息を切らしながら，まくし立てる。

　「わたしは電
でん

信
しん

技
ぎ

士
し

じゃない…貴
あなた

女が訴
うった

えるひどい痛みが，本当だとは思われない…貴
あなた

女の本

当の病名を，わたしは申し上げたくない。人
にんじょう

情というものがある。それを告げれば，きっと貴
あなた

女

を苦しませることになる。」

　わたくしは，全身が凍
こお

りついたように感じる。思わず洋
テーブル

卓に手をついて，わが身を支える。

　「貴
あなた

方は，心とやらが，いったいどこで寛
くつろ

ぎを覚えるか，ご存知でない。それに，今では貴
あなた

方

がおっしゃりたいことは十分わかりました。」

　「わたしは 紳
ジェントルマン

士 として振
ふる

舞
ま

ったまでです。初日から良心的な専門家からすれば無
ぶ

礼
れい

な申し

出を貴
あ な た

女が幾つかしようとした折に，わたしは自分の立場をはっきり申し上げるべきだっ 

た。…」

　その時すぐだったのかどうかよく覚えていないが，やがて前よりひどい癇
かんしゃくたま

癪玉を破裂させる。

女医が居合わせていて，冷静なことばを述べて，仲
ちゅうさい

裁しようとする。互いに長い間ぐっと我
が

慢
まん

し

てきた怒りを思いっきりぶちまけて，わたくしたちは尚
なお

も云い争う。わたくしは，病名を知りた

いと，なおも食い下がる。

　「いいえ。それは貴
あなた

女のご主人にしか申せません。貴
あなた

女のことを手ひどく扱
あつか

ったなどと，まだ

主張されるのなら，貴
あなた

女を告
こく

訴
そ

するから覚えていなさい。」
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　「なんとひどいことを！ 言
ごん

語
ご

道
どう

断
だん

です！ 貴
あな た

方の性格からすれば，数学者にでもなるべきだっ

たのです！」

　「何を云っているのです。貴
あな た

女のご機
き

嫌
げん

取りをすればよいのですか？ …あたりさわりもない

ことを云ったり，ご本や花のことを話題にしていればよいのですか？ …」

　ほら，地
じ

金
がね

が出た！ …彼はおよそ美的な装
そうしょくひん

飾品はことごとく毛
け

嫌
ぎら

いし，わたくしの精神を慰
なぐさ

めてくれるようにと，女らしい美的感性が身辺に並べてくれた美しいものは何でも頭から軽
けい

蔑
べつ

し

てきたのだ。すでに予想していた通りだ。今となっては，はっきり断言できる。

　「開
かい

封
ふう

すらせずに，手紙を送り返すとは，何と無
ぶ

礼
れい

な…そうじゃないですか？ しかも，わた

くしは単に病名を教えていただきたいとお願いしただけなのです…」

　「貴
あなた

女の家族に説明するつもりです…」

　「それから，葉書を今朝わたくしは貴
あなた

方宛に書きました…」

　「葉書に無
ぶ

礼
れい

なことが書かれているようなら，だたちにその葉書を弁護士のところへ持ってゆ

き，貴
あなた

女を告
こく

訴
そ

します。」

　「どうぞご随
ずい

意
い

になさって下さい！」

　「また，癲
てんきょう

狂院へ貴
あな た

女を入れる権
けん

限
げん

だって，わたしにはあるのです，お分かりかな？ …貴
あな た

女

は狂っている，まったくの狂人だ。」

　「ほほう！ でも，帝
てい

室
しつ

検
けん

察
さつ

官
かん

がいるじゃないですか…」

　「いいえ，出来ません。癲
てんきょう

狂院からあなたを退院させることは，誰にもできません。あなたは

狂人なのだ！」

　ジューリオが迎えにやって来る。わたくしの医師も，こうした環境からわたくしを移すことが，

病気恢
かい

復
ふく

への第一歩と考える。

　その後，教授は姿をまったく見せない。フレスキにわたくしの病状について教えてくれるよう

に聞いてみるが，埒
らち

が明かない。重い病
びょう

魔
ま

に冒
おか

されているとの考えにとり憑
つ

かれて，それが頭か

ら離れない。いったい何なのか？ …女医も小
アンジェリニン

天使も皆がシラを切っている。ジューリオは出来

る限りわたくしの気持ちを宥
なだ

め，病気は必ず全治すると教授が太
たい

鼓
こ

判
ばん

を捺
お

してくれたとはっきり

云う。…彼は教授とじっくり面談した。わたくしには診
カ ル テ

断書を隠
かく

しておく方がよいと云われてい

る。とうとうわたくしはその診
カ ル テ

断書を手に入れることが出来る。必死になって，それを貪
むさぼ

り読む。

　《夫人の疾
しっ

患
かん

は，乾
チー ズ

酪状の卵巣・卵管炎で，診断不能の両側
サイド

粘
ねんちゃく

着性腹膜炎 24）（コッホ）を併
へい

発
はつ

，よって両側
サイド

付属器官切
せつ

除
じょ

術を行う。》

　《手術によって患者は快
かい

癒
ゆ

した。しかし，左腸
ちょうこつか

骨窩 25） に若干の浸
しんしゅつ

出液が残存していて，時間

が経過するに従って吸収される単純な炎症性のものに過ぎないのではないかと判断される。》

　《ドゥランテ式注射 26） による治療を，当分は行うように指示する。》

　《医学博士…，》

　《婦人科外科主任》

　「診断不能？ コッホ 27）？ …」― 獨
ドイ ツ

逸人科学者の名前がどのような恐るべき病気と結びつい
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ているのか，その時すぐには見当がつかない…ただ診
カ ル テ

断書がまったく正確でないとわたくしは考

える。

　開腹し，観察し，処置を行い，ゆうに 76日間にわたる治療を患者にほどこしておきながら，

診
カ ル テ

断書に《おそらく》などと書く権利は，外科医にはない。白黒はっきりさせなければ。わたく

しは単独でもう一度教授のところへ出向いて，もっと正確な病名を要求したいと思う…

　助手の医師に向かって，わたくしは数限りなく悪
あく

態
たい

をつく。彼は彼なりに，それを我
が

慢
まん

して受

け流す。彼はジューリオに治
ち

癒
ゆ

は時間の問題と述べ，またわたくしにその旨
むね

を説き伏
ふ

せるように

助言してくれる。

　「高名な医師に相談などして，これ以上無
む

駄
だ

な出費はしないようにして頂きたい。高熱が出た

と云って驚かないようにしてほしい。縫
ほう

合
ごう

箇所の化
か

膿
のう

の場合はとても時間がかかるので，それが

治
ち

癒
ゆ

してくれるのを待つだけです。今のところ 6箇所ですが，他にも見つかるでしょう。やがて

は，それも自然に治
ち

癒
ゆ

します…」

　もはや科
サイエンティスト

学 者が何と説明しようと，もうまったく信用しないと，そっけない返事をする。わ

たくしは，皮
ひ

肉
にく

屋
や

で辛
しん

辣
らつ

で意
い

地
じ

悪
わる

な性格なのだ。彼のことを，わたくしはわざとすげなく扱
あつか

う。

そのことに彼は気
き

付
づ

いて，女のことを罵
ののし

って云う。

　「外
がい

来
らい

病
びょうとう

棟で 4年間というもの，毎日 40人の女性を診察してきましたが，これだけは申し上

げておきます。夢想というものは儚
はかな

く消え去ってゆくものです。ますます女というものは並外れ

て出来が悪い生き物だと納
なっ

得
とく

させられるばかりです。」

　「どうぞ，ご随
ずい

意
い

に！ 刀
とう

圭
けい

家
か

は，子宮の機
メカニズム

能はご存知のように見受けます。しかし，女性が

抱
かか

えている心の問題 ― 生理学上最も重要な要
ファクター

因だと思いますが ― は完全に看
かん

過
か

されています。

要するに，わたくしたち女は決して厄
やっ

介
かい

な生き物なのではありません。然
しか

るべき説明があなたが

たに出来ないだけのことです…」

　「確かに。ところで，わたしは何年も働いてきましたが，あなたのような方
タイプ

にお目にかかるの

は，これが初めてです…」

　「そうではないでしょうか？ …お世話になりました！ …こうして，わたくしは病
やまい

が癒
い

えて退

院するどころか，お蔭
かげ

さまで，前よりずっと病状が悪化して退院してゆく有様です…」

　彼の猛烈な反論（彼は，それが報
ほうしゅう

酬拒否に繫
つな

がるので，刀
とう

圭
けい

家
か

の仲間意識丸出しで反論する）。

　わたくしは拿
ナ ポ リ

破里へと発つ。善良な小
アンジェリニン

天使は，眼にいっぱい涙をためている。ジョヴァンナ尼
に

は，両手を拡
ひろ

げて，わたくしを抱擁し，腕にギュッと力を入れる。接
せっ

吻
ぷん

したい様子だったが，決

まりがあるので，それが出来ない。こんなに感じやすい人柄なら，純潔に嫌
いや

気
け

が差
さ

してくる人生

のある局面で還
げん

俗
ぞく

するべきだと思ったりする。

　とても辛
つら

い思いをしながら，わたくしはいつも親切に世話を焼いてくれた女友だちとの縁を切

る。若
わか

死
じに

して，もう二度と彼女たちに会えないものと思い込む。

　用心に用心をしての旅。無事拿
ナ ポ リ

破里に着く。

　知り合いたちの熱烈な歓迎を受ける。日々の治療には，かかりつけの医師を呼ぶ。7月の段階
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で，外科治療は止
や

めた方が良いと云ってくれた医師である。わたくしに再会すると，どうして自

分の意見に従わなかったのかと，やんわりとわたくしをなじる。彼と二人だけになりたく思う。

わたくしの病気の正体を知りたいと思う。

　「診
カ ル テ

断書にコッホ桿
かん

菌
きん

 28） への言及があります…では，結
テーベ―

核 29）!! …奥さま，これは何かの間違

いだと思います。」

　恐るべき病名に，わたくしは心が凍
こお

りつくような気分を味わう。

　「絶対に，そんなことはありません。間違いです。彼らは意
い

地
じ

悪い人々です…おっしゃって下

さい…それが間違いだとわたくしは知る必要があるのです。」

　「奥さん，わたしは誓って申し上げますが，そうではないでしょう。検
テスト

査では，あなたは何ら

心配されることなくお子様を身近に置くことが出来，早
そう

晩
ばん

に全快されるはずですから。」

　ジューリオが部屋に戻ってくる。今ではわたくしの心
からだ

身の状態が判っているので，そのことを

彼にも熱っぽく話す。すると，彼は実に興味深い事柄をわたくしに語ってくれる。診
しん

断
だん

をめぐっ

て，教授と医師とは意見が食い違っていたと云う。教授は結
テーベ―

核など問題にもしていなかったが，

病気の原因を突き止めようとすると，どうしてよいか分からなかった。医師の方は，逆に卵管内

に細菌が認められたとはっきり云い切った…しかし，今では悪い患部はすっかり摘
てき

除
じょ

されたと断

言している。

　頭
ず

脳
のう

明
めい

晰
せき

で控
ひか

えめな主任医師は，ニヤリと皮肉な微笑を浮かべて，第三者の意見を述べた。そ

れが，もっとも正確なものだった。

　「感染の原因は，縫
ほう

合
ごう

用絹
けん

糸
し

の滅菌が不完全だったからです。これだけは，はっきりと断言で

きます。」

　日時が経過したが，発熱のせいで起き上がれない。医
ドクター

師は縫
ほう

合
ごう

箇所の完治を促
そく

進
しん

しようと，や

むなく小さな切
せっ

開
かい

をわたくしに勧
すす

める。いつもながらの苦痛を思うと，ぞっとする。

　晩になって，彼は同僚をひとり連れて戻
もど

って来る。二人は，わたくしに上
じょう

手
ず

に麻
ま

酔
すい

用面
マス ク

蓋を

装
そうちゃく

着できない。それで，依
エ ー テ ル

依兒 30） を含んだ綿のガーゼで，入眠させようとする。ところが，睡

眠薬 31） が，わたくしには特に効
き

いてくれない。彼らは出てゆく。わたくしの不安な様子に，新

しい医師は腹を立てる。（彼は，その時，長期の病気治療に苦しめられ，何ヶ月にもわたる苦痛

のストレスで，すっかり変調をきたしてしまった精神状態を考
こう

慮
りょ

していない。）

　ジューリオは，わたくしの許
もと

へ彼が戻
もど

ってくれるように頼まなければならない。彼は新しい助

手を連れてくる。彼らは，大型の麻
ま

酔
すい

用面
マス ク

蓋をわたくしの顔にかぶせることが出来る。またもや

麻
ま

酔
すい

をかけられる。依
エ ー テ ル

依兒だけだと，吐き気がしない。覚
かく

醒
せい

は，𠹭
クロロ ホ ル ム

囉仿謨麻
ま

酔
すい

の場合とはまった

く違った。わたくしは酩
めい

酊
てい

状態だった。打ち震えるような夢
ゆめ

見
み

心
ここ

地
ち

だ。良い夢を見る…日
ひな た

向に

桃
ピンク

色の服を着た子供たちが一列に並んでいる…

　「お母さん，聞いて…今では，モルフィネ 32） 中毒や依
エ ー テ ル

依兒中毒患者の心境がよく分かるの…

覚えていて？ …マリーアのこと…ええ，マリーアよ…フィレンツェの〈 花
フローラ・ペンション

旅 籠 〉で，モル

フィネ注射を打っていたマリーアのこと…素晴らしいわ！ その眠りは！ …依
エ ー テ ル

依兒を，もっと
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やって欲しい。もう一度！ …」

　笑い，おしゃべりし，冗
じょうだん

談を云って，わたくしは医
ドクター

師の両腕をグッと握
にぎ

り締める。蒼
あお

ざめた母

親とジューリオの顔を見て，わたくしは自分のおぞましい狂
きょうたい

態に気付く。

　医
ドクター

師は安心させる。

　「依
エ ー テ ル

依兒麻
ま

酔
すい

のせいです…何でもありません…すぐに良くなります。」

　あらためて小さな手
オ

術
ペ

を受けたが，病状は相変わらずで，恢
かい

復
ふく

が促
そく

進
しん

されもしない。絹
けん

糸
し

縫
ほう

合
ごう

箇
か

所
しょ

が，腹立たしいほどジワジワと，云うことを聞かない肉体をさいなむ。包
ほう

帯
たい

交換には，ほぼ

2週間毎に誰かに来てもらう。

　数ヶ月が経過する。羅
ローマ

馬の教授は，もう一度わたくしを診
み

たいだろう。女医が旅行は可能と書

いて寄こす。教授のことではない。彼女は注射のためだと何度も念を押す。注射が必要なのだ。

注射を受けなければ，わたくしの病気は治る見込みがない。

　今となっては，病気が治らないのは，わたくしのせいだと彼らは云うに違いないと思うし，そ

れに針で縫
ぬ

われる体験の恐怖にもう耐
た

えられないことも確かだ。

　医師も俗
ぞく

人
じん

たちも異
い

口
く

同
どう

音
おん

に，「実に奇妙なことに，彼女は大きな犠
ぎ

牲
せい

を強いる開
ラパ ロ ト ミ ア

腹手術 33） を

拍
ひょうし

子抜
ぬ

けするほどあっさりと受け入れたが，今は一本の注射を考えただけで悶
もだ

え死
じ

にしそうなの

だ」と噂
うわさ

する。

　わたくしは肩をすくめてみせる。

　「未開人にお似
に

合
あ

いの療法ね！」

　気分が落ち着いている日に，医
ドクター

師はわたくしに注射することが出来る。これは事件だ。でも，

わたくしにはとてもショックだったので，医
ドクター

師はもう注射はしない方がよいと納得したのだった。

　わたくしは未来派運動について，時々医
ドクター

師や友人と話をする。わたくしは，以前から手
オ

術
ペ

の体

験記を自由気ままに書いてみようと考えている。ある日，セッティメッリがプラートでわたくし

にマリネッティを紹介してくれたが，彼は前線から，こうした興味深い印象を綴
つづ

ってくれるよう

に絶えずせっついてくる。自分の病気のあまりにも暗い考えにとりつかれているわたくしには，

未来派文学に専念することは，ひとつの気晴らしであると感じられる。

註および参考文献

　本稿の翻訳に使用したイタリア語原文テキストは，Enif Angiolini Robert （1886－1976）, Un ventre 
di donna: romanzo chirurgico con Filippo Tommaso Marinetti （Facchi, Milano 1919）で，今回はその
第 6－7章にあたる第 60頁から第 113頁までを本邦初訳として試みに日本語に訳してみた。
12）麻酔用面

マス ク

蓋 ― 吸入麻酔法の発達に従って，進歩改良され，1911年～1912年頃に米国とドイ
ツで現在使用されている面

マスク

蓋の原型ができた。
13）𠹭

クロ ロ ホ ル ム

囉仿謨 chloroform ― 常温では無色透明の液体で，甘い匂いが特徴の揮発性全身吸入麻酔
薬。正式名称はトリクロロメタン trichloromethaneで，化学式は CHCl₃。リービッヒ Justus 
Freiherr von Liebig（1803－1873）は，エタノールをさらし粉（次亜塩素酸カルシウム）と反
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応させて，1832年に初めて抱
ほう

水
すい

クロラールの合成に成功した。1847年にスコットランドのエ
ジンバラ大学医学部教授 J. Y.シンプソン Simpsonによって最初に臨床応用され，1853年およ
び 1857年にヴィクトリア女王の無痛分娩のためにジョン・スノウが使用した。空気中で 1.5％
濃度の混合気体を最小麻酔濃度（MAC）0.647％吸入することで，迅速な導入が得られ，覚醒
も迅速で不燃性。臨床上無害とされる微量の一酸化炭素を発生する。心機能と呼吸機能の抑制，
血糖上昇，アシドーシスを惹

じゃっき

起し，2，3日を経て重
じゅうとく

篤な小葉中心性肝壊死および腎尿細管障
害が発生することが報告されている。

14）縫
ほうごう

合針 sewing （surgical / suture） needle ― 半円弧状の彎
わんきょく

曲針とまっすぐな直針の二種類があ
るが，縫合には，もっぱら彎

わんきょく

曲針が使用される。針先断面が三角形の角
かく

針
ばり

は，皮膚や筋膜や腱
けん

など強靭な組織用に，針先断面が丸い円
まる

針
ばり

は，消化器や血管や腹膜や皮下組織など柔らかい組
織用に，より刃先の円い鈍

どん

針
しん

は，肝臓や腎臓など脆弱な組織用として使い分けされる。組織の
損傷を最小限に防ぐことが出来る血管吻

ふん

合
ごう

や胃腸管縫合用の糸付き針 atraumatic needle もあ
る。

15）縫
ほう

合
ごう

術 suture （raphe） ― 縫
ほう

合
ごう

糸は，非吸収性の絹，木綿，合成繊維，鋼線（銀線，ステンレ
ス・スチール線），ダクロン，ナイロン，テトロン，テフロンと，吸収性の哺乳動物の腸組織
から作られる腸線 catgut（クローム加工糸と非加工糸）や最近では吸収性が遅く張力が強いポ
リグリコール酸（polyglycoic acid PGA）線に分類される。縫

ほう

合
ごう

法にも 1針ごと結
けっ

紮
さつ

をくり返
す結節縫合，1本の糸で連続して縫う連続縫合，巾

きんちゃく

着縫合，ジグザグ縫合，U字縫合，Z字縫
合などがあるが，重要なのは，創縁を正確に接合し，組織の張力に適した縫合法を選択して，
死腔を残さず，局所の循環障害や組織の断裂を生じないようにすることである。Michelの金
属クリップ縫合も一般的である。

16）瘢
はんこん

痕 scar / cicatrix ― 外科手術などを含む外傷部に，創部の肉芽組織器質化完了段階で毛細
血管の退行，遊離細胞消失，線維芽細胞の繊維細胞化，膠

こう

原
げん

線維の増殖，基質の硝
ガラス

子変成を起
こした組織のこと。一般外科医は，皮膚縫

ほう

合
ごう

部分の美的仕上がりに無関心である。
17）〈切

ジャック・ザ・リパー

り裂き魔〉Jack the Ripper （Jack lo sventratore / squartatore） ― ロンドンの貧
ダウン・タウン

民街〈イー
スト・エンド〉地区や〈ホワイトチャペル〉地区で，1888年 8月 31日から 11月 9日にかけ
て 5人の売春婦が鋭利な刃物で喉

のど

を掻き切られて殺害され，死体が無残に切り裂かれた犯罪史
上有名な迷宮入り事件が発生したが，警視庁〈スコットランドヤード〉宛に投函された犯人か
らと推定される投書郵便物には，〈Jack the Ripper〉とサインされていたことにヒントを得て，
エニフ・ロバートは，俎

まな

板
いた

の鯉を捌
さば

くかのように手
メ ス

術刃を振り回す執刀外科医に対して，かか
る渾
ニックネーム

名を与えた。（仁賀克雄著『図説切り裂きジャック』2001年　河出書房新社）
18）解剖標本 surgical sample ― 手術で摘出 extirpationした病変部位のことで，病理検査などに

試料として使われる。
19）卵

サルピングス

管  salpinx uterina （Fallopian tube） ― 卵巣から排卵される 2次卵母細胞（卵娘細胞）を授
受して子宮に送致する長さ約 10cmの一対の管状女性内性器。

20）卵巣 ovarium （ovary） ― 血管に富む結合組織の間質と全体を包み込む基質層の白膜とからな
る一対の女性生殖腺。卵巣間膜内に血管，神経，リンパ管が通り，間質は種々の発育段階の卵
胞が存在する長層皮質部と髄質部に分かれる。閉経後は萎

い

縮
しゅく

する。
21）𠹭

クロ ロ ホ ル ム

囉仿謨性の発熱 ― 麻酔薬クロロフォルム chloroformには習慣性があり，2％を越えると呼
吸停止や肝臓機能の低下をもたらすなど毒性が強く，発熱の直接原因でなくとも人体に有害な
作用を及ぼす。

22）摂
ピンセット

子  forceps ― 英語では鉗
かん

子のことも forcepsと呼ぶが，生体組織や医用材料を把持したり
圧迫したり牽引したりするための刺

とげ

抜きピンセット様の多種多様な器具。組織用には先端部に
鋭い鉤

フック

を有する。
23）沃

ヨー

度
ド チ ン キ

丁幾 iodine tincture ― ヨードとヨードカリをエタノールで溶解したハロゲン系消毒剤で
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細菌・真菌・ウィルスに効力を発揮する。
24）腹膜炎 peritonitis ― 腹膜の炎症一般のことだが，急性と慢性，汎発性と限局性とに分類され，
慢性の場合は結核性腹膜炎が多い。癌

がん

由来のものを癌
がん

性腹膜炎という。男性腹膜腔は閉鎖空間
だが，女性では卵管采

さい

・卵管・子宮・膣によって外界と連絡する。
25）腸

ちょうこつか

骨窩 os ilium ― 腸骨は骨盤の寛
かん

骨
こつ

のうち，左右上方扇状部を指し，その内側面の腸骨筋が
付着するあたりを腸骨窩と称す。

26）ドゥランテ式注射 ― 不明
27）コッホ Robert Koch （1843－1910） ― ゲッチンゲン大学卒業（1866）後，開業し，普仏戦争
に従軍，ウォルシュタイン地方官医として勤務，脾脱疽菌の純粋培養に成功する（1876）。結
核菌発見（1882）に至る細菌研究中，固型培養基，細菌固定法，染色法，顕微鏡写真撮影法な
どを考案して細菌学の基礎を築く。コレラ調査のためにエジプトおよびインドへ出張。ベルリ
ン大学衛生学教授に任命される。ツベルクリン反応の考案者。〈コッホ伝染病研究所〉所長と
して，マラリア，アフリカ回帰熱，アフリカ海岸熱，眠り病などの研究に従事。ノーベル医
学・生理学賞受賞（1905）。世界一周旅行の途上に来日（1908）。

28）コッホ桿
かん

菌
きん

 mycobacterium tuberculosis （tubercle bacillus） ― 大量のナイアシン（ニコチン
酸）を合成する棍棒・分岐状の好気性マイコバクテリウム属に入る抗酸菌種で，1882年に
〈細菌学の父〉コッホが初めて培養に成功したヒト結核病原菌のこと。陽性石鹸やクロルヘキ
シジンなどの消毒剤は無効である。

29）結核 tuberculosis ― 結核患者の痰の中に含まれる結核菌mycobacterium tuberculosisを経気
道的に吸引することで，肺内に付着・繁殖して発症する肺結核が多いが，全体内臓器で発症す
る。1944年セルマン・ワックスマンによってストレプトマイシンが発見され，同じ頃ス
ウェーデンのヨルゲン・レーマンによってパラアミノサリチル酸〈パス PAS〉が開発される
まで，産業革命以降，英国で 1780年頃には総人口の 1%が肺結核で死亡するような恐ろしい
不治の病だった。ドイツのシレジア出身の医師へルマン・ブレーマーは，1850年代にバルデ
ンブルグ山地ゲルバースドルフに高原結核療養所〈サナトリウム〉を初めて開設した。1946
年ドイツのゲルハルト・ドマクによって発見され，バイエル社が開発したイソニアジド，リ
ファンピシン，ストレプトマイシンなど，現在では 11種類の抗結核特効薬があり，結核の多
くは薬物療法で治癒する。

30）依
エ ー テ ル

依兒 diethyl ether; etyl ether C₂H₅O C₂H₅ ― 臨床使用濃度は 3.5～4.5％で，酸素あるいは酸
素と笑気を混合して， 開

オープン・ドロップ法

放 式 ，閉鎖循環式，半閉鎖循環式回路で使用される。麻酔の導
入・覚醒は遅く，気道分泌を増加させるが，呼吸・循環の抑制はない。筋弛緩作用は著明。空
気や酸素と混合すると引火・爆発の危険性がある。

31）睡眠（催
さい

眠
みん

）薬 hypnotica, somniferum ― 催
さい

眠
みん

現象を誘発する薬剤のこと。催眠鎮痛薬は，
1927年にピック Pickが皮質性と脳幹性の分類を提唱したが，現在では非バルビツール系とバ
ルビツール系とに大別される。後者には従来からヴェロナール（薬理学者フォン・メリングが
イタリア旅行中滞在したヴェローナの美に魅せられてヴェロナールと命名した），バルビター
ル（命名は，A.フォン・バイエルが 1863年バルビツール酸合成に成功した日が聖バルバラの
祝日だったから），へキソバルビタール，チオペンタールなどが，前者ではグルテチミド，メ
タクワロンなどが代表格だが，精神的・肉体的依存性が高い後者はもちろんのこと，前者でも
精神的依存性がないわけではない。

32）モルフィネMorphine ― 芥
ケ

子
シ

の未
カ プ セ ル

熟果に縦に傷をつけ，にじみ出た白い乳液を掻
か

きとって乾
燥させると，10％モルフィネ含有の阿片ができる。1803年，セルチュナーが初めて阿片から
有効成分モルフィネを分離し，以後，ヨーロッパでは鎮痛・下痢止め・不眠症改善目的の家庭
常備薬として，阿片のアルコール浸出液である阿

アヘ ン チ ン キ

片丁幾が市販されていたが，19世紀後半に
皮下注射法が考案されて阿片中毒が社会問題化する。
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33）開腹術 laparotomy （ventrotomy, celiotomy, Bauchschnitt） ― 腹膜腔内に至るための腹壁切開
法。腹壁組織の解剖学的構造と特質および疾患の特徴に応じた安全な術野の確保と筋肉，血管，
神経の損傷を最小限にして，切開創が無理なく正確に閉鎖でき，術後の瘢

はん

痕
こん

を極力目立たせな
い便法として，線維帯白線 linea alba上に切開を設ける上下正中切開法が標

スタンダード

準化されている。
　以上の註記作成には，以下の諸文献の関連項目を適宜参照した。
和田攻ほか編『看護大事典 Igaku-shoin Nursing Dictionary』医学書院　2003
南山堂『医学大辞典　MANZANDO’S Medical Dictionary』MANZANDO Co., Ltd. Tokyo 1985
『最新　医学大辞典　ISHIYAKU SHUPPAN’S Medical Dictionary』医歯薬出版株式会社　1990
『ステッドマン医学大辞典　STEDMAN’S English-Japanese Medical Dictionary』（株）メジカル
ビュー　Medical View社　2004

出月康夫責任編集『全科術前・術後マニュアル』照林社　1997
高木仁三郎著『新版　元素の小事典』岩波書店　1999
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〈sommario〉
  È il commento e la traduzione in giapponese dei primi quattro capitoli del Ventre di Napoli 

di Matilde Serao. Si tratta del suo capolavoro, nato in risposta alla celebre battuta dell’allora 

primo ministro Depretis, il quale in un discorso sulle cattive condizioni igieniche di Napoli, che 

avrebbero causato il peggioramento delle vittime di colera, affermò: “Bisogna sventrare 

Napoli”! Scritto sulla scia di opere precedenti, quali quelle di Villari, Fucini, White=Mario, il 
Ventre di Serao non conclude nè la denuncia sociologica nè la critica sulla società partenopea, 

ma molto più profondamente si immerge e si identifica negli strati sociali più bassi di Napoli 

descrivendoli con tratti vivaci e robusti. Il risultato è un’opera importante sulla napoletanità, 

che resta ineguagliabile forse fino all’Armonia perduta di La Capria.

ナポリの腹を，えぐり出さねばならない

　表現としては，的確です。あなたは知らなかったのだ，デプレーティス閣下，ナポリの腹を。

あなたは間違っていた。あなたは「政府」であり，「政府」はすべてを知らなければならないの

だから。当然ながら，カラッチョロ通りや紺碧の海，コバルトの空，魅惑的な婦人たち，そして

日没の紫色の靄についての，文学的な色合いを添えたジャーナリズムの軽い記述など，「政府」

に向けられたものではありません。こうした，ナポリ湾と花咲く丘から成る安手のレトリックの

全てに対して，私たちはすでに恭しく償いをしてきましたし，今もまた苦しみ喘ぐ祖国を前にし

て，膝を折り償いをつづけています。こうした取るに足らぬ安易な，断片的な文学は，貧困につ

いての物語を読んで憂鬱な気分になりたくない読者の役には立っています。けれども政府は，

「別の面」を知らなければなりません。政府には，死亡と犯罪の統計が届けられるのです。政府

には，県知事や警察署長，警部，代表委員たちの報告書が届けられるのです。政府には，刑務所

長の報告が届けられるのです。政府はすべてを知っているのです。田舎の村で，日にどれだけの

肉が消費されているのか，一年にどれだけのワインが飲まれているのか。こう言ってよければ，

道を踏み外した女性がどれだけいるのか。そうした女たちの愛人が，どれほど咎められずにいる

のか。慈善団体の施しにありつけない乞食がどれだけいるのか。どれだけの浮浪者が路上で夜を

明かすのか。幾人の無産者が，幾人の商人がいるのか。モンテ・ディ・ピエタに質入れするとし

たら，物品税はどれだけかかるのか，地所ならどれだけになるのか。こうした別の面は，こうし

たナポリの腹は，「政府」が知らないとすれば，誰が知ろうというのでしょう？それに，あなた
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にその全てを語ってくれないのだとしたら，上から下までの役人たちは何をしているのでしょ

う？この巨大な官僚機構には，莫大な費用がかかっているというのに，何の役に立っているので

しょう？そしてあなたが，国家の全てを知り，全てに対処する最高の知性でないのだとしたら，

どうしてそんなあなたが首相でいられるのでしょう？

　庶民街の通りを，あなたは一つや二つ，あるいは三本くらいは見せてもらったのでしょう，そ

して戦慄をおぼえたのですね。けれども，あなたは全てを目にしたわけではない。あなたを案内

したナポリ人にしてからが，貧しき地区のすべてを知りはしない。メルカンティ通り 1） を，あな

たはすべて通り抜けたのでしょうか？

　幅は四メートルほどで，馬車が通過できないほど狭く，曲がりくねって，まるで臓物のように

捩れているのです。太陽の照りつける好天の日にも，天高く聳える家屋に遮られて，蒼褪めて死

んだような光の中に埋もれているのです。通りの真ん中には，黒く悪臭を放つ小川があるのです

が，流れることなく泥沼のように沈滞していて，洗濯に使う灰汁や不潔な石鹸水，マカロニを茹

でた湯やスープの残り汁など，様々な液体が混ざり合って，腐敗し臭気紛々としています。ポル

ト地区の主要な通りのひとつであるこのメルカンティ通りには，すべてがあります。あらゆる物

を売ろうと，影のような人が蠢く薄暗い商店。質屋に宝くじ店。所々に黒い門があり，所々に泥

塗れの袋小路がある。また，古い油の饐えた悪臭を放つ揚げ物屋もあり，チーズの発酵臭や，

腐ったラードの汚臭がする食品店もある。

　この通りからは，たくさんの小路が走っていて，そのそれぞれが職業の名を冠しています。ザ

バッテリア通り 2），コルテッライ通り 3），スパダーリ通り 4），タッフェッタナーリ通り 5），マテ

ラッサイ通り 6）等々。こうした小路は，メルカンティ通りよりもはるかに狭いのですが，ともに

汚れて薄暗い。そして通りのそれぞれが，古い皮や，溶解した鉛，硝酸，硫酸など，異なった臭

気を漂わせています。

　いくつもの道が，高台からポルト地区へと降りてきます。それらはみな急勾配で，狭溢で，そ

してろくに舗装もされていません。メッゾカンノーネ通りは染物屋で賑わっています。濃褐色の

店の奥には，真っ黒な大鍋があり，その下には凄まじい炎が燃え上がっています。そして半裸の

男たちが，朦々と立ち込める様々な種類の煙が混ざり合う中を掻き分けています。玄関のあたり

には，赤や紫の端切れが干してあります。極彩色の澱がいつも，毀れた舗装の間に滴っては溜ま

りこんでいます。また，グラデッレ・ディ・サンタ・バルバラ 7） という名の，やはりきわめて特

徴的な通りもあります。そこには，道の両側に売春婦が住んでいて，通りを我が物顔に支配して

いるのです。不幸なその仕事のつれづれに，あるいは男性に対する陰鬱な憤りのためでしょうか，

彼女らは日中，窓ごしに，外を通る人の頭上に，イチジクやスイカの皮，ゴミ，麦の芯などを投

げ捨てます。その全ては路上の階段の上にいつまでも残っているため，清潔な人間であればけし

てそこを通ろうとはしないほどです。女子寄宿学校の裏手に，ポルタノーヴァ広場へと続く道が

あります。メルカンティ通りがそこで終わり，ランツィエーリ通りがそこで始まります。実のと

ころそれは道ですらなく，袋小路にすぎず，二本のアーチの下を通る漆黒の運河のようで，アフ
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リカの一村落の全ての汚物をそこに集めたようなおぞましさです。その小路は，ある程度まで行

くと，先には歩を進めることができません。路上は猥雑で，胃が身悶えるのです。

　ヴィカリーア地区は，ご覧になられましたか？

　その界隈を走っている道の中で，清潔なのはただひとつ，ドゥオーモ通りです。他の通りはす

べて，古きナポリを体現するように，光もなく暗褐色で，老朽化のために倒壊の危機を迎えて，

支柱で支えられた家屋が並んでいます。ソーレ通りという道があるのですが，それは太
ソーレ

陽の光が

まるで差すことのないためです。セッティモ・チエロ通り 8） というのもありますが，それは古び

た高層の家屋の間にほの見える，細い帯状の空が，あまりに天高く感じられるためなのです。サ

ンティッシモ・アポストリ広場 9） の周囲には，三，四本の通りが走っています。グロッタ・デッ

ラ・マッラ通り，サンタ・マリア・ア・ヴェルテコエリ通り，カンパーナ通りです。カンパーナ

通りには，近隣の煙草工場と，そして自らの汚物に感染し，痩せて蒼白の人々が住んでいます。

偉大にして歴史を誇るヴィカリーアの所在地であるカプアーナ城の周囲はすべて，まさしくそう

した環境を，つまりは，精神と物質の腐敗を思わせる場所で，そこに，この貧しく，そして不可

避的に堕落した社会の究極の産物が，聳え立っているのです，牢獄が。

　メルカート地区は？ああ，そうですね。かつてマサニエッロが革命を起こし，シュタウフェン

家のコッラディーノが首を切り落とされた，歴史的な地区でした。そうでしたね，劇作家や詩人

たちが書き残しています。鉄道駅から馬車に乗って来ると，この地区の一隅をかすめますが，す

ぐにマリーナ通りへと抜けてしまいます。詩や劇など悪魔にくれてやればいい！メルカート地区

には，清潔な通りなどひとつもありません。まるで清掃員がもう何年も姿を見せていないかのよ

うに。ところがそれもおそらくは，たった一日分の汚れなのです。

　そこには，豊かな水源となるラヴィナイオ川 10） があり，古き貧しきナポリの不潔なボロ布の

全てが洗濯されています。ラヴィナイオ川は大きなせせらぎで，そこでは汚れ物が上辺だけ，洗

浄されています。ナポリ人を穏当に，その正にナポリ的である点を侮辱する際には，「お前は

まったくラヴィナイオ野郎だな」と言うほどです。メルカート地区には，〈ドゥケッサ（公爵夫

人）〉の名を冠する通りが七本ありますが，そのうちのとある通りでは，公文書の言葉を信じれ

ば，一時間のうちに三十件の事件が起こったこともあります。そこにはカヴァルカトイオ通

り 11） があり，サンタルカンジェロ・ア・バイアーノ通り 12） があります。私も女性ですから，そ

れがどういった通りであるかは申し上げられません。そこでは惨めさが，かくも根深く，かくも

不憫なものですから，人間の性根が品位を喪失してしまい，羞恥の炎で頬が真っ赤に染まるほど

です。

　ナポリの腹をえぐり出す，ですって？それで充分だとお思いですか？庶民街に，三，四本も道

路を開通させれば，庶民を救済できるだなんて，夢みたいなことをおっしゃるのですか？あなた

はご覧になるでしょう，この聖なる救済事業のための調査が完了したあかつきには，どれほど目

映い真実が待ち受けていることか。作り直してしまわなければならないのです。

　当然ながらあなたは，湿気のために亀裂が入った家屋をそのままにはしておけないでしょう。
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地階は泥土で，最上階は，夏には焼け付き，そして冬になると凍えてしまう，そんな家屋を。階

段はゴミ置き場と化しています。そして人々があれほど骨を折って水を汲み上げている井戸には，

人間の生み出すあらゆる廃棄物が，あらゆる動物の死骸が，入り込んでいます。全ての建物には

〈ごった煮〉が，いわゆるゴミ捨て場が中庭にあり，下女たちはそこに一切を捨てている。便所

は，そんなものがあればですが，いかなる消毒をもってしても殺菌しきれません。

　あなたは，小さな部屋に，少なくとも四人を超える人間が折り重なって眠るような家屋を，放

置することなど出来なくなるでしょう。その上，雌鶏や鳩，痩せこけた猫に，ハンセン病にか

かった犬までが同居しているのです。暗く狭苦しい小部屋で料理をし，寝室で食事をし，他の者

たちが寝たり食事をしたりしているその同じ部屋で，人が死んでいくのです。階段下の隙間にま

で人間が寝起きする家屋，それは今では廃止された，ヴィカリーアの，地下の古い牢獄に似てい

ます。

　あなたは，当然ながら，家と家を繋ぐ橋を放ってはおけなくなるでしょう。それに，家屋の外

壁にぶら下がっている，あのひどい木造の小屋も。あの狭隘な門を，袋小路を，狭い小路を，回

廊の上に設えられた小部屋を，あなたは，〈フォンダコ〉 13） を放ってはおけなくなるでしょう。

　一階に質屋が入っていて，二階は学生に賃貸し，そして三階では花火を製造している，あなた

はそんな家屋を放ってはおけなくなるでしょう。他にも，地階にビリヤード場，一階は，一晩三

ソルド 14） で泊まることのできる安宿，二階は貧乏人の集積場，三階にはボロ布の倉庫がある，

そんな家屋を。

　心と物の堕落を破壊するには，健康と自覚を，あの哀れな人たちに取り戻してやるには，彼ら

にどのように生きるかを教えてやるには ― ご覧になられたように，彼らは死ぬことしか知らな

いのです ―，彼らもまた，私たちの兄弟であり，私たちは彼らを愛していて，救済したいと

願っていることを伝えてやるには，ナポリの腹をえぐり出すだけでは足りません。ほぼ全てを，

作り直さなければならないのです。

彼らが，稼ぐもの

　だがそれでも，こうした四つの庶民街 15） に住み，空気もなく，光もなく，衛生にも事欠き，

どす黒い小川の飛沫を上げて，ごみの山を飛び越えて，瘴気を吸い込み，汚染した水を飲んでい

るこの人たちは，野獣のようで，野蛮で，怠惰な人間ではないのです。信仰に暗く，悪癖に沈み

込み，不運に腹を立てるような人間ではありません。この民衆たちは，生来の優しい気質のため

に，白い家と丘を愛しています。それで，諸聖人の祝日に，心優しき人々がみな死者に花輪を捧

げんと，ナポリからポッジョレアーレの丘へ，花と鳥と芳香と大理石であふれんばかりのあの墓

地へと出かける折に，優しくこう叫ぶ声を耳にした者もいるのです「ああイエス様，死んじまい

たい，ここに住めるんなら！」。

　この民衆たちは明るい色を愛していて，馬車馬に様々な飾り房をくくりつけ，祭日には極彩色
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の羽毛で身を飾り，首には赤いハンカチを巻いて，大量の小麦粉にトマトを乗せて，見た目にも

鮮やかな効果を添える。彩色を施した木と，薫り高いレモンとグラスと瓶とで，輝く真鍮の傑作

を作り出した。水売りの屋台という名の傑作を。

　この民衆たちは音楽を愛し，自ら手掛ける。かくも愛情をこめて，かくも憂愁に歌い，その歌

は胸を締めつけ，この地を遠く離れた者にとっては打ち勝ちがたい郷愁を惹き起こすほどで，奔

流のように溢れ出す感情をともない，それが音の調和の中に染み渡っています。

　つまりは，自らの堕落を愉しむ獣のような輩ではないし，醜悪なものの中からとりわけ戦慄を

呼び覚ますようなものを好んで選んだり，進んで汚物を探し求めるような低級な種族でもないの

です。状況によって課せられている現在の運命には，ふさわしくはありません。彼らは文明とい

うものを理解することもできるのです。与えられた文明のわずかな破片を，すぐさま自家薬篭中

のものとしたのですから。彼らは幸福になるだけの価値があるのです。

　ああした場所に住んでいるのも，やむなくのことです。

　それは構造的にして組織的な貧困で，かくも強烈で，かくも根深く，百もの慈善団体が寄り集

まっても根絶には至らず，きわめて潤沢な個人の寄付をもってしても，打ち勝つことはかなわな

いのです。怠惰からくる貧困ではありませから，誤解のなきように。それは働く者の貧困，肉体

労働者の貧困，日に十四時間働く者の貧困なのです。

　こうした労働者は，月に十四リラを超えるような家賃を払うことはできません。そんなことが

できるのはよほど幸運な労働者に違いありません。中には十リラを払う者，七リラを払う者もい

ます。ナポリの民衆の大多数は五リラしか払えません。数年前にある合弁企業が，カポディモン

テの辺りに労働者の共同住宅を建設したのですが，それは，明るく，綺麗で，多少手狭ではあり

ましたが，衛生的ですらあったのです。そこで価格を下げようと試みはしたのですが，月に三四

リラを下回ることはかないませんでした。

　労働者は誰も，そこに住むことはありませんでした。

　居住したのは，家族持ちの会社員，幾人かの年金生活者，慎ましい暮らしの新婚夫婦など，要

するに，自らの貧困を隠し，大理石の階段を手に入れようとした，小ブルジョワ階級でした。

　その巨大な建築は，ナポリの貧困を証明するかのように，今でもそこにあります。いやそれど

ころか，そこに居住している用心深く高慢なブルジョワたちは，労働者の住宅に住んでいること

を非難されることで自己愛を苛まれたあまり，中央入口に大きな文字で書かせたのです「この共

同住宅は，労働者の家に非ず」と。冷酷にして尊大な碑銘を。

　三四リラですって？その三四リラを，ナポリの労働者は一か月かけて手に入れるのです。一日

の働きで一リラを家に持ち帰る者は，自分を幸せだと感じるのです。

　ほとんどあらゆる職業において，あらゆる仕事において，報酬はきわめてわずかなものでしか

ありません。ナポリは，印刷の仕事が他のどこよりも安い国です。それは誰でも知っています。

印刷工は他の国よりも三分の一安い稼ぎしか手にしていません。ミラノなら五リラ，ローマでは

四リラ稼げるものが，ナポリだと二リラになります。この恵み深く不幸な国では，三号も出ない
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うちに廃刊になるようなひどく安手の新聞が，どこよりも簡単に誕生し，そして長続きするので

す。仕立屋や靴屋，左官や建具屋の稼ぎも同じようなものです。時にはひどく骨の折れる労働を

十二時間も続けて手に入れるのは，一リラや二五ソルド，せいぜいが三十ソルドの日銭です。手

袋の裁断師は，一日に九十セント 16） を稼ぎます。いいですか，ナポリの若者はイタリアでもっ

とも着こなしがいいのです。もっとも美しい靴や，もっとも美しく安価な家具はナポリで作られ

ている。ナポリは最上の手袋を生産しているのですよ。より低級な仕事だと，報酬は七五セント

や十二ソルド，十ソルドになります。そうしたわけで彼らは，五リラや七リラ，十リラといった

毎月の家賃を払うことができない。そして貧困に迫られて，女は，妻は，母は，既にたくさんの

子を産み，授乳した者たちは，家事に勤しまなければならないはずの者たちは，仕事を探すので

す，外で。

　煙草工場の職にありついた女たちは幸運です。仕事ができて身も安泰。洋裁師や帽子縫い，花

売りも！報酬はきわめて慎ましく，月に十五リラや十七リラ，あるいは二十リラでしかありませ

ん。それでも彼女たちにしてみれば幸運に思えるのです。けれどもそんな職はわずかしかない。

残りの，貧困階級の女性たちはみんな，家政婦をやります。

　ナポリの女中は，昼食も食べずに働いて，月に十リラしか稼ぎません。朝には自宅から主人の

家まで，二マイルか三マイル歩いて通い，日に四十回も階段を昇り降りしては，深い井戸からバ

ケツ二十杯もの水を汲んで，もっとも疲労度の高い仕事を片付けますが，一日中何も口にせず，

夜になると体を引きずりながら帰宅する姿は，衰弱した影のようです。中には二軒の家を掛け持

ちする者もいて，一か所につき六リラもらいながら，ひっきりなしに二軒の間を駆け回って，遅

刻したといって主人に叱られるのです。そうした女性を一人，私は知っています。彼女の名前は

アンナレッラ，毎日三軒の家を掛け持ちし，一軒につき五リラしかもらっていませんでした。物

も食べずに疲労のせいで死人のようになって，夜には呆けた体で帰宅し，時には服を脱ぐことも

なく，すぐに眠り込んでいました。

　こうした女中たちはそれでも，子供に乳を与え，靴下を繕う時間を見つけていますが，化け物

のような外観で，憐みと同じだけの嫌悪を惹き起こします。彼女たちは三十歳でありながら五十

女のようで，背中が曲がり，髪も抜け，歯の色は黄色や黒，跛のようにフラフラ歩き，一着の服

を四年着続け，エプロンは同じものを半年換えません。

　彼女らは，嘆くこともなく，泣くこともありません。四十にならないうちに，悪性マラリアや

肺病か，あるいは他のひどい病気に罹って，病院で命を落とします。こういう女たちをどれだけ，

コレラが連れ去ってしまったことか！

　そして，女性によるその他のあらゆる露店の職業，洗濯女，髪結い，日雇いのアイロンがけ，

椅子の藁直しといった職業は，彼女たちをあらゆる悪天候や事故，さまざまな種類の病気にさら

し出し，大変な重労働かあるいは吐き気をもよおさせるような仕事なのですが，この不幸な女た

ちに，日にわずか十ソルドか十五ソルドしかもたらしてくれません。この哀れな女たちは，一リ

ラを手に入れると蓄えて，そうやって結婚していくのです。
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　彼女らは醜い，それは事実です。身なりに構わない，それは疑いようのない事実です。そして

時には嫌悪をもよおさせます。けれども，造形芸術をこよなく愛する人であれば，その存在の神

秘に分け入り，彼女たちが日常の受難と，計り知れない犠牲と，不平をこぼつこともなく耐え忍

ぶ労苦の詩であることが分かるでしょう。青春に，美に，洋服ですって？彼女たちはほんの一瞬，

青春と美とを手に入れて，愛され，そして結婚したのです。その後は，夫と，貧困と，労働と，

殴打と，労苦と，飢え。子供を抱えていながら，手放さなければならない。末っ子を上の娘に預

けるのですが，他のすべての母親と同じく，馬車や，火事や，犬や，転倒が心配でなりません。

仕事をしている間，彼女たちはつねに落ち着かず，不安なのです。

　ある女のことが思い出されます。その人には三人の子供がいたのですが，末の男の子が特に可

愛らしかった。その子はもう二歳になったというのに，母親はまだお乳を与えていました。他に

食べさせるものがなかったのです。その子は毎晩，〈バッソ〉の階段の上に座って，母親の帰り

を待っていました。貧民救護の医師は言っていました。「お乳をやめなさい。この子は病気に

なってしまうよ」。彼女はうなだれるばかりでした。お乳をやめることができなかったのです。

その子はチフスに罹り，そして亡くなりました。母親は台所でジャガイモの皮をむき，小さな声

で嘆いていました。「坊や，わたしの坊や。あたしがあんたを殺したようなもんさ，あんたを死

なせちまったんだよ！ああ，なんてひどい母さんだったんだろう！坊や，これから先，毎晩誰が

玄関先であたしを待ってくれるんだい？」

　子供の仕事ですか？ああ，紳士向けの御者が十二歳の子を見習いに雇ってくれたなら，母親た

ちは嬉しくてたまらないでしょう。たとえ賃金なしで食事がもらえるだけだとしても。それに，

店の「親方」に雇ってもらって，犬のように働かされて，夕方にスープ一杯がもらえるだけだと

しても，やはり喜ぶことでしょう。憐み深い母親は，毎朝子供に，弁当代として一ソルドくれる

のです。

　洋裁師や，帽子作りや，花売りや，コルセット作りは，十二歳くらいの女の子を見習いに雇っ

たりしますが，その子たちは実のところ，小さな召使のようなもので，週に五ソルドしかもらっ

ていません。こうした子供たちは，大体の場合は，家か路上で一日を過ごしているのです。

　田舎では，子供は喜びであり，助けの手であり，豊かな暮らしの源泉でしょう。ナポリでは，

心配の種であり，母親の心痛であり，涙と飢えの源泉を意味するのです。

　ナポリの女工が子供たちを呼ぶときに，ちょっと聞いてみてください。彼女は「ぼ
クレアトゥーレ

うや」と言

うのですが，憂いを帯びた優しさと，母性に満ちた憐みと，ナポリの貧困のあらゆる苛酷を鋭く

も知り尽くしたような痛ましい愛情をこめて，その言葉を口にするのです。

彼らが，口にするもの

　ある日，ひとりのナポリの企業家が名案を思いつきました。〈ピッツァ〉がナポリ料理の中で

も人気の一皿であるならば，それにローマには広大なナポリ人のコロニーがあるのだから，ロー
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マにピザ屋を開店すればいいじゃないかと。銅のピッツァ鍋はキラキラと輝き，窯にはいつも火

が燃えたっていました。あらゆる種類のピッツァがその店にはありました。トマトのピッツァ，

モッツァレッラとチーズのピッツァ，アンチョビとオリーブオイルのピッツァ，オリーブオイル

とオレガノとニンニクのピッツァ。最初のうちは客で賑わっていました。それから次第に閑散と

していったのです。ピッツァはナポリの風土から切り離されてしまうと，なんだかちぐはぐで，

消化不良を起こしてしまったようでした。ローマに来るとピッツァという星の輝きは色褪せて，

沈んでいったのです。外国種の植物が，ローマの荘重の中で死滅していくように。

　まさにその通り。事実，ピッツァは，わずか一ソルドで手に入る大量の食品群のひとつで，ナ

ポリの民衆の大半が朝に昼に食しているのです。

　店をかまえたピッツァ職人は，夜のうちに，濃厚な小麦粉をこねて平たくした円形の生地を大

量にこしらえて，調理するというよりも，焼き焦がし，ほとんど生のトマトや，ニンニクや，胡

椒や，オレガノをふんだんに振り掛けます。多くの地域で，一ソルドで食べられているこうした

ピッツァは，給仕に託されます。すると給仕は道の角に露店を出して，日がな一日そこにいて

ピッツァを売るのです。露店のピッツァは，寒い冬には凍りつき，日差しが強いと黄ばんで，蠅

がむらがってきます。学校に通う子供たちの弁当用に，二セント分の切り売りもしてくれます。

在庫が切れてしまうと，ピッツァ職人は夜までに補充をします。

　さらにまた夜になると，ピッツァの入った凸状の巨大な錫の容器を頭に乗せて持ち運ぶ給仕も

います。彼らはこうして街路をめぐり，トマトにニンニク，モッツァレッラにアンチョビの乗っ

たピッツァですよと言いながら，独特の叫び声を張り上げます。〈バッソ〉の階段に座った貧し

い女性たちはそうした一ソルドのピッツァを買い，夕食だか昼食だか分からない食事をするので

す。

　一ソルドあれば，ナポリ庶民の食事にはさまざまな選択肢が広がります。揚げ物屋では，魚売

りの籠の底に余った小魚を集めた〈フラガーリア〉という，紙で包んだフライがひとつ食べられ

ます。揚げ物屋ではまた，一ソルドを出せば，〈パンツァロッティ〉という，アーティチョーク

の破片だとか，キャベツの芯だとか，アンチョビの切れ端なんかが入った揚げ物が四つか五つは

食べられるでしょう。一ソルド出せば，老婆が茹で栗を九つもくれます。外側の皮を剥いて，赤

茶けた汁に浸した栗です。ナポリ庶民はまずはその汁の中にパンをつけて味わい，それからメイ

ンディッシュのように栗を食べるのです。また一ソルドあれば，大鍋を荷車に乗せて引きずって

歩く老婆から，茹でトウモロコシを二本買えます。飲み屋では，一ソルドで〈スカペーチェ〉が

一盛り買えます。それは，ズッキーニかナスを油で揚げて，酢と胡椒とオレガノとチーズとトマ

トで和えたもので，路上で販売されています。大きな深底の甕に，まるで貯蔵庫のように詰め込

んで，そこからスプーンですくって切り分けるのです。ナポリの庶民はパンを一切れ持って行き，

それを半分に切ると，店の主人がその上に〈スカペーチェ〉を乗せてくれるのです。居酒屋では，

やはり一ソルドで〈スピリトーザ〉も買えます。それは，黄色人参の薄切りを水で煮た後，酢と

胡椒とオレガノとニンニクと唐辛子を入れた辛いソースで和えたものです。居酒屋の亭主は店先
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に立って，「いい匂いだよ，いい匂い，スピリトーザ！」と叫びます。当然のことながら，こう

した料理はどれもみな，ひどく辛めの味付けになっています。それともいうのも，南イタリア人

のこの上なく無気力な舌を満足させるためなのです。

　二ソルドばかり手に入れると，ナポリの庶民は茹でて味付けをしたマッケローニを買いに走り

ます。四つの庶民街には，どんな通りにでもこうした居酒屋があって，店先に設えた大鍋ではい

つでもマッケローニが茹でられ，浅鍋ではトマトのソースと，削ったチーズの山，コトローネ原

産の辛いチーズが煮込まれています。

　何よりもまず，こうした情景がきわめて絵画的であり，何人もの画家たちによって画布に描き

とめられ，清廉で優雅といえるほどまでに描かれて，居酒屋の亭主はヴァトーの羊飼いを思わせ

るほどです。イギリス人たちが購入するナポリの写真のコレクションでは，「家庭の尼僧」や

「ハンカチ泥棒」「シラミだらけの一家」とならんで，「マカロニ屋台」が人気を集めています。

この屋台のマッケローニは，一皿二ソルドか三ソルドで売られています。ナポリの庶民はそれを

縮めて，「二をひとつ」とか「三をひとつ」といった具合に値段で呼びます。ボリュームが少な

いために客たちは，もう少しソースをかけてくれだの，チーズを足してくれだの，マッケローニ

を増やしてくれだのと言っては，亭主と喧嘩をはじめます。

　二ソルドで買えるものといえば，海水で茹でて唐辛子で味を調えたタコがあります。こうした

商売は女性が，七輪と小さな深鍋を使って道端でやっているのです。〈マルッツェ〉も二ソルド

で手に入ります。それはカタツムリの入ったスープで，堅パンがスープに突っ込んであります。

また居酒屋の亭主は二ソルドで，豚のラードの細切れと，臓物，玉ねぎ，イカの細切れをまとめ

て乱雑に揚げているフライパンから，スプーンになみなみと掬い上げて，客が持参してくるパン

の上に乗っけてくれます。その際には，煮えたぎった茶色い脂が地面に落ちずに，パンに全部乗

るように気を配ります。それが客のこだわりなのです。

　お昼時に三ソルドがなんとか手元にあれば，家族をこよなく愛すナポリの善き庶民は，出来あ

いの惣菜を買うために居酒屋へ行くようなことはせずに，家に帰り，〈バッソ〉の敷居の地面に

しゃがみ込むか，あるいはボロボロの椅子に座って，食事をするのです。

　四ソルドあれば，まだ青い生のトマトと玉ねぎの山盛りサラダか，炒めたジャガイモと甜菜の

サラダ，あるいはカブとブロッコリのサラダ，もしくは新鮮な胡瓜のサラダが作れます。

　一日に八ソルドを自由に使えるような裕福な人は，キクヂシャ，キャベツの葉，チコリ等々の

野菜を全部一緒に煮込んだ，〈ミネストラ・マリタータ〉という野菜盛りだくさんのスープを口

にします。あるいは時間がある時には，黄色いカボチャに胡椒をふんだんにかけたスープや，鞘

インゲンをトマトで味付けしたスープ，そしてトマトとジャガイモを茹でたスープなんかを味わ

います。

　けれども大抵の場合は一ロートロのマッケローニを買います。それは黒ずんで，量も大きさも

さまざまなパスタのごった煮で，〈モンネッツァリーア〉 17） と正に言い得て妙な名前をしている

のですが，トマトとチーズで味付けをして食べます。
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　ナポリ人は果物に目がないのですが，一度に一ソルド以上はけして使いません。ナポリなら，

一ソルドで洋梨が六つも買えます。少し傷んでいますが，まあたいしたことはありません。それ

に，イチジクなら陽に当たって少し張りがなくなったのでよければ，半キロ買えます。プラムな

ら十個か十二個，熱でもあるみたいに黄色いのですが。黒ブドウなら一房。そして黄色いマスク

メロンなら，小さくて，傷があって，腐りかけているのが手に入ります。メロン売りからは，果

肉の赤いメロンが，出来の悪い，つまりは白っぽくなっているのでよければ，二切れ買うことが

できます。

　ナポリ人の大好物は他にもあります。〈スパッサティエンポ〉，つまりはメロンの種やソラマメ，

オーブンで焼いたヒヨコ豆なんかのことです。一ソルドもあれば，半日はそれを齧ってられます。

舌を刺激し，お腹は膨れて，まるで食事をしたような具合になるのです。

　一番のお気に入りは〈ソッフリット〉。豚肉の細切れを，オリーブオイルとトマトと赤ピーマ

ンで炒めて煮詰めると，目にも美しい赤い塊が出来上がります。それを薄切りにするのですが，

これは五ソルドします。口に入れると，まるでダイナマイトのようです。

質問票

ロースト肉は？  －ナポリの庶民は，食べたことがない。

煮込み肉は？   －時おり，日曜日や祝祭日に。けれども豚か羊の肉。

肉のスープは？  －ナポリの庶民は，そんなもの知らない。

ワインは？    － 日曜に，時おり。一リットル四ソルドの〈アスプリーノ〉か，五ソルド

の〈マラニエッロ〉。テーブルクロスがそれで青色に染まってしまう。

水！       －いつでも。ただしひどく不味い。

小 祭 壇

　あなたは街角の小祭壇に驚かれるのですか？素足で髪を掻き乱して，聖母の像を掲げながら聖

歌を歌う女たちの行進に，動揺なさるのですか？ナポリ民衆の迷信は，― ああ，きわめて善良

でありながらかくもひどい生を送り，大きな諦念とともにかくも悲惨な死を迎える哀れな者たち

よ ―，この民衆の迷信というものは，あらゆる人々に痛ましい衝撃を与えきました。そうした

迷信が消滅したと信じているのですか？どうすればそんなことを信じるにいたるのでしょう？つ

まりは，もうすっかり忘れてしまったというのですね？ 1865年のコレラ 18） の際には，行列や公

開祈祷が行われました。統一戦争以降もっとも凄惨で甚大な被害をもたらした 1867年のコレ

ラ 19） の時には，あらゆる教区から聖母や守護聖人の像が持ち出されて，いくつもの行列が街路

で顔を突き合わせては，合流したものです。それはまさしく，中世的で南部的な神秘そのもので

した。今日サヴォイアのウンベルト王が目にする行列は，十七年前に偉大なるヴィットリオ・エ

マヌエーレ王が見たものと少しも変わるところがありません。1872年の噴火の際には，三日間
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にわたって溶岩がナポリを脅かしました。庶民の女たちは聖ジェンナーロの胸像を求めてドゥ

オーモに駆けつけました。それを持ち出して市中をめぐり，溶岩を堰き止めようと考えたのです。

高貴なる聖遺物の管理人や司教座聖堂参事会員たちは，最初は彼女たちの要求を拒絶して与えよ

うとはしませでした。四日目になっても太陽は顔を見せず，灰を含んだ濃密な雲がナポリの空を

覆い，古のポンペイのように灰が降り始めました。あらゆる地区の庶民の女たちが，泣きながら，

叫びながら，陰惨な行列をしました。1873年のコレラは比較的穏やかではありましたが，それ

でもきわめて激しいもので，四つの庶民街では，バンキ・ヌオーヴィの救いの聖母や，ポルト地

区のポルト・サルヴォの聖母，大学通りの教会のコロンナのイエス像などが持ち出されて行列が

行われたではありませんか。ああ，私たちの記憶のなんと儚いこと！

　それでは，日々の暮らしは？あたりを見回して，たとえ表面的にでも目の前で起こっているこ

とを観察すれば，ナポリ民衆の宗教的な昂揚が途絶えてしまったなんていう幻想を抱く者は，誰

もいないでしょう。二本のロウソクを点した街角の小祭壇は，宗教的な祝祭時には，庶民街のす

べての辻に見かけます。確かに，それを手掛けているのは子供たちです。けれども，母親が目を

配り，その子の姉たちが通行人に寄付金を求めるのです，笑ったり，頼み込んだりしながら。よ

り大掛かりな祝祭の日には，オッティーノ風 20） の照明と極彩色の花綱をめぐって，庶民たちは

一年がかりで割り当てを決めています。路地同士で優劣を競いあうのですが，張り合うことで喧

嘩になったり，ナイフで切り合ったりすることも多々あります。この照明は目にも艶やかで，芸

術品という自らの技に見とれるような利己的な芸術家たちを陶酔させてしまいます。また別件。

女性は大病から恢復すると，神への感謝のために，地域のすべての家庭をまわっては寄進のため

の寄付を集めるという誓願を行います。まだおぼつかない足取りで，顔も蒼褪めて，階段をの

ぼってはまた降りて，素っ気ない拒絶にあったり，眼前でドアを閉められることもあります。そ

れでもかまわない，耐えなければならない，それが誓願なのだから。集まったお金はすべて，教

会に送られます。子供が病に罹ると，聖フランチェスコに誓願を立てます。その子が治ると，母

たちは，粗雑な僧服や帯を着せ，素足にサンダルを履かせ，使い古した侍者服をかぶせて，要す

るにモナチエッロのような格好をさせるのです。庶民街でこうした子供を目にしたことのない者

はいないでしょう。

　聖ジェンナーロの奇蹟について，あなたはまたもや驚愕されるのでしょうか？彼の末裔を自認

しているモーロ地区の古くからの住人たちは，奇蹟を待つ間主祭壇に殺到して，余所の者を近寄

らせようとはせず，〈クレード〉を叫びながら，儀式が繰り返されるにしたがって声を荒げ，果

てには咆哮になり，まるで悪魔に憑かれた者たちのように体を揺すり，「意地悪じじい」「糞じじ

い」「しみったれ野郎」といった言葉で聖人を罵るにいたります。月が迫っているのに子供が出

てこない妊婦のお腹の上に置かれる，聖アンナの足というのもあります。サンタ・マリア・ラ・

ノーヴァ教会にある聖ジャコモ・デッラ・マルカの遺骸の前には，ランプがありますが，その火

を燃やしている油は，頭の病気に効くと言われています。カルミネ教会の十字架像は，傷口から

血を滴らせたことがあります。メルカンティ通りには，ナポリの初代大司教である聖アスプレー
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ノの名を冠した教会がありますが，その地下教会には聖ペテロの杖が保管され，信仰を集めてい

ます。サン・ビアジョ・アイ・リブライ通りには，喉の病気を治してくれる聖水が湧いています。

サン・ニコラ・ディ・バーリ教会の聖パンの屑は，嵐の時に空中に投げると，稲妻から逃れるこ

とができるといいます。ナポリには，聖遺物として，何百という聖遺骨が，ヴェールの切れ端が，

服の端切れが，木の破片があります。ナポリ女はみんなそうした聖遺物の入った袋に祈祷文が印

刷されているのを首にかけたり，帯にぶら下げたり，あるいは枕の下に置いたりします。その袋

を，生まれたばかりの赤ん坊の産着に縫い付けるのです。

　ナポリ人には，カルミネの聖母ひとつで充分だとお思いでしょうか？私が数えたところ，聖母

には 250もの呼称があるのですが，それでも全てではありません。中でも，四つか五つが主要な

ものです。ナポリ女が病に罹ったり，数多くある深刻な危機のいずれかに瀕したりすると，こう

した聖母のひとつに誓願をするのです。その後，禍が去ると，教会で祝福を受けた服を，新しい

服を着るのですが，それが擦り切れるまで着続けます。悲しみの聖母への誓願の場合は，黒い服

と白いリボン。カルミネの聖母には，赤茶色に白いリボン。無原罪の御宿りの聖母には，白い服

と青いリボン。ラ・サレットの聖母には，白い服とピンクのリボン。服を新着するお金がない場

合には，エプロンを作ります。誓願を果たすことができない場合には，怯えながら，家の中で災

厄を待つしかないのです。

　そして，聖なるものは俗なものに混じり合っています。亭主がほしいのならば，聖ジョヴァン

ニに九日間の祈祷を捧げ，つまりは九夜にわたって深夜，バルコニーに出て，特別の交誦のよう

なものを唱えなければなりません。もしもそれを実践する勇気があるのなら，九日目の夜に，炎

の閃光が空をよぎるのが見えてきます。その炎の上では，呪われた踊り子サロメが踊っているの

です。その後間もなく，夫の名前を呼ぶ声が聞こえてきます。聖パスクワーレも，適齢期の少女

たちの守護聖人になっていまして，九夜にわたって「おお，聖なる人パスクワーレよ，私に夫を

遣わしてください。あなたと同じような，美しく，血色もよく，健康的な夫を。おお，聖なる人

パスクワーレよ」という交誦を唱え続けなければなりません。聖パンタレオーネもまた，少女た

ちの守護聖人ですが，趣は違っています。少女たちに宝くじの当選番号を教えて，当選金を持参

金に充当し，彼女たちが結婚できるようにしてくれるのです。九夜にわたって，深夜に，部屋に

引き籠って，ひとりきり，バルコニーを開けて，ドアも開けて，〈アヴェ〉と〈パーテル〉の祈

祷の後で，次のような交誦を唱えなければなりません。「我が聖パンタレオーネ様，あなたの純

潔にかけて，私の処女なる純潔にかけて，数字をお与えください，お願いします！」。九夜目に，

足音が聞こえます。それは聖人の来訪する音で，そして何かを打つ音がするのですが，その数が

宝くじの当選番号になっているのです。この奇妙な儀礼の四日目か五日目の夜に，少女たちは興

奮のあまり，幻視を見て，痙攣を起こして卒倒してしまいます。そうした少女たちの中には，九

夜目に何かを見たり，聞いたりしたという者もいます。けれども彼女たちには信仰が足りなかっ

たために，奇蹟が起こらなかったのです。

　世界中に散らばっている迷信のすべてが，ナポリに集められていて，肥大し，複雑化していま
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す。私たちはみんな〈邪眼〉を信じています。私たちは，こぼれた油，割れた鏡，ナイフと十字

に交差したスプーン，裏表逆に身に着けた下着がもたらす幸運，質屋で手に入れたお金，蜘蛛，

サソリ，雌鶏なんかの話はいたしません。そんな古い迷信など，誰が気に掛けるでしょうか。ナ

ポリ人たちはいまだに巫女を信じています。ヴィットリオ・エマヌエーレ通りへと続く

大
チェント・グラーデ

階 段には，「キアーラ・ステッラ」が，メッツォカンノーネ通りには「グラーツィアさん」

がいまして，二人ともきわめて有名な巫女です。他にもたくさんの巫女たちがいます。五十セン

トや二リラ，五リラなどの代金で要件を聞いてくれるのです。ナポリ人たちは〈霊〉も信じてい

ます。あらゆる家に徘徊するナポリでよく知られた〈霊〉といえば，〈モナチエッロ〉 21） でしょ

う。それは子供の霊で，幸運をもたらす時には白い服を，災いをもたらす時には赤い服を身につ

けて姿をあらわします。大勢の人たちが，〈モナチエッロ〉を目にしたことがあると私に語って

くれました。ナポリのど真ん中にあるサンタ・テレーザの階段には，けして住人が住み着いたこ

とのない，この上なく美しい屋敷があります。二十年もの間，その屋敷の窓が開いたのを見たこ

とがありません。それというのも，そこには〈霊〉が住み着いているからなのです。ナポリ人た

ちは，宝くじの当選番号を教えてくれる〈霊〉の存在を信じ，〈アッシスティート〉 22） を信じて

います。〈アッシスティート〉というのは，この上なく奇妙な人種で，ある者は善意から，ある

者は寄生することを目的として，ほとんどものを口にせず，飲むものといえば水ばかりで，意味

不明な言葉を喋り，寝る前には断食をして，そして幻視を見るのです。宝くじ狂たちに寄生しな

がら，自らはけっして券を買うことがありません。時折，宝くじ狂たちはアッシスティートをひ

どく叩いて，その後で許しを請うたりします。修道僧たちも幻視を見ます。ナポリ近郊のマラー

ノに，幻視で有名な修道僧がかつていました。人々は列を成して彼のもとを訪れました。サン・

マルティーノ修道院にいた若者も，随分と名を知られていたものです。時折，宝くじ狂たちは修

道僧を監禁したり，叩いたり，拷問を加えたりします。そのために死んだ僧も，一人いました。

その僧は息を引き取る前に，数字を口にしたそうです。その数字を賭けたところ，当選して，ナ

ポリ人の半分が賞金を手にしました。新聞がその数字を掲載していたのです。

　ナポリ人，とりわけ女性たちは，呪術を信じています。〈ま
ファットゥーラ

じない〉には，熱烈な伝道者たち

がいます。〈妖術師〉あるいは魔女は溢れかえるほどです。遠くに行ってしまう夫が浮気するこ

とのないよう，妻が願っているとしたら？魔女はその妻に，結び目のついた紐をくれます。それ

を夫の上着の裏打ちに縫い込んでおくのです。ある男性の愛を手に入れたいとすれば？〈妖術

師〉は，あなた方の髪の房を燃やして，灰にして，それに秘密の成分を加えます。その粉をワイ

ンの中に入れて，無関心な男に飲ませるのです。裁判で勝訴したいのならば？相手側の弁護士の

舌を，精神的に縛り付けてしまうのです。それには，紐に十五の結び目をつくり，悪魔を呼び出

し，身の毛もよだつような呪文を唱えなければなりません。不実な恋人を死なせようとすれば？

鍋に毒草をいっぱいに入れて，深夜，相手の家の門の前で火にかけるのです。恋敵の女を死なせ

ようとすれば？新鮮なレモンにたくさんのピンを突き刺して，その女の姿になるようにするので

す。そしてその女の服の切れ端をそこに貼り付けると，そのレモンを，女の家の井戸の中に投げ
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入れるのです。〈まじない〉は，きわめて広範にわたって普及しています。それは時おり下劣に

もなる，呪文や祈祷による奇妙な文学です。それは，臆病な者と大胆な者を選別します。そして

あらゆる地区に広がっている。感傷的な欠乏や野蛮な欠乏のすべてに対して，優しい欲望や血生

臭い欲望のすべてに対して，援助の手を差し伸べてくれるのです。

　これですべてです。いやつまりは，すべてではありません。私の述べたことを，二十倍も誇張

してみればどうでしょう。それでも，おそらくは，真実には至らないでしょう。こうした，信仰

と過誤の，神秘主義と官能性の寄せ集めに，かくも異教的な外的崇拝に，この偶像崇拝に，あな

たは戦慄をおぼえるのでしょうか？こうした未開人のごとき蛮行に，苦言を呈されるのでしょう

か？ですが，ナポリ人の良心に働きかけようとした人が，果たして今までにいたでしょうか？ど

のような教訓が，どのような言葉が，どのような模範が，かくも自己表出的で，かくも捕らわれ

やすく，かくも熱狂的な生来の資質をもつ人々に，与えようと考えられたでしょうか？実のとこ

ろ，現実の生活の底深い貧困のために，ナポリ人たちは，自らの想像力の幻影にしか慰めを見出

せず，神の中にしか避難場を見つけることができなかったのです。
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参考文献

Banti Anna （1965）, Serao, Utet, Torino.
Ghirelli Antonio （1995）, Donna Matilde, Marsilio, Venezia.
Scafoglio Domenico （2000）, Numeri: il gioco del lotto a Napoli, L’Ancora del Mediterraneo, Napoli.
Serao Matilde （2004）, Leggende napoletane, a cura di Patrizia Di Meglio, Imagaenaria, Ischia.
ID. （2008）, Il paese di Cuccagna, a cura di Riccardo Reim, Avagliano, Roma.

解　　題

1．1884年のコレラと『ナポリの腹』

　1884年 5月に既に兆候が見られたコレラは，無知からくる対策の遅れと，とりわけナポリ市

内の衛生状況の劣悪さのために，8月に入ると猛威を振るうようになり，9月 7日から 11日にか

けて，市内ばかりか郊外にまで蔓延していく。結果的にナポリ市内で 7,000人，周辺の諸地域で

8,000人の犠牲者を出す惨事となった。とりわけ，〈バッソ〉や〈フォンダコ〉といった，元来は

住居のための空間ではなかったところに貧民が住み着いた居住空間が密集する四つの庶民街

（ヴィカリーア，ポルト，ペンディーノ，メルカートの四地区）に被害が集中した。

　9月 9日，国王ウンベルト一世は，デプレーティス首相をはじめとする要人を率いて，四日間

のナポリ視察を敢行する。一行は病院や被害者の出た住居に足を運び，その惨状に言葉をなくし
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た。正確に言えば，「ナポリの腹をえぐり出さなければならない Bisogna sventrare Napoli」とい

う警句を口にしたデプレーティス首相だけは，例外であったのかもしれない。デプレーティスの

言葉は新聞各紙が取り上げ，瞬く間にイタリア中に知られるようになる。

　当時ローマで「ピタン・フラカッサ」紙の記者として働いていたセラーオは，自らの郷里であ

るナポリの惨状を憂い，そしてデプレーティスの言葉に衝撃を受けた。最初のエッセイ「ナポリ

の腹を，えぐり出さねばならない」が「カピタン・フラカッサ」紙に掲載されたのは 9月 17日

で，その後セラーオの〈ナポリ論〉は合計 9本を数えるようになり，同年 12月には，ミラノの

出版社トレーヴェスからまとめて『ナポリの腹 Il Ventre di Napoli』として刊行された。

　『ナポリの腹』を構成する 9本のエッセイの内訳は以下の通りである。①「ナポリの腹を，え

ぐり出さなければならない Bisogna sventrare Napoli」②「彼らが，稼ぐもの Quello che guadag-

nano」③「彼らが，口にするもの Quello che mangiano」④「小祭壇 Gli altarini」⑤「宝くじ Il 

lotto」⑥「再び，宝くじ Ancora il lotto」⑦「高利貸し L’usura」⑧「ピトレスク Il pittoresco」⑨

「慈悲 La pietà」。今回はその前半 4編を全訳した。

　連載終了から 2か月後に書籍として刊行されたことからも分かるように，『ナポリの腹』の反

響は凄まじく，ナポリのみならずイタリア全国に向けて，改めてナポリの諸問題を知らしめたた

め，同書への評価はすなわち，〈ナポリ問題〉〈コレラ問題〉についての評価を伴うことになる。

例えばローマの「イル・ベルサリエーレ」紙は，「南部イタリアの併合以降にとられた政策の方

向性が，民衆を等閑にしていたことを強硬に非難」し，フィレンツェの「ラ・ガッゼッタ・ディ

ターリア」紙は，「ナポリの民衆の異常な人口増加に対する，不十分ではあるが有効な解毒剤と

して，コレラを讃えるという悪趣味」な反応を示した。

　また，必ずしも同書の反響のみを受けたものとも言い切れないが，デプレーティス内閣の外相

であったマンチーニはナポリ人であったこともあり，ナポリ市内の再開発事業を法案として提出

し，1885年 1月 15日，〈ナポリ市の再開発に関する法令〉，通称〈リサナメント法〉が施行され

るにいたる。ムニチーピオ広場とボルサ広場を連結し，鉄道駅まで繋ぐ「大通り」の開通がその

メイン事業となり（現在のウンベルト大通り），上記の四つの庶民街を分断し，その衛生環境を

改善することを目的としていた。だが後にセラーオが「張りぼて」と称するように，大通りに

沿った豪奢な建築物が目立つものの，その後背地には依然として，劣悪な環境の住居が残り，現

在にいたっている。

　1906年に出版された第二版では，1884年の 9編を「二十年前 Venti anni fa」という章にまとめ，

その後 1903年までに発表していた 4編を「現在 Adesso」，そして 1905年に発表した 8編を「ナ

ポリの心 L’anima di Napoli」として追加している。その後の版では，必ずしも三部構成とはなっ

ておらず，1884年の 9編のみを掲載しているもの，あるいは最初の二部のみとしているものも

ある。だが第二部となる「現在」は，ナポリのリサナメント事業がいかに不十分であるかを告発

した内容となっており，初版の「二十年前」で提起した問題を引き継いでいるため，その関連性

はきわめて緊密であり，併せて読むことが望ましい。
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　『ナポリの腹』の文学作品としての評価は当時から高く，クローチェはセラーオのフィクショ

ン作品の代表作『クッカーニャの都』よりも優れているとしている。そしてセラーオの死後，そ

の評価は高まるばかりで，小説というよりは明らかに「ルポルタージュ」でありながらも，現在

では広い意味での「小説」として位置付けられる傾向にあり，ナポリを描いた文学作品の中でも

圧倒的な存在感を今にいたるまで誇っている。

2．マティルデ・セラーオについて

　マティルデ・セラーオは 1856年 2月 28日，この世に生を受けているが，意外なことにその生

誕地はナポリではなく，ギリシアのパトラスであった。父フランチェスコ・サヴェーリオ・セ

ラーオは 1848年の暴動に加担した愛国主義者であったために，暴動終息後ナポリを後にしてギ

リシアに亡命した。そしてその地で，イタリア語と音楽の教授を生活の糧としていたのだが，教

え子のひとり，ギリシア貴族の娘パオリーナ・ボレリー（あるいはボンリー）と恋に堕ち，マ

ティルデが生まれたのだ。

　マティルデが四歳の時，両シチリア王国最後の国王フランチェスコ二世はナポリを後にして，

ガリバルディが入城する。その知らせを耳にした父フランチェスコ・サヴェーリオは，若い妻と

娘を連れて，ナポリに向かった。だがここでもマティルデは，まだナポリに足を踏み入れていな

い。フランチェスコ・サヴェーリオは妻と娘を，カゼルタ近郊のヴェンタローリにある実家に預

け，自らは単身ナポリに居住し，旧知のジャーナリストたちから仕事を斡旋してもらい，記事を

書いてはカフェを渉猟するという気楽な「知識人」生活を堪能する。パオリーナとマティルデが

ナポリで生活を始めるのは，その 2年後であった。つまり，ナポリ女性の代弁者であり「ア・シ

ニョーラ」と親しみを込めて呼ばれ愛されたマティルデ・セラーオは，六歳になるまでナポリを

見たことがなかったのだ。

　マティルデは男の子のような気性で，部屋にじっとしていることはなく，巨体を揺すりながら

そこら中を駆け回り，小学校に入っても，ろくに読み書きも出来なかったらしい。あるいは，関

心を示さなかったということであろうか。それが年を重ねるにつれ，母パオリーナの優しい説得

によって，徐々に，「書くこと」に興味を抱くようになる。

　「書くこと」とジャーナリズムの世界にマティルデが本格的な興味をいだくようになったきっ

かけは，間違いなく父フランチェスコ・サヴェーリオの影響であろう。マティルデは女学校時代，

学校が終わると父が記事を寄稿していた新聞社に顔を出し，ジャーナリストたちの編集局での論

争を，食い入るように見つめ，聞き入りながら成長していった。師範学校を卒業したマティルデ

は，とりあえずは生活のためもあって，電信局に就職する。だがほどなくして地元ナポリの新聞

各紙に記事を書くようになり，電信局を退職して，筆で身を立てる決意をかためた。当初は短い

コラムや記事が中心であったが，やがては短編小説を掲載するようになっていく。

　26歳の時，つまりは 1882年に，大きな転機が訪れる。10年前からイタリア王国に併合され首

都となっていたローマの新聞「カピタン・フラカッサ」紙と，正規の編集者としての契約を交わ
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し，ナポリを後にするのだ。翌年には代表作のひとつである長編小説『ファンタジア

Fantasia』を発表，その精緻で力強い筆致で描かれた，女子寄宿学校の少女たちの妄執は多くの

読者を引き付けた。

　そして 1884年，ナポリのコレラをめぐる言説をローマで見聞きしながら，強烈な郷愁と，ナ

ポリ人に寄せる母のような愛情と，現実に向き合う優れたジャーナリストの感覚によって，『ナ

ポリの腹』を上梓している。おそらくこの頃には既に，エドアルド・スカルフォーリオおよびダ

ンヌンツィオと親交を結んでいたと言われている。1885年 2月 28日，スカルフォーリオとセ

ラーオは結婚，イタリアのジャーナリズムの歴史に輝くカップルがここに誕生した。二人はすぐ

さま新聞「コッリエーレ・ディ・ローマ」紙を創刊している。

　だが同紙は経済的な問題から長くは続かず，二人は 1888年にナポリに拠点を移して，「コッリ

エーレ・ディ・ナポリ」紙を創刊する。以降，セラーオはナポリに居住し，ナポリと向き合い，

ナポリの作家としてのアイデンティティを強烈に自覚していくことになる。1891年には「コッ

リエーレ・ディ・ナポリ」の権利を売却して，その資金を元に，さらに別の日刊紙を創刊する。

現在まで続くナポリの有力紙「イル・マッティーノ」の誕生である。

　セラーオはその間も，政治小説『ローマの征服 La conquista di Roma』，前述した傑作『クッ

カーニャの都』，『ケッキーナの美徳 La virtù di Checchina』といった長編や，『本当の話 Dal 

vero』，『小さき者たち Piccole anime』といったヴェリズモの影響の濃厚な短編小説集を発表して

いる。『オパール Opale』で文壇に登場した 1880年から，『ナポリの腹』の改訂版の出た 1906年

頃までが，彼女の作家としての最盛期であり，上述した代表作の多くがこの時期に書かれている。

その文学的関心は，ナポリ庶民の生活を克明に描いたものと，ブルジョワや貴族たちの社交界の

矛盾を描いたものに大別される。前者の典型が『ナポリの腹』であり，後者は『三人の女』や

『ファンタジア』であろう。だが，その二つの階層が混ざり合って，ひとつのエートスを共有し

ているさまを描いた試みも『ケッキーナの美徳』や『クッカーニャの都』などに見受けられる。

　1970年代以降は，こうしたフィクション作家としてのセラーオに加えて，ジャーナリストと

しての彼女の功績を重視した研究が増え，新聞のコラムを編纂したものがいくつか出版されてい

る。女性への教訓などをまとめた『生きる術 Saper vivere』はその中でもとりわけ高い評価を受

けつつある。

　1927年 7月 25日，マティルデ・セラーオは，この世を去った。二人の息子が彼女から受け継

いだ「イル・マッティーノ」紙は今日もナポリのエディーコラを飾り，ナポリ人に親しまれ，ナ

ポリの現実を伝えている。
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注

1 ）ペンディーノ地区にかつてあった通りで，19世紀末の再開発（リサナメント）事業によって
消滅した。現在のウンベルト通りとマリーナ通りの，およそ中間地点に位置していて，生地を
中心とした商店が立ち並んでいたことから「メルカンティ（商人）」通りと呼ばれた。

2 ）ポルト地区の通り。スリッパ（チャバッタ）工房が軒を連ねていたことから，ザバッテリア通
りと呼ばれた。

3 ）ポルト地区。ナイフ（コルテッロ）工房が立ち並んでいたことが通りの名称の由来。
4 ）ポルト地区。兵器の製造工房が並んでいたことから，剣を意味する「スパーダ」が通りの名称
となった。

5 ）ペンディーノ地区。現在では「サン・ビアッジョ・アイ・タッフェタナーリ通り」と名称を変
えている。薄琥珀織り（タッフェタ）の職人が多く住んでいたことから。

6 ）ペンディーノ地区の通りで，17世紀から現在まで，上着（ジュッボーネ）の工房が集まって
いたため「ジュッボナーリ通り」とも呼ばれている。「マテラッサイ通り」と呼ばれていたの
は，18世紀末から 20世紀初頭までで，マットレス（マテラッソ）製造の工房もあったことか
ら。

7 ）ペンディーノ地区。かつてサンタ・バルバラ教会があったことから。
8 ） 「第七天」の意。
9 ）サン・ロレンツォ地区。
10）ペンディーノ地区。「ラヴィナイオ」は「洗う（ラヴァーレ）」から。名称の由来は，雨の日に
高台から降りてくる水が，文字通り街路を「洗う」ためであるという説と，共同洗濯場があっ
たためであるとする説がある。

11）サン・ロレンツォ地区。中世には「乗馬する（カヴァルカーレ）」ことができた地域であった
ことから。

12）ペンディーノ地区。サンタルカンジェロ教会があったことから。同教会に隣接する修道院には，
ボッカッチョのミューズであるフィアンメッタが暮らしたことがある。

13）〈フォンダコ〉は，もとは倉庫であったところに貧民が住居として住み着いた家屋。地階ある
いは半地下の門衛所を住居に転用した〈バッソ〉と並んで，19世紀ナポリの劣悪な居住環境
の代名詞である。倉庫であったために，窓はなく，下水道設備もなく，陽も差さず，住居とし
ての用をなさない。19世紀末のリサナメント工事の際に，そのほとんどが解体された。〈バッ
ソ〉は現在でも住居として使用され続けている。

14）かつてイタリア半島で広く使用されていた貨幣単位。20ソルドが１リラに相当する。
15）ペンディーノ，メルカート，ポルト，ヴィカリーアの四地区。ナポリの中でもとりわけ貧民が
多く密集する地区で，19世紀のペストの際にも，被害が甚大であった。

16）100セントが１リラに相当する。
17）〈モンネッツァ〉は「ごみ」を意味するナポリ方言。
18）1865年のコレラは 84日続き，6,060人が感染して 3,163人が死亡した。
19）ナポリ市内では 2,089人が感染し，1,391人が死亡，郊外では 2,206人が感染，1,519人が死亡

した。
20）ヴェネツィア風の装飾と照明が人気であった。「オッティーノ風」は，ヴェネトのバロック画
家パスクワーレ・オッティーノ（1578－1630）を指していると思われる。

21）モナチェッロ（MonacelloまたはMunaciello）は，ナポリに古くから言い伝えられてきた霊で，
修道士の格好をした子供の姿をしている。多くは古い屋敷に住み着き，騒音などの悪戯をする
無邪気な霊であるとされていて，日本の座敷童に似ている。セラーオはモナチェッロに関心が
深く，Leggende napoletaneにおいても一章を割いて詳述している。
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22）アッシスティート（assistito）は，霊に憑かれた者のことで，霊の声，つまりはあの世の声を
聞くことができるために，宝くじの当選番号を知っているとナポリでは考えられている。セ
ラーオは長編小説 Il paese di Cuccagnaにおいてアッシスティートを登場させ，庶民ばかりか
ブルジョワまでもがその迷信を信じている様相を描いている。アッシスティートに関しては，
Scafoglioの Numeri: il gioco del lotto a Napoliをはじめとする宝くじを扱った著作において詳述
されている。
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〈Summary〉
  Book lovers fall into two types. The former collect books for study and writing, the letter 

collect books for book collecting. Xie Qizhang comes under the letter, but he is different from 

other people in writing.

  Xie Qizhang is a well-known Chinese book lover in Beijing, China. He keeps a diary about 

hunting for rare books and magazines at secondhand bookstores or a vegetable market from 

1986. He has written a lot of books on hunting for rare books and magazines. Xie Qizhang’s 

books show his affection for books.

  It is my great pleasure to introduce that well-known modern Chinese book lover, Xie 

Qizhang.

1．虎 の 尾

　「書斎ではなく，本の巣だ。」謝其章の家に近づくと，彼はこのようにして自分の書斎に注釈

をつけた。彼の書斎を目にして，ようやく‘巣’という字で書斎を形容し，それが却って真に

迫っていることが分かる。部屋は小さく，約６平方メートル，部屋の小さな机を除いて，この書

斎の周囲はすべて謝其章の“宝物”が積んである。人がもしこの部屋に近づいたら，すぐに本に

抱かれているような感覚を覚えるだろう。

　仲間うちでは，謝其章は自分の書斎をふざけて“虎の尾”と呼ぶ。魯迅の北京の書斎を虎の尾

と呼んでいるが，謝其章の書斎は形状のうえで魯迅の虎の尾と似通ったところがある。書斎は小

さいが，謝其章は明らかに‘巣’の中で楽しんでいる。

　謝其章は言う。「自分の書斎を“虎の尾”と名付けたのは，書斎の形状によるだけでなく，書

斎の一つの特性は使用中でなければならないという魯迅の言葉にとても賛同するからである。か

なりの人の書斎は飾りにすぎないが，本当の書斎は使用しなければならず，本を保管するだけで

はなくて，読書をしなければならず，それでこそ本当の書斎，使用中の書斎なのだ。謝其章の書

斎はこのように使用中の書斎であり，毎日彼は一日の大半を時間を費やして，書斎にひきこもっ

て，本を読み，執筆する。

　“虎の尾”の少し皆と違う点は，ここの大部分の本棚，机，本箱はすべて謝其章の手作りで，

彼が自分で金槌を打って作られたものである。彼が自分で言っているように，彼は机や本箱に

ちょっと夢中になるきらいがあり，自分の手から生まれたものだけが，安心して心から愛する書
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籍をその上に並べることができるようである。謝其章はさらに笑って言う。以前平屋に住んでい

た時は，自分の家から出る金槌の音で，上や下のご近所が咎めることはなかった。今は二階建て

以上の建物に住んでいるので，自分で大工をすることはできず，ちょっと慣れていないようであ

る。

　皆は書斎については話すが，書斎の机について語る人はめったに見ない。実際書斎の机はとて

も面白いものである。「書斎の机を私は無にしない」という上手く言っている言葉がある。私は

どの書斎の机にも，思い入れがある。書斎の机や本箱に対する愛情は，やはり謝其章の本に対す

る夢中ぶりに端を発している。本，机，本箱が彼の書斎生活の全体を構成し，一つとして欠けて

はだめだ。毎日謝其章は書斎を使用しているのではなくて，それを眺めているのだ。かつてある

友人が謝其章に彼の空き部屋でものを書くように言った。彼はそこは静かで執筆にわりと合って

いると思っていた。実際のところ，謝其章はこの部屋を離れると少しも書けず，自分は全然普段

どおりではない。ひょっとすると朝な夕なに一緒にいて，期せずして一致してしまったのかも知

れない 1）。

2．二十年来続く書物購入日記

　謝其章に本を集めるようになったきっかけについて尋ねると，彼はゆっくりと答えて言う。

「何も訳はなく，ただ自分が好きなだけだ。」それは一種の生まれつきの趣味のようである。ただ

読書が好きなだけだ。謝其章は言う。彼の父親は読書が好きだった。しかし兄弟三人のうちで，

自分だけが父のこの趣味を受けついだ。前の世紀の八十年代以前は，謝其章はほとんどの人と同

様に，読書は好きだが，買える本は，読める本は非常に限りがあり，八十年代以降になって，謝

其章の書物購入経歴がようやく本当に始まった。

　「どの人の思いの中にも，火種がひとつあり，ぴったりしたものに出会うと，この火種は広が

る。僕が本を買い，本を集めるのもそのようなものだ。」と謝其章は言う。

　北京の街のそれぞれの書店はとっくに謝其章に行きつくされていて，どこの書店にどんな本が

あるか，どこの書店の特色は何か，彼は手のひらを指すかのようによく把握をしている。しかし，

彼が一番よく知っていて，一番行きたがるのはやはり潘家園 2） だ。週末になるといつも，謝其章

は朝早くから潘家園に駆けつけるのは，長年に渡って変わらない。「以前は本を漁り，本を買う

だけだったが，現在より多いのは友人に会って，皆で一緒にほらを吹くことだ。」本を買い，本

を集めることで，謝其章は多くの愛書家と知り合った。潘家園はこれら愛書家の拠点であり，謝

其章は友人たちとここで一緒に本を漁り，一緒に自分が手に入れた本の情報について無駄話をす

る。「皆は冗談を言って，もし潘家園にタイムカード機を置いたら，僕はきっと皆勤だろう。も

し誰かがそこで僕に会いたければ，大きなラッパを持って呼べば，僕には聞こえるよ。」これら

を語ると，謝其章は満面に興奮する。

　この習慣が一種の生活になると，謝其章の日記にも自分が本を漁り，本を買うひとしずくで一
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杯になった。彼は本の山の中から，一冊の簡単で質素な小さなノートを広げる。このノートを開

くと，びっしり詰まった文字に謝其章二十年余りに渡る読書生活が記録されている。いつどんな

本を買ったか，どの書店に新しい本が入荷したか，ある本の価格…

　謝其章にとって，毎日自分が買った本，読んだ本について記録することは，もはや一種の欠く

べからざる生活の一部になっている。そしてこれらの日記は，彼が本を伴侶とする生活を記載し，

証言している。「実際これらの日記は謝其章個人のことを記録しているだけでなく，今これらの

日記を紐解くと，二十年余りにわたる社会の変化を見てとることができる。人々の生活，図書出

版にかかわらず，これらの日記からそれらの発展の軌跡を目にすることができる。皆ごく些細な

生活の一滴かもしれないが，これらの滴の背後から，とても面白いものに気づく。」 3）

3．古い画報から風景を眺める

　北京の愛書家の中では，謝其章が所有する古書，古雑誌はかなり有名である。さらには古い上

海の画報，古い漫画雑誌などの蒐集において謝其章は第一人者に挙げられる。

　謝其章は言う。図書を集めるには必ず分野を持たなければならない。そして謝其章の蔵書は主

として四つの分野に分かれる。1930年代の漫画雑誌，映画雑誌，1930年代の画報及び占領地区

の文芸刊行物，あらゆる張愛玲作品の出版物である。謝其章は自分が所有している古い雑誌を細

心の注意を払って透明な文書袋に入れ，きちんと整理している。彼はこれらの黄ばんでいる骨董

を人に見せることは稀である。しかしもし知り合いに会ったら，彼は自分の所蔵品を取り出して，

一つ一つ皆に見せ，見せながら，古い雑誌古い刊行物の話を語る。

　どの話も謝其章の口から出ると，素晴らしく，不思議な話になる。

　古い上海画報の表紙のほとんどが十里四方の租界の情景が描かれている。一人の男と女が赤い

灯火と緑の酒の街角に立って別れを惜しんでいる，一人の若い美貌の女性が帰ってくる夫を待っ

ている。…雑誌は数十年前のものだが，表紙の色は依然として明るく美しくてまばゆい。謝其章

は言う。彼がこの十里四方の租界の感覚に目をかけているので，彼を笑って新鴛鴦胡蝶派 4） だと

言う人がいる。謝其章は他の人がこのようにふざけて言うのを気にかけない，これらの大勢の人

に見ても無視される古い雑誌の中から，たくさんの我々が再び持てないであろうものを見つける

ことができる。それは豊かで多彩な，活発な，芸術の分野で各種の形式やスタイルが自由に発展

することだ。

　談話の中で，謝其章はいつも自分がコレクションしている一冊の漫画の本を取り出す。この本

の中で，ある漫画家が『魯迅奮闘史』と名付けたシリーズの漫画を描いた。当時であっても，現

代であっても，このような漫画は著名な作家魯迅に対する一種の冗談や諷刺と看做される。しか

し『魯迅奮闘史』が気前よく漫画雑誌に載ることは，少しもタブーではなかった。「もし現在で

あれば，我々の漫画家はこのようなものを描くとは限らないし，描けたとしても，雑誌に載ると

は限らない。」謝其章は言う。1930年代の漫画はかつて人に唐詩，宋詞と肩を並べると言われた，
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このような言い方は必ずしも正確ではないかもしれないが，当時の漫画がどれほど生き生きとし

て素晴らしかったかを証明するに足る。「1930年代の漫画の時代は二度と戻ってこない。」この

ような例を謝其章はさらにたくさん挙げることができる。彼はこれらを「古い時代の文芸の息

吹」と称している。この息吹は自由で，豊かで，活発で，制限がない。彼が夢中になるのはこの

ような息吹なのだ。「これらの正真正銘の古い雑誌を見たことがない人は，それらの歴史の味わ

いがどんなに深いか，理解できないだろう。」謝其章は言う。たくさんのものが人におろそかに

された，しかしこれらのおろそかにされたものは二度と複製できないのだ。それらの古い画報，

古い雑誌の装丁，デザインは皆わずかなことでもなおざりにせず，画報の表紙は皆豊かで多彩な

社会絵巻である。現在の雑誌はほとんどが紋切り型の美女の表紙で，両者はまったく比べものに

ならない。ここまで言って，謝其章はとても残念がる。

　謝其章は言う。使うためにコレクションする。それで彼は自分が目にかけている各種の画報の

表紙を本にし，どの表紙にも，その表紙の背後にある物語を文字で配置した 5）。

　「どの表紙のも一つの風景があり，僕は皆にこれらの美しい風景を見てもらいたい。」今年

（2010年）は中国映画 100周年であり，たくさんの謝其章がコレクションしている古い映画雑誌

も，役に立った。謝其章は自分のこれらの「古紙」と称するものがより多くの人に見てもらい，

より多くの人に楽しんでもらえることを特に喜んでいる。

　「彼らは私が古い社会から来た人だと言う，実際，僕は古い紙の山で生活をしている。僕の暮

らしの楽しみはそれらから来ている。」 3）

4．私は蔵書家ではない

　謝其章は親友であり，周作人研究家として著名な止庵との対談で，蔵書家というレッテルを貼

られたくないと，次のように述べている。

「2006年より新浪網に謝其章のブログが開設された。しかし名前は謝其章ではなくて，蔵

書家謝其章になり，蔵書家の身分になってしまった。蔵書家という言葉は，辞海でも調べら

れず，小さな辞典，大きな百科事典にもない。この‘蔵’という字を霊魂のように私の体に

付けられてしまったが，僕は蔵書家，特にこの家の字を放り投げてしまいたい。今では書物

愛好家か何やら名付ける人がいるが，これは持ち上げ過ぎのような気がする。」（抄訳） 6）

注

1）  “中国藏书家”简介 :谢其章　http://zixun.kongfz.com/article_60.html
   　机については，謝其章は《书桌 , 希望我不负你》という一文を執筆している。（謝其章《蠹

鱼集》広西師範大学出版社 2008.所収）以下は第一段落の訳。
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　「二十年余り前，家の中には執筆専用の机はなく，食卓が一台だけあった。執筆すると
きは自分で作った酒を入れる棚を引っ張って来て，一番上の引き出しに合板を置いた，そ
れが僕の最初の机だ。それから木材加工を学んで，自分で“两头沉”と俗に言う書斎机を
一つ作った。三つの引き出しの中間にある平たい引き出しが，とても実用的で，自分でデ
ザインし，自分で作り，自分専用にした。この自家製の書斎机で四年間一日の公休日もと
らず，夜間大学を卒業した。それから僕の娘もこの机で有名大学に合格した。去年大掃除
をして，それを売ってしまった。買い取り業者は五元くれたが，別れるのが忍びがたく，
こっそりその平たい引き出しを残して記念にした。この平たい引き出しは僕のオリジナル
な発想で，よく見ないと引き出しが無いように見える。これも外国のライティングディス
クの‘隠れ引き出し’から学んだものだ。新居に引っ越してから，千元余りを払って，大
きな書斎机を買った。本物の木で，どっしりしている。」

2）  北京の骨董市で圧倒的な規模を誇る潘家園旧貨市場は土日だけ開かれる。この市場は素人だけ
でなく，一流ホテルのアーケードに店舗を構える骨董店の店主たちも買い付けに訪れる。彼ら
がやってくるのは日の出前から。売り手はもちろん，こうしたプロの買いつけ人たちも繰り出
すのは朝早く。いいものは早いもの勝ちだから，人出のピークは 8時前くらいまで。（原口純
子著『北京上海〔小さな街物語〕』JTB　2003.）

3） “中国藏书家”简介 :谢其章　http://zixun.kongfz.com/article_60_2.html
4）  鴛鴦胡蝶派は清末民国初期に隆盛であった小説流派。この流派の小説は上海を大本営とし，五
四運動以降，全国ではやり，その作品も新聞雑誌紙上で一時期にぎやかになった。主なメン
バーに包天笑，周痩鵑，天虚我生，王鈍根，李定夷，徐枕亜などがいる。その作品の多くは文
言文でもって，恋愛，男女の愛情，武侠，神仙と鬼神，探偵，宮廷，家庭，内幕などを題材と
する物語を描く。よく鴛鴦と胡蝶で描かれる才子佳人を例えるので，鴛鴦胡蝶派と言われる。
（『中国現当代文学辞典』遼寧教育出版社　1989.）

5） 謝其章著『封面秀』作家出版社　2005．
6） http://book.sina.com.cn/news/a/2013-05-10/1445465996.shtml
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〈Summary〉
  This brief research paper deals with altruism in Britain, with a special focus on blood 

donations in the middle of the 20th century. Richard Titmuss analyses such donations related to 

the human body not just in the medical context, but also in economic and socio-cultural 

contexts. He examines the British systems and incentives for donors, comparing them with 

American counterparts at that time, and attempts to analyse altruism as an integral factor in the 

welfare of the nation.

は　じ　め　に

　本研究ノートでは，戦後の英国における福祉国家を支えることにもなる福祉思想，特に利他性

（altruism）について，二十世紀中盤におけるティトマスを中心に考察する。特に彼の晩年の著

は社会福祉理論と実証研究を統合させたもので，英国という国特有の利他性に焦点を当てており

社会・文化論とも捉えられる。今日的課題でもある医療上の人体ドネーションにまつわる先駆的

視点やボランティアに関わる視点も含む。著書 1） に関連していくつかの論点から考察し，彼が英

国における利他性についてその時代の輸血組織を通して如何に捉えていたかを検討する。

　リチャード・ティトマス（Richard Titmuss, 1907‒1973）は，英国の社会福祉および社会政策

の研究者，教育者である。1940年代以降，英国が福祉国家を構築してゆく時代に，ウェッブや

ベヴァリッジなどと共に多大な影響を与えた人物の一人でもある。1907年，ウェールズ・ベッ

ドフォードシャーの小農家の家に生まれ，第一次世界大戦の影響下ロンドン郊外へ家族で引っ越

すが貧しく，14歳で学業を終え，父親の死後は 18歳でカウンティ火災保険会社に再就職し一家

を支える。後にケイ・ミラーとの結婚を経て，K. ハンコック博士との出会いにより保健省の戦

時史・諸政策研究職に就き，次第に研究を深めてゆく。1950年以降はロンドン大学 LSE教授を

務めるが，アカデミズムでは珍しく充分な正規の教育を受けていない努力の人でもあった。招か

れたロンドン大学ではソーシャル・アドミニストレーションの講座を担当し，当時の社会科学部

内で学科としての発展に寄与した。不安定な学問域であったものを体系化し科学的に発展させ，

学問としての社会政策（ソーシャル・ポリシー）の確立に努めた。ウェッブやべヴァリッジと同

様に，アメリカの当時のフリードマンなどに代表される貧困の烙印を押すことにもなり得る選別
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主義に対し，普遍主義の立場から福祉国家に関する議論を展開した。単なる経済的貧困や所得の

問題だけでなく，社会性，市民的権利や不平等の問題などの観点からも論じる。中後年期には英

国の福祉国家の諸制度への寄与だけでなく海外においても認められ，カナダやアメリカ，イスラ

エル，国際機関等から招聘され講演や助言など多大な貢献も行っている 2）。

1．ギフト（gift）概念について

　ティトマスは，晩年の 1970年に自らの社会福祉・社会政策理論を実証研究と統合させ，『贈与

関係論』（Gift Relationships ― from human blood to social policy）を著した。これは，贈与

（gift）という人類学での概念を援用し，現代社会における医療上のドネーション，特に輸血サー

ビス組織について分析したものである。また 1968年『社会福祉へのコミットメント』

（Commitment To Welfare）（第三部）においても論じている。

　ここではまず，上記著作において大きな影響を与えたとされるモースを中心としたマリノフス

キーなど人類学分野からの研究について，ティトマスの贈与概念の前提として確認する。

　マルセル・モース（Marcel Mauss, 1872‒1950）は，師であり叔父であった社会学者デュル

ケームが第一次世界大戦末期に没した後の 1923‒24年に「贈与論」（Essai sur le don）を論じた。

当時の北部アメリカ先住民や太平洋諸島などアルカイックな社会における贈与・交換の制度を分

析したものである。同じ人類学者のマリノフスキーは南太平洋諸島（トロブリアンド諸島）にお

けるクラ交易について経済制度としての贈与を論じていた（1922）。諸島ではクラ（kula）とい

う部族間（諸島間）の儀礼を伴う贈与交換制度があり，首飾りと腕輪という財を受け取るために

航海し，それぞれ左回り・右回りで受け取りと贈与が繰り返され数年かけて諸島間を循環する。

モースは，クラとともに北米先住民における同様の贈与交換制度であるポトラッチ（potlatch）

をも取りあげ，アルカイックな社会のこのような現象から，単に経済だけでなく「全体性」を引

き出し「全体的社会事象」（a total social fact）と呼んだ。つまり，「多様な」「動態」であり，

「あらゆる種類の制度が，同時に，かつ一挙に，表出されている。それは，宗教的な…法的な…

倫理的な制度である。…それはまた経済的な制度である。…さらに，これらの事情は審美的現象

にも行き着くし，これらの制度は社会形態学的現象としてあらわれもする」 3）。特に集団の贈与

による財の交換の現象を「全体的給付の体系」とした。

　モースによれば，贈与を構成するのは，与え・受け取り・お返しする（提供・受容・返礼）と

いう三つの義務とされた構成物であり，それらの社会的交換行為により社会的連帯が強化され

る 4）。

　ティトマスは，上記の著作第八章でモースに言及し非経済的贈与の慣習と行動についての重要

性を語り，文明化された現代社会の市場経済システムの中で我々が失ってしまったものとして位

置づけている。

302 英国における利他性（altruism）



　我々は歴史上の文明国の習慣の意味について考えるときはいつでも，以下のことを，思

い出すべきである。すなわち，大規模経済システムにより，もし文明化されなければ得ら

れたものを，如何に多く失ってしまったかということを。以前の場所では，財とサービス

の交換は非人格的ではなく，むしろ倫理的な取引交換であった，そして，個々人や集団間

の人間的な諸関係をもたらし維持していたのであった 5）。

　ティトマスはモース同様，北アメリカ先住民のポトラッチやメラネシアのクラなどにおける贈

与という行為（acts of giving）や交換の諸現象が，集団ひいては部族・社会における連帯を形成

することを転じ，モースの著の最終章の結論部である現代西欧社会における社会保障の制度の到

来に言及する。「贈与というテーマ…贈与における自由と義務，贈与における寛容さと利己性と

いうテーマは長く忘れられていた圧倒的なモチーフの復活のように我々自身の社会において再現

する。」 6） すなわちティトマスは，現代における福祉国家制度，社会保障，NHS（国民医療保健

サービス）そして輸血サービス組織の発展に関し，原点として上記の非産業化社会における贈与

の諸現象を想起させたのである。その意味ではモースの贈与論を巧妙に自己の理論に取り込んだ

と言えるかもしれない。

　アルカイックな社会の人類学的考察からモースの結論部で表されるのは，市場経済主義でもな

く当時の革命的社会主義経済論でもないデュルケームのいう社会連帯，連帯主義思想に基づく国

家における社会保険や社会保障，累進課税など当時のフランスやイギリスにおいて実現されつつ

あった社会立法へとつながる視点であった 7）。ティトマスとモースは贈与と福祉国家という出発

点と終点では同じように思われるが，ティトマスは献血という具体的契機を有することになる。

2．医療ドネーション ― 輸血サービス組織 ―

　二十世紀初めの血清学上の発見により輸血に関わる医学的技術は目覚ましく発展した。特に社

会的視点から捉えると，1920年代初頭に英国では世界で初めてのボランティア組織が作られ，

ロンドン内で病院とドナーとのネットワーク構築が進められた。当時は技術的にまだ長期保存血

ではなく，患者・病院のニーズにより伝えられドナーが出向きボランティアとして献血する方式

であった。その後，英国ではこの無償の血液ドネーションが継続して行われた。1930年代後半

以降は第二次世界大戦に備え血液保存技術の向上，緊急医療サービスのもとロンドンでは四つの

輸血サービス組織の拠点が設けられ血液の収集と保管・供給の役割を担った。この組織はすぐに

全国規模へと拡大する。戦後は新たに 1946年に全国輸血サービス組織（National Blood 

Transfusion Service）となり業務を引き継ぐが，ティトマスの著でふれられているように，英国

ではボランティアを基本として無償の血液提供が継続されており，献血数も戦後 20年間にわた

り着実に増加傾向（1948～1968統計：265%上昇）を示していた。これに対して，世界の多くの

国々では 1950年代～1960年代はまだ売血による血液供給が圧倒的であり，その筆頭に医療の市
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場化を推進し売血による血液収集・輸血が一般的であった当時のアメリカがあった。また日本の

売血の実態にもティトマスは言及しており，ライシャワー事件以前の時代であったことがわかる。

　このような状況のもと，ティトマスは当時の英国と米国の輸血サービス組織に関連した実証研

究を行う。半世紀以上も昔では医学上の治癒は自然発生的生物学的対応の結果あるいは単なる偶

然であったのに対し，今は「科学と技術と経済成長が，医療を一つの集団過程」すなわち，「広

範な，専門的技能，技術，資源，制度などの組織的適用の問題」に変えたとする。つまり，医療

概念を構成要素に分解するという考え方の必要性を唱える。一つの例として血液があげられ，治

療医学の危機の構成要素として「人間そのものの血液の調達，加工保存，血液型の適合試験，配

分，財政，輸血の問題」とされ，「一体，人間の血液は一個の消費財であろうか」という命題と

ともに，社会政策の理解のためこのような包括的な考え方の必要性を説く 8）。

　血液供給システムとして，英国では輸血サービス組織という（福祉）国家による全国規模の機

関が一括して運営していたのに対し，アメリカでは各地域により種々様々でいくつかの独立した

機関（官民）が担っていた。当時，ニューヨーク市は人口約 800万人，年間約 33万パイントの

血液を使用，イングランドとウェールズの供血数（1965）は計約 130万パイント，アメリカ全体

での推計は年間約 600万パイントの血液が集められるとしている。血液の提供について，英国の

制度では伝統的にボランタリーに無償で行われるのに対し，アメリカでは血液とドナーとの関係

において商業化が進んでおり，英米両者の政策および制度がティトマスにより比較検討される。

結論として，医療上の（人体）ドネーションについては，市場主義原理に基づき消費財として扱

うというよりも，贈与という視点から捉え直し福祉の原理に基づく選択がより望ましいという主

張である。

　ティトマスの調査によると，例えばニューヨークの現状として，血液を扱う独立機関が 150以

上あり，いくつかは利潤目当てで，「多くの機関はいわゆる『職業的』売血者から血液を購入し

ているが，それにもかかわらず，急性かつ慢性的な血液不足が存在している」のである。アメリ

カの多くの都市では，「職業的」売血者の採血頻度が勧告基準より高く，また「売血者の 30ない

し 40％ほどは失業者や未熟練労働者」である 9）。しかしながら，売血により予測される供給量の

多さに反して，アメリカでは血液不足に陥る理由は，血液の質などの危険性の問題からであり，

またそれが価格の高騰化にも繋がっていることがティトマスの研究により実証される。「ニュー

ヨーク市やその他の市における血液不足は，一部は多量の血液浪費（病院などの機関による血液

の買いだめによる）と，「職業的」売血者の血液の質に危険があるためである。その結果，患者

に送られる血液の料金や輸血勘定書は高価なもの」となる。 10） また「『職業的』売血者は，無償

のボランティアのようには誠実さをもって病歴を語ると期待することはできない。」 11） ともして

いる。ティトマスは，英国とアメリカの組織比較を通し社会的市場と経済的市場を対比させる。

米国の売血による血液・人体ドネーションは，結果として汚染された血液の存在や血液不足とい

うだけでなく，対象が低所得者になることにより搾取の危険性をも示しており 12），医療の市場化，

商業化に警鐘を鳴らす。すなわち，当時のアメリカの血液銀行システムおよび医療の市場化の限
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界を示し，福祉政策において社会と経済を区別し社会的市場の概念を主張したのであった 13）。

　このような状況に対し，ティトマスによれば，英国では血液は「（すべてボランタリーな献血

計画によって）無償の貴重な必需品（a precious commodity . . . without price）」とされ，「もし，

不注意に使われたり，あやまって用いられたりすると，血液は，多くの薬剤よりも致命的であり

うる。伝染性の肝炎（相同性血清肝炎）その他の病気のビールスを運ぶ危険性がある」ために，

「供血者の選定や血液型の適合試験，検査，輸血などには，もっとも厳格な基準が定められてい

る。」英国では血液不足はなく，「血液は，コミュニティによって，コミュニティのために，自由

に献血される。」「血液は，所得，階級，人種，宗教，私的患者，公的患者のいかんを問わず，健

康な者から病人に与えられる『無償の贈物』（a free gift）である」としている 14）。

　ティトマスの研究は当時世界的に大きな反響をもって迎えられた。特にアメリカへの影響は大

きく，売血から献血への転換の大きな契機となる。1971年，『ニューヨークタイムズ・ブックレ

ヴュー』（12月 5日付）ではその時代の七冊の最高の書物の一つに選ばれ，米議会（下院）でも

その重要性が取り上げられ賞賛され血液銀行制度の改革への重要な役割を担うことになった 15）。

1972年 3月にはニクソン大統領がティトマスにふれ，保健教育福祉省（DHEW/Department of 

Health, Education, and Welfare）に早急に安全で敏速な効率良い全国規模の血液収集と分配制度

を構築する計画を促したことを発表した 16）。一方，英国内でも福祉国家制度の一つである NHS

（National Health Service, 国民医療保健サービス）を擁護する基盤として賞賛された。フォン

テーンも指摘するように，それ以前からの経済問題機構（IEA）（1955設立）との確執は続くが，

アローなどの多くの経済学者からの活発な議論も相次いで展開された 17）。1973年に後のサッチャ

リズムへの契機となる IEAに関わるハイエク（Friedrich von Hayek）がノーベル経済学賞を受

賞するが，ティトマスの旧友であるミュルダール（Gunnar Myrdal）も同時受賞し，後の二つの

支柱を象徴することになる。

　その後の英国ではティトマスは一時忘れ去られるが，HIV/AIDSが 1980年代を通し明らかに

なるにつれ再評価され始め，20世紀末より先進国で急速に進められている臓器移植の議論やボ

ランティアの文脈でも取り上げられようになる。

3．血液の贈与・ドナー（1）

　次にティトマスが血液ドネーションを如何なる枠組みで捉えようとしていたのかを検討する。

『贈与関係論』において一般的な贈与概念と比較し，血液の受容と供給についての特殊性，文化

に普遍的な共通性として血液の贈与としての特徴（属性）を以下のように定義づける。

　a．血液の贈与は，非人格的状況のもとで行われる，時折ドナーに対して身体的に痛みを

伴う結果をもたらす。b．レシピエントは，ほとんど全ての場合，ドナーに個人的には知ら

れない。したがって，感謝や他の感情の個人的な表現はあり得ない。c．人口のある集団だ

305英国における利他性（altruism）



けが贈与することを許される。贈与できる人々の選定は，外部の権威者による理性的なルー

ルに基づき決定され，文化的ルールに基づくものではない。d．贈与しないことに対して，

個人的な，予測できる罰は全くない。悔恨，恥辱，罪悪感という社会的に強いられる制裁は

全くない。e．贈与者にとって，現在あるいは将来に，返礼されるという類似の贈与の確実

性は全くない。f．贈与者は，お返しとして類似の贈与を要求したりあるいは望むことはな

い。彼らは，自分が輸血を受けることを期待するものでも欲するものでもない。g．たいて

いの制度において，返礼として類似の贈与をするという義務は，レシピエント自身には全く

課されない。h．贈与自体が見知らぬ（unknown）レシピエントにとって有益であるのか有

害であるのかは，ある程度，贈与者の誠実さと正直さに依存する（贈与者により自身につい

て慎重に差し控えられたり或いは誤って伝えられる情報は，見知らぬ人（stranger）にとり

重大になるかもしれない）。さらに，媒介者 ― 贈与を集め処理する人々 ― は，あるシス

テムにおいては，それが潜在的に有益であるもしくは有害であるかを決定するかもしれない。

i．贈与者とレシピエント双方は，もしもお互いに知っているとしても，宗教的，民族的，

政治的，その他の理由により，過程への参加を拒否するかもしれない。j．贈与としての血

液は，非常に滅れやすい（その価値は急速に減ずる），しかし，贈与者もレシピエントもそ

れが使用されるのかあるいは廃棄されるのかを決定するどんな権力も行使しない。k．贈与

者にとって，贈与は，素速く自身の身体により回復される。永遠の喪失は全くない。受容者

にとり，贈与はすべてになりうる。すなわち生命それ自体（life itself）である 18）。

　このように共通項として血液贈与のユニークさを掲げる一方で，ドナーの動機へと議論を移し

医療概念の構成要素から多様性を引き出す。ドナーの特徴ごとに A～Hの分類を行う。血液ド

ネーションは共通であっても，文化や医療制度・市場経済等により異なるタイプのドナーが現出

する。したがって，A～Gは当時の多くの国々における市場媒体のドナーの制度であり，Hタイ

プは当時の NHS下の制度によるものである文化風土も勘案しなければならない。少し長いが当

時の詳細が理解でき，以下掲げる 19）。

　Aタイプ：有償ドナー。市場で血液を売るドナー。当時のアメリカでは市場としての血液ド

ネーションが成立しており，「違法にラベルを貼り間違えたり日付更新したり…，スクリーニン

グやドナーとして薬物常習者，アルコール依存者，肝炎・マラリア・他の病気保持者を除外する

ことは困難である。多くの中毒者は…検査時自らの中毒をうまく隠した。」B．職業ドナー。職

業的に血液贈与を行う。「定期的に，登録し，半恒常的に，あるいは半給与者」である。ドナー

の大半は，アメリカの製薬会社や商業血液バンクにより運営されるプラズマフェレーゼ（血漿搬

出）プログラムに週に 1～2回提供する。C．有償ボランタリー・ドナー。このドナーは「現金

支払いを受け取るが，自らは必ずしも主に支払いにより動機づけされたのではないと主張す

る。」コミュニティの血液ニーズを認識しており，職場やコミュニティでの集団的なプレッ

シャーによりドネーションを強いられたかもしれない。このタイプのドナーはボランティア行為
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に対して支払われることを期待し，支払いは「利潤」あるいは「邪魔なお金」の一種として見な

す。D．責任料金ドナー。アメリカなどのプログラムで多く実施される。血液を受ける患者が責

任・代替・ディポジット保証という料金を課される。患者は，状況を受け入れるか血液を返すか

他の人にボランディアの血液供給か現金支払いを頼む。料金が返済される。E．家族クレジット

ドナー。毎年，血液を 1パイント前もってドネーションし，お返しとして一年間，自分自身か家

族（依存・未婚の 19歳までの子供）が血液の必要性を「保証」される。F．捕虜ボランタリー

ドナー。拘束や従属する権威のもとにあるドナーで，ドネーションを求められたり要求されたり

期待されたりする。拒否すると，恥辱にさらされたり将来に影響する。組織の権威や関連する社

会集団による道徳的圧力は罰と褒美を伴う。褒美は金銭や非貨幣の特典，囚人には減刑など。主

に軍隊や囚人が対象である。G．特典ボランタリードナー。金銭の形でない有形の見返り（メダ

ルや感謝状の他に）に魅せられ動機づけられてボランティアを行うドナー。一般的な特典は，有

給休暇・休暇の延長，ドネーション後の無料の食事，鉄分・ビタミン剤，無料の医療ケア，医療

相談や病院ケアの優先カード，無料の野球やサッカー券など。H．ボランタリー・コミュニ

ティ・ドナー。このタイプは社会的現実において「自由な人間的な贈与」（free human gift）の

抽象的概念に最も近いものである。特徴は，金銭・非金銭形態の有形の即座の見返りの欠如，ペ

ナルティの欠如，ドナー間で，自分たちのドネーションは匿名の見知らぬ人（unnamed strang-

ers）のためであり，年齢，性別，健康状態，収入，階層，宗教，民族集団の区別なしであると

いうことを知っている。どのドナータイプも完全な自然発生的な利他性（altruism）に特徴づけ

られるとは言えないが，英国におけるすべてのドナーと多くの他のヨーロッパ諸国の制度におけ

るドナーのタイプである。

　このような A～Hの類型化から血液ドナーの動機を含む多様性を示す。ティトマスによればそ

れは文化的道徳的価値観により決定され，血液の贈与の動機は異なる社会や異なる輸血組織形態

により変容するのである。

4．血液の贈与・ドナー（2）

　さらに当時の英国の実証研究としてティトマスは，1967年の夏と秋に保健省と全国輸血サー

ビス組織の協力のもと，パイロットスタディとして約 8,000人の献血者へのアンケート調査を行

う。3,813人のドナーから回答を得る。対象は一般人（GP, general public）65％，組織（I, insti-

tutions，工場・会社・学校）32％，国防省（DS, Defence Services）3％である。男性 60％，女

性 40％である。年齢：18‒24：男性 22％，女性 23％；25‒29：男性 14％，女性 12％；30‒34：男

性 13％，女性 9％；35‒39：男性 13％，女性 11％；40‒44：男性 12％，女性 11％；45‒49：男性

12％，女性 11%；50‒54：男性 8％，女性 9％；55‒59：男性 6％，女性 8％；60‒64：男性 2％

（65 ＋1人），女性 5％（65＋3人）。

　利他性分析としてアンケート質問（自由記述）「なぜ，あなたが最初に血液ドナーになること
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を決心したのかを答えてください。（Q. ‘Could you say why you first decided to become a blood 

donor?’）」を実施し結果をまとめたものが以下である 20）。

　 利 他 性（Altruism）26.4%， 健 康 へ の 感 謝（Gratitude for good health）1.4%， 互 酬 性

（Reciprocity）9.8%，代理（Replacement）0.8%，血液の必要性への意識（Awareness of need for 

blood）6.4%，義務（Duty）3.5%，戦争協力（War effort）6.7%，1945 年以降の国防（The 

Defence Services after 1945）5.0%，稀少血液型（Rare blood group）1.1%，何らかの利益を得る

ため（To obtain some benefit）1.8%，個人的アピール（Personal appeal）13.2%，一般的アピール

（General appeal）18.0%，その他（Miscellaneous）5%，1つ以上の回答（More than one type of 

answers）0.9%。

　すなわち，「全回答の 2／5以上が，利他性，互酬性，代理，義務」のカテゴリに入り，「1／3

近くが，個人的一般的な血液のアピールに自発的な反応」を示した。「これらの 7カテゴリーは

回答の約 80％近く」であり，それは「社会の他の構成員のニーズに向けて社会的責任意識が高

いこと」（a high sense of social responsibility towards the needs of other members of society）を

示すものであり，ティトマスは「調査から現れた顕著な印象の一つ」と結んでいる 21）。

5．血液ドネーションと利他性

　以上のように長年英国で継続されてきた輸血サービス組織の伝統をもってティトマスは英国の

福祉国家における利他性を分析したと言える。彼は英国における血液ドネーションに関する利他

性をどのように捉えていたのであろうか。血液ドネーションについて「創造的利他性」（creative 

altruism）と表現する 22）。

　まず，先述のドナー分類で示された英国における Hタイプのドナーを「自由な人間的な贈

与」（free human gift）としていることからもわかるように，血液ドネーションは，「自由な意志

でなされ，自己の選択からの行いであり，恥じることのない良心からのものである。」（They 

acts of free will; of the exercise of choice; of conscience without shame.） 23） とする。また，他種の

贈与交換では供給者と受容者がお互いを知っているが，血液ドネーションでは，完全な「見知ら

ぬ人々（strangers）」間でドネートされる。性別や年齢，人種・民族，信仰など全く知らされな

い。与える（奉仕する , act of giving）と言う行為は，明確な「返礼贈与（return gift）への期待

感や道徳的な強制」（expectation or moral enforcement of a return gift） 24） をまったく伴わない。

すなわち，「見知らぬ人のために，どんな金銭的あるいは道徳的なお返しをも期待しない（〈altru-

istic,〉destined for an unknown person and with no expectation of anything in return, no financial 

or moral reward.）」 25） 自由意思に基づく利他心なのである。

　しかしながらそれは，ティトマスによれば，完全な利他性ではない。先述のどのドナータイプ

も「完全な私心のない自然発生的な利他心という点から」特徴づけることはできないと言う

（No donor type can be depicted in terms of complete, disinterested, spontaneous altruism.） 26）。「あ
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る種の義務感，賛同，興味の感覚があるに違いない。社会における『包括』（inclusion）の感情

である。贈与（gift）のニーズと目的についての何らか意識である。これらのドナーが今この場

での見知らぬ人のための善と見なすことは，（彼らは言うか暗示するのだが），不確定なある日に，

彼ら自身のための善とも成り得るのである。」 27） それは部分的な利他性であり，アシュワースも

示すように，「血液ドナーは，自分のドネーションが以前の利益への応答（返礼），あるいは将来

自身が必要になった時に返礼（互酬）されうる贈与，あるいは最も一般的には集団のメンバーの

一部としてせざるを得ない何かであると感じ得る。」ことを指摘した 28）。

　つまり，ここに彼の利他性の中における集団・社会性を発見できる。ティトマスは，純粋な贈

与（pure gift）や純粋な利他主義（pure altruism）ではなく，むしろ集団・社会と関連した利他

心を提起する。本稿の 2で考察したモースなどの人類学的知見であるアルカイックな社会におけ

る贈与交換による社会連帯の視点である。

　「われわれが無償でコミュニティに対して何を貢献するかに関わるもの」 29） であり，血液のボ

ランタリーなドネーションからコミュニティに関する利他性による統合を論じたと言える。

　血液の贈与は，他人の生命の重要性とニーズを理解でき，血液をドネートすることを通して，

リスペクト，「人体への尊厳と全く別の人間への尊厳」（respect for the human body and respect 

for another’ entire being.） 30） の気持ちを伝えるのである。これはドナーにより見知らぬ人

（strangers）の健康や幸せ及びコミュニティへの義務感とも表現され社会的責任感とも捉えられ

る。

　コミュニティや社会連帯に関しティトマスは市場主義との比較でも述べている。

　個人として彼らは，自己愛の善を超えた，より偉大な善の創造に参加していると言えるか

もしない。彼らは自分自身を「愛する」ために，見知らぬ人々を「愛する」必要があること

を認識していた。対照的に，ばらばらの個々人からなる私的な市場制度の機能の一つは，人

を，相互交換できない他人への影響にもかかわらず，他人に対するどんな義務感からをも

「解放（自由に）する」ことである，そして，（与えることができる）人を，（与えることが

できない）他人を排除するという犠牲のもと，社会における包括（inclusion）の感覚から，

解き放つことである 31）。

　このような社会性の言及から社会政策へと議論が進められる。

　社会が ― 特に医療や福祉制度において ― その社会的諸機構を組織し構造化する様々な

様式は人間における利他心を，より促進（encourage）できるのか，あるいは萎縮（discour-

age）させてしまうのかである。そのような諸制度は，統合（integration）を促進し得るか，

あるいは疎外（alienation）を促し得るのかである 32）。

309英国における利他性（altruism）



すなわち，社会政策の役割および内容の如何により国民の利他心の振幅が規定されることを提起

した。

　ティトマスの主張する血液ドネーションにおける利他性とは，「創造的利他性（creative altru-

ism）」であり，それは社会やコミュニティにおける「見知らぬ他人に対する利他心（altruistic 

toward strangers）」であり，社会的連帯の感情意識，時にそれは義務感や社会的責任感といった

感情にも結び付く。それはデュルケームのいう有機的連帯に基づく社会（societies based on 

organic solidarity） 33） の特徴とも言えるであろう。

　このように，モースなどの人類学におけるアルカイックな社会分析をヒントに，血液贈与とい

う視点から現代社会における利他心の役割について論じたのであった 34）。そして，『贈与関係

論』後半第 16章のタイトル「誰が私の見知らぬ人であろうか」（Who is my stranger?）から明ら

かなように，それは，現代社会における家族や友人という限定されたコミュニティではなく，む

しろ（遠く広い）コミュニティにおける見知らぬ人（strangers），普遍的な見知らぬ人々

（universal strangers）との諸関係を贈与を通して分析したものであった。

　現代社会において，この「見知らぬ人への利他心」（altruistic toward strangers; relations 

among strangers） 35） はどのように考えることが可能だろうか。興味深いことに，ティトマスは典

型的な宗教性，キリスト教についてはまったく触れておらずむしろ社会的教育の必要性を説く。

　すなわち「社会的責任感は，…われわれにとって自然なものではない。だからこそ，育む必要

性がある。そのことは，なぜ利他的な血液ドネーションが即座の医学的ニーズに役立つというだ

けでなく，それはまた社会の福祉を増幅させていくものであるのかという主な理由」 36） なのであ

る。

　つまり，本来的利他心から，血液ドネーションによる社会的教育へと「支点」の転換が語られ

るのである。
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〈要約〉
　ノーベル文学賞受賞者で，国際自由ファウンデーションの会長でもあるマリオ・バルガ
ス・リョサ氏は，第 7回大西洋フォーラムで，「ナショナリズムはおそらく，スペインが抱
えている最大の問題である」と述べた。バルガス・リョサは現在行っている活動の中で，20

世紀後半に活発化したカタルニア主義の元凶であるジョルディ・プジョルについて詳しく調
査した。プジョル政策が実に権威主義的であり，マスメディアをコントロールし，民衆を煽
り，カタルニア主義化に向け，人々を誘導してきたと説明した。特に注目すべき点は，カタ
ルニア政府が教育分野をコントロールし，全ての国公立の学校でカタルニア主義を推し進め
てきた事実である（現在，全ての授業はカタルニア語で行われており，校内の共通言語はカ
タルニア語のみ，となっている）。この政策は，スペイン中で論争を引き起こした。
　このような，カタルニア政府によるメディアと教育の完全コントロールにより，極端なナ
ショナリズムが生まれ，混乱を招き，政治の腐敗を悪化させる事態となっている。これは，
カタルニアの歴史上，例のないことである。
　ジョルディ・プジョルと，その親族の多くが，汚職事件によって，裁判にかけられること
になる。
　この研究論文は，昨年の 7月に発行された（El laberinto catalán）研究論業で発表したも
のの続きです。参考にした文書の記載を省略しているものもあります。

El nacionalismo es una enfermedad infantil. Se trata del sarampión de la humanidad.

 Albert Einstein

La memoria de Vicens Vives

  El simposio “España contra Cataluña”, celebrado en diciembre de 2013, puso de manifiesto 

hasta qué extremos la Generalitat estaba dispuesta a llegar en su confrontación con el resto de 

España. Si ese era su propósito, lo consiguió: la indignación, sobre todo fuera de Cataluña, fue 

unánime. Tres partidos ― PP, Ciutadans y UpyD ― acudieron a la fiscalía argumentando que el 

programa incitaba al odio. El fiscal, aunque no vio delito, lo calificó de “estafa intelectual” por la 

“palmaria exageración del título” y “la parcialidad de los contenidos”. En cualquier caso el título del 

simposio sirvió para que John H. Elliot lo calificara: “No vale la pena ni hablar （. . .） es un dispa-
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rate”. El que sería máxima autoridad en la historia de los siglos XVI y XVII españoles, llegó a 

Barcelona en plena dictadura franquista. Encontró, mediante un anuncio en un periódico, una 

familia que hablaba en catalán, idioma que, junto con el español, llegó a dominar perfectamente. 

Maestro de una generación de historiadores, nombrado Sir por la reina de Inglaterra y Premio 

Príncipe de Asturias por su labor docente en las universidades de Cambridge, Londres, Princeton y 

Oxford, es una figura cuya independencia y prestigio intelectual nadie ha puesto en duda. El profe-

sor de Derecho Constitucional de la Universidad Autónoma de Barcelona, Francesc de Carreras, 

reseñaba en un artículo en La Vanguardia, “Elliot y el debate catalán”, la conexión del historiador 

inglés con Jaume Vicens Vives: “Al ver lo que estaba intentando hacer Vicens Vives, desmitificar la 

historia de Catalunya, enseguida me encontré del lado de este grupo. Me di cuenta del peligro de la 

mitología en la formación de identidades colectivas y nacionales （. . .） Vicens Vives quería eliminar 

las categorías de “agravio” o “expolio” a la relación de España con Catalunya （. . .） No es verdad 

que hubieran “perdido libertades” en 1714, ni que el Principado fuera “más democrático” antes que 

después de Felipe V”.

  La prematura muerte de Vicens Vives en 1960 truncó la tarea y Elliot lamenta que sus esfuer-

zos no hayan dado frutos: “Me habría gustado que en la Catalunya actual Vicens Vives hubiera 

ganado esa batalla, pero después de una o dos generaciones parece que no la ganó. Para mí ha sido 

muy triste, porque creo que una sociedad necesita sus mitos, pero si los mitos dominan y entorpe-

cen una auténtica investigación, llegamos a una situación en la que el pueblo queda ensimismado y 

adopta una postura de agravio pensando que todos los desastres han sido culpa de otros. En ese 

momento es cuando se llega a una situación de crispación por cualquier problema. Hay políticos 

que se aprovechan de esto para fortalecer los mitos, para poner un énfasis excesivo en el victimismo 

y no darse cuenta de los problemas internos de una sociedad. Eso es lo que me preocupa especial-

mente”. Diagnóstico acertado de la dolencia que aqueja a la sociedad catalana, que hubieran 

suscrito otras personalidades como Vargas Llosa, Savater o Eugenio Trías, por citar sólo unas 

cuantas. Lo que, sin embargo, llama más la atención es la connivencia de los historiadores con los 

políticos. Señala Francesc de Carreras: “Es un retrato exacto de lo que está sucediendo: se utilizan 

los falsos “300 años de opresión española” para encubrir, tapar y disimular el desgobierno actual. Y 

buena parte de los historiadores catalanes son cómplices de esta situación”. Ya se sabe que los 

políticos, en general, “escogen lo que quieren del pasado”, como el mismo Elliot recordaba, pero 

¿cómo explicar que historiadores con puestos de relieve colaboren con el poder en la tarea de 

desvirtuar la historia?
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El sueño frustrado

  Cuando Pujol subió al poder en 1980, Cataluña hubiera podido marcar el camino, a través de la 

consolidación de las libertades recientemente adquiridas con la Constitución del 78, hacia una plena 

integración en Europa. Los catalanes son europeos desde el siglo IX y su país forma parte de la 

columna vertebral que, en diagonal, avanza desde el Canal de la Mancha hasta los Alpes, ruta 

principal del imperio franco que nació con Carlomagno, de quien primero surgió el concepto de 

Europa. Desde finales del siglo VIII Cataluña fue parte de la Marca Hispánica, que servía de zona 

defensiva entre el Imperio y la España musulmana. Vicens Vives atribuía a esto el europeísmo 

distintivo de la mentalidad catalana y lo que él llamaba su “permanente éxtasis transpirenaico”. Su 

nuevo presidente, educado en la Escuela Alemana, una de las más liberales de la Barcelona 

franquista, parecía la persona más indicada para ayudar a sacar a Cataluña, y por ende a España, de 

su tradicional aislamiento. Pujol, por otra parte, había mostrado su acuerdo con los avances conse-

guidos con la descentralización, prometiendo fidelidad a la Constitución y al Estatuto de Autonomía. 

En este ambiente de esperanza el periódico ABC lo eligió “español del año” en 1984. No duraría 

mucho esta luna de miel. Pujol, que mostrara en su lucha contra la dictadura franquista un valor 

digno de admiración, ya había dado señales de que su talante democrático no se ajustaba a su 

patriotismo. La primera llamada de atención a sus credenciales democráticas la dio el periodista 

Jiménez Losantos, convertido hoy en el azote más conocido de los nacionalistas, que han hecho de 

él el enemigo público nº1. Según Albert Boadella, que no debe de andar muy lejos en el escalafón, 

en el 3º de todos los tiempos, después de Felipe V y Franco. Jiménez Losantos en la actualidad es el 

periodista de radio más brillante, a larga distancia, y el más culto （Sánchez Dragó dixit）. Sus exage-

raciones y excesos verbales no invalidan su testimonio de hace más de tres décadas: “El naciona-

lismo españolista del franquismo me repugnaba, había estado combatiéndolo desde los dieciocho 

años. El nacionalismo antiespañol me repelía, porque yo era español y no había hecho nada contra 

la lengua catalana o el catalanismo: al contrario, como antifranquista los había defendido incondicio-

nalmente. En la Revista de Literatura, que dirigía de hecho en la Universidad, publicaban sus textos 

en catalán los que escribían en catalán （. . .） y los que escribíamos en español publicábamos en 

español. En nuestro grupo había gente que hablaba siempre catalán （. . .） Si la convivencia era no 

sólo posible sino visible, cierta, habitable en aquella Barcelona de los setenta, ¿por qué había que 

destruirla? ¿Por qué una de las dos lenguas tenía que salir siempre perdiendo? ¿Por qué una parte 

de los ciudadanos tenía que ser siempre discriminada en función de estrategias de poder, por el 

mero hecho de tener una lengua propia o más propia que las demás? ¿Por qué a la discriminación 

del catalán durante el franquismo debía suceder la del castellano en la democracia, si es que a la 

democracia llegábamos? ¿Es que no era posible una España donde cupiera el respeto a la cultura en 
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catalán y una Cataluña donde cupiera el respeto a la cultura en español?”  1）. A esta última pregunta 

los nacionalistas exaltados, como veremos al tratar de la cuestión lingüística, han dicho “no”, y en 

cuanto a las anteriores, a Jiménez Losantos le contestaron con la violencia. Cuando una noche de 

mayo de 1981 se bajó del coche de una compañera que lo había llevado hasta cerca de su casa, dos 

personas jóvenes con pistolas los obligaron a subir de nuevo al coche. En un descampado, sin 

comunicarles qué pensaban hacer con ellos, los ataron ― al escritor a un árbol ― y amordazaron. 

Uno de los terroristas dijo que por esta vez no lo matarían, pero que le dejarían un recuerdo 

imborrable. A continuación le disparó un tiro en la pierna derecha, cerca de la rodilla, antes de 

darse a la fuga. Afortunadamente, mientras Jiménez Losantos sangraba copiosamente, su compa-

ñera pudo desatarse y, después de hacerle un torniquete, pedir ayuda.

  ¿Qué había hecho Jiménez Losantos para merecer un atentado tan cruel, que hubiera podido 

acabar con su vida? Los terroristas mismos se lo habían dicho: ser redactor y uno de los firmantes 

del “Manifiesto de los 2.300”, que pedía un trato igualitario para la lengua española en Cataluña. 

¿Cómo reaccionó Jordi Pujol ante tamaña barbaridad, él que también había sufrido otras por parte 

de la dictadura franquista? Con el silencio: ni su partido ni Esquerra Republicana condenaron el 

atentado, anteponiendo una vez más la ideología a la dignidad. Postura totalmente opuesta a la de 

un hombre digno: Tarradellas, quien, en cuanto tuvo noticia del atentado, envió una carta con su 

secretario, ya que su estado de salud no le permitía ir personalmente, al domicilio de Jiménez 

Losantos. En ella aludía a los responsables últimos del atentado: “Se han pagado las consecuencias 

de once meses de demagogia （. . .） Rechazo este vil atentado y hago sinceros deseos por su rápido 

restablecimiento （. . .） Este hecho merece mi más enérgica reprobación y crítica （. . .） Ahora más 

que nunca hay que seguir trabajando por la franca convivencia de todos los ciudadanos de 

Catalunya, camino para conseguir el bienestar de España”  2）.

Un cómico contra el régimen

  La “demagogia” a que aludía Tarradellas, la exaltación del “hecho diferencial” y otros excesos 

nacionalistas no podían pasar desapercibidos a un aventajado discípulo de Aristófanes y Molière, un 

cómico de “espíritu burlón y alma inquieta”: Albert Boadella. En otros tiempos su cuerpo hubiera 

sido entregado a la hoguera antes de ser arrojado a algún lugar “no santo”. Afortunadamente para 

él, la Inquisición ya ha pasado al basurero de la Historia, aunque su espíritu, como veremos, sigue 

coleando. Cuando en 1981 su compañía Els Joglars representó Operació Ubú, una parodia de Pujol 

por la campaña que éste y “sus huestes nacionalistas habían iniciado meses atrás para incautarse, 

física, mental y patrimonialmente, del territorio catalán”  3）, el asombro fue igual a la indignación de 

dichas huestes. La crítica mordaz del “ridículo panorama provinciano que le esperaba a la tribu”  4） 
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no venía de ningún enemigo fascista español, sino de un catalán que en la dictadura franquista había 

sufrido prisión y, después de fugarse de ella, exilio. 

  “Aquí empezó una larga guerra de veinticinco años, en la que el enemigo utilizó el mejor 

armamento a su alcance para neutralizarme o conseguir, si no la muerte física, por lo menos la 

muerte civil”  5）. Cuando un poco más tarde Boadella, con su Teledeum, dirige sus dardos contra la 

Iglesia satirizando la modernización de los ritos religiosos, el cardenal Jubany, jerarca de una iglesia 

catalana que se había transformado en defensora del “hecho diferencial” y otras máximas naciona-

listas después de llevar bajo palio a Franco en Monserrat, escribe una carta al diario La Vanguardia 

Española, cuando ésta todavía no había desechado su nombre “española”. El artículo se publicó con 

gran relieve, precisando además a quién iba dirigido. Jubany arremetía contra Boadella por “unas 

burlas que son temibles por lo que llevan de maledicencia cáustica. Son las que se sirven aquellos 

que quieren desprestigiar una doctrina, una institución o una persona （refiriéndose a Pujol）”. 

Después, supongo que para regocijo de Boadella, comparaba su labor con la de Voltaire: “¿Quién 

puede negar que en la descristianización de la sociedad francesa del siglo XVIII, además de la 

corrupción de las costumbres, los escarnios penetrantes de Voltaire constituyeron un factor deter-

minante? La religiosidad del Siglo de las Luces no pudo resistir las ironías ridiculizantes del autor 

de Cándido”  6).

  Soy admirador de Voltaire, pero nunca había pensado que casi él solito hubiera acabado con la 

religiosidad de su tiempo. Ante tamaño desaguisado uno imagina que la Iglesia estará esperando 

ocasión propicia para solicitar （ahora ya no puede ordenar bajo pena de excomunión） que sus 

restos sean sacados del Panteón de Hombres Ilustres, en París, y arrojados a “campo no santo”. En 

cuanto al “Voltaire catalán”, el párroco de Perafita le avisaba en La Vanguardia Española: “Si alguien 

cree que los jóvenes católicos están faltos de reacción, si es preciso violenta, se equivoca. El sentido 

religioso es tan patente como el ser catalán. Ciertas fibras son explosivas”  7). Nada aquí de “hecho 

diferencial”, como se pudo comprobar cuando Teledeum se representó en otras partes de España: 

los obispos, aquí y allí, saltaron a sus púlpitos para lanzar “arengas-homilías” cuyos resultados más 

llamativos poco tuvieron que ver con la paz y el perdón de las ofensas que se supone predicaba el 

fundador de su religión: “46 amenazas de bombas （. . .）, 6 amenazas de muerte （. . .）, 4 procesos 

judiciales （. . .）, ametrallamiento de la fachada del teatro en Valencia （. . .）, quema de los camiones 

en Alicante （. . .）, 18 puñaladas al actor Jaume Collell”. . . . 8）

  ¿Cómo se puede entender este encarnizamiento con escritores y artistas que no tienen otras 

armas que las de su talento? La razón es simple: tanto la religión como el nacionalismo se alimentan 

de sentimientos, a veces nobles, a veces nocivos, pero siempre se trata de sentimientos, más bien 

de dogmas, que no admiten ni diálogo ni reflexión ni, mucho menos, parodia: “Pourquoi, demanda 

l’apothicaire, excomunie-t-elle les comédiens?”, pregunta Homais al curé Bournisien, en Madame 
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Bovary. El nacionalismo adolece de la misma intransigencia, por eso siempre se ha entendido bien 

con la Iglesia. Sea defendiendo las tesis de raza diferente ― el famoso RH negativo en el caso 

vasco ― o de las máximas nacionalistas catalanas, cualquier desacuerdo público con el programa 

es contestado con violencia, asesina en el País Vasco con la eta; de más baja intensidad, pero violen-

cia al cabo, en Cataluña. Además de los dos casos ya citados de Jiménez Losantos y Boadella, políti-

cos como Vidal Quadras o Albert Rivera han denunciado agresiones y amenazas por cuestionar el 

credo nacionalista.

Franco y Pujol

  Bertrand Rusell advertía que “el nacionalismo no sobrevive sin creencias falsas”, a lo que hay 

que añadir que, además, necesita un enemigo. Franco, que se dedicó a propalar una versión 

maniquea de la historia de España, con los autoritarios de buenos y los demócratas de malos, se 

inventó varias cabezas de turco a las que achacar todos los males: socialistas, comunistas, masones, 

liberales, separatistas. El nacionalismo catalán ha simplificado: España es el enemigo, único 

causante de los agravios que impiden el progreso de Cataluña. Del libro de estrategia de Franco, 

Pujol arrancó otra página: equiparar cualquier crítica a su persona con un ataque a Cataluña. Su 

primera puesta en práctica tuvo lugar con el escándalo de Banca Catalana, de la que Pujol había sido 

presidente. Poco tiempo después de que CiU obtuviera la mayoría absoluta en las autonómicas 

catalanas, el director de TV3 anunció a Lluís Prenafeta, secretario general de la Presidencia, que el 

periódico El País daría una gran noticia al día siguiente, 19 de mayo de 1984: los fiscales de la 

Audiencia de Barcelona iban a pedir que se interpusiera una querella criminal contra Pujol y otros 

veinticuatro consejeros y exdirectivos de Banca Catalana por los presuntos delitos de falsedad en 

documento mercantil ― con penas de entre seis meses y seis años de prisión menor ― y otros de 

apropiación indebida de un mínimo de veinte mil millones de pesetas ― con penas de entre seis y 

doce años de cárcel ―. Así narra José Antich, en su libro El Virrey, la reacción de Pujol cuando 

Prenafeta le transmite la mala nueva: “― Lluís, van a por mí, buscan mi ruina. Los socialistas no 

han aceptado de buen grado su derrota. Son todos iguales. Odian a Cataluña”. Antich comenta lo 

que implicaban esas palabras: “Una identificación absoluta entre Jordi Pujol y Cataluña, que le 

permita plantear el silogismo de que procesando al primero se quiere juzgar a la segunda”  9). 

Básicamente de la misma manera lo vio Boadella: “Una vez ascendido el Mariscal a la presidencia 

del Reich regional, el fiscal general del Estado instruyó una querella contra el clan de marrulleros y 

su capo, por asalto injustificado al botín con resultado de evaporación. Fue entonces cuando el 

Mariscal realizó uno de los actos cumbre de su ensalzada carrera político-militar: disfrazó en ataque 

a Catalunya lo que solo era una acción de la justicia española contra un presunto sablazo en el que 
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se hallaba implicado. El Mariscal organizó manifestaciones y proclamas, acusando al enemigo 

español de un ataque desleal a Catalunya”  10). Franco no lo hubiera hecho mejor. 

Impunidad y corrupción

  El desastre financiero de Banca Catalana fue de enormes proporciones: un agujero de casi 

300.000 millones de pesetas que el Banco de España y el Fondo de Garantía de Depósitos tuvieron 

que cubrir después de intervenir la entidad.

  ¿Pésima gestión? ¿Desfalco? En cualquier caso, Pujol logró que su mensaje victimista llegara 

hasta el último rincón nacionalista: la querella constituía una agresión a todos los catalanes. En 

Zarzuela y Moncloa se encienden las alertas rojas: Cataluña puede deslizarse por la pendiente 

separatista, hay que dar carpetazo al asunto. El fiscal general del Estado, nombrado por el Gobierno, 

sigue las instrucciones y, como suele decirse, Pujol y sus ayudantes se van de rositas. Esta impuni-

dad marcó un punto de inflexión en la política catalana: “A partir de aquí, la simulación de hostilida-

des con el Estado español permitió encubrir cualquier amaño, mientras pareciera realizado en 

beneficio de la etnia oprimida （. . .） Los elegidos se lanzaron al asalto del erario público con un éxito 

sin precedentes （. . .） Todos han obtenido su parte del desvalijamiento patrio con cargo del contri-

buyente. Para ello, el Gobierno regional desplegó un esfuerzo colosal de imaginación, inventando 

nombres altisonantes que dieran empaque a las miles de sinecuras repartidas （. . .） En fin, un 

paraíso para los elegidos”  11). No tanto para el ciudadano normal, que ha visto cómo su gobierno, en 

práctica bancarrota, tiene que acudir a solicitar préstamos al gobierno central para poder pagar a los 

farmacéuticos y a otros muchos servidores del bien común. Bien común que sus dirigentes han 

dilapidado en corruptelas, asociaciones promotoras de la “identidad catalana”, televisiones y radios 

que sirven tanto para encubrir todo tipo de desmanes como para fomentar el espíritu independen-

tista: en dos mil millones de euros anuales cifra Albert Rivera lo que cuesta a los catalanes mantener 

todo ese tinglado. Tales dispendio y corrupción, documentados minuciosamente por Xavier Horcajo 

en su libro La pasta nostra, no desentonan de los existentes en la España de los casos Filesa, GAL, 

Gurtel, Bárcenas, ere andaluces etc., etc. Un verdadero patio de Monipodio donde los políticos, 

amparados por la protección que encuentran en las altas instituciones de la Justicia, se lanzan al 

asalto del erario público con una voracidad insaciable. Y lo más triste es que no se ve una salida del 

túnel: ¿Por qué nada sirve para nada?, se lamentaba Javier Marías a finales del 2013. “Incontables 

recortes （. . .） en lo que a la gente le importa más, con el consiguiente deterioro en sanidad, educa-

ción, ciencia, investigación, cultura, limpieza y transportes públicos （. . .） Estamos en manos de 

incompetentes que además carecen de escrúpulos”. Un diagnóstico válido para los gobernantes 

catalanes a quienes su “hecho diferencial” no les ha impedido hacer los mismos recortes que Rajoy 
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en sanidad, educación, investigación. . . , con la consecuencia de que “los funcionarios han llegado a 

perder hasta el 30% de su poder adquisitivo y la lista de espera en los quirófanos ha aumentado otro 

30%”  12). También han ido de la mano con todos los demás partidos de España en dar jugosas 

prebendas y sinecuras a amigos y parientes, es decir, en el “amiguismo”, la lacra más determinante, 

según el famoso autor de The End of History, Francis Fukuyama, del atraso económico de los países 

del sur de Europa: “En medio de esta depauperación general, el Gobierno cuenta con unos 600 

“asesores”, es decir, individuos opacos designados libremente y a los que nadie ha votado, y que, al 

no ser funcionarios, tampoco ven rebajados ni congelados sus arbitrarios sueldos. El Ayuntamiento 

de Barcelona, a su vez, cuenta con 262, y el de Madrid no se sabe si con 231 ó 254, mientras el de 

París, con más millones de habitantes, se asesora sólo con 36”  13). Javier Marías, en este mismo 

artículo nos informa de que el alcalde de Barcelona tiene el sueldo político más alto de España. Para 

que sus ediles tampoco lleguen con estrecheces a fin de mes, un tercio de ellos gana más de 

100.000 euros al año （ABC, 7‒II‒2013）. ¡Ediles ganando más que el presidente del Gobierno de la 

Nación! ¡Catalunya is different!

Fer País 

  Para tal propósito las subvenciones al idioma, piedra angular del “hecho diferencial”, no podían 

faltar: no sólo en los llamados Paisos Catalans sino también en regiones que tienen muy pocas 

probabilidades de formar parte de ellos, como el Rosellón francés. La Generalitat financia el 

programa “2.000 horas de catalán en las escuelas primarias” en el Ayuntamiento de Perpignan 14）. 

Otro objetivo de los nacionalistas, en lo deportivo, es tener selecciones nacionales catalanas que 

ayuden a visualizar a Cataluña como país. Para ello desde una torre de 290 metros cuadrados se 

facilita dinero público para la selección catalana de twirling （deporte que, básicamente, consiste en 

hacer girar un bastón） y de curling （cepillar frenéticamente el hielo para acelerar el tránsito de un 

enorme disco）. Horcajo, en su libro antes citado, La pasta nostra, no especifica el coste del alquiler 

de la mencionada torre ni de las subvenciones al twirling y al curling, pero es más explícito cuando 

trata de las “embajadas” de Cataluña: la de París, dos edificios a corta distancia de los Campos 

Elíseos, sale al sufrido contribuyente por 30.000 euros al mes. Su “embajadora” es miembro del 

partido de Pujol, lo mismo que el “embajador” en Londres. Aquí el gobierno catalán, ante el temor 

de provocar algún soponcio entre la ciudadanía, ha preferido omitir el presupuesto de la oficina, 

aunque asegura que el “señor embajador” no dispone de coche oficial. A lo mejor tampoco dispone 

de él la “embajadora” en Berlín, quien debe de ser un caso único en los anales diplomáticos: ni sabe 

alemán ni ha pasado una oposición que justifique su cargo. “Contactos personales” le han bastado 

para disfrutar de un sueldo de 87.500 euros mientras representa a Cataluña en una oficina cuyo 
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alquiler asciende a 60.000 euros anuales. Hay que añadir la delegación que el Gobierno catalán 

mantiene ante la Unión Europea, que, como todas las demás ― 23 en total ―, dispone de una 

parte del presupuesto de 12 millones de euros destinados a la difusión del catalán en el mundo. No 

hay que olvidar los Consejos Comarcales, considerados por muchos como creaciones artificiales 

para colocar en ellos a amigos y familiares. En marzo de 2013 su número era de 41 y el de sus 

“consejeros” 1.050, con un presupuesto de 556 millones de euros. Pero los nacionalistas “de toda la 

vida” son muchos más y tanto CiU como el Tripartito no pueden dejar de atenderlos: la creación de 

459 entes públicos sirve para tan caritativo propósito. Como la productividad no es algo que caracte-

rice a empresas de esta índole, pronto un centenar de ellas acumulaban deudas de 6.184 millones de 

euros 15）. Consecuencia de toda esta generosidad en aras de la “identidad catalana”, y del desgo-

bierno ― la comunidad peor gobernada de España, según la Unión Europea 16）―, Cataluña avanza 

hacia la bancarrota. Ya cuando Pujol dejó el poder en el 2003, era la comunidad autónoma más 

endeudada de España. Años más tarde, entre 2006 y 2010, el Tripartito de Montilla, aunque no 

disponía de dinero en efectivo, emprendió un conjunto de obras: carreteras, escuelas, juzgados, 

comisarías. . . , a pagar poco a poco en el futuro. El saldo en el 2013, según la Sindicatura de 

Comptes: una deuda de 80.000 millones de euros, dos veces el presupuesto anual de la Generalitat 17）. 

Los mercados avisan a Cataluña: Standard & Poor asigna la nota de bono basura a su deuda, igual 

que Moody,s, con lo que al gobierno catalán se le cierran las puertas de financiarse en el exterior. 

Para pagar los sueldos de los funcionarios tiene que acudir a Madrid, al FLA （Fondo de Liquidez 

Autonómica）, pero lo hace, como dicen en México, “limosnero y con garrote”, amenazando con la 

independencia si no se hace un pacto fiscal. De dicho fondo Cataluña recibe entre 2012 y 2013 

préstamos de 28.000 millones de euros, la mitad de los concedidos a las comunidades autónomas. 

No obstante, la proclama de “España nos roba” sube en decibelios para, como en el caso de Banca 

Catalana, desviar la atención de la ciudadanía y tapar las vergüenzas de sus dirigentes. En esta labor 

el régimen pujolista cuenta con todos los medios de comunicación que ha venido subvencionando a 

lo largo de los años: prensa, radio y televisión. TV3 es un caso probablemente único en la Unión 

Europea: su libro de estilo prohíbe a los periodistas fórmulas como “Policía Nacional”, que ha de 

sustituirse por Policía de l’Estat, o que se nombre a España, que para ellos es l’Estat. Lo mismo con 

la selección española de fútbol （selecció de l’Estat）, a pesar de que varios jugadores catalanes 

forman parte ― y parte esencial ― de ella 18）. El afán de evitar el nombre de España llegaba a 

extremos risibles en un programa sobre el futbolista Xavi Hernández, retransmitido en Japón por el 

canal Wowow el 5 de enero de 2012. TV3 consideró anatema dar una sola imagen del triunfo de La 

Roja en el Campeonato de Europa （en donde Xavi fue elegido el mejor jugador）. Otro tanto del 

Campeonato del Mundo en Sudáfrica, en el que Xavi y sus compañeros hicieron realidad el sueño 

más alto de cualquier futbolista: ser campeones del mundo. ¡Mostrar la alegría de Xavi y de otros 
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futbolistas catalanes, en medio de banderas españolas y catalanas y dando vítores a España! Más de 

una cabeza hubiera rodado por tal atrevimiento. 

  Tal “ente informativo” forma parte de la Televisió de Catalunya, que da trabajo a 1.800 personas, 

más que la suma de Antena 3, Telecinco, la Cuatro y la Sexta. Nada de extraño que su presupuesto 

de 258 millones de euros para el año 2014 sea el más alto de las televisiones autonómicas. Añádase 

el personal de la radio, y el endeudamiento público de todo este entramado para fer país arroja unas 

cifras de escándalo: 1.046 millones de euros tuvo que pagar la Generalitat en 2008 para saldar la 

deuda acumulada durante años 19）. Un endeudamiento que los nacionalistas consideran más que 

compensado por la transmisión del mensaje independentista, a saber, el futuro risueño que aguarda 

a Cataluña nada más que se separe del yugo español. Para que los más jovencitos también se 

enteren, “TV3 enseñará a los niños los beneficios de la independencia en la fiesta de Super3”  20）. 

Este programa se anunciaba en octubre de 2013, apenas un mes después de que un reportaje 

dentro del informativo infantil Info K hubiera promovido numerosas críticas al considerar que se 

utilizaba a niños para fines políticos. En dicho programa, emitido con ocasión de la Diada, niños y 

adolescentes de entre 12 y 18 años versaban opiniones del tenor de “en 1714 dejamos de ser 

independientes”, “soy independentista y quiero que Cataluña sea un país libre” o “al final España se 

rendirá y tendremos la independencia”  21). La utilización descarada de una televisión pública para 

fines independentistas que no comparten muchos de sus contribuyentes, ya había recibido fuertes 

críticas tanto dentro como fuera de Cataluña, pero correspondió a un diario prestigioso, The Wall 

Street Journal, la tarea de informar en el extranjero del grado de servilismo al poder en el que había 

caído TV3. ¿Qué hay en TV3? Separatistas, rezaba su título. Pero la crítica más demoledora provenía 

de un exdirector general del canal autonómico, Alfons Quintá: “Veo Cubavisión y no es peor que 

TV3. A veces TV3 es peor de lo que era la televisión soviética”  22).

Por una conciencia nacional catalana

  Este afán de control no se limita a los medios informativos: en 1990 （28 de octubre） José 

Antich, a la sazón corresponsal del diario El País en Cataluña, publica un artículo que, con el título 

“El Gobierno catalán debate un documento que propugna la infiltración nacionalista en todos los 

ámbitos sociales”, alerta de la gravedad del problema. Dicho documento, de 20 folios de extensión, 

constituye un verdadero canto al totalitarismo: desde el fomento de “fiestas populares, tradiciones, 

costumbres y trasfondo mítico” hasta “incidir sobre la administración de justicia y orden público 

con criterios nacionales”, ningún aspecto de la vida social queda descuidado. Para que Cataluña, 

“nación europea emergente （. . .）, nación discriminada que no puede desarrollar libremente su 

potencial cultural y económico”, llegue a la soberanía se precisa “vigilar la composición de los tribu-
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nales de oposición （. . .） reorganizar el cuerpo de inspectores de forma que vigilen la correcta 

cumplimentación de la normativa sobre la catalanización de la enseñanza （. . .）, incidir en las asocia-

ciones de padres （. . .） introducir gente nacionalista （. . .） en todos los puestos claves de los medios 

de comunicación （. . .）, incidir en la formación inicial y permanente de los periodistas y de los técni-

cos de comunicación para garantizar una preparación con conciencia nacional catalana”. 

  Un documento verdaderamente impresionante y, sobre todo, esclarecedor de lo que ocurre en 

uno de los ámbitos ― posiblemente el principal ― de la “infiltración nacionalista”: la escuela. La 

“catalanización de la enseñanza” requiere la falsificación de la historia común con otros pueblos de 

España o bien que los alumnos la ignoren por completo. De ambos casos hay numerosos ejemplos. 

Tantos que el 27 de julio de 1999 la Real Academia de la Historia denunció las “tergiversaciones, 

lagunas interesadas y fomento del nacionalismo racista” en un largo informe. Con pruebas abundan-

tes los 350 doctos académicos expresaban su alarma ante la flagrante manipulación de la Historia 

común de todos los españoles, conducente, según ellos, a producir enfrentamientos entre las diver-

sas regiones de España e incluso entre sectores sociales de ellas 23）. La reacción del Gobierno de 

España brilló por su ausencia, lo mismo que ante la “inmersión lingüística”, el principal escollo en la 

relación entre Cataluña y el resto de España. No es el único, pero los otros: el déficit fiscal y el 

rechazo del nuevo Estatuto, no le igualan en trascendencia. El primero, es decir, el “España nos 

roba” no se sostiene ― al menos si se compara a Cataluña con Madrid-cuando se exponen los 

números: en marzo de 2013 se hicieron públicas las cifras de recaudación del 2012: Madrid casi 

doblaba a Cataluña en IRPF, con un 40,8% del total nacional. El Principado, a pesar de contar con un 

millón más de habitantes que la comunidad madrileña, contribuyó ese año a las arcas públicas con 

un 21,2% 24）. El Gobierno de la Generalitat suministra unos datos que están muy lejos de lograr la 

unanimidad entre los economistas, datos que en ningún caso justificarían, desde lo puramente 

económico, la independencia: “Quien busca la secesión por motivos económicos no sabe lo que 

hace”, afirmó el presidente del Instituto de Estudios Económicos, José Luis Feito, en una conferen-

cia en Barcelona, a la que asistió, entre otras personalidades, Jordi Pujol 25）. En cuanto al Estatuto, lo 

que se puede asegurar es que nunca ha sido preocupación esencial de la ciudadanía: mientras la 

Constitución del 78 fue aprobada por más del 90%, el Estatuto del 79 fue ratificado en referéndum 

por sólo el 59,6% de los catalanes. Este primer Estatuto aportó a la Generalitat competencias que ni 

Almirall ni Prat de la Riba hubieran imaginado, pero que, sin embargo, a principios del siglo XXI ya 

no satisfacían a los nacionalistas: había que hacer otro. En medio del desinterés general ― el 

entonces ministro de Defensa, José Bono, ha señalado （El País 13/09/2013） que esa cuestión 

ocupaba el puesto nº 24 entre las prioridades de los ciudadanos ― el nuevo Estatuto se aprobó 

también, pero esta vez por un número todavía menor: 37%. “En 2006, el segundo Estatut tuvo más de 

problema que de solución, un error de la clase política catalana que fue tergiversado hasta el punto 
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de darle figura de agravio”  26). Cuando el Tribunal Constitucional, en abril de 2012, dictó sentencia 

de inconstitucionalidad: “La Constitución no conoce otra Nación que la española”, los nacionalistas 

pusieron el grito en el cielo: “Ha sido el motivo más separador en los últimos 35 años”, en palabras 

del “moderado” Durán i Lleida. A pesar de ello, ni el “agravio” por el Estatuto ni el de “España nos 

roba” tienen la fuerza suficiente para llevar a la ciudadanía por la tortuosa senda de la independen-

cia. Es necesario otro “agravio”, el que se hace al idioma, agravio que además atenta contra el único 

“hecho diferencial” que, entrado el siglo XXI, queda en Cataluña.

La inmersión lingüística 

  A la muerte de Franco en 1975, en la provincia de Barcelona el 74,3% de la población entendía 

el catalán, y el 53,1% lo hablaba. La mayor deficiencia se daba en la escritura, sólo un 14,5%, conse-

cuencia de la discriminación lingüística practicada por el régimen franquista. Los demócratas catala-

nes, nacionalistas o no, habían pedido durante largo tiempo un derecho reconocido por la UNESCO 

en 1953: la educación de los niños en su lengua materna. Pero incluso mucho antes de su reconoci-

miento, ese derecho se había llevado a la práctica en Cataluña. El Estatuto de 1932, que preveía el 

traspaso de la educación a la Generalidad, obligaba a enseñar el español en las escuelas, aunque la 

instrucción se haría en catalán, lengua materna de la mayoría. No obstante, allí donde hubiese un 

mínimo de cuarenta niños de lengua española en los últimos tres años, se habilitarían aulas para 

que esos niños estudiasen en su lengua materna. Se obedecía así el decreto de 29 de abril de 1931, 

que había establecido que los niños serían educados hasta los ocho años en su lengua materna y, 

por tanto, en catalán en su mayoría. Normas razonables teniendo en cuenta que en 1931 sólo el 19% 

de la población no había nacido en Cataluña 27）. El mismo derecho a la educación en la lengua 

materna era defendido por Josep Ibáñez i Senserrich, uno de los autores del libro Cataluña: esa 

desconocida para España. El libro apareció en 1983 y el artículo de Ibáñez i Senserrich era una 

defensa de la política lingüística iniciada con la democracia: “（. . .） se ha procurado en seguida que 

el catalán llegara a todas las escuelas precisamente para combatir toda posible discriminación. Y, al 

mismo tiempo, que los padres que lo desearan pudieran ejercer su legítimo derecho a ver 

educados sus hijos en su propia lengua sin olvidarse de la otra （subrayado mío）, （. . .） cada 

cual se expresa en la lengua que quiere y todos se entienden”  28).

  Pujol, con su inmersión lingüística, no quiso saber nada de esto. Adujo la necesidad de no 

formar guetos, de homogeneizar a la sociedad mediante un mismo idioma. Luis XIV, su nieto Felipe 

V y Franco no hubieran podido estar más de acuerdo. Esta traición a su anterior defensa de un 

derecho tan fundamental como el de educarse en la lengua materna hubiera bastado para descalifi-

car a Pujol y toda su política lingüística y para haber obligado al Gobierno central a intervenir. La 
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desidia ― la traición también ― del Gobierno español causa asombro. Escudado en que la 

competencia educativa está en manos de la Generalitat y en que una amplia mayoría del Parlamento 

catalán respalda tal política, se ha cruzado de brazos y dejado que algunos padres tengan que acudir 

a los tribunales para lograr que los niños inicien sus estudios en la misma lengua que hablan en 

casa. En varias ocasiones el Tribunal Supremo ha dictado sentencia a su favor: siempre los naciona-

listas se han negado a cumplirla. Pero la batalla no cesará, porque siempre habrá padres, cada vez 

más numerosos, que lucharán por los derechos ― y el futuro ― de sus hijos. El adversario es 

fuerte, pues a los nacionalistas se han unido los socialistas, es decir, aquellos que se supone 

deberían defender a las clases menos privilegiadas, las que no pueden, a diferencia de los Pujol, 

Mas, Montilla, Junquera y demás, pagarse una escuela internacional o bilingüe. Estos socialistas 

también han adoptado la noción del catalán como única “lengua propia” de Cataluña, como si el 

español no lo fuera también. La lengua propia de un país es la que hablan sus habitantes hoy, no la 

que se hablaba hace un siglo, ni siquiera hace cincuenta años. Por ello, en Nuevo México, en Texas, 

California, Florida. . . , la lengua propia es, primero, el inglés, aunque en esos territorios no hace 

tanto tiempo sólo se hablara español. La Historia, con sus luces y sombras, hace cambiar muchas 

cosas, y la Cataluña actual ya no es la de la República. Hoy coexisten dos lenguas propias y el único 

medio de que el problema lingüístico se resuelva es dejar a los padres elegir en cuál de ellas 

quieren que se eduquen sus hijos, sin perjuicio de que también aprendan la otra: es decir el bilin-

güismo. Cuando la ley Wert, de forma vacilante y timorata, propone que se dé un 25% en castellano, 

los nacionalistas reaccionan furiosos aduciendo que se está atacando su modelo lingüístico, que es 

justamente lo que se debería hacer para, como señala Savater, “remediar algo perfectamente 

insólito en la Unión Europea: que haya un país donde resulte prácticamente imposible estudiar en la 

lengua mayoritaria y oficial en zonas importantes del territorio nacional”  29). Savater continúa 

señalando los “orígenes clericales de la ideología nacionalista”, porque de la misma manera que 

reacciona la Iglesia ante la libertad de culto, “los nacionalistas de ayer y de hoy se dan por atacados 

no cuando a su lengua se le quita algo, sino cuando se concede lo mismo a otra, que para colmo es 

la que se habla en todo el país y por tanto les vincula con él. El único derecho de que se les priva es 

el de prohibir, pero eso ya les parece una herejía intolerable.” No se puede decir mejor.

La gran paradoja: el derecho a decidir 

  Mientras la Generalitat se niega a que los padres puedan escoger el idioma en el que educar a 

sus hijos, un derecho fácil de aplicar y reconocido internacionalmente, enarbola la bandera de otro 

derecho no contemplado en ningún ordenamiento jurídico de los países de nuestro entorno: nada 

menos que el de decidir en referéndum sobre la secesión de un territorio que forma parte de 
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España desde hace más de cinco siglos. La respuesta que se suele dar es que en tal referéndum, 

una vez reformada la Constitución, tendrían que participar todos sus españoles, pues a todos ellos 

les afecta. Sin embargo, el ilustre jurista Antonio García Trevijano niega que exista tal derecho: no 

se puede decidir la desmembración de España, del mismo modo que no se puede decidir, por 

ejemplo, si se ilegaliza de nuevo la homosexualidad o si volvemos a tiempos en que las mujeres no 

podían votar . . . Igualmente no existiría el derecho a decidir, por muy deteriorada que estuviera la 

situación económica española, si se vende o no, por poner un caso, el Museo del Prado. Éste es el 

resultado del esfuerzo y dedicación de varias generaciones de españoles: la actual sólo tiene la 

obligación de conservarlo. En el caso de España, ¿se puede aceptar que la presente generación, sea 

catalana o de toda España, decida, tras cinco siglos de unión, la secesión de una parte de España? 

Artur Mas no pierde ocasión de comparar el caso de Cataluña con el de Escocia a pesar de sus 

grandes diferencias. No hace, sin embargo, la comparación con países mucho más cercanos en 

todos los aspectos, como Francia, Italia o Portugal, que no sólo prohíben cualquier referéndum que 

afecte a la integridad territorial, sino también la posibilidad de reformar la constitución en aspectos 

fundamentales. En el muy improbable caso de que se legalizara un referéndum sólo en Cataluña, en 

aras de que los ciudadanos pudieran votar con conocimiento cabal de lo que se juegan, habría 

primero que desmantelar el régimen que, iniciado por Pujol y continuado por los sucesivos gobier-

nos, ha tergiversado la historia, ha adoctrinado a los ciudadanos a través de los medios de comuni-

cación que controla y ha hecho todo lo posible en las aulas, si no para “educar a dos generaciones 

en el odio a España”, ― como sostiene Boadella ― sí para ocultar todo lo que nos une.

Conclusión

  Durante sus 23 años al frente del Gobierno catalán Jordi Pujol cultivó una imagen de austero 

médico de familia preocupado por la salud de su país, Cataluña. Inteligente y carismático, logró 

convencer a los votantes de que su aspiración no era otra que el progreso de sus conciudadanos. 

Una burda fachada para ocultar una red de corrupción, entre su esposa, hijos y allegados, de 

proporciones tan escandalosas que sólo en el ejercicio fiscal de 2004, Hacienda reclamaría a uno de 

sus hijos, Josep, 18 millones de euros en impuestos atrasados. Otro vástago, el primogénito, Jordi 

Pujol Ferrusola, realizó movimientos bancarios （118） por valor de 32,4 millones entre 2004 y 2012, 

algunos de ellos en paraísos fiscales, según la Agencia Tributaria 30）. Ni siquiera el único hijo 

dedicado a la política, Oriol Pujol, se ha librado de ser imputado por tráfico de influencias y soborno. 

Y por si quedaba alguna duda del fervor patriótico del clan Pujol, el diario El Mundo （19‒1‒2015） 

informaba de que el hijo menor, Oleguer, había declarado a Hacienda un patrimonio en el extran-

jero ― la mayoría en paraísos fiscales ― de más de 89 millones de euros. Oleguer, el mismo que 
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con apenas 35 años de edad, ya había comprado oficinas del Banco Santander por 2.177 millones de 

euros, amén de edificios de Prisa por 384 millones de euros. 

  ¿De dónde salía esta inmensa fortuna de la familia Pujol? El 25 de julio de 2014, en un comuni-

cado que constituyó un verdadero terremoto político, el patriarca don Jordi daba la explicación: el 

origen de la fortuna estaba en una herencia que su padre Florenci había dejado a su esposa Marta y 

a sus siete hijos. Una herencia ignorada no sólo por el fisco ― el predicador de moralidad, Jordi 

Pujol, no había encontrado, durante más de tres décadas, ocasión para declararla ―, sino también 

por su hermana: “¿De qué herencia hablas, Jordi?”, le diría ésta al escuchar en su domicilio la confe-

sión de su hermano. Cuando seis meses más tarde, Jordi Pujol, el principal protagonista del 

independentismo catalán contemporáneo, tuvo que declarar como imputado, era un hombre derro-

tado moralmente. Los procesos por corrupción que les han llevado al banquillo a él, a sus familiares 

y al régimen que encarnaban no acaban sino de empezar. Buena noticia, aunque llega con mucho 

retraso: cualquier castigo que se les imponga no podrá resarcir del daño que han causado a 

Cataluña y al resto de España. 
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（以下「研究所」という。）の客員研究員，嘱託研究員のみとする。ただし，依頼原稿で機関誌
編集委員会（以下「委員会」という。）が特に認めた場合は，この限りではない。

2．依頼原稿とは，次の場合をいう。
 ⑴  機関誌を特集号として編集，刊行する際，既に優れた実績を有する学外の研究者に，委員
会が原稿の執筆を依頼した場合

 ⑵  本学の卒業者で非常勤講師として勤務している，将来に優れた業績を期待し得る研究者に，
委員会が学科推薦を受けて原稿の執筆を依頼した場合

 ⑶  優れた実績を有する本学職員に，委員会が原稿の執筆を依頼した場合
3  ．原則として，『研究論叢』は語学，文学関連分野等の，『COSMICA』は地域研究及びその他
の関連分野等の機関誌とする。

4  ．原稿は，未発表の学術論文又は学術資料に限る。なお，原稿の分類，配列は
 ⑴ 研究　⑵ 資料・翻訳　⑶ 研究ノートとする。
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，
専門分野によって縦組みを必要とする場合は，縦書き原稿とする。

7  ．原稿の掲載は，当該年度の投稿論文数，その他の事情により次号に繰り越す場合がある。そ
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。

12 ．原稿申し込み期限は 7月 31日，原稿提出期限は 9月 30日とする。ただし，『研究論叢』が
年 2回刊行される場合，2回目の投稿申し込み期限は 1月 31日，原稿提出期限は 3月 31日と
する。

13 ．原稿の提出先，校正原稿の返送先は研究所とする。
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
る。

   附　則
　この規程は，平成 17年 4月 1日から施行する。
   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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