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〈Summary〉
  Hidden curriculum is a concept opposite to manifest curriculum, which deals with 

purposeful and planned subject teaching at school and includes all the organizational teaching 

activities on the curriculum schedule. Hidden curriculum is invisible on the schedule, but it 

concerns with the unplanned and unexpected knowledge, value concept, norms and attitude 

that are learned in the material environment, social environment and cultural system. The 

thesis is based on the questionnaire of “hidden curriculum and the learning relevance” which 

completed by Chinese learning students in the Kyoto university of foreign studies, analyzing 

the current situation of the hidden curriculum, and discussing the importance of the hidden 

curriculum which can stimulate learning motivation. It is a challenge to develop hidden curric-

ulum in teaching Chinese as a foreign language.

隐性课程（hidden curriculum）一词由美国著名教育学家、课程论专家杰克逊（Philip W. 

Jackson）于 1968 年在他的 Life in Classroom 一书中首次提出1）。隐性课程又称潜在课程、隐蔽课程，

在学校教育计划中并没有体现，也不通过教师在课堂教学中实施，主要是指学生在学习环境（包括

物质环境、社会环境和文化体系）中所学到的非预期或非计划性的知识、价值观念、规范和态度。

20 世纪 80 年代中期，隐性课程概念引入中国，成为教育学中课程与教学论领域的热点话题，

也引起了对外汉语教学界的关注。如吕必松认为2），第二语言教学跟许多方面的可变因素有关，每

一个变因都会在一定程度上对第二语言教学的效率和成功率产生影响 — 不是产生积极影响，就是

产生消极影响。他把这些可变因素分为直接变因、根本变因、条件变因三大类，基本包含了隐性课

程所研究的类型和范围。刘珣在《对外汉语教育学引论》3） 中指出：广泛的课程指学校为学习者所

提供的一切教育内容及进程安排的总和，除了作为“正式课程”的必修课、选修课及课外活动外，

还包括作为“隐性课程”的学校教育环境，如物质环境、文化环境、人际关系等。张红蕴（2009）

总结了对外汉语教学中隐性课程研究的积极意义，包括丰富教学法、为课程设计和评价提供新思路

以及完善教师培训模式等，认为此领域研究将打开一扇从新的角度观察对外汉语教学的窗口，丰富

和发展课程与教学论的研究体系。

黄晓颖（2011）的研究表明，隐性课程具有导向功能、强化功能、培植兴趣功能等积极功能。

主要特点为存在的广域性，形式的内隐性，影响的持久性，结果的难量化性等。而“外国人学汉语

的主要障碍之一，恰恰来自受隐性课程影响最大的情感态度、意志品质、文化观和价值观等。”因
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此我们需要关注隐性课程建设的实际状况，了解学生的体验与评价。目前中国国内对外汉语教学隐

性课程的主要研究对象是各国来华留学生，单一国别的此类研究还未见。笔者拟以目前任教的日本

京都外国语大学中文系学生为对象，进行相关调查和研究。

学校的隐性课程主要包括了以下三个方面的内容：第一，物质方面的隐性课程，主要指学校中

的建筑物、设备、景观和空间的布置等；第二，制度方面的隐性课程，主要指学校的组织制度、知

识的选择、管理的评价、利益的分配等；第三，文化心理方面的隐性课程，主要指师生关系、同伴

关系、校风、班风、教师的行为作风等（马云鹏 2002）。

为了了解隐性课程对日本大学生汉语学习情绪与学习效果的影响，笔者对日本京都外国语大学

中文系四个年级的学生进行了“隐性课程与学习相关度”的问卷调查，主要问题为物质环境、文化

心理、组织制度三个方面共 26 个项目与学习是否相关，调查统计结果见表 1。根据调查结果，对

隐性课程各因素与学习的相关度进行了排序（见表 2）。参与本次问卷调查的共有 121 位学生，其

中一年级 37 人，二年级 36 人，三年级 25 人，四年级 23 人。发放问卷 121 份，收回有效问卷 121

份。

调查问卷的统计结果显示，26 个选项中的 24 项有 60％以上的学生选择了肯定回答；仅有 2 项

为 50％以下的学生选择了肯定回答。由此说明，学生们感受到了隐性课程的存在，并影响着他们

的学习。比如：在物质环境方面，学生们最关注“班级的人数”。在外语学习的课堂，班级人数太

多，会使学生操练的机会减少，和老师的交流也会受到影响。其次是“精美的课本装帧、版式”。

教材除了承载明确的知识内容外，还蕴含着丰富的隐性课程内容。在提供语言材料的同时，汉语教

材中应体现中国语言文化的内涵以及国家的整体印象，选编具有时代特征、文化魅力、语言特色的

内容，布局美观，使用方便，让学生爱不释手，产生想学爱学的愿望。另外，“离学校较近的宿舍”

也是学生们所向往的。日本的大学生大多每天奔波于不同城市的家与大学之间，这需要付出大量的

时间和精力。在组织制度方面，“丰富多彩的课外活动”成为首选。相对于固定严谨的课堂教学，

课外活动对年轻人更有吸引力，他们渴望在参与、体验与合作的过程中得到学习与锻炼，也希望在

活动中接触和认识互相学习的外语伙伴。

高媛媛（2013）曾以北京第二外国语学院的 100 位来自亚、非、欧、美等 16 个国家的留学生

为对象，进行过隐性课程建设的调查，通过和这次调查的结果进行对比，从表 2 百分比排序来看，

大致情况相同，但是也存在着一些差异，这些不同之处充分说明了来华汉语学习者和日本汉语学习

者，由于不同文化背景和教育环境，对于隐性课程的需求差异。分析如下 :

在物质空间方面，日本学生对“可口、方便的食堂”一项的肯定选择只有 48.7％，而约 70％

的二外留学生作出了肯定选择。究其原因，日本学生熟悉学校周围的环境，在餐食选择上去便利店、

超市和食堂都十分方便；而中国的留学生来自不同的国家，民族不同，饮食习惯也差距很大，来到

异国他乡需要适应不同的习俗，最希望吃到可口的饭菜。在“教室里有展示中国文化的字画、壁报
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等装饰物”一项，日本学生的肯定选择只有 10.7％，而中国的留学生肯定选择达到 50％。日本大

学的教室里都是雪白的墙壁，是纯粹的学习空间，而留学生置身于中国的语言教室中，经常可以接

触到中国书法、绘画作品或中国名胜古迹的图片展示，促使他们产生好奇心并感受到其中的文化趣

味。

在文化心理方面，日本学生对“教师对学生关心、给学生鼓励”一项的肯定选择为 76.8％，

位于对教师个体的诸项目之后，而二外留学生的肯定选择高达 85％，超过了对教师个体的关注。

心理学研究成果表明，教师的言行直接影响到学生的情感，继而影响到他们的学习兴趣与学习态度。
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表 1　隐性课程与留学生学习相关度的调查

构 成 校 园 内 隐 性 课 程 的 各 种 因 素
认为与学习正

相关者（％）

班级的人数 91.7

精美的课本装帧、版式 88.4

教室的光线、温度适宜 79.3

安静的教室 78.5

教学楼里干净、卫生的洗手间 76.0

教室桌椅的排列有利于学生之间、师生之间的交流与互动 75.2

先进的教学设备 71.9

大学校园整洁漂亮 61.9

离学校较近的宿舍 61.1

可口、方便的食堂 48.7

教室里有展示中国文化的字画、壁报等装饰物 10.7

老师的声音清晰悦耳 94.2

老师工作时精神饱满 89.2

老师的教态亲切自然 86.7

师生关系、同学关系和谐融洽 85.1

老师的衣着大方得体 84.2

老师的板书工整漂亮 83.4

学校和班里的学习风气 80.9

老师对学生公平 77.6

老师对学生关心，给学生鼓励 76.8

学生与教辅人员、行政人员的关系和谐融洽 74.3

丰富多彩的课外活动 82.6

教学内容是学生所需要的，如：具有实用性、趣味性 81.8

学校有健全的管理制度，如：考勤、奖惩制度等 72.7

学习成绩优秀可以得到去中国留学的奖学金 66.9

大学里可以找到互相学习的中国学生 60.3



留学生们来到中国，在陌生的环境中学习和生活，更加渴望得到来自于老师的关心和肯定。

尽管此次调查结果只是来源于部分学生的主观判断，但仍为有必要进一步开发和建设隐性课程

提供一定的依据和参考，也有助于对来华汉语教育和国别汉语教育的相关隐性课程建设进行思考和

探索。
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表 2　隐性课程各要素与学习相关度的百分比排序

排序 隐 性 课 程 各 要 素 百分比

老师的声音清晰悦耳 94.2

班级的人数 91.7

老师工作时精神饱满 89.2

精美的课本装帧、版式 88.4

老师的教态亲切自然 86.7

师生关系、同学关系和谐融洽 85.1

老师的衣着大方得体 84.2

老师的板书工整漂亮 83.4

丰富多彩的课外活动 82.6

教学内容是学生所需要的，如：具有实用性、趣味性 81.8

学校和班里的学习风气 80.9

教室的光线、温度适宜 79.3

安静的教室 78.5

老师对学生公平 77.6

老师对学生关心，给学生鼓励 76.8

教学楼里干净、卫生的洗手间 76.0

教室桌椅的排列有利于学生之间、师生之间的交流与互动 75.2

学生与教辅人员、行政人员的关系和谐融洽 74.3

学校有健全的管理制度，如：考勤制度、奖惩制度等等 72.7

先进的教学设备 71.9

学习成绩优秀可以得到去中国留学的奖学金 66.9

大学校园整洁漂亮 61.9

离学校较近的宿舍 61.1

大学里可以找到互相学习的中国学生 60.3

可口、方便的食堂 48.7

教室里有展示中国文化的字画、壁报等装饰物 10.7



动机是外语学习成功的重要因素之一。隐性课程广泛渗透于教材、课内外活动、人际关系、校

园文化等方面，可以通过物质环境、文化心理和组织制度激发学生的学习需求和动机，形成积极的

学习态度，取得更好的学习效果。

从校园的物质环境来看，教学楼、教室、图书馆、语言实验室、体育馆、食堂、宿舍的规划、

风格、布局等，给受教育者留下的教育痕迹都是非常明显的。任何一名毕业生对母校的怀念不仅仅

是学到的知识，校园里的一草一木、一人一物都会因伴随着学习过程而留在记忆中。在语言课堂上，

适宜的温度、灯光、桌椅摆放，提供了舒适的学习场所，便于集中精力、安心思考。利用互联网、

多媒体、电视、录音、课本和参考资料构建的多维度优质的教学手段，相比于单一的课本更容易引

起学习者主动学习的兴趣。

从文化心理方面来看，教师的个人素质、教学艺术、语言功底、治学态度、思维方式、人格魅

力以及沟通管理能力都是隐性课程的主要内容。学生是教学的主体，教师是教学的主导。对教师的

尊敬与信任可以引发学习动力，良好的班级学习气氛和师生关系，将使学生在学习上积极主动，充

分发掘潜力，尽力完成学习任务。

从组织制度方面来看，课外活动是教学过程的有机组成部分，也是激发学习动力的重要途径。

演讲比赛、戏剧表演、学术沙龙、翻译活动等等都是课堂教学活动的延伸和补充，它们具有显性的

活动目标，但是从激发学习动机方面来看，它们属于隐性课程。活动形式和内容的不同，激发出来

的学习动机类型也不同。在活动中能够锻炼语言能力，也可以培养良好的协作能力和人际关系。笔

者一年级班里有一位学生，上课的时候反应有些慢，很少参与讨论。没想到他积极参加了大学的中

文戏剧节，扮演了一个比较重要的角色，流利地说出了大段的台词，跟课堂状态判若两人。他告诉

我，虽然对课堂知识的理解总是比别人慢一些，考试成绩也不高，但是通过参加表演，锻炼了汉语

表达能力，而且和高年级的同学们一起用汉语排练和表演，交到了新朋友，很享受其中的过程，感

到非常有意思。可见，课外活动为学生提供了另一个学习空间，引发他们参与其中的欲望，进而形

成了学习的动机。

此外，制度本身也是一种重要的教育资源，包括学校的管理理念、发展规划、教学组织管理风

格、校规、评价体系等等。良好的学校制度文化环境，可以带来活跃的学术氛围，引导学生以认真

严谨的态度对待外语学习，产生学习的热情。在评价制度方面，如果只重视定量评价，学生就会过

分关注考试分数。如果把定量和定性的评价方式结合起来，就会使他们更注重学习过程，逐步实现

不同阶段的学习目标。

教育理论和实践证明，隐性课程与显性课程的协调配合，可以使显性的课堂外语教学获得事半

功倍的效果。因此，应进一步重视隐性课程的建设和开发，比如，注重显现课程背后的隐性效应，
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发挥积极影响，减少消极影响，有针对性地进行开发和设计；认识无意识学习的效果，即情意方面

的学习，良好的人际关系，和谐的校风班风，可以帮助学生克服学习中的心理焦虑；培养教师优秀

的职业素养和技能，在长期的教学过程中，潜移默化，教书育人等等。

根据本次调查所显现的结果来看，在隐性课程的开发方面，拟提出的建议有：建立学习空间类

的课程管理系统如 WebCT、Blackboard 等，搭建师生之间、同学之间的互动平台，促进交流。建

构主义的学习理论强调4），教师应创造环境与机会让学习者参与到学习过程中，积极地建构知识，

而不是一味地将知识灌输给学生。在这种基于互联网所创造的语言学习社区里，学习者能够和老师、

同学进行文字、图片、音频以及视频等多种形式的在线交际，相互提供建议、帮助及反馈。学习者

被赋予了更多的自主权，可以更加自主地建构自己的知识。日本学生不习惯在课堂上积极发言，或

者发表个性化的观点，他们更倾向于跟老师进行单独的交流，这种在有限的课堂时间里难以完成的

任务，课后在此类网络学习空间则比较方便去实现。

在教材的选取上，可以选择信息量稍大内容较为丰富的课本，话题充分，便于教师在教学中针

对不同程度的学生合理安排授课内容及作业。此外，任何一门外语的学习都离不开语言和文化，能

够有机会前往目的语国家深入学习、了解和体会才能获得真实的体验和感受。正如波兰尼的著名论

点：“我们所认识的多于我们所能告诉的（We know more than we can tell）” 5）。

对外汉语教学中开展隐性课程研究的目的在于，通过对显性课程和隐性课程的协调规划和优化

发展，创造最佳的汉语教学环境，把语言学习转化为丰富而有吸引力的活动，引导学生深入学习语

言文字、掌握语言技能、了解目的语国家的文化、提高综合素质。通过物质环境和人文环境的全方

位构建与优化，营造文化氛围，增进师生交流，以最优化的课程结构，达到最佳的教学效果。

注：本次调查问卷的日文翻译由京都外国语大学中国语学科朱一星教授帮助完成，谨致谢忱！

1） 就其本义来说，隐性课程中的课程并非实指，只是借用“课程”一词来说明学校教育中还存在着

对学生产生影响、但又无法控制的教育因素。（邓道宣、罗明礼 2005）
2） 吕必松（1993 ：44）
3） 刘珣（2000 ：97）
4） 建构主义学习理论（constructivist learning theory）是一种强调学习者自主获得知识的一种理论，

该理论认为，任何知识都不是被教会的，而是要靠学习者在社会环境中积极主动地学习与构建才

能获得。（Richards, J. C. & Rodgers, T. S. Approaches and Methods in Language Teaching. 
Cambridge: Cambridge University Press, 2001）

5） 波兰尼（Michael Polanyi, 1891-1976）英国 20 世纪著名物理化学家、思想家。他提出了“缄默

知识”（tacit knowledge）理论，与“显性知识”（explicit knowledge）相对而言，指人类知识总体

中那些无法言传或不清楚的知识。
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〈提要〉
	 	 江户时代，长崎唐通事在从事贸易活动和管理唐人方面所需要的语言是南京官话、福州话

以及漳州话。这三种语言是跟唐船启航地－中国南方－有密切关系的。其中，因为南京官话在

中国使用的区域比福州话和漳州话更广，所以南京官话在抵日唐人和唐通事之间具有一种通用

语言的性格。唐通事在融入日本社会的过程中，其唐话已经不是自然习得的而是需要学习掌握

的。他们使用的教学法、教材以及发音曾影响到明治初期的日本汉语教学。

	 	 本文试图通过唐通事的工作内容，唐话教材，教学法来探讨唐通事怎样学唐话以及明治初

期的日本汉语教学情况。

1．「通事」という名称の来源について

　小論で取り上げる「唐通事」は，江戸時代の長崎に設置されていた地役人を指すが，「通事」

という職名は，日本でいつ頃から使用されたのかを確認しておく。

　「通事」という職名は，「訳語」という通訳の職名とともに『日本書紀』にはすでにその表記

が見られる。例えば，

推古天皇　巻二十二

 十五年秋七月大禮小野臣妹子遣於大唐以鞍作福利為通事

　　（十五年秋七月大礼小野臣妹子大唐に遣わし，鞍作福利を通事とした。）

　この「通事」の訓として「曰佐（おさ）」という読みが使用されていた。この「曰佐（おさ）」

の起源については，遠山（2005）に詳しい 1）。

　「通事」という職名は，律令の細則集である 927年（延喜 5年）の『延喜式』にも見え，「大

通事」，「少通事」の職階まで挙げられている。下って，江戸時代のオランダ語の通訳を表記した

「蘭通詞（辞）」とは異なる「唐通事」の「通事」という表記は，古代から使用されてきた職名で

あり，その語源は，同じく古代から使用されてきた「記録者」や「書記」の役職名である「録

事」と同様に「事を通じさせる（通事）」という動作・行為が職名になったものであろう。「通

事」を動詞として使用しているものとしては，『続日本紀』に見える。
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聖武天皇　天平二年（730年）

又諸蕃異域風俗不同若無訳語難以通事…〈略〉

また，諸蕃異域風俗が異なるので，もし訳語がいなければ事を通じさせることが難しい。

 （「訳語」は通訳の意）

　江戸時代の長崎の「ツウジ」には，唐話（中国語）とオランダ語という 2種類があり，それぞ

れ「唐通事」と「蘭通詞」と表記された。この「通事」と「通詞」の区別について，杉本

（1990）で次のように述べている 2）。

オランダ語の通訳は〈オランダ通詞〉と呼んで，中国語の通詞〈唐通事〉と区別して，記述

している。もっとも通詞と通事とは不分明な内容・表記のところもあって，私見ではおそら

く，〈通事〉が根源であって，区別の必要から二次的に〈通詞〉ができたかとおもう。後々

まで，文書などでも時としてオランダの通訳を〈通事〉と書くことがみうけられるのもその

ためだろう。

　先に述べたように「通事」が古代からすでに使用されていた記録があることから，「通事」が

「通詞」よりも古くから使用されていたのは確かである。

　一方，「通事」や「通詞」以外では，「通辞・通訳・訳家・訳師・訳官・訳士・訳司」などが使

用されたが，『続日本紀』や『延喜式』等で使用されていた「訳語」は，江戸時代では使用され

ていないようである。

　1604年（慶長 9年）に長崎奉行である小笠原一庵が馮六という長崎在住の中国人を「唐通事」

に任命してより，1867年（慶応 3年）の唐通事の解散まで 260年余に亘って，延べ人数 1,644名

（実数 826名）対して用いた正式な職名であった。江戸時代の長崎の行政組織（地役人）に唐方

として「唐通事」，蘭方として「蘭通詞」が設置され，そのように表記されていることからも

「唐通事」が江戸時代の正式な表記であったことは確かである。

2．唐通事の目的と役割

　江戸時代に長崎に唐通事が設置された目的とその役割は何だったのであろう。

　唐通事には「本通事」と「内通事」の 2種類があった。

本通事：唐大通事－唐小通事－稽古通事という階級があり，先祖代々世襲制の役職。

内通事： 唐人の宿泊した船宿に勤めならが，荷役や来航唐人の世話をして口銭を稼いでいた

者で，地役人として採用された者。

　　　　（小論で言う「通事」は，特に注釈を加えない限り「本通事」を指す。）
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　長崎奉行所の組織は，時代によって行政の内容が複雑多岐になり，それに対応するために細分

化され複雑になっていく。そこで，長崎の行政組織が最終的に整ったと言われる元禄期頃，1702

年～1708年（元禄 15年～宝永 5年）の長崎諸役人略図 3） を見てみると，

「長崎町年寄」の下に「番方」・「町方」・「唐方」・「蘭方」がある。

「唐方」には「唐通事」が置かれ，

「唐通事」には「唐大通事（4）」－「唐小通事（4）」－「稽古通事（11）」がある。

 （数字は人数）

この唐通事が「本通事」であり，下位の「稽古通事」から「唐小通事」を経て「唐大通事」へと

昇進して行く。この「稽古通事」には「唐大通事」と「唐小通事」の子弟しかその職に就けな

かった。「唐小通事」の「（4）」という人数は，後で述べるように唐通事の定員（大通事と小通事

併せて 9）から見れば 1名少ない。この 9名の定員は 1661年（寛文元年）から始まったが，何

かの事情で 1702年～1708年（元禄 15年～宝永 5年）は欠員であったのかもしれない。

　一方の「内通事」は，かなり下位に記されていることから下級役人であることが分かる。実際

には，「稽古通事」よりも下位に置かれていた。この「内通事」は，1666年（寛文 6年）に来航

唐船の宿泊制度（宿町付町制） 4） を改めた際に，ある程度中国語による会話ができ，個人的に唐

人の身の回りの世話や荷役の手伝いをしていた 167名を採用し，地役人化したのが始まりである。

この「内通事」には相当数の日本人がいたようで，唐話界の泰斗と称される「岡島冠山」は，こ

の「内通事」出身である。

　また，この「長崎諸役人略図」や 1681年（延宝 9年）頃の長崎の行政組織図 5） の中に「唐通

事」の下に「呂宋通事」，「シャム通事」，「東京通事」などが置かれていることから，当時の唐船

の出港地として，現在のベトナム，マレーシア，タイなどの東南アジア諸地域があったことも分

かる。

　江戸時代に長崎の行政組織の中に設置された唐通事の役割は，時代によって変化している。設

置当初は，対外貿易が自由に行えた時代で，来航唐人と地縁や血縁で結ばれた長崎在中の中核的

な唐人を役人化することで，幕府が長崎における唐船貿易を掌握すると同時に長崎における唐人

社会をも掌握しようとしたためであった。その後，1688年（元禄元年）の唐人屋敷開設を経て，

唐船貿易の統制と宗教の検視等の行政的業務が中心となり，さらに，正徳新例 6）（1715年）以降

は，唐通事に唐人との間で通商の契約を結ばせ，唐通事の署名捺印を施した「信牌（長崎通商照

票）」を持参した船に限って日本での貿易を許可したという，言わば唐船貿易統制の実権を握っ

ていた「通商官」でもあった。

　唐船貿易の統制と検視という点においては，幕府の対外政策に対する違反を規制するため，来

航唐船に関する取締一切を執行し処理をした。実際にどのようなことを行ったのかその一部を唐

通事の教本である『譯家必備』の「唐舩入港」に見てみる。
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　唐船が港に入り，唐通事が役人と共に船に乗り込み，無事到着や時候の挨拶などを交わした後，

通事と来航唐人との会話である。（実際はこのように会話体ではないが，理解を助けるため話者

毎に書き改めた）

○船上での貿易許可書など確認

頭目上了船你見見頭目頭目坐的所在鋪下席子麼

曉得舖好在那裡

牌照貨冊一併拿出來…貨冊寫好了嗎物件的斤量寫得明白了嗎

老爹看看

這個我們不敢看新例以來這貨冊最要緊不許人家開看你交把我我轉交頭目頭目拿到王府在王

府裡叫我們通事來翻好了才把商人抄去…

奉行所の役人が船に上がって来たら会うように。役人が座る場所には敷物があるか。

はい，あそこに敷いてあります。

信牌と積荷帳を出しなさい…積荷帳はちゃんと書いたか，品物の量ははっきり書いたか。

通事様，ご覧ください。

これは我々が見るわけにはいかない。正徳新例以降この積荷帳が最も大切で，他の者が

開いて見ることできないのだ。お前が私に渡し，私が上役に手渡し，そこから奉行所に

届け，奉行所で我々通事が翻訳した後にはじめて商人がそれを写して…

○船上での禁令の伝達

你們躧銅板念告示告示掛在大桅底下財副你去念起來把大家聽聽也要仔細不要糊塗你們眾人

聽告示留心聽聽不要胡亂看東看西說說笑笑頭目看見在這裡沒有規矩不好意思

晚生曉得了

當下財副高聲念起來說道諭唐山併各州府船主及客目捎等知悉…

踏み絵をしなさい。告知を読みなさい。告知板は帆柱に掛けてある。脇船頭が皆に読み

聞かなさい。ちゃんと読み，読み方がいい加減ではならない。他の者も聞く時は心して

聞き，よそ見や談笑していてはならない。検使にけじめがないと見られてしまうと格好

がつかない。

承知しました。

その時，脇船頭が大きな声で，唐山ならびに各地の船主及び船客に諭して知らしめると

読みはじめ，…

　踏み絵をさせ，上陸に当たって帆柱に掛けた告知板に書いた禁止事項を読み聞かせる場面であ

る。このように，通事は唐船の入港と同時に検使と一緒に唐船に乗り込み，船員の上陸許可や積

荷確認等に関する通訳や実務を行ったのである。李献璋（1990）に入港時の手順とさらに唐通事
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の詳細な職務内容が挙げられているので引用する 7）。

彼らは唐船が入港すると，乗りこんで禁令を伝達した上，違法の有無を検査して奉行所に報

告し，同時に来航船主の要望をも取り次いで，奉行所の指示を執行する。具体的は検視・荷

役に立会い。違反者の召還・連行，審問の通訳，文書の和解，上陸・出航の許可や宿などの

滞在生活の管理，商品売買の介在，及び奉行の諮問に応じて慣例・意見の具申，渡来人物の

接待や案内，軽犯罪者や金品の預かりまでした。

延宝 6年 9月に一時唐通事に帯刀を許したのもその職務の権威と関係があるかと思われる。

来航唐船の事ばかりでなく，唐通事は唐船貿易を統制する以上，貿易に依存する船宿，及び

来航明商の参加する祭祀行事をとおして住宅唐人を，また唐船の菩薩揚げ，祈祭・寄進や渡

来唐僧のことをとおして唐寺をも支配している。通事をはじめ唐船・唐人関係諸役職の任用

と推薦・考査を掌握していたのは言うまでもない。このように通事は，中国商人が用事万端

を接触する窓口であり，彼らの利害を左右する直接的な役で，…

　先に挙げた『譯家必備』には，唐船が入港から出港するまでの事柄や長崎滞在中の生活，例え

ば，「唐船進港，修船，開船，領牌，口外守風，本船起貨，請庫，講價，對帳，拜馬祖，上墳，

身故，護送日本難人，牽送飄到難船」等，で必要とされる中国語会話を学習するように編まれた

もので，その内容から唐通事の業務内容を詳細に知ることができものである。唐船の入港から出

帆までの順，特に，積み荷の荷揚げ，入札など商取引の手順は，山脇禎二郎（1995）に詳しいの

で参照されたい 8）。

　通商関係以外では，江戸時代，幕府は，長崎における唐人の犯罪については，属人主義を採っ

ており，原則として刑罰を加えず，唐人の喧嘩等などの処理を唐通事に任せていた。

　このように唐通事は，来航唐船の検視，唐人滞在中の貿易業務，生活管理等々，言わば，来航

唐人に関わるすべて幅広く関与していた。

3．唐通事の中国語の種類

　唐通事は，その業務を果たすために，どのような中国語を習得し，また使用したのであろうか。

　唐通事が勤めた通訳としての重大な役目は，長崎に来航した唐船の船主や荷主との通商上の通

訳や長崎滞在中の唐人の管理上必要な通訳であった。来航唐人などが使っていた言葉について，

中嶋（2015）で次のように述べている 9）。

中国人の海商にとっては，東・南シナ海の海域はわが庭も同然であって，平戸，長崎，呂宋

（ルソン），東京（トンキン）などでは「南京官話」が共通語となっていた。この言語は，江

浙地区はもちろん福建沿岸の諸都市（福州・漳州・厦門等）にも通用していた。閩語地区で
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は，官話を使用してはいるが，その発音は自分の閩語のなまりを相当程度混入させながら話

していた。このような地方的な変種までもがひっくるめてその当時「官話」と称されていた

のである。南京官話は，明帝国の首都が南京から北京に遷都（1421年）して後も，約 220

年近く発展し継続する中で明代官話となり，国家語の地位を得ていた。「官話」とは，官場

（官界）の言語，即ち公用語という意味であり，政府官員が中国全土で施政を行うのに用い

た言語である。

　山本紀綱（1983）でも同様のことを述べている 10）。

18世紀末寛政期の長崎唐通事と唐商たちは，相互の共通語として，語法語彙はできるだけ

官話を主用したものの，その発音はアモイ方言音，福州方言音，それに蘇州方言音のなまり

が混用されるブロークンな発音が通用していたようで…

　当時，来航した船は，「口船・中奧船・奧船」 11） と分類さていたが，中国南部が殆どであり，

中国以外では，現在のベトナム，タイ，マレー半島，ジャワなどもあったが，その船主や乗組員

は，中国南部出身者であったことから，やはり中国の南方方言を操れることが要求された。その

方言には「南京方言・福州方言・漳州方言」の 3種類があり，言葉という意味の「～口」という

文字を加えて，それぞれ「南京口・福州口・漳州口」と呼ばれた。一人の通事がこの 3種類の方

言をすべて習得していたのではなく，それぞれの家系に専門の言葉（口）があり，それを言わば

「家職」として世襲していったのである。代々継承されてきた言葉と，時として実際の業務で必

要とされる言葉については，『唐通事心得』に次のような部分がある。

有一個漳州通事年記不過二十一二歲…這幾天到我家裏來學官話他的主意自己雖然會講漳州話

有公幹出去見了外江人說話不大通的時節，縱或有膽量敢做敢為會得料理事情也是礙手礙腳未

免做得不停當了所以他學官話…

21，22才位の漳州口の通事がここ数日私の所に官話を習いにきております。この通事の

考えでは，自身は漳州語はできるのですが，公務で外江の人（長江下流域の人）と会って

あまり話が通じない時は，度胸でもってやれば，なんとか事を処理できるのですが，どう

しても手間取ってしまい，スムーズにいかないと言わざるを得ない。そこで官話をならう

ことにした…

　「家職」としての言葉は「漳州口」ではあるが，それだけでは不十分で「官話」を習得する必

要があった。それはすなわち「南京官話（南京口）」が来航唐人との接触において「福州口・漳

州口」よりも共通語としての性格を有していたことを意味すると考えてよいのではないか。

　通事には定員があり，特に次に挙げる 1661年（寛文元年）以降は，「大通事 5，小通事 4」が
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定着し，唐通事解散まで継続された。この九家を「訳司九家」と呼ぶ。

1661年（寛文元年）唐通事の構成

 大通事　頴川藤左衛門　　　漳州口

     彭城仁左衛門　　　福州口

     柳屋次左右衛門　　南京口

     陽惣右衛門　　　　南京口

 小通事　林甚吉　　　　　　福州口

     林道栄　　　　　　福州口

     東海徳左右衛門　　南京口

     頴川藤右衛門　　　漳州口

     西村七兵衛　　　　漳州口

　大通事 4，小通事 5が定員であり，漳州口 3，福州口 3，南京口 3と均衡がとれており，この

比率は，時代によって多少の増減が見られるが，唐通事の解散までこの割合が保たれるように調

整されたようである。

4．唐通事の中国語習得

　唐通事は，如何にして祖先から伝えられてきた専門の言葉（口）を習得したのか。江戸時代初

め，唐通事に任命された馮六をはじめとする鎖国以前から長崎や九州地方在住の唐人は，1639

年（寛永 16年）鎖国令完成に伴う帰国希望者の出国と新規或いは再来日の禁止によって土着化

せざるを得なくなった。日本人配偶者との間に生まれた子孫たちは，世襲すべき専門の言葉（南

京口など）を「父子口伝」が可能であった二代目や三代目は，辛うじて日常生活で中国語を使用

していたとしても，その後は，日本社会への同化が一段と進み，業務で使用する言葉は，すでに

母語ではなく学習の対象となっていたと想像するに難くない。

　当時の書物や唐通事が編輯し使用した教科書などにその状況が見て取れる。例えば，唐通事の

使用した教本『小孩兒』の次の部分から，日常生活で使用している言葉は，日本語であって唐話

でないことが明白となる。

在我的背後講日本話的時節鬼話連天只管多嘴一日到晚總是不住口臉皮鐵也似厚若說起唐話來

不但是臉皮薄像个耳聾口啞一般閉住口在那里…（下線は筆者が付けた，以下同じ）

先生が見ていないところで日本語を話す時は，嘘やでたらめを重ね，余計なことばかり口

にして，一日中しゃべりっぱなしである，面の皮が鉄のように厚い，なのに唐話を話し出

すと，面の皮が薄く，ずっと口をとじたままである
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　唐通事は，学習の対象となった唐話をどのようにして習得したのだろう。同じ『小孩兒』から

唐話を勉強するための「塾（学校）」に通っていたことが分かる。

我和你說你們大大小小到我這裡來讀書先不先有了三件不是的事情等我分說一番把你們知道你

們須要牢牢地記在肚裏不要忘記原來人家幼年間到學堂讀書不是學人不正經要是學好的意思…

我這里就是學堂因該正經些不該亂七八糟只管放肆…

先生はお前達に話しておきたいことがある。お前達は大きな子も小さい子も私のところに

習いにきているが，まずもってしてはならないことが三つある。それを分かりやすく説明

するのでしっかりとおぼえておきなさい。そもそも幼い頃から学校に通って勉強するのは，

不真面目ではなくしっかりと勉強しないといけないのだ。…私のところは学校なので当然

真面目にするべきで，無茶をしたり無作法であってはならい…

　では，学習を開始する年齢はどれくらいだったのか。雨森芳洲の『橘窓茶話』では次のような

文があるのである程度の年齢は判明する 12）。

通詞家咸曰唐音難習之當七八歳為始殊不知七八歳則晩矣…

通事家は皆口を揃えて，唐音は習うのが難しく，7，8才から始めねばならない。7，8才

でも遅いかもしれない…

　学びの対象となった唐話は，7，8才から家庭教育として伝授されたり，塾（学校）に通って

身につけねばならなかったのである。

　次のどのような教材使って，どのような手順で教育がなされたのかを見てみる。

　武藤長平（1926）が教材と手順について詳述しているので引用する 13）。

長崎に於ける唐通事の支那語稽古の順序を略説するが，唐通事が最初に発音を学ぶ為に『三

字経』『大学』『論語』『孟子』『詩経』等を唐音で読み，次に語学の初歩即ち恭喜，多謝，請

坐などの短き二字を習ひ，好得緊，不曉得，吃茶去などの三字話を諳んじて更に四字以上の

長短話を学ぶ，その教科書が『譯詞長短話』五冊である，それから『譯家必備』四冊『養兒

子』一冊『三折肱』一冊『醫家摘要』一冊『二才子』二冊『瓊浦佳話』四冊など唐通事編輯

にかゝる写本を卒業すると此に唐本『今古奇觀』『三国志』『水滸伝』『西廂記』など師に就

きて学び進んで『福恵全書』『資治新書』『紅楼夢』『金瓶梅』などを自習し難解な處を師に

質すといふのが普通の順序である。

発音　→　日常会話（常套句）→　中級読物（通事業務に必要な内容も含む）→　中国の読
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物（文学作品など）

という順は，使用する教材はともかくとして，手順・方法は，現在と大差がない。

　「唐通事編輯にかゝる写本」とは，つまり唐通事自らが編輯した教本である。長崎に現存する

唐通事編輯の教材は 20種以上あり，そのなかでも『譯詞長短話』と『譯家必備』は，その書名

からも明らかなように「訳詞」・「譯家」，つまり唐通事のために編まれた教本であり，特にこの

2種類が重宝がられ，これを修了することが肝心であったと言われている 14）。

　このように 7，8才から唐話の学習を始め，一定の学力を習得すると，15，6才で通事の最下

位「稽古通事」となり実務経験を積み，上位へと昇進していくのであった。

5．明治時代初期の唐通事の動向

　1868年（慶応 4年）明治維新政府が成立し，幕藩体制が崩壊するとともに長崎の幕府支配も

終焉を迎え，その前年の 1867年（慶応 3年）長崎の地役人であった唐通事も解散するに至った。

　唐通事の中には新政府に召し抱えられ，裁判所の翻訳方，政府（外務省）の訳官になる者がい

たが，1871年（明治 4年）外務省内に官立の語学学校として設置された「漢語学所」では，教

師は，唐通事出身者から任用され，また生徒の多くも唐通事の子弟であった。例えば，1870年

（明治 3年）に任命された 7名の漢語教師は，鄭永寧，葉（頴川）重寛，葉雅文，蔡祐良，周道

隆，張（清河）武雅，劉（彭城）中平［（　）内は日本姓］などその名からも明らかなようにす

べて唐通事出身者である。

　「漢語学所」が外務省内に設置された理由は，日本と清国との間に国交を開くことになり，そ

の通訳や実務を担当する中国語要員の養成が必要となったためである。この時から当時の中国語

は，「唐話」から「漢語」という名称に変更された。

　この「漢語学所」は，1873年（明治 6年）「東京外国語学校漢語科」となるが，そこでも教師

と多くの生徒は，唐通事出身者とその子弟であった。

　この「漢語学所」と「東京外国語学校漢語科」で唐通事出身者である教師が教えた漢語（中国

語）は，当然，南方方言の「南京官話」であった。そして，教材も江戸時代に唐通事が使用した

ものを使った。この状況については，六角恒廣（1988）にある中田敬義の懐旧談を引用する 15）。

一番はじめにアイウエオ，カキクケコを習はされた。今考へてみると変な話だが，そこで音

を直すといふのだつた。『三字経』を支那音で習つた。それから『漢語跬歩』といふ三冊ほ

どの黄色い表紙の本を習つたが，これは単語だけ並べたものだつた。それから進んでは，長

崎唐通事の使つてゐた『二才子』とか『鬧裏鬧』とか，『訳家必備』とかいふような写本類

を使つた。いまひとつ，なんとかいふ名であつたか忘れたが，船から長崎に上陸したときの

ことを書いたものであつた。これは進んだ方であった。
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ここ（東京外国語学校漢語科）に入ってからは以前（漢語学所）とはちがひ，「今古奇観」

をすこしづつ支那語で教はり，また作文は日本の官庁の布達とか告示とかを支那の吏牘文に

訳したり，また上海の申報などの記事の散文を日本文に翻訳するといふようなことをした。

これはみんな頴川氏の担当だったから，長崎風の発音で教へられた。

（　）は筆者が付加した。

　「漢語学所」，「東京外国語学校漢語科」いずれも南京官話を唐通事時代の方法で教育されたこ

とが分かる。

　1873年（明治 6年）4月，日清修好条規が批准されて，日清間に正式な国交が開かれた。この

批准以降，北京政府との外交事務上の要請から，また，北京官話が中国の共通語の性格を持つこ

とから，日本で北京官話の教育が必要となり，東京外国語学校では，1876年（明治 9年）9月か

ら北京官話の教育が実施されるようになった。北京官話に関する教材がない中で，教材として使

用されたのは，1867年にロンドンで出版された北京駐在公使を務めたトーマスウェード

（Thomas Francis Wade）の『語言自邇集』である。

　これを境に教育の現場では唐通事時代の南京官話から北京官話に切り替えられたのである。

　先に挙げた中田敬義は，1876年（明治 9年）外務省留学生として在北京日本公使館に派遣され，

北京官話を学習する機会を与えられている。

　幕末期に唐船来航の激減を踏まえて，英語学習に転じた唐通事がいたことやアヘン戦争以降，

欧米の船舶は広州，厦門，上海等の港を拠点とし，日本に来航する船には通訳としてその地の中

国人を乗せていたことから，欧米諸国の船との交渉に唐通事が当たったこと等々，幕末期の唐通

事たちの動向は様々であったことを付け加えておきたい。

6．ま と め

　江戸時代，地役人として長崎における唐船貿易・唐人の管理監督業務を遂行した唐通事が必要

とした唐話は，来航船の起帆地であった中国南方の方言，南京官話・福州語・漳州語であった。

　唐通事が日本に同化することにより，唐話は，業務を遂行するために学習し習得しなければな

らない言葉となった。

　この学習過程で使用された教材，方法が明治時代初期に外務省内に設置された「漢語学所」や

「東京外国語学校漢語科」で教師に任用された唐通事出身者によって継続して利用された。明治

維新から 1876年（明治 9年）の北京語教育への転換までの 9年間ではあるが，この時の中国語

教育は，「唐通事出身者によって，唐通事の教材で，唐通事の発音で」行われたのである。
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注　　釈

1）遠山美都男『古代王権と大化改新』P 303に次のような説明がある。
古代において曰佐（訳語）をカバネとする氏族が見られる。曰佐は訳語・通事の訓であって，
曰佐という字は「曰フヲ佐ケル」という訳語・通事の職掌からの着想なのであろう。曰佐は集
団を統率した首長を意味するオサに通じる。それは統率する集団を代表として外部の集団との
交渉を行った首長の権能と，異民族の言語を解し，話すことができる訳語・通事の能力とが合
わせてとらえられた結果である。

2）杉本つとむ『長崎通詞ものがたり』P 9
3）長崎県史編集委員会『長崎県史対外交渉編』吉川弘文堂　1986．「行政機構」折込図表参照
4） 1666年（寛文 6年）から実施した来航唐人の宿泊と貿易業務の担当制度。長崎のすべての町
が順番で，町単位で来航唐人を宿泊させ，貿易業務を担当した。

5）長崎県史編集委員会『長崎県史対外交渉編』吉川弘文堂　1986．「行政機構」折込図表参照
6） 日本の主要輸出品である銅の不足，輸入品価格の高騰，抜け荷防止のために新井白石の主張で

1715年（正徳 5年）から実施した来航唐船を制限する新令。1年間の入港定数を 30艘に限定
し，唐通事の名で発行する「信牌（長崎通商照票）」を給付した商人に限り入港を認めた。
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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.

  Various subjects are learned related to Japanese language, education and Japanese culture 

in the Course, but do the graduates utilize enough knowledge and skills in their present jobs in 

their social service?

  We made an interview research for graduates, and analyzed the collected data using 

M-GTA (Modified Grounded Theory Approach).

  The result shows that ① The graduates have been hoping to become Japanese Teachers 

since their high school years. And they repeat an effort. ② Occupational consciousness is 

considerablystrong in comparison with other specialty. ③ They acquire, in the Course, 
“Communicative Competence” “Human Power” “Japanese Expression Ability”, which are 

helpful for their occupational liife or for their social life, even if they do not take a position of 

Japanese Teacher.

  It is hoped that the graduates play an active part in the society as a global talented person, 

utilizing fully their competence or ability acquired in the Course.

は　じ　め　に

　大学の日本語教員養成課程修了生の大半が日本語教員に就くわけではないことは，すでに何度

も触れてきた（中川 2015a, b, 2016a, b等）。修了生は，日本語教員に就かずとも，社会の様々な

職域で，課程での学びを活かして社会貢献を果たし，グローバル人材として活躍していくことが

期待されている（中川 2016b）。また（異文化・対人）コミュニケーション能力や日本語教授に

関する十分な見識を備えた「在野の」日本語教員として，グローバル社会の実現に寄与していく

ことが目指される。

　では修了生は，課程（大学）入学当初においては，どのような思いで課程を選択し，課程で何

を学んだ（受容）のか。また課程での学びを通していかに変容していくのか。

　当初日本語教員に就くことを志望し，課程を選択したはずなのに，日本語教員に就かないのは

なぜか，また日本語教員に就かずとも，他の進路を選択したとして，課程での学びがそれぞれの

職域で活かされているのか。

　こうした課程での学びを知ることは，課程のカリキュラム編成や授業シラバスの作成の参考に
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なる。

　本稿でも，前稿同様，修了生にインタビュー調査を実施し，M-GTA（Modified Grounded 

Theory Approach）を用いて分析する。インタビュー内容を概念化することによって，課程での

学びの構造を考えてみたい。本稿では，修了生の課程での学びのうち，課程入学前と入学後の学

び，すなわち日本語教育観の受容を中心に分析を進めていく。

　本稿は，平成 25年度～平成 27年度科学研究費補助金基盤研究（Ｃ））「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／（研究代表者：中川良雄，課題番

号：25370607）の研究成果の一部公表である。

1　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としての活躍

1.1　日本語教員養成課程修了生の社会貢献

　日本語教員養成課程修了生は，いかに社会貢献できるか，この問いに対して，中川（2016a, 

b）では，修了生のインタビュー・データをM-GTAを用いて分析し，下表のような概念を抽出

した。

社
会
貢
献

概　　念

日本語を武器とした
社会貢献

外国人とのコミュニケーション

日本語を教える

親善大使

地域ボランティア

　そして，

　日本語教員養成課程修了生は，課程で身に付けたコミュニケーション能力を武器として，

社会のあらゆる職域で社会貢献を果たしている。日本語教員はもとより，一般企業に就いた

場合であっても，コミュニケーション能力は，仕事展開においても，社会生活においても最

大限に発揮される。

　出身地域や職域によっては，日本語教育ボランティアや外国人との接触場面で，大いに能

力が活かされることもあるが，修了生には，自分にコミュニケーション能力が付いているこ

と，そしてそれが武器となっていることに気付かずじまいになっていることが多い。修了生

には，課程でコミュニケーション能力をはじめとする，異文化能力や日本語教授能力，対人

関係能力などの専門性を身に付け，社会貢献が果たせるに足る資質や能力を備えていること

に自覚と誇りがほしい。
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との結論を得た。

1.2　日本語教員養成課程修了生のグローバル観の形成（中川 2016b）

　中川（2016b）では，日本語教員養成課程修了生へのインタビュー・データを，M-GTAによ

り分析し，次のような概念を抽出し，修了生がグローバル人材として活躍できる可能性を探った。

グ
ロ
ー
バ
ル
人
材

カテゴリー 概　　念

グローバル・
コミュニケーション

コミュニケーション能力

言語コミュニケーション能力

異文化コミュニケーション能力

対人コミュニケーション能力

世界観の形成
留学

人間関係調整能力

日本人性 自己認識

グローバル観の形成 課程での学び

　日本語教員養成課程修了生がグローバル人材として活躍できるか」の問いに対してイエスと答

えたい。課程では，コミュニケーションを中心とした様々な学科目を学ぶが，それらは決して机

上の学問ではなく，外国人との対人コミュニケーションや異文化コミュニケーションを通じての

グローバル・コミュニケーションである。

　課程の修了生（在学生）は，留学生との接触，留学，語学学習などを通じて世界観を形成

し，人間関係調整能力を獲得していく。ここで重要なのは，日本人性の発動であり，自己認

識を重ねながら，世界と日本の懸け橋としてグローバル性を発揮する。

　課程での学びは，こうした土壌での学びであり，好きで選んだ道である故，グローバル観

の形成に拍車がかかると言える。

　すなわち日本語教員養成課程修了生は，たとえ日本語教員に就かずとも，課程での学びを通じ

て，社会の様々な領域で社会貢献を果たし，グローバル人材として活躍していくことが期待され

ている。

　ではその学びの形成は，果たしていつから起こり，さらに募る思いとして，修了生に育成され

ていくのだろうか。また課程での学びの過程で，どんな変容が生じるのか，インタビュー調査に

より明らかにしていくことが本稿のねらいとなる。
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2　調　査　研　究

2.1　調査協力者

　今回分析対象としたのは，中川（2016b）同様，次の 20名（Ａ～ T）のインタビュー・データ

である。

　20名を対象に 30分～60分程度の対面式半構造化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。

表 1　インタビュー調査にかかる調査協力者

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大学日本語教員養成課程（主専攻）2010年 9月修了
修了後の職業：日本語学校日本語講師を経て，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大学日本語教員養成課程（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

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大学日本語教員養成課程（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法人職員（小
学校での日本語授業担当）
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調査協力者K
K大学日本語教員養成課程（主専攻）2006年 3月修了
修了後の職業：台湾での日本語教師（2年），東京での会社勤務（4年半），
ロシアでの日本語教師（2年）を経て，現在国内日本語学校にて日本語教師

調査協力者 L
K大学日本語教員養成課程（主専攻）2006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，現在メキシコ国内大学日
本語学科長

調査協力者M
K大学日本語教員養成課程（主専攻）2006年 3月修了
修了後の職業：タイ国大学日本語講師，日本国内にて店員を経て，現在水産
会社社員

調査協力者N
K大学日本語教員養成課程（主専攻）2012年 3月修了
修了後の職業：浜松市多文化共生事業実行委員会事務局支援教室指導員，独
立行政法人国際協力機構日系社会青年ボランティア日系日本語学校教師

調査協力者O
K大学日本語教員養成課程（主専攻）2012年 3月修了
修了後の職業：メキシコ国日本語学校講師

調査協力者 P
K大学日本語教員養成課程（主専攻）2007年 3月修了
修了後の職業：ベトナムでの日本語教師，日本での会社勤務を経て，現在日
本語学校講師

調査協力者Q
K大学日本語教員養成課程（主専攻）2007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，現在飲食業

調査協力者R
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：病院受付

調査協力者 S
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：会社員

調査協力者T
K大学日本語教員養成課程（主専攻）2006年 3月修了
修了後の職業：タイ国大学での日本語講師を経て，現在，セラピスト（リラ
クゼーション・マッサージ店を個人で経営）

2.2　調査内容

　調査者と調査協力者の対面によるインタビューを実施で，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）を紙面で伝え，了解を得た。

　調査内容は，中川（2015b, 2016a, b）で示した 9項目のうち，本稿では，次の項目を分析対象

とした。

　【分析対象インタビュー項目】

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。

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。
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2.3　分析方法

　上記により得られたインタビュー・データは，前稿同様，M-GTA（Modified-Grounded Thery 

Approach）を用いて分析し，概念を州出する。ここで得られた概念こそが，日本語教員養成課

程修了生の「学び：受容と変容」を理論化するに，もっとも顕在化されたものであると考えられ

る。

3　インタビューの分析

　本調査は，日本語教員養成課程の修了生が，課程への入学前から課程への入学を通じて，課程

での学びをいかに受容し，いかなる変容を遂げていくかを知ることに主眼が置かれる。以下，イ

ンタビュー項目の分析に当たっては，「入学前」「入学後」に分けて，それぞれの時点での思いか

ら概念を抽出していく。課程修了後の「変容」については，次稿で取り扱う。

3.1　入 学 前

概念①：日本語教員（データ番号Ａ①）

　今回インタビュー調査した調査協力者 20名のほとんどが，当初から日本語教員になりたいと

の思いから課程を選択している。

　そのきっかけとして，高校生のときにＴＡの先生が日本語を学ぶ姿に感化された（調査協力者

Ｈ，Ｏ，Ｑ），同級生の外国人留学生の日本語学習に接した（調査協力者Ｔ）りしたことが大き

い。

　また高校時の留学（長短期）にホームステイ先で日本のことを聞かれた（調査協力者Ｍ）り，

留学先で日本語教育に接した（調査協力者Ｔ）りするなど，異文化との接触が，日本語教育への

関心に向かわせるきっかけとなっていることをまず記しておきたい。

　このような強い動機を持って日本語教員養成課程に入学してきた学生は，初心を貫徹して日本

語教員に就いたのか。はたまた初心を貫徹できない理由があったのか，後に改めて議論する。

概念②：国際性（データ番号Ａ②）

　国際的な仕事をしたいとの希望から課程を選択した者もいる（調査協力者Ａ）

概念③：教員志望（データ番号Ａ③）

　英語や国語の教員に就きたい（調査協力者Ｂ，Ｃ，Ｉ）と考えていた者もいるが，高校生に

とっては，まだ日本語教員に関する知識は薄いであろう。

概念④：言語学習（データ番号Ａ④）

　日本語教員養成課程を選択した理由として，「異文化との接触」があることを先に見たが，留
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学経験から，現地の人たちの日本語学習に興味を持ったり，ホストファミリーから日本語を聞か

れたりしたことから日本語を聞かれたりした（調査協力者Ｒ，Ｓ）。

　このように日本語教員旺盛課程を選択者きっかけを探っていくと，異文化や他者との接触が大

きな要素となっていることが分かる。すなわち日本語教育とは，学習者すなわち人を対象とした

領域であるため，「対人関係」が重要視されるものと推測される。

3.2　入 学 後

概念⑤：期待通り，すべて満足（データ番号Ｂ①）

　日本語教員養成課程修了生の多くは，課程での学修が，入学当初に寄せていた期待通り，ある

いはそれ以上であると語る。強い志望を持って入学したので，多少の難しさも苦にならない（調

査協力者Ｆ）。その背後には，もともと興味があったのでできた（調査協力者Ｑ）という意見は

頼もしい。

　実習がたくさんあったのも，期待通りである（調査協力者Ｐ）。

概念⑥：道が険しい（データ番号Ｂ②）

　日本語教員を志望し，課程に入学したものの，日本語教員になる道は険しいと感じるケースも

少なからずある。

　その理由として，予習もせずに授業に臨んだら，授業が分からなくなった（調査協力者Ｉ）と

か，サークルに力をいれるようになった（調査協力者Ｔ）があるが，いずれも修了生（調査協力

者）に起因する問題ではあるが，授業担当教員も心しておかなければならない。

概念⑦：理論と実践（データ番号Ｂ③）

　修了生が，当初の期待とは相違すると戸惑う原因として，「理論と実践」との葛藤が考えられ

る。

　実践ばかりやるものだと思っていた（調査協力者Ｂ）という意見もあれば，反対に，想像以上

に実習の時間が多かった（調査協力者Ｈ）とか，日本語の意味や使い方に興味があった（調査協

力者Ｓ）との意見もある。

　他の多くの人文系専門と同様に机上の学問であると考えていたようだが，日本語教員養成では

「実践能力」の育成が重視される。

概念⑧：努力（データ番号Ｂ④）

　高い理想を抱いて，日本語教員養成課程に入学したものの，ごく初期の段階から理想を打ち砕

かれるような日本語教育・日本語教員の現実を知らされる。しかし強い意志と努力で厳しい現実

を克服したケースもある（調査協力者Ｍ）。
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表 2　日本語教員養成課程修了生の学びの概念

時期 No. データ番号 概　念 定　　　義

入学前

① A① 日本語教員 最初から日本語教員になりたかった

② A② 国際性 日本語教師は国際的な仕事

③ A③ 教員志望 英語や国語の先生になりたい

④ A④ 言語学習 他者の言語学習がきっかけ

入学後

⑤ B① 期待通り 期待通りで満足，頑張れる

⑥ B② 道が険しい 日本語教員になるのは，予想外に難しい

⑦ B③ 理論と実践 理論と実践の葛藤

⑧ B④ 努力 険しい道の，努力することで克服

4　日本語教員養成課程修了生の学びの受容と変容

　上表より，日本語教員養成課程修了生の学びの概念をまとめると，次のようになる。

学びの受容

カテゴリー 概　　念

職業観

日本語教員

国際性

教員志望

道が険しい

努力

全てが役に立っている

愛着

お　わ　り　に

　日本語教員養成課程修了生の多くは，入学時より日本語教員を志望し､ 入学後も勉学に勤しん

でいると言える。日本語教員を志望したきっかけはどうであれ，他の専攻に比してかなり職業意

識が強い。

　入学前に日本語教育にどんなイメージを抱いていたかは知るよしもないが，多くは入学前の期

待に反することなく，学びを受容して深めていく。ある場合には，やや期待に反することはあっ

ても，当初の目標を見失うことはない。

　課程での学びを深めていくうちに，ますます日本語教育への思いを高めていく場合もあれば，

他の分野への魅力を発見する場合があるかもしれないが，それはそれで日本語教育がきっかけと

なって，新たな自分が発見できたのであればいっこうにかまわない。要は，日本語教員養成課程

での学びが，人間性の獲得と成長に寄与できるのであれば，課程の使命は果たしていると言える

28 日本語教員養成課程修了生の学び



であろう。

　課程の修了生が，課程修了後，何を学んだかについては，次稿で詳細に分析する。
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【付　分析ワークシート】

データ番号 Ａ①

概念名 日本語教員

定　義 最初から日本語教師になりたかった

バリエーション
（具体例）

調査者：日本語学科に進学した理由。
調査協力者：もともと高校生のころから日本語教師になりたいと思っていたので，日本
語教師になれると思ったので選びました。

（調査協力者Ｅ）

調査者：Ｆさんは専門学校へ行って，専門学校で日本語教育を専攻したのかな。それか
ら外大へ編入してきたと。まず最初の専門学校でそういう専攻を選んだ理由ってあ
るんですか。

調査協力者：もう日本語教師になりたくて。
調査者：なりたいというきっかけは，どこで学んだのですか。
調査協力者：きっかけは，えーと，高校生の頃に，たまたまテレビを見ていたら，あ
のー，海外で頑張る外国人みたいなテレビ番組があったのですね。その中に，日本
語教師ではなかったのですけれども，日本人に日本語を教える日本人みたいな人が
出てきて，それを何気なく見ていたら，お神輿って何だろうっていうシーンがあっ
て，海外ではお神輿なんて分からないのか，見たこともなくて，見たこともなけれ
ばしたこともないってことを知ったときに，じゃ，日本人の私は何を知っているん
だろうというのがきっかけです。（調査協力者Ｆ）

調査者；京都外大の日本語学科，つまり日本語教員養成課程ですよね。そこへ入学され
たわけですけれども，日本語教員養成課程を選んだ由ってありますか。

調査協力者：はい。あのー，ずっと前から日本語教師になりたいと思っていたので，あ
のー，大学を選ぶ基準として，養成講座があって，主専攻で勉強できるところをリ
ストアップして探していたので，京都にすごく行きたかった，というのと，その二
つの理由から京都外大を選びました。

調査者：あー，そうですか。その課程に行きたかったというのは，何かきっかけがあっ
たのですか。

調査協力者：うーん，あのー，中学校の時に，中学校に来てたＡＬＴの先生が，アメリ
カ人ですけれど，自分の国の言葉を自分の国の言葉で教えていたのがすごく印象的
で，その時に中学校の進路教育の時間で，あのー，将来どんなふうになりたいとか，
紙に書いたりとか，イメージ・トレーニングするような時間あって。（調査協力者
Ｈ）

調査者：最初に，日本語学科，日本語教員養成課程になるんですが，それを選んだ理
由ってありますか。

調査協力者：はい，えっとですね，三つ日本語教師を目指そうと思った理由がりまして，
まず一つは，高校のときに得意科目だったのが，英語と国語だったので，そこから
うまいこといい部分だけチョイスした仕事はないかなと。

調査者：まさにそうですよね。
調査協力者：思っていたので，もともとはずっと教育のほうに進みたかったので，何か
ないかなと思っていました。二つ目が，たまたまテレビを見ていた時に，外国人が
討論する番組があったんですけども，そこでアフリカ出身の方が，日本でお金を貯
めて，母国で日本語学校を建てたと言っていて，その時には日本語教師という仕事
があるんだなと思って，そこがまずきっかけでした。三つ目が，高校の時にハワイ
に短期留学に行ったときに，ホストファミリーに日本語を教えてくれと言われて，
うまく教えることができず，悔しい思いを持ったまま帰って来たので，そこがなん
とかリカバーする方法はないかなと思っていたので，日本語教師いいなと思って，
選びました。

調査者：じゃ，まあ，日本語教師志望だったんだ，最初からね。（調査協力者Ｉ）
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調査者：それじゃ最初の質問ですけれども，京都外大の日本語教員成課程を選んだんで
すけどね，それを選んだ理由ってのはありますか。

調査協力者：理由は，えーと，そうですね，高校生のときに，進路を考えていた時に，
「職業から探す進路」というような本を見まして，その中に日本語教師という仕事
があったんですね。で，私は日本語教師，それまで正直知らなかったんですけど，
その本を読んで，日本語教師も選択肢として考えたんですけど，日本語学という方
に先ずは興味を持って，それから，そうですね，ちょっと勉強したいという気持ち
が芽生えて，日本語学勉強するなら日本語教師という選択肢が一つあるかなという
のを考えて，養成課程を取りました。まあそれを考えているときに新聞で，浜松に
は外国人の子供がいて，あのー，日本語に困っているという記事を読んだりもして。
（調査協力者Ｊ）

調査者：じゃ，京都外大の日本語学科を選んだんですが，選んだ理由ってありますか。
調査協力者：選んだ理由。そうですね，えっと，日本語教育の資格を取れるというか，
えー，そういう科目が勉強できる学科を探していて，で，ほかに，京都外大の他に
名古屋の外大を受験して，両方とも合格したんですけれど，京都，まあ来たことが
あるという理由で選びました。

調査者：あ，そうですか。京都にはやっぱり魅力があった。
調査協力者：そうですね。（調査協力者Ｋ）

調査協力者：えー，そうですね。日本語教員になりたかったからですね。
調査者；その，なりたいと思ったのは，何かきっかけがあったのですか。
調査協力者：私がなりたいと思ったきっかけは，高校時代にですね，本当はまあ翻訳と
か通訳をやりたかったんですけども，そこの高校で，国際系の学校だったんですけ
ど，そこにタイ人の女の子が同級生で来たんですけど，その子が「つ」の音が発音
できなくて。

調査者：「ちゅ」に。
調査協力者：「ちゅ」とかまあ「つ」ができなくて，そもそもタイ語に「つ」の音がな
いってことを知らなかったので，一生懸命発音を教えたんですけど，ない音を教え
ることのむずかしさで，どうやって教えたらいいかなってのが，たぶんきっかけだ
と思います。

調査者：ああ，そうですか，不思議に思ったんですね。
調査協力者：はい。私ができるのに，どうやって教えたらいいかって。（調査協力者Ｌ）

調査者：それでは最初の質問ですけれども，日本語教員養成課程を選んだんですが，そ
の選んだ理由ってありますか。

調査協力者；日本語教師の。
調査者：そうですね。外大でコースを選びましたよね。
調査協力者：はい。やりたかったから。
調査者：そのきっかけって何ですか。
調査協力者：えっと，高校のときにオーストラリアに行って，完全に目標としては，英
語が話せるようになりたいというのが目標だったんですけれども，そこで日本の文
化とか聞かれたんですが，話せなかった，英語が話せないというよりも，中身を
持ってなくて話せなかったというのがあって，将来的に英語を勉強するだけじゃな
くて，自分の国のことを理解して，すると他の国のことも理解できるんじゃないか
なと思って，でも海外とはつながっていたい，何の職業に就こうかなといった時に，
教師になりたいというのが思い浮かんで。

調査者：それは雑誌か何かで見たんですか。
調査協力者：その当時なんで日本語教師の仕事というのを知っていたのかなと思うんで
すけど，自分で。本屋か何かで調べたんかな。

調査者：刺激があったんですね。
調査協力者：はい。（調査協力者Ｍ）
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調査者：じゃ最初の質問ですけれど，日本語教員養成課程を選んだんですけどね，その
選んだ理由ってありますか。

調査協力者：高校生のときに，英語のネイティブの先生が学校に来て英語の授業をする
というのがあって，その先生が，高校 1年生の時に来て，高校 3年生の時にも来た
んですけど，3年間いて，最初は日本語も全然話せなかったんですけど，その後，
その―，帰るときに日本語でちょっと短いスピーチをしてて，それにすごく感動し
たんです。で，こういう人たちのサポートができたらいいなとずっと思ってて，
手っ取り早いのが日本語教師だと分かって，日本語教師になろうと思いました。

調査者：そうですか。（調査協力者Ｏ）

調査者：えー，Ｐさんは，日本語教員養成課程を選んだ理由はありますか。
調査協力者：選んだ理由？
調査者：はい。
調査協力者：まあ，単純に言うと日本語教師をしてみたいと思ったから。
調査者：う～ん，してみたいと思ったきっかけはありますか。
調査協力者：え～とですね，中学とか高校の時に，あのー ALTの先生の授業を受けて
面白かったから，最初は英語の先生とかぼんやり思ってたけど，なんとなく ALT
の先生の授業を受けたら，日本語の先生のほうが自然なのかなっと思って。（調査
協力者Ｐ）

調査者：じゃあまず，Ｑさんが日本語教員養成課程を選んだ理由を教えてください。
調査協力者：はい，選んだ理由ですか？
調査者：はい。
調査協力者：えーっと，あの日本語教師になりかったのが一番大きな理由なんですけど
も，どうしてなりたかったかっていうと，高校時代にニュージーランドに行ったと
きに，目の見えないおばあちゃんと話す機会があって，その時にあまり顔が見えな
いから言葉しか自分の気持ちを伝える方法がなくて，ああ言葉ってすごい大事なん
やなって思ってたのが一つと，ちょうどその一か月ニュージーランドに留学してた
んですけど，そこで学校に通うために毎朝その現地の男子高校生のバスに乗らせて
もらってて，その男子高校生の中に，日本語の授業を取ってる子がいたから，毎朝
宿題をチェックしてほしいっていうふうに言われてて，なんかそういうやり取りが
すごい楽しくて，まあ教えるって楽しいなあっと思ったのがきっかけです。（調査
協力者Ｑ）

調査者：日本語教員養成課程を選んだ理由について，
調査協力捨：んー
調査者：教えてください。
調査協力者：高校のときに，えー，とー，海外，短期，研修みたいなので，オーストラ
リアに行って，そこの高校でー，えっと，日本語教師として働いている女性がい
てー，で，その方とこう，接したことで，その，こういう仕事もあるんだっていう，
のを知ってから，えーその，海外で日本語を教えるということに興味がわいて，で，
日本語学科を選びました。（調査協力者Ｔ）

理論的メモ 日本語教師になりたいという志望動機は，いつまで如属するか。
最初の志望動機が持続しない原因は何か。
強い動機づけを持った学生は，どんな学びを展開するのか。
強い動機づけを持って入学してきた学生は，日本語教師に就く確率が高いか。
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データ番号 Ａ②

概念名 国際性

定　義 日本語教師は国際的な仕事

バリエーション
（具体例）

調査者：本学の日本語学科は，日本語教員養成課程ですよね。その養成課程を選んだ理
由は何ですか。

調査協力者：えっと，高校 2年の頃から，将来国際的な仕事をしたいと思うようになり
ました。そのころから進学雑誌を見ていて，日本語教師という仕事のあることを
知ったのですが，日本語教師というのは外国人を相手にするので，まさに国際的だ
と考えました。それで，えーと，今はくかなった広島大学とか，学習院大学とかで
日本語教員養成をやっていることが分かって，京都外大へ来ました。（調査協力者
Ａ）

理論的メモ なぜ国際的だと言えるのか。
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データ番号 Ａ③

概念名 教員志望

定　義 英語や国語の先生になりたい

バリエーション
（具体例）

調査協力者：はい，知っていました。でももともと大学に入るに当たって，日本語教師
になるぞというよりは，なんかけっこうなんか，しかたがないというと言葉が悪い
んですけど，もともと私は教師になりたかったんですけど，でも義務教育の教師を
するのは，ちょっとなんか難しいなあと思っていまして，，……（調査協力者Ｂ）

調査者：それじゃまず，Ｒ大学に入られて，日本語教員養成課程をばれたんですけど，
その選んだ理由ってのはありますか。

調査協力者：選んだ理由ですか。
調査者：はい。
調査協力者：えーと，もともと先生になりたかったというのがありまして，えーーと，
本当は中学の国語の先生になりたくて，大学に行ったというのもあるんですけど，
ちゃんと決めてたわけではなくて，その時に日本語教師っていう仕事もあるってい
うことも知りまして，両方こうあのー，選択できるように，あのー，まだ決めてな
かったので。

調査者：あーそうですか。そうすると，国語の教員免許も持ってらっしゃる。
調査協力者 :持ってます。（調査協力者Ｇ）

理論的メモ 日本語教員について，どこまで知られているか。
学校教育の教員と日本語教員との相違は？
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データ番号 Ａ④

概念名 言語学習

定　義 他者の言語学習がきっかけとなった

バリエーション
（具体例）

調査者：日本語教師というより，日本語学科を選んだ理由ですね。
調査協力者：えっと，英語を何年も勉強したんですけれども，英語と日本語の微妙な違
いというのが，私はすごく納得できなくて，じゃ日本語ってどういう風になってい
るんだろう，私は日本人から英語を習っているけれど，世界の人はどうやって日本
語を勉強しているんだろうってところに興味を持って，日本語学科を選びました。
（調査協力者Ｄ）

調査者：はい。一つ目です。えーと，日本語教員養成課程を選んだ理由を教えてくださ
い。

調査協力者：えーと，たしかー，あたしが高校 2年生の時にー，夏休みの体験というこ
とでー，えーと，ホームステイをしたことがあってー，そのときにー，ホストファ
ミリーが少し日本語に興味を持ってくれたのがきっかけです。（調査協力者Ｒ）

調査者：えーと，まず，日本語教員養成課程を選んだ理由について教えてください。
調査協力者：はい。えー，中学高校とー，えー，アメリカカナダに短期で留学してい
てー，現地の人達から日本語を聞かれて，えー，聞かれることが何度かあってー，
ま，漠然的に日本語教師，日本語教育に興味を持ったのがきっかけです。（調査協
力者Ｓ）

理論的メモ 他者からの働きかけが，日本語教員養成課程選択のきっかけとなった。
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データ番号 Ｂ①

概念名 期待通り，すべてが新鮮

定　義 期待通りで満足，頑張れる

バリエーション
（具体例）

調査者：そういう思いを抱いて，専門学校あるいは大学に進学したんですけどね，当初
の期待どおりでしたか。

調査協力者：うーん，期待通り。そうですね。なりたいと思って行っていたので。
調査者：ひたすら勉強するしかなかった。
調査協力者：そうですね。ちょっと思っていたよりむずかしいというのはありましたけ
ど，特に日本語の授業に関しては，もうやりたいことに必要なことなんだてのは分
かってたので，特にズレはなく，思った通りでした。

調査者：あっそうですか。期待外れのものはなかった，別に。
調査協力者：そうですね。（調査協力者Ｆ）

調査者：あー，そうですか。そのような思いでね，外大というか，日本語教員養成課程
に入って来たんですけれども，その期待と現実とはどうでしたか。いっしょでした
か。

調査協力者：期待と現実ですか。
調査者：大学で勉強することとね。
調査協力者：そうでうね。期待，何事も初めての勉強だったので，あのー，何でしょう。
調査者：期待通りの勉強ができましたか。
調査協力者：そうだと思います。はい。期待というよりも，すべてが新鮮だったという
方が合うと思うんですけど。

調査者：何も知らない状態で入って来て。
調査協力者：そうです。
調査者：学ぶことが新たな項目だったということですね。
調査協力者：はい，そういう感じです。（調査協力者Ｊ）

調査者：そういう期待を抱いてやって来たわけですけれど，当初の期待といっしょだっ
たですか。違っていましたか。

調査協力者：あー，期待通りいえ，というより，期待以上だったと思います。私は地元
が福島県なものですから，田舎の者ですから，京都の生活は楽しかったです。楽し
かっただけでは言い表せないですけど，充実した 4年間だったと思います。

調査者：まあ，生活の面では楽しかったと思いますけれどね。日本語関係ではどうで
しょうか。

調査協力者：日本語関係では，もちろん外国人が多いこともありましたし，それだけ
じゃなくて，ボランティアを 4年生の時に，高校で。

調査者：日本語を教えに行ってたんですね。
調査協力者：そうです，そうです。その高校でボランティアに参加したというのとか，
留学生別科で実習ができたとかいうことはいい経験だったと思います。

調査者：最初からやっていけると思っていた。
調査協力者：できるかどうか，私ははっきり分からなかったです。
調査者：やってみて，想像以上のことができた。
調査協力者：そうですね。（調査協力者Ｋ）

調査者：そういう思いで外大に入って来たんですけども，当初の期待といっしょでした
か。

調査協力者；ええ，そうですね。まあ，文化の先生には，日本には文化はないって言わ
れた衝撃は大きかったですけど。だいたいいっしょでした。

調査者：当初の期待通り勉強できたということですね。期待と一緒だったし，習うこと
もいっしょだったし，思っていたことも違わなかった。（調査協力者Ｌ）
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調査者：そのような思いを抱いて，京都外大へ入ってきたのですが，当初の期待と入っ
てからといっしょでしたか。

調査協力者：うーん，そんなに予想が崩れたとか期待外れだったとかはありません。も
ともと文法も興味があったので，それを詳しく勉強できたりとか，日本語教師のこ
とをもっと知りたいと思っていた，最初のスタートラインは知識は全然なかったの
で，すべてが新鮮でした。（調査協力者Ｏ）

調査者：当時の入る前に期待してたことと，入ってから実際はどうでしたか。同じでし
たか。

調査協力者：難しいね。なんか，あんまり覚えてないな。でも，なんか，えーっと，教
育実習がいっぱいあるとか，いうのは期待通りだったなって感じました。（調査協
力者Ｐ）

調査者：じゃあその入学当初，学びたいと思ってたものと期待と同じでしたか。
調査協力者：そうですね。特にそんなどういうふうに学んでいくかとかは，全然想像も
してなかったから，別にその期待もなかったし，ああこういうふうに基礎を学んで
いくんやと思ってすっと入っていった感じでした。（調査協力者Ｑ）

調査者：当初のー，その日本語教員養成課程，についてなんですけど，当初の期待と，
おんなじでしたか。

調査協力者：えー，そうですね。まぁ，だいたい期待通りだったかなと思います。（調
査協力者Ｒ）

理論的メモ 期待通りだと，勉学に遷延できるか。
卒業時まで，当初の思いを持続できたのか。
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データ番号 Ｂ②

概念名 道が険しい

定　義 日本語教師になるのは，予想外に難しい

バリエーション
（具体例）

調査者：では実際に京都外大に入って，高校の時から思い描いていた内容と同じでした
か。

調査協力者：いや，えー，入学したころは日本語教師になりたいと思っていたのですが，
そうそう簡単になれるものではないこと，えーと，道の険しいことを知りました。
それでだんだん日本語教師だけではなく，他の道を探り始めたのも確かです。（調
査協力者Ａ）

調査協力者：期待よりも自分の能力のできなさに，うーん，ガチンときました。
調査者：ハンマーで殴られたような。
調査協力者：そうですね。それのほうが大きかったです。
調査者：どんな点が能力としてできなかったんですか。
調査協力者：教育というところを全然とらえていなくて，教えっていうのは，日本語が
話せたらいいっていうところから入って行ったので，教えるっていうのはどういう
ことだろうってのがわかりませんでした。（調査協力者Ｄ）

調査者：そのようにして大学に入って来たんだけども，自分の目当てと大学での授業科
目というのは，合っていましたか。

調査協力者：そうですね。あのー，入学した直後は，とても楽しくどの授業も受けてい
たんですけど，一番の目論みが甘いなと，思ったより難しい業界なのではないかと
思ったとこからだんだん自分のモチべーションが下がっていき，逆に周りの友達と
かは，すごく意識高く持っていた，そこにちょっと気後れをしてしまい，だんだん，
うーん，ちょっとどうしよかなと思う日々が進みまして，勉強は楽しかったんです
が，人生これから何の勉強したらいいのかなって思うような日々でした。

調査者：ちょっと違っていた。どういうふうに違っていたんでしょうか。
調査協力者：うーん，ほんとに自分が下調べをほぼせず，日本語学科というので検索を
して，京都外大へ行っても，あのー，ほんとに，ぼんやりとしか描いていなかった
将来だったんですけど，いざ授業行ってみたら，ほんとに，言ってた通り，座って
いるだけではだめなんだと，自分から取りに行かなきゃいけないんだけども，何を
どうしていいか分からず。

調査者：あまりそういうこと教えてくれませんもんね。
調査協力者：ほんとに難しい業界なんだなと思って，はい。（調査協力者Ｉ）

調査者：養成課程を受講して，当初の期待と同じでしたか。
調査協力者：うーん。なんか，覚えてるのはー，先生にー，入ってすぐぐらいにー，日
本語，この中で，ほんとに日本語教師としての仕事に就けるのは，もうほんの数人
です，か，そんな感じのことを言われてー，あ，そうなんだ，っていう，あ，そん
なに厳しいの，という，感じを，ふっ，受けてー，で，そこからけっこうもう，
じゃあ，日本語教師になりたいと思ってたけど，あー，難しいんだ，と，ちょっと
刷り込まれた感じがして，うーん，実際自分がその，日本語教師になれるとは，そ
の後，おもわ，ずにー，ほかの，サークルであったり，そっちの活動に，力を入れ
るようになって，授業はどちらかというと，あのー，後ろの方で，ふふ，ほっほ，
ふふ，聞いてる，ような感じ，でした。（調査協力者Ｔ）

理論的メモ 入学前にどんな期待を寄せていたのだろうか。
どこが難しいのだろうか。
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データ番号 Ｂ③

概念名 理論と実践の葛藤

定　義 理論に裏付けされた実践能力の育成

バリエーション
（具体例）

調査協力者：まあ，もともとそういう折衷的な考えで入ったので，うーん，なんでしょ
うか，そんなにねえ，真剣に考えるというか，真剣にイメージが湧いてなかったの
で，そういう感じで，最初勉強していたら，最初はこう，なんですかねえ，日本語
教育の形式的な，そういうことばっかり勉強始めて，勉強ばっかりだったので，な
かなかイメージも湧かずに，一年，半年ぐらいたって，これは私はできるんだろう
かっていう感じで。

調査者：もっと実践的なことがしたかったわけね。
調査協力者；いやー，でも実践的なこともあったんですけど，ここでもやってみたらも
うボロボロだったので，そっちでもなんか，できないかもっていうのと，まあ知識
的なものばかり最初にあって，あまり実感がわかなかったので，まあ，そういう二
つの面でちょっと違うかなあって……。（調査協力者Ｂ）

調査者：そのようにして京都外大へ入ってきたんですけれども，考えていたアイデアと
いうかな，理想というかな，それと現実とはいっしょでしたか。

調査協力者：うーん，そうですね，あのー，私自身が大学に入るときに，今考えれば当
たり前なんですけれども，学術とか研究をする場所であるべきだと思っていたんで
すね，だけどたぶんよかったと思うんですが，まー，このまま普通に学校に通うみ
たいな感覚でいたところもあったので，あのー，思っていたよりも日本語教師とし
ての実習をする時間がすごく少ないかなというふうに思いました。ただそこに座っ
ているだけで資格が取れるというふうに考えていたところも若干あったので，そこ
がやっぱり自分の認識の甘さですけれども，入ったときに思ったことです。（調査
協力者Ｈ）

調査者：ふーん。じゃあ，その日本語教員養成課程に入ってー，当初の期待とー，同じ
でしたか。

調査協力者：うーん。そうです，すこし入って，ちょっとちがうー，ちがいました。
調査者：どんなところがちがうって思いましたか。
調査協力者：自分がー，その最初はー，その，日本語を教えるー，ま，日本語教育に興
味があったけどー，自分自身の興味がー，日本語教育よりはー，日本語のー，意味
だとかー，使い方だとかー，そちらに，興味が行ってしまったのでー。

調査者：うん。うん。
調査協力者：そこで，ちょっと，イメージがー，自分の中で，ちょっと，ちがいました。
（調査協力者Ｓ）

理論的メモ 理論と実践のどちらに関心が向くのか。
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データ番号 Ｂ④

概念名 努力

定　義 険しい道も努力することで克服

バリエーション
（具体例）

調査者：そのような思いで，日本語教員養成課程に入って来たんですけれどね，当初の
期待といっしょでしたか。

調査協力者：期待。
調査者：考えていたことと大学で学んだことと。
調査協力者：日本語教師の状況とか現状，期待を裏切られたのは，オリエンテーション
か何かで，先輩がたぶん話してくださった，3日目か何かに，待遇が低いとか，そ
ういうのを聞いたので，期待と違いましたね。

調査者：まあ，それは最初の段階ですけどね，授業を受けるに当たって，授業をだんだ
ん受けていって，それで期待していたことといっしょだったんでしょうか，だんだ
ん外れていったんでしょうか。

調査協力者：モチベーションは変わらなかったので。
調査者：そんな待遇が悪いということは知ったけれども，まだ頑張りたいと。
調査協力者：はい。（調査協力者Ｍ）

理論的メモ 努力の結果は，どう報われたか。
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〈Summary〉
  In this article, I make a difference between teaching Japanese and teaching a certain 

subject by using Japanese. The former means to teach Japanese as a foreign language or a 

second language to non-native speakers of Japanese. On the other hand, the latter means to 

teach a subject by using Japanese.

  Recently, the number of learners who can speak Japanese as BICS, but who cannot use 

Japanese as CALP, has increased. And they sometimes want to study a subject in Japanese is to 

teach such subjects as economics, mathematics and so on by using Japanese. However, their 

proficiency of Japanese is not sufficient and they ought to be taught Japanese as a foreign 

language or a second language beforehand. If their proficiency of Japanese is not sufficient, 

then they should study Japanese first. After they have acquired a certain proficiency in 

Japanese, they can study such subjects as economics, mathematics and so on by using 

Japanese. It is very important to make a difference between teaching Japanese and teaching a 

certain subject by using Japanese.

キーワード：CALP，BICS，日本語教育，JFスタンダード，アカデミック・ジャパニーズ
Key Word:  CALP, BICS, teaching Japanese as a foreign language, JF standard, academic 

Japanese

1．は　じ　め　に

　日本語が母語ではない非日本語母語話者に日本語を教えること，すなわち日本語教育は，国内

外の日本語学校や大学などさまざまな教育機関において盛んにおこなわれている。日本語教育は，

日本が他の国々と協力して多文化共生社会になっていくうえで非常に重要であり，その対応は国

の政策としてもっと重視されなければならない。なぜならば，いわゆる外国人（非日本語母語話

者）と共生する社会は，2020年に予定されている東京オリンピック開催を機にますます加速す

るからである。オリンピックで多数の外国人が来日すれば，たとえば，観光業・サービス業・マ

スメディアなどには非日本語母語話者への対応が必要になり，日本語教育の需要が高まる。

　さらに，今後はますます少子高齢化が進み，看護師，介護福祉士など労働力は日本語母語話者

（＝いわゆる日本人）だけでは足りなくなる。そうすると，看護師，介護福祉士などに外国人

（非日本語母語話者）を雇用することになり，彼らに対する日本語教育も必要になる。以上のこ
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とは一例にすぎないが，日本は国の政策として今以上に日本語教育を重視していかなければなら

ないと思われる。

　しかしながら，現状の日本語教育にはいくつかの問題もある。その問題の一つとして本稿では，

日本語教育に対する理解が不十分なことに着目する。一般的に「日本語は日本人（日本語母語話

者）ならば誰でも教えられる」などと安易に考えられ，「日本語を
4

教える」と「日本語で
4

教え

る」を区別することの重要性が見過ごされているのである。

　そこで，本稿では敢えて「日本語教育が専門でない読者」を対象にして，大学など高等教育機

関において「日本語を
4

教える」と「日本語で
4

教える」を区別しないことの危険性を指摘する。本

稿の構成は次のとおりである。まず， 2．で問題提起をする。そして， 3．において「日本語を
4

教える」と「日本語を
4

教える」の違いを明らかにし，「日本語を
4

教える」対象は「日本語能力が

低い学習者」であることを示す。 4．では，「日本語ができる・できない」とはどういうことか

という基準を示す。 5．においては近年，「日常会話はできても，日本語能力が低い学習者」，す

なわち，「BICSは十分なのに，CALPは不十分な学習者」のような中間層が増えていることを示

す。そして，「BICSは十分なのに，CALPは不十分な学習者」は「日常会話はできる」ので，

「日本語ができる」と誤解されやすいことを指摘する。BICS（Basic Interpersonal communicative 

skills）とは，生活場面で必要となる日常会話ができる能力で「生活言語能力」「基礎的対人伝達

スキル」などと訳される。外国語で買い物をしたり，ホテルのチェックインをしたりする日常的

な会話のスキルのことである。これに対して，CALP（Communicative Academic Learning profi-

ciency）とは，「学習言語能力」「認知学力的言語能力」などと訳され，外国語で講演・スピーチ

などをしたり，学術的なレポートを作成してプレゼンテーションしたりする能力は CALPに含

まれる。さらに， 6．では，「日本語能力が低い」学習者は，すぐには「日本語で
4

学ぶ」ことは

できないことを示す。「日本語で
4

学ぶ」前に「日本語を
4

学ぶ」必要があり，予備教育が必要なの

である。最後に， 7．で本稿のまとめをおこない，今後の課題について述べる。

2．問題のありか

　大学において日本語を学ぶ外国人留学生には，大きく分けて 2種類ある。

　第 1は，留学生別科で学ぶ日本語学習者（以下，学習者）である。このタイプの学習者は日本

語能力が低い。そのため，日本語を上達させることを目的として（1）のタイプの日本語教育が

なされる。

 （1）外国語・第二言語として日本語を
4

教える

　第 2は，学部留学生である。学部留学生は，大学の各学部で必要とされる単位を取得して，専

門のアカデミック科目（経済学，法学，数学，言語学など）を修得することが目的である。この

タイプの学習者は日本語能力試験でN1（1級）取得程度の高い日本語能力を有しているので，

他の日本語母語話者の大学生と同じクラスで大学で（2）のタイプの教育がなされる。

　（2）外国語としての日本語で
4

アカデミック科目（経済学，法学，数学，言語学など）を教える
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　1990年代ごろまでは，大まかに言えば，（1）（2）の学習者だけを教えればよかったのだが，

近年は留学生の受け入れ総数が増えており，多様な日本語学習者を受け入れなければならない状

況になってきている。そのため，以下のような問題が生じている大学は少なくない。

　問題 1） （1）と（2）の中間，すなわち，日常会話はできるのに，日本語能力が低い学習者が

増加している。

 問題 2） 問題 1）の結果，「日本語を
4

学ぶ」学習者と，「日本語で
4

アカデミック科目を学ぶ」

学習者の区別がなされないまま，両者が同じクラスに混在させざるをえない。その

結果，「日常会話はできるのに，日本語能力が低い学習者」が大学の単位が取得でき

ず，進級・卒業に支障が生じる恐れがある。

　本稿では，（1）（2）の違いを明確にして「日本語を
4

教える」と「日本語で
4

教える」を区別すれ

ば，上記の問題が解決できることを主張する。

3．「日本語を
4

教える」と「日本語で
4

教える」の違い

3.1　「日本語を
4

教える」とは

3.1.1　「日本語を
4

教える」とはどういうことか

　「日本語を
4

教える」とは，外国語・第二言語としての日本語を教えることであり，「日本語を
4

教える」対象は「日本語能力が低い非日本語母語話者」である。この場合の学習者の目標は，日

本語のプロフィシェンシー（proficiency，熟達度，以下プロフィシェンシーと表記する）を向上

させることである。

　一般の日本語母語話者にとって「日本語を
4

教える」とはどういうことかわかりにくいかもしれ

ない。「日本語がわからない」ということがどういうことかイメージしにくいからである。

　わかりやすい例で説明しよう。たとえば，下に示す（3）では「浴びます」から「浴びて」と

いう形が作られているが，なぜ（4）の「遊びます」が「遊びて」になってはいけないか，また，

なぜ（5）の「散ります」が「散りて」になってはいけないのか，一般の日本語母語話者には，

答えることはできないだろう。どんな場合に「んで」になるのか，またどんな場合に「って」に

なるのかというルールは日本語母語話者は学校では学ばないからである。

 （3）シャワーを浴びます　→　浴びて

 （4）子どもが公園で遊びます　→　｛○遊んで／×遊びて｝

 （5）桜の花が散ります　→　｛○散って／×散りて｝

　「簡単だ。音便で解決できる」と答える日本語母語話者もいるかもしれない。たしかに，五段
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動詞には音便があると言えば簡単である。しかし，あくまでもそれは「日本語母語話者にとって

簡単」というだけである。「未然形が「a」の音で終われば五段動詞」と中学校の国語の授業で学

ぶからである。他方，非日本語母語話者はそもそも未然形すら作れないのだから，どれが五段動

詞なのかを見分けることもできない。五段動詞が見分けられなければ，テ形は作れない。

　正解は次のとおりである。日本語教育では，テ形の作り方については動詞の種類を区別するこ

とから教える。動詞の種類は，「動詞の辞書形が「る」で終わるか否か」というルールで決まる。

「る」で終わる動詞は「る」を削除して「て」をつければテ形になる。たとえば，「いる，落ちる，

食べる」など上一段・下一段動詞がこれに相当する。他方，「る」で終わらない動詞は「って」

「んで」「いて」「いで」「して」になる法則がある。たとえば，「会う，飛ぶ，書く，急ぐ，話

す」など五段動詞がこれに相当する。

　動詞の種類が判別できれば，テ形の作り方は簡単である。「る」で終わる動詞は（3）のように

「ます」を削除して「て」を付与すればテ形ができる。他方，「る」で終わらない動詞は，語幹に

応じて「って」「んで」「いて」「いで」「して」を使い分ける。その使い分けのルールはここでは

紙幅の関係から詳述できないが，細かく教えることになっている。

　以上のように，日本語能力が低い日本語母語話者とは違ったルールで，外国語として日本語を

習得する人は，非日本語母語話者にとってわかりやすいルールで教えるのが日本語教師の役割の

一つなのである。「日本語を
4

教えることができる」人は，このようなルールを教えられる知識を

有している人でなければならないのである。

3.1.2　誰が「日本語を
4

教える」のか

　大学など高等教育機関においては，「日本語を
4

教える」人は日本語教師としての専門の教育を

受けて学位を取得しており，専門の知識と経験を身につけていなければならない。「日本語母語

話者ならば，誰でも日本語が教えられる」というわけではないのである。

　たしかに 1980年ごろまでは「日本語教師の専門知識を有していなくても日本語母語話者なら

ば」という理由で日本文学や歴史学を専門とする教員たちが日本語教師を兼務していたことが

あった。日本の大学など高等教育機関で日本語教育を専門とする人材がほとんどいなかったため

である。

　大学など高等教育機関で「日本語を
4

教える」人には，単に「ボランティアで 1年程度日本語を

教えたことがある」「海外の大学で必要に迫られ，日本人だからという理由だけで短期間だけ日

本語を教えるポストについた経験がある」などは含まれてはならない。このことについては大学

機関などに所属する日本人（日本語母語話者）であっても，日本語教育が専門でなければまだ理

解されていないことがある。日本語教育を質の高いものにしていこうとする大学など教育機関の

運営においては，日本語教師は専門職であることを認識し，日本語・日本語教育の分野でしかる

べき学位を取得した専門家が担当しなければならない。
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3.2　「日本語で
4

教える」とはどういうことか

　「日本語で
4

教える」とは，たとえば，日本語を使って専門のアカデミック科目（経済学，法学，

数学，言語学など）を教えることである。この場合，教えるのはあくまでも経済学や法学などで

あり，学習者の目標は経済学や法学の知識を修得することである。日本語を習得することは目標

ではない。このタイプの学習者はたとえば日本語能力試験でN1（1級）取得程度などの高い日

本語能力を有していなければならない（学習者のレディネス）。「日本語で
4

教える」とは，「日本

語ができる」人を教えることなのである。では，「日本語ができる・できない」とはどのように

評価するのだろうか。

4．「日本語ができる・できない」とはどういうことか

4.1　古いタイプの「日本語ができる・できない」の評価基準

　先行研究など従来の日本語教育では，旧日本語能力試験（Japanese Language Proficiency Test，

以下 JLPT）の 1～4級を基準にして熟達度（プロフィシェンシー）が示されてきた。たとえば，

表 1からわかるように，学習時間 600時間で漢字を 1,000字習得しているなどのように，「どの

ような文法を知っているか，単語や漢字をいくつ知っているか」が基準となっていた。

表 1　旧 JLPTの基準

旧
JL
PT

級 4級 3級 3～2級 2級 1級

学習時間 150時間 300時間 300～600時間 600時間 900時間

漢字数 100字 300字 1,000字 2,000字

主な教科書名
みんなの
日本語初級Ⅰ

みんなの
日本語初級Ⅱ

みんなの
日本語中級Ⅰ

みんなの
日本語中級Ⅱ

語　彙　数 約 1,000 約 900 約 1,000
約 2,500

（含：固有名詞）

4.2　新しいタイプの「日本語ができる・できない」の評価基準

　ところが，日本語能力試験も新しい基準N1～N5が設定され，日本語教育でもヨーロッパの

言語教育の枠組み CEFR（Common European Framework of Reference for Languages: Learning, 

teaching, assessment; ヨーロッパの言語教育・学習の場で共有される枠組み）の考え方を基礎に

して開発された Japan Foundation日本語教育スタンダード（JF Standard for Japanese-Language 

Education，以下，JFスタンダード）をプロフィシェンシーの判定に用いることが多くなってい

る。両者の対応はおおよそ表 2のようになると考えられる。
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表 2　新 JLPTの級と JFスタンダードとの対応

JFスタンダード A1～A2 A2～B1 B1 B2 C1～C2

新 JLPTの級 N5～N4 N4～N3 N3～N2 N2 N1

旧 JLPTの級 4級 4～3級 3～2級 2級 1級

　JFスタンダードとは，どのような文法を知っているか，単語や漢字をいくつ知っているかで

はなく，「日本語を使って何ができるか」という課題遂行能力をレベルの指標にしている。この

課題遂行能力を「～できる」という文で記述した Can-doは，低い方から「A1→A2→ B1→ B

2→C1→C2」と上がっていき，この 6レベルは CEFRと共通である。たとえば，いわゆる初級

の（日本語能力が低い）学習者，すなわち，JFスタンダードの「基礎段階の言語使用者」は，

「仕事や自由時間に関わる身近な日々の話題について，直接的で簡単な情報交換を必要とする通

常の課題ならコミュニケーションできる」といったA1～A2の Can-doができるようになる。

　そして，少しレベルアップした段階，すなわち，JFスタンダードの「自立した言語使用者」

は，「自分の関心や専門分野に関連した，身近な日常的および非日常的な問題について，自信を

持って話し合いをすることができる。情報を交換，チェックし，確認できる。あまり日常的でな

い状況にも対処し，問題の在処を説明できる。映画，書籍，音楽などの抽象的な文化的話題につ

いて，自分の考えを表現できる。」などといったB1～B2の Can-doに対応していく。

　さらに，日本語能力が高い学習者，すなわち，JFスタンダードの「熟達した言語使用者」は

「いろいろな種類の高度な内容のかなり長いテクストを理解することができ，含意を把握できる。

複雑な話題について明確で，しっかりとした構成の，詳細なテクストを作ることができる。その

際テクストを構成する字句や接続表現，結束表現の用法をマスターしていることがうかがえ

る。」といったC1～C2の Can-doに対応した段階になる。

　このように「何ができるか」という新しい評価基準が用いられるようになると，いわゆる「日

本語能力が高い／低い」はどう規定されるのだろうか。以下で詳しくみていくことにする。

4.3　日本語能力が高い学習者とは

　日本語能力が高い学習者とは，BICSも CALPも習得できている学習者で，表 3の「C1～C2」

のような日本語能力を有している。先述した（2）のタイプの学習者に相当する。

　（6）は「日本語能力が高い」学習者によるOPI1） データであるが，この学習者は表 1の B2

は最低でも満たしていると考えられる。

（6） 教師：あ，じゃ，何を勉強してらっしゃるんですか

学習者： えーと，今あの，国際開発研究科の，〈はい〉えーと国際協力専攻です，〈あ，

国際協力専攻〉はい

教師：あー，それは，どういう，勉強，なんでしょう
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学習者： えーと，あの幅広いんですけど，〈ええ〉えーと，わたしーの，あの専門てい

うか，あの，まー第 3世界と，〈はい〉ある先進国との，〈ええ〉における，

〈はい〉そういうあのー社会変容とか，文化変容過程の比較っていうことに

なってるんですけど，〈あー〉もっと狭くいくと，わたしの場合は，あの

ちょっとどちらかというと民族学的な，〈あ，そう〉そのあの神話とか，〈は

い〉あの伝説，昔話，〈ええ〉そしてまあそこらへんの部分を，〈うん〉民話な

どをとってきて，〈ええ〉そこにある要素から，〈ええ〉あの文化的社会的なそ

ういうものを，ひっぱりだしてくるっていう

 （KYコーパス，KS01，韓国語母語話者，超級）

　このタイプの学習者は，日本語能力が高いので，「日本語で
4

アカデミック科目（経済学，法学，

数学，言語学など）を学ぶ」ことができる。

4.4　日本語能力が低い学習者とは

　日本語能力が低い学習者とは，表 4のA1～A2の学習者のことで，（7）は日本語能力が低い

学習者のOPI データである。先述した（1）のタイプの学習者に相当する。

　（7）において，学習者は名詞文の質問，簡単な動詞文の質問には答えられる。しかし，後半

部分で動詞文に答えられていない。

（7） 教師：じゃあこれはなんですか

学習者：たばこ

教師：たばこ，うん，そうですね，たばこですねこれは

学習者：雑誌

表 3　CEFR（文法的正確さ）の基準による「日本語ができる」
（吉島・大橋（訳・編）（2008: 124））

熟
達
し
た
言
語
使
用
者

C2

聞いたり，読んだりしたほぼ全てのものを容易に理解することができる。いろい
ろな話し言葉や書き言葉から得た情報をまとめ，根拠も論点も一貫した方法で再
構成できる。自然に，流暢かつ正確に自己表現ができ，非常に複雑な状況でも細
かい意味の違い，区別を表現できる。

C1

いろいろな種類の高度な内容のかなり長いテクストを理解することができ，含意
を把握できる。言葉を探しているという印象を与えずに，流暢に，また自然に自
己表現ができる。社会的，学問的，職業上の目的に応じた，柔軟な，しかも効果
的な言葉遣いができる。複雑な話題について明確で，しっかりとした構成の，詳
細なテクストを作ることができる。その際テクストを構成する字句や接続表現，
結束表現の用法をマスターしていることがうかがえる。
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教師：うん，雑誌です，これは韓国の雑誌ですか，にほんの雑誌ですか

学習者：にほんの雑誌

教師：そうですねーにほんの雑誌です，知ってますか，このグループ

学習者：スマップ

教師：おー，有名ですか，韓国で

学習者： んー，にほん，〈ん〉歌謡，歌謡，う，〈あっにほんの歌謡〉＊＊，〈うん，，

し〉この，〈ん〉この雑誌は，〈うん〉わたしの，です

教師： あっこの雑誌，学習者（S）さんのでしたかーご｛笑い｝，〈はい〉ありがとう，

〈はい〉あーそうですか，えどこで買いましたか

学習者：え

教師： 韓国で，買いましたか，，〈おー〉，，あっこれは，，どこに，ありますか，に，ほ

んで買いまし，，，あっごめんなさいね，えーと，いつ，いつ，，いつ，これを

学習者：，，なに

教師： 持ちましたか，うん，，〈｛笑い｝〉あっうん，じゃあちょっとやめましょう，ごめ

んなさい難しいですね，

 （KYコーパス，KNL2，韓国語母語話者，初級）

　（7）の学習者は，前半のやりとりで，「具体的な欲求を満足させるための，よく使われる日常

的表現と基本的な言い回しは理解し，用いることもできる。自分や他人を紹介することができ，

どこに住んでいるか，誰と知り合いか，持ち物などの個人的情報について，質問をしたり，答え

たりできる」。このことから，（6）の学習者の日本語能力は表 1の「A1」程度と考えられる。そ

して，後半の質問「韓国で買いましたか」に対しては返答できていない。つまり，「簡単で日常

的な範囲なら，身近で日常の事柄についての情報交換に応ずることができる」というわけではな

いので，表 1の「A2」には至らないと判断でき，「A1」となる。（7）のような学習者は BICSが

十分ではないし，CALPもまったく習得できていない。先に示した（1）のタイプの学習者で，

表 4　CEFR（文法的正確さ）の基準による「日本語ができない」
（吉島・大橋（訳・編）（2008: 124））

基
礎
段
階
の
言
語
使
用
者

A2

ごく基本的な個人的情報や家族情報，買い物，近所，仕事など，直接的関係があ
る領域に関する，よく使われる文や表現が理解できる。簡単で日常的な範囲なら，
身近で日常の事柄についての情報交換に応ずることができる。自分の背景や身の
回りの状況や，直接的な必要性のある領域の事柄を簡単な言葉で説明できる。

A1

具体的な欲求を満足させるための，よく使われる日常的表現と基本的な言い回し
は理解し，用いることもできる。自分や他人を紹介することができ，どこに住ん
でいるか，誰と知り合いか，持ち物などの個人的情報について，質問をしたり，
答えたりできる。もし，相手がゆっくり，はっきりと話して，助け船を出してく
れるなら簡単なやり取りをすることができる。
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外国語・第二言語として日本語を
4

学ぶ必要がある。（7）のような学習者は BICSが十分ではない

ので，日本語学校や大学の留学生別科などで日本語を語学として習得しなければならない。留学

生別科とは大学の中にある語学専門学校のようなもので，「簡易な程度において，特別の技能教

育を施すことを目的とし，修業年限が 1年（最大 2年まで）とされる教育課程であり，学校教育

法により大学・短期大学等が設置できるとされている。ほとんどの場合，予備教育（大学などへ

の進学のための 1年の教育）をおこなうことを目的としている。

5．問題となる中間層の学習者 ―「日常会話はできるのに，日本語能力が低い」とは ―

　JFスタンダードを用いて「何ができるか」という新しい評価基準が用いられるようになると，

「日本語能力が高い／低い」という単純な区分では不十分になってくる。

　具体的に言えば，C1とA2のあいだに，表 5の B1～ B2のような「日常会話はできても，日

本語能力が低い学習者」，すなわち，「BICSは十分なのに，CALPは不十分な学習者」が増えて

きているのである。

　「BICSは十分なのに，CALPは不十分な学習者」とは，日常会話はできるが，たとえば，聴

解能力，口頭表現能力，作文能力，読解能力などに不十分さが残る学習者のことである。このよ

うな学習者は「日常会話はできる」ので，「日本語ができる」と誤解されやすい。

　（1）と（2）の中間層，すなわち，「BICSは十分なのに CALPは不十分な」学習者とは，ど

ういう学習者なのだろうか。このレベルの学習者は，大学の学部などで外国語としての日本語で
4

アカデミック科目（経済学，法学，数学，言語学など）を学ぶことはできない。日本語能力に

「聴解能力，口頭表現能力，作文能力，読解能力」のいずれかに不十分さが残るからである。以

下では，「BICSは十分なのに CALPは不十分である」とは具体的にどういうことかを示す。

表 5　CEFR（文法的正確さ）の基準による「中間層の学習者」
（吉島・大橋（訳・編）（2008: 124））

自
立
し
た
言
語
使
用
者

B2

自分の専門分野の技術的な議論も含めて，抽象的かつ具体的な話題の複雑なテク
ストの主要な内容を理解できる。お互いに緊張しないで母語話者とやり取りがで
きるくらい流暢かつ自然である。かなり広汎な範囲の話題について，明確で詳細
なテクストを作ることができ，さまざまな選択肢について長所や短所を示しなが
ら自己の視点を説明できる。

B1

仕事，学校，娯楽で普段出会うような身近な話題について，標準的な話し方であ
れば主要点を理解できる。その言葉が話されている地域を旅行しているときに起
こりそうな，たいていの事態に対処することができる。身近で個人的にも関心の
ある話題について，単純な方法で結びつけられた，脈絡のあるテクストを作るこ
とができる。経験，出来事，夢，希望，野心を説明し，意見や計画の理由，説明
を短く述べることができる。
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5.1　「BICSは十分なのに CALPは不十分な」中間層の学習者①

　　　―「日常会話はできるのに聴解能力が低い」とは ―

　「日常会話はできるのに聴解能力が低い」，すなわち，「BICSは十分なのに CALPは不十分で

ある」とはどういうことかを明らかにするため，以下の（8）のような調査をおこなった。

　（8） 調査協力者： 2015年度秋学期の京都外国語大学の外国人留学生科目「日本語」の受講

者（日本語学習者 16名（（中国 11名，タイ 1名，シンガポール 1名，韓

国 3名））

タスク： 下の   の中の文章をナチュラルスピードで 3回聞き，（9）を初めとす

るいくつかの質問に答える。

　調査協力者は全員日本語能力試験N2に合格しているが，63％（10人）はN1に合格していな

い。つまり，日常会話はできるが，CALPは不十分な学習者が半数余りいるということである。

　森永トナさんは，いま埼玉県の養護老人ホームで生活している。トナさんは明治 35

年，広島の貧しい農家の 5番目に生まれた。親はもう子供はこれ以上要らないと思い，

「トメ」と名付けたが，役場の記載ミスでトナとなった。もっともその後弟と妹が生ま

れて兄妹は 7人になった。（以下，省略）

出典　 山下早代子・小川早百合（1994）『インタビュープロジェクト』第 5課，くろし

お出版．

（9） 質問　トナさんはなぜ両親が決めた名前（トメ）にならなかったのですか。

　（9）の正答は「役場の記載ミスでトナとなった」である。しかし，調査の結果，正答は 16名

中で 4名（25％）しかいなかった（白紙 3名，無回答 3名）。誤答としては（10）のようなもの

があった。

（10）  ・離婚したから

・それ以降子供がいるので

・二人の兄弟できましたから

・あと弟と妹が 7人いる

・両親はこれ以上の子どもが入りたくないからだ

・子供がこれ以上いらないから

・兄弟が 7人になった

・前の子につけたから

・子供がトメよりトナのほうがいい
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・両親はトナさんが本当の名前もいらないからだ

　つまり，日常会話が聞き取れる学習者でも，初めて聞く複雑な構造の文章になると，75％の者

は内容を正しく聞き取れないという結果となったわけである。大学の授業では，（8）のタスクよ

りさらに専門用語が頻出する話を聞き取らなければならない。したがって，学習者にとっては困

難なことが多いはずである。

5.2　「BICSは十分なのに CALPは不十分な」中間層の学習者②

　　　―「日常会話はできるのに作文能力が低い」とは ―

　日常会話はできるのに作文能力が低い学習者は，特に，帰国子女や渡日生徒などに多くみられ

る。つまり，日本語を母語とする両親と家庭内で日本語を話すため，口頭表現能力は日常会話な

ら問題がないが，作文など書きことばに関しては，語彙的にも文法的にも文章構造も単純で稚拙

ということがあり得るわけである。

　先行研究では，非日本語母語話者である留学生が書く文章には，構造が不十分だという問題が

あると指摘されている。第一に，「段落の区切りが明確でないという問題（槌田和美・今井美登

里（2008: 40-41））」がある」。非日本語母語話者は，「書こう（ママ）思った概念を事前に構成を

立てることなく，また文と文の論理的なつながりを考えずに書き始めている」からである。

　第二に，文章を段落で区切りすぎるという問題もある。非日本語母語話者は「別の話題へと転

換しようとしたが，思考が前の話題で停滞したままになっていたり，前の話題に戻ってしまった

りする（槌田和美・今井美登里（2008: 38））」からである。

　第三に，非日本語母語話者は「結論であることを明確に示す語彙の運用力がない（槌田和美・

今井美登里（2008: 39））」という問題もある。たとえば，「結論の文頭に結論であることを示す

「このように」や「以上に」などの接続詞が使われていない（槌田和美・今井美登里（2008: 

39））」などの問題がある。

　第四に，「留学生の文章は，序論や結論などの必要要素がない（槌田和美・今井美登里（2008: 

39））」という問題もある。「本論では自身の経験をもとにそれを具体的に記述すればいいが，序

論や結論ではそれとは異なる思考作業が必要（槌田和美・今井美登里（2008: 39））」だからであ

る。序論や結論での適切な内容が発想できないために序論や結論を書けない（槌田和美・今井美

登里（2008: 39））」のではないかとのことである。

　具体的に，非日本語母語話者の作文（12）を見てみよう。（12）は，（8）で示した調査の協力

者の一人が，（11）の指示を受けて書いた作文である。

（11）   介護が必要な両親がいるために，会社を退職した男性A（50歳，独身）がいます。

一方で，会社を退職せずに，介護ヘルパーさんに買い物や掃除，洗濯，両親のトイレの

補助と食事の世話を依頼し，かろうじて会社を退職せずにいる男性 B（50歳，独身）
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がいます。Aさんと Bさんの人生の選択についてメリット（長所）とデメリット（短

所）を書いてください。

（12）   Aさんは選択するのが退職して，自分で両親を介護する。短所は，元々病気になっ

ている両親が働けないし，Aさんも仕事をやめる。家庭には経済的によくないで，三

人の日常費用が誰からも支えてもらいましょうか。Bさんは会社を退職せずに，プロの

介護ヘルパーさんに頼んで，自分も仕事に集中ができるし，稼いでいるお金が大切なと

ころに使用ができる。そして，社会的に就職の問題も解決になると思う。Bさんのよう

に，仕事をやめて，自分で介護したら，社会には悪循環になるので，デメリットだと思

う。（中国語母語話者）

　（12）を正しく修正すると，（13）のようになる。

（13）   Aさんと Bさんの人生選択について個人的な意見を述べるなら，Bさんに賛成する。

Aさんが選択したのは，退職して自分で両親を介護することである。Aさんの選択の

短所は，元々病気になっている両親が働けないし，Aさんも仕事をやめることである。

この家庭は経済的によくない状況で，三人の生活費は誰からも支援してもらえない。

　これに対して，Bさんは会社を退職せずに，プロの介護ヘルパーさんに頼んだので，

自分も仕事に集中ができるし，稼いでいるお金を大切なところに使用できている。そし

て，社会全体から見た場合，就職の問題も解決できるというメリットもある。しかしな

がら Bさんのように，仕事をやめて自分で介護をしたら，社会的には悪循環になるの

で，デメリットもあると思う。

　（12）には，接続表現の欠如，ねじれの文の問題などもあるが，やはり，Aさんと Bさんの

選択を区別する段落がなく，構造が不十分であるという問題が大きい。そのために，主張が不明

確になってしまっていると考えられる。

　垣根由香里・田中真理（2015）によると，非日本語母語話者が第二言語として書く日本語の小

論文を「いい構成」にするには，「 1）メタ言語の使用， 2）適切な段落分けをし，段落内の内

容が完結していること， 3）反対の立場のメリットを挙げた上で反論するという展開， 4）支持

する立場，支持しない立場に関する記述量のバランス」が必要である。このような構造の作文を

書けるようになるためには，やはり「日本語を
4

学ぶ」授業が必要である。換言すれば，「日常会

話は十分できているのに CALPの聴解能力は低い」「日常会話はできているのに CALPの作文能

力は低い」などの問題を抱える学習者は，たとえ日常会話ができたとしても「日本語を
4

学ぶ」必

要があるということである。
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6．「日本語で
4

教える」ために必要な予備教育

　 6．では，「日本語ができない」学習者は「日本語で
4

学ぶ」ことはできないことを示す。そし

て，「日本語で
4

学ぶ」ためには予備教育が必要であることを示す。

6.1　「日本語で
4

教える」ための予備教育とは

　以下の（14）（15）をお読みいただきたい。

（14）  ベクトルをスカラーで表す。

（15）   高い導電率をもつ金属，合金磁性薄板中における磁気弾性波の理論的解析について述

べる。絶縁性媒体の場合と異なり，導電性媒体中を磁気弾性波が伝搬すると，磁化の揺

動により渦電流を生じ弾性波は電磁的な伝搬損失を伴う。このため理論には準定常電流

近似のマクスウェルの方程式を組み込む必要があり，解析は絶縁性媒体の場合に較べて

一層複雑なものになる。（井上光輝（1985））

　一般の日本語母語話者ならば，読むことはできる。しかし，それがどういうことかということ

までは理解できないのではないだろうか。専門知識がないからである。

　これと同様に，BICSは十分なのに，CALPは不十分な学習者は，たとえ日常会話程度の日本

語はできるとしても，大学の専門科目の講義を日本語で聞いて単位を取得することはできない。

「日常会話はできる」ならば「日本語ができる」と誤解されやすい。しかし，「たとえ日常会話が

できても，日本語能力が低い学習者」には日本語に不十分な点があることがある。

　専門知識や CALPが習得できていない学習者に必要なのは，次のページの（16）に示すよう

な「予備教育」である。予備教育とは，大学などへの進学のための 1年の教育のことで，従来は

日本の大学の留学生別科でおこなわれる。予備教育の目標は以下のようなアカデミック・ジャパ

ニーズの修得である。アカデミック・ジャパニーズとは，「日本の大学での勉学に対応できる日

本語力」のことである。門倉正美（2003: 129）も指摘しているが，「アカデミック・ジャパニー

ズというと，大学教員，特に学部の専門科目教員で留学生教育に多少関心のある教員は，専門術

語の導入を主とする「専門教育への橋渡し教育」を連想するようだ。「アカデミック」という用

語で，もっぱら自分たちが専攻する学問の学習にとって有用な「日本語教育」を想定するからだ

ろう。しかし，「橋渡し教育」は，アカデミック・ジャパニーズの一部分であることはたしかだ

としても，決してその主要部分ではない。アカデミック・ジャパニーズにとっては，専門科目と

の関連でいえば，専門科目を学習するための土台となるような「知の技法」の習得をめざす「基

礎ゼミ」のあり方や役割の方が参考になる」。「アカデミック・ジャパニーズを大学の現在の科目

分類からいえば，専門教育よりも教養教育に位置づけられるべき（門倉正美（2003: 230））」なの

である。
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（16）予備教育

1）「講義を理解するための技術」の習得：専門的な内容を理解する準備

・ 日本の大学で専門科目を受講し，単位を取得するために必要とされる日本語能力を身につ

ける。

・ 講義を理解する技術，ノートを取る技術，学術的な日本語でレポートを書く技術，講義の

重要なポイントを聞き取る技術などを身につける。

2）講義を理解するための基盤となる知識の習得：専門用語・専門分野の基礎知識の習得

日本の大学で日本語で専門科目を受講し，単位を取得するために必要とされること，たと

えば，専門用語・専門分野の基礎知識の習得などが挙げられる。

　 1）のための教材としては，産業能率短期大学日本語教育研究室編（1988）などがある。また，

2）のための教材としては，岡田泰男・野澤素子・村田年（1995），野澤素子（1992）などがあ

る。

　予備教育は日本語でおこなわれるのが普通であるが，必要であれば，英語や中国語でおこなう

可能性もあるだろう。しかし，野澤素子（1992）で（17）のように述べられているとおり，予備

教育の教材やカリキュラムは各大学によって異なり，整備されていないのが実情である。

（17）   大学で学ぶ留学生のための適切な教材は少ない。私が教鞭を取る慶應義塾大学におい

ても学部一，二年の留学生には，日本語の学習が課せられてはいるが，そこで一体何を

教えるべきか，手探りの教材開発が続いた。大学で日本語を学習する留学生に要求され

る日本語能力は講義を聞き，その内容を理解し，ノートを取り，要約することであろう。

しかもその講義は日本語教師が踏み込めない様々な専門分野である。そこで大学の専門

分野における講義のスタイルや語彙，そして何よりもその専門分野の内容を知るために，

それぞれの専門の先生がたにお願いして，留学生のためのミニ講義を行っていただいた。

条件としたのは，話し方は通常の講義と同じであること，時間は 30分前後であること，

したがって内容は入門的であること，以上の 3点である。その結果，多くの先生がたの

ご協力をいただいて，経済学，経営学，法学，政治学，社会学，図書館学，史学，国文

学等の分野から数多くの講義テープを集めることができた。

　今回出版するのはその内，社会学，政治学の分野から，人口問題に関係する四本の講

義である。日本の家族問題，政治における政策課題，日本の社会現象，それぞれが人口

問題と深い関わりを持つことを，各専門分野の専門家が講義している。

　多くの留学生に興味を持って聴いていただけることを希望している。

 （野澤素子（1992）より，下線は筆者による）

⎧
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54 「外国語を教える」と「外国語で教える」の違い



　これまでの日本語教育は，BICSや CALPを習得させるための教材が多く作成されたが，今後

は，CALPを身につけた日本語学習者が，どう専門科目の知識を身につけるかという予備教育の

教材も整備されていかなければならない。

　日本の大学を卒業しようという外国人留学生は，必要に応じて大学に入学，あるいは編入学を

する前に，専門科目の講義の単位を取得するための準備として予備教育を受けるべきであり，そ

のための期間を整備すべきなのである。

6.2　誰が「日本語で
4

教える」のか

　先述したとおり，大学など高等教育機関において「日本語を
4

教える」人は日本語教師としての

専門の教育を受けて学位を取得しており，専門の知識と経験を身につけていなければならない。

　これに対して，大学など高等教育機関において「日本語で
4

アカデミック科目（経済学，法学，

数学，言語学など）などを教える」人は日本語教師である必要はない。各専門分野の専門の知識

と経験を身につけた専門家であればよい。

　今後は「誰が「日本語を
4

教える」のか」「誰が「日本語で
4

教える」のか」という役割分担を徹

底していくことが重要になる。そして，「日本語を
4

学ぶ」学習者と，「日本語で
4

アカデミック科目

を学ぶ」学習者の区別も明確にしなければならない。「日本語を
4

教える」と「日本語で
4

教える」

の違いを明確にして「日本語を
4

教える」と「日本語で
4

教える」を区別すれば， 2．で提示した問

題 1） 2）は解決できる。

7．お　わ　り　に

　本稿では，「日本語を
4

教える」と「日本語で
4

教える」はどう違うかを明らかにした。

　「日本語を
4

教える」とは，非日本語母語学習者に対して日本語を外国語・第二言語として教え

ることである。他方，「日本語で
4

教える」とは，たとえば，日本語を使って専門のアカデミック

科目（経済学，法学，数学，言語学など）を教えることである。

　「日本語を
4

教える」相手は日本語能力が低い非日本語母語学習者であるが，「日本語で
4

教え

る」相手は，基本的には日本語能力試験でN1（1級）取得程度の高い日本語能力を有している

学習者である。近年，両者のあいだには中間層が拡大しつつある。「日常会話はできても，日本

語能力が低い学習者」，すなわち，「BICSは十分に身についているのに，CALPは不十分な学習

者」が増えているのである。大学など高等教育機関においてこのタイプの学習者に「日本語で
4

学

ぶ」をさせることもあるが，注意しなければならないのは，「日本語を
4

学ぶ」が不十分な場合は

すぐには「日本語で
4

学ぶ」はできないということだ。「日本語で
4

学ぶ」前に「日本語を
4

学ぶ」必

要があり，予備教育も必要である。「日本語を
4

教える」と「日本語で
4

教える」を明確に区別し，

「誰が教えるか」「何を教えるか」の役割分担することが重要なのである。

　特に，近年増えている「日常会話はできるのに，日本語能力が低いという学習者」には，日本

の大学に入学する前に「予備教育」が必要である。日本の大学を卒業しようという外国人留学生
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は，大学に入学，あるいは編入学をする前に，専門科目の講義の単位を取得するための準備とし

て予備教育を受けるべきであり，そのための教材や教員を整備していくことが今後の課題になる

と思われる。

　さらに，今後の課題としては，「日本語を
4

教える」と「日本語で
4

教える」を区別できる人が教

育をマネージメントすることが挙げられる。マネジメントが円滑に進められれば，「日本語を
4

教

える教師」と「日本語で
4

教える教師」が連携し，場合によってはティームティーチングなども可

能になるだろう。

注

1） OPIとは，Oral Proficiency Interviewの略で，アメリカで開発された会話能力テストである
（牧野成一ほか（2001））。
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〈Résumé〉
  Dans son étude sur le répertoire des Spectacles à Paris pendant la Révolution, André 

Tissier écrit les phrases suivantes : « Les œuvres les plus jouées ne sont pas celles des auteurs 

« politiques ». Les auteurs les plus joués sont des auteurs de la seconde partie du XVIIIe siècle, 

et, parmi ceux de la fin du siècle, des « amuseurs » sans prétention politique et philosophique. » 

Desfontaines, auteur de la pièce La Fille soldat, est justement l’un de ces « amuseurs » qui 

ravissaient le public parisien. Entre septembre 1792 et octobre 1795, （c’est-à-dire dans la 

période qui va de la proclamation de la République à la fin de la Convention nationale）, 
Desfontaines fut le deuxième auteur le plus joué, avec 1070 représentations, après Radet （1332 

repr.）
  François-Georges Fouques Deshayes dit Desfontaines （1733-25 novembre 1825） était un 

auteur très prolifique, avec à son actif environ soixante-dix pièces, seul ou en collaboration, la 

plupart mêlées de vaudevilles. Son ambition première était de divertir le grand public de 

l’époque. 

  L’objet de notre article n’est pas de réhabiliter cet auteur aujourd’hui totalement oublié, ni 

de remettre à l’honneur la qualité littéraire de sa plume. Mais, à partir d’une de ses pièces, 

d’examiner comment le contexte social de l’époque révolutionnaire a pu influencer un théâtre 

conçu au départ comme un pur divertissement.

　フランス革命期のパリでのスペクタクルのレパートリーについての研究の中で，アンドレ・

ティシエは次のように述べている。

　最も上演回数の多い作品は「政治的」作家の作品ではない。最も上演回数の多い作家は

18世紀後半の作家たちであり，18世紀末の作家の中では，政治的・哲学的意図を持たない

「娯楽屋」（amuseurs）なのだ1）。

　本稿で研究対象として選んだ『娘兵士』（La Fille soldat）の作者デフォンテーヌは，ティシエ

が言う「娯楽屋」であり，革命期にパリの大衆を楽しませた作家たちの 1人である。共和国が宣

言された 1792年 9月から国民公会の終わりの 1795年 10月までの期間，デフォンテーヌは上演

回数の多さで 2番目に位置する人気作家であった。1位のラデ（Radet）は 1,332回，2位のデ
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フォンテーヌは 1,070回である2）。36ヶ月間で 1,070回の公演を月ごとに換算すれば，1月に 30

回の公演回数となる。同期間，17，18世紀から不動の人気を保っていたモリエールは 967回，

ヴォルテールは 393回，マリヴォーは 322回3） の公演回数であったことを考えれば，デフォン

テーヌたち「娯楽屋」の人気の高さがうかがえる。

　デフォンテーヌ（François-Georges Fouques Deshayes dit Desfontaines, 1733-1825）は非常に

多作の作家であり，単独であるいは共作で 70本もの戯曲を書いている。その多くが，当時流行

した歌を替え歌として用いたヴォードヴィルが挿入された形式である。デフォンテーヌは当時の

大衆を楽しませる目的で戯曲を書くことに専念した作家である。

　本論の目的は，今日ではフランスでも忘れ去られたこの作家の名誉回復をすることでもなく，

この作品の文学的価値を再評価するものでもない。しかしデフォンテーヌの戯曲を例に，当時の

社会的状況がどのように大衆向けの演劇に影響を与えたかを検証するものである。

　『娘兵士』は 1幕散文劇で，ヴォードヴィルが挿入されている。作者デフォンテーヌはこの戯

曲に「歴史的事柄」（fait historique）というジャンルを割り当てている。初演は 1794年 12月 13

日，ヴォードヴィル座（Théâtre du Vaudeville）で行われた。初演の年に 43回の公演を数える成

功を収めている。

　ヴォードヴィル座は1792年創設されたばかりの新しい劇場であった。ヴォードヴィル（vaude-

ville）とは，もともと，18世紀前半にパリの縁日芝居で人気を博した，芝居の中に既存の歌のメ

ロディを取り込み，新しい歌詞をつけて上演したスペクタクルのことである。ヴォードヴィル座

の創設と共にヴォードヴィル形式の芝居の人気が再燃し，以降も第一帝政，王政復古時代を通し

て非常に流行した。デフォンテーヌはヴォードヴィル座に作品を提供した主要な作者の一人で

あった。

　まず戯曲のあらすじを確認しておく。舞台設定は，国境近くの村で，フランス軍の連隊の駐留

するキャンプである。ヒロインはジュリーという名だが，志願兵として戦争に出征するため家出

をし，男装してヴィクトールと名乗っている。伍長ジュリアンは，ヴィクトールが女性ではない

かと思っており，ひそかにヴィクトールを女性として慕っている。フランス軍はオーストリア軍

と対戦中であり，敵軍の来襲にヴィクトールは兵士としての勇敢さを見せる。しかし，自分の父

が行方不明となった娘を心配するあまり病に倒れたことを告げられたヒロインは，動揺を抑えき

れず，ついに自分の正体を仲間たちに証してしまう。ジュリーは連隊を去り家族の元へ帰ること

を決意する。

　男装のヒロインは文学的トポスのひとつであり，小説や戯曲に数多くの例が見られる。とりわ

け 17世紀，18世紀前半に流行した。しかし，18世紀後半にはこの流行は一旦終焉を迎える。同

時期に流行した市民劇（drame bourgeois）はそれ以前の演劇よりも日常的な主題と現実的な表

現方法を選択したので，ヒロインが衣装で男性に扮し，男として振る舞うことを誰も不思議に思

わないような筋立てはあまりにも小説的（ロマネスク）だと思われたのだろう。しかし，男装の

ヒロインは 1780年代，再びフランスの舞台に戻って来る。とりわけ，女兵士として。デフォン
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テーヌの『娘兵士』は，この時代の兵士に扮するヒロインを描いた作品群の一例である。

　筆者はこれまで男装のヒロインを持つ 1680年から 1762年の間にパリで上演された戯曲を調べ

たが4），それらの戯曲には兵士への変装はあっても，いわば仮装としての兵士への変装であり，

実際に戦場に赴き，戦う兵士としての変装ではなかった。それに対して，1780年代から顕著に

なるのは，戦争に参加するために兵士に変装するヒロインたちである。

　これまでの研究で分析したフランス革命期以前の演劇における男装のヒロインと，デフォン

テーヌの芝居のヒロインとの違いは，何よりも男装の動機である。筆者の知る限り，革命期以前

には，ヒロインは実際に兵士として戦うために男装することはなかった。革命期以前の劇でヒロ

インが兵士に扮するとしても，家族に強制された結婚から逃れたり，恋人の自分への愛情を試す

ためであって，戦地に赴くためではない。同じデフォンテーヌの作品であっても，革命勃発以前

の 1781年に書かれた『軽騎兵イザベル』（Isabelle hussard）では，ヒロインは恋人の誠実さを確

認する手段として軽騎兵に変装するのである。しかし，『娘兵士』のヒロインは次のように変装

の動機を説明する。

　

VICTOR seul. 

［ . . . ］ Quoique femme, voilà deux ans que j’ai l’honneur de faire la guerre, que j’ai l’adresse 

de dérober mon secret à tous mes camarades, et sous la tente, cela n’est pas facile. ［ . . . ］ Tous 

les jours, je me reproche le chagrin que je lui ［=le père de Victor］ cause ; mais c’est à lui que je 

dois le patriotisme qui m’anime, et si je suis tuée, il me regrettera  ; si j’en échappe, il me 

pardonnera . . . .（sc. III）5）

ヴィクトール（独白）

（中略）女だてらに，戦う名誉を得て，兵士仲間から私の秘密を巧みに隠して 2年になるが，

同じテントでは簡単なことではなかった。（中略）毎日，父に私が与えた悲しみを思い自分

を責めている。でも私を駆り立てる愛国心を私に与えたのは父だ。もし私が殺されれば，父

は私を惜しむだろう。もし私が逃れれば，父は許してくれるだろう……

　ヴィクトールは変装の動機を明白に述べている。それは愛国心だ。言葉だけでなく，行動にお

いてもヴィクトールの勇敢さは連隊の他の兵士たちよりも抜きん出ている。ヴィクトールが新兵

たちに剣術を指南する場面では，ヴィクトールは銃剣について「勇敢な者の好む武器だ，我々の

仲間たちも，そして私も」（c’est l’arme favorite du courage, celle de nos camarades, et je suis de 

leur avis.）6） と述べ，その理由は銃よりも確実に敵を狙えるからであり，「銃剣のおかげで，俺は

敗者に死を与えるのだ」（A l’aide de la bayonnette / Du vaincu je règle le sort）7） とまで言ってい

る。

　また，連隊がオーストリア軍の奇襲を受けた時のヴィクトールの無鉄砲とも言える行動を，
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ジュリアンは次のように語る：

JULIEN. Un soldat ennemi nous enlève notre drapeau, et s’enfuit à travers le bois; Victor le 

voit, se précipite sur ses pas . . . Je veux le suivre, le passage me devient impossible, et Victor 

entraîné par l’excès de sa valeur, le malheureux Victor aura payé de son sang ! . . . （sc. XIII）8）

（ジュリアン　敵兵が我が国の旗を奪い，林を抜けて逃げていった。ヴィクトールがそいつ

を見て，後を追いかけたんだ……俺もヴィクトールの後を追おうとしたが，追跡できなく

なった。ヴィクトールは自分の過剰な勇敢さに駆り立てられたんだ，ヴィクトールは自分の

命を引き換えにして……）

　しかし，ジュリアンの心配とは反対に，ヴィクトールは無事に帰還する。

SCENE XIV.

Les mêmes, VARIN.

VARIN, accourant. Victor, Victor . . . 

JACQUELINE, JULIEN, AMBROISE. Victor !

VARIN. Avec le drapeau . . . grands et petits, jeunes et vieux, tout le monde le suit.

［ . . . ］

Sur l’air suivant ［=Air : Le beau jour marqué pour la gloire］ Victor arrive à la tête des soldats, 

avec le drapeau. Julien le presse d’un côté, Jacqueline de l’autre, le village le suit. （sc. XIV）9）

第 14場

前場の登場人物とヴァラン

ヴァラン（駆けつけて）ヴィクトール，ヴィクトール……

ジャクリーヌ，ジュリアン，アンブロワーズ　ヴィクトール！

ヴァラン　旗を持って……大人も子どもも，老いも若きも，みんなあいつについて来た。

（中略）

以下の歌（「栄光に彩られた美しき日）が歌われる中，ヴィクトールが旗を持ち，兵士たち

を先頭で率いて現れる。ジュリアンは片側から，ジャクリーヌはもう片側からヴィクトール

に身を押し付ける。村中がヴィクトールに付き従う。

　この場面で，兵士に扮した女性登場人物が真に英雄として扱われていることは明白である。こ

のように女兵士の英雄的扱いは当時の政治的，社会的状況を鑑みれば興味深い。1791年にまず，
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オランプ・ド・グージュ（Olympe de Gouge）やテロワーニュ・ド・メリクール（Théroigne de 

Méricourt）のようなフェミニストたちによって女性だけで構成された軍隊が要請された。彼女た

ちは，女性たちが愛国心を行動に移しうること，男性と同様に栄誉への権利を持つことを主張した。

　ルネッサンスからフランス革命期までの異性装について研究したシルヴィー・スタンベルグは，

著書の中で，男装し秘密裏に革命軍に参加した実在の女性たちの例を紹介している10）。戦争に参

加するために男装した女性市民の数は当時の記録や研究によっても異なるが，スタンベルグは少

なくとも革命期に 50人の男装の女性兵士がいたと述べている。何人かの女兵士は戦場での功績

を讃えられ，国民公会によって年金を支給された。しかし 1793年春から，ベルギーでの 3月 18

日のフランス軍の敗北に起因して，軍隊での女性の存在は悪く見られるようになり，1793年 4月

30日の政令により，「現在軍務についている女性は兵役から排除される」（11条）11） と規定された。

　興味深いことに，デフォンテーヌの戯曲は，女性を軍務から排除する政令の発令の後に書かれ

ている。作者デフォンテーヌはこの戯曲を，ヒロインの兵士としての勇敢さの称揚で終えてはい

ない。祖国の敵に対し不屈の精神で立ち向かったヴィクトールは，しかし，父の愛を繊細に感じ

取り，家族の元に帰るために連隊を離れることを決意するのだ。ヒロインが娘として家族への愛

情を表明する場面に次いで，幕切れのヴォードヴィルでは，女性の母としての役割が賛美される

のだ。戯曲はヴィクトールとジュリアンのカップルの成立と，将来の祖国の兵士となる子ど

も ― それも男児 ― の誕生への期待で幕切れを迎える。

VAUDEVILLE

［ . . . ］

AMBROISE, à Victor.

Fille soldat,

Doit à l’état

De marmots gentille milice ;

Faut d’s enfans

Qui d’vienn’ grands ;

N’y a su’terr’ de trop qu’les méchans.

JAQUELINE, à Ambroise, avec pudeur.

L’aîné peut v’nir avant un an !

Tâche qu’i’r’ssemble à sa maman.

CHŒUR.

Chaque jour, chez l’amour,

Vous serez, etc.

Nous serons, etc.

FIN12）.
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ヴォードヴィル

（中略）

アンブロワーズ（ヴィクトールに）娘兵士は／国家に与える義務がある／勇敢な義勇兵にな

る子どもたちを／立派な大人になる／子どもたちが必要だ／意地悪な人間たちがこの世には

満ちているんだから。

ジャクリーヌ（アンブロワーズに向かって，恥ずかしげに）長男が 1年の内に誕生するかも

しれない！　お母さんに似るようにしないとね。

コーラス　毎日，愛に包まれて，／あなた方は，等々／私たちは，等々。幕

　『娘兵士』には，これまで検証したように，フランス革命期の愛国主義が色濃く反映されてい

る。男装のヒロインという文学的トポスは，革命期にあって，実際の社会での女性の軍への参加

を背景にし，以前の演劇にない現実性を帯びた。大衆演劇として，この作品は，女性の観客たち

に対して市民としての愛国心を鼓舞する役割も担ったことだろう。一方で，女性の軍務への参加

を禁ずる法令の発令後の作品であり，単純に戦うヒロインを称揚するだけでは終わることができ

なかった。デフォンテーヌは，幕切れで，良き娘，良き伴侶，良き母という，より伝統的な女性

の役割を賞賛することで，現実社会における理想的な女性像を創り出しているのである。
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〈要約〉
　政治的・経済的活動などにより言語は常に異言語と接触してきた。その結果，言語は歴史
的に他の言語から様々な影響を受け，同時に多くの借用語（外来語）を取り入れてきた。ド
イツ語は 19世紀にフランス語の影響を強く受けたが，20世紀に入り英語が過去に前例がな
いほどの勢いでドイツ語の中に侵入してきた。21世紀に入った現在もその傾向は全く衰え
を見せず，ドイツ語への英語的語法の侵略が加速的に進行している。この現象に対し
Eisenbergは言語を授受の視点からから Gebersprachen（提供言語）と Nehmersprachen

（受容言語）に分類し，分析している。
　Anglizismenにおいては，英語の影響として英語の語彙をそのまま使用する場合と，日本
語の和製英語に相当する Denglisch（Deutsch＋Englisch）の使用がある。言語純粋主義に
立ち，言語浄化運動を支持する言語学会は毎年 Sprachpanscher（その年に最も社会的に影
響を与えたドイツ語と外来語，とりわけ英語を混ぜ合わせて新しいことばを創った人など）
を表彰し，ドイツ社会に規範ドイツ語の乱れの危険性を問いかけている。一方，他の言語学
者集団は英語がドイツ語に及ぼす影響は，ドイツ語の存在を脅かすものとは見ず，逆にドイ
ツ語を発展させる起因となるものとみている。本論において現在のドイツ語に内包する
Anglizismenの問題性を両者の意見を対立軸に分析を行った。

Einleitung

  In die deutsche Sprache sind und werden immer noch Lehnwörter aus anderen Sprachen 

aufgenommen. Englisch übt seit dem 20. Jahrhundert nach dem Französischen im 19. Jahrhundert 

den größten Einfluss auf die deutsche Sprache aus. Diese Abhandlung beschäftigt sich mit den 

Konflikten, die durch Lehnwörter aus dem englischsprachigen Raum entstehen. Nach Eisenberg 

sind Fremdwörter Bestandteile der Nehmersprache Deutsch, die in allen Epochen nicht konfliktfrei 

akzeptiert worden sind.

  Die Konfliktpunkte sind also nicht neu, sondern wurden in ähnlicher Form für Fremdwörter 

angeführt. Puristen haben für die Schädlichkeit von Fremdwörtern folgende Argumente 

angegeben:

1.  Das Fremdbleiben von Fremdwörtern

2.  Die Unverständlichkeit von Fremdwörtern
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3.  Gravierende Veränderungen bis zur Zerstörung der Sprache durch Fremdwörter 1）

  So geht es in den aktuellen Diskussionen zwischen den Befürwortern und Gegnern der 

Anglizismen in der Argumentation von positiver Bereicherung und natürlichem Sprachwandel auf 

der einen Seite bis zum Verständlichkeitsverlust über Bedrohung bis zum Sprachverfall auf der 

anderen Seite. Die damit verbundene Problematik soll hier umrissen werden und an einigen 

Beispielen an konkreten Initiativen analysiert werden. Denglisch, das besonders in der Kritik der 

Sprachpfleger steht, wird hier anhand des lange betriebenen Bahnglisch der Deutschen Bahn 

charakterisiert.

  Darüber hinaus werden die positiven und negativen Auszeichnungen von Sprachkritikern und 

Befürwortern soziolinguistisch untersucht. Es geht dabei um die Problematik, in wie weit 

Deutsche, die der englischen Sprache weniger mächtig sind, Verständnisprobleme in ihrem 

eigenen Land haben. Es wird versucht, Antworten auf die Frage zu geben, warum Linguisten 

anders als Sprachpfleger keine Bedrohung in dem großen Einfluss der englischen Sprache auf das 

Deutsche sehen, obwohl an deutschen Universitäten Englisch in manchen Studiengängen vorgezo-

gen wird und Universitäten existieren, an denen Englisch als einzige Unterrichtssprache eingeführt 

werden soll. Deutsch könnte sich so selbst aus der Wissenschaft zurückziehen und auf diese Weise 

seinen Status als Wissenschaftssprache mehr und mehr aufgeben müssen. Mit Phänomenen, die in 

der Öffentlichkeit thematisiert werden, setzt sich diese Abhandlung sprachkritisch auseinander.

1. Anglizismen und Denglisch

  Bevor wir uns näher mit der Problemantik beschäftigen, sollen zunächst einige Definitionen 

von dem Gegenstand unserer Untersuchung gegeben werden. Eine sehr verbreitete Definition von 

Zindler lautet folgendermaßen:

Ein Anglizismus ist ein Wort aus dem britischen oder amerikanischen Englisch im Deutschen oder 

eine nicht übliche Wortkomposition, jede Art der Veränderung einer deutschen Wortbedeutung 

oder Wortverwendung （Lehnbedeutung, Lehnübersetzung, Lehnübertragung, Lehnschöpfung, 

Frequenzsteigerung, Wiederbelebung） nach britischem oder amerikanischem Vorbild.

 （aus: Zindler 1959: 2）

Yang （1990: 23） weitet diese Definition auf die übrigen englischen Sprachbereiche, wie Australien, 

Kanada, Südafrika usw. aus. Plümer definiert zehn Jahre später wie folgt:
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Wörter und Wendungen, die morphologische Elemente aus dem Englischen enthalten oder in ihrer 

Struktur oder Bedeutung auf englische Vorbilder schließen lassen.

 （aus: Plümer 2000:18）

Wie wir sehen, spiegelt sich in den Definitionen das Sprachbewusstsein der jeweiligen Zeit wider. 

Ein weiterer Begriff, der uns bei der Auseinandersetzung mit Anglizismen beschäftigen wird, ist 

Denglisch. Mit dem Begriff Denglisch, der aus den Wörtern Deutsch und Englisch zusammenge-

setzt ist, bezeichnet man ebenfalls Anglizismen. Mit diesem Begriff wird eine Wertung vorgenom-

men. Denglisch steht für die Kritik daran, dass immer mehr Anglizismen und Pseudoanglizismen in 

die deutsche Sprache aufgenommen werden. Verwendung findet er besonders in der Sprachpflege 

und dem Sprachpurismus, auf den im nächsten Kapitel eingegangen wird.

2. Sprachpurismus

  Sprachpurismus hat es schon immer und in allen großen Sprachen gegeben. Er entsteht in den 

meisten Fällen dann, wenn sich eine Sprache durch den Einfluss aus einer anderen gestört oder 

bedroht fühlt. So begann man im 17. Jhd. in satirischen Texten, Geschichten, Abhandlungen oder 

Epigrammen auf das Problem der Fremdwörter aufmerksam zu machen. Man befürchtete eine 

Bedrohung der gerade eingesetzten deutschen Literatursprache.

  Zu der Zeit gründete sich auch die erste Sprachpflegeorganisation und zwar im Jahr 1617 die 

Fruchtbringende Gesellschaft in Weimar. Aufgaben der Organisationen bestanden u. a. darin, 

Verdeutschungen für Latinismen oder Gallizismen zu entwickeln. Einige davon bestehen heute 

noch, andere konnten sich nicht durchsetzen 2）. Später fassten sich einige weitere 

Widerstandsbewegungen gegen den Einfluss des Französischen 1885 im Allgemeinen Deutschen 

Sprachverein zusammen. Es handelte sich anders als in Frankreich oder in Italien um einen weite-

ren privaten Verein und nicht um eine staatliche Einrichtung.

  Im späten 17. bis fast zum Ende des 18. Jahrhunderts blieb der Fremdwortpurismus gemäßigt. 

Ende des 18. Jahrhunderts und vor allem im 19. Jahrhundert erfuhr er seine Renaissance. 1871 

setzte mit Heinrich von Stephan, dem damaligen Postdirektor die Verdeutschung bei der Post ein.

  Die Zeit des ersten Weltkriegs war der Fremdwortpurismus durch einen militanten 

Chauvinismus gekennzeichnet. In der Nazizeit standen Jiddisch und der Fremdwortgebrauch 

jüdischer Autoren im Kreuzfeuer. In der Nachkriegszeit war der Umgang mit Anglizismen in beiden 

Teilen Deutschlands unterschiedlich, so dass ein Sprung in die Zeit nach der Wiedervereinigung 

Deutschlands getan wird.

  Seit den 90er Jahren des 20. Jahrhunderts gibt es rege Diskussionen um Anglizismen und im 
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Jahr 1997 entsteht der Verein zur Wahrung der Deutschen Sprache mit inzwischen 30000 

Mitgliedern, die Neue Fruchtbringende Gesellschaft im Jahr 2007 und die Zeitschrift „Deutsche 

Sprachwelt“ setzt sich seit 2010 für ein neues Sprachbewusstsein ein. Auch 2010 gründete sich eine 

Jury um den Sprachwissenschaftler Stefanowitsch, die seitdem jährlich den Anglizismus des Jahres 

wählt.

2.1. Der Verein der Deutschen Sprache （VDS）

  Dieser Verein, dessen Vorsitzender Professor für Wirtschaftswissenschaften ist, bemüht sich 

um Verdeutschungen und vergibt jährlich die Auszeichnung Sprachpanscher 3） des Jahres. Was der 

Verein erreichen will, wird wie folgt formuliert:

Wir wollen der Anglisierung der deutschen Sprache entgegentreten und die Menschen in 

Deutschland an den Wert und die Schönheit ihrer Muttersprache erinnern. Wir wollen unsere 

Sprache bewahren und weiterentwickeln 4）. Die Fähigkeit, neue Wörter zu erfinden, um neue 

Dinge zu bezeichnen, darf nicht verloren gehen. Dabei verfolgen wir keine engstirnigen nationalis-

tischen Ziele. Wir sind auch keine sprachpflegerischen Saubermänner und akzeptieren fremde 

Wörter – auch englische – als Bestandteile der deutschen Sprache. Gegen fair, Interview, Trainer, 

Doping, Slang haben wir nichts einzuwenden. Prahlwörter wie event, highlight, shooting star, 

outfit 5）, mit denen gewöhnliche Dinge zur großartigen Sache hochgejubelt werden, lehnen wir ab.

 （aus: www.vds-ev-de-/verein）

Weiterentwickeln bedeutet hier, wie wir sehen, das Vermögen der Benennungsmotivation für Dinge 

und Phänomene, zu behalten. Darüber hinaus wird mit den Beispielen fair, Interview usw. deutlich, 

dass man sich hier gegen Anglizismen, die Bestandteile des deutschen Wortschatzes sind, nicht 

wehrt, sondern man sich nur gegen solche wendet, die einen verdrängenden Charakter besitzen, 

wie z. B. Outfit für Aufmachung usw.

  Zu seinen Aufgaben gehört die jährliche Herausgabe eines Anglizismen-Index. Die Ausgabe im 

Jahr 2014 enthielt 7500 Einträge, die in drei Klassen unterteilt sind 6）. Diese Unterteilung beruht auf 

der Einschätzung der Autoren, wie viel Einfluss der jeweilige Anglizismus auf die deutsche Sprache 

hat. Man unterscheidet Anglizismen, die ergänzend, differenzierend als auch verdrängend auf den 

deutschen Wortschatz wirken. Die eingetragenen Anglizismen verteilten sich wie folgt auf die drei 

Klassen: ergänzend （3%）, differenzierend （18%） und verdrängend （79%）.

  Der Anglizismen-Index wird z. B. als Maßstab für die Verwendung von Anglizismen verwendet. 

Das Wirtschaftsmagazin „DIE MACHER“ empfiehlt Werbeagenturen vor Verfassen ihrer 

Werbesprüche neben der Zielgruppenüberlegung, d. h. für ältere Konsumenten eher weniger und 
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für jüngere ruhig mehrere Anglizismen zu verwenden, darüber hinaus erst einmal diesen 

Anglizismen-Index zu konsultieren, um daraufhin die Entscheidung zu treffen, ob der geplante 

Anglizismus geeignet sei. Verzichten solle man dabei besser auf als zu verdrängende gekennzeich-

nete Anglizismen.

  Seit 2005 setzt sich der Verein für die Aufnahme der deutschen Sprache in das Grundgesetz 

ein, eine Grundsatzergänzung „Die Sprache der Bundesrepublik ist Deutsch.“ ein.

3. Problematik der Anglizismen

  In der Argumentation gegen Anglizismen stößt man sowohl auf spezifisch sprachpflegerische 

bzw. linguistische Argumente und nicht-linguistische Argumente. Es herrscht die Meinung, dass 

Anglizismen nicht nötig seien, weil sie durch deutsche Wörter ersetzt werden könnten.

3.1. Allgemeine Kritik an Anglizismen

  Die Argumente, die sowohl in der Öffentlichkeit als von den Sprachpflegern genannt werden, 

sind in folgende drei Kategorien unterteilt worden （vgl. Schneider 2008: 59）:

a.  Ästhetische Argumente: Man findet die Anglizismen nicht ästhetisch.

b.   Verständlichkeitsargumente: Ältere Menschen und Menschen, die keine oder nur wenige 

Englischkenntnisse haben, haben mit den Anglizismen Verständlichkeitsprobleme. 

c.   Verbreiterungsargument: Anglizismen verbreiten sich rasant. Die Sprachgemeinschaft 

gibt nicht mehr die Richtung der Sprachentwicklung vor, sondern der enorm große 

Einfluss der Massenmedien, wobei im Besonderen die Werbung und Marketingagenturen 

gemeint sind.

Die Vorsitzende der Neuen Fruchtbringenden Gesellschaft Seewald-Heeg fasst in ihrer Erklärung 

zur Verwendung von Anglizismen das zweite （b） und dritte Argument （c） treffend zusammen. Sie 

meint, wenn für die Bezeichnung einer Marktneuheit endlich eine deutsche Entsprechung gefun-

den werde, habe sich die englische Bezeichnung im Zeitalter der weltweiten Vernetzung und der 

virtuellen Kommunikation bereits so weit verbreitet, dass die Medien das deutsche Äquivalent oft 

nicht mehr verwendeten. In vielen Fällen mache sich auch niemand mehr die Mühe, überhaupt ein 

deutsches Wort zu finden. Viele Bedeutungen der Bezeichnungen würden aber von vielen 

Menschen gar nicht oder nur zum Teil verstanden 7）.
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3.2. Linguistische und sprachpflegerische Argumente

  Von linguistischer Seite wird Kritik daran geübt, dass Anglizismen nicht systematisch gramma-

tisch flektiert, konjugiert usw. würden. Zimmer （1997: 58） äußert sich z. B. zur Substantivflexion 

von Anglizismen wie folgt:

„Wiederum scheint die pure Willkür zu herrschen. Es heißt die Notebooks, aber nicht die Users, 

sondern die User.“

Diese Kritik ist kritikwürdig. Substantive mit dem Suffix -er verändern sich auch im Fall von 

Entlehnungen wie z. B. Computer, Router, Roboter, Transporter usw. im Plural nicht, sondern haben 

ein Nullsuffix wie in Lehrer. Niemand spricht von ＊Computers oder ＊Roboters.

3.2.1. Überflüssigkeit von Anglizismen

  Als weiterer Punkt wird die Überflüssigkeit von Anglizismen angeführt, weil viele Anglizismen 

vorhanden sind, die durch deutsche Wörter ersetzbar seien, wie Tab. 1 zeigt.

Tab. 1　Übersicht einiger überflüssiger Anglizismen

Anglizismus deutsches Synonym Wortschatzvorkommen

happy glücklich, fröhlich allgemein

Statement Stellungnahme Politikerjargon; Medien

Event Ereignis, Veranstaltung allgemein, Medien

toppen überbieten allgemein

Moonshine-Tarif
Moonshine Golf 8）

Mondschein-Tarif
Golf in der Dämmerung

allgemein

Der Ex-Telekom-Chef Sommer war für die Verwendung der Bezeichnungen von Moonshine Tarifen 

und Sunshine Tarifen in Telefonrechnungen zum Sprachpanscher 1998 gewählt worden. Die 

deutsche Bezeichnung Mondscheintarif wird auch in demselben Umfeld benutzt. Beide sind koexis-

tent und bedeutungsgleich, so dass diese denglische Bezeichnung überflüssig ist.

3.2.2. Bedrohung und Veränderung der Sprache durch Anglizismen

  Hobergs 9） Befürchtung, dass der latente Einfluss in Lehndeutungen oder Lehnbildungen wie in 

Ausklammerungen die deutsche Sprache möglicherweise längerfristig stärker verändere und sich 

der englischen annähere als die Aufnahme von einzelnen Wörtern in den Wortschatz, ist nicht zu 

negieren. Formen wie die folgenden werden unbemerkt verbreitet, sie fallen in der gesprochenen 
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Sprache weniger auf als einzelne englische Wörter:

1-a） Kommst du mit morgen? （Ausklammerung des Adverbs morgen）

Die deutsche Satzstellung ist normalerweise:

1-b） Kommst du morgen mit?

Denken und Sprache sind eng miteinander verknüpft und neue Satzstrukturen könnten zu anderem 

Denken führen und in dem Fall würde auch die Identität in Mitleidenschaft gezogen werden 

können. Der Weg von der unbewussten Aufgabe der eigenen Sprache zu Gunsten einer anderen 

wäre somit nicht mehr weit und das Argument der Bedrohung berechtigt.

3.2.3. Inexistenz des Anglizismus in der englischen Sprache oder in anderer Bedeutung

  Dabei handelt es sich um Pseudoanglizismen, Wörter, die es im Englischen nicht gibt oder um 

Wörter, die im Englischen etwas ganz Andres bedeuten.

Tab. 2　Pseudoanglizismen

Pseudoanglizismus Bedeutung Englische Bedeutung

Handy Mobiltelefon greifbar, praktisch

Body Bag Rucksack Leichensack

Public Viewing gemeinsam etwas  au f  e iner 
Großleinwand sehen （z. B. Fußball）

Leichenschau

Showmaster Moderator 　　－

Für die Akzeptanz und Verbreitung von Pseudoanglizismen wird die Werbung mitverantwortlich 

gemacht. Der folgende Abschnitt setzt sich mit dem Verständnis von Anglizismen in 

Werbesprüchen auseinander.

3.3. Konsequenzen und Reaktionen

  Sowohl die damaligen Argumente für Fremdwörter im Allgemeinen als auch für Anglizismen 

sind von Seiten der Gesellschaft nachvollziehbar. Eine Untersuchung 10）, bei der die emotionalen 

Reaktionen auf insgesamt zehn sowohl deutsche als auch englische Werbesprüche getestet worden 

war, zeigte, dass besonders jüngere Männer ohne Abitur und ältere Frauen auf die deutschen 

Werbesprüche emotional heftig reagierten, dagegen wohl auf Grund von Verständlichkeits-
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schwierigkeiten auf die englischen keine emotionalen Reaktionen zeigten.

  In einer anderen Untersuchung zum Verständnis von englischen Werbeslogans bestätigte sich 

diese Annahme. Darin stellte sich heraus, dass für die deutschen Leser sehr viele davon weder 

übersetzbar noch verständlich waren. Wenn die Sprachgemeinschaft noch die sprachliche 

Entwicklung vorgeben würde, wären Anglizismen in der Werbung nicht in dem Maße vertreten, 

denn nur teilweise verständliche bis zu vollständig unverständliche Werbesprüche würde es dann 

gewiss nicht geben. Diese Sprachkritik hat nur begrenzt Einfluss auf die Sprache in 

Werbekampagnen der Werbeagenturen, aber einige berühmte Großkonzerne haben ihr Vokabular 

geändert. Die Fastfood-Kette McDonalds wirbt seit 2003 in Deutschland nicht mehr mit dem eng- 

lischen Slogan 11）, sondern auf Deutsch mit dem Werbespruch „Ich liebe es“ und das deutsche 

Bekleidungshaus C & A ersetzte „Fashion for Living“ durch „Preise gut, alles gut“. Bei alledem 

klingen vier der zehn Eigenmarken 12） dieses Modehauses englisch. Und die Startseite von C & A 

（www.c-and-a.com/ch/de/corporate/ueber-ca/eigenmarke） im Netz ist in Denglisch, überflüssi-

gerweise, halb Deutsch, halb Englisch, gehalten. Das englische and wäre sicher durch ein 

deutsches und, so wie auch corporate durch zusammenarbeitend ersetzbar sein müsste. 

  Im folgenden Kapitel wird die Bahn behandelt, die wie anhand Tab. 4 der Sprachpanscher in 

5.1. zu ersehen ist, in der Kritik der Sprachpfleger stand. Die Bahn ist anders als die o. e. ein 

Dienstleistungsbetrieb, dessen Kundenklientel sehr breit ist. Es sind Kunden jeden Alters und jeder 

Bildungsschicht vertreten. Man sollte deshalb erwarten können, dass sie verständlich von den 

jeweiligen Mitarbeitern des Unternehmens beraten werden könnten und auch die Sprache in 

Verträgen oder Broschüren für jeden deutschen Muttersprachler zu identifizieren sein sollte.

4. Der Fall „Bahnglisch“

  Bis 2013 verwendete die Deutsche Bahn eine so große Anzahl von Anglizismen, dass man 

sogar die Bahnsprache Bahnglisch getauft hat. Die erste Sprachpanscher-Auszeichnung, die 1999 

der damalige Bahnchef Ludewig erhalten hatte, brachte keine Veränderungen. Auch nachdem 2007 

sein Nachfolger Mehdorn, der inzwischen auch die Deutsche Bahn verlassen hat, dieselbe 

Auszeichnung vom Verein für Deutsche Sprache bekommen hatte, blieb es beim unverständlichen 

Bahnglisch, welches für viele Bahnkunden zu Unmut und Unzufriedenheit geführt hatte. Briten 

selbst waren über die zahlreichen Anglizismen an deutschen Bahnhöfen überrascht 13）. Statt von 

einer Globalisierung konnte eher von einer Anglisierung gesprochen werden. 2010 kam mit dem zu 

der Zeit amtierenden Verkehrsminister der Wandel. Unter seiner Amtszeit wurde diesem 

Bahnglisch ein Ende bereitet. Wie enorm das Ausmaß war, belegt die Tatsache, dass ein Glossar im 

Umfang von 2200 verbreiteten Anglizismen an die Mitarbeiter verteilt wurde, um die Verwendung 
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von Anglizismen drastisch zu reduzieren. Für die 2200 Begriffe sind die jeweiligen deutschen 

Entsprechungen aufgeführt. Im Folgenden werden einige Beispiele vorgestellt:

Tab. 3　Sprachwandel bei der Deutschen Bahn

Bahnglisch Deutsch

Call a Bike Mietrad-Angebot

Counter Schalter

Flyer Handzettel / Broschüren

Hotlines Service-Nummern

ReiseZentrum Reisezentrum 

Service Points DB-Informationen

Markennamen wie die BahnCard werden nicht zu einer Bahnkarte, und Zugbezeichnungen wie 

Intercity nicht zum Zwischenstädten-Verkehrszug. Diese waren auch nicht von dem damaligen 

Verkehrsminister beklagt worden. Die Leser der Zeitschrift „Deutsche Sprachwelt“ wählten aus 

diesem Grund die Deutsche Bahn zum Sprachwahrer 14） des Jahres 2013.

5. Sensibilisierung für die Problematik

5.1. Sprachpanscher

  Sprachpanscher ist eine negative Auszeichnung, die der Verein für deutsche Sprache seit 1998 

einmal im Jahr verleiht, um Personen, Unternehmen, Organisationen oder Instituten für ihre Art 

und Weise mit der deutschen Sprache und Anglizismen umzugehen, zu kritisieren und damit auch 

die Öffentlichkeit zu sensibilisieren. 

  Bei der Betrachtung der Begründungen für die Auswahl zum Sprachpanscher fällt auf, dass 

der Großteil der Erstplatzierten der letzten Jahre wegen unverständlicher und überflüssiger 

Anglizismen ausgewählt worden ist. Die Duden-Redaktion ist vom VDS kritisiert worden, weil sie 

zwar einerseits in großem Maße Anglizismen aufnehme, die in der deutschen Sprache noch nicht 

ausreichend etabliert seien, aber sich andererseits weigerte Verdeutschungen wie Klapprechner für 

Laptop aufzunehmen.

  Der Politiker Oettinger hatte sich geäußert, dass Englisch die Kommunikationssprache für 

Wirtschaft, Technik usw. sei und Deutsch eher im privaten Bereich gesprochen werden solle. 

Solche Äußerungen schaden dem Image der deutschen Sprache und werden dem Streben nach 

Mehrsprachigkeit in der EU in keiner Weise gerecht. Die Erstplatzierten von 2000 und 2015 
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stammen beide aus der Hochschullandschaft. Mit Bestrebungen solcher Art wie von den beiden 

letztgenannten verliert Deutsch seinen Status als Wissenschaftssprache.

Neben dem Sprachpanscher wird auch der Sprachwahrer, mit dem sich der nächste Absatz beschäf-

tigt, gewählt.
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Tab. 4　Sprachpanscher von 1998 bis 2015

Jahr Preisträger Phänomen

1998 Telekomchef R. Sommer Sunshine/Moonshine-Tarife

1999 Bahnchef J. Ludewig ServicePoint, McCleans, dblounges

2000
Rektor der Ludwig-Maximilian-
Universität München A. Heidrich

Annäherung an das amerikanische 
Hochschulsystem

2001
Vorsitzender des Bundesverbandes 
Deutscher Bestatter, W. H. Zocher

Funeral masters

2002 Postchef K. Zumwinkel global mail, postage point usw.

2003
Ex-Präsident G. Mayer-Vorfelder, 
Deutscher Fußballbund

Vermischung von Englisch und Deutsch

2004 M. Schächter, ZDF-Intendant Kiddie contest History

2005
H. Beck, Direktor des Frankfurter 
Städel-Museums

Art after Work Get-together„ Member’s 
Night Family Day

2006
G. Oettinger, Politiker aus Baden-  
Württemberg

Degradierung der deutschen Sprache 
zum Feierabenddialekt

2007
H. Mehdorn, Vorstandsvor sitzender der 
Deutschen Bahn

Counter und ServicePoints

2008
K. Wowereit, ehemaliger Berliner 
Bürgermeister

Power for Peace – Power for unity

2009 Deutscher Turner-Bund Slacklining, Gymmotion oder Speedminton

2010 F. Pleitgen, Ruhr GmbH Volunteers

2011
R. Obermann, Vorstandsvor sitzender der 
Deutschen Telekom

Call & Surf, Comfort, Entertain 
Installation Services,

2012
Karstadt-Chef A. Jennings modern and full of life Midseason-Sale 

kidswear

2013 Der Duden Aufnahme von Soccer

2014 Verteidigungsministerin U. von Leyen englische Ansprache

2015
Prof. Dr. W. A. Hermann Geplante Einführung von englisch- 

sprachigen Masterstudiengängen ab 2020



5.2. Sprachwahrer

  Sprachwahrer ist eine positive Auszeichnung, die die Zeitschrift „Deutsche Sprachwelt“ 

jährlich vergibt, um Personen, Organisationen oder Städte zu würdigen, die einen positiven Beitrag 

für ihre Muttersprache geleistet haben. Im Folgenden werden die Preisträger von 2010 bis 2015 

anhand von Tab. 5 vorgestellt:

Tab. 5　Sprachwahrer von 2010 bis 2015

Jahr Preisträger Grund für die Auszeichnung

2010
Ex-Verkehrsminister Ramsauer Umbenennung von Anglizismen in seinem ehema-

ligen Ministerium z. B. Travel-Management in 
Reisestelle

2011
Humorist, Schauspieler V. von 
Bülow: Loriot

Bereicherung der deutschen Sprache und Kritik 
an zu einfacher Kommunikation

2012
Moderator F. Plasberg besteht auf Erklärungen aller Fremdwörter in 

seiner Fernsehendung

2013
Die Deutsche Bahn Zurücknahme von Anglizismen

ServicePoints → Information

2014
Vize-Präsident des Deutschen 
Bundestages J. Singhammer

Einsatz für die gleichberechtigte Verwendung von 
Englisch, Französisch und Deutsch in der EU

2015

S. Zidek （Student） weigerte sich trotz Androhung einer schlechteren 
Note seiner Dozentin gendersensible Sprache in 
seiner Arbeit zu verwenden und bekam Recht von 
der Rechtsabteilung der Universität

Tab. 5 veranschaulicht, dass auch hier sowohl Aktionen in Bezug auf die Rückkehr zur deutschen 

Sprache, d. h. auch der vermehrten Verwendung der deutschen Sprache, als auch die Bemühung 

um eine für alle verständliche Sprache positiv anerkannt werden.

5.3. Anglizismus des Jahres

  Auf der einen Seite wählt der Verein für Deutsche Sprache den Sprachpanscher des Jahres und 

auf der anderen Seite wird von einer Jury seit 2010 der Anglizismus des Jahres gekürt. Der Initiator 

dieser Initiative, der Sprachwissenschaftler Stefanowitsch, hat diese ins Leben gerufen, um die 

negative Einstellung gegenüber Anglizismen aufzuhellen. In Tab. 6 werden die Anglizismen des 

Jahres vorgestellt. Die Preisverleiher begründen die Auszeichnung wie folgt:

Die Entlehnung von Wörtern ist ein natürlicher Prozess, der in allen Sprachen stattfindet. Das 
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Englische spielt dabei als globale Lingua Franca eine besonders wichtige Rolle. Unsere Initiative 

würdigt regelmäßig den positiven Beitrag des Englischen zur Entwicklung der deutschen Sprache, 

indem sie den „Anglizismus des Jahres“ wählt – ein englisches Lehnwort, das im laufenden Jahr 

ins Bewusstsein und den Sprachgebrauch einer breiten Öffentlichkeit gelangt ist und eine interes-

sante Lücke im deutschen Wortschatz füllt.

 （aus: www.anglizismusdesjahres.de）

Wenn wir uns die Bedeutung von Weiterentwicklung zur deutschen Sprache in 2.1. vor Augen 

führen, bemerken wir, dass an dieser Stelle das Aufnehmen der Anglizismen als positiver Beitrag 

zur Entwicklung betrachtet wird. Bei Entwicklung geht es hier nicht darum etwas selbst zu erfin-

den, sondern etwas Fremdes zu integrieren.

  Die folgende Tabelle enthält die gekrönten Anglizismen der letzten sechs Jahre mit ihrer 

Bedeutung, einem authentischen Beispiel, der Bemerkung über den Eintrag im Duden online und 
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Tab. 6　Anglizismen, die den 1. Platz von 2010 bis 2015 beim Anglizismus des Jahres belegten

Jahr Anglizismus
Bedeutung

Duden
Anglizismen-

IndexBeispiel

2010
leaken durchsickern （lassen）

nein differenzierend
Der Spion, der mich leakte.15）

2011

Shitstorm Empörungssturm im Netz

ja verdrängendZeit online erntete einen 
Shitstorm.16）

2012
Crowdfunding Gemeinschaftsfinanzierung

nein verdrängend
Er ist ein Crowdfunding-Genie.17）

2013

-gate z.B. Handygate -skandal Handyskandal

nein verdrängendSpähaffäre, Handygate, war da 
was?18）

2014

Blackfacing Weiße, die sich mit dunkler Farbe 
schminken, um wie Farbige 
auszusehen nein nein

Fifa will „Blackfacing“ 
untersuchen.19）

2015

Refugees20） Welcome Willkommen, Flüchtlinge!

nein neinRefugees welcome bei 
Zweitligist.21）



dem Anglizismus-Index. Beim Anglizismen-Index wird auch die dortige Einordnung mit angegeben. 

Bis auf leaken handelt es sich bei allen anderen Einträgen um Substantive. Um die Verdeutschung 

zu überprüfen, eignet sich ein Verb, so dass leaken auf seinen Gebrauch hin untersucht wurde. 

Leaken kam nur in Einzelfällen und nicht als Infinitiv oder Nominalisierung vor. 

Ausnahmen waren das o. a. Beispiel mit der Form im Präteritum leakte und Perfektform geleakt in:

Empört darüber, dass Correct TV im Juli rund 100 Original-TTP-Verhandlungsdokumente geleakt 
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Tab. 7　Die 10 Kandidaten für den Anglizismus des Jahres 2015

V. Anglizismus Bedeutung Beispiel Duden Anglizimsen-Index

（e）xit Austritt So geht der Grexit.23）24） nein nein

gendern
geschlechtlich 
gleichstellen

Die Grünen gendern jetzt 
mit Sternchen.25） ja differenzierend

Hate Speech
Hassreden im Netz
geistige Brandstiftung

Hate Speech im Netz – die 
dunkle Seite der digitalen 
Welt.26）

nein
nein
nur hate crime
verdrängend

Hotspot
Sammelstelle für 
Flüchtlinge für die 
Weiterverteilung

Hotspots zur Verteilung 
von Flüchtlingsort bald 
einsatzbereit27）

ja

mit der Bedeutung
toller Ort
Krisenherd 
verdrängend

Plus Size Übergröße
Die Nachfrage nach 
Plus-Size-Kleidern ist 
riesig. . .28）

nein nein

Refugee Welcome
Flüchtlinge, 
willkommen.

Was geschieht, wenn die
Refugee Welcome-Eu
phorie nachgelassen hat?

nein nein

Selektor

Suchbegriffe in der 
Spionage
（ID-Daten, Namen, 
. . . .）

Was hat der BND mit 
diesen Selektoren 
gemacht?29）

nein nein

Smartwatch
Kombination von 
Armbanduhr und 
Smartphone

Wozu brauchen wir 
überhaupt eine 
Smartwatch?30）

nein nein

spoilern verraten
So gefährlich ist das 
Spoilern des Star-Wars- 
Films.31）

nein verdrängend

Triggerwarnung

Warnung bei 
Auslösern von 
posttraumatischen 
Erlebnissen

Die Leserin fragte den 
Autor, ob er eine 
Triggerwarnung geben 
wolle.32）

ja
trigger
differenzierend



hat, hält EU-Handelskommissarin Cecilia Malmström detaillierte Berichte über die 10. 

Verhandlungsrunde in einem Brüsseler Leseraum verschlossen.

（aus: https://correctiv.orgʼrecherchen/ttip/blog/2015/10/16/ttip-leak-das-protokoll-der-zehnten- 

verhandlungsrunde/）

Nicht immer sind es neue Anglizismen, die die Wahl gewinnen. Gate war 2013 nicht neu, sondern 

existiert seit der Watergate-Affäre im Jahr 1972. Das stieß auf Kritik vieler Sprachwissenschaftler. 

Die Gesellschaft für deutsche Sprache spricht sogar von einem „alten Hut“  22）.

  In Tab. 7 in 5.3. werden die Vorschläge, die Kandidaten, aus denen der Anglizismus des Jahres 

2015 ausgewählt worden ist, vorgestellt, um zu zeigen, welche Anglizismen in Deutschland im 

Moment beliebt sind oder als eine gelungene Ergänzung zur deutschen Sprache empfunden 

werden.

6. Deutsch als Wissenschaftssprache

  Ehlich spricht von einer Ein-Falt bei der Einführung des Englischen als Lingua Franca in der 

Wissenschaft. Die Wissenskommunikation läuft für die Native Speaker des Englischen normal, 

aber alle anderen werden in ihrem Ausdrucksvermögen beschränkt. Wissenschaftlerinnen und 

Wissenschaftler in Europa sollten neben den Kenntnissen in Griechisch oder Latein drei Sprachen 

zur Verfügung haben und in ihrer Muttersprache veröffentlichen dürfen. Wissenschaftliches 

Arbeiten in der jeweiligen Muttersprache ermöglicht in sprachintensiven Wissenschaften erstmalig 

jenen Reichtum an Kenntnisgewinnung, durch den die neuzeitliche Wissenschaft zur Entfaltung 

gekommen ist, und deren Früchte wir heute ohne nachzudenken genießen （Ehlich 2005: 51）.

  Skeptiker sind der Meinung, dass englischsprachige Studienangebote DaF in den Rücken 

fallen. Auch abgestufte DaF-Tests werden angeprangert, weil die ausländischen Studierenden 

dadurch ein immer niedrigeres Niveau in der deutschen Sprache haben. Englisch als Lehrsprache 

in Kairo an der „German University of Cairo“ könnte als ein Zeichen angesehen werden, dass die 

deutsche Sprache als Wissenschaftssprache immer mehr aufgegeben wird. Statt Sprachbarrieren, 

wie das Erlernen von Deutsch als Fremdsprache vor Studienbeginn, beizubehalten, sollte man 

lieber früher, d. h. bereits während der Schulzeit, mit einem Unterricht, in dem die notwendigen 

Deutschkenntnisse erworben werden, beginnen （Vgl. Wahl 2005: 32f.）.
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Fazit

  Anglizismen sollten besonders in der Werbesprache, der Netz- und Computersprache und der 

Jugendsprache verwendet werden, aber in dieser Abhandlung sind wir auch auf Anglizismen in 

vielen anderen Bereichen gestoßen. Die Jugendsprache ist an dieser Stelle nicht untersucht 

worden, weil dort Anglizismen benutzt werden, um durch die Sprache zu zeigen, dass man anders 

als die Erwachsenen ist. Dieser Jugendjargon wird wohl mit zunehmendem Alter von selbst 

aufgegeben.

  Erwachsene und Ältere bemerken sprachliche Veränderungen, weil sie auf Unverständlichkeit 

stoßen oder mit ihrem langjährigen persönlichen Sprachgefühl ästhetisch nicht vereinbar sind. 

Kindern dagegen, die bereits im Kindergarten oder vom ersten Schuljahr in der Grundschule an 

Englisch lernen, fallen Anglizismen nicht mehr unbedingt auf. Sie wachsen mit ihnen auf und 

besonders die latenten, wie der Einfluss auf die deutsche Satzstruktur, könnten langfristig zu einem 

Sprachwandel führen. Die Ruhr-Universität hat aus diesem Grund bereits ein Projekt 33） mit 

Schülern durchgeführt, um diese auf die Existenz von Anglizismen aufmerksam zu machen und sie 

dafür zu sensibilisieren. Projekte solcher Art müssen gefördert werden.

  Auch wenn Germanisten Entwarnung geben, sollten nicht nur Sprachkritiker und 

Sprachpfleger ihre unermüdliche Arbeit fortsetzen, Veränderungen bewusst zu machen, und wenn 

nötig, zu stoppen oder zur Rückkehr zu bewegen, wie im Beispiel der Deutschen Bahn und anderen 

Werbeslogans usw. Die deutsche Sprache muss für deutsche Muttersprachler verständlich bleiben 

und es sollte auch möglich sein, weiterhin alles in ihr auszudrücken.

  Bestrebungen, die deutsche Sprache als Wissenschaftssprache zu erhalten, sollten alle 

Wissenschaftler ernst nehmen und nicht, um eine höhere Leserschaft zu erreichen, nur in eng- 

lischer Sprache publizieren.

Anmerkungen

1） s. Näheres zum Fremdwortpurismus bei Eisenberg 2011: 112 f.
2）  Eine heute noch verwendete Verdeutschung ist Briefwechsel für Korrespondenz. Als misslungen 

zu bezeichnende Begriffe sind u. a. Löschhorn für Nase oder Jungfernzwinger für Nonnenkloster.
3）  panschen bedeutet laut Duden online „ein alkoholisches Getränk mit etwas vermischen, 

verfälschen oder verdünnen“. An dieser Stelle müsste gemeint sein, dass ein Sprachpanscher die 
deutsche Sprache durch Anglizismen vermische und vor allem verfälsche （s. 5.1.）.

4）  Diese Unterstreichung wie auch alle anderen Unterstreichungen in dieser Abhandlung sind von 
der Autorin selbst vorgenommen worden.

5）  Diese Wörter findet man eher in Großschreibung, aber beim VDS werden sie hier genau wie 
fast alle anderen Substantive （Anglizismen） im Anglizismen-Index klein geschrieben, um sie 
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wohl als fremd kenntlich zu machen.
6） Zur Einordnung und Statistik vgl. Grobe 2014, 7f.
7）  s. das Interview mit der Vorsitzenden der Neuen Fruchtbaren Gesellschaft U. Seewald-Heeg 

unter www.mdr.de/religion/gesellschaft/fruchtbringende-gesellschaft-interview-uta-see-
wald-heeg100_page1_yc-43c28d56.html

8）  bezieht sich hier auf Golf zum Moonshine Tarif, als solcher auf der Startseite von Golferleben 
im Golfpark München （www.gp-ma.de/de/preise/zeiten-moonshine-tarif） gekennzeichnet. 
Gemeint sind die Preise, die man von je nach Jahreszeit und Monat, ab Golfspielbeginn 
zwischen 15:30 Uhr im Oktober und spätestens ab 17 Uhr im Juni und Juli bezahlen muss. Bei 
Golfclubs findet sich diese Ausdrucksweise häufig. Darüber hinaus ist sie bei Öffnungszeiten in 
Freibädern und Saunen gebräuchlich.

9） vgl. Hoberg 2000, 307f.
10）  www.spiegel.de/unispiegel/wunderbar/denglisch-in-der-werbung-komm-rein-und-finde-wieder-

raus-der-310548-druck.com
11）  Der englische Slogan „I’m lovin it“ im gelben M von McDonalds findet sich im deutschsprachi-

gen Raum noch in Österreich. S. www.mcdonalds.at. Ich liebe es wird in Luxemburg noch 
verwendet, s. www.mcdonalds.lu.

12）  Auf www.c-and-a.com/ch/de/corporate/ueber-ca/eigenmarken sind die kompletten 
Eigenmarken zu finden.

13）  www.welt.de/vermischtes/ar ticle6435255/Briten-ver wunder t-ueber-deutsches-Bahner-
Englisch.html

14）  Diese Auszeichnung wird seit 2000 von der Sprachzeitung verliehen. Der Verkehrsminister 
Ramsauer, der die Verdrängung von Anglizismen aus der Sprache der Deutschen Bahn ins 
Rollen gebracht hatte, war bereits 2010 zum Sprachwahrer des Jahres ausgezeichnet worden （s. 
5.2.）.

15）  www.spiegel.de/forum/kultur/neuer-007-film-spectre-hacker-leaken-james-bond-drehbuch-
thread-206445-2.html

16）  www.noz.de/deutschland-welt/sport/artikel/669657/philosoph-eilenberger-ruckt-handballer-in- 
nationalistische-ecke#gallery&0&0&669657

17）  www.spiegel.de/karriere/berufsleben/crowdfunding-so-halten-gruender-ihre-geldgeber-bei-
laune-a-1056919.html

18）  www.spiegel.de/politik/deutschland/wichtig-am-02-05-no-spy-abkommen-gazprom-merkel-in-
usa-a-967022.html

19） www.taz.de/!5039245/
20）  Flüchtling war gleichzeitig das Wort des Jahres 2015 und als Unwort wurde aus derselben 

Thematik Gutmensch gewählt.
21）  www.focus.de/sport/fussball/bundesliga2/refugees-welcome-bei-zweitligist-st-pauli-versteigert-

banner-fuer-fluechtlingshilfe-nach-spiel-gegen-bvb_id_4954066.html
22）  www.focus.de/wissen/mensch/sprache/sprache/suffix-fuer-2013-gekuert-sprachforscher- 

kritisieren-anglizismus-wort-des-jahres_id_3575312.html
23） Unter Grexit versteht man den Austritt Griechenlands aus der EU.
24）  vgl. www.tagesspiegel.de/politik/griechenland-so-geht-der-grexit-jedenfalls-rechtlich/12036556.

html
25） www.rp-online.de/politik/deutschland/die-gruenen-gendern-jetzt-mit-sternchen-aid-1.5577986
26）  www.deutschlandradiokultur.de/hate-speech-im-netz-die-dunkle-seite-der-digitalen-welt.1013.
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de.html?dram:article_id=348304
27） www.zeit.de/politik/ausland/2016-01/eu-hotspots-bald-einsatzbereit-fluechtlinge-verteilung
28） www.welt.de/icon/article141509732/Dick-heisst-faul-und-kein-Stil-sagte-man-uns.html
29） www.zeit.de/digital/datenschutz/2015-04/bundesnachrichtendienst-bnd-nsa-selektoren-eikona
30）  www.welt.de/wall-street-journal/ar ticle119220366/Wozu-brauchen-wir-ueberhaupt-eine-

Smartwatch.html
31）  www.welt.de/vermischtes/article150320802/So-gefaehrlich-ist-das-Spoilern-des-Star-Wars-

Films.html
32） vgl. www.tagblatt.de/Nachrichten/Die-Triggerwarnung-42106.html
33） vgl. www.ruhr-uni-bochum.de/sprachwerk/mam/content/_kurzprojekt.pdf
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〈Summary〉
  This essay analyzes the activities of the Committee on Comparative Politics （CCP） of the 

Social Science Research Council （SSRC） directed toward the development of modernization 

theory as an influential paradigm of comparative politics.

  The CCP, established in 1954, was composed of up-and-coming political scientists, includ-

ing A. Gabriel Almond, who dedicated their energy and time to establishing comparative 

politics as a scientific discipline by making use of behavioral science and social theory 

informed by structural-functional analysis. This committee is widely credited with the develop-

ment of modernization theory as it applied to the emerging developing nations in the non- 

Western world in the early Cold War period. In particular, the essay sheds light on the intellec-

tual process in which full-fledged modernization theory slowly emerged out of a constellation 

of ideas by providing a detailed analysis of the activities of the CCP through the use of its 

primary sources.

  In doing so, the essay dissects the ways in which the intellectual ambition of the political 

scientists who gathered around the CCP to elevate comparative politics as a behavioral scien-

tific discipline merged with their desire to contribute to the formation of policy science geared 

toward their country in the context of the Cold War. In the final analysis, it suggests that the 

collaboration between the SSRC/CCP, universities that provided personnel to the CCP and the 

foundations that financially supported the activities of SSRC/CCP constitutes the institutional 

network or matrix of research and knowledge production system that is uniquely American.

は　じ　め　に

　本稿の目的は，1950年代後半，当時のアメリカ国内の主要な政治学者を動員して構築され，

比較政治学の理論として一時代を画した「近代化論」構築のプロセスを，その創設の時期にまで

遡り，歴史的な文脈において検討することにある。

　ごく概略的に言って，「近代化論」は「伝統社会」と「近代社会」の二分法に基づき，都市

化・工業化・民主化・機能別集団の分化・政治文化といった諸基準を用いて各国の社会体制を比

較し，前者から後者への進化の単線的発展経路を示唆する理論として知られ，政治経済・社会発

展に関する最も有力な説明理論として一世を風靡した。さらに，この「近代化論」は机上の理論

に留まらず，特に第二次大戦後に植民地支配の桎梏から脱したアジア・アフリカの諸国家の社会

変動を説明する理論として，アメリカ政府による新興諸国に対する援助政策の理念的支柱となっ
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た 1）。そして，このようなパラダイム理論としての「近代化論」の構築に大きく関わったのが，

社会科学研究評議会（The Social Science Research Council, 以下 SSRCと略記）内に設立された

比較政治委員会であった。1923年，政治学者チャールズ・メリアムらによって設立された SSRC

は，アメリカ政治学会，アメリカ心理学会を含む社会科学系の 7つの学問領域に跨る学会組織が

加盟する学際的な学術団体として，その創設以来，社会科学研究振興のための活動に従事した 2）。

第二次世界大戦終了後，SSRCが特に力を注いだのが，科学的ディシプリンとしての政治学の確

立であり，SSRC内に専門委員会を設立して政治学の現状と課題に関する討議・調査などの活動

を展開した。そのような委員会の一つが，本稿で取り上げる比較政治委員会であった。

　1954年初頭に創設されたこの比較政治委員会には，後述するように比較的若い世代の（そし

て後年，それぞれの専門分野で第一人者と目されるようになる）政治学者が集まり，社会学を初

めとする隣接科学の方法論・概念的枠組みを取り入れながら「近代化論」構築に向けて学問的英

知を傾けた。その間，比較政治委員会は国内の主要財団から助成金を得て研究会議・セミナーの

主催，また海外フィールドワークのためのフェローシップ・プログラムの運営を通じて，米国の

政治学界において，比較政治学という新しい専門分野の一理論としての「近代化論」が構築され

る上で極めて大きな影響力を行使し，その誕生の“産婆役”となった 3）。

　そこで本稿では，比較政治委員会の創設の経緯及び初期の活動を一次資料を用いて実証的に辿

ることによって，「近代化論」構築の知的プロセスを，政治学を含む当時のアメリカの社会科学

研究の全般的動向を念頭に置きつつ明らかにすることを目標とする。さらにその際，当時の冷戦

という文脈の下，この委員会の活動に集った政治学者たちが，社会科学の一分野の学徒として如

何なる使命感を抱いて「近代化論」として収斂する比較政治学研究の確立にエネルギーと時間を

傾注したのかについても分析と考察を及ぼす事にしたい。

　さて本論に入る前に，戦後アメリカにおける「近代化論」構築をめぐる論争に関する本稿の立

ち位置に関して若干の説明を加えておくことにしたい。一般に国際政治に関わる理論は，現実世

界との緊張関係を孕みつつ何らかの目的のために構築されると言えるが，「近代化論」ももちろ

んその例に漏れない。殊「近代化論」に関しては，特に左翼的信条をもつ研究者によって，新興

の発展途上国に対する支援を理念的に支える反共主義に基づく“御用理論”として，或いはアメ

リカ政府による“帝国主義的な”外交政策の「加担者」として，そのイデオロギー性を厳しく糾

弾する研究がなされてきた 4）。しかし，本稿では「近代化論」のイデオロギー性を“暴露”する

ことのみを旨とする視座は取らない。それよりもむしろ，冷戦下，アジア・アフリカ地域を初め

とする非西洋地域において新興諸国が次々と誕生して安定的に継続し得る民主主義制度の構築と

いう課題に直面する中，「近代化論」構築に貢献した政治学者たちが，国際政治の現実を見据え

つつ外交政策にも関わる実践的な問題と学術的研究をどのように結び付けて研究を進めたのかと

いう点を彼らの主体的な営みとして位置づけて分析と考察を加えてみたい。そのような作業を通

じて，イデオロギー性の“暴露”を超えて，政治学者の知的営為とその成果／限界をより立体的

に理解することを可能にするであろう 5）。その際，比較政治学の理論的成果としての「近代化論」
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が構築されていく知的過程においては多様な概念・アプローチが存在していたことが確認される

が故に，そのようなアイデアの“星雲状況”から，この理論の構築に携わった政治学者たちが戦

後アメリカにおける社会学を初めとする社会科学研究の方法論をどのように利用しながら比較政

治学研究を推進していったのか，その方法論的系譜を辿りながら稿を進めていくことにしたい 6）。

Ⅰ．比較政治委員会の創設に向けて

　第二次世界大戦終了後，アメリカの高等教育機関で世界各地を対象とする地域研究が盛んにな

り，また，世界の各地域で在外研究に従事する若い世代の研究者が増加する中，アメリカの政治

学者の間では，比較の視座のもとに各国政治を探究する必要性が感じられるようになった。その

ような比較政治研究を推進することに最も積極的な関心を寄せていたのが，社会科学研究の促進

のための統括機関となっていた SSRCであった。

　その中心にいたのが，当時 SSRCの会長を務めアメリカの政治過程に関する先駆的研究で知ら

れる政治学者 E・ペンドルトン・へリングだった 7）。へリングは，戦後当初から，人間の政治的

行動に関する体系的アプローチや社会過程の一部としての政治過程を研究する必要性を説き，そ

の際，文化人類学，社会学，心理学を初めとする社会科学の概念や方法論を援用した学際的研究

を行うことを唱導していたが 8），1948年に SSRC会長に就任すると，アメリカ政治学の科学化，

特に行動論政治学 9） の確立に向けて SSRC内に「政治行動委員会（The Committee on Political 

Behavior, 以下 CPBと略記）」 10） を刷新して立ち上げるなど米国内の政治学研究の革新に精力を注

いだ。実際，SSRC内ではヘリングがイニシァティブを取りつつ，如何なる方法論を用いて比較

政治学という新しい研究領域を確立すべきかに関して CPBのメンバーの協力も得ながら検討が

加えられた。その過程で，CPBのメンバーが主に米国内の政治過程を専門とする研究者たちで

あったこともあり，比較政治の意義と可能性に関して，非西洋世界の専門家を集めて検討する必

要性が認識された。

　また SSRCと並んで比較政治学研究の確立に早くから積極的な関心を寄せていた民間団体が，

ニューヨーク市に本拠を置くカーネギー財団（Carnegie Corporation of New York, 以下 CCNYと

略記）であった。CCNYは，戦後，社会科学研究，特に国際関係研究の分野に関心を寄せて，

地域研究プログラムなどの有望な新規分野に先鞭をつける助成を積極的に行っていたが 11），

CCNY理事のジョン・ガードナーらは，1953年に入ると，CCNYの理事を戦後の一時期務めた

こともあるヘリングと連絡を密に取って比較政治学研究の確立に向けた動向を注視していた 12）。

一方，へリングは，ヨーロッパおよび東南アジア地域双方を対象とする研究を行っていたハー

バード大学政治学部教授ラパート・エマーソンに，比較政治研究の目的や課題に関して意見を求

めた。

　へリングの求めに応じてエマーソンが執筆したメモランダムで示された主要論点は以下のよう

なものであった。現下の世界の大きな部分を占める「低開発地域」が直面する最大の問題は，西
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洋世界との接触を受けて欧米型の発展を推進する勢力と伝統的な生活様式を維持しようとする勢

力の間で起こっている「緊張」に存する。この問題は，以前は「疎遠で学術的な」問題であった

が，第二次世界大戦後に生まれた新たな状況，つまり植民地支配の終焉と新興国家の登場，共産

主義陣営と非共産主義陣営の間のグローバルな闘争下におけるアジア－アラブ－アフリカ陣営の

台頭，新興独立国家の経済的・政治的発展への希求等の要因によって，今や西側陣営を指導する

立場に立ったアメリカ合衆国にとって焦眉の関心事となった。特に旧植民地諸国においては西洋

型の政治形態が採用され，植民地時代に育成された西洋化された地元エリート層によって国家建

設が図られているが，これらの支配エリート層と伝統的な生活様式を維持している大衆との接触

に関しては不明な点が多く，両者の関係の解明が課題となっている。それ故，植民地支配の桎梏

から解放された新興諸国の政治発展の動向に関して，政治指導者の供給源，政党や利益団体，宗

教団体の動向や大衆とのコミュニケーションルートなどを対象とする研究を行うことを通じて，

当該国の政治が民主的形態の政府の形成か或いは独裁制へ移行しつつあるのかという問題に取り

組む必要がある。そして，どのような政治形態が「発展」と「近代化」に最も資し，また新興諸

国家を対象とする開発・技術援助によって齎される利益を保証する上で如何なる手段が最も有効

であるのかに関して探究することが課題になっている 13）。“戦後アメリカの政治学の未発表論考

の中でも最も重要なものの一つ” 14） とも評されるメモランダムで展開されたこのような問題意

識・分析視座は，その後，比較政治委員会のメンバーによって共有されることになった。

　この間，SSRCはヘリングを中心に，非西欧世界を含む比較政治研究に従事するに相応しい若

い世代の政治学者を中心とする人材の発掘に従事する一方，次のステップとして，比較政治学の

意義と可能性を探究する CPB主催の研究会議を 1953年 12月 11日～12日にプリンストン大学

で開催した。この「プリンストン会議」には，議長役を務めたトルーマンを含め同委員会のメン

バーが参加する一方，ゲブリエル・アーモンド（政治文化論，プリンストン大学），ロイ・マク

リディス（フランス研究，ノースウエスタン大学）などの西洋政治研究者に加え，ルシアン・パ

イ（中国及びマラヤ研究，プリンストン大学），ジョージ・ケーヒン（東南アジア研究，コーネ

ル大学），デヴィッド・アプター（アフリカ研究，プリンストン大学）を含む非西洋世界の研究

を専門とする政治学者が招待された。またハーバード大学で T・パーソンズの薫陶を受けたマリ

オン・レヴィー（社会学，プリンストン大学）も参加し，学際的な色彩を帯びた会議となった。

　この二日間に及んだ研究会議においては，パイが事前に用意した比較政治学の課題に関するメ

モランダムを叩き台に議論が行われたが，興味深いことに比較政治学研究の方向性に関して，参

加者の間で見解の対立が見られている。つまり，プリンストン大学に所属するアーモンド，アプ

ター，レヴィーが，どのような事象／現象を具体的な比較対象するかに関する優先順位を決める

ためにも，共通の概念的範疇をあらかじめ設定して政治システム分析に関する精緻な理論構築を

優先すべきことを主張したのに対し，ケーヒンやマクリディスらは，現地でのフィールドワーク

を通じて経験的事実／データを集めることをまず行ってから，比較を可能にする理論構築に着手

すべきであると主張した 15）。この対立の詳細に関しては，マクリディスが後日，知人のロック
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フェラー財団社会科学部の職員へ宛てた書簡が詳らかにしている。

　この書簡においてマクリディスは，経験的調査／具体的分析と理論枠組みの融合が比較政治の

目指すべき方向であると述べる一方，アーモンドらの理論構築を優先する立場に対して異議を唱

えた。マクリディスによれば，プリンストン大学からの“一団”は，その一人である社会学者レ

ヴィーの著作で説明された“役割分担”，“リクルート”，“政治過程”といった社会学の専門用語

を使って全体的な理論的スキームの考案すべきであると主張したが，これは「リサーチと知的好

奇心をその下に従属させるにはあまりに壮大な」理論的構築物に経験的・実証的な研究を押し込

むことを意味した。それ故，マクリディスは「20年後，社会学者が我々を包み込んでいるスト

レイト・ジャケット（＝拘束服）から解放するためにロックフェラー財団やカーネギー財団が何

百万ドルもつぎ込まなければなくなるかもしれない」と述べつつ，伝統的な政治学の用語である

権威，政策決定，権力，政治イデオロギーといった概念を用いて比較政治学研究が推進されるべ

きであると主張した 16）。このような演繹的理論モデルの構築を目指す「理論構築論者」と，経験

的データに裏付けられた実証的分析に基づく帰納的な概念形成を重視する「実証主義者」の間の

対立は，程度こそ異なれ，当時の比較政治研究に従事する政治学者の間で（また今日，比較政治

学に従事する研究者の間でも）いわば通奏低音として存在し続ける点は留意されるべきである 17）。

Ⅱ．比較政治委員会の創設と初年度（1954年）の活動

　このようにプリンストン会議に参加した政治学者の間で見解の対立がみられたものの，ヘリン

グはこの会議を通じて比較政治研究に従事する「一流の研究者が特定され，SSRCが比較政治を

専門に扱う新たな委員会を創設するのを正当化できると感じている」と述べて，新委員会創設の

ための資金援助を求めて CCNYに打診を行った。またヘリングはこの新委員会の委員長として

アーモンドを指名する意向を示した 18）。そして 1954年が明け，SSRCの活動方針を検討・承認

する委員会である「諸問題と政策に関する委員会（The Committee on Problems and Policy）」の

新年最初の会議で，比較政治の分野の研究を促進するための SSRC内の新設委員会として「比較

政治委員会［The Committee on Comparative Politics, 以下 CCPと略記）」の設置が承認された。

CCNYもこの決定を受け，この新設委員会の運営費用として 1万ドルを助成する決定を行った 19）。

　このような経緯を経て発足した新委員会は，以下のような政治学者をメンバーとして迎え入れ

た。委員長には予定通りアーモンドが就任し，前述のプリンストン会議に出席したパイ，ケーヒ

ン，マクリディスに加え，テイラー・コール（ドイツ研究，デューク大学），ガイ・パウカー

（東南アジア研究，ハーバード大学）がメンバー入りし，計 6人で出発した 20）。発足時の彼らの

平均年齢は 39歳であり，また，シカゴ大学，イエール大学，ハーバード大学といった全米の主

要大学において知的訓練を受けて博士号を授与された少壮気鋭の研究者たちであった。専門分野

の観点からも，ヨーロッパ地域の専門家と非西洋地域の専門家が数の上で均等にメンバー入りし

た点も注目される 21）。さらに，パイは中国生まれ，マクリディスはギリシャ生まれ，そしてパウ
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カーはルーマニア生まれと国際色豊かなメンバー構成となった。以後 CCPは，1年余の時間を

費やして，比較政治学の目的の精査及びそれを実現するための具体的な研究上の戦略や方法論に

関して，定期会議や研究会議の場で検討する活動に従事した。

　新委員会のメンバー確定後，第一回会議が，1954年 2月 19日にニューヨークの SSRC本部で

開催された。この会議における主な議題は，CCPが扱う比較政治学のテーマの内容と研究上の

方針及び比較政治学における理論の役割の問題であった。まず前者に関しては比較政治研究に従

事する者が扱う対象として，西洋諸国の政治に加え，部族制に基づく原始社会から自治に移行し

つつある植民地地域に至るまでの非西洋世界における政治過程全般を扱うことが確認された。ま

た研究を行う上での方針として，現下の非西洋世界が直面する“実験室的状況”に注目し，例え

ば技術的援助の政治への影響，非自治領地域の独立に向けての漸進的（或いは革命的）過程に焦

点を当てた研究を行うべきとされた。他方，西欧諸国の政治の研究に当たっては議会制度といっ

た公式の統治機構だけではなく，労働組合，教会，ビジネス団体，メディア，利益集団等の非公

式的制度や行為体が政治過程に与える影響に関する研究を行うことが了解された 22）。

　それでは，比較政治研究を遂行する際の理論モデル形成の問題に関しては，この会合に参加し

たメンバー間でどのような議論がなされたのであろうか。これに関しては，政治学者も，社会学

者によって構築された“過程，制度，役割構造，適応”といった諸概念に晒されて適用している

ことに鑑み，このような社会理論の概念を意識した研究を行う方向性を持つべきことがある参加

者から指摘された。これと関連して，別の参加者からは，比較政治研究に従事するにあたって一

つの“マスター・プラン”の構築や多くの個別実証研究の双方に偏ることを避けつつ，比較研究

を行う上での“手掛かり”となる概念 ― 政策決定，調停，政治的権威との関連性におけるイデ

オロギーと価値等 ― を特定しつつ，後の段階でこれらの諸概念を関連付けて理論的枠組みを作

り上げるべきであるとの意見が出された。さらにまた別の参加者からは研究に理論的枠組みを採

用すれば，それは研究者の知的認識を制限し，重大な解釈上の誤りを結果として招く可能性があ

るという意見が出される一方，そのような危険性に対しては，理論は比較のための適用性の観点

から現実のデータや情報と突き合わせて絶えず検証／修正されていかれるべき性格のものである

という見解も表明された。結局，この会議の参加者の間では，理論を“適切に強調する”研究に

従事することに関しては同意され，比較政治研究に従事する際には理論構築を意識した研究デザ

インを念頭に置くべきであるとされた。但し，それは“エレガントな理論”の構築を自己目的と

するものではなく，あくまで比較の際の実際の適用可能性如何がその有効性の基準になるべきで

あるとされた。そしてそのような理論的枠組みを構築する上で，CCPは将来的には実証的デー

タを扱うことに長けた社会理論家の助けを借りることも示唆された 23）。

　ところで，この会議終了後に委員長アーモンドが執筆した CCPの課題を論じた論考において

も，同趣旨の議論が展開されている。アーモンドは，比較政治研究を行うに当たって理論構築の

有用性は認められるものの，「“体系的理論”が経験の浅い研究者に使用されれば，それは想像力

の邪魔をし，実証的データの効果的な適用を阻害し，知的な支配・統御という幻想を抱かせる」
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と述べて警鐘を発する一方，現段階では“（政治）過程／体系”といった包括的理論の完成に向

けて，それらに内容を与える経験的研究を重視して行うべきであると述べた 24）。このように，こ

の時点で，委員長アーモンドを含む CCPのメンバーは，理論構築と個別事例研究の両立の問題

に関して慎重な姿勢を示したことが見て取れよう。

　ほぼ 3か月後（5月 13日）に開催された CCP第二回会議では，変動期にある非西洋世界の政

治をどのように研究すべきかが主要議題となり，種々のアプローチが検討に付された。具体的に

は，政治過程全体の性格を予測的に理解することを目的としたトクビル流の全般的サーベイの手

法，各政治的行為体の役割，構造，機能を政治過程全般の中に位置づける新しい制度論的アプ

ローチ，政治社会において頻繁に登場する諸問題（例：政治エリートの調達方法，コンセンサス

の形成と獲得）に着目する問題発見的アプローチ，ある国の特定の政治共同体に着目して当該共

同体における社会変化が政治過程に及ぼす影響や政治ボスの役割に関して焦点を当てるコミュニ

ティ研究，そして立法や予算策定といった統治機能の遂行方法を個別テーマ毎に特化して扱う研

究手法である専門機能研究，の 5つが代表的アプローチとして確認された 25）。

　この会議ではこれら複数のアプローチ間の優劣を敢えて付けることはせず，どのアプローチ

（或いはアプローチの組み合わせ）が非西洋世界の研究に適合的なのかに関して今後とも検討を

加えていくことが課題とされる一方，これらのアプローチを駆使して行われる比較政治学の目的

に関しては参加者の間で大筋合意を見た。その合意内容とは，政治システムを総体的に捉えるこ

と，そして主な政治システムの類型の析出とその異同，また各システムの構成部分をその機能に

従って比較検討すること，そして政治システムの各類型がどのような政治行動を示すのか予測を

行うこと，であった。しかし政治システムの類型化とその行動の予測可能性に関しては，“静態

的な研究”を生み出してしまう危険性があるのではないのかという慎重意見も出されたことから，

とりあえず多様な方法論を用いて非西洋世界の複数の政治システムにアプローチを行ってその輪

郭を明らかにした上で比較検討作業を行うことが賢明であるとされた。以上の議論を経て，ケー

ヒン，ポウカー，パイの三人に，非西洋世界の諸国家が“西洋的な政治的志向性”を持った安定

した政治体制へ移行する可能性如何に光を当てたリサーチ上の戦略を説明する“リサーチ・ガイ

ド”の執筆を依頼し，次回の会合で検討することになった 26。

　そして 11月 9日に開かれた CCPの第三回会議においては，上記三人のメンバーが共同執筆し

た非西洋世界の政治過程を比較分析する際の方法論を論じたメモランダムを基にして，メンバー

間で意見交換がなされた。そこでの主要な議論の内容は以下のようなものであった。

　まず，メモランダムが使用した非西洋世界の政治的“合意”の内容に関しては，非西洋諸国の

政治は西洋的規準に沿った安定した民主制社会に移行することに関して合意が確立されつつある

という点が示唆されたことに対し，参加者の間からは，そのような一枚岩的な合意は必ずしも確

立されていないのが現状であり，西洋型の政治社会とは異なる発展方向の可能性を視野に入れた

上でこの概念をより慎重に検討すべきであるべきという指摘が出された。次に“政治過程”とい

う用語に関しては，例えば，西洋の“民主的な政治過程”を一つのモデルとして提示し，そのモ
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デルからの“逸脱”を探究する研究が行われるべきであるという意見が出された。また“伝統”

から“新秩序”への移行の過程を辿る際には，この二つの要素のダイナミックな相互作用に注意

を払うべきことが確認された。そして，政治過程の参加者が影響を行使する際の規定要因として，

同メモランダムの中で指摘された“問題”，“価値”，“スタイル”といった要素に注目しつつ，こ

れらの要因がその国の制度的文脈において各政治的行為体の機能／役割にどのように作用してい

るかに関して探究すべきことで合意をみた。他方，この会議においては，前産業社会の段階にあ

る非西洋世界の政治過程の研究を行う際に適用すべき概念として，“利益”及び“権威”が付け

加えられた。前者に関しては各政治集団の利益表出の過程と政治システムとの相互関係に関して

今後さらに探究すること，後者に関しては西洋世界の権威構造と異なる非西洋世界の対応物が公

式の統治機構に如何なる影響を与えているのかに関しても着目すべきことが指摘され，修正版に

取り入れられることになった。また西洋政治研究の現状と課題を検討するため，アーモンド，

コール，マクリディスから構成される小委員会を CCP内に新たに設けることが決定され，メモ

ランダムが作成されることになった 27）。

　この会議の議論の内容の中で特に注目されるのは，非西洋地域が直面する主要問題とは産業社

会への移行を含む“西洋のインパクトへの適応”という問題であり，同地域の政治社会を探究す

る際には伝統的諸要素が如何なる役割を果たしているのかに関して分析の矛先を向けることが指

摘された点である。さらに，非西洋世界を対象とする比較政治研究を行うに当たって“普遍的な

範疇”の提唱は時期尚早であるとされつつも，有効な方法論の一つとして“構造－機能的アプ

ローチ”が挙げられること，そしてそれは文化人類学を含む隣接学問と適合性を持っている点が

了解されたことである 28）。この時点では CCPの文書やメンバーの発言に「近代化」という用語

は未だ登場しないものの，非西洋世界の発展途上国の「伝統」から「近代」への移行の際の“西

洋化”の問題を構造－機能の観点から分析するという「近代化論」の方法論的基礎を指し示す用

語がここで登場した点は留意すべきであろう。

Ⅲ．比較政治研究の方法論の確立に向けて ― CCPの 1955年の活動

　このように CCPは 1954年を通じて比較政治学研究の方法論に関して慎重な姿勢で検討を重ね

たが，1955年に入るとその確立に向けて本格的に動いた。

　新年最初の CCPの会議は 2月 14日に開かれたが，そこではこの年に開催予定のセミナー・研

究会議の企画が検討されている。セミナーとは，1945年以降に独立した東南アジア諸国におけ

る“西洋化された知識人”の政治的役割を主題とする夏季セミナーの実施であった。また研究会

議に関しては，CPBと共催の下，比較政治研究の方法論に関して討議することを目的に 6月に

実施することが決定された。この研究会議では，社会学者や文化人類学者を招待してこれらの学

問分野の比較研究の手法を学ぶことをテーマにすることとされ，具体的には F・サットン 29） に社

会理論の比較政治研究への適用可能性を論じたペーパーの執筆を依頼することにした。またアー

90 「近代化論」構築前夜のアメリカ政治学



モンドも政治システムの類型を論じたペーパーを準備することになった 30）。

　続いてアーモンドは，1955年 3月 26日に開かれた SSRCの理事会の場で過去 1年余りの CCP

の活動を回顧しつつ，今後の活動方針に関して詳しい報告を行った。この報告の冒頭，アーモン

ドは従来の比較政治学研究では，西洋（特にアングロ・サクソン）モデル中心であり，非西洋世

界の政治形態は“病理学的”ないしは発展段階の遅れにあるものとみなされてきた点，また方法

論的には歴史的，法律的，制度論的手法を用いたものばかりで，政治システム，制度，過程に関

する体系的な比較研究は未だ行われていない点を指摘した。続いて，米国の政治学者は西洋地域

の専門家に偏っているのに対し，CCPには西洋政治の専門家だけでなく非西洋世界の専門家も

同数加わることにより世界各地域を対象とする比較政治研究を行う体制を敷いており，また社会

理論や行動科学 31） に関心を寄せる政治学者から構成されていると説明した。そのような事情に

より米国の政治学会全体の動向からみれば，CCPは“代表的な”委員会とは言えないものの，

比較政治研究の活性化のための知的な“触媒”の役割を果たす委員会として“知的リスク”を冒

す覚悟がある，と述べた。委員会の設立当初の方針としては，理論および方法論の構築を重視す

るのか，それとも個別事例的な実証研究を継続的に集中して行うのかという二つの選択肢があっ

たが，当面は後者を中心に行い，十分な個別研究の蓄積を経た後，理論構築に向かう選択を行っ

たと説明した。さらに CCP内に，非西洋世界を専門とするメンバーから構成される小委員会及

び西洋世界を専門とするメンバーから構成される小委員会の二つを設立し，両委員会とも，比較

政治研究を行う際の知的ガイドラインとなるメモランダムをメンバー間で協同執筆して検討し，

その成果は，9月に開かれるアメリカ政治学会のセッションにおいて発表する予定であることに

言及した 32）。

　この報告の終盤では，アーモンドは CCPの今後の課題や使命について具体的な言及を行って

いる。つまり，CCPは立ち上げ後 1年余が経ったので今後はその精力を比較政治学の方法論の

確立に傾け，その一環として方法論に関する研究会議を 6月初旬に CPBと共催の下に開催する

と述べた。また CCPの使命として，比較政治研究の推進という学術的関心を満たすと同時に，

「世界規模で政治の作用と類型に関する健全な知識が公共政策の観点からも必要になっている」

ことに鑑み，政策科学的な研究を目指すことも示唆した 33）。

1）比較政治の方法論に関するプリンストン会議（1955年 6月）

　アーモンドが言及した CCP主催のセミナー／研究会議は予定通り 1955年中旬に開催されてい

るが，特にプリンストンで 6月に開催された研究会議は，CCPが比較政治研究の方法論を確立

するに当たって重要な里程標となった。

　1955年 6月 2日～4日の三日間，プリンストン大学において「政治学研究における比較の方

法」をテーマとする研究会議が総勢 29名の参加して開催された。参加者には，CCPのメンバー

の他に，トルーマン，キィーを含む CPBの主要メンバーに加え，S.ビーア（ハーバード大学，

イギリス政治），ヘンリー・アーマン（コロラド大学，フランス政治），ダンクワート・ラストー
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（プリンストン大学，中東研究），エドワード・サッチマン（コーネル大学，社会学）など多彩な

顔ぶれをそろえ，三日間の開催中，比較政治学の方法論やケーススタディを扱った総計 6本の

ペーパーが読まれた 34）。その中には，先の CCPの会議で決められたサットンとアーモンドの

ペーパーが含まれているが，この二つのペーパーで展開された比較政治研究に関する方法論は，

特に T.パーソンズの社会学概念を援用することを提唱する内容を持っていた。

　サットン・ペーパーは冒頭，社会を総体的に捉えるデュルケーム，ウェーバーの伝統を引く欧

米の社会学理論の発展に言及しつつ，その系譜に連なる最先端の社会理論であるパーソンズの構

造－機能分析を説明した。構造－機能分析の利点として，そこで用いられる諸変数はあらゆる社

会システムの役割期待や価値基準を説明する際の標準的手段になること，またこのような分析枠

組みは政治システムの分析にも有効であり，異なる政治システム間の比較にも適用できると主張

した。ところで，サットンによれば現代世界には，大別して二つの社会の二類型 ―“農業社

会”vs“近代産業社会”が存し，比較政治学はこの二類型の分類に基づいて促進することが出来

ると示唆した。

　其々の類型の社会の特徴として，まず農業社会に関しては“帰属主義的，特殊主義的，拡散的

パターンの優越”，“安定した地域社会集団及び限定的な地理的移動性”，“比較的単純かつ安定し

た職業的差異”，“敬意に基づく社会階層システム”を挙げる一方，近代産業社会に関しては“普

遍的，特殊主義的，業績主義的規準の優越”，“社会的移動性の高さ”，“よく発達した職業システ

ム”，“職業的業績の一般的パターンに基づく平等主義的な階級制度”，“機能的に分化し，非帰属

主義的構造を持った結社の普及”を挙げた。サットンによれば，大多数の社会はこの理念形とし

ての二類型の混合型である一方，近代産業社会の理念形に近づきつつある社会もあれば，農業社

会から近代産業社会への“過渡期の状態”にある社会もあった 35）。このようにサットンは，移行

期にある“農業社会”と“近代産業社会”の特質の対比および前者から後者への発展的移行に関

する分析の必要性を示唆したと言えるが，この言説は，「近代化論」の中核概念である「伝統社

会」と「近代社会」の諸特質および前者から後者への継起的発展を示唆した発展論的アプローチ

を旨とする言説と同型あることが見て取れる。

　続けてサットンは，上記のような理念形として大別される社会システムのサブ・システムの一

つである政治システムを分析する際には，それを「一定の領域内で，物理的暴力の合法的行使を

排他的に管理し，また代表性を有した諸制度の構造と機能」という観点から捉えることを提唱し

た。このような視座の下，比較政治学は政治システム内の諸制度が社会システムの構造をどのよ

うに反映し，またどのような社会的統合機能を果たしているのか（特に逸脱行動を管理し，社会

システムに完全に統合されていない集団間の統制或いは協力の手段になっているのか）という問

いに焦点を当てた研究に従事することを推奨した。実際，このような社会統合機能という視点か

ら政治システム／制度を捉えることを通じて，例えば同じ近代産業社会でも異なる社会統合の形

態をとる民主主義社会と全体主義社会の比較が可能になると論じた 36）。

　この会議で読まれたもう一つの主要ペーパーが，CCP委員長アーモンドの手になるもので
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あった。冒頭アーモンドは，このペーパーの趣旨は，世界の主要な政治システム類型の比較分析

を行う上で，社会学および文化人類学で開発された概念がどのような意味において有効であるの

かについて示唆することにある，と宣言した。続けて，比較政治学に関する関心の高まりの背景

には，アメリカの国益が世界大に拡大し，また高等教育機関における比較政治に関する授業にお

いても，西欧世界を越えてアジア，アフリカ，中東，南米を含む世界各地域に関する正確な情報

が求められるようになった点があることを指摘した。他方，現状の比較政治学はこれらの要求に

応えるものになっていないため，新しい方法論を開拓して国内外の政治制度／過程に関する知識

や情報の体系的蓄積と比較という問題にとり組まなければならないと述べた。そのような課題に

取り組む上で，アーモンドは政治制度を 1）英米型　2）ヨーロッパ大陸型　3）非西洋世界におけ

る前（乃至は部分的）産業型　4）全体主義型　の 4類型に分類することを提唱した。続けて，

それぞれの政治システムの特質を析出する際には，ウェーバー－パーソンズの伝統をひいた社会

理論の概念を使用することが有益であると主張した。つまり，政治システムとは経験的に観察さ

れる“行為”の体系であると述べる一方，その構成単位は“役割”であり，この“役割”は，他

の行為者との相互作用である政治過程へ参加の際，“行為”に対する一連の期待として行為者の

志向／態度を形成すること，そしてそのような役割期待を持った“行為”の相互作用のパターン

が“構造”を形作る，というものであった。アーモンドによれば，このように理解された行為主

体の“役割”は，従来の政治学の用語である制度・組織といった概念よりも，政治システムに影

響を与える様々な単位 ― 公式・非公式の職位，家族，有権者，群衆など ― を含み得る点で，

より包括的で開かれた概念であった 37）。

　そしてこのペーパーでアーモンドが導入したもう一つ新しい概念が“政治文化”であった。

アーモンドによれば“政治文化”とは「政治システムに埋め込まれた政治的行為の志向の特定の

パターン」を意味し，「政治的志向は，外的環境に対する認識，思考，適応を含む」という点に

おいて，“文化”一般と区別される自立した領域を構成するものであった。この“政治文化”と

いう概念は，例えば“イデオロギー”という概念と比べると，後者が少数の人間によって抱かれ

る明示的な教義体系であるのに対し，前者は政治的同調者を特徴づける漠然とした暗黙の志向を

指すものであるが故に汎用性を持つ包括的概念であること，また政治システムによっては複数の

“政治文化”を含んでいること，を指摘した。具体的には，英米の政治システムは，“複合的諸価

値”，“合理性”，“交渉性”，“実験性”を特徴とする“一つの同質的で世俗的な政治文化”を有し

ていたが，前産業社会或いは部分的に産業化・西洋化された状態にある国家では，官僚や軍部が

支配的地位を確立する一方，議会や政党，利益集団の行為・役割構造は不安定な状態にあり，そ

れ故，その政治システム・文化には「予測不可能性や火薬（＝暴力）の雰囲気」が漂っている，

と論じた。さらに，全体主義体制の政治システム・文化の場合は，役割構造及び権力構造の機能

的不安定性に基因する権力の安定した移譲の欠如によって特徴付けられると分析した。そして

“ヨーロッパ大陸型”（仏，独，伊など）の政治システム・文化の場合は，前近代的（e.g. アン

シャン・レジーム），19世紀的な旧中産階級的，近代的・産業的という三つの下位政治文化の分
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裂的併存を特徴としている，と説明した 38）。このようにアーモンドのペーパーでは，従来の政治

学用語の“機能的論的置換” 39） が提唱される一方，英米の政治システム／文化の優越性が示唆さ

れたと言えよう。

　以上のように，サットン及びアーモンド執筆のペーパーは，特にパーソンズ社会学で創出され

た社会理論上の概念枠組みと方法論の導入・援用を提言しつつ，様々な機能を持つ諸変数から構

成されるシステムとしての政治社会の分析を積極的に提唱したものとなり，その後の CCPのメ

ンバーによる比較政治研究にも少なからぬ影響を与えることになった 40）。

2）アメリカ政治学会セッションにおける発表（1955年 9月）と 5か年計画の策定

　続いて 1955年 9月には，先の CCPの会議でメンバー間の合意の下に設立された小委員会（非

西洋及び西洋世界をそれぞれ対象とする比較政治研究のアプローチ・方法論の探究をそれぞれ担

当）の手になる二つのペーパーが，アメリカ政治学会第 51回大会（於コロラド州ボールダー）

におけるセッションで読まれた。これらのペーパーは同年末に発刊された同学会の機関誌

American Political Science Reviewに掲載されるが，そこでは其々の地域を対象とする比較政治研

究の現状と課題から具体的な方法論に至るまで分析／考察されていた。以下がその概要である。

　まず，非西洋世界を扱ったペーパーの冒頭，ケーヒン，ポウカー，パイの三人の著者は非西洋

世界の政治社会の全体的動向に関して次のような総体的評価を行っている。つまり非西洋諸国に

見られる“伝統社会”は，西洋世界との接触によって社会的変化の只中にある一方，そのような

変化が将来どのような政治体制をもたらすのか ― リベラルな民主主義的形態の政体か，それと

も共産主義のような権威主義的政体か ― に関しては未決の問題であるという認識を示した。他

方，非西洋世界の政治システムの共通の特徴として，過去の伝統乃至は植民地支配の遺産である

一握りのエリート層による統治が行われ，また多くが西欧型の民主主義をモデルとする統治制度

（立法議会，政党制を含む）を理念として（或いは少なくとも制度と技術面において）取り入れ

ようとしている点を指摘した。そしてこの様な状況において，比較政治研究に従事する者が問う

べき問題は，“なぜある国はある方向に発展する一方，他の国はそれと異なる方向に進むのか”，

“なぜ西洋のある種の慣行や制度が模倣され，他の慣行や制度が模倣されないのか”，“なぜ幾つ

かの国はほぼ一致した発展パターンを示すのか”，というものであった 41）。

　非西洋世界の政治が直面している具体的問題に関しては，西洋化のインパクトが急激なもので

あり，西洋化にうまく適応している社会階層（例：西洋化されたエリート層）と西洋のインパク

トから隔離されて伝統社会の生活様式を維持したままの階層（例：小農民）とが並存し，両者の

間で文化的摩擦を引き起こしている点を指摘した。但し，これは一般論であり，西洋的なるもの

の受容にあたっては，その国の文化的伝統や歴史的条件に十分に注意を払うべきであるとした。

つまり，その国々によって伝統を形作る文化遺産の内容は多様であり，時として伝統が西洋化を

拒絶乃至は修正すること，また西洋化がどのようにもたらされたのか（植民地支配によってか，

エリート層によってか，それとも土着の支配層によってか），社会のどの領域に西洋化が色濃く
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影響を受けているのか（政治形態か，教育か，商業か，宗教か），さらに西洋の影響に晒された

期間に至るまで，それらの差異を念頭に置きながら注意深く研究を行う必要がある点を強調した。

このような状況下，比較政治学が取り組むべき問題は，非西洋世界各国が今後どのような発展の

道筋を取るのか，その政治過程全般を分析対象として予測することにあると述べた 42）。

　続けて，三人の著者は非西洋諸国の政治過程の特徴として 1）公共政策を含む政治的決定への

新規政治勢力の参入　2）それに伴う伝統的な政治的コンセンサスの崩壊と新たなコンセンサス

樹立に向けての政治勢力間の競合　3）カリスマ的指導者の登場とその人物による政治的コンセ

ンサスの形成　4）中央－地方政治間の利益表出・統合過程の分離／欠如　5）政治社会における

機能的役割の未分化／重複（例：軍人が行政職を兼ねる）　6）一部の社会階層（例：小農民）の

政治過程における自己（利益）表出の欠如，の 6点を指摘し，これらの特徴によって，非西洋諸

国の政治は西洋諸国の政治と比べて不安定で予測が困難なものになっている，と指摘した。この

ような状況に鑑み，その国の政治過程を包括的に捉える際には，まず政府の構造・機能を理解し，

その上で社会の多様な集団（例：西洋化された知識人や学生，軍部や文民官僚）を機能的に区別

し得る“要素”として捉え，各集団が現実の政治問題に対して如何なる政治行動を取るのかに関

して，政府機関との関係や影響力行使の手段を念頭において分析を行うことを提唱した 43）。

　さらに，政治過程における行為体としての各集団の行動を理解するに当たっては，次の 4つの

動的要因 ― 利益，イシューズ，価値，スタイル ― に着目すべきであると論じた。すなわち，

各集団がどのような利益の実現を念頭に置いて，どのような具体的なイシューズに対して積極的

に反応し，実現されるべきどのような価値を抱いているのか（或いはそのような価値が西洋化の

インパクトの下にどのように変化しているのか），そして利益や価値の実現に向けてどのような

政治スタイル（状況に対する合理的または感情的・非合理的な対応両者を含む）を取っているの

かに注目し，これらのダイナミックな要因が対象国の政治過程への参加者の行動を導く基準と

なっている度合いを分析対象とすべきであると説いた 44）。

　興味深いことにこの論考の終盤において，ケーヒン，ポウカー，パイは，比較政治研究の目指

すべき究極の目標に関して論評を加えている。すなわち，比較政治学の目的は，政治過程全体の

研究を通じて各国の政治社会における合意が形成される体系を探究することに存し，その様な研

究の蓄積を通じて西洋と非西洋の政治システムの比較を可能にする“政治の一般理論”構築のた

めの基盤が得られるかもしれないという期待を示した。続けて，「我々はもはや［世界各地の］

社会・政治システムを進化的な連続性の下に並べることは期待できない一方，リベラルな民主主

義モデルに目標を設定した社会における政治発展のパターンに重大な関心を寄せている」と述べ

つつ，比較政治学は「科学的であると同時に［リベラルな民主主義モデルの確立という］道徳的

－政治的目的」に資すべきことを強調してペーパーを結んだ 45）。この言葉には，比較政治研究の

目的は没価値的な客観的研究を行うことにではなく，新興諸国がリベラル・デモクラシーへ発展

することに役立つ研究を行うことに存するという規範的価値が掲げられていたことが見て取れよ

う。
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　他方，CCP委員長アーモンドを含む三人の委員が共同執筆したもう一つの論考では，欧米に

おける政治研究の動向を概観しつつ，西洋諸国の政治過程を比較する上でのリサーチ上の戦略に

関する提言が行われた。

　この論考で三人の著者たちはまず，ヨーロッパとアメリカにおける政治学研究の相違に言及し

た。つまり，前者においては政体に関する歴史的，哲学的，法律学的なアプローチを持った静態

的な制度論的研究（政府の公式的諸制度とそれらの構造を生み出す憲法に集中する研究）が主流

であるのに対し，後者においては政党，利益集団，世論といった“政治的共同体”を形成する非

公式の制度や過程に関する“科学的な”研究が主流となりつつあり，両者の研究は，欧米の政治

社会の比較を行うには適さない方向で分裂している，という認識を示した。このような学術的関

心に加えて，比較政治研究を行う“より焦眉で現実的な”課題として，独仏伊を含む西欧の政治

社会の世論の大きな部分が政治的アパシーの状態にあるか或いは共産主義へ引きつけられている

理由に関する分析の必要性を指摘し，また従前の法律的－歴史的－哲学的アプローチでは，公式

の統治の枠組みの外部にある市民的忠誠や政治的凝集性の問題を捉えることができないが故に，

新しい研究手法が必要とされていると述べた 46）。

　以上のような状況認識を示しつつ，アーモンドらは，今後行われるべき具体的な研究課題／方

法論として，以下の点を挙げた。すなわち，従前の歴史的・制度論的研究を，内閣制度や官僚制，

立法府といった統治機関相互の関係を視野に入れつつより洗練された形で継続して行うのと併行

して，公共政策が決定される政治過程全般に関して，その過程に参加する様々な行為体（政党，

利益集団，マスメディア，公衆の態度）の特色や役割を含めて，具体的な事例研究の手法を用い

て分析することを推奨した。また，アメリカの政治学者がイニシアティブを取って開発しつつあ

る研究手法，つまり政治過程における世論とそこに示された公共政策に対する態度に関する研究，

また社会心理学的・文化人類学的・社会学的な手法を取り入れたコミュニティ・スタディーズと

いう草の根レベルの“微視的な”研究を行うことを通じて政治過程に影響を及ぼす各変数を浮き

彫りにする作業を，欧米の研究者が協力して行うことが望まれていると述べた 47）。総じてこの論

考でアーモンドらは，行動論的アプローチを特色とするアメリカの比較政治学の最近の動向を範

に置きつつ，西洋地域全体を対象とする比較政治学を活性化するための新しい方法論をアピール

したといえよう。

　さらに年末の 12月には委員長アーモンドによって，CCPの今後の 5か年計画を説明した正式

のメモランダムが作成された。そこで盛り込まれた内容は以下のようなものであった。

　このメモランダムでアーモンドは発展途上国に民主主義的政府を構築する上で，また民主的発

展の可能性を見積もる上で，政治過程における重要な行為主体である政党と利益集団の役割の分

析が特に必要になってくること，しかしそれらに関する研究は途に就いたばかりであると述べた。

現状に関してこのような評価を行いつつ，次のような相互に関連する具体的プログラムを提唱し

た。つまり 1）フィールドワークに従事する研究者への助成金の付与　2）世界各地の国々を研究

対象とする各国の政治学者の間の交流を促すための研究会議・セミナーの開催　3）CCPが主導
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する各国の政党を中心とする比較政党研究（安定した英米の政党システム，危機的状況にある

ヨーロッパの政党システム，非西洋地域の誕生したばかりの政党システム），の三つであった。

またこれら三つのプログラムを遂行することによって期待される効果として，世界各地域の政

党・利益集団に関して“最も発達した現実主義的研究”が行われているアメリカで発展した方法

論を活用して最新の比較政治学研究を普及させることができること，非西洋世界の政治的発展の

動向を予測する能力が向上すること，そして諸外国の政治過程の研究を通じたアメリカの民主主

義制度の長所及び短所に関する理解が促進されること，の三点を挙げた。

　ところで，アーモンドはここで，政党と利益集団を官僚組織や将校団と同様に「政治集団」と

いう概念で捉えることを提唱しているが，それは，この用語の使用によって，政治において各集

団が果たす役割，目指す価値と目標，他の集団や社会の各構成要素との相互関係などを，政治過

程全般の中で動的に捉えることを可能にするからであると説明した。そしてこのような研究を行

うに当たっては，安定した政治システムの下にあり，政党と利益集団が機能的に特化した形態を

とっているイギリスおよびその対極にあるビルマやインドネシアを，またその中間にある独仏伊，

また日本やトルコに至るまで，西洋／非西洋世界の複数の国々を具体的な比較研究の対象とする

ことを提案した。さらに，これらの多様な国々における政党と利益集団の役割・機能が展開する

政治システムが，文化の類型，社会構造，産業パターン，選挙制度，歴史的背景の相違といった

諸変数と連動しつつ“民主化”にどのような影響を与えているのかを考察すべきであるとした 48）。

　このような相互に関連したプログラムの下，CCPは，1956年以降，実証的データと理論を統

合することを意識しながらも，比較政治学の方法論の模索の段階からその確立に向けて本格的に

踏み出した。そしてこのような CCPの活動計画をこれ以降の時期，財政面で支えることになっ

たのが，フォード財団による大口の助成金であった。当時，当時の新興財団でありながらロック

フェラーとカーネギーの両財団を上回る巨額の資金力を有していたフォード財団は，社会科学の

分野，特に行動科学の促進に関心を寄せ，そのような方法論をもったプログラムに対して積極的

な助成活動を展開する方針を明確に打ち出していた 49）。実際，フォード財団は，CCPによって

提出された上記のような内容を旨とする活動計画を評価し，1956年 3月に当初三年間のプログ

ラムに対する助成として 26万ドルの助成を認可している 50）。この助成を皮切りに，以後 CCNY

に代わってフォード財団が，CCPの活動を財政面で支えることになった。

Ⅳ．ドブス・フェリー・セミナー（1956年 6月）

　上記の 5か年計画の中で示された研究会議・セミナーの最初のものとして，1956年 6月 11日

～29日の間，ニューヨーク市近郊ドブス・フェリーのグールド・ハウスでリサーチ・プランニ

ング・セミナーが開催された。このセミナーの目的は，比較政治に関心をもつ研究者に助成金プ

ログラムを含む CCPの活動に熟知してもらうのと同時に，比較政治研究の発展に向けて協力を

得ることにあった。このセミナーには総計 50名余りの研究者が参加したが，その中には米国，

97「近代化論」構築前夜のアメリカ政治学



ヨーロッパ，ラテンアメリカ，中東，アフリカ，アジア各地域の政治の専門家に加え，文化人類

学者，社会学者，歴史学者，経済学者も加わっていた。実際，このセミナーは，世界の様々な地

域の政治を専門とする政治学者が一同に会して比較政治研究の現状と課題に関して討議し，また

社会科学の多様な分野の専門家と方法論や研究戦略に関して意見交換を行う初の機会を提供する

ものとなった 51）。

　三週間余に亘ったこのセミナーの開催中，「ロシア－中国－アメリカ：比較に伴う問題に関す

る考察」，「政治集団と社会構造」，「東南アジアにおける政治集団」，「アフリカにおける政治集

団」，「全体主義と権威主義に関するリサーチ」など，比較政治研究を行う上での方法論や世界各

地域の様々な政治集団とその政治過程における役割・機能をテーマとする総計 24のセッション

が組まれ，其々参加者を 20名に限定して活発な議論が行われた。このような多様なテーマを扱

いつつも，会議の参加者はアーモンドらが用意したアジェンダ・ペーパーで示された共通の問題

意識・分析視座を共有しつつ，其々のセッションに臨んだ。

　アジェンダ・ペーパーの冒頭，アーモンドらは比較政治研究の問題点として，様々な政治集団

の機能に関する情報が寡少であるのに加え，地域研究における政治制度や政治過程に関する研究

は個々の国家を対象としたものに過ぎず，その結果，外国政治の研究は“記述的”なものに留

まっている点を指摘した。続けて，このような状況を改善していく上で，今後の比較政治研究が

取り入れるべき分析視座やリサーチ・デザイン，また具体的な研究トピックに関して説明を行っ

た。

　上記のセッションのテーマが示していたように，このセミナーのキーワードの一つが「政治集

団」であった。これに関してアーモンドは，比較政治研究に従事する際には，先のメモランダム

に則って，「政治集団」という用語で一括される政治的選択を開始／唱導／糾合／強制する“ユ

ニット”乃至は“行為体”に焦点を当て，その際，特に西洋世界と非西洋世界の政治過程でどの

ような「政治集団」が如何なる機能を果たして政治的選択を行うのか，その相違に注目すべきで

あると述べた。例えば，西洋世界では政党や利益集団が代表的な「政治集団」であるのに対し，

非西洋世界では官僚組織，将校団，親族集団等が典型的な「政治集団」として機能しているが，

このような“機能的な等価物”同士を比較研究することが政治過程の“現実”を把握するのに有

効であるとの見解を示した。加えて各政治システム中のダイナミックな要素である「政治集団」

の機能・役割・価値・目標に関する比較研究を行うことによって，文化や社会構造，つまり国家

と社会のリンケージを把握することが可能になると論じた。そして「政治集団」の行動パターン

の相違が政治システムの相違に繋がっていることに鑑み，異なる政治システムの類型化を通じて，

政治学者はそのシステムの診断や政治発展のコースの予測能力を高めることが出来ると論じた 52）。

この指摘を受けて，非西洋世界の政治の専門家の参加者から，彼らが対象とする諸国家において

は政党や利益集団が未発達で議会も弱体であり，そのため政治過程が官僚組織によって支配され

ているという見解が表明された。その様な状況に鑑みて官僚制に関する比較研究を行うことが提

案され，今後このテーマに関するメモランダムが用意されることになった 53）。
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　このように「政治集団」を包括的に定義しつつ，このセミナーの参加者は，どのような政治シ

ステムを持つ国々をケーススタディとして研究対象に取り上げるべきかという問題に取り組んだ。

これに関して，アジェンダ・ペーパーでは西洋世界の政治システムを 1. 全体主義国家（ロシア

およびその衛星国）　2. 権威主義的国家（スペイン及びポルトガル）　3. イギリスおよび英連邦諸

国　4. スカンディナビア及び蘭・ベルギー・ルクセンブルク　5. 西洋の“危機的”諸国（仏・

独・伊），に分類した。他方，非西洋世界の国々に関しては，政治構造及び政治文化の類型に基

づき，大別して，1. 権威主義体制　2. 部分的に民主主義制度を取り入れた体制，に分類した。前

者に関しては，近代的官僚制度を取り入れた西洋型の権威主義体制（例：エジプト）と西洋化の

影響がわずかで伝統的な権威主義を維持している体制（例：ネパール）という二種類があり，後

者に関しては，西洋化の影響によって民主主義制度をある程度取り入れつつも各民族・宗教・言

語集団毎に異なる政治文化に分裂した政治システム（例：マレーシア）が挙げられると説明し

た 54）。

　セミナーのセッションの参加者の間でも，このような政治システム上の分類が同意される一方，

西洋政治の専門家からは政党や利益集団の機能に関する比較研究が各政治システムの類型の相違

を明らかにすることに繋がるという意見が出された。また戦間期の東欧の歴史を研究することを

通じて権威主義体制の理論化が促進されることが示唆された。一方，非西洋世界の専門家からは，

各地域毎が持つ個別事情に注意を促す必要性が指摘された。例えばアフリカ地域の専門家は，西

洋諸国による植民地支配体制から地元エリートに依る指導への移行に伴う諸問題を考察すること

の重要性に言及し，また中東政治の専門家は，比較研究を行う国を選ぶ際の基準として「近代

化」の程度，民族・宗教パターン，政治構造といった諸要因の相違を考慮すべきことを主張した。

さらに，ラテンアメリカ政治の専門家は，経済発展のパターンの相違及びその政治的帰結を比較

研究の際の基準とすることを提唱し，他方，東南アジア研究の専門家は，この地域の比較政治研

究を行う際には，政党および利益集団に加えて，官僚制と軍部の役割を検討すべきことを提案し

た。

　そしてこのセミナーでは，このような政治システムの分類を基に，当面は，世界の各地域の専

門家が，政治構造／政治文化という二つの概念に関して共通理解を持ちつつ，それらが当該国／

地域の政治システムの形成に与える作用に関する実証的研究を行って互換性のある調査データを

持ち寄り，その分析を通じて比較のための理論構築を促進すべきであるとされた。CCPが運営

する助成金によるフィールドワークに関しては，外国でのフィールドワークは「（対象地域に関

する）歴史や社会，経済，文化的特徴に関する十分な知識を有する研究者によって行われるべき

であり」，また「フィールドワークは機能（イタリック原文）及び政治，文化，そして社会的プ

ロセスの相互関係を重視すべきである」ことで参加者間の合意を見た。このような体系的アプ

ローチを支持して，アーモンド自身も「タルコット・パーソンズの“パターン諸変数”は，異な

る政治システムの文化とイデオロギーを区別する際に適用できるように思える」と述べた 55）。

　以上のように，このセミナーは，これまで CCPが課題として取り組んできた比較政治研究の

99「近代化論」構築前夜のアメリカ政治学



リサーチ戦略を総合しつつ，世界の多様な地域を専門とする参加者の間で方法論上の合意が形成

されるのにほぼ成功したと言えよう。特に各国の多様な「政治集団」に焦点を当てる戦略の強調

には，政治システム内の行為主体を包括的な概念枠組みで把握しつつ，非西洋世界の新興諸国研

究も包摂する比較政治研究を可能にする意図が強く存していた。実際，アーモンドは，CCPが

今後取り組むべき研究プログラムとして，1）非西洋世界の政治システムの個別的性格に関する

一般化を試みる主要地域単位の分析　2）体制毎の一般的構造分析　3）政党，利益集団，官僚制，

議会の類型に関する広範な制度的比較　4）経済的変容と政治的変容，社会的成層化と政治，ナ

ショナリズムと政治発展パターンの関連性といった諸問題の過程分析，を挙げ，理論構築を念頭

に置いた研究を加速させる必要性を強調した 56）。

　このように，アーモンドが率いる CCPは，あらゆる政治システムが例外なく遂行する機能に

焦点を当てつつ，世界のすべての地域を視野に収めた比較政治学の一般理論の構築に向けて大き

く舵を切ったことが見て取れる。ここで注目すべき点は，社会学の概念枠組みを援用した機能分

析を全面に出したことにより，これまでの CCP関係者のペーパーやメモランダムで見られた一

般理論構築に対するどちらかと言えば慎重なスタンスに代わって，個別事例を越えた普遍的理論

の構築に着手するための抽象的一般化への指向性が一層強くなったことであろう。既述のように，

例えば先のアメリカ政治学会のセッションにおけるペーパーでは，非西洋世界の政治社会を分析

する際には文化の相対性に基づく伝統の役割や西洋的要素との混合状態に注目することを通じて

対象国の歴史的個性へ注目することの重要性が指摘されていたのに対し，このドブス・フェ

リー・セミナーにおいては，西洋の政治システム・政治過程を暗黙の規準としつつ，非西洋世界

の政治システム・政治過程が西洋の対応物とどの程度相違／近似しているのかという眼差しの下，

政治発展に関する普遍的理論の構築を明確な目標に置いたといえる。ここに西洋中心主義的な発

展主義的アプローチが生まれる素地も見て取れよう。いずれにせよ，CCPの活動はこの段階で

本格的な「近代化論」構築まであと一歩の地点に立ったと言える 57）。

お　わ　り　に

　CCPはその創設以来，若い世代に属する気鋭の政治学者を集め，行動論政治学や構造－機能

分析を中心とする社会学を初めとする当時の最先端を行くディシプリンの方法論を積極的に取り

入れつつ，新旧の転換期にある政治学の一領域としての比較政治学を科学的かつ学際的な学問研

究として確立するための活動を展開した。そこには，へリングやアーモンドを初めとする比較政

治学の推進に与った人々の“純粋学問的な”動機，すなわち，理論構築において心理学や社会学

と比して立ち遅れていた戦後アメリカの政治学を確固とした科学的方法論を持った社会科学の一

ディシプリンとしての地位に一挙に高めようという野心的な動機，があったといえよう。

　他方，CCPの活動に集った政治学者たちが比較政治学を推進した背景には，公共政策に資す

る政治学の推進というより実践的・現実的な動機もあったことも見落としてはならない。CCP
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関係者の言動からは，戦後アメリカの西側陣営の盟主という世界的地位に由来する要請に応答し

つつ，植民地支配から脱したアジア・アフリカの新興諸国や共産主義勢力が伸長している西洋の

国々において非共産主義的で安定した民主主義体制を確立することは如何にして可能か／その条

件とは何かという問題意識の下，政策科学として比較政治学を確立しようという強い社会的使命

感があったことも見て取れる 58）。その意味で，CCPが推進した比較政治学は，歴史的規定性を

色濃く有する“冷戦的社会科学” 59） の一部であったという評価を下すことは出来よう。

　ところで本稿で分析したように，CCPは，比較政治学の方法論や分析視座の確立に向けての

アジェンダ設定のイニシァティブを握ることを通じて，また財団からの支援を得た助成金を研究

者に付与することを通じたパトロン的役割を果たすことによって，さらに CCPのメンバーも含

め全米の主要大学からの人的資源の動員力によって示された権威を通じて，米国内の比較政治学

の発展に大きな影響力を行使したと言える。学術団体（SSRC, CCP）－財団（CCNY及びフォー

ド財団）－大学（CCPの活動に集った政治学者たちの所属大学）による比較政治学研究の促進

体制は，アメリカ史研究者オリバー・ザンツが指摘した「諸機関の間の連環形成におる研究促進

体制」の典型的な例をなしている 60）。このような「研究促進体制」の下，現実の諸問題に社会科

学の知識が適用されつつ“アメリカの世紀”の覇権的イデオロギーともいえる「近代化論」構築

の道筋が付けられたことを鑑みれば，CCPの活動は優れてアメリカ的な社会科学的知の生産体

制を体現したものであったと言えよう。
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〈Kurze Inhaltsangabe〉
  Die Fürsten des 17. und frühen 18. Jahrhunderts hatten das Duell, das eigentlich ein 

adliges Standesprivileg war, untersagt und mit hohen Strafen belegt. Ihre Duellmandate waren 

sehr streng, wurden jedoch niemals konsequent in die Praxis umgesetzt. Eben weil dem 

Monarchen der Adel als erster Stand des Staates so wichtig war, zögerte er, die Strafen zu 

vollstrecken und suchte die Loyalität dieses Standes eher durch großzügige Begnadigungen zu 

gewinnen. Auch der aufgeklärte Absolutismus der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts machte 

sich diese Strategie von Peitsche und Zuckerbrot zu eigen und unterlegte ihr eine besondere 

Adelssympathie. Auch Gesetzgeber, z.B. in Preußen und Bayern, versuchten, das Duell als 

Sonderdelikt zu betrachten und zu ahnden und wiesen dem Duell einen strafrechtlichen 

Sonderstatus an.

  Die Bürger, die im Vormärz （1815-48） für die Aufhebung ständischer Vor- und 

Sonderrechte eintrat, fingen jedoch allmählich an, auf die Unvereinbarkeit des Duells mit den 

Prinzipien einer auf Recht und Gesetz gegründeten bürgerlichen Gesellschaft zu bestehen. 

1826 wies die Kommission des Bayerischen Staatsrats darauf hin, dass eine soziale Verengung 

des Duelldelikts weder strafrechtlich zulässig noch den gesellschaftlichen Verhältnissen 

angemessen sei. Schließlich könnten auch unter anderen „Ständen“ als Adligen und Offizieren 

Zweikämpfe stattfinden.

  Auch in Preußen näherte sich die Epoche ständischer Privilegierung ihrem Ende. Das 

1851 in Kraft tretende preußische Strafgesetzbuch hob die formelle ständische Beschränkung 

des Duelldelikts auf. Der seit am Anfang des 19. Jahrhunderts beobachtbare Aufstieg des 

höheren Bürgertums zu einer satisfaktionsfähigen Klasse hatte die offizielle Anerkennung des 

Staates gewonnen, der fortan auf rechtliche Unterschiede zwischen bürgerlichen und adligen 

Duellanten verzichtete.

  Bei alledem dehnte die Duellkonvention ihre Geltung auf soziale Gruppen aus, die ihr 

ursprünglich eher fern gestanden hatten, anstatt im Zuge gesellschaftlicher Umbauprozesse zu 

verschwinden. Auch der Staat der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts instrumentalisierte das 

Duell dafür, die enge Bindung an seine sozialen Trägerschichten zu intensivieren und sich 

ihrer Loyalität zu versichern, genauso wie die Fürsten oder Monarchen des 17. und 18. 

Jahrhunderts.

は　じ　め　に

　17世紀から 18世紀初めにかけて，貴族に対する統治・支配権を強化する必要に迫られたドイ

ツの諸侯たちは，表向きは，貴族だけの特権であった決闘を禁圧し，それに対して秋霜烈日のご
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とき刑罰を科すという態度を示した。彼らが発令した決闘に関する処罰命令書の内容は，確かに

極めて厳格なものであったが，実際には，それらがそのままの形で実行に移されたことは決して

なかった。国家にとって貴族は最も重要な第一義的エリート階級であったので，王侯君主たちは，

刑の執行を躊躇い，それどころか，決闘を行った貴族たちに対して寛大な恩赦を与えることに

よって，国家に対する貴族たちの忠誠心と殉難の精神を獲得しようと努めたのである。

　その後，18世紀後半の啓蒙絶対主義の時代になっても，君主たちは貴族の決闘に対する従来

の寛容な姿勢を崩さなかったが，啓蒙主義的思想が市民階級の中に着実に浸透していくという時

勢のもとで，彼らは，自らの絶対的権力を理性的な目的をもった法的に規範化された体系の中に

組み入れるように，つまり，彼らの絶対的権力を法の中で不当に行使しないように求められた。

その結果，王侯君主たちは，決闘に関する旧来の古い法律を撤廃し，新たに体系的な法令集をま

とめあげる必要に迫られたのである。

　本論では，プロイセンとバイエルンを例にとり，決闘に関する新たな法令集の理論と実践を眺

め，そして，後期絶対主義および初期立憲政体の時代における決闘をめぐる様々な議論を提示し，

さらには，市民階級の差別からの解放のプロセスを概観し，18世紀中葉に至るまでのドイツに

おける決闘政策について考察を加えたい。

1．決闘に対する立法の相克　プロイセンの場合

（1）　決闘は，一般的な犯罪か，それとも特別な犯罪か

　絶対主義の時代においては，国家の立法機関は，決闘を，名誉を重んじる考え方を表現する一

つの手段として理解し，決闘に刑法上の特別なステイタスを与え，その社会的価値を認めた。領

邦君主たちもまた，貴族の名誉をめぐる決闘を通常の違法行為として扱うことに抵抗を示した。

　1794年にプロイセンにおいて施行された法令集「一般ラント法」 1） も，絶対主義の時代におけ

る決闘に対する立法のアンビバレントな態度を基本的に受け継いでいる。一般ラント法は，一方

においては，初期近代の度重なる決闘処罰命令の伝統を受け継ぎ，決闘に関する厳しい処罰規定

を定めている。これに従えば，決闘が未遂に終わったとしても，決闘を挑んだ者は 3年から 6年

の禁固刑に，また，決闘の申し入れを受け入れた者も 1年から 3年の禁固刑に処するというもの

であった。そして，相手を殺害した決闘者は死刑を宣告され，また，行なわれた決闘が流血の惨

事には至らなかった場合でも，決闘者は貴族の称号を剥奪されるか，もしくは，最低十年の禁固

刑に処せられるということが厳しく定められていた 2）。

　他方において，プロイセンの立法機関は，決闘を一般的なものから切り離して，一般ラント法

の中の「名誉の侮辱に関して」という条項で扱うことによって，決闘をあくまでも特別な刑罰の

対象として捉えるという旧来の陋習ともいえる原則を頑なに守った。この法令集の中の刑法の部

分を担当した法律家クライン（E.F. Klein 1743-1810）は，決闘を崇高なもの，尊敬に値するもの

と定義し，それを行った者は罪を免れないが，領邦君主の恩赦という形でその刑は必然的に軽く
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されるべきものであるとした 3）。

　つまり，法的根拠に基づいて下された一つの決闘に関する判決を再度考慮し，刑罰を大目にみ

るかどうか，或いは，どの程度までそうするかについての判断・決定は，絶対権を行使できる君

主自身に委ねられているということが，ここにおいて明確化されているのである。法廷で決定さ

れた数年，あるいは数十年に及ぶ禁固刑を，君主が僅か数週間もしくは数か月の禁固刑，あるい

は城塞拘留に軽減することによって，君主は，彼自身と貴族である決闘者の間の個人的な絆を強

め，彼の恩恵あふれる譲歩によって，自らが統治する国の社会的エリートと自分とを結ぶ排他的

関係をより麗々しく際立たせようとしたのである。そして，王によるこのような恣意的な統治形

態は，刑罰を担当する無力化された裁判官たちの犠牲のもとに，19世紀初めまで続くことにな

る。

（2）　法の尊厳と威信

　ところが 19世紀前半になると，立法化された法へ領邦君主によるこのような好き勝手な介入

に対する批判が，プロイセンの司法当局において時々刻々と強まっていった。1809年，ベルリ

ンの上級裁判所は，「決闘を防止するために作られた法律は，これほど頻繁に行われる恩赦に

よって，その威厳と目的をまさに失おうとしている」 4） と警鐘を鳴らした。1828年，プロイセン

の新しい刑法典の議案をまとめた監査役も次のように述べ，法の尊厳と威信の重要性を改めて訴

えている。

決闘に対する首尾一貫しないこのような姿勢と，法を定める者の意志と国家権力（領邦君

主）の意志との間にある相克ほど，法の威信とその有効性にとって有害なものはない。現に

ある法を執行しないというやり方は，国民の目には，（司法の）弱さと（君主の）専横の証

しとして映るであろう 5）。

　そして，このような司法側の要求は，1820年代の終り頃から作られていた刑法の議案に取り

入れられ，結果的には，1851年以降にその効力を発したプロイセンの新しい刑法で現実化され

ることになる。

　しかしながら，他方において，決闘を排他的な身分の特権として認めていた保守的な同時代人

たちは，法の前の平等の原則のもとで，その辺の喧嘩好きな輩や無頼漢と決闘者を刑法上同等に

扱おうとする立法機関の主張を容認することはできなかった。この点において，例えば，1833

年に決闘を「個人の自由の最後の隠れ家」として称賛し，決闘の動機が有する尊敬すべきポジ

ティブな側面を強調したケルン地方裁判所長官フォン・オッペンは，決闘を一般的な殺人や意図

的な肉体の殺傷と同一視する法的見解に真っ向から反対した 6）。

　互いの名誉をかけた規則に則った戦いである決闘と，術策を弄した戦いや一時の感情にまかせ

た暴力行為との間には大きな隔たりがあり，また，決闘者の戦いの動機は，一般的な殺人者や故
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殺者のそれより，はるかに高いところに位置づけられるという考え方が，フォン・オッペンを代

表とする保守的な同時代人の主張の根底にはあった。これに従えば，決闘は，その特異性という

点において，その他の犯罪と完全に同列に置くことができないため，それを処罰の対象にしよう

とすれば，必然的に決闘を一つの特異な犯罪として捉えざるを得なかったのである 7）。

（3）　新しい刑法

　他ならぬ領邦君主によって立法化された法を領邦君主自らが犯すという矛盾とジレンマから脱

却するためには，司法機関は，決闘を行った者に対する処罰を最初から軽減させ，それによって

法の実際の執行力を強める以外に方法はなかった。

　旧来の古い刑法の処罰規定では，決闘により一方が死んだ場合，生き残った者に対しては死刑

が宣告されることになっていたが，新しい刑法では，それに代わって，当該者を 2年から 12年

の禁固刑に処するという処罰規定が導入された。また，無血の決闘の場合，当該者を，3か月か

ら 5年の禁固刑に処するということが定められ，いずれの場合も，従来の古い刑法の処罰規定よ

りも極めて軽い刑罰となった。しかもその際，裁判官たちが最も軽い処罰を言い渡すのが当時の

通例であった 8）。

　死刑もしくは何十年にもわたる禁固刑を数か月の禁固刑，もしくは城塞拘留に劇的に減刑する

というような恩赦は，19世紀前半という時の経過の中で徐々にその姿を消していき，法という

規範と現実との間にあった以前からのギャップは著しく縮まり，法そのものへの信頼性も徐々に

高まっていった。しかし，プロイセンの同時代人の中には，法に定められた決闘者に対する刑罰

の軽減を，法の憂慮すべき後退として，つまり，国家による一つの犯罪行為（＝決闘）の公の特

権化と庇護の表現として捉える者もいた。特に，特定の階級による特権と優先権の撤廃を主張し

た三月前期の市民たちは，決闘が法と権利に基づく市民社会の諸原則と相いれないという理由か

ら，決闘者に対する刑罰の軽減に反発し，彼らに対するより重い刑罰を要求したのである。

　19世紀前半，特に 1830年頃から 1850年あたりまで，ドイツの多くの領邦国家の議会において，

新たなる刑法法令集の導入をめぐって，決闘に批判的なグループと，決闘を擁護する貴族の代表

者たちとの間で，引き続き激しい議論が交わされていくことになる。

2．決闘に対する立法の相克　バイエルンの場合

　プロイセンとは異なり，19世紀の初めから立憲政体システムをとっていた南ドイツの諸国家

では，自由主義者たちは，憲法によって守られている，国民の法の上での平等という大原則を彼

らの主張の拠り所にした。それ故，当然のことながら，彼らは，この大原則に従って，決闘者を

他の法律違反者と区別し，特別扱いすることを認めなかった。決闘を批判する者たちが，決闘と

いう不法行為を刑法上特別扱いすること自体が憲法の平等の権利を損なうことであると考えたの

は当然のことであった。
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（1）　バイエルンの法律のダブルスタンダード

　フランスの立法は，19世紀の初めから，決闘を特別な違法行為としてもはや規定せず，国民

の法の前の平等という原則に則って，他の犯罪行為と同等のものとして扱っていた。決闘者が相

手を負傷させたり，或いは，殺したりした場合，彼らは，傷害罪と殺人罪に関する法規定に従っ

て刑を申し渡された。そして，このような法的解釈は，基本的にはラインにおいてもそのまま適

用されたのである。

　しかし，ラインの立法機関は，ある決闘が無血のまま終わった場合，その決闘はあくまでも私

的な行為であり，国権を傷つけるものではないが，決闘者が重傷を負ったり，殺された場合は，

当局によって起訴されなければならないという立場をとった。

　1813年以降適用されていたバイエルンの法律もまた，プロイセンの一般ラント法とは異なり，

決闘事件に関しては，ラインの法律と同じように，傷害罪および殺人罪に関する諸規定に従って

法的判決を下していた。しかしながら，立法が市民の法の前の平等という原則を遵守しようとし

た立憲政体のバイエルンにおいてさえ，決闘を特別な犯罪として扱うための一つの逃げ道が用意

されていたのである。つまり，バイエルンの司法当局には，軍人や貴族の決闘事件は，特別な法

律，処罰命令等に委ねておくべきであるという考え方が依然として根強く残っていた。実際のと

ころ，決闘者が負傷したり，殺された場合，裁判所は刑法の基本に基づいて当該者の刑罰を決定

し，一方，流血のない決闘の場合は，旧来の処罰命令に依拠して，決闘者に無罪の判決を下すと

いうことが頻繁に行われた。

　バイエルンの司法当局のこのようなダブルスタンダードは，間もなく同時代人の批判の対象と

なり，決闘に関する法の抜本的改正をめぐって，その後も身分制議会等で激論が交わされていく

が，決闘を特別な犯罪と見做す考え方は，結局のところ，バイエルンにおいても根強く残ってい

くことになる。その理由は以下のような点にあった。

　まず第一に，決闘当事者による沈黙の壁があった。決闘当事者は，決闘を前にして，それがど

のような結果に終わろうとも，完全な沈黙を守るようお互いに予め約束し合っているケースが多

かった。決闘当事者は，警察や裁判所の追求からお互いを守るため，沈黙の壁を築いた。例えば，

決闘で負傷した者は，決闘を行ったという事実を断固として否定した。当局が決闘事件に介入し

たとたん，その事実は決闘当事者たちによって否認され，真実に代わって，紛れもないでっち上

げが語られた。そもそも，当局が決闘の事実を証明すること自体ほとんど不可能であったし，秘

密をあくまでも保持する結束の固い決闘関係者に当局が降伏せざるを得ない場合の方が圧倒的に

多かった。

　第二に，これとは別に，捜査当局による沈黙の壁があった。1841年，バイエルンの将校と学

生の間でサーベルによる決闘が行われた時，ミュンヘンの警察はこの事件に全く介入しなかった。

なぜなら，その決闘者のうちの一人が，その警察署長の親戚であることが間もなく判明したから

である。バイエルンの当時の内務大臣は，これに関して次のようにコメントした。
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このような事件においては，至る所で，既に何十年も前から根づいているあの有害なシステ

ムが支配的である。職務上の義務よりも，個人的な配慮を重んじ，全体を個の後ろに置くと

いうあのシステムである。なぜなら，個は，傷つき，叫ぶことができるが，全体は沈黙する

からである 9）。

以上のような二つの大きな理由により，「法の前の平等」という原則は，決闘という「特別な」

犯罪行為を前にして，その後も揺らぎ続けていくことになる。

（2）　国王と立法の相克

　1842年，バイエルン国王は，すべての政府代表者に訓令文書を送り，その中で，多くの決闘

事件において，遅滞なく行われるべき警察の取り調べが全くなされないままか，或いは，法に則

したやり方で十分に行われていないことに対する，また，当該の政府当局がその警察の怠慢を見

過ごしていることに対する不快感を表明した。

現行の法や規定の遂行が不完全であることが，必然的に，決闘という忌まわしい行為の増加

に寄与していりばかりでなく，法への敬意と，当局の威信を著しく揺るがしているのである。

いかなる決闘も，今後は遅滞なく告発されなければならない。それに基づいて，警察が，遅

滞なくすみやかに，決闘の主唱者と参加者を突きとめ，刑罰上の取り調べを行うことを命ず

る 10）。

　しかし，我々が忘れてはならないのは，王のこの表明は，あくまでも「表向き」のものであり，

実際のところ，王や政府は，この時代にあっても，決闘を「特別な」不法行為と見做し，決闘者

をそれ相応に罰することで甘んじていたということである。一方，それに対して，刑法において

は，決闘に関するその種の特別扱いは認められていなかった。傷害罪で起訴された一般市民より

も，決闘した者がより厳しく罰せられるべきか，或いは，攻撃・侮辱に敏感な貴族や将校の社会

的地位と彼らの名誉を考慮して，決闘した者を寛大に扱うべきか。まさにこの点にこそ，この時

代の立法のジレンマと相克があった。そして，このことは，バイエルンにおいても例外ではな

かった。

　結局のところ，当時の人々の多くは，その国の社会的エリートと王の親密な関係を知っていた

し，名誉に関する不文律の象徴としての社会的慣習である決闘を頑なに守ろうというエリートた

ちの意志も理解していたのである。

　ある決闘で決闘者が殺され，センセーショナルな事件として明るみになってしまい，公の取り

調べが避けられなくなったような場合にのみ，当局はその事件に関する取り調べを行なった。し

かし，そのようなケースで下された処罰は，決闘当事者に殺害意図がなかったものと見做され，

極めて軽いものであった。
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　例えば，フランケンの控訴審裁判所は，1847年，ピストルによる決闘で相手を射殺したヴュ

ルツブルク大学のある学生に対して，8か月の禁固刑を言い渡したにすぎなかったし，また，そ

の 6か月前に，サーベルによる決闘で将校に重傷を負わせたミュンヘン大学のある学生は，僅か

2か月の拘留刑を受けただけであった。

　決闘に批判的なバイエルンの自由主義者たちは，決闘に対するこのような極めて控えめな刑罰

の実施に与
くみ

することはできなかった。バイエルンの裁判所が，決闘を特別な違法行為として扱う

ことを放棄したにもかかわらず，ダブルスタンダードによって，決闘者のほとんどがその後も処

罰から免れたという事実は，啓蒙主義と市民革命を経験し，自由主義を標榜する近代的市民の思

想とは全く相いれないものであった。

3．プロイセンにおける市民の決闘の権利

（1）　プロイセンの「一般ラント法」

　1794年にプロイセンで施行された前述の一般ラント法第 689条項においては，決闘による処

罰の対象となるのは，貴族と将校の階級に属するものに限られており，それ以外の階級に属する

者たちが，互いに戦いを挑んだり，剣もしくはピストルを用いて個人的に戦った場合，それらは

決闘の処罰規定には該当せず，一つの殺人事件，或いは，殺人未遂事件として扱われ，処理され

た。従って，立法機関は，貴族や将校の決闘に公に認められた特権的地位を与えることを明文化

していたが，それは，とりもなおさず，立法が，一般市民，農民，或いは，下層階級に属する者

たちを決闘の有資格者とは認めていないということを意味していたのである。

　一般ラント法は，表向きには決闘を禁じる一方において，同時に，実際には決闘にある種の社

会的な優位性を与えていたと言えよう。結局のところ，名誉というものの考え方は，身分・階級

を区分する敏感な地震計であり，社会的ヒエラルキーを映し出す忠実な鏡であった 11）。つまり，

身分が高ければ高いほど，その者の名誉は大きく，その名誉心もより敏感であるという考え方が

その根底にあったのである。国家が，身分階級的な社会構造を維持し，貴族を特権階級として擁

護しようとする限り，国家は，貴族以外の階級に属する者たちの名誉を軽視し，貴族のそれに完

全な優越性を与えようとするのは，むしろ，当然のことであった。

　また，一般ラント法の中の「名誉棄損法」では，身分が高ければ高いほど，処罰も厳しくする

という原則に従って，名誉棄損の刑量を階級・身分によって細かく段階づけていた。農民や手工

業者などのような低い階級に属する人々の間における侮辱行為は，一般市民の間におけるそれよ

りもはるかに軽い処罰で済まされ，それに対して，貴族や将校などは，一般市民と同じようなこ

とをしても，彼らの倍以上の厳しい処罰を受けるよう定められていた。即ち，農民や身分の高く

ない市民階級に属する者たちの間で交わされる罵りの言葉よりも，貴族や将校間の侮辱行為は，

より重たく深刻に受け止められなければならなかった。

　まさにこのような理由から，プロイセンの立法者は，身分が高かろうが低かろうが，とにかく
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市民階級の中における暴力的対決を決闘として扱うことを拒絶し，決闘と呼べるのは，同じ階級

に属しているという身分意識に基づいて，強い名誉心をもって武器を手にする場合だけであると

いう立場を貫いたのである。それは，このような強い名誉心を前提としているのは貴族と将校だ

けであり，彼らには，その階級内部における伝統に基づいて，特別な名誉と決闘作法を保持する

ことが許されている，という考え方に基づいていた。

　しかしながら，「身分の高い」市民階級の公務員に対する法的措置は，この時点で依然として

曖昧なままであった。彼らは，一般ラント法の名誉毀損に関する条項の中では貴族や将校と同等

に扱われていたが，決闘の条項の中では明確な言及がなされていなかった。それ故，将校という

身分の市民，即ち，市民階級出身の将校は決闘を許されたが，民間の公僕である市民階級出身の

公務員がそれを行なえば，殺人罪，もしくは殺人未遂罪に問われた。なぜなら，18世紀末から

19世紀前半に至るまで，プロイセンの立法機関は，決闘当事者が，たとえ「身分の高い」公務

員といえども，市民階級出身である限り，その当該者を決闘有資格者とは認めないという姿勢を

基本的には崩さなかったからである。

（2）　社会的不平等の原則

　19世紀の初め，高い地位にあったある一人の官吏（国家公務員）が彼の同僚と決闘を行ない，

その件に関してベルリンの上級裁判所で審理が行われた。裁判所は，一般ラント法の諸規定に基

づいて，二人の決闘者の内，一方が貴族の出で，もう一方が平民の出であったため，この二人に

対してそれぞれ別の法的措置に従って判決を下し，それぞれ異なった刑を科すことにした。法務

省は，ベルリンのこの上級裁判所に対して，その根拠のない矛盾した法的判断に注意を喚起し，

両者が犯した同じ犯罪に対しては同じ刑を科するよう求めたが，結局，この提案が上級裁判所に

よって受諾されることはなかった。

　1809年，フリードリヒ・ヴィルヘルム 3世は，貴族が決闘した場合の処罰だけが酌量軽減の

対象となるという見解のもとで，決闘に関する如何なる判決も王に提出すべしという決定を下し

た。それから十年後，プロイセンの法務大臣は，ベルリンの上級裁判所に対して，「（貴族ではな

く）市民による決闘に関する判決は，大臣に提出することを義務付けない」 12） という通達を出し

た。つまり，このことは，市民による決闘には全く関心を示さなかった王にとって，決闘とは貴

族だけの慣習であり，また，そうあり続けなければならないものであったということを示してい

る。

　市民階級出身のプロイセンの裁判官たちにとって，一つの法規範までに高められたこの「社会

的不平等の原理」は，19世紀前半を通じて彼らに突きつけられた，まさしく一つの強圧的な挑

戦状であった。名誉毀損の刑法における階級・身分の等級分けは，既に世論の激しい批判に晒さ

れていたが，それは特に，市民階級を「高い」身分と「低い」身分とに区別することに端を発し

ていたのである。更には，「高い」身分の市民階級に属する者と，貴族や将校の階級に属する者

との間に旧態依然として引かれたままの境界線は，極めて憂慮すべきものであり，当時の社会的
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状況とはもはや相いれないものであった。

（3）　変化の兆し

　文字通り，プロイセンの最高裁判所の役割を果たしていたベルリンの上級裁判所は，このよう

な時代の要請のもと，市民階級に属する者を決闘の有資格者とは認めず，貴族と将校にだけ特権

を与えてきた一般ラント法第 689条項を見直す必要に迫られた。その結果，1820年代から 30年

代にかけて，決闘者の身分・階級を区別することなく決闘に関する法律を適用しようという動き

が，徐々に裁判官のなかで生じてきたのである。

　裁判所が，決闘を行なった「高い身分の」一般市民の刑事被告人に対して，殺人未遂の罪で一

般ラント法の基準に従って刑を一旦宣告した場合でさえ，裁判官たちは，実際には，被告人たち

を死刑や懲役刑ではなく，貴族と同じ城塞拘留，もしくは禁固刑に処するというケースが，徐々

に見受けられるようになっていった。裁判官たちの見解によれば，身分の高い市民階級に属する

者が決闘を行なった場合，当該者は，自由刑の中で最も軽い城塞拘留や禁固刑に処するべきであ

り，自由刑の中で最も重い禁固労働や懲役刑はふさわしくなかった。そして，貴族が決闘を行

なった場合は，如何なるケースにおいても，無条件で城塞拘留となった。当時の城塞拘留とは，

実際には以下のような内容のものであった。

彼らには，広々とした住まいの中で生活に必要なものすべてが与えられ，城塞の中のいくつ

もの部屋を自由に行き来でき，他の囚人と楽しく交流し，あらゆる娯楽的催しに参加し，そ

れどころか，短期間の旅行さえ許された 13）。

　それまでの裁判官たちが，市民を決闘有資格者とは見做さなかったことを考えれば，これはま

さに未曾有の出来事と言わねばならないであろう。しかし，「名誉に関する法律は，貴族或いは

将校である者だけに適用され，市民階級の者は，決闘による名誉回復を貴族や将校から拒絶され

ることもある。それどころか，貴族や将校が市民と決闘すること自体，恥ずべき，不名誉な行為

であり，許されない行為である。市民の侮辱に関しては，全く別のやり方で裁かれるべきであ

る」 14） という，「中世的」な見解が，裁判官たちの間でなおまだ牢として残っていたのもまた事

実であった。

（4）　王の恩赦

　ここで我々が銘記しておかなければならないことは，19世紀前半という時代の趨勢にも拘わ

らず，王の恩赦が依然としてその効力を発揮するケースが度々存在したということである。

　1845年，フォン・ノルケンという貴族の学生がある騎兵大尉と決闘を行い法廷に立った時，

ベルリンの上級裁判所は，彼に 15年の城塞禁固と貴族の称号の剥奪という刑を申し渡した。と

ころが，その後の王の恩赦でその刑期は 15か月に軽減され，しかも，彼がその内の 2か月の刑
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期を勤め上げると，王はその残りの刑期を免除し，貴族の称号の剥奪も取り消した。

　ところが，耳目を驚かすことに，王がこのように寛大な措置をとったのは，貴族に対してだけ

ではない。裁判所から貴族の決闘者に下された判決が王のチェックを受け，ほとんど自動的にそ

の貴族の当該者に恩赦が与えられた一方において，市民の決闘者もまた，彼らの嘆願の仕方次第

では，王の恩赦という分け前にあずかることができたのである。

　例えば，1841年，ある同僚と決闘を行なった試補見習いブラハトは，殺人未遂のかどで 4年

の禁固刑と免職の判決を受けていたが，国王による恩赦で，その刑期は 8週間に短縮され，免職

も解かれた。更に，1842年，ピストルを用いて決闘した二人の画家は，恩赦の申請後ただちに

王の恩赦を受け，当初 4年の禁固刑の判決を下されていた一方の画家の刑期は僅か 1年となり，

決闘を挑んだとして 6年の刑を言い渡されていたもう一方の画家も，15か月の城塞禁固のあと

自由の身となっている 15）。

　つまり，このことは，国王がそれまで貴族と将校にしか認めていなかたった決闘の権利を，市

民にも認めはじめたという画期的な変化を示しているのである。

（5）　「身分の高い」市民とそれ以外の市民

　プロイセンの最上級司法官庁とその最高裁判官たちは，公式には，貴族と非貴族の決闘者を区

別することを固守し，1848年の革命までこの原則を頑なに守っているかに振る舞っていたが，

彼らは，実際の法的結論においては，既にそれとは異なる考量に従って行動していた。つまり，

時勢とともに，貴族や将校ではない「身分の高い」市民階級に属する者たちも，次第に，決闘に

よる名誉回復を行なうのに適する者，即ち，決闘をする資格を有する者であると見做されるよう

になっていたのである。

　プロイセンの市民階級の裁判官たちは，「身分の高い」市民と「身分の低い」市民の刑事被告

人に対しては，依然として明確な境界線を引いており，すべての公務員，学者，芸術家，商人，

大きな工場の経営者などは，「身分の高い」市民階級の人間と見做された。裁判所の考えでは，

手工業者，身分の低い公務員（小役人），商店員，退役した下士官などは「普通の，もしくは，

低い身分」の市民階級に属する者たちであり，彼らが決闘に直接関与した場合，禁固刑ではなく

て，軽懲役刑もしくは重懲役刑が言い渡された。

　軽懲役刑か，それとも重懲役刑を言い渡すのかという判断においては，司法は，決闘を挑まれ

た方の社会的地位を考慮し，例えば，決闘を挑まれた方が貴族で，挑んだ者が「普通の，或いは，

低い身分」の市民の場合，後者に重懲役刑が科された。

　貴族や将校の階級にも，また身分の高い市民階級にも属さない者が決闘を行なったり，或いは，

それを企てたりした場合，その者たちは全員例外なく，名誉ある城塞禁固刑ではなく，極めて一

般的な刑の執行を受けなければならなかった。このことは，決闘するに値する名誉という考え方

を重んじる層と，決闘が争い事を規制するためにふさわしい形態であるとは見做されない層との

間に，事実上の境界線が依然としてはっきりと引かれているということを明示していた。結局の
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ところ，公正を目指す裁判官と法律家たちが決闘に関する特別な法律を適用しようとしたのは，

すべての階級の者たちに対してではなくて，名誉を重んじる貴族，将校，そして，身分の高い一

部の市民に対してだけであったのである。

　なぜならば，次のような考え方が，法を司る者たちの根底に旧態依然として強く残っていたか

らである。

貴族と将校以外の階級に属する人間にとっては，決闘に対する内なる衝動も，外的強要も存

在しないが故に，名誉をかけた決闘はあくまでも例外的なものであり続ける。たとえ決闘に

関する法律をより一般化したとしても，そのことによって，貴族や将校よりも下層に属する

男たちが，彼らの争いごとに，完全な形で，厳格な法律に従って決着をつけるために，次々

とサーベルやピストルを手にして決闘するようになるとはほとんど想像できない。それどこ

ろか，決闘を，ある特権的階級にのみ法的に容認することで，決闘という慣習は消滅するこ

となく保持されていくであろう 16）。

　しかしながら，市民の決闘に関して，当時の実態ははたしてどのようなものであったのであろ

うか。19世紀の中葉に近づくにつれ，旧来の様々な階級間の境界線をもはや明確に引こうとし

ない世論を拠り所として，それまでは決闘という病原菌にまだ免疫性があった「身分の低い」市

民階級の間でも決闘が行われるという事例が，徐々に増えつつあったのである。これに対する司

法側の見解は，「決闘者の社会的制約を設けないという考え方は，平民階級の間での決闘の蔓延

を助長するが故に認められない」というものであった。

そのような考え方は，普遍的な平等をひたすら志向するという，助長されるべきではない新

しい理論の悪しき産物にすぎない。普遍的な平等の実現に努めれば，その結果，決闘という

不法行為の数は増加の一途をたどるであろう。当然のことながら，それは立法者のためにな

らないにちがいない。身分の高い市民階級に属する者のすべてが，貴族と将校とが有する決

闘という特権の分け前にあずかってはならない。決闘に関して貴族や将校と同等の権利を有

するのは，公職にある議員，王の顧問官，そして，一部の高級官吏のみである 17）。

4．階 級 の 割 合

　ヨーロッパにおいては，19世紀に至るまで，「生まれ＝出自・出生」がその人間の社会的地

位・序列を規定してきたと言っても過言ではなく，その個人が如何に努力しようとも，どうして

も越えられない身分の壁が眼前に大きく立ちはだかっていた。服装，食事，習慣，職業，宗教な

どのすべてがその人間の「生まれ」によって運命づけられていた。つまり，この世に生まれた瞬

間から，人間は，出自・出生によって，身分・階級の社会秩序の中に厳格に組み込まれていたの
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である。

　1500年頃に約 5,500万人であったヨーロッパ全体の人口は，1800年頃には約 2億人にまで膨

れあがったが，ドイツ全土の人口に限れば，三十年戦争等の影響もあり，1,200万人（1500年

頃）から 2,400万人（1800年頃）の増加に留まっている。ドイツの全人口に占める各階級の割合

を示すと，以下のようになる 18）。

      1500年           1800年

貴　族   1～2％（12～24万人）     1％（24万人）

市　民  18～19％（216～228万人）   24％（576万人）

農　民  80％（960万人）       75％（1,800万人）

全人口  1,200万人          2,400万人

　貴族階級の中でも，裁判籍や直轄権といった様々な特権を有した高位の貴族の占める割合は，

貴族全体のせいぜい 5％にすぎず，大部分の貴族は，皇帝や帝国と直接的な関係を有しない下位

の地方の貴族であった。いずれにせよ，18世紀後半に至るまで，唯一決闘の有資格者と認めら

れ，君主による恩赦などの法的優遇措置を受けていたのは，全人口の僅か 1～2％にすぎないこ

れらの貴族たちだけであった。

　1800年頃のドイツの全人口に占める市民の割合は，約 24％であり，この内の約半数は「身分

の低い」市民層であった。この低い身分の市民階級には，奉公人，洗濯夫，鋳掛屋，下働きの職

人，日雇い労働者，未亡人，独立した手工業者，靴屋，仕立屋，紡績工，紡ぎ女など，経済状態

の異なるありとあらゆる職種の人間が含まれていた。従って，19世紀中葉においてすら，決闘

をする資格と権利を法的にも認められた者たちは，全人口の僅か 12～3％に留まるのである。

5．バイエルンにおける市民の決闘の権利

（1）　市民の決闘を擁護する立場

　1826年，バイエルン枢密委員会は，当時の社会的状況に鑑みて，決闘という不法行為を貴族

や将校のみの特権として社会的に認めることの限界と，貴族と将校や身分の高い公務員以外の階

級に属する者の間での決闘の可能性とを指摘している。「銀行業者，顧問官より身分の低い国家

公務員，貴族の出でない土地所有者，資本家など，教養のある上流階級に属するすべての者を

我々は念頭に置かなければならない。何故，これらすべての多種多様な人間たちの間で名誉を侮

辱する言動がなされないと言えるであろうか，また，そのような言動がなされたとしたら，決闘

が行われないとどうして言えるであろうか」という論拠がその根底にあった 19）。

　これに呼応するかのように，バイエルン枢密顧問官クレメンス・ライデンは，当時の時勢の変

化を次のように凱切に表現している。
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昔であれば，騎士だけが他の騎士に話しかけることができたが，このような排他性，特権階

級だけに限られた閉鎖性は，名誉を重んじる教養市民層の台頭に伴い消滅していった。啓蒙

主義のマイルドな光が，かつては互いに完全に隔離されていた社会の様々な階層に属する者

たちを接近させるようになると，それに伴い，彼らの絶え間のない交流が外的形式の均一化

を必然的にもたらし，社会生活の本質的な規則はすべての者に共通していなければならない

ということを，人々は感じ取るようになっていた。それ故，（貴族や将校以外の）教養市民

層が何らかの侮辱を受け，彼らを侮辱した者に決闘を挑んだとしても，彼らがその決闘の要

求を拒絶されることはもはやなかった。裕福で名望のある私人からの，学者からの，銀行業

者からの，或いは，試補からの決闘の要求に応ずることが品位のないことであるとは，誰も

思っていなかった 20）。

　ライデンを代表とする決闘の資格と権利を拡大するべしという考え方は，確かに，身分の低い

市民層をその対象に含めていなかったが，従来は貴族と将校だけの特権であった決闘の可能性を

一部の市民層にまで広げようというその試みは，当時の民意と時勢の後押しもあって，結果的に

はやがて結実することになる。

（2）　市民の決闘に反対する論拠

　元来，貴族だけに限られていた決闘する権利は，その後，将校にも認められ，さらには 19世

紀に入ると，高位高官の官吏などの「高い身分」に属する一部の市民にも与えられていったが，

これらの階層をさらに越えて，決闘による名誉回復が可能な社会層が漸次広がりつつあるという

19世紀前半の現実を立法の側でもそれ相応に顧慮しなければならないというのが，バイエルン

の法務大臣や枢密顧問官の考えであった。

　それにもかかわらず，社会的慣習としての決闘は，完全に一般化されるべきではないという本

質的合意が暗黙の内にまだ根強く残っていた。そして，一方では，憲法に則した法的平等を堅持

しようとしつつ，他方においては，同時に，あくまでも排他性を主張する貴族や将校の特権意識

を充足させようという政府のアンビバレントな試みは，やがて挫折する。

　上述の枢密顧問官ライデンは，「かなり高い教養を持つ男たち」 21） という表現を盾に，決闘の

権利と資格を有する階層の拡大を目論んでいたが，これに対して枢密顧問官フォン・シュトゥル

マーは，「何が教養で，何がかなり高い教養なのか，それはどこからはじまり，どこで終わるの

か」 22） と述べて反論し，ライデンを代表とする決闘の資格と権利の拡大を主張する見解に真っ向

から反対した。フォン・ツェントナー大臣も，「並みの市民は，決闘の規範を理解することもな

ければ，それを必要とすることもない」 23） と述べ，決闘の拡充意見に反論した。さらに，内務大

臣アルマンスぺルク伯は，決闘の資格と権利を高い教養を持つ市民層まで広げようというライデ

ンたちの考え方に対して以下のような警告を発した。
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市民階級をそのようにして二つの層に分けることによって，優遇された階級と排除された階

級との間に摩擦が起こり，社会全体が完全に二つに分裂することになるであろう。更には，

国家を，教養のある民衆と教養のない民衆の二つに法的に区分することになり，これは，文

明の進歩を阻害することに他ならないであろう 24）。

（3）　決闘に関する法的平等

　バイエルンの枢密委員会はもとより，議会においても，憲法に基づいた法的平等の考えを決闘

に関する法律にも敷衍して普遍化すべきか否か，これまで一部の特権階級に排他的に独占されて

きた名誉をめぐる決闘の権利を一般市民階級にまで拡大させるべきか否かについて，侃々諤々の

議論がなされた。

　結局のところ，自由と平等を標榜する世論と社会の民主化のうねりに打ち負かされる形で，

1848年のあの革命の足音が迫りつつあったバイエルンにおいても，法的平等の精神のもと，限

定的とはいえ一般市民にも決闘の権利が認められるに至ったのである。

結びに代えて

　1848年のプロイセン刑法典の「侮辱・名誉毀損」の項目では，身分の違いは不問に付すとい

うことになり，さらに 1851年の刑法典は，決闘という違法行為における形式上の身分の制限を

遂に廃止した。つまり，19世紀中葉以降のドイツにおいては，国家は，市民と貴族や将校の決

闘者を法的に区別することを放棄していくことになった。刑法典という体系の中で，市民に独自

の地位を認めることによって，国家は，名誉という点において，言わば，貴族や将校と市民の融

合を精妙に完成させたのである。

　決闘の慣習は，社会的な大改革プロセスという時代の大きな波間にあって，その中で消え去る

どころか，元来は決闘におよそ無縁であった社会層にまでその有効性を広げていった。国家は，

社会的に国家を担う階層と緊密な結びつきをより強固なものにし，彼らの国家への忠誠心を確保

する手段として，決闘のもつ生命力と存在力を巧みに利用しようと考えたのである。そして，国

家は，国家を担う階層の「特別扱いされたい」という欲求を満たすためにも決闘を積極的に保護

していくのである。これらの利点は，法の規範のダブルスタンダードに対する自由主義者たちか

らの増大する公の批判を受けるという不利益よりも，国家にとってはるかに重要であった。

　いずれにせよ，我々が忘れてはならないのは，19世紀後半においても，決闘は一般の刑罰で

は扱われず，1871年以降，ドイツ帝国全土で拘束力を持つ新しい法律においても，決闘は依然

として特別扱いを受けたままであり，法律上のその排他的特権はそのまま保持されていったとい

うことである。そして，1969年の刑法改正によって，決闘に対する特別な処罰は無効であると

宣言されるまで，そのような法的現実はそのまま維持されていくことになる。ドイツにおける決

闘の伝統はこのような法的基盤の上に成り立っていたのである。
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注

1）  一般ラント法（Allgemeines Landrecht für die Preussischen Staaten）：フリードリヒ大王は，
1780年，司法大臣カルマー（Johann Heirich Casimir von Carmer 1721-1801）に，自国語で書
かれたわかりやすい法典編纂を命じた。この法典編纂に携わったのは，貴族出身のカルマーを
除けば，スヴァレツ（Carl Gottlieb Svarez 1746-98）やクライン（Ernst Ferdinand Klein 
1743-1810）などの 7名の市民階級出身の司法官僚であった。1791年，「プロイセン諸国のた
めの一般法典」（Allgemeine Gesetzbuch für die Preussischen Staaten）が公布されたが，フラ
ンス革命の影響を受けた農民や市民が，この新しい一般法典を拠り所として革命を起こすので
はないかということが懸念され，結局，一部の条文を改め，1794年，新法典「一般ラント
法」が施行された。
　スヴァレツは，決闘が特別な犯罪として扱われ，君主の恩赦によってその刑罰を軽減される
ことを擁護したクラインとは全く反対の立場を表明した。

2）  Allgemeines Landrecht für die Preußischen Staaten von 1794. Textausgabe, mit einer 
Einführung v. H. Hattenhauer, Frankfurt 1970, S. 693 f.

3） Ute Frevert: Ehrenmänner. Das Duell in der bürgerlichen Gesellschaft, München 1991, S. 67.
4） Geheimes Staatsarchiv Berlin-Dahlem, Rep.84a, Nr.17043: Schreiben v. 19. 5. 1809.
5）  Motive zu dem, von dem Revisor vorgelegten, Ersten Entwurf des Criminal-Gesetzbuchs für die 

Preußischen Staaten, Bd. 3, 2. Abt., Berlin 1829, in W. Schubert u. J. Regge （Hg.）, Quellen zur 
preußischen Gesetzgebung des 19. Jahrhunderts, Bd. 1: Gesetzrevision （1825-1848）, I. Abt., 
Bd. 1, Vaduz 1981, S. 735 f.

6） Ute Frevert, a.a.O., S. 74.
7） Motive 1829, a.a.O., S. 728 ff.
8） Ute Frevert, a.a.O., S. 69.
9） Ibid., S. 73.
10） Ibid., S. 73.
11） Ibid., S. 76.
12）  Geheimes Staatsarchiv, a.a.O., Nr. 8034: Schriftwechsel zw. Kanzler v. Beyme u. Friedrich 

Wilhelm III. v. 29.8. 1809 u. 6.9.1809.
13） Ute Frevert, a.a.O., S. 80.
14）  A.J. Mannkopf （Hg.）, Jahrbücher für die Criminal-Rechtspflege in den Preußischen Staaten, Bd. 

1, H. 1, Berlin 1840, S. 103 ff.
15） Ibid., S. 81.
16） Mannkopf, a.a.O., S. 110.
17） Ute Frevert, a.a.O., S. 83.
18） H.Möller: Fürstenstaat oder Bürgernation, München 1989, S. 50.
19）  Bayerisches Hauptstaatsarchiv München, Abt.II, Staatsrat Nr.2450: Motive und Bemerkungen 

zum Entwurf der Gesetzkommission, Vortrag v. Zentners v. 21.8. 1826.
20） Ibid., Vortrag v. Leydens auf der Staatsratssitzung v. 24.11.1826.
21） Ute Frevert, a.a.O., S. 85.
22） Ibid., S. 85.
23） Ibid., S. 85
24） Ibid., S. 86
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〈Summary〉
  Kazuo Ishiguro and religion — is it farfetched to search for any relationship there? 

Ishiguro has thus far certainly never referred directly to any specific belief of his own; indeed, 

a lack of religion is to be regarded as a characteristic of his work. For example, the clones, 

including Kathy, who appear in Never Let Me Go （2005） do not pray to God for salvation from 

their despairing situation. Even the short ‘deferral’ until the ‘donation’ for which Kathy longs is 

not allowed her, and God seems never to exist in that context. We may be so bold as to 

comment that some of Ishiguro’s works paradoxically depict the sterility and chaos of a godless 

world by their very lack of religiousness.

  No discussion has been found thus far exploring the possible relationship between 

Ishiguro and religion. Is this because it is impossible to find any relationship between the two? 

Or is it because religion is not a theme worthy of special mention in comparison to others? 

Ishiguro does indeed appear to refer to the Bible in one of his early works. This may have been 

simply an experimental attempt, an etude, for Ishiguro. Or perhaps he was merely attempting 

to invest the story with a mysterious tone and a certain profundity by including religious 

elements, as the Nagasaki-born author did with his first novel, A Pale View of Hills （1982）, by 

silhouetting the atomic bomb in its background.

  Irrespective of the reason, religion might be considered to be a significant element in the 

construction of the frame of the work, determining its tone. Furthermore, this element seems 

to be related to Ishiguro himself and common to a number of his works. In this paper, I 

consider an early work, namely “A Family Supper” （1980）, reading this short story in relation 

to Christianity. What I investigate here is not Ishiguro’s conscious awareness of the Holy  
Bible when he wrote the story, but rather whether a new reading of the story emerges if we 

assume so.

はじめに

　カズオ・イシグロと宗教。ここに何らかの関連を見出そうとするのは，牽強付会というものだ

ろうか。たしかにこれまでイシグロ自身がある特定の信仰について深く言及したことはないし，

彼の作品といえばむしろ，その宗教性のなさをこそ特徴としていると解すべきだろう。例えば

Never Let Me Go（2005）に登場する Kathyたちクローンが，その絶望的な状況から救いを求め

て神に祈りを捧げるようなことはない。また彼女が願った，「提供」までのほんのわずかの「猶

予」ですら与えられることはなく，そこに神はまったく不在であるかのように思われる。あえて

言うならば，イシグロのいくつかの作品はその宗教性の欠如によって，逆説的に神なき世界の不
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毛と混沌を描いていると評することができる程度なのかもしれない。

　管見では，これまでイシグロと宗教との関係を追及しようとした論考は見当たらない。それは

両者のあいだに何の関連も見出すことができないからであろうか。あるいは彼の場合，宗教はほ

かのテーマと比して，特筆すべき事柄ではないからであろうか。しかし初期のある作品でイシグ

ロは，聖書を参照しているようにも思われるのだ。そのことは習作時代のイシグロにとって，実

験的な試みの一つに過ぎなかったのかもしれない。またそれは長崎生まれのイシグロが，長編第

1作 A Pale View of Hills（1982）などで原爆を遠景に浮かび上がらせることで，作品に一定の重

みを持たせることに成功したように，宗教的な要素を取り入れることで，ただ物語に神秘性や重

厚さを付与しようとしただけなのかもしれない 1）。

　だがそれはやはり，作品の大きな枠組みを構成するものであり，また物語の性質を決定する，

非常に重要な要素と考えられるのだ。さらにそれはイシグロ自身に関わり，また彼の作品のいく

つかに共通する，ある感覚とも関係があるように思われる。本論ではイシグロの初期作品 “A 

Family Supper”（1980）を取り上げ，この小編をキリスト教との関連において読み解いてみたい。

そこで真に問うてみたいのは，イシグロが本短編を執筆する際に，実際に聖書を意識したかどう

かということよりも，そのように仮定してみることで，多少なりともこの作品の新たな読みを提

示できるかどうかということである。

イシグロとキリスト教

　それではまずイシグロ自身とキリスト教との関係を探ってみよう。イシグロは 1954年に長崎

で生まれ，5歳になった 1960年に父親の仕事のため，イギリスのギルフォードに移り住んでいる。

周知のようにイシグロの生地とキリスト教の関連は深いが，新天地となったこの異国の街につい

ては，以前彼は次のように述べていた。

   It is a very affluent town. In fact I think many statistics say that it is the most affluent town in 

Britain. And it is a typical, middle-class, very comfortable town, about thirty miles away from 

London. And in those days, people made a show of being religious and being Christians and 

going to church, and it was a very respectable middle-class English place. My parents still live 

there and they have a very distorted view of how England is. They think the whole of England 

is like this! （Shaffer and Wong, 143）

イシグロは非常に裕福で宗教的なこの村で，渡英後の 1960年から 66年まで地元の Stoughton 

Primary Schoolに通い，そこで聖歌隊長を務めている 2）。

　しかし彼がこれまで，自身と何らかの宗教，特にキリスト教との関係を認めたことはない。例

えば 1995年に行われた Charlie Roseによるインタヴューで，彼は出版されたばかりの The 
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Unconsoledについて次のように語っている。

   I suppose it’s for the . . . it’s an anxiety about the important events in your life. I mean, it may 

just be my version of the old kind of “judgement day” idea. At some point to which all our lives 

are, consciously or unconsciously, moving, and at some point we are gonna have to give an 

account on what we’ve been doing. 3）

ここでイシグロは「審判の日」（judgement day）という宗教的な言葉を用いながらも，その直後

に “I’m an unreligious person myself, and maybe I find it easier to use a metaphor like a perfor-

mance anxiety, that will ［be］ moving towards a big performance”と述べ，自身と宗教との間に

はっきりと距離を置く。またアイルランド国営放送協会（RTÉ）による 2011年のインタヴュー

でも，当時 50歳になったばかりのイシグロは，年齢を重ねていくことについてどのように感じ

るかと問われ，“I’m not a religious person, I don’t worry about heaven and hell too much. I haven’t 

been brought up in that kind of tradition. It’s a sense of sadness I feel, rather than any terror that 

this will come to an end” 4） と答えている。ここでも彼は明確に，自分が無宗教であることを強調

する。このようにイシグロがある程度の宗教的な環境で育ったことは間違いないかもしれないが，

彼自身はそこから何らかの影響を受けたとは認めていない。

放蕩息子の帰還

　しかしイシグロは最初期の作品，“A Family Supper” において，ある宗教的な題材を参照して

いるように思われるのだ 5）。この物語は，しばらく家を離れていた語り手の男性主人公が，久し

ぶりに実家に帰ってくるところから始まる。ペンギン版のアンソロジーで 9ページという比較的

短いこの作品で，彼が家を離れたときの事情が語られることはなく，我々読者はそれを次のよう

ないくつかの会話から推し量るしかない。

“I’m glad in any case that you’ve decided to come back,” my father said. “More than a short 

visit, I hope.”

“I’m not sure what my plans will be.”

“I for one am prepared to forget the past. Your mother too was always ready to welcome you 

back — upset as she was by your behavior.”

“I appreciate your sympathy. As I say, I’m not sure what my plans are.”

“I’ve come to believe now that there were no evil intentions in your mind,” my father continued. 

“You were swayed by certain — influences. Like so many others.”

“Perhaps we should forget it, as you suggest.” （435）
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このように語り手は親の反対を押し切って家を出たものと思われるのだが，その間に母親は亡く

なっている。しかし語り手はそのことすら知らされずにいたのである。“At the time of my 

mother’s death, I was living in California. My relationship with my parents had become somewhat 

strained around that period, and consequently I did not learn of the circumstances surrounding her 

death until I returned to Tokyo two years later.” （434）一時は亡くなったも同然と思われていたよ

うなその息子を父親は赦し，彼の久方ぶりの帰宅を受け入れている。

　このプロットは，新約聖書のルカ伝第 15章にある「放蕩息子」のたとえを思わせる 6）。これ

はある男が二人の息子に自分の財産を分与するが，弟はそれを受け取るとすぐに家を出て国外に

旅立ち，そこで放蕩し尽したあと，無一文になってようやく後悔し，帰宅したところを父が手放

しで歓迎するというものである。そのことについて兄は次のように述べて不服を唱える。

「このとおり，わたしは何年もお父さんに仕えています。言いつけに背いたことは一度もあ

りません。それなのに，わたしが友達と宴会をするために，子山羊一匹すらくれなかったで

はありませんか。ところが，あなたのあの息子が，娼婦どもと一緒にあなたの身上を食いつ

ぶして帰ってくると，肥えた子牛を屠っておやりになる。」（新 139）

それに対し父は次のように答える。「お前のあの弟は死んでいたのに生き返った。いなくなって

いたのに見つかったのだ。祝宴を開いて楽しみ喜ぶのは当たり前ではないか。」（新 140）

　一方イシグロの物語では，二人の息子が登場するわけではないし，父親は子供に財産を与えた

わけでもない。語り手には妹が一人いるというだけである。またその妹は，兄の帰還に不服を唱

えるどころが，本文中に “Seeing me again seemed to make her excessively excited and for a while 

she did nothing but giggle nervously” （436）とあるように，むしろ彼との久しぶりの再会を喜ん

でいる。しかし二人の会話には次のような箇所がある。

“Are you going back to California?”

“I don’t know. I’ll have to see.”

“What happened to — to her? To Vicki?”

“That’s all finished with,” I said. “There’s nothing much left for me now in California.” （437）

このように妹に対し，アメリカで一緒に暮らしていた女性との関係もすっかり終わり，カリフォ

ルニアにはほとんど何も残されていないと言うその語り手を父は赦し，彼の帰還を自分の手料理

でもって歓待しようとするのだ。これらの点に「放蕩息子」のたとえと，イシグロの作品とのあ

いだの類似性を認めることはできるかもしれない。だが両者には一つ大きな違いがある。ルカ伝

の物語では，放埓な生活を送った息子は自らの行いを深く改悛している。この挿話は，その直前

におかれた「見失った羊」や「無くした銀貨」のたとえと並んで，悔い改めることの大切さと，
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赦しの重要性を説いたものである。一方イシグロの作品では，恐らくは親に背いて家を出たと思

われる語り手が，そのことに対して後悔の念を表すことはない。それをこの物語の叙述から読み

取ることはできない。しかしそれはイシグロ自身にとって，また彼の他の作品においては，重要

な感覚の一つであるように思われる。

罪悪感

　1999年にソルボンヌで行われたインタヴューで，イシグロはその翌年に発表されたWhen We 

Were Orphansについて次のように語っている。

   “I personally don’t have a very strong religious sense of guilt either, not having been brought 

up in any religion that had a strong sense of that. Nevertheless this sense of some nagging 

feeling that there is some kind of moral mission that one has to fulfil and that one’s life would 

not be satisfactory if one has not fulfilled it, I think that is there all the time in my work and it is 

there in the book ［WWWO］ I’ve just finished. Once again I would not quite call it “guilt” but it 

is almost entirely about this, almost irrational urge to fulfil some mission even if it seems idiotic 

and pointless.” （Shaffer and Wong 151）

ここでも彼は自身と何らかの宗教との関連を否定しているのだが，この引用箇所で興味深いのは，

彼が自分の作品にはつねに何らかの罪悪感にも似た感情が流れていると語っていることである。

あるいはそれを満たさなければ，人生が十全たるものになり得ないというような，欠乏感と道徳

的使命といったものがあるという。たしかにWhen We Were Orphansで主人公の Ryderは，幼い

ころに生き別れた両親を探し出し，救出することが，混沌とした世界全体の秩序を取り戻すこと

になると信じていた。またあの The Remains of the Day（1989）でも，執事の Stevensは，自分

の主人 Lord Darlingtonが，政治的に何か価値あることに貢献していると信じて，ただ盲目的に

彼に仕えていた。

　これは作中の登場人物だけでなく，イシグロ自身が抱いている感情でもある。先の引用に続い

て彼は次のように述べている。

This aspect has always fascinated me about people. Perhaps it’s because I grew up when I did, 

when young people tended to be very idealistic, we gave ourselves large missions to improve 

humanity, things like this. It wasn’t good enough simply to earn a living. When I was growing 

up, when I was young, we competed with each other in terms of the good political causes we 

were backing, our positions in the organisations that we worked for, whether they were helping 

humanity. We were very competitive about these things. （Shaffer and Wong 151-152）
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イシグロはケント大学卒業後の 1979年，ロンドンの再定住センターでしばらくの間，ホームレ

スの人々とともに仕事をしていたという 7）。それから彼はイースト・アングリア大学大学院の創

作科に入り，作家としての修業を始めることになるのだが，それらはこの罪悪感に近い感情への

補償として，何か大きな価値あることに貢献したいという，イシグロ自身の願望の表れであった

のかもしれない。

　さらに彼にとって，その罪悪感とも呼べるような感情とは何なのだろうか。いったいそれはど

こから生まれているのだろう。イシグロが長崎で暮らしていた幼少期，彼の父親は科学者として

世界中を旅しており，家庭には不在がちであったらしい 8）。そしてその父の代わりを果たしたの

がイシグロの祖父であった。その後イシグロが 5歳になった 1960年に，海洋学者である父がイ

ギリス政府に招かれ，一家は長崎からイギリスに渡る。しかし当初英国滞在は一時的なもので，

数年も経てばまた帰国する予定であったという。ところが当初の計画とは違って家族の滞在は次

第に延び，時の経過とともに祖父母も年老い，一家がイギリスに着いて 10年ほど後に，祖父は

彼らが一緒に暮らしていた長崎の家で亡くなってしまう。その時イシグロは，日英の物理的距離

ゆえ，その葬儀にも参列できなかったという。イシグロはあるインタヴューで，正式に別れの挨

拶もせずに祖父や彼らが象徴する日本そのものを置き去りにしてしまったことが，現在の自分に

どのような意味を持たらしているのかと尋ねられ，こう答えている。“I think this occurs at a 

fairy subconscious level for a child. When you’re that age, you don’t think about the responsibility 

of things like saying goodbye. But at some deeper level it did leave me with a sense of having let my 

grandparents down, perhaps some sort of odd guilt . . . .” （Wachtel 23-24）ここに見られるように，

それはイシグロにとって祖父母を裏切ってしまったように感じられる，罪悪感を伴う痛切な経験

であったようだ。

　またイシグロは別のインタヴューで，次のような発言をしている。“I think most writers do 

write out of some part of themselves. . . . I think a lot of them do write out of something that is 

unresolved somewhere deep down and, in fact, it’s probably too late ever to resolve it. Writing is 

kind of a consolation or a therapy.” （Shaffer and Wong 85）そして彼は，まさに自分自身がそうし

た，書くことが慰めであり癒しであるような人間の一人であると告白する。さらに彼はそのよう

な作家について，次のように述べている。

［T］heir lives have been built on something that got broken way back — not necessarily a 

trauma, but something, some equilibrium got lost — in other words, some kind of wound that 

will never heal was received early on. . . . You know at some level you can never heal these 

things, you can never fix these things, but a lot of this activity is nevertheless about caressing 

this wound. What you’re trying to do is create an imaginary world that you have some control 

over, that you can reorder, and maybe that’s some way of trying to go back, if only in your 

imagination, to try to fiddle around with some area of experience that you know is broken. 
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（Wachtel 33-34）

つまりイシグロは自分自身，トラウマとまでは呼べないとしても，何らかの心の「傷」を負って

おり，それはたとえ完全に治癒することはないとしても，その傷をなだめるために創作を続けて

いるのだと自己認識しているようである。そして彼はそれが自分にとって，次のようなものであ

るかもしれないと述べている。“［I］t probably has something to do with a sense of having left 

something unfinished, or having led a different sort of life from the one I should have led — that’s 

to say, not growing up in Japan and turning into this Japanese person, but turning into something 

else.” （Wachtel 34）その ｢傷｣ とはやはり 5歳で祖国日本を離れ，イギリスに移住したという彼

の生い立ちと決して無関係ではないようである。

　作者とその作品の登場人物を単純に結びつけてしまうのは，くれぐれも注意しなければならな

いだろうが，それでもこの “A Family Supper” という作品の語り手は，作者イシグロ自身の姿を

髣髴させる。この章で見てきたように，祖父母を置き去りにしてしまったという罪悪感，何かを

やり残したままであるような感覚，自分が送るべきであったのとは違う人生を歩んでいるという

気持ち，そして日本で暮らして日本人として大きくなる代わりに，イギリスに渡って何か別のも

のになってしまったという思い，これらを抱えたイシグロは，まるでこの作品で語り手に託して，

祖父母の暮らす長崎に帰郷しているようでもある。

イシグロの計略

　しかしこの作品はただ，作者イシグロのノスタルジーを感傷的に綴っただけのものではない。

なるほど表面上この小編は，非常に抑制された語りでもって，離れ離れになっていた家族が久し

ぶりに実家に集まって夕食を共にするということが，ただ淡々と語られていくだけの物語，とい

う体裁を取っている。しかしそこには言い知れぬ不気味さが漂い，作品後半の食事のシーンでの

緊迫感を高める様々な工夫がなされている。それらを今一度確認してみよう。

　季節は秋，時は黄昏。物語は唐突に客観的な河豚の説明から始まり，そして次に語り手の母親

がその毒にあたって死んだことが述べられる。この部分がその後の展開に暗い影を投げかける。

それから長らく父の仕事上のパートナーであった，ワタナベという人物が自殺したことが父親自

身から語られる。家族に流れる純粋な武士の血をことのほか誇りにしていた父は，そのワタナベ

を “A man of principle and honour” （435）と評し，大いに尊敬していたのである。さらにこの直

後の語り手と妹の二人だけの会話で，それが妻と二人の子供を道連れにした一家無理心中であっ

たことが明らかとなる。Rebecca Walkowitzが指摘するように，過去に語り手と父や母との間で

何があったのかといった詳細は語られず，彼らが話すのはただ「自殺」についてである 9）。都合

3度も話題にのぼるその事件がまた，物語の不穏な展開を予兆するものとなっているのはたしか

だろう。また妹のキクコが “He ［Watanabe］ turned on the gas while they were all asleep. Then he 
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cut his stomach with a meat knife” （438）と語るとき，まさに父親は夕食の準備で，ガスと包丁

を使っていたはずである。もちろん庭の井戸や語り手が昔見た幽霊の話も，物語の不気味な雰囲

気を醸し出し，それを死と連関させることに貢献している。

　次に語り手は父親と二人で，しばらく離れていた家の中を見て回る。そのとき父は “I hadn’t 

meant to tell you this, but perhaps it’s best that I do. It’s my belief that your mother’s death was no 

accident. She had many worries. And some disappointments” （439）と語り，母親の死が単なる事

故ではなく，自殺であった可能性をほのめかす。それがワタナベの死とともに，その言葉を読み

手の意識に植えつける。また父は作りかけの戦艦のプラモデルを手にして，次のように意味深長

な言葉を口にする。

“During the war I spent some time on a ship rather like this. But my ambition was always the 

air force. I figured it like this. If your ship was struck by the enemy, all you could do was strug-

gle in the water hoping for a lifeline. But in an aeroplane — well — there was always the final 

weapon.” （439-440）

ここで使われている “final weapon” という表現が，特攻隊を示唆しているのは言うまでもない。

　そこでいよいよこの作品のタイトルともなっている，夕食のシーンとなる。食事は台所の隣の

薄暗い部屋に用意されており，大きな電灯が影を投げかけている。夕餉が始まってほどなくする

と，語り手は部屋の反対側にある何かに気が付く。しかし彼は父に半ば叱責されるように言われ

ても，その写真に写っている “The old woman in the white kimono” （440）が，自分の母親である

とはにわかに信じられない。ここに何か論理的な説明を加えることは難しいが，死の直前に撮っ

たというその母の姿が，昔語り手が庭で見た幽霊の姿と重なってくるのは間違いない。そしてつ

いに父親が食卓の中央に置かれた鍋の蓋を取るとき，立ち上る湯気とともにそれは現れるのであ

る。父はわざわざその鍋を少し語り手のほうへ押しやりながら，“You must be hungry” （441）と

言って勧める。このとき “One side of his face had fallen into shadow” （441）と描写されているこ

とも，父に対する疑念を抱かせるようである。また「腹が減っているだろう」というこの言葉は，

語り手が家に到着したときと，食事が始まったときにも使われていた。しかしそのようにしきり

に食事を勧めているようにみえながら，語り手が “What is it?” （441）と尋ねても，父は “Fish” 

（441）とそっけなく答え，それからしばらくしてもう一度同じ質問を繰り返しても，父は “Just 

fish” （441）と答えるだけである。一度目の返答はまだしも，食用に供される魚の種類が比較的

豊富な日本で，二度目の答えは明らかに不自然である。この文脈では，その魚の種類を問うてい

ると解すべきである 10）。もちろんこの場面において，親子で食すこの魚が河豚であり，父がワタ

ナベや母の後を追うように，一家心中を図ろうとしているのではないかという緊迫感が一気に高

まるよう，物語はここまで周到に準備されていたのである。

　さらにこうした物語の展開や叙述のテクニックの背後で，次のようなイシグロ自身のしたたか
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な計算が働いている。“The story was basically just a big trick, playing on Western reader’s expec-

tations about Japanese people who kill themselves. It’s never stated, but Western readers are 

supposed to think that these people are going to commit suicide, . . . .” （Shaffer and Wong 10-11）

このように彼は西洋の読者の，日本人に対するステレオタイプを巧みに利用したというわけだが，

そこにはさらに作者の別の思惑が巧妙に働いているように思われる。

最後の晩餐

　「放蕩息子の帰還」から始まったこの物語は，夕食の場面でクライマックスを迎える。そして

この物語全体がそのシーンに向かって，一家心中しようとしているのではないかという疑念が高

まるように計算されているとすれば，その食事は最後の夕餉となる可能性がある。ここで新約聖

書中のあの有名な食事の場面である “L’Ultima Cena”，つまり英語で “The Last Supper” と表記さ

れる「最後の晩餐」を思い浮かべたとしても，それほど不自然ではないだろう。「マタイによる

福音書」第 26章，「マルコによる福音書」第 13章，「ルカによる福音書」第 22章，「ヨハネによ

る福音書」第 13章に記されるこのシーンは，キリスト伝の中でももっとも劇的なハイライトの

一つとして知られる。過越しの祝いの食事に集まった 12人の使徒を前にして，イエスはパンを

取り，感謝の祈りを唱えてそれを裂き，彼らに与えてこう言う。「これは，あなたがたのために

与えられるわたしの体である」（新 154）。そして食事を終えてから，イエスは盃も同じようにし

て，次の言葉を発する。「この杯は，あなたがたのために流される，私の血による新しい契約で

ある」（新 154）。ここでキリストは自らの死と弟子の裏切りを予告したとされる。この聖餐は聖

体拝領を象徴する厳粛な儀式である。

　イシグロの作品でも，夕食の場面は儀式的な厳かさを持っている。そもそも父親が手ずから料

理を作ってふるまったことは，「ヨハネによる福音書」に記される，晩餐の前にキリストが自ら

弟子の足を洗ったことを思い起こさせる。そして薄暗い部屋でその夕餉は，次のように緊張した

雰囲気のなか始められる。“We bowed to each other before starting the meal. There was little 

conversation. When I made some polite comment about the food, Kikuko giggled a little. Her earlier 

nervousness seemed to have returned to her. My father did not speak for several minutes.” （440） 

しかしこの後に供されるのは，何らかの種類の魚であり，パンを食したという聖書の記述とは異

なる。

　だが多くの芸術家たちにインスピレーションを与えたこの場面は，よく知られるように様々な

形の絵画作品として残されており，そこには興味深い点がある。それらのなかでパンや葡萄酒が

描かれるのは当然であるが，注目すべきは，ときに魚がその食卓に置かれていることである。お

そらくこのシーンを描いたもっとも有名な作品は，レオナルド・ダ・ヴィンチの手によるものと

思われるが，損傷著しかったこの作品の修復作業を，ブランビッラ女史がたった一人で 20年あ

まりの歳月をかけて 1999年に完成させたとき，画面にうっすらと現れたのが魚である 11）。また 5，

131聖書を参照するカズオ・イシグロ



6世紀ごろの作とされるラヴェンナのモザイクでは，2匹の大きな魚が卓上に置かれているのが

はっきりと確認できる（諸川 123）。魚はときに洗礼やキリスト自身を象徴するとされる。これ

はギリシャ語の祈祷文「イエス・キリスト・神の（テウ）・子（イオス）・救世主（ソテル）」の

5単語のイニシャルを組み合わせた言葉 “ichthys” が魚を意味することから，それがキリストを

象徴するモチーフとなったということである（大貫 429-430，Murray 210）。

　だがもしイシグロの作品に描かれた魚が河豚であるならば，それは救世主どころか，死へと導

く悪魔である。夕食がすんでも，はたしてあの魚は何だったのかという疑問は残ったままである。

父と語り手は食事を終えて別の部屋へ行く。そこで聞こえてくるのは “locusts” の声であるが，

キリスト教神学においてそれはやはり，不吉な音と言わざるを得ない。イナゴとはファラオを罰

するためにヤハウェが送りこんだ 10の災いの一つであり（「出エジプト記」10:12～20），「黙示

録」ではイナゴはさらに強い道徳的，および霊的な意味を帯びるようになる（9:1～11）。すなわ

ちそれは不幸のしるしであり，物理的レベルをはるかに越えた呪いを意味するということである

（フイエ 23）。二人は庭の闇の中を見つめるが，井戸はもはや見えない。その暗闇に沈む庭とは，

語り手が昔そこで幽霊を見たという場所であり，死を象徴しているとも言えるだろう。しかもこ

の場面ではその部屋の大きな窓は開け放たれており，庭から微風が入りこんでくる。ここで彼岸

と此岸の境界は極めて不分明となっているのである。

　しかしこの物語はここで読者の予想を裏切るように，やや意外な展開を見せていく。語り手が

ワタナベの一家心中の話を再度持ち出すと，父は次のように答える。“Watanabe was very 

devoted to his work, . . . The collapse of the firm was a great blow to him. I fear it must have 

weakened his judgement.” （442）これに対して語り手が，“You think what he did — it was a 

mistake?” （442）と問うと，父は “Why, of course. Do you see it otherwise?” （442）と反問し，ワ

タナベの行為を完全に否定するのである。それだけでなく父は語り手に “What do you think you 

will do now?” （442）とこれからのことを尋ね，さらに “If you wish to stay here, I mean here in 

this house, you would be very welcome. That is, if you don’t mind living with an old man” （442）と

述べて，一緒に暮らすことを提案するのである。また父は妹のキクコが実家に戻ってくることま

で期待して，これから物事は良くなっていくだろうと楽観的な期待の言葉を述べ，物語は静かに

フェイドアウトしていく。それは「最後の晩餐」のパロディー的な変奏と言えるかもしれない。

　たしかにこの 3人の親子と，幼い二人の子供を抱えていたワタナベとは状況がまったく違う。

たとえ母の死が自殺であったとしても，またワタナベと共同経営していた会社が倒産したとして

も，長らく家を離れていた息子と，近く大学を卒業するという娘を道連れに，一家無理心中を図

るというのはかなり不自然である。しかも父はこのように将来に対する希望的な観測まで述べて

いる。ここで人間の心理とは不可解なものであるというような常套句を持ち出したとしても，一

家心中のプロット展開には相当な無理がある。

　イシグロ自身，前章の最後に引用した，この物語では自殺する民族という日本人に対する西洋

のステレオタイプを利用している，という意味の言葉に続いて，“of course they do nothing of 
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the sort” （Shaffer and Wong 11）と語っている。また Adam Parkesも次のように述べ，一家心中

の物語という予想を覆していくイシグロの計略を指摘する。

At some level, Ishiguro’s novels may be read as a concerted effort to subvert such stereotypical 

assumptions because they decline to provide the dramatic climax that suicide guarantees. 

Ishiguro performs this revisionary work by making his readers feel the pressure of the suicidal 

cliché, and then quietly refusing to deliver it. The short story “A Family Supper,” first published 

in 1983 （sic）, illustrates this point. （Parkes 24）

もちろんこのように作者自身が語り，批評家が指摘しているからといって，それでも物語の展開

の可能性として，このあと家族がどうなっていくかはわからない。作品冒頭で，“Fugu poison-

ing is hideously painful and almost always fatal. If the fish has been eaten during the evening, the 

victim is usually overtaken by pain during his sleep. He rolls about in agony for a few hours and is 

dead by morning” （434）と説明されていたように，この家族はその後全員命を落とすことになる

のかもしれない 12）。あるいはキリストが最後の晩餐のあと，自らの予言通り捉えられ，磔刑に処

せられて，その三日後に復活したように，イシグロの物語でこの親子は，儀式的なこの夕食にお

いて一旦象徴的な死を迎え，そこから再生していくのかもしれない。

おわりに

　これまで見てきたように「放蕩息子の帰還」から始まって，「（最後の）晩餐」へと至るこの物

語においてイシグロは，聖書中のこの二つの題材を参照することで，作品の大きな枠組みを設定

し，そこにある種の厳粛な雰囲気を付与しているように思われる。一方でこれは，西洋の日本人

に対する固定観念を巧みに利用しているだけでなく，他方でそうした聖書のたとえやキリストの

物語をも取り込み，そこから導かれる読者の予想を裏切っていく，一種のパロディーとして読め

るだろう。またイシグロ自身の伝記的事実から導かれる，罪悪感にも似た感覚をも反映させなが

ら，“A Family Supper” という不定冠詞の使用でもって，“The Last Supper” という絶対的な大き

な物語に対して，その一派生形としての独自性と固有性を，静かに主張しているとも言えるかも

しれない。

注

1）  イシグロと原爆の関係については，荘中 17-37参照。ここで著者はイシグロが初期の短編，“A 
Strange and Sometimes Sadness” （1981）や長編第 1作において，戦略的に原爆を取り込んで
いった可能性を指摘している。

2）  イシグロ自身の年譜については，Matthews xiv-xv参照。ここではイシグロが “head choris-
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ter” になったと記されている（xiv）。
3）  これは Charlie Roseによるインタヴューを DVDに収録したものである。引用箇所は 21分 36
秒から。

4）  Kehoe, Paddy. “Kazuo Ishiguro Interview.” RTÉ Ten. 9 Feb. 2011.
  http://www.rte.ie/ten/features/2011/0209/427336-ishigurok/ ［accessed 24 March 2016］
5） 本論では，以下の版を使用する。The Penguin Book of Modern British Short Stories. Ed. Malcolm 

Bradbury. Penguin Books, 1987. 434-442. 以下本書からの引用は括弧に頁数のみ記す。
6）  聖書は以下の版を参照する。共同訳聖書実行委員会『聖書 ― 新共同訳』日本聖書協会，2016．
以下聖書からの引用は，括弧内の「新」に続いて頁数のみ記す。

7）  Shaffer xiii. ここに “1979  Works with the homeless at a resettlement center in London” と記さ
れている。

8）  この箇所の情報は，Wachtel 17-35による。
9）  Walkowitz 118. Walkowitzはイシグロの “treason” の一例として本作を挙げる。彼女はここで読
者や，ときに登場人物の，期待や予想を裏切るイシグロの語りを，幅広い視点から鋭く分析し
ている。

10）  大槻 56. 大槻はここで，この物語の曖昧さが不可避的に生じさせるいくつかの読みの可能性を
綿密に検証し，最終的にそれらの多様性が，「あり得たかもしれない別の人生」というイシグ
ロ文学の主題を提示すべく機能しているのではないかと主張する。

11）  中野 204，片桐 160-161参照。通常，過越しの祭りでは子羊の肉が食されるが，この絵で魚が
描かれているのは，イエスが自分自身を生贄として神に捧げたことを意味するという。

12）  もっとも河豚による食中毒の経過は非常に早く，摂食後 20分から，遅くとも 3時間までには
症状が現れ，致死時間の最も短いものは食後 1時間半で，4～6時間が最も多いということで
ある。日本食品衛生協会 12参照。

参考文献

Hartt, Frederick. History of Italian Renaissance Art: Painting, Sculpture, Architecture. New York: 
Harry N. Abrams, 1994.

Ishiguro, Kazuo. “A Family Supper.” （1980） The Penguin Book of Modern British Short Stories. Ed. 
Malcolm Bradbury. London: Penguin Books, 1987. 434-442.

————. Never Let Me Go. London: Faber & Faber, 2005.
————. The Remains of the Day. London: Faber & Faber, 1989.
————. The Unconsoled. London: Faber & Faber, 1995.
————. When We Were Orphans. London: Faber & Faber, 2000.
Matthews, Sean, and Sebastian Groes, eds. Kazuo Ishiguro. London: Continuum, 2009.
Murray, Peter, Linda Murray, and Tom Devonshire Jones, eds. Oxford Dictionary of Christian Art & 

Architecture. Oxford: Oxford University Press, 1996.

Parkes, Adam. Kazuo Ishiguro’s The Remains of the Day. New York: Continuum, 2001.
Shaffer, Brian W., and Cynthia F. Wong. Conversations with Kazuo Ishiguro. Jackson: University Press 

of Mississippi, 2008.
Wachtel, Eleanor. More Writers & Company: New Conversations with CBC Radio’s Eleanor Wachtel. 

Toronto: Vintage Canada, 1997. 17-35.
Walkowitz, Rebecca L. Cosmopolitan Style: Modernism Beyond the Nation. New York: Columbia 

University Press, 2006.
Wong, Cynthia F. Kazuo Ishiguro. ［2nd Edition］ Tavistock: Northcote, 2005.

134 聖書を参照するカズオ・イシグロ



大槻志郎「Kazuo Ishiguroと薄暮の誘惑 ― “A Family Supper” の曖昧」龍谷大学龍谷紀要編集会
『龍谷紀要』第 22巻 2号（2001年），53-62頁．

大貫隆，名取四朗，宮本久雄，百瀬文晃編『キリスト教辞典』岩波書店，2002年．
片桐頼継，アメリア・アレナス『よみがえる最後の晩餐』NHK出版，2000年．
共同訳聖書実行委員会『聖書 ― 新共同訳』日本聖書協会，2016年．
荘中孝之『カズオ・イシグロ ― 日本とイギリスの間から』春風社，2011年．
中野京子『名画の謎 ― 旧約・新約聖書篇』文藝春秋，2016年．
日本食品衛生協会『フグの衛生 ― 安全な取り扱いとフグの種類』社団法人日本食品衛生協会，

2012年．
フイエ，ミシェル『キリスト教シンボル辞典』（武藤剛史訳）白水社，2006年．
諸川春樹監修『西洋絵画の主題物語 ― Ⅰ聖書篇』美術出版社，1997年．

135聖書を参照するカズオ・イシグロ





〈Summary〉
  The purpose of this study is explore an effective approach toward extensive reading 

instruction to non-English language major students by qualitatively investigating their reactions 

to the extensive reading program and characterizing their learning processes, based on the 

results of analyses of the questionnaires and interviews.

  The questionnaire were conducted with two groups of non-English language major 

students who registered for the English classes as their 2nd foreign language in 2014 （27 

students） and 2015 （28 students） after one-year extensive reading experience as part of the 

university-wide curriculum. The questionnaire consisting of 4 free responses question items 

was conducted and the learners’ reactions to the program and responses to the questions were 

descriptively analyzed. Semi-structured interviews were conducted at the end of the term 

with18 students from each of the two groups who answered questionnaire （8 students in 2014 

and 10 in 2015）.
  The results of analysis of questionnaires showed unique attitude toward the program 

specific to non-English major students and suggested important pedagogical implications: such 

as （de）motivating factors, their view of teachers’ intervention as desirable and their perception 

about their changes. The results of the interview suggested the effect of differences in the 

instructional approaches between 2014 and 2015 and characterized several typical learning 

patterns of non-English language major students and influential factors for each type of learner.

  The findings of the study suggest the importance of employing different approaches 

according to the learners’ academic ability and their expectation. Based on pedagogical impli-

cations suggested by these findings, the most effective approaches toward extensive reading 

for non-English language major students will be proposed.

1．序　　論

　日本の英語教育において，多読指導が中学，高校，高専，大学等のカリキュラムの一環として

盛んに取り入れられるようになっている。最近では小学校における文字指導としても取り入れら

れ始めてもいる。とりわけカリキュラムや予算の獲得がしやすいことから多読指導が学校または

学部単位で導入されている大学や短期大学は多い。正確さを求める精読を中心とする中高での英

語教育を経験してきた多くの大学生にとっては，これまでの受験勉強とは異なり平易な英語で書

かれた英語を大量に読むという活動は新鮮であろう。近年は少子化の影響で学生のレベルの多様
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化，英語力の低下，そして学習習慣の欠如といった問題も見られるが，多読指導はこれまで英語

学習で躓いた経験のある学習者に効果が大きいという報告が多くある（Takase, 2012；吉田，

2015）。また多読活動は個人の能力や進捗度に合わせて進めていく学習活動であるため，英語力

や学習態度において格差のあるクラスでの指導にも適している。

　筆者の担当する英語以外の言語を専攻語とする学生の英語の授業においては，上述した点で多

読指導が有効だと考える。しかしながら，彼らにとって英語は第二外国語であるため，英語学習

に対する態度や動機づけ，及び学習成果においてより多様性が大きいと考えられる。英語を専攻

する学生とは異なるアプローチを探ることが，彼らからより高い学習効果を引き出すのには必要

と考えられる。英語学習よりも優先しなければいけない語学学習があるにも関わらず，英語の本

を授業内だけでなく授業外でも，独自で読み進めていくことを期待される多読活動は，どのよう

に受け止められているのか。学習成果が芳しい学生はどのような要因によって多読活動が促され

ているのか。学習成果が芳しくない学生はどのような原因が妨げになっているのか。数値で測れ

る学習成果以外にどのような学習過程をたどっているか。多様な学習者に対してどのようなアプ

ローチを教員は取るべきなのか。こうした様々な問いに答えるべく，本研究では英語以外の言語

を専攻する学生の多読活動への取り組み方とその影響を質的なデータ分析から考察し，彼らへの

効果的な多読指導の方向性を探りたい。

2．背　　景

（1）多読指導について

　国際多読教育学会では「多読とは辞書なしでも十分に理解できるやさしい英語の本を楽しく，

早く読むことである」と定義している（Extensive Reading Foundation, 2011）。多読とは，意味

に注意を向けた大量のインプットにより学ぶ学習形態であり，読みの力や，未知語の推測や語の

再認といった読解プロセスに影響を与えるだけでなく，自分の語学レベルや嗜好に合った学習が

可能となり，それによって学習への動機づけが高まり，その結果自分で学習や読み方を管理する

習慣が付き，主体性を持った読み手へと成長することなどが指摘されている（Day & Bamford, 

1998: Nation, 1997）。また語彙学習だけでなく，英文読解速度，読解力，ライティング，文法，

英語能力試験での向上など多読の効果が多く報告されている（高瀬，2010：吉田，2015）。さら

に多読指導において不可欠な条件として，高瀬（2010）は授業内多読をすること，易しい本から

始めること，最少の読後課題などの 3点を挙げている。

（2）情意面及び自律学習の要素

　上述したように，語学面及び情意面において大きな恩恵をもたらす多読活動であるが，その効

果の大小は取り組み方に影響される。授業外での学習活動が大きく影響する多読は，個人のペー

スで取り組む活動であることから，学習成果や進捗状況における格差が大きい。その要因の一つ
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としてもともとの英語力や読書習慣に加えて，情意面との関係が大きいことが指摘されている。

多読活動は主に授業外の自主的な学習活動であるため，動機づけが大きく影響すると考えられる。

多読を促す動機づけとしては，単位の修得のためであることや，良い成績を取ること，友人より

勝っていることといった外発的な動機づけと，英語という言語やその背景文化が好きであるとい

うこと，読書自体が好きであること，興味のあるトピックについて読みたいと思うことといった

内発的な動機づけがあると想定される。特に内発的動機づけは，多読活動の成果に影響を与える

ことを示唆する研究が多く報告されている（Mori, 2004; Takase, 2007）。さらに内発的動機づけ

は多読での学習成果に影響を与えるだけでなく，多読によって内発的動機づけを高めることも可

能であるという指摘もある（三上，2015）。三上（2015）は又，多読活動における成功体験が学

習者の自信などに反映される自己効力感を高め，その結果によって，より意欲的になり内発的動

機づけが高められると指摘している。

　上記の研究結果から，多読活動を成功させるには，情意面の要因が大きく関連しており，多読

活動によって自己効力感が高まり結果的に内発的動機づけが高まるという可能性があると考えら

れる。それに加えて多読活動はメタ認知力の向上にも寄与する可能性が二宮（2014）によって示

された。自分自身の有能さや自己効力や，自律性を有することを認知していることに反映される

動機づけに対し，メタ認知能力とは問題解決課程や認知過程をモニタリングしたり，コントロー

ルして問題解決を進めていく（行動）能力とされている。メタ認知力が高まれば，学習者は様々

な段階で，目標を設定し，計画を立て，自己モニターし，自己評価することで，学習過程に能動

的に関与することができると考えられる。自己調整学習方略を使用し，望ましい学習結果を示す

には，メタ認知能力が高く，内的動機づけや自己効力感が高いレベルにあることが望ましい。つ

まり情意面だけでなく自律学習の観点も多読活動の成功を導く鍵でもあり，逆に言うと多読活動

によって培うことができる可能性のある学習者の特性である。

（3）本学の多読指導について

　本学では，2009年度より英語専攻（英米語学科）の学生を対象に多読指導が試験的に導入さ

れ，2010年より本格的に英語専攻の 1，2年生全員が受講する必修科目 Academic English Skills

という授業で一斉に導入された。そして 2014年より英米語学科以外の学科に属する，英語以外

の外国語専攻の学生で英語を第二外国語として選択した学生に対しても，その授業の中で（1年

次は英語Ⅰ－1及び，Ⅱ 1－1，2年次はⅢ－1及びⅣ－1）評価の 30％を占める活動として導入

された。

　本学での多読プログラムでは，学習成果の管理及び評価のために，M-readerと呼ばれる

（2013年度まではMoodle Reader）京都産業大学のロブ・トーマス・ニール氏が開発したオンラ

インシステムを利用している。インターネット上にあるM-reader（当時Moodle Reader）のサ

イトにアクセスすると（学習者が多読本を読み終えるごとに），そのサイトではその本に関する

クイズがランダムに 10問出題され，合格すればその本の語数が学習者個人専用のページで加算
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される。内容把握確認に加えて読書記録の役割も果たしているので，学習者だけでなく教員が各

学習者の進捗状況を確認し，評価に利用することもできる。

（4）研究の目的

　上述した様に，多読指導を取り入れる教育機関は急増しており，特に大学では，単独の授業単

位での実践や（Takase, 2012；吉田，2015），学科，学部レベルでの導入（松田，2012；釣井，

ハーバート，山科，2012; Robb & Kano, 2013）など様々な方法で盛んに実践されており，再履修

者や理系の学習者，非英語専攻の学生等，様々な学習者を対象に多読の効果が報告されてきた。

しかしながら英語以外の言語を専攻する学習者に限った多読活動への取り組みの報告はされてい

ない。全体的な傾向を把握し，様々な要因との関係を検証することを可能にする数量的なアプ

ローチに加え，インタビューや筆記記録等の質的なデータの分析による研究はまだ数少なく（釣

井，Deci，高瀬）学習者の取り組み方や学習過程を観察するのに適していると思われる。そこで

本研究では以下のリサーチクエスチョンに答えるために，語数と TOEICスコアといった量的

データに加え，主には記述アンケートとインタビューという質的なデータ分析を行う。

RQ1  英語以外の言語を専攻する学習者は，英語で行う多読活動をどのように捉えているか。

RQ2   2014年度と 2015年度では英語以外の語学を専攻する学生の多読活動への取り組はど

のように異なっていたか。

RQ3  多読を促進させる要因，又は及び妨げる要因は何か。

RQ4  1年間の多読活動はどのような影響を及ぼすのか

RQ5  より効果的な多読指導のためにどのようなアプローチが必要か。

3．読書量，英語力，及び記述アンケートの分析

（1）方　　法

 1）参 加 者

　対象学生は筆者が 2014年度と 2015年度に担当した，英語以外の言語を専攻する 1年次の英語

の授業（英語Ⅰ－1及び，Ⅱ 1－1）の 2クラス（2014年度クラス，2015年度クラス）のうち，

最終的に授業を継続して受講した 54名（2014年度クラスは 24名，2015年度クラス 30名）で

あった。

 2）実践内容

　多読のクラス内指導は，春学期及び秋学期において各 15週にわたり週一回行われた。英語の

授業の一部（2014年度は終了前の 10分程度，2015年度は開始後 20分程度）を用いて授業内多

読（Sustained Silent Reading）を行った。最低到達目標として春学期は 3万語，秋学期は 4万語

以上を提示し，成績の 30％となることを告げて，目標到達のために授業外での多読に取り組む
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ことを強調した。授業内多読以外の時間は，2014年度はテキストの講読や音読活動を，2015年

度は宿題として与えたリスニング教材のディクテーションの確認と，その復習テストや音読，

シャドーイング活動を行った。またどちらの年度も春学期は，数週間を発表スピーチ（原稿作成

からリハーサルなど）の準備に充てた。読後の活動としては上述したようにM-Readerというオ

ンラインシステムで内容把握問題に答えることになっており，M-readerでのトラブルを把握し

解決することに加えて，受講生全員に一週間の振り返りのために簡単な記録（ログ）を付けさせ

提出させた。それ以外にお気に入りの本について学生が紹介する本のレビュー発表を実施し，教

員もお勧めの本の紹介や季節にちなんだ本の紹介などを行った。

　多読用図書としては，Graded Reader以外に英語を母語とする児童や若者向けのレベルドリー

ダーと呼ばれる図書（本学では Non-graded Reader又は Young Readersと呼ぶ）も配架されてい

る。また各出版社が用いるレベル表記は用いずに，M-readerのクイズで規定されているレベル

を本学のレベル（KUFSレベル）として用い，統一基準によって多読図書をレベル分けし，配架

した（表 1参照）。

　多読指導法において 2014年度と 2015年度とには相違点があった。まずM-readerの機能が，

表 1に示すように，次のクイズを受けるまでのインターバルが 2015年度には短くなったため，

より頻繁にクイズを受けることができるようになった。さらに 2014年度は自由にレベルを選ぶ

ことができたのに対して，2015年度では TOEICの点数でレベルが指定された。レベルが指定さ

表 1：多読用図書シリーズ名および KUFSレベル
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れた背景として，学期中に多読活動が芳しくない学生が学期末になってから短期間で語数を稼ご

うとするために，自分のレベルよりはるかにレベルの高い本を選び，実際には読まずに映画を見

るなどしてクイズに合格することが多発していたことがある。レベル指定により自分に合ったレ

ベルの本しか読めなくなるのでそのようなことが回避されると考えられた。表 2は TOEIC得点

に基づいた指定レベルを示す。指定レベルにおいて 10冊読むことで自動的に次のレベルに上が

ることができる。さらに 2015年度にはM-readerの機能として週毎の目標語数に毎週達成できた

かどうか一目でわかる機能が加わった。さらに研究チームの発足により様々な多読推進プロジェ

クトが実施された（達成語数に基づいた記念バッジの贈呈，等）。表 3は 2014年度と 2015年度

の多読指導（M-reader機能含む）における主な変更点である。

表 2：指定レベル

Starting Level TOEIC Score

1 200～299

2 300～399

3 400～499

4 500～599

5 600～699

6 700～799

7 800＋

表 3：2014－2015年度の多読指導方針とM-reader機能の相違点

2014年度 2015年度

M-reader機能： ・ 12時間毎にクイズが受けられ
る
・読むレベルの制限がない

・6時間毎にクイズが受けられる
・ TOEICスコアで開始レベル設定
・週毎の目標語数と達成度の表示

多読指導： ・ 授業終了直前の 10分を授業内
多読
・未知語は頁に 5語以内

・授業開始後 20分程度
・未知語は頁に 2語以内
・ 達成語数によって記念バッジ贈呈

 3）データ分析方法

　M-readerに記録されている語数を年度間で比較する。その際に年度始めと年度終わりに一斉

受験をしている TOEICのスコアとの相関も参考にする。次に年度末に実施している多読アン

ケートの記述項目のみ回答を頻度及び内容において比較する。アンケートの記述式項目の内容は

以下の通りである。

①　多読活動が順調に進んでいるのは何故ですか。
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②　多読活動が順調に進んでいないのは何故ですか。

③　多読を進めるために教員からどのようなサポートが欲しいですか。

④　多読活動をしてみてどのような影響がありましたか。

（2）結　　果

　2クラスの TOEICの記述結果は表４に表す通りである。2クラス間には統計上有意な差はみ

られなかったので（p＞ .05），英語力においては同等のレベルを有すると考えられる。伸長度に

関しては，分散分析の結果，年度と時期の間に相互作用が見られた（p＜ .05）。単純主効果の分

析の結果，2015年度の方が伸長度の傾きが 2014年度と比べて大きかったことが示唆された（p

＜ .05）。つまり 2015年度の方が 2014年度より伸長度が高い可能性が示された。

表 4　2014度クラス・2015年度クラスの TOEIC平均点（標準偏差）

時期 2014年度 2015年度

4月 320（70） 311（62）
1月 361（65） 365（77）

　平均読書量（総語数）においては，2014年度が 60,955語，2015年度が 101,471語で，t検定

の結果，有意に2015年度が多いことが示された（p＜ .05）。語数ごとの分布は表４の通りである。

年間の最低到達目標が 7万語だったので 2014年度は半数近くが到達しておらず，到達していて

も到達目標ちょうどか 1，2万語上回っているだけである。一方，最低到達目標が同じであるに

もかかわらず，2015年度はほぼ全員が目標語数に到達しており，目標語数レベルでとどまった

学生が多い 2014年度と異なり目標語数を大いに上回る学生が三分の一程度もいた。表 5に各年

度の年間読破語数のクラス内分布を示す。

表 5　2014度クラス・2015年度クラスの読書量（総語数）分布

語　数 2014年度 2015年度

40000語未満 4 0
40000～49999語 1 1
50000～59999語 3 2
60000～69999語 2 4
70000～79999語 8 5
80000～89999語 3 7
90000～149999語 0 8
150000～199999語 0 3
200,000語以上 0 1

計 21 31
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　アンケートの結果を，表 6～9に示す。まず多読活動が順調に行く際の要因を表 6に示す。

2015年度の方には「単位のため」，「語数が決められている」といった外発的な動機づけを示す

回答も見られるが，与えられた課題をこなそうとする真面目な学習態度を表しているのかもしれ

ない。概して「読みやすいから」，「興味がある」，「やる気がある」といった内発的に動機づけら

れていることを示す回答が多い。

　多読活動が順調に行かない場合の原因への回答例を表 7にまとめた。「専攻語の勉強」や「部

活」など「優先したい活動」を挙げる回答が一番多いが，「本のレベルが高い」や，「が面白くな
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表 6　「多読活動が順調に進んでいるのは何故ですか。」への回答例

原　　因 2014年度 2015年度

単位のために必要 2 6
読みやすい 3 5
興味深い 3 4
やる気ある 3 3
時間の余裕がある 2 2
こつこつと取り組んだ 2 1
楽しく取り組むことができる 1 1
一気に読む勢いがある 0 1
英語が好き 2 0
語彙力に変化を感じた 2 0
慣れた 3 0

計 23 23

表 7　「多読活動が順調に進まないのは何故ですか。」への回答例

原　　因 2014年度 2015年度

専門の勉強や部活で時間 7 7
話が理解しにくい，レベル，面白くない 4 5
やる気低下 6 5
計画性不足 0 3
一旦読まなくなると進まない 2 2
目標を達成してしまった 0 1
面白い本不足 0 1
多読が面倒 0 1
英語苦手 4 0
疲れて読めない 2 0
集中力欠如 2 0
辞書に依存した読み方 1 0

計 28 25



い」などの理由と「やる気の低下」を挙げる回答がどちらの年にも多いことがわかる。2015年

度には「計画性の欠如」を進まない原因として自覚している回答が増えた。

　教員から得たいサポートとしての回答例を表 8にまとめたところ，どちらの年度もお勧めの本

の紹介を挙げており，次に多かったのは授業内での多読時間の確保であった。毎週の目標語数を

提示したり，計画の立て方など学習管理への支援を求める声が常にあることも分かった。

　多読が与えた影響としてあった回答を表９にまとめた。日本語訳や文法を分析して読むのでな

く英語を英語のままスラスラ理解できるようになったという意見がいずれの年度においても，一
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表 8　「教員からどのようなサポートが欲しいですか。」への回答例

サポート内容 2014年度 2015年度

お勧めの本 5 6
授業内読書時間確保 2 3
毎週目標設定と評価 0 1
最低目標提示 2 1
あらすじ 0 1
多読のおもしろさ 0 1
単語の大事さ 0 1
成績のサポート 3 0
語数指定なし 3 0
おもしろい本増やす 1 0
慣用句など教えてほしい 1 0

計 17 13

表 9　「多読活動をしてみてどのような影響がありましたか。」への回答例

変　　化 2015年度 2014年度

分析しないでスラスラ読める 7 7
読むスピード 4 2
未知語の推測 3 0
英語に触れる時間が増えた 3 3
語彙力 2 4
英語力 1 0
会話力 1 0
英語変わらない 1 4
読書に興味が出た 1 0
英語読めることに自信 1 0
英語に抵抗なくなる 1 1
読む習慣がついた 1 0

計 26 21



番多く見られた。また読むスピードや未知語の推測など流暢性における伸長を示す回答が次に多

かった。特徴的なのは英語に触れる時間の確保という回答が両年度ともに一定数あり，英語には

継続的に触れていたいが，優先される勉強が他にあるというジレンマを抱えた英語以外の言語専

攻の学習者の特徴が表れていると考えられる。

4．インタビュー分析

（1）データ収集方法及び分析方法

　上記のアンケートに回答した学生の中から 16名（2014年度 6名，2015年度 10名）を抽出し，

半構造化面接を実施した。その際，学習成果が芳しい学生とそうでない学生の両方が混ざるよう

に協力者を募った。2015年度では，春学期は語数を伸ばした学生が，秋学期必要最低語数程度

に留まった学生が多かったのでそのような振る舞いを示した学生を数人募った。インタビュー項

目は付録 1に示す。インタビューは録音した後，文字に起こし逐語録を作成した。戈木（2013）

や佐藤（2002）を参考にグランディッド・セオリー・アプローチで用いられる分析方法を利用し

た。分析方法は以下の通りである：1）切片化：インタビューの逐語録から，意味のまとまりご

とに切片化した。言葉自体が持っている意味より前後の文脈や子対象者が意図している内容を基

準にしたためその長さはまちまちであった。2）コード化：内容の類似しているものを集め，そ

れら一つのカテゴリーとして，抽象度の高いカテゴリーを抽出した。3）カテゴリー間の相互関

連を検討し解釈した。

（2）インタビューの分析結果

　面接で得られたデータは全部で 162個に切片化された。そして，それぞれのデータの意味を解

釈し，それらに対してコード名をつけていくと 44種類のコード名が抽出された。最終的に 13個

のカテゴリーにまとめられた（抽出されたコード名とカテゴリーは付録 2に示す）。本稿では，

リサーチクエスチョンに答えるために，以下の 5点について特徴的な傾向を示すカテゴリーに関

してのみ紹介及び考察する：具体的には定期的な英語への接触機会の確保，多読への動機づけを

高める要因，多読を妨げる要因，多読が与える影響，効果的な指導方法のあり方。

 1）定期的な英語への接触機会の確保

　カテゴリ【多読プログラムについて】からは，英語以外の言語専攻の学習者にとって，多読活

動が授業での必須課題となっていることに意義を感じていることを示していることが分かる。特

に定期的に英語に触れられる時間を確保できるという意味で，大変ではあるが有意義だと考えら

れていることが示される発言が多かった。しかしながらそのような発言をしているのは学習成果

が芳しい学生であった。
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「授業の一環になってるので読みやすい，課題でないとここまで読まない。」

　［コード：多読活動に対して思うこと］（2014　Mさん）

「これがあるから英語に触れられている。課題でなかったらやらない。授業ない日も英語に

触れられる。」

　［コード：多読活動に対して思うこと］（2014　Hさん）

　また学期中多読課題をため込んで，最後になって慌てて最低目標語数に達成できた学生も，苦

痛ではあるが，多読をすることの意義を感じているようである。

「今は義務だけど絶対読んだ方がいい」

　［コード：多読活動に対して思うこと］（2015　Hさん）

　以下の例は，最低目標語数しか読まなかった学生が，クラス間によって教員が求める基準が異

なり，明らかに他クラスと比べて自分のクラスの方が，課題の量が多いことを指摘しつつも，そ

の方が結果的に有益であると考えていることが分かる。

「クラスによって色々だけど読んだ方がいい」

　［コード：多読活動に対して思うこと］（2015　Iさん）

 2）多読への動機づけを高める要因

　多読への取り組みを動機付ける要因は様々である。表 5で見たように単位のためという外発的

な要因によって動機づけられて読む学生は多い。その中でも期限の直前まで課題をしないタイプ

と，早めに課題を済ませておくタイプの 2タイプの学生がいることが，カテゴリ【諸要因】の分

析から分かった。以下の例は前者で，達成度が著しく低い学生対象に春学期終了 1週間前に実施

した補習にも参加したので秋学期はそれを避けるために読んでいたようだ。

「補習にひっかかりたくないから読む。補習は眠くなる。」

　［コード：多読の本を読む理由］（（2015　Hさん）

　また後者の早めに取り組むタイプの学生には，春学期は目標語数よりかなり多めに読んだが，

秋学期は忙しくなる前に目標語数に達したら，専攻語の勉強や，検定試験の勉強，語劇祭，日本

語での読書など，もっと優先させたい活動に時間を使うケースが多い。

「単位のためです。英語への苦手意識があるので成績が気になるという悲しい動機です。」

　［コード：多読の本を読む理由］（2015　Sh君）
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「学期始めで物理的に余裕があった，でも逆に忙しかった時の方がちょっとやらないとやば

いと思って早めに達しておこうとよく読んだ。」

　［コード：多読の本を読む理由］（2015　Aさん）

　またM-readerの機能をゲームでポイントを溜めていく感覚で利用することが読む動機となっ

ている学生もいた。

「週ごとの目標語達成を示すバーが赤になってしまう直前に読もうと思う〈省略〉一気に緑

になったら嬉しい。「寝れる」って思う。読む時間夜しかないので読み切るまで寝れない。」

　［コード：多読をはかどらせる原因］（2015　Iさん )

　また友人との競争など，友人から受けるピアプレッシャーも読む動機を高めていることが分

かった。

「夏美ちゃんが最近レベル追い抜かれたと聞いて必死。悔しいから上がりたい。」

　［コード：多読の本を読む理由］（2015　Iさん）

「競争なので気になる，その週多めに読んで勝てば落ち着く。」

　［コード：多読の本を読む理由］（2015　S君）

　将来の夢が動機を高めている学生は，内容への興味から読むというより，英語力をつけないと

いけないから読むといった外発的な動機づけから読んでいる学生もいるようである。

「翻訳家になるためにまず読むことに慣れたい。〈省略〉選び方は適当，レベルだけみて，

表紙とタイトルで決めてる，頻繁に借りに行くのが面倒なので手ごたえある左側の本を読む。

興味はどれも一緒。ただこなしている。難易度も一緒。」

　［コード：多読本を読む理由］（2015　H君）

　一方本の内容への興味や，成功体験から読むことに積極的になったという内発的動機から読む

学生は，むしろ語数においては顕著な伸長度を示していない場合が多かった。

「本を読むのは楽しいから，英語力を身に着けるとは思ってない。」

　［コード：多読の本を読む理由］（2014　Nさん）

「春は手当たり次第読んでたけど，秋は「きっと私はこれが好きだ」とお気に入りを探すよ

うになった。語数を気にしないで読みたいなと思う本と戦うようになった。」

　［コード：多読の本を読む理由］（2015　Aiさん）
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 3）多読を妨げる要因

　多読活動において芳しい成果が上げられない原因として，上記のアンケートからは，専攻語の

勉強や課外活動でとられることが一番多い回答であったが，次に読んでいる本が難しかったり，

面白くなかったりすることが原因で先に進めないと回答した学生が多かった。インタビューから

もカテゴリー【諸要因】の特に［コード：多読を妨げる原因］や［コード：多読より優先したい

活動］から同じことが言える。

「好きな本が減っていった。語劇祭等で忙しいうえに，本がおもしろくなくて全然進まな

い。」

　［コード：多読を妨げる原因］（2015　Aiさん）

「分からない単語が出てきたら読む気を失う」

　［コード：多読を妨げる原因］（2015　Aiさん）

　以下は，計画性の如から，学習活動が管理できず多読を進めることが困難になることを示して

いる。

「時間なくなってきて，目標と進度のギャップが開いた時。時間がないときに限って延滞に

よる貸し出し停止で手元に本がない状態。」

　［コード：多読を妨げる原因］（2014　Rさん）

　また，春学期に多読活動で高い学習成果を出した学生が，秋学期ペースを落とした原因として

は，勉学に熱心だからこそ，専攻語や課外活動を優先する傾向があることが分かった。

「後から時間に余裕が出たら違う勉強してた。他に一生懸命やりたいことあるとき。語劇祭

裏方，スペイン語検定，選択授業が増えて，自由選択の課題も多くなった。」

　［コード：多読より優先したい活動］（2015　Aさん）

 4）多読が与える影響

　カテゴリ【多読がもたらした変化】からは，多読をした結果，英文を読む際に読みやすくなっ

た，または流暢な読みを実感したという報告が学習成果とは無関係に多かった。

「和訳してる時もあるけど英語でぱーって読んでる時もある」

　［コード：読み方における変化］（2014　Cさん抜粋）

「前は完璧に理解しないと気が済まなかったが，今は 8割理解できればいいと英語の読みに

対する考え方が変わった」

149英語以外の言語を専攻する学生への多読指導の効果と課題



　［コード：読み方における変化］（2014　Nさん）

　またカテゴリ【春と秋の違い】においては，自分の読み方を発見したということを示唆する発

言も多かった。2014年度は本の冊数の制限とコーディネータ間での理解の相違により「未知語

は一頁に 5語まで」という方針であったため，レベル 3や 4を春学期の最初から選ぶ学生が多

かった。つまり自分に合ったレベルより高いレベルの本を読んでいた。その結果，多読の学習成

果が芳しくなかった。そこで秋学期からは個人面談において，多読学習成果が芳しくない学生に

対してレベル 1や 2から読み始めるように指導した。この指導方針の変更と，学生によっては冊

数で評価することを告げたことにより，春学期に読んでいた時よりもレベルを下げて読んだ学生

は春学期以上に読む量が増えた。その結果，日本語を介さないで，英語のまま理解する，未知語

は推測するといった英語であることを忘れられるくらいの流暢な読みができるようになったこと

を秋学期になって初めて実感できたと報告する学生が多かった。

「辞書は使わない，飛ばして読む，分からなくても理解できることに慣れた」

　［コード：未知語ストラテジー］（2014　Rさん）

「秋はレベル 1で内容が頭に入りやすく，クイズの際に内容がさっと出てくる。春は，語数

多い本が多く，冊数少ない方が効率的だけど，秋の方が力つく。〈省略〉会話の反応の文法

パターンだいたい決まってて，レベル 1の方が楽しい。レベル 3は苦しい，もっと早く

Non-Graded Readersレベル 1の存在に気付くべきだった。」

　［コード：読み方タイミング］（2014　Rさん）

 5）効果的な指導方法

　カテゴリ【指導方法について】から，多くの学生が，筆者の低いレベルへの切り替えの指導に

従い，多読の効果を実感したため，最初に低いレベルで大量に読むことの重要性に気付いている

ことが分かる。

「簡単なものを読み始めて慣れたとこに語数を増やしていくと進む」

　［コード：効果的と気付いた読み方］（2015　Sさん）

　達成目標の設定に関しては，語数で目標を設定されるより冊数で設定された方がよいという発

言も多かった。語数で設定されると，一気にその語数を稼げるレベルの高い本で効率よく語数を

稼ごうとしてしまうが，冊数で言われると一番薄い本をたくさん読めばよいと思えるからである。

「できれば冊数を指定してくれる方が気が楽。簡単なのを 20冊読む方が楽だから。語数は

語数を稼ぐことが優先してしまい無理して 5,000語レベルに手を出して楽をしたくなる。結
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果的には 20冊でちょうど 2万語だった。」

　［コード：レベルや語数の設定について］（2015　Rさん）

　ペースに関しては，学生は目標語数を週単位で設定し，評価するなど頻繁な進度のチェックを

教員がすることが効果的であると考える発言が多かった。特に学期末の期限の直前まで取り組ま

ない学生にとっては，教員の頻繁なチェックによって早めからコツコツ進めていくことができる

と考えているようである。

「今の設定は少ない，1冊 5,000なので 7万なら 10冊やし，7万なら 14冊なので目標増や

しても大丈夫。英米の真ん中くらいと一緒がちょうどいい。20万とか読んでる人もいる。」

　［コード：レベルや語数の設定について］（2015　H君）

「毎月目標語数に達しない人は補習で脅されれば読みそう。」

　［コード：指導法について］（2015　Sさん）

　目標語数は，真面目に多読活動を経験すれば，容易に到達できる語数であることを認める発言

が多く，目標語数を大いに上回って読むタイプの学生はもちろんのこと，目標語数に苦労して到

達した学生でさえ，もっと高くてもよいと考えていることが分かった。

「決められた語数なだけなので，決められた語数が多くても，それだけ読まなきゃと思う。

しょうがない。」

　［コード：レベルや語数の設定について］（2015　Iさん）

　以上の分析により頻繁な進度のチェック及び評価を行うことが重要であることと，また目標語

数を学生の能力や態度にあわせて調整することの重要性も示唆された。特に早めに取り組み到達

目標に達した時点で，さらなる努力を止めるタイプの学生に対しては，途中で目標語数を再設定

するなどして，さらなる目標と指標を与えることが有効であることが分かった。

「一週間に何語読んでくださいそれで成績つけますというやり方がいいと思います。自分で

目標設定させ宣言させる（省略）目標の立て方を言ってほしい」

　［コード：効果的な動機づけ方法］（2015　Aさん）

「選択肢があった方がいい，語数なのか，冊数なのか。どのレベル行くのか，選んでゴール

替えて行けたら楽しいし，自分に打ち勝てる」

　［コード：レベルや語数の設定について］（2015　Aiさん）
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5．考察と結論

　以上の結果に基づいて 2－4）で挙げたリサーチクエスチョンに回答する。

RQ1  英語以外の言語を専攻する学習者は英語での多読活動をどのように捉えているか。

　英語以外の言語専攻の学習者が，多読は頻繁に英語に触れる機会を提供するという利点を自

覚していることが分かった。多読活動が授業での必須課題となっていることで，定期的に英語

に触れられる時間が確保されるため，多読の意義を感じていると思われる。また学習成果が上

がらず，目標語数の達成が困難であっても，他クラスより多く課題を課されていていることに

ついても，意義を感じていることも分かった。

RQ2   2014年度と 2015年度では英語以外の語学を専攻する学生は多読活動への取り組がどのよ

うに異なっていたか。

　2グループ間の達成語数と TOEICの伸長度の差からは，2015年度の方は多読での学習成果

を上げた結果，TOEICのスコアの伸長率がみられた可能性が示唆された。2グループ間では

開始時の英語力は差がほぼなかったが，M-readerのクイズを受験できるインターバルが短く

なり，より受験しやすくなったことと，開始レベルが設定されたため，最初から難しいレベル

で多読を開始して行き詰まることが回避できたこと，授業中に確実に 20分間の多読時間が確

保されたことなどが，2015年度の多読がより高い成果を上げた要因として考えられる。

RQ3  多読を促進させる要因，及び妨げる要因は何か。

　アンケート及びインタビューから，多読での学習成果が芳しい学生でさえ単位のために読む

という外発的な動機づけで読んでいることを示す回答が多くみられた。またピアプレッシャー

や，将来の目標などの外発的な動機づけを示す回答も多かった。一方で学習成果に関係なく，

適切なレベルで読むようになったことで読みの上達を実感しているという成功体験が報告され

たり，本を読む活動が好きだという内的な動機づけから読み進めている学生も多くみられた。

語数だけから学習者の学習成果を判断していては，このような正の循環となる学習過程を歩ん

でいることは見えてこないだろう。

　一方，多読を妨げる原因としては，専攻語の勉強や課外活動によって時間の確保が難しくな

ることに加えて，選んだ本がレベルにあっていない，内容がつまらないといった理由で進まな

くなることも大きな原因であることが分かった。前者の場合には，学習計画がうまくたてられ

ないなどといった原因から，学習成果が上がらないという結果に導かれるので，細やかな学習

管理の指導が必要であることが分かる。特に後者の原因は，目標語数に達成しなければいけな

いという焦りが，多い語数を含む不適切なレベルの本の選定につながり，結果的に行き詰まり

学習不良を招くので，早い時期から語数のために読まないですむようにレベルへのアドバイス
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や頻繁なフィードバック等で指導する必要がある。

RQ4  1年間の多読活動はどのような影響を及ぼすのか。

　アンケートやインタビューから，ほぼ全員が流暢に英語を読めるようになったという変化を

実感していることが分かった。これは学習者が未知語を推測したり，英語を日本語におきかえ

たり分析的に読むのでなく，意味に集中して読むようになったという読みのプロセスの変化を

経験しているためであると考えられる。

RQ5  より効果的な指導のためにどのようなアプローチが必要か。

　開始段階の指導としては，低いレベルで大量に読む指示を徹底することが重要であることが

2014年度のインタビュー内容から分かった。教員が低めの開始レベルで本の選定をすること

を指導することで，見栄や不要なプライドなどで無理なレベルの本を読んで途中で進まなくな

ることが避けられ，読破してクイズに合格するという成功体験を積むことができる。その結果，

平易な英語を大量に読むことにつながり，スラスラ読むことができると実感をもたらす「流暢

な読みのプロセス」の獲得に結びつくと考えられる。また語数のみによる目標が設定されてい

るだけでは，学生が語数稼ぎのために語数の多い本を選ぶ傾向にあるので，語数だけではなく

冊数等で目標設定することも結果的に易しいレベルを読むことに繋がる指導方針となることが

分かった。それによって万単位の目標語数に圧倒されて，萎縮してやる気を失うのを防げ，易

しいものを多く読もうとする傾向を導くことになるからである。

　さらに，多読の成果を頻繁に評価したりやフィードバックを与えることが効果的であること

が，主に 2015年度のデ―タから分かった。目標語数を週単位で設定し，月単位または週単位

で進度を評価することが効果的であることが，インタビューとアンケートにおいて多く報告さ

れた。また現在設定されている目標語数は，真面目に多読活動に取り組めば，容易に到達でき

る語数であるということに多くの学生が気付いてしまうので，やる気を継続させるためには，

学生のレベルや態度に合わせて複数の目標を設けて，自ら目標を設定させるようなアプローチ

が必要であることが好成績者のインタビューから分かった。特に到達目標に達した時点でさら

なる努力をしなくなる外的に動機付けられて取り組むタイプの学生に対して個々に目標を設定

させることは有効であることが分かった。

　本研究では，記述式アンケートとインタビューという質的なデータを中心に分析することで，

英語以外の語学を専攻する学生の多読活動への取り組みにおける効果や課題を探った。量的な

データ分析からは知りえなかった学生の多様な学習過程が観察できた。語数で測定される学習

成果からは，同じ結果に達しているように見えて，多様な要因がその結果をもたらしているこ

とが分かった。たとえ語数が少なく成果が低く見えても，成功体験から自己効力感を高め，そ

れが内的動機付けにつながり，さらなる努力をするようになっていた学生も多く見られた。学
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習成果に関わらず，どの学生も自分にあったレベルやストラテジーを探るなかで，メタ認知力

を高め，その結果自己調整力を高めることができていると考えられる。このように多読活動は

語学力の上達はもちろんのこと情意面だけでなく自律学習の面でも学習者の成長にも貢献する

可能性のある活動である。今後も数量的なデータに加えて学習者の学習過程を質的に観察して

いくことで，より効果的な指導法に向けて示唆を得たい。
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付録 1　インタビュー項目

1　取り組み方について

春と秋で何語読みましたか。春より秋の方がよく読みましたか。

辞書は使いますか。

どういう時間にいつも読んでいますか。

春と秋でレベルがどう変わりましたか。

どんな本をいつも読みますか。

気にいった本について語ってください。

読み方（量，ペース，読むタイミングとか時間，本のチョイス）は春学期と比べて変わりまし

たか。

2　ERへのやる気について

多読に対するモチベーションは春学期と秋学期比べて変わりましたか。その理由は。

多読がうまくいった，もしくは，いかなかった理由は何ですか。

多読が嫌になった，できなかった，ということはありますか。それはどんなときですか。

多読をがんばるためになにか工夫したことはありますか。

3　指導方法について

到達語数についてどう思いますか。

授業中に行うリーディングは役立ちますか，不要ですか。十分ですか短いですか。 

どのようなシステムであれば読む動機づけが高まると思いますか。

目標語数についてどう思いますか。厳しいですか，ちょうどいいですか，易しいですか。

M-readerでクイズ受けるのと要約などを書いて提出するのはどちらがいいですか。

M-readerで好きな機能と嫌いな機能は何ですか。

4　授業外の要因

周りの友達はどのように取り組んでいますか。

友達と本について話し合ったりしましたか。

クラスメートや友達は，どのように多読に取り組んでいますか。

友人の影響をあなたは受けましたか。

授業外でのことで ERでの成功または失敗をもたらすきっかけになったと思うことがあります

か。多読をもっと頑張ろうと思うようなことはありましたか。逆に，多読なんかやめたいと思

うようなできごとはありましたか。
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5　多読による影響

多読によって英語力（リーディング，リスニング，ライティング，スピーキング，語彙力，文

法，TOEIC得点）やその他に（読書習慣，学習管理など）影響はありましたか。

春学期終わった時と秋学期終わってからの変化は異なりますか。

6　自己評価，今後の取り組み方

学習習慣及び自分の学習の評価

多読（その他の英語学習も）を自分で管理できていると思いますか。

もともと読書好きですか。

夏とか冬とか春休みとか長期の休みではどのように取り組みますか。

自分をどう評価しますか。よく頑張った，あんまり頑張らなかった）なぜそう思いますか。

1年を通して，多読を楽しむことができましたか。

2年生も多読を継続しますか。どのように取り組みますか。
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多読の進め方

タイミングや場所（20）

習慣づけ，ペース（9）

読み方プロセス（10）

効果的と思える読み方・進め方（5）

本のチョイス　選び方（16）

お気に入りの本（14）

春と秋の違い

語数（16）

冊数（5）

レベル（17）

進度（14）

やる気（11）

理解・プロセス（12）

気付いたこと（2）

多読がもたらす変化

未知語ストラテジー（9）

読み方タイミング（22）

リーディングプロセス（31）

多読に対する情動的要因

達成感（8）

楽しさ（12）

自信，不安（6）

諸要因

多読をはかどらせる原因か（11）

多読を妨げる原因（17）

多読より優先させたいもの（8）

多読の本を読む理由（13）

学習活動との関係

英語学習（8）

専攻言語（6）

日本語での読書（16）

高校までの学習（2）

メタ認知・学習ストラテジー（5）

長期休みの取り組み方（2）

多読プログラムについて

目標語数について（8）

多読の本について思うこと（レベル，内

容）（20）

多読活動自体に対して思うこと（7）

指導について

効果的な動機づけ方（17）

教員の働きかけ（3）

授業中に多読時間を設けること（12）

読後タスクについて（6）

授業外の要素

友人と話す（9）

友人の取り組み方（10）

ピアプレッシャー（7）

友人の影響（2）

家族や他者（NINJA）（3）

将来の目標（3）

バイト等の活動（2）

今後の読み方（16）

M-reader機能について（7）

留学経験（2）

付録 2　インタビューから抽出されたコードとカテゴリー（数）





〈Kurze Inhaltsangabe〉
  Japanische Übersetzung und realgeschichtliche und ideengeschichtliche Kommentare zu 

Hegels Fragmenten einer Kritik der Verfassung Deutschlands （Fortsetzung）: In diesem Teil 

wird zuerst die Abwesenheit des einheitlichen Finanzwesens im Heiligen Römischen Reich 

Deutscher Nation, dann seine politische Ohnmacht in der neuzeitlichen Geschichte Europas, 

und schließlich sein Charakter als Gedankenstaat, wie er sich in seinem Justizwesen zeigt, 

thematisiert.

内　容　解　説

　先ず，前回の部分に引き続き，帝国の解体という事態が，帝国に於ける統一的な財政制度の不

在という事態の中で確認される。そうした不在を惹起したドイツ人の考え方が皮肉たっぷりに抉

り出された上で，前回までに論じられた統一的な帝国軍の不在という事態と併せて，「このよう

な戦力の解体と財政の欠如との故に国家権力を形成し得なかった集団は，外敵に対して自らの独

立性を守る能力が無い。」という断定が下される。

　次いで，そうした断定の真理性が，ドイツのこれまでの外交史を通して具体的に証示されてい

く。特にドイツの現状にとって決定的な意味をもつと考えられる「ヴェストファーレン講和条約

以来ドイツの無力とその無力に必然的な運命とが外国の諸勢力への関係の中でどのように現れて

きたかという点について簡潔な概観を与える」という仕方で，換言すれば，ヴェストファーレン

講和条約以来のドイツ帝国の歴史を領土喪失の歴史として描き出すことによって，上述の断定の

真理性を立証しようとする。

　最後部分では，そうした歴史を通して，「ドイツは，戦力（Kriegsmacht）並びに財力

（Geldmacht）の点で自分の中に国家権力を形成しておらず，従って，一個の国家ではなく独立

した諸国家の寄集め（eine Menge von unabhängigen Staaten）であると看做されなければならな

い。」ということ，換言すれば，「ドイツは思想（Gedanke）の中では国家であるが，現実

（Wirklichkeit）の中では国家でない」ということを認める他ないことが確認され，更に，その根

底に「普遍的秩序（Ordnung）が，実在性への移行の途中で麻痺させられ」ているという事態の

存在することが抉り出される。即ち，ドイツが単なる思想上の国家であるに過ぎないという事態

が，法秩序従って司法組織の在り方の問題として提示されてくる。そして，其処では，帝国の法
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律（形式）と法律が適用される素材乃至質料との間の通約不可能性という事態を根拠として，普

遍的秩序の実在化という司法の課題の解決の原理的な不可能性が理論的に提示されると同時に，

そこからの帰結が，ドイツ帝国の司法制度の現実に即して具体的に提示される。例えば，「帝国

司法権力の中で，〈市民に関わる司法〉（bürgerliche Rechtspflege）と〈国家に関わる司法〉

（Staatsrechtspflege）が混同されている。」と云った，ドイツ司法の本質的な欠陥が抉り出される。

訳

　とは云え，時折は，ドイツのために財政制度を創始すべき必要性が〔帝国等族によって〕感じ

られて，国家としての帝国のために資金源を設けようという提案が〔帝国等族によって〕為され

たことは，否定できない。〔しかし，〕そうしたこと〔提案〕の一方で，〔帝国〕等族には，出資

を定めた法律によって〔帝国の〕財力を現実化しようとする本意が無かったのであるから ― 若

しそうした本意があったとすれば，国家になら〔当然〕存在するような制度に類似したものが出

来上がっていたはずである ―〔帝国等族の中で，〕国家のための恒久的資金を見出すことと，

〔帝国〕等族に負担を課したり何らかの仕方で拘束したりしないこととが，統合されなければな

らなかったであろう。〔然るに，〕〔帝国〕等族が負担を課されたり拘束されたりしてはならない

という条件は，非常に際立った〔除外し得ない〕ものであり，従って，〔帝国等族は，〕全体のこ

とについて真剣に考えているというよりは，敬虔〔を装った〕願望を懐いているに過ぎなかった。
― そうした類の願望を利用して，願望の向けられた対象に対する内面に潜む真の無関心が，少

なくとも，〔帝国〕全体のためにはびた
4 4

一文も払うまいという固い決意が，格別に愛国的である

ことを装う振る舞いや表情の背後に隠蔽されているのは，いつものことである。― それ故に，

帝国が財政制度を確立しようと躍起になっている時に，名誉ある帝国市民（Reichsbürger） 1） の

或る会合で，ドイツ帝国のためとして，「仮にドイツの金山が増えて，そこ〔で採れる金〕から

鋳造され先ずは発行されたドゥカーテン金貨が，帝国のために使用〔支出〕されないとしたら，

そうした金貨は悉く直ちに水のように流れ〔消え〕去るべきであろう」という願望を披歴した者

が，ドイツに嘗て存在した中で最も偉大な愛国者 2） であると看做されたのは，何も不思議なこと

ではない。何故なら，彼等〔帝国等族〕は，最初の瞬間に，そのような願望によっては帝国金庫

に一文も入らないという反省よりも先に，そう〔金貨が悉く帝国のために使用されるように〕な

れば〔自分が〕支出する必要は全く無くなるという感情を懐いたのであろうからである。また，

仮にそうした反省が現実に生じていたとすれば，彼等が，自分達の〔愛国的な〕言辞にも拘らず，

実際に意図していたこと〔帝国等族の利害〕以上には何も語っていないことに気付き得たことで

あろう。

　このことはさて措くとしても，少し古い帝国議会は，そうした〔国家のための恒久的な〕資金

の必要のために，そうした〔金山のような〕観念上の単に空想的な財源をではなくて，― いず

れかの〔帝国〕等族が自分の財産の内の幾らかを犠牲に供しなければならないということもな
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く ― 現実的な土地，存在している土地，真正の実在物を，帝国国事の出費に支出するためのも

のとして定めていた 3）。それは，彼の狩人達が，実在的な熊，空想上のものでない熊を，酒宴の

支払いのためのものとして定めていたのと同様である。数百年前に或る法律が作られた。即ち，

外国の手に落ちていた土地をドイツ帝国が自分の許に取り戻した時には，そうした土地すべてが

帝国の資金を創設するためのものとされるべきである，と 4）。従って，戦争で，外国の手に落ち

ていた土地をドイツ帝国が自分の許に取り戻す機会が訪れた場合ですらも，ドイツ帝国は，より

多くを失うことで〔逆に〕帝国の資金を増加させるべく常に企む術を心得ていたのである。それ

故に，ライン左岸の喪失 5） でさえも，幾らかでも慰めになるような側面から，即ち，帝国財政基

金（Reichs＝Finanz＝Fonds）創設の可能性への方途と看做されざるを得ないのである。― 仮

に今日でもドイツの国法学者に向かって財政の惨めな欠陥を論うことがあるとすれば，その国法

学者は，ドイツ帝国国制がこうした〔幾らかでも慰めになるような〕側面でも完全であることを，

上述のような方途を示して，主張するであろう，と確信を以て言うことができる。― 仮に，そ

の時代ではもっともなものであったそうした思想〔考え方〕の御蔭で，そうした希望を懐く点で

は多血質な（sanguinisch） 6）〔楽天的な〕ドイツ的性格が今もなお，ヨーロッパ及びドイツの今

日的な政治状況の下でも，そうした思想に〔帝国財政基金創設の〕希望を繋ぐことがあり得ると

しても，〈ドイツが，我々の時代に於て国家の本質に属している種類の権力即ち財力

（Geldmacht）を，実際に，且つ，我々が問題にしている今の時代〔状況〕の中で，所有してい

るか否か〉を勘案するならば，そうした思想を頼りにすることは〔最早〕できないのである。

　外国との戦争に於てではなく，叛乱を起こして〔帝国〕アハト（Acht）刑に処せられた〔帝

国〕等族との戦争に於て，別の〔帝国〕等族が国家〔帝国〕に代わって経費を負担した場合に，

この普遍的な支出を賄い後者〔の等族〕に賠償する特別の遣り方が，嘗ては存在した。即ち，

〔帝国〕アハト刑の宣告その他の帝国裁判所判決（Reichsgerichtliche Bescheide） 7） の執行が実際

に開始された ― 常にそうなるとは限らないが ― 場合に，その費用は，もし〔裁判で〕敗北し

た当事者が単に権利に於てのみならず戦争に於ても敗北したのであるならば，その敗北した当事

者の負担とされたのである 8）。―〔但し，〕七年戦争での帝国執行（Reichsexecution） 9）〔に係っ

た〕軍隊は，その苦労に対する如何なる損失補償をも受け取らなかった。―〔判決〕執行の費

用を支払わせる彼
か

の遣り方は，以前であれば，〔帝国〕アハト刑の宣告を時折現実に執行する上

で力強い拍車の役割を果たした。なぜなら，執行する側は，〔裁判所の判決〕以上の権利〔根拠〕

が無くても，また，他に〔裁判所の判決〕以上の釈明が無くても，執行される側の土地が自分の

ものになったからである。例えばスイス人はハプスブルク家の古くからの相続財産〔であった土

地〕 10） の大部分を，バイエルンはドナウヴェルトを，〔上述の遣り方で〕所有するに至った 11），

等々の事例がある。

　このような戦力の解体と財政の欠如との故に国家権力を形成し得なかった集団は，外敵に対し

て自らの独立性を守る能力が無い。そうした集団は，必然的に，自らの独立性が一挙にでなくと

も徐々に消滅するのを目撃せざるを得ないし，自らの独立性が〔外敵による〕あらゆる掠奪と狼
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藉に曝されるのを目撃せざるを得ない。そうした集団は，必然的に，戦争の主要経費を味方の為

に〔軍費分担〕も敵方の為〔賠償肩代わり〕にも負担せざるを得ず，領地（Provinzen）を外国

勢力に奪われざるを得ない。〔結局，〕そうした集団は，個々の成員に対する国家権力が根絶され

臣下に対する支配権（Oberherrlichkeit）が失われているが故に，主権的（souverän）諸国家以

外の何物をも自らの中に含まない。それら諸国家は，主権的なものとして，実力と策略に従って

相互に関係し合うから，比較的に強い国家は膨張し，比較的に弱い国家は〔比較的に強い国家

に〕呑み込まれる。比較的に有力な国家と云えども，強大な権力に較べれば再び無力なものとな

る。

　何世紀にも亙る〔歴史の〕歩みの中でドイツ帝国（das deutsche Reich）が〔今日までに〕

失ってきた諸地方は，長く悲しい一覧表を作り上げる。一方で，国〔家体〕制即ち国家権力組織

の法律は，悉く無に帰してしまって，〔今日〕論じるべき事柄を殆ど乃至全く提供してくれない

が故に，国法学者達は，〔今日では〕空虚で無意味となってしまった印，即ち，〔過去に〕存在し

たもの〔領地〕と〔それに対する〕請求権の〔存在を示す〕印璽を記述することに傾注せざるを

得ない。他方で，こうした請求権〔の記述〕は癒しの感動を伴っており，それは，零落した貴族

（Edelmann） 12） が，亡くなった自分の先祖の遺してくれた最後の物を保存するときに伴う感動と

同じものである。― それは，〔いつまでも〕安全で掻き乱されることが無いという利点をもつ

慰めである。〔しかしながら，〕このようにして描き出されたもの〔領地地図〕は，先祖〔が過去

に所有した〕騎士領（Rittergüter） 13） の現在の所有者に対する異議申し立て〔請求権の行使〕を

可能にするものでもなく，また，ドイツ帝国による国法上の請求権が嘗て〔外国の〕大臣に，ド

イツ帝国が異議申し立てをしてくるのではないかという懸念を懐かせたことも無かった。〔それ

故に，〕両者即ち貴族と国法学者は安心して彼等の無邪気で無害な娯楽に身を委ねることができ

るのである。

　仮に国法学者がまだ，ハンガリーやポーランドやプロイセンやナポリ等に対する「神聖ロー

マ・ドイツ帝国（das heilige römisch＝ deutsche Reich）」の請求権を解説することで満足して

いるとすれば，そうした権利の政治的無意味について以下のことを指摘しておかねばならない。

それは，即ち，そうした請求権は，ドイツ帝国そのものによりは，寧ろローマ〔帝国〕の帝位，

キリスト教徒〔全体〕の首長，そして世界の主人に関わるものであること，並びに，ローマ皇帝

とゲルマニア（Germanien）における王〔ドイツ王〕とは，称号が〔既に〕言い表していた様に，

本質からして別のものであったということである。従って，皇帝の支配権に属するとされていた

ことを，即ち，地理的な位置からしても〔そこに住まう〕諸民族の個性からしても隔たっている

地方同士の不自然な統合を，主張しようなどという関心も意志も（後に至っては力も）ドイツ帝

国はもっていなかった。〔更に，〕帝国にとって〔神聖ローマ・ドイツ帝国という名称からすれ

ば〕不可欠の部分である諸地方 14） をすら帝国は維持しようともしていなかったし維持できもし

なかったのであるから，〔帝国がそうした不自然な統合を主張することなど〕益々もってあり得

なかった。
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　ロンバルディア王国との〔神聖ローマ・ドイツ帝国の〕結び付きは，最近に至るまで（bis auf 

den letzten Zeiten）痕跡が残されていた 15）。しかし，〔だからと云って〕このロンバルディア王

国を本来のドイツ王国（das eigentliche deutsche Königreich）にとって本質的な部分と看做すこ

とはできない。まして，ロンバルディア王国は一個の〔神聖ローマ・ドイツ王国に対して〕独自

の王国であった 16） 上に，〔嘗て〕ロンバルディア王国の〔一部であった〕諸国家の内の幾つ

か 17） が保持していたドイツ帝国等族としての資格も疾うの昔にその効力を失っていた 18） から，

尚更にそう看做すことなどできはしない。

　しかし，ドイツ帝国に本質的に帰属し，且つ，帝国等族としての資格を所有し行使していた諸

地方に関して言えば，帝国の行なった戦争の殆ど全てが，それら諸地方の内の幾つかを喪失する

ことを以て終わったのである。

　こうした喪失は，厳密には，二種類のものを中に含んでいる。即ち，〔第一には，〕ドイツの諸

地方が，外国の支配権に本来の意味で服属
4 4

（Unterwerfung）し，帝国に対する総ての権利と義

務から完全に放免される，という場合である。〔第二に〕国家〔帝国〕にとって喪失と看做され

るのは，以下のような場合，即ち，非常に多くの諸地方が，〔一方で，〕皇帝と帝国に対する従前

通りに法的で外見的な関係の中に留まり，〔他方で〕同時に，（〔嘗て〕帝国の構成員となったか

或は〔嘗て〕帝国の構成員であったかのいずれかであるにも拘らず，）〔現在は，帝国から〕独立

した国家の君主であるような君侯（Fürst）を戴いた，という場合である。後者の場合は，外見

的には，如何なる喪失でもなく総てを以前のままに保ったように見えるが，しかし〔その実〕，

国家の繋がりをその大黒柱から掘り崩してしまったのである。何故なら，これらの諸地方は，そ

うする〔上述の様な君侯を戴く〕事によって，〔帝国の〕国家権力から独立したものになってし

まったからである。

　我々としては，あまり古い時代にまで遡ることはせずに，専ら，ヴェストファーレン講和条約

以来ドイツの無力とその無力に必然的な運命とが外国の諸勢力への関係の中でどのように現れて

きたかという点について簡潔な概観を与えるに留める。〔その際，〕講和条約締結に於けるドイツ

の領土喪失についてのみ話題にするのは勿論のことである。なぜなら，戦争の齎す損害〔一般〕

など，いくら挙げても，測り知れない程のものであるから。

　ヴェストファーレン講和条約に於ては，ネーデルラント連邦共和国〔オランダ〕とドイツ帝国

との総ての結び付きが失われた 19） のみならず，スイスも失われた。スイスの〔ドイツ帝国から

の〕独立は，事実上は遙か以前に生じていたが 20），この時に公式に承認されたのである 21）。この

ことは，〔現実的〕所有の喪失ではなく請求権の喪失である。この喪失は，それ自体としては重

要なことでないが，ドイツ帝国にとっては重要なことである。〔なぜなら，〕ドイツ帝国は，実在

性を全く欠く幻想上の請求権や権利を，現実的な所有よりも高く評価していたのであるから。

　その際にドイツはまた，司教領メッツ，トゥール，ヴェルダンを公式にフランスへ割譲した 22）。

〔但し，〕これ等の司教区をドイツは百年前に既に失っていた 23）。これに対して，帝国にとって現

実的な喪失となったのは，方伯領エルザス即ちオーストリアが所有していた限りでの方伯領エル
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ザスと帝国都市ビザンツ〔ブザンソン〕とをスペインに割譲したことである 24）。

　〔フランスやスペインに割譲された〕これらの諸地方は，〔そのまま，〕ドイツとのあらゆる結

び付きから離れた。しかし，これら以上の〔数の〕諸地方が，〔ドイツに対する〕法的並びに理

論的な依存関係の内に留まった一方で，それらの諸地方の君侯が〔ドイツへの法的依存関係の内

にあると〕同時に〔ドイツにとって〕外国の君主でもあるという事実の故に，実際には，〔ドイ

ツから〕結局は分離していくことになった。即ち，スウェーデンには，前ポンメルン，後ポンメ

ルンの一部，大司教区ブレーメン，司教区フェルデン，〔ハンザ同盟〕都市ヴィスマルが帰属す

ることになった。ブランデンブルク辺境伯，プロイセン大公（後の王）には，大司教区マグデブ

ルク，司教区ハルバーシュタット，カミン 25），ミンデンが帰属することになった 26）。仮令ブラン

デンブルクの君侯が同時に主権者（Souverain）であった訳ではないとしても，ドイツ〔帝国〕

の等族の数がこのように減少してひとつの
4 4 4 4

集団へと融合したことは，ひとつの国家権力を形成す

るのと殆ど異ならない結果を齎したと言えるであろう。即ち，この国家権力たるや，今や，ドイ

ツ〔帝国〕の国家権力への服属を拒否して，それに抵抗し得る程のものとなった。こうしたこと

は，その国家権力が複数に分割されている時には為し得なかったことである。こうした減少には，

以上で言及したものの他にも，幾つかの特殊的な〔帝国〕等族が関わっていた。シュヴェリーン，

ラッツェブルク等がそれである 27）。

　ドイツ国家（der deutsche Staat）にとって〔領土の喪失と〕同様に破壊的であったのは，以下

の様な事情である。即ち，ドイツ帝国は外国の諸勢力に対して ― この外国諸勢力が，力づくで

であれ招き寄せられてであれ，ドイツの〔国内〕問題に干渉してきて，隅々まで荒らし廻り，

〔ヴェストファーレン〕講和条約をも多かれ少なかれ指図したのであってみれば ― この講和条

約の中で，ドイツ帝国の国制と国内諸関係について〔干渉する〕保証を与え 28），そのことによっ

て，帝国自身を国家として維持し帝国の国制を維持していく能力が〔帝国に〕欠如していること

を認めたのであり，更には，帝国の国内問題を外国の利害に委ねたのである。このことが破壊的

であった。

　〔ドイツ帝国を〕弱体化させた別の内的要因は，〔第一に，〕幾つかの地方〔領邦〕に不上訴特

権（AppellationsPrivilegien） 29） が〔皇帝から〕附与されたことであり，〔第二に，〕一部で，被告

が訴訟を処理されたいと望む帝国裁判所を選択すること 30） が許可されもした（なぜ〔選択の許

可が求められる〕かと云えば，被告は選択を遅らせることによって訴訟手続をより一層遅らせる

ことができるから。）ことであり，〔第三に，〕以上のすべてにまして，以下のような法律が制定

されたことである。即ち，宗教問題に於てのみならず，しかも，宗教の在り方の中でも全く外的

な部分・純然たる世俗的な部分に関わる問題に於てのみならず，帝国全体に関与するすべての問

題に於ても，帝国議会では票の多数が拘束力をもつことはないものとする 31） ―〔並びに，〕ド

イツ帝国は，帝国都市に担保として与えた（verpfändete）主権的 32） 諸権利を請け戻す

（einlösen）ことは最早許されないものとする 33），という法律がそれである。

　次の講和条約，即ちナイメーヘン講和条約 34） ― この講和条約は，帝国代表者会議 35） を開催せ
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ずに締結されたものであったが，帝国によって批准され，従って，「この講和条約に対する帝国

側からの如何なる抗議も受け容れられるべきではない」とする講和条約の約款 36） も批准され

た ― の中でブルグント伯領に対する帝国の高権（Hoheit）は放棄され 37），北ドイツの幾つかの

地域はその領主が変わり 38），南ドイツではドイツの諸要塞に於けるフランスの駐留権が変更され

た 39）。

　ドイツ帝国は，諸々の講和条約締結に於ける〔領土〕喪失に加えて，他の諸国家では容易には

現れないような全く独自の諸現象を示した。即ち，ナイメーヘン講和条約締結の後，平和の真只

中に（im tiefsten Frieden） 40） エルザスの十帝国都市〔同盟〕と他の諸地方とがフランス領となっ

て失われた。

　レイスウェイク講和条約 41） は帝国代表者会議の陪席の下で締結されたが，〔その際，〕帝国代

表者会議は，外国使節との会議に列席することを許されず，皇帝使節の意向に従って，報告を受

け取り賛成意見を求められた〔に過ぎない〕。この講和条約は，上記の諸地方をフランスが領有

することを批准し，その代りに，帝国には帝国要塞ケールの獲得を〔認めた〕ものではあるが，

〔以前フランスに〕征服されていたものがフランスから返還された〔ライン川右岸の〕諸地方に

於ける宗教に関する有名な約款 42） を含んでいた。この約款は，プロテスタントの帝国等族に多

くの問題を生じさせ，プファルツに多大な禍を齎すのに手を貸した。

　バーデン講和会議 43） には帝国代表者会議は関与せず，講和条約自身もドイツ帝国に如何なる

直接的変更をも生ぜしめず，オーストリアはブライザッハとフライブルクを取り戻した。この講

和条約が，厳密には，ドイツ帝国が締結した最後の講和条約である 44）。バーデン講和条約から七

年（帝国）戦争に至るまでの帝国史を表にして一覧すれば判るように，〔その間〕開戦の宣言も

講和条約の締結も認められないのであるから，この長い期間 45） ドイツは平和の絶頂を享受して

いたと信じざるを得ないかもしれないが，〔実は，〕その間ドイツの国土は以前と全く同様に戦闘

と破壊の舞台であった 46）。

　スウェーデンが〔国王〕カール十二世の死後にハノーファー，プロイセン，デンマーク，ロシ

アと締結した数々の講和条約 47） は，その勇敢な国王が勝ち取ってきたヨーロッパ列強間での地

位をスウェーデンから奪い去ったのみならず，ドイツに於けるその影響力を失わせることにも

なった。しかし，後者の事情によってドイツ〔帝国〕の国家権力が得たものは何も無かった。な

ぜなら，スウェーデンが失った諸地方はドイツの〔領邦〕君主達のものとなりはしたが 48），〔今

度は〕その君主達 49） がドイツ〔帝国〕の統一にとっての脅威となっていったからである。

　ウィーン講和条約でドイツが失ったものは，ロートリンゲンとの関係の他には何も無かった。

〔また，〕この講和条約は，帝国が批准するに至らなかった。

　オーストリア継承戦争でドイツは長期に亙る破壊の舞台となった。ドイツ最大の〔領邦〕君主

達がその戦争に巻き込まれた。外国の君主達の軍隊がドイツの国土の上で闘った。しかし，それ

でもドイツ帝国は平和の頂点にあった。〔その間に，〕スウェーデンにとって代わったプロイセン

が，この戦争の中で勢力を拡大していった。

165ヘーゲル著『ドイツ国制論』草稿断片



　遙かに破壊的，特に北ドイツにとってそうであったのは，七年戦争である。確かに，この度は

ドイツ帝国も戦争を，しかも，〔帝国〕アハト刑執行戦争（Achts＝Exectionskrieg） 50） を遂行し

た。しかしながら，帝国の敵達は，帝国が戦争を遂行していることを認める〔ことによって〕帝

国に敬意を表することすら，また，帝国と講和条約を締結する〔ことによって〕帝国に敬意を表

することすらしなかった。

　最後に，リュネヴィル講和条約 51） は，イタリアに於ける宗主権（Oberherrlichkeit）に属する

多くの権利をドイツから奪ったのみならず，ライン左岸全体をもドイツから引き剥がした。また，

この講和条約は，それだけで既にドイツの〔領邦〕君主の数を減少させ，〔そのことによって〕

ドイツの領邦等族の数がさらに大幅に減少して〔強大な〕個別的部分が全体並びに弱小〔領邦〕

等族にとって一層の脅威となるための基礎を据えた。

　戦争の最中に一方の半分が，互いの間で戦火を交えるか，或は，共同防衛を放棄し中立〔条約

締結〕によって他方の半分を敵の犠牲に供するか，そのいずれかであるような国は，戦争時には

引き裂かれ，平和時には切り刻まれることにならざるを得ない。何故なら，一国の強さは，その

住民や戦士の量に存するのでもなく，その肥沃さに存するのでもなく，その大きさに存するので

もなく，寧ろ専ら，諸部分がひとつの国家権力へと理性的に結合されること（vernünftige 

Verbindung der Theile zu einer Staatsgewalt）によってこれら〔諸部分〕全てが共同防衛という

偉大な目的のために用いられる，という在り方に存する。

　ところで，ドイツは，戦力（Kriegsmacht）並びに財力（Geldmacht）の点で自分の中に国家

権力を形成しておらず，従って，一個の国家ではなく独立した諸国家の寄集め（eine Menge von 

unabhängigen Staaten）であると看做されなければならない。これら諸国家のうちで，強大なも

のは，〔ドイツ国内では勿論のこと〕外国との関係に於てすら独立国家として振る舞っているの

に対して，弱小のものは，何等かの大きな趨勢に追随せざるを得ない。時々なにか特定の目的に

向けてドイツ帝国の名の下に連合（Association） 52） が成立するが，そうした連合は，常に部分的

な仕方で且つ連合参加者の随意に従って結成されるのであり，〔ドイツ帝国を構成する諸国家と

は〕別の〔外国の〕諸勢力の同盟（Coalition）であれば有しうる利点の総てを欠いている。と云

うのも，〔一方で，〕こうした同盟にあっては，仮令同盟が長く持続することはなく，また長続き

しても戦争のような場合に全く同等の力が完全にひとつの政府の下にある時のような著しい成果

を生じることはないとしても，当然，同盟参加者の目的である事にとって極めて有用な処置と手

段がとられ，従って，総ては目的に向かって整えられるのに対して，〔他方で，〕ドイツの〔帝

国〕等族の同盟 53） は，同盟の総ての活動を麻痺させる目的で，即ち，同盟の意図したことの達

成を始めから既に不可能にする目的で，同盟〔自身〕が創り出した諸々の形式的手続，制限，際

限ない配慮によって拘束されているからである。〔抑々，〕ドイツ帝国がドイツ帝国として為すこ

とは，決して〈全体〉によるひとつの〔統一的な〕行為ではなく，〈多かれ少なかれ〔限定され

た〕範囲をもつ連合〉による行為なのである。しかも，連合への参加者が画策している事を達成

するための手段は，その目的のために手配されたものではない。〔連合参加者が〕第一にそして
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唯一つ配慮していることは，連合参加者の分離状態を規定している〔即ち〕彼等が連合しないよ

う規定している，連合参加者の関係〔の在り方〕を維持することである。そのような連合は，丸

い石がピラミッドを作るように積み上げられた物に似ている。それらの石は真ん丸で何時までも

噛み合わないままであるから，そのピラミッドは，それが造られた目的に向かって動き始めるや

否や，バラバラに転がり始めるか，或は，少なくともそうなるのに抵抗することができないかで

ある 54）。そうした仕組みの故に，〔連合を形成している〕これら諸国家には，国家的結合のもつ

無限の利益が欠けているのみならず，個別の共同目的のために他の〔国家 55）〕と結合し得るとい

う，独立〔国家〕故の利益も欠けている。と云うのも，こうした場合〔他の国家との結合〕に備

えて，それらの諸国家には，如何なる統合をも〔やがては〕無力にしてしまう或は抑々の初めか

ら無力にしてしまっている足枷が，嵌められているからである 56）。

　所で，このようにしてドイツの〔帝国〕等族は，自分達の統合を放棄し，また，〈必要や困窮

が生じた時に当然に一時乃至当座の目的に向けて統合する可能性〉を自らに対して閉じてしまっ

たが，それにも拘らず，「ドイツは一つの国家であるべきだ」という要請は存在している。〔ここ

に〕矛盾が露わになってくる。即ち，〔一方で〕如何なる国家も可能とならず現実ともならない

ように〔帝国〕等族同士の関係を規定しておきながら，〔他方で〕ドイツは国家の一つと看做さ

れるべきであり，端的に一個の〔統一的な〕
4 4 4 4 4 4 4

団体（Ein Körper）と看做されねばならない〔とす

る〕。斯様な精神（Geist）が数世紀 57） に亙って，〈国家〔であること〕を不可能にしようとする

意志〉と〈国家であろうとする意志〉との間の〔矛盾の中にある〕ドイツを，一
4

連の不整合の中

へ投げ入れてきたのであり，〈〔帝国〕等族が全体〔帝国〕への如何なる類の服属に対しても猜疑

心を懐くこと〉と〈〔帝国等族が〕斯様な服属無くしては存立し得ないこと〉との間の〔矛盾の

中にあるドイツを〕不幸に陥れてきたのである。「ドイツは国家ではないが，それでも国家であ

る」ことが如何にして可能であるかという問題の解決は，《ドイツは思想（Gedanke）の中では

国家であるが，現実（Wirklichkeit）の中では国家でない》《形式性（Formalität）と実在性

（Realität）とが分離しており，空虚な形式性は国家に帰属するが実在性は国家の非存在に帰属す

る》とすれば，容易に得られる。〔ここで謂う〕思想国家（Gedankenstaat） 58） の体系とは，国家

の 本 質 に 属 す る 事 柄 に 於 て〔 行 使 し 得 る 〕 実 力（Krafft） を も た な い 法 的 体 制

（Rechtsverfassung）の組織のことである。〔確かに，〕「皇帝と帝国」（Kayser und Reich）に対す

る，〔即ち，〕等族議会（Stände）と結合した元首〔皇帝〕に於て成り立つ最高政府に対する，各

〔帝国〕等族の諸義務は，儀式ばって原則を定めている無数の公文書（Acten）によって極めて厳

格に規定されている。これらの〔公文書が規定する〕義務や権利は法律の一体系を構成しており，

この体系に則って，各〔帝国〕等族の国法上の地位や履行すべき義務が極めて厳格に指定されて

いる。また，こうした法的規定に則ってのみ普遍的事柄に対する個別的等族各々の寄与は為され

るべきものであるとされている。然し，こうして〔成立する〕合法性の本性は，〔各帝国等族の〕

国法上の地位やこの地位に伴う 59） 義務が，普遍的な本来の法律〔公法〕に則って規定されてい

るのではなく民法（die bürgerlichen Gesetze）〔私法〕の方式に則って規定されているという点，
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〔即ち，〕全体に対する各〔帝国〕等族の関係が〔私的〕所有の形式をとる特殊的なものであると

いう点に在る。こうした〔合法性の本性〕によって〔帝国の〕国家権力の本性は本質的な影響を

受けることになる。〔然るに，〕国家権力より流れ出る 60） 法令（Act）は，〔本来，〕普遍的なもの

であり，そうした法令は，それが真に普遍的であることによって同時に，その適用の規則を自分

の中に含んでいるが，その法令が関わる〔適用される〕事柄は，普遍的で自分自身に等しいもの

〔区別＝規定性を含まないもの〕である。国家権力〔より流れ出た〕法令は，自由で普遍的な規

定性を〔適用の対象の〕中に持ち込む。法令の執行は同時に法令の適用であり，また，この適用

は，法令が適用される事柄の中には〈区別を可能にするもの〉（unterscheidbares）が何も無い

のであるから，法令自身の中で規定されているのでなければならない。しかも，法令の適用には，

〔適用に〕冷淡な素材や不等な素材が抵抗することもない。〔例えば，〕「一定の年齢の男子の百分

の一が入営すべし」或は「資産の或るパーセントが，或は，土地一フーフェ 61） 毎に一定の租税

が支払われるべし」という法令が国家権力から流れ出てくるとすると，〔その法令によって〕定

められる〔対象〕は，全く普遍的に，一定の年齢の男子，資産または土地である〔に過ぎず〕，

人間と人間の間，資産〔と資産〕の間，土地と土地の間には，如何なる区別も存在していない。

自分に等しい〔区別を含まない〕平面にやって来る規定性は，純粋に国家権力によって〔のみ〕

定立され得る。「男子の百分の一」「五パーセント」等は，全く普遍的な規定性であり，この規定

性を自分に等しい〔区別を含まない〕素材の中へ持ち込むためには，如何なる特殊的な適用も必

要とされない。と云うのは，丸太の上には切削の基準となる直線が引かれている様に〔素材の上

に，〕先ず以て消し去られるべき〔別の適用のために引かれた〕線が，或は，特定の〔適用〕の

基準となるべき線が引かれているのではないからである。然しながら，法律の適用されるべき対

象が，この法律に対して〔既に〕それ自身で多様に規定されているならば，その法律は適用の規

則を自分の中に完備しているとは言えない。寧ろ，その反対である。〔即ち，〕素材の各々の特殊

的部分に対して固有の適用が存在する。即ち，法律とその執行との間には，適用の〔素材に〕固

有な働き（Act）が介在しており，その働きは司法権力（die richterliche Gewalt）が行う。従っ

て，帝国の法律は，何も書かれていない板に対して，その中に線を書き区画を作るための普遍的

な規則を与えるようなものではなく，また，そのような同一の規則に従って現実的調整を執り行

うものでもない。寧ろ，帝国の法律には，法律がそれに向けて作られる質料が，質料に固有で前

以て既に与えられている規定性を具備して（in），対立している。従って，帝国の法律を執行す

るに先立って，「如何にして，〔質料＝素材の〕各部分の具えている特殊的な線や形態が，法律の

定める線や形態と，繋がり得るのか」或は「普遍的な法律が各部分に対してどれ程の拘束力をも

つのか」という〔問題に答える〕可能性を先ず発見しなければならない。仮に〔両者の間に〕矛

盾が生じてくる場合には，司法権力がそうした可能性を発見しなければならない 62）。然るに，こ

の発見という〔課題〕について実際は以下の事が明らかである。即ち，勿論，〔矛盾を解決する

可能性が〕発見されるべきなのであるが，しかし，第一に，それを発見する事が司法権力には殆

ど不可能となるように司法権力が組織されているという事であり，第二に，質料のもつ特殊的な
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規定性が普遍的法律に対して，直線が円弧に対してもつのと同じ関係に在るが故に，従って，国

家権力〔にとって〕普遍的な素材の〔もつ〕こうした〔特殊的な〕規定性と国家権力の〔適用す

る〕法律との統合不可能性 63） が前以て既に成り立っているが故に，司法権力が〔折角〕理論上

で発見したものも，実現されることがなく，発見は思想の中に留まり，結局は，発見の仕事の全

体が殆ど不可能に等しいものとなるという事である 64）。このような次第で，思想国家及び〈国法

（Staats＝Recht）乃至制定法（Staats＝Gesetze） 65） の体系〉が直線であるのに対して，思想国家

の実現されるべき所は円弧の形態を持っており，しかも，人の知る通り両方の線は通約不可能で

ある。また，この円弧は直線とは上述の如く統合不可能であるが，事実として（de facto）そう

なるのではなく，〔統合不可能であるからと云って，〕円弧が〔直線＝法に対立する〕暴力や違法

や恣意の形式をとるのではない。寧ろ，円弧が斯様に〔直線と〕通約不可能な線であるというこ

とが，〔直線自身と〕同様，〔既に〕法の形式へ高められている。〔即ち，〕円弧は，国法と一致し

ないままで，国法に則ったものとして働き，制定法と一致しないままで，制定法に則ったものと

して働くのである 66）。

　斯くて「ドイツが国家であると同時に国家でないのは如何にしてか」という問題を解決するた

めには，ドイツは，それが国家である限りで，思想国家としてのみ存在するのでなければならず，

国家の非存在の方が実在性をもつのでなければならない。所で，思想国家がそれとしてのみ存在

するためには，司法権力 ― それは，矛盾を廃棄しようとする，即ち，単に思想であるに過ぎな

いものを現実に適用し思想を実在化すると同時に，現実を思想に合致させようとする ― が以下

のような在り方をしていなければならない。即ち，司法権力の行う適用〔それ自身〕も，〔適用

される法と〕同様に，単に思想であるに留まるのでなければならず，従ってまた，国土

（Land） 67） が国家（Staat）となる所以たる普遍的秩序（Ordnung）は，実在性への移行の途中で

麻痺させられるのでなければならない，即ち，確かにこの移行それ自身（selber）は自ずから

（selbst） 68） 指定され命令される ― なぜなら，秩序は，実現されるという目的を持たなければ全

く無意味なのであるから ―，然し，移行の活動も〔秩序それ自身と同様に〕再び〔単なる〕思

想上の事柄（Gedankending） 69） に引き戻されてしまうのでなければならない。〔実在性への〕こ

うした移行が麻痺させられる〔という事態〕は，移行の諸段階のいずれに於ても起こり得る。

〔今，〕普遍的命令が下されるとする。その命令は実行されるべきものであり，従って，拒否され

た場合には裁判手続が執られることになる。〔その際，先ず〕実行の拒否が裁判手続を経ずにな

される場合には，実行は，そのまま中断することになる。〔次に〕実行の拒否が裁判手続を経て

なされる場合に〔も〕，判決が阻止されることはあり得る。仮に判決が出されても，判決が遵守

されることはない。〔然し，〕こうした〔単なる〕思想上の事柄としての判決でも実行されるべき

ものであり，〔判決として下された〕刑罰は科せられるべきものであるから，執行を強制する命

令が下されることになる。〔然し，〕この命令がまたもや執行されない。その場合には，執行せざ

る者に対して，執行を強制する命令が下されざるを得なくなる。この命令がまたしても遵守され

ない場合には，刑罰を執行しない者に対する刑罰を執行しない者に向けて「刑罰を執行せよ」と
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の指令が出されることになる，等々。これは，法律を実施に移すべき〔実在性への移行の〕段階

が次々と〔単なる〕思想上の事柄とされていくという，無味乾燥の歴史である。

　斯くて，帝国の〔一員としての〕普遍的な義務と個々の〔等族の〕特殊的な権利を調停するこ

とは如何にして可能であるか，〔その方法〕を司法権力が見つけなければならず，実際にも，両

者の矛盾が裁判の場に持ち込まれているとすれば，重要になるのは，〔判決の〕執行にまだ至ら

ない段階で ― 仮令裁判所にとって判決を言い渡すこと〔自体〕は困難を齎すものではないにし

ても ― 判決を言い渡す仕事の中で裁判所に備わっている組織〔の在り方〕であり，〔換言すれ

ば，〕― 判決は，もしそれが実行されないとすれば，元々から（an sich）単なる思想である

〔に過ぎない〕ことになるが故に ― 判決が単なる思想に至ることすらなく，この単なる思想

〔自体〕が既に単なる思想であるに留まる，そうであるように〔裁判所の〕制度がなっているか

否かである 70）。

　判決を言い渡すという只そのことだけについて既に司法権力の組織は以下のような有り様であ

る。即ち，国家そのものが下した普遍的命令を個々人に対して行使するという，ここで問題にさ

れている司法権力の本質的側面が，最大の妨害を受けているのである。〔具体的には，〕帝国司法

権力の中で，〈市民 71） に関わる司法〉（bürgerliche Rechtspflege）と上述の〈国家に関わる司法〉

（Staatsrechtspflege） 72） が混同されている。国法上の権利（Staatsrecht）と私的な権利

（Privatrecht）が同じ〔二種類の〕裁判所 73） の管轄下にある。これらの裁判所は，民事訴訟と国

法〔上の紛争〕 74） とに対する最高次の上訴裁判所である。その上，後者に関しそれらの裁判所が

有する司法権力の及ぶ範囲は，〔先ず，〕極めて局限されている。何故なら，この種の重要な問題

は帝国議会に持ち出され，しかも，その関連事項の多くが仲裁裁判（Austrägalinstanzen） 75） を通

じて判決を下されるからである 76）。〔次に，〕判決を言い渡すためだけですら，〔司法権力は〕限

り無い困難に苦しめられている。即ち，多数の偶然性に依存せしめられており，その偶然性は，

判決の言い渡しの効果が失われるための必然〔的要因〕となっている。

　一般的〔な言い方をすれば，〕市民に関わる司法と国家に関わる司法とを結合することが既に，

既存の〔二つの〕帝国裁判所の業務量を非常に増加させて，両裁判所が業務を完了することを不

可能にする結果を齎す。堪える業務量の点で帝国最高法院が帝国宮内法院に一段と劣っているこ

とは，皇帝と帝国そして帝国最高法院〔自身〕が認めているところである。〔一般に，〕仮令別箇

の裁判所を幾つか設置したりしなくても，既存の裁判所の裁判官の数を増加させ，そのことに

よって業務の遂行を直接に加速させると共に同一の裁判所を幾つもの部門に分割し，そうするこ

とで実質的に幾つもの裁判所を設置する〔に等しくする〕，そうしたことを通じて是正がより容

易になり簡単になることの無い弊害など無いように思われる。然し，そのように簡単な手段を実

行に移すことがドイツでは可能でない。確かに，そうした手段が決議されて〔帝国〕最高法院の

陪席裁判官（Beysitzer）の数が 50名まで引き上げられたことがある 77）。然し，ドイツ帝国には

これらの裁判官の給与を支払うことができなかったのであり，裁判官の数は時の経過の中では

12人乃至それ以下に減少したこともあるが 78），最終的に〔名目上で〕25人になったのである 79）。
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公式の計算からは以下の事が明らかになっている。即ち，只一件の訴訟の報告が，仮令嘗てのよ

うに何カ年にも亙って行なわれることはないにしても，往々にして何カ月も続くのであるから，

毎年未決とされる訴訟の数は，判決を下し得る訴訟の数を遙かに凌駕するのであり，こうした事

からして必然的に，且つ〔実際に〕数えた所からしても，何千件もの訴訟が未決のままになるの

であり 80），更に，請願（Sollicitatur）は ― 仮令〔今日では〕その濫用は無くなり，ユダヤ人が

〔帝国法の〕請願条項に基づいて訴訟を起こすことは最早ないとしても 81） ―〔事態を悪化させ

る〕悪弊のひとつである。何故なら，未決とされた訴訟すべてに最終判決を下すことが不可能な

状況では，自分達の訴訟に対して優先的に司法の裁定が下されるように当事者が全力を尽くすの

が必然的なのであるから。その他，陪席裁判官の推薦（Präsentation） 82） や〔帝国議会の〕宗派

別分離議決方式（itio in partes） 83） を巡る何千件もの紛争が，往々にして帝国最高法院を何年間

にも亙り活動停止状態に追い込んだ。〔帝国〕最高法院が，自分達の権力を有力者達に実感させ

ようという方針に基づいて意図的に〔紛争処理〕を遅延させたという場合を除けば，そうした紛

争は〔一般に〕裁判の運営の妨げとなったのである。

　〔それに対して〕帝国宮内法院では，その構成員が皇帝によって任命され，上述の如き多くの

悪弊は無く，宗派別分離議決方式の実例も ― 仮令その権利は存在しても ― 未だ出来しておら

ず，また，〔紛争処理の〕諸形式の多くが，全くの杓子定規で〔廻り道をして〕遅延を来たすよ

りは直接的に判決自身を促進するのに適しているので，近年では帝国宮内法院での裁判を求める

者が益々増加しつつあるが，それは当然のことである。

　司法改革への要求は常に顕著なものであったから，人々が司法改革への努力を怠ることはあり

得なかった。然し，帝国法に適うにも拘らず二百年に亙って中断されたままの帝国最高法院査察

（ReichskammergerichtsVisitation） 84） を実施しようとした〔神聖ローマ帝国皇帝〕ヨーゼフ二世

の最後の試みが迎えた結末 85）〔を齎した根拠〕，そして，〔目指す〕事柄が達成されないまま〔試

みが〕瓦解してしまった根拠は，総じて，帝国の司法の全体が置かれている状態〔を齎した〕根

拠に他ならない。それは，即ち，〔帝国〕等族が，確かに司法のために集まりはしても，然し，

この集まり〔帝国議会〕の中では，分離と非共同性とに基づく彼等相互の関わり方（Existez）

を全く放棄しようとしないこと，等族は，〔帝国議会の中で〕一緒になりはしても，共同的なも

のをもとうとは意志しないことである。

　このようにして，判決を言い渡すことそれ自身が，判決の実行を問題にする以前に既に，阻害

されているのである。また，仮に国法や国法にとって重要な事柄が問題となるような場合にすら，

こうした帝国裁判所判決の執行の実情がどのようなものであるかも，周知の通りである。〔然

し，〕国法に関わる重要性のより高い問題は，元々から，帝国裁判所（Reichsgericht）にではな

く，帝国議会（Reichstag）に帰属している。従って，国法に関わる問題は，法の領域から出さ

れていきなり政治の領域の中へ入れられる。何故なら，最高の国家権力 86） が〔そうした問題に〕

言及する場合，国家権力は，法律を適用しようとしているのではなく法律を与えようとしている

のであるから 87）。以上に加えて，更に大きな意義をもつ事柄，即ち領地の占有その他は，帝国議
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会での正式な〔立法〕手続をすら免れている。即ち，そうした問題は，帝国裁判所や最高司法権

力 88） によってではなく，係争中の〔帝国〕等族同士間の示談（gütlicher Vergleich）によって解

決されるべきであることが，選挙協約やその他の〔帝国〕基本法によって規定されているのであ

る。そして，もし示談によって解決されなければ，必然的に戦争によって解決が図られることに

なる 89）。〔事実，〕ユーリッヒ＝ベルク継承問題（die Jülich＝Bergische Successions＝

Sache） 90） は，法的手続によって解決されたというよりは，寧ろ三十年戦争を惹起した。また，

最近のバイエルン継承問題（die Bayerische SuccessionsSache） 91） でも，物を言ったのは，〔二つ

の〕帝国裁判所ではなく大砲と政治〔的駆け引き〕である。弱小の〔帝国〕等族に関わる問題に

於ても，決定的な判決を下すのは帝国の司法ではない。コーブルク＝アイゼンベルク（Koburg

＝Eisenberg）やレームヒルト（Römhild）の家系が途絶した後の領地に関わる，ザクセン諸家

の継承抗争に於て 206通もの帝国宮内法院決定（conclusa）が発せられたにも拘らず最も重要な

点は示談によって決定されたというのは，周知の通りである 92）。〔確かに，〕同様に，リュッ

ティッヒ問題（die Lütticher Sache） 93） に於て帝国最高法院が判決の言い渡しを行ない〔判決の〕

執行を指示して，その〔執行の〕為に何名かの帝国等族を召集したのみならず，〔召集された〕

等族達がこの〔判決執行という〕責務を実際に果たした，という事実を人々は見てきた。然しな

がら，〔判決の執行が〕始まるや忽ちのうちに，執行者の中で最有力の〔帝国〕等族 94） は，帝国

最高法院の云い渡した〔判決〕を執行するだけであることに満足しなくなり，自分なりの善意に

従って事を進めようとしたが，裁判に基づかない手続で解決しようとすることが貫徹できないと

なると，〔帝国最高法院が与えた〕執行者の役割をすら放棄してしまったのである。

　従って，〔ドイツ帝国の〕法制度は次の様な在り方をしている。即ち，国法との関係の中で判

決が下される時には，〔判決の〕利害が無力な〔帝国〕等族に関わる場合以外は，〔判決の〕執行

は行なわれ得ない 95）。然し，もしそう〔判決の利害が無力な帝国等族に関わるの〕ではないとす

れば 96），普通は如何なる〔法的〕判決も下されず，権力（Macht）と政治的関係に従って決定が

下される。

　国家権力が存在しているということは，〔必然的な〕要求である。しかも，〔存在を要求されて

いる〕国家権力は，単なる思想上の物〔に留まるべきもの〕ではなくして，執行されて実在性を

もつべきものである。そして，この執行が〔単なる思想上のことではなく〕現実的な執行である

ために，〔国家権力への〕服属を拒絶する者に対しては，法的な手続が命じられてきた。然るに，

〔ドイツでは，〕こうした法的手続の実在化（Realisation）〔それ自体〕が，思想上の物である

〔に過ぎない〕。

章（Kapitel）

国家の法律の実施が実現しない〔ことの〕正当性

　前章 97） では，法的手続が執行されないことによって国家が思想上の国家（Gedankenstaat）に
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留まる，ということが詳述された。法的手続の効力は権力によって妨害されているのであり，ひ

とは先ず，この妨害が不法なものであること，しかも，この妨害は国家の存立そのもの即ち国家

権力に関わるものであるが故に最大の犯罪即ち反逆罪（Hochverrath）即ち主権（Majestät）を

棄損する犯罪 98） であるということ，このことについて判断し判決を下さなければならないであ

ろう。然しながら，ひとは，もし〔法の〕概念にのみ従って判断し判決を下そうとするならば，

誤りを犯すことになるであろう。何故なら，国家権力の決定に対する反抗それ自身が法の形式へ

と高められているからである。〔即ち，〕国家が国家であることを妨げられるとき，そのことは法

的に行なわれている。何故なら 99），国家に反抗し得るような権力は法に則っているのであるから。

　国家が思想上の物（Gedankending）であるということは，国家が国家としては権力を有して

いないということではなく，寧ろ，権力が諸個人（die Einzelnen）の手中にあるということであ

る。即ち，〔国家〕権力を選挙協約や講和を通じて相互に承認し従って合法化する，こうしたこ

とが，諸個人に対する国家の関係が契約の対象となって以来，ドイツの政治的性格に於ける一般

的傾向となっている。野性（Rohheit）から脱却して文化（Cultur）へと至ろうとする〔教養形

成の過程の〕途中で，普遍的なもの即ち国家か諸個人かのどちらか一方が優勢に立つことがあっ

た。大抵のヨーロッパ諸国に於ては国家の方が完全な勝利を収めたが，その相当数の国々に於て，

その勝利は不完全なものであった。〔然し，〕ドイツに於ける程に，国家であらんとする要求の点

で不完全な国は存在しなかった。野蛮（Barbarey）の状態とは，取りも直さず，群衆

（Menge）が，民族（Volk）ではあっても，同時に国家（Staat）となることのないこと 100），即ち，

国家と諸個人とが対立したまま分離したまま存在していることに他ならない。〔野蛮状態に在る

国家 101） の中では，〕統治者は一個の人格のままで国家権力であり，統治者の人格〔の専横〕に対

抗する救済は，再び，人格を対置することでしかない。〔それに対して，〕教養形成せられた

（gebildet）国家の中では，君主の人格と諸個人の間に法律乃至普遍性が立っている。君主の個別

的な行為は，総て〔の諸個人〕に関わる，即ち，総て〔の諸個人〕に重荷を課したり損害を与え

たり，或は，総て〔の諸個人〕に利益を齎したりする。所で，《君主が同時に国家権力であるこ

と》或は《国家が最高権力を有すること》《総じて国家なるものが存在すること》これらは同義

である。《国家が最高権力であること》と《諸個人が最高権力によっては圧服されていないこと》

との矛盾は，法律の〔もつ〕権力が解決する。法律の権力への不信は知恵（Weisheit）の欠乏に

由来するものであり，知恵の欠乏は，国家に最高権力を与える必然性と個人が最高権力によって

圧服される恐怖との間を動揺する。諸国家を組織している知恵の総ては，この課題〔矛盾〕の解

決に基づくものである。然し，最初にあるのは，《国家が存在していること》であり，従って，

《国家の権力が最高の権力であること》が最初にある。そしてまた，この点には直接的に〈法律

が存在していること〉が含まれている。

【清書稿中断】

 〈続く〉
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註

1）  „vollberechtigter Einwohner des Reichs; unmittelbare Reichsbürger sind die  Reichstände, die 
Reichsritter sowie die Bürger einer  Reichsstadt oder eines  Reichsdorfes; mittelbare  
Reichsbürger sind die Untertanen eines Reichsstands“, Das Deutsche Rechtswörterbuch Online. 
（Zugriffszeit: 11. 10. 2015）

2）  patriotisch<patria　此処での patriaは勿論 germania或は寧ろ das Deutsche Reichを指示する。
3）  「帝国台帳（Reichsmatrikel）」の制度を指すものと思われる。帝国台帳に定められた割合に基
づいて各々の帝国等族の財政的負担が帝国議会に於て定められる仕組みであった。「いずれか
の〔帝国〕等族が自分の財産の内の幾らかを犠牲に供しなければならないということもなく」
と云うのは，帝国等族が自らの財政的負担を領邦等族に転嫁したことを指すであろう。猶，最
初の帝国台帳は，1422年のニュルンベルクの帝国議会で定められた。Vgl. Dietmar Willoweit, 
Deutsche Verfassunggeschichte, 20137, 116f. et al.

4）  テキストに精確に対応する規定は見出し得ていない。恐らくは，規定の隠された意図を顕在化
させようとしたものであろう。Hermann Conrad, Deutsche Rechtsgeschichte, 2. Bd, 1966, 136
の記載に基づくならば，1495年の「平和と法の取扱令（Handhabung Friedens und Rechts）」
第 8条が該当するであろう。Vgl. Arno Buschmann （Hrsg.）, Kaiser und Reich Klassische Texte 
und Dokumente zur Verfassungsgeschichte des Hl. Römischen Reiches Deutscher Nation, 1984, 
168.更には，1500年の「帝国統治院令（Ordnung des Reichsregiments）」第 45条も，内容的
には該当するであろう。Ibid., 211.但し，ヘーゲルが執筆に際して典拠としたとされる Johann 
Stephan Pütter, Historische Entwicklung der heutigen Staatsverfassung des Teutschen Reichs, 3 
Bde, 17882 には，該当する記述を見出し得ない。

5）  ライン左岸のフランスへの割譲が対仏同盟戦争で最初に規定されたのは，1797年 10月 18日
に締結されたカンポ・フォルミオの講和条約の秘密条項でのこと。1797年 9月 10日から始
まったラシュタット会議では，この割譲の補償条件を巡って紛糾が続き，結局，1798年 12月
24日から第二次対仏同盟戦争に突入して最終的決定に至らなかった。ライン左岸の割譲が正
式に承認されたのは，1801年 2月 9日に締結されたリュネヴィルの講和条約でのこと。

6）  古代ギリシアのヒッポクラテスの四体液説に由来する気質の四分類（黄胆汁質，黒胆汁質，多
血質，粘液質）のひとつ。特徴としては，社交的，楽天的等々とされる。その分類の起源は古
代インドに在る，とも言われる。

7）  Reichsachtの宣告を行なった「帝国裁判所」は，帝国宮内法院 Reichshofgerichtである。詳細
は 例 え ば 以 下 を 参 照。Albrecht Cordes （Hrsg.）, Handwörterbuch zur Deutschen 
Rechtsgeschichte, Bd.1, 2008, Artikel Acht.

8） 「戦争に於ても」という点を明記した法令を未だ見出し得ていない。
9）  プロイセンに対する帝国執行が，1757年 1月 17日に，Regensburgの帝国議会で決議された
ことを指す。猶，帝国執行が実施に移されるのは，厳密には，帝国最高法院の判決に基づく場
合，帝国議会の決議に基づく場合に限られず，皇帝の命令に基づく場合もあった。その意味で
は，「帝国裁判所判決の執行」と「帝国執行」とは厳密には同一のものではない。然し，実情
は，皇帝の影響力は次第に低下していき，1771年には，皇帝によるアハト刑の科刑には帝国
議会の承認が必要とされるに至った。

10）  ハブスブルグ家は，古くは，スイス北部から独仏国境アルザス地方に至る地域を支配していた。
11世紀には，現在のスイス北部 Aargau州辺りを本拠地としていた。ヘーゲルの文章は，1415
年にハプスブルグ家に対して宣告された帝国アハト刑を執行するスイス誓約同盟が Argauを
占領して事実上自らの領地に組み入れ翌 1416年にそれをハプスブルグ家から購入するに至っ
た経緯を指示しているものと思われる。
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11）  Pütter, op. cit., S.22f.金子訳の訳注に，Pütterの記載に基づく事実関係の解説が与えられている。
金子武蔵訳『ヘーゲル政治論文集　上』1967年，211頁以下。但し，Pütterが言及している事
実は，1606 年から 1607 年に掛けて起こった所謂「十字架と旗の戦い（Kreuz- und 
Fahnenggefecht）」である。尚，Pütterは，帝国最高法院と帝国宮内法院との間の裁判管轄権
を巡る争いの事例として，ドナウヴェルト（Donauwerth.現在の標準的表記は Donauwörth）
の事例を挙げている。更に下記も参照。Hermann Conrad, Deutsche Rechtsgeschichte, Bd.2, 
1966, S.25.

12） 続く記載から明らかな様に騎士 Ritter，或は，騎士資格をもつ農民貴族を指す。
13）  領邦君主が騎士に与えた，租税や賦役からの特権的解放を伴う領地を指す。元来は，特権的領
地が与えられることによって軍役奉仕の義務が発生した。

14）  ローマ教皇領を指す。周知の様に，フランク王国の国王カールは，800年 12月 25日に，教皇
レオ三世より「ローマ帝国を統治する皇帝 Imperator」の称号を授けられた。

15）  ロンバルディア王国別名ランゴバルド王国とは，北方からイタリア半島に侵入したランゴバル
ド族が東ローマ帝国から領土を奪い 568年に建国した（従って，フランク王国とは起源を異に
する。）が，ローマ教皇領をも支配しようとして 774年にフランク王国国王カールによって滅
ぼされた王国のこと。猶，ロンバルディア王国が滅亡した後，855年にイタリア王国が成立す
るが，イタリア王国は 963年から神聖ローマ帝国の支配下に置かれ，それ以後神聖ローマ帝国
皇帝がイタリア王を兼ねた。歴代ランゴバルド国王の着けた鉄冠は，その後の神聖ローマ帝国
皇帝の戴冠式に際して，何度か，それに先立つイタリア王即位の戴冠式で用いられた。この鉄
冠による戴冠式を行なった最後の神聖ローマ帝国皇帝は，カール五世（在位 1519－1556年）
であるが，ナポレオンが 1804年 12月 2日の皇帝即位に際し戴冠式でその鉄冠を用いた。然し，
当該文脈で「痕跡」として言及されている事柄は，恐らく，下で言及されている名目上の「ド
イツ帝国等族としての資格」である。

16）  この部分の記述は，前註で示された如くにフランク王国そして神聖ローマ帝国に対して独自の
起源をもつロンバルディア王国の存在性格を述べたものである。

17）  北部イタリアの都市を中心として中世末期に成立したミラノ公国，フィレンツェ共和国，ジェ
ノヴァ共和国等を指すものである。これらの国々は，ロンバルディア王国の諸部分が都市を中
心に発展し独立するに至ったものである。尚，ヴェネツィアは，神聖ローマ帝国に帰属したこ
とがなく，当該諸国家の中に含まれていない。

18）  この点で特に決定的な意味をもつものは，ヴェストファーレン条約（1848年）の内のミュン
スター講和条約（Instrumentum Pacis Monasteriense）第 97条である。そこで，神聖ローマ帝
国のイタリアの封土はイタリアの諸侯の支配に委ねられることが謳われた。ここに，神聖ロー
マ帝国によるイタリア支配の試みに終止符が打たれ，神聖ローマ帝国は，名目・実質共に「ド
イツ国民の神聖ローマ帝国」となった，或は，ヘーゲルの謂う「本来のドイツ王国」となった。

19）  神聖ローマ帝国に対するオランダの独立は，スペイン・ハプスブルク家との間の所謂八十年戦
争を終結させた（ヴェストファーレン講和条約と別の）ミュンスター講和条約に於て既に承認
されていた。ヴェストファーレン条約には，直接にオランダの独立に言及した条文が存在しな
い。この点は，明石欽司『ウェストファリア条約』2009年，128頁以下を参照。

20）  11世紀頃から神聖ローマ帝国の支配下にあったスイス諸州は，1291年の原誓約同盟結成以来
ハプスブルク家との死闘を経て次第に同盟を拡大し独立性を強めてきたが，1499年侵入して
きた皇帝マクシミリアン一世率いるシュヴァーベン同盟軍とのシュヴァーベン戦争に勝利して
神聖ローマ帝国からの事実上の独立を勝ち取った。

21）  オスナブリュック講和条約（Instrumentun Pacis Osnabrugense）第 6条，ミュンスター講和
条約第 61条。尚，条約解釈上の問題に関しては，明石欽司，上掲書，117頁以下を参照。ヘー
ゲルの解釈は従来からの通説である。
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22） ミュンスター講和条約第 74条。
23）  1552年に，シュマルカルデン同盟についたザクセン選帝侯モーリッツが皇帝カール五世との
戦いに於てフランス王アンリ二世からの支援を得るためにアンリ二世と秘密裡に結んだシャン
ボール条約によって，三司教区はフランスに割譲されることが約定されていた。

24）  此処での記載がミュンスター講和条約第 74条に対応するものであると推測される限りで，方
伯領上並びに下アルザス，所謂十〔帝国〕都市同盟 Dekapolis（Décapole），要塞都市ブライ
ザッハ Breisach等に対する諸権利がフランスに譲渡されたことを指すと思われる。その一方
で，スペインへの割譲に対応する出来事としては，1651 年に帝国自由都市 Bisanz
（Besançon）が Frankenthalとの交換で神聖ローマ帝国からフェリペ四世のスペインに割譲さ
れた事実を挙げうるであろう。然し，この出来事はヴェストファーレン講和条約との直接的な
連関をもたない。

25） テキストでは Kaminと表記。一般的には Cammin乃至 Kamminと表記。
26）  スウェーデン並びにブランデンブルク・プロイセンへの帰属に関しては，オスナブリュック講
和条約に詳しく記載されている。例えば以下を参照。Arno Buschmann（Hrsg.） Kaiser und 
Reich, 1984, S.342ff.

27） オスナブリュック講和条約第 12条。
28）  特に，オスナブリュック講和条約第 8条第 2項，ミュンスター講和条約第 65条に規定された

帝国等族の〔外国との〕同盟権を指す。
29）  privilegia de non appellando. 領邦の臣民が領邦君主を帝国の裁判所に上訴することを禁止する
もの。即ち，上訴されない権利。この権利は最初，1356年の金印勅書に於て総ての選帝侯に
附与されたが，後にそれ以外の領邦君主にも拡大された。
猶，神聖ローマ帝国の司法制度の理解に際しては，Handwörterbuch zur Deutschen 
Rechtsgeschichte, 5 Bdeの他に，非常に多くの文献を参考にしたが，次の論文乃至講演は，簡
潔に整理されたものとして，多く活用させて戴いた。ペーター・エストマン著・田口正樹訳
「ドイツ国民の神聖ローマ帝国における裁判制度について ; 管轄と訴訟原則」，『北大法学論
集』64（4），2013年。

30） 帝国最高法院（Reichskammergericht）か帝国宮内法院（Reichshofrat）かの選択。
31）  所謂 itio in partes「分離議決方式」。即ち，Corpus Catholicorumと Corpus Evangelicorumと
で別々に議決し，両者の議決が異なる場合は，多数決に拠らず両者の amicabilis compositioに
基づいてのみ最終的決定に至るべきであるとされたこと。オスナブリュック講和条約第 5条第
9項及び就中第 52項で，主に宗教問題に関して定められた。然し，その後，拡大適用された
この規程の故に，帝国議会は往々にして機能不全に陥った。

32）  帝国の解体をヘーゲルが帝国の主権（的権利）の（領邦・都市への）分散と理解していること
を直接的に示す表現。

33）  オスナブリュック講和条約第 5条第 26項並びに第 27項，特に前者。Pütter前掲書 228頁以下
にも，その紹介がある。

34）  フランス王ルイ十四世のオランダ侵攻に始まるオランダ戦争を終結させた講和条約。1678年
に，フランスとオランダ，フランスとスペイン，フランスと神聖ローマ帝国との間で締結され
た二国間条約の総称。

35）  Reichsdeputation. 帝国議会は，1663年に Regensburgで開催されて以降，永久的会期をもつ永
久帝国議会となり，皇帝の任命する Prinzipialkomissionärの主催する使節会議となった。その
一方で，16世紀以降に帝国改造の議論に関わって，帝国議会内の特別小委員会である帝国代
表者会議が次第に役割を拡大し，一時的に帝国議会を補完する役割を果たした。

36） フランスと神聖ローマ帝国との間で締結された講和条約の第 36条。
37） フランスとスペインとの間で締結された講和条約の第 11条。
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38）  ブラウンシュヴァイク選帝侯並びにブランデンブルク選帝侯が若干の領地を獲得した点につい
ては，Pütter上掲書第 2巻 291頁に詳細な解説がある。総じてヘーゲルの具体的な記述が
Pütterの上掲書に多くを負っていることは，従来指摘されてきた通りである。

39）  フランスと神聖ローマ帝国との間で締結された講和条約の第 3条及び第 5条によって，フィ
リップスブルク要塞が帝国に返還され，それと交換にフライブルク（要塞）がフランスに譲渡
された。猶，既にミュンスター講和条約第 78条で，フィリップスブルク要塞へのフランスの
駐留権が保証されていた。

40）  ヘーゲルが参考にしたとされる Pütterの上掲書の記載とは条約の性格に対する理解が異なる。
同書 292頁には以下の様に記載されている。„Kaum konnte der ganze Nimweger Friede als ein 
wahrer Friede angesehen werden, weil die Feindseligkeiten von Seiten der Krone Frankreich 
nach wie vor ihren Fortgang behielten.“

41）  1688年から 1697年にかけて，ルイ十四世のフランスとイングランド，オランダ，神聖ローマ
帝国，スペイン，スウェーデン他との間で行われた大同盟戦争乃至プファルツ継承戦争を終結
させた講和条約。

42）  レイスウェイク講和条約第 4条に於てルイ十四世がライン川右岸地方の返還に附した条件。返
還される地方に於てカトリックは講和条約締結時点と同じ状態に維持されるべきことを規定し
ている。Pütter上掲書 302頁以下でこの講和条約が相当に詳しく検討されている。

43）  スペイン王位の継承者を巡ってルイ十四世のフランスやスペイン他と神聖ローマ帝国やイギリ
ス，オランダ他とが，1701年から 1714年にかけて闘ったスペイン継承戦争を終結に齎すため
にフランスと（プロイセンを除く）神聖ローマ帝国とがスイスのバーデンで締結した講和条約。
猶，それに先立ってフランスとハプスブルク君主国との間で締結された講和条約は，ラシュ
タット講和条約と称される。

44）  欄外に以下の書き込み。「注意　次の頁を見よ，ウィーン講和条約」ここでの「次の頁」とは，
ヘーゲル自身の草稿での頁付けを指す。この注意の意味について金子武蔵，前掲書 214頁に
「バーデン和約をもって「最後のもの」とみる考えは訂正せらるべきはずのもの。」とあるが，
必ずしも正しい指摘ではない。ウィーン講和条約（1738年）が終結に導こうとするポーラン
ド継承戦争に神聖ローマ帝国が関与していることは事実であるが，講和条約そのものを，ヘー
ゲル自身も下で確認しているように，神聖ローマ帝国は批准していない。従って，この書き込
みは，「最後の」という規定を否定しようとするものではなく，寧ろ「厳密には（eigen-
tlich）」という限定に関わるものと理解すべきであると考えられる。詰り，ヘーゲルに「訂
正」の意図は無かったと思われる。

45）  バーデン講和条約の締結は 1714年 9月 7日。プロイセン，イギリス他とオーストリア，ロシ
ア，フランス，スペイン他とが闘った七年戦争は，1756年 8月 29日から始まり 1763年のフー
ベルトゥースベルク条約締結を以て終結した。従って，「長い期間」とは 42年間の謂。

46）  主なものだけでも，ポーランド継承戦争，オーストラリアとトルコの戦争，オーストリア継承
戦争（第一次シュレージエン戦争，第二次シュレージエン戦争，第三次シュレージエン戦争そ
の他）。

47）  1700年から 1721年にかけてスウェーデンの覇権を巡って争われた大北方戦争を終結に導いた
二つの講和条約を指す。即ち，1719年から 1720年にかけてスウェーデンとデンマーク，プロ
イセン，ザクセン＝ポーランド，ハノーファーとの間で締結されたストックホルム講和条約，
そして，翌 1721年 8月にスウェーデンとロシアとの間で締結されたニスタット講和条約。

48）  ハノーファーはブレーメンとフェルデンを獲得し，プロイセンは前ポンメルン，シュテッテン，
ウーゼドム島他を獲得した。デンマーク及びザクセン＝ポーランドは領地の獲得が無かった。

49）  金子，上掲書 214頁にも指摘されている如く，ドイツの統一にとって脅威の存在と看做されて
いるのは，専らプロイセンである。即ち，大北方戦争の結果プロイセンはドイツの政治的統一
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にとって脅威の存在となった，或は，その足懸りを掴んだ，とヘーゲルは見ていることにな
る。 因みに，プロイセンに対する斯様な認識は，Pütterの上掲書に認められないヘーゲル独
自のものである。

50）  このアハト刑は，1757年にプロイセンのフリードリッヒ二世（大王）に科すことが試みられ
たもの。然し，itio in partesによって刑の宣告は実現しなかった。この点については，以下を
参照。Hermann Conrad, op. cit., S.48.続く文章の前半部分は，その間の事情を指していると思
われる。猶，当時の帝国の政治的状況については以下に詳しい。Joachim Whaley, Germany 
and the Holy Roman Empire, Vol. 2, Oxford 2012, 379ff., esp.387.

51）  1801年 2月 29日にフランスと神聖ローマ帝国との間で締結された講和条約。第二次対仏大同
盟により神聖ローマ帝国，プロイセン，イギリス，ロシア，スペイン他とフランス他との間で
闘われた第二次対仏同盟戦争を終結に導いた。猶，この言及は，浄書稿の執筆年代を推定する
ひとつの手懸りとされてきた。然し，この日付以後の何時が執筆時期かを推測する手懸りは無
い。
【編集者註】 リュネヴィル講和条約締結への此の言及については，この言及によって，草稿が

それより後に〔書かれた〕期限は確かに明確に規定されている，と指摘すること
ができる。しかし，草稿成立時期を時間的により狭く局限するのに資する他の結
論を，その規定を超えて引き出す事はできない。188頁 5－6行並びに 30頁 3－5
行に対する註をも参照せよ。

52）  Associationと Coalitionが概念として厳密に区別されているか判然としない。ドイツ帝国内部
での Associationとしては，Rheinbund （1658），Laxenburger Allianz （1682），Augusburger 
Allianz （1684），Frankfurter Assoziation （1697），Nördlinger Assoziation （1702），Fürstenbund 
（1785）等が代表的である。これらは，最初のものを除き，1555年の帝国執行令で定められた
帝国クライス制度を基盤とする連合 Kreisassoziationであった。

53）  Coalitionが主として〔主権〕国家乃至その政府間の合目的的結合を意味すると看做し得ると
すれば，意図的にドイツ帝国の政治的現実に対する皮肉の含意を込めた表現ということになる。
然し，より広義に政治的集団を形成する様々な結合（「団結」「連立」etc.）を指示する語彙と
しても機能していたので，確実な事は言えない。

54）  テキストに文法的な不整合が認められる。即ち，so wie 以下 anfängtまでが一つの副文を構成
すると考えられるが，続く auseinanderrollt並びに kannの主語が問題。動詞を支配する主語
の数からすれば，これ等の動詞の主語は die Pyramideでなければならないが，そうなると，
so wieで始まる副文は kannまでとならざるを得ない。然し，その場合は，整合的な意味の文
脈を構成することができない。そこで，我々としては，前述の二つの動詞を複数形に修正し，
Steineを先行詞とする関係代名詞 dieを主語とするものと解釈することで，意味と文法の調和
を図ることにする。

55）  次の註に示す如く，ヴェストファーレン講和条約に即して理解することが可能であると看做し
得る限り，ここでの「国家」は他の帝国等族と外国との両方を指すものと推測される。

56）  オスナブリュック講和条約第 8条第 2項（ミュンスター講和条約第 65条）には，帝国等族の，
自衛を目的として他の帝国等族又は外国との間で同盟を締結する権利が規定されているが，そ
れには，次に示す如く，皇帝並びに帝国の利害に反するものであってはならず，皇帝や帝国に
対して為された宣誓に反するものであってはならない，等の条件が附されていた。
“Cumprimis vero ius faciendi inter se et cum exteris foedera pro sua cuiusque conservatione ac 
securitate singulis Statibus perpetuo liberum esto; ita tamen, ne eiusmodi foedera sint contra 
Imperatorem et Imperium pacemque eius publicam vel hanc imprimis Transactionem fiantque 
salvo per omnia iuramento, quo quisque Imperatori et Imperio obstrictus est.” H.H.Hofmann 
（hrsg.） Quellen zum Verfassungsorganismus des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation 
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1495-1815, 1976, S.188.
但し，これらの条件乃至足枷が同盟を機能不全に陥られる程のものであったとするヘーゲルの
評価の妥当性には議論の余地がある。

57）  文脈的に，直接的には「ヴェストファーレン講和条約（1648年）以来」の歴史が想定されて
いると考えられるから，浄書稿執筆時点でも精々で一世紀半余りに過ぎず，厳密には不整合が
認められる。然し。「精神」の歴史という意味でもう少し遡ってより長い期間の歴史が想定さ
れている可能性は排除できない。

58）  金子武蔵は「観念国家」と訳している。この訳は，「単に主観的なもの」という観念の消極的
含意乃至印象を前提する。然し，その前提が今日なお成り立つかは疑わしい。その意味では，
原語の趣旨を強調して「幻想国家」「空想国家」と訳すことも可能である。ここでは，消極的
含意の理解を文脈の理解に委ね，一般的な訳語をそのまま用いる。

59）  sein（e）が指示するものを，先行の文章との関連を根拠として ein jeder Standと解釈すること
も，十分に可能であろう。

60）  ausfließen.同時代のシェリングが比較的多用した用語である点は，留意すべき点であろう。続
く文章に示された，法の適用という事態の論理構造の分析は，新プラトン主義的な形而上学を
前提にしていると理解できる。その点にシェリングの哲学の影響を認めることは可能であろう。
また，この点に，同時期の『自然法論文』との連続性を見ることも可能であろう。

61）  土地の面積を示すための中世以来の単位。元来は，農耕地・水・放牧地・森林の用益権を指す
言葉であったが，8世紀末頃以来，主として荘園内の土地の面積を測定するための単位となっ
たと言われる。然し，その広さには地域差が大きく，今日の単位に換算することは困難である
と言われる。シュルツェに拠れば，「いずれにせよ，一フーフェで農民一家族を養うのに十分
であった考えられる」という。ハンス・K・シュルツェ『西欧中世史事典 ― 国制と社会組
織 ―』1997年，172頁以下。

62）  ドイツ帝国に於て司法権力に課せられる特殊的な課題が，恐らくはシェリング的な概念的枠組
を援用して闡明されている。その趣旨は，以下の行論から明白な如く，ドイツ帝国の司法権力
がその課題を解決することの本質的不可能性を示す所に在る。そして，その根拠は，帝国の法
律（形式）と法律が適用される素材乃至質料との間の通約不可能性に在る，とされる。即ち，
ヘーゲルの趣旨を理解する上でポイントとなるのは，「帝国の法律には，法律がそれに向けて
作られる質料が，質料に固有で前以て既に与えられている規定性を具備して（in），対立して
いる」と言われる時に想定されている具体的内容の如何である。註 65参照。

63）  直線と円弧とについて，通約不可能性を根拠として統合不可能性が主張され，それとの類比で，
法律と法律が適用される素材＝質料との統合不可能性が主張されている。然し，直線と円弧と
の統合可能性が何を意味するかは自明でない。只，いずれについても，矛盾の成立が想定され
ている。特に直線と円弧との間の矛盾とは何かが問題的である。

64）  「第二に」以下は，従来，構造的に「司法権力が〔折角〕理論上で発見したものも，実現され
ることはなく，発見は思想の中に留まるという事であり，最後に〔第三に〕，質料のもつ特殊
的規定性が普遍的法律に対して，直線が円弧に対してもつのと同じ関係に在るが故に，従って，
国家権力〔にとって〕普遍的な素材の〔もつ〕こうした〔特殊的な〕規定性と国家権力の〔適
用する〕法律との統合不可能性が前以て既に成り立っているが故に，発見の仕事全体が殆ど不
可能に等しいものとなっているという事である。」と訳されてきたが，「第二に」以下の部分の
内容と「最後に」以下の部分の内容との区別が不明瞭乃至不可解となる故に，上の様に訳す。
分岐点は，dadurch, daßの理由文の作用範囲を如何に理解するかに在る。

65）  「制定法」という訳は暫定的なものである。「制定法」は，制定の主体が国家に限定されるもの
ではなく厳密には「国家制定法」と訳すべきものであるが，一般的に通用している訳語ではな
い。それに対して，Staatsrechtの訳語として「国法」は定着していると看做し得るであろう。
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66）  上述の通約不可能性それ自体が法の形式をとっているという言明。即ち，ドイツ帝国で妥当し
ている法の中に，普遍的国家権力に由来する法と素材の特殊的規定性に由来する法という，起
源を異にする二種類の法の存在することが指摘されている。その際に素材が具体的に何を指示
するかは明瞭でない。帝国議会で成立する法が想定されているとすれば，素材としては主とし
て帝国等族が想定されているであろう。その場合の法とは，法的効力を獲得した帝国議会最終
議決 Reichsabschiedであることになろう。

67）  茲で国土と普遍的秩序が国家の構成要素であると言われている。これを伝統的な国家規定を構
成する三要素と比較するならば，秩序は，それを可能ならしめる権力即ち主権と主権により秩
序付けられる国民を共に指示するとも考えられる。然し，Landが国土と国民を共に指示し，
Ordnungが主権＝最高権力を指示している可能性もある。『ドイツ国制論』のテキストに即し
て見る限り，Landには，住民を捨象した純然たる土地乃至領土を指示する用法は認められな
いように思われる。然し，そうした含意に対応する訳語は見出すのが困難である。「国土」は，
飽く迄も暫定的なものに過ぎない。

68）  内的必然性を意味する。von selbstと同義。続く文章は，内的必然性の根拠を提示している。
69）  カントが比較的多く用いた語彙。ヘーゲルの用法もカント由来と推測される。既に 1807年刊
行の J.H.Campeのドイツ語辞書には採録されている。„ein Ding, welches bloß in Gedanken da 
ist, welches bloß gedacht wird.“ Joachim Heinrich Campe, Wörterbuch der deutschen Sprache, 2. 
Theil, 1808, S.248. Deutsches Textarchivのデータベースでも，カントの『純粋理性批判』
（1871）での用例を最古のものとしている。猶，Gedankenstaat という用語は，この
Gedankendingという語彙を基にしてヘーゲルが創り出したものと推測される。現時点では，
ヘーゲルの『ドイツ国制論』以外の文献では見出されていない。

70）  これは，判決が単なる思想となることを赦さない裁判所制度乃至組織が重要であることを指摘
した文章，換言すれば，単なる思想に留まる判決を下すことを許容している裁判所制度を批判
する意図を秘めた文章である。

71） 此処での「市民」は，狭義の所謂都市住民ではなく，国民（Staatsbürger）を指す。
72）  曖昧な概念。staatliche Rechtspflegeの謂なのか，Pflege des Staatsrechtsの謂なのか，判然と
しない。茲では，「市民に関わる司法」との対比という視点から主に前者と解する。但し，両
者の含意は重なり合っている。

73） 勿論，帝国最高法院（Reichskammergericht）と帝国宮内法院（Reichshofrat）とを指す。
74） 主として領邦間，更には領邦君主と領邦等族との間の抗争が想定されている。
75）  1495年の帝国最高法院規則（Reichskammergerichtsordnung）の第 30条に即して説明すれば，

帝国最高法院への提訴に先立って，係争当事者同士で「貴族（Adel）」や「法学者
（Gelehrte）」の中から選んだ適切な「顧問（Räte）」9名に判決を仰ぐべきことが記されている。
Vgl. Kaiser und Reich, S.185.斯様な仲裁裁判の発達の背景に帝国の司法権力の弱体化と領邦高
権の成立とがある点，更には，仲裁裁判が帝国直属身分の特権となっていった点については，
例えば，以下の記載を参照のこと。A. Erler et. al. （Hrsg.） Handwörterbuch zur Deutschen 
Rechtsgeschichte, 4. Bd., 1990, S.1386ff.

76）  例えば上掲の帝国最高法院規則の第 28条以下第 31条迄，特に第 28条と第 30条には，原則と
して帝国直属身分（帝国高位聖職者，帝国等族貴族，帝国騎士身分，帝国都市）自らが先ず仲
裁裁判を行なうべきこと，それが行なわれない場合には帝国最高法院が第一審となり，また，
その仲裁裁判の判決に対して上訴が為された場合には帝国最高法院が第二審となることが規定
されている。Vgl. Kaiser und Reich, S. 183ff.

77）  金子武蔵訳『ヘーゲル政治論文集　上』1967年，216頁以下に，Pütterの上掲書に基づく詳し
い経緯の説明が与えられている。帝国最高法院の陪席裁判官の数を 50名と定めたのは，オス
ナブリュック講和条約第 5条第 53項である。Vgl. Hanns Hubert Hofmann, Quellen zum 
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Verfassungsorganismus des Heiligen Römischen Reiches Deutscher Nation 1495-1815, 1976, 
S.184f.陪席裁判官のラテン語原語は，assessores camerales或は単に assessoresである。

78）  Pütter, op. cit., Bd.2, S.410: „Der Abgang an Cammerzielern war Ursache, daß an statt 50. kaum 
19. Beysitzer am Cammergerichte unterhalten werden konnten.“

79）  Pütter, ibid., S.412ff.同所には，1720年に皇帝の裁可を得て 25名と定められた経緯，然し，そ
の実態は 17名に過ぎなかった事実とその背景が詳細に記されている。猶，Hermann Conrad, 
Deutsche Rechtsgeschichte, Bd. 2, 1966, S.162には，陪席裁判官の数を巡る変遷の詳細が記さ
れている。

80）  その実情については，若い時代を帝国最高法院の司法修習生として過ごしたゲーテが，その
『詩と真実』の中で描写している。山崎章甫訳『詩と真実』第三部，岩波書店，1997年，131
頁以下。然し，最近の実証的研究に拠れば，必ずしも未決のままに放置された訳ではなく，多
くの場合に和解勧告に基づく解決が図られたのであるという。この点に関しては，Bernd 
Diestelkamp等の最近の諸研究が参照されるべきである。

81）  ユダヤ人による請願条項の濫用については，例えば下記に詳細な記載がある。Kaiserlich-
allergnädigstes Komissions-Dekret an die Hochlöbliche allgemeine Reichsversammlung zu 
Regenburg, 1791, S.122f.猶，ヘーゲルが実際に読んだ可能性のある文献としては，以下のもの
がある。Berlinische Monatsschrift, Bd.25, 1795, S.430.但し，実際に同誌の抜粋が残されている
のは 1787年のもの。それ以後に上掲箇所を読んだ直接的な証拠は無い。

82）  Pütter, op. cit., Bd.1, S.311f., Bd.2, S.417f.猶，陪席裁判官の推薦の詳しい仕組みについては，H. 
Conrad, op.cit., S.163を参照。

83）  ミッタイス＝リーベリッヒ著・世良晃志郎訳『ドイツ法制史概説　改訂版』1971年，462頁以
下に簡潔な説明がある。より詳しくは，Handwörterbuch zur Deutschen Rechtsgeschichte, 
Bd.2, 1978, S.451f.を参照。帝国議会の斯様な議決方式は帝国最高法院の審理の在り方に直接
的に影響を及ぼすことになった。猶，この問題については，Pütter, op.cit., Bd.2, S.77ff.で詳し
く論じられている。当然ヘーゲルは当該箇所を読んでいた。

84）  正式の査察は，1588年に中止されて以来実施されていなかった。詳細は，Handwörterbuch 
zur Deutschen Rechtsgeschichte, Bd.5, 1998, S.927を参照。猶，帝国最高法院は当時，帝国自
由都市Wetzlarに置かれていた。

85）  この査察の経緯については，上掲の金子訳 217頁でも簡潔に紹介されているが，Pütter, op.cit., 
Bd 3, S.121ff. に 31 頁に亙る詳細な記述がある。特に S.146f. で，1775 年に Corpus 
Evangelicorumと Corpus Catholicorumとで正反対の結論に到達した経緯が詳述されている。

86）  原語は die oberste Staatsgewaltである。その担い手が皇帝と帝国等族である。彼等が帝国議会
の構成メンバーである。

87） 原語は sie gibt ein Gesetz.であり，立法 Gesetzgebungを指示する。
88）  原語は die oberstrichterliche Gewaltである。このままであれば，直前の「帝国裁判所」（die 

Reichsgerichte）の換称と看做し得る。然し，文脈的には，帝国裁判所による解決，帝国議会
による解決，帝国等族同士の示談による解決が，解決されるべき問題の重要性に対応している，
という議論構造が認められるから，当該箇所は寧ろ「最高国家権力」（die oberste 
Staatsgewalt）と修正することも不可能ではないと思われる。

89）  完全に対応する選挙協約乃至基本法は，見出し得ていない。ヴェストファーレン講和条約には，
裁判や示談でも解決できない場合に武力に訴えることを許容すると解釈し得る条文が存在する。
即ち，オスナブリュック講和条約第 17条第 6項，ミュンスター講和条約第 124条。

90）  上掲金子訳 217頁以下でも指摘されている通り，ユーリッヒ＝クレーウェ（Kleve）継承問題
（戦争）（1609－1614）の間違い。ユーリッヒ＝クレーウェ＝ベルクの Johann Wilhelmが 1609
年に死去した後に，その領地の継承権を巡って，ブランデンブルク家の Johann Sigismund公

181ヘーゲル著『ドイツ国制論』草稿断片



とプファルツ＝ノイブルクのWolfgang Wilhelm公の間で勃発した継承戦争。両者を支持する，
当時組織されたばかりのプロテスタント同盟とカトリック連盟との対立へ発展していった。そ
して，クサンテン（Xanten）の講和条約（1614）での領地分割を以て暫定的な解決に到達す
るも，同問題の最終的な解決は三十年戦争後に持ち越されることになった。

91）  バイエルン選帝侯Maximillian III. Josephが 1777年に死去した後に，その領地を継承したプ
ファルツ選定侯 Karl IV. Philipp Theodorのバイエルンへの無関心に乗じてバイエルンに侵入
した神聖ローマ帝国皇帝 Joseph II. と，それに反対するプロイセン王 Friedrich II.との間の戦
争（1778－1779）。この戦争では，実戦の行なわれた期間は短く，10カ月にも亙って Friedrich 
II.と皇帝の母Maria Theresiaとの間で外交交渉が行なわれた。その間，兵士が戦争をするの
ではなくジャガイモを掘っていただけ，と云う意味で，「じゃがいも戦争」と揶揄された。

92）  Pütter, op.cit., Bd 2, S.327の以下の記述を殆どそのまま援用している。„In den Jahren 1699. 
1707. und 1710. giengen auch schon drey von des Herzog Ernsts Söhnen ohne Nachkommen  
ab, wodurch deren Antheile Coburg, Eisenberg und Römhild erlediget wurden. （Erst nach 
diesen Streitigkeiten sind hernach durch neue Verträge insonderheit im Jahr 1735., nachdem 
nicht weniger als 206. Reichshofrathsconclusa in diesen Sachen ergangen waren, endlich ander-
weite Vertheilungen geschehen, ...）

93）  北ドイツの或る領地を巡る二人の貴族間の紛争が惹起した，二種類の帝国裁判所の権限，従っ
て皇帝の留保権（Reservatrecht）を巡る衝突を背景にもつ問題。Lüttichの司教が一方の貴族
の依頼に基づいて帝国最高法院に問題を持ち込んだことが事の直接的な発端。プロイセンは帝
国最高法院の判決を執行する役割を与えられた。然し，事態は複雑で，プロイセンは，判決を
逸脱して対立を独自に武力で調停しようとして失敗，結局，判決に従った決着を付けない儘に
手を引いてしまった。事件の直接的経過については，Hegelʼs political writings, Oxford 1964, 
p. 186に附された T.M. Knoxの註に詳しいが，背景に在る歴史的文脈については，Pütter, 
op.cit., Bd 3, S.166ff.に詳しい説明が見出される。

94） プロイセン王国を指す。
95）  判決が有力な帝国等族（例えばプロイセン）に関わるものである場合には，その判決は執行さ
れない，換言すれば，有力な帝国等族の前では判決が無力なものであるに過ぎない，と云う事
実が指摘されている。

96）  判決が有力な帝国等族に関わる場合には，法乃至正義 Rechtではなく，権力Macht乃至政治
Politikが判決の執行を左右する，と言われている。

97）  現存する清書稿には，前章の表題が含まれていない。此処での表題から推測する限りでは，例
えば G. Lassonが内容に即して再構成したものとは大きく異なる仕方で清書稿全体が章区分さ
れていた可能性がある。

98）  原文は，Verbrechen der verletzten Majestätである。強いて直訳すれば，「主権が棄損される犯
罪」。

99）  原文は，„; in dem die Macht rechtmässig ist, welche sich ihm widersetzen kann.“である。
Lasson版では，in demを indemと読む。Schriften zur Politik und Rechtsphilosophie, hrsg. von 
Georg Lasson, 19232, S.70.茲でも，それに従う。然し，demを der Staatを先行詞とする関係
代名詞と解釈して，「そのことは法的に行なわれており，国家に反抗し得るような権力は国家
の中で法に則っているのである。」と読むことも可能であろう。

100）  1801年の夏頃に成立したと推測されている草稿には，古いドイツ的自由の支配した時代につ
いて記述した以下の様な文章があり，そこには Nationの概念も登場している。„Der spätere 
Zustand geht unmittelbar von jenem Zustand aus, worin die Nation, ohne ein Staat zu seyn, ein 
Volk ausmachte;“ GW. Bd 5, S.59.

101）  当該文脈では，野蛮と教養形成の対立を原理として国家の在り方を二種類に分けているが，直
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前の規定に従う限り，野蛮と国家は厳密には対立する概念である。然し，茲では国家に於ける
統治者と被統治者との関係の在り方の区別に従って国家が野蛮状態と教養形成状態の二種類に
分類されている，と解釈して，斯様な補足を施す。
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〈Sommario〉
  Il motivo principale per cui l’autrice ha dato al suo romanzo un sottotitolo “con Filippo 

Tommaso Marinetti”, risulta chiaro nella parte conclusiva. Perchè la storia autobiografica della 

protagonista prosegue quasi parallela con le corrispondenze scambiate con il suo maestro 

futurista. Marinetti vuole consigliarle di rafforzare il potere della sua immaginazione, per farla 

uscire dalla sua crisi fisico-psichica fino a raggiungere al nuovo stato d’animo in cui lui stesso 

ormai si trova.

  Nei tempi di Enif Robert e di Marinetti, S. Freud （1856-1939） ha inventato una nuova 

teoria della psicoanalisi nella medicina mentale, mentre A. Einstein （1879-1955） ha dato una 

nuova visione al megacosmo con la sua teoria della relatività. La vecchia chirurgia tradizionale, 

quindi, è stata presa in giro dalla nostra scrittrice nell’ultimo episodio apparentemente 

allegorico.

11．慾望・想像力療法の手
マニュアル

引き 

（ MANUALE TERAPEUTICO DEL DESIDERIO-IMMAGINAZIONE ）

　 1）動ける人々には，〈速度〉という極めて有効な治療法が思いのままになる。

　病床で身動きがままならない患者は，想像力の力を借りて，自分の身の回りにある物
アイテム

品や家具

をことごとく変容させなければならない。彼らは，それらを賞讃し，上品なものにして，組み合

わせを作り，典型的に個
プライヴェイト

人的な一種の楽
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園を築き上げることになる。
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品は，想像力の徹底した

改
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変 に敏感だ。それは，想像力の強度の問題なのだ。想像力は，あらゆる筋肉のように，

鍛
きた

えられるものだ。

　白い掛
ベッド カ バ ー

け布団は，高山の風景を無数に演出できる。それは，貴
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女の脚
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が愉快な地震の動きを伝

えることができる氷
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で，これから窓の下に見え

る苦悩の黒い海に進水しようとしているところだ。病
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床上で身動きできない患者の貴
あなた

女は，その

小さな靴で濃
のうこん

紺の苦悩の優しい海へと船出するのだ。
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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
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　貴
あなた

女の美しい洋
ブラウス

袷の刺
レ ー ス

繍織によって，その心に中世の 細
ミニアチュール

密 画家の抒
じょ

情
じょう

が吹き込まれる。彼

と共に大
カシードラル

聖堂の七色の玻
ステンド・グラス

璃 窓によじ登って，悪魔と叡
えい

智
ち

ある処女がつるむ猥
みだ

らな姿を描くのだ。

こうして，色香の失せた不感症の聖母と干
ひ

乾
から

びた聖者を消し去るのだ。

　やがて日曜日がやって来ると，大
カシードラル

聖堂内で起こる事件を眺
なが

めやりながら，中世の 細
ミニアチュール

密 画家

と二人して愉
たの

しむのだ。その時，助祭や司祭やベギン会修道士たちは見上げながら，莨
タバコ

臭い鼻

と痩
や

せこけた頬
ほ

っぺたを，空恐ろしいまでに背徳的な貴
あなた

女の玻
ステンド・グラス

璃 窓の火災に向けるであろう。

亞
ア

佛
フ

利
リ

加
カ

の風と太陽は，光が失
う

せた小さな中世の街
まち

の上に集中し，その風と太陽によって

玻
ステンド・グラス

璃 窓は爆撃されて炎上する。

　嫌われた薬
くすり

壜
びん

は，貴
あな た

女の病床に近付いてくる屈強な美男の背中の形をしている。ところが，

それは硝
ガラス

子製品だ。そして，想像力は頓
とん

挫
ざ

する…

　薬
くすり

壜
びん

を手にとって，壁に投げつけて割ってしまいなさい。貴
あなた

女の活
エネルギー

力を貪
どんよく

欲に吸い取ってし

まうから，常に危険な絶対的静寂を，暴力的な喧
けんそう

騒で，ぶち破る必要がある。

　掛
ベッド・カヴァー

け蒲団の雪の阿
ア

爾
ル

卑
プ

斯
ス

を造形する貴
あなた

女の脚
あし

の動きと，今や貴
あなた

女の小さな靴を沖
おき

合
あい

へと運んで

ゆく風と相
あい

俟
ま

って，砕け散った硝
ガラス

子がたてる轟
ごう

音
おん

を聞けば，ちょっぴり火
ほ

照
て

った貴
あなた

女の顔とすで

に優しく結びついている満々と水をたたえた洗面器の静かな湖の静
せい

寂
じゃく

を，きっと貴
あな た

女はあらた

めて欲しいと思うようになることだろう。

　 2）病床に釘
くぎ

付
づ

けになっている貴
あなた

女が，必要な運動をすべて嫌
きら

って過小評価しようとする身体

的悲
ペシムズム

観論に陥
おちい

らないように細心の注意を払いなさい。貴
あな た

女は，あらゆる運動に先立って瞑
めい

想
そう

す

るようにしなさい。一杯の水を飲む前に，喉
のど

から胃袋の中へ飲み込もうとする口
こう

蓋
がい

の動きに逆

らって，少なくとも半時間は 唇
くちびる

や舌で水の存在を考えるのです。

　水が飲みたいという欲求を苦しくなるまで強めなさい。そして，水の冷たさという愉快な考え

が貴
あなた

女から溢
あふ

れ出ようとする刹
せつ

那
な

に，洋
コップ

杯の水をゆっくりと飲み干しなさい。

　一杯の牛
ミルク

乳にも，同じだけの瞑
めい

想
そう

を要求するのです。鶏
チキン

肉の手
て

羽
ば

先
さき

のことを少なくとも 1時間

は考えなさい。単なる栄養価だけでなく，例外的な強
きょう

靭
じん

さを貴
あなた

女に授
さず

けてくれる磁
じ

気
き

的な力
パワー

を，

肉を賞
しょう

味
み

する上で首尾よく賦
ふ

与
よ

するようにしなさい。

　同じ手順で，毎日のお化粧もやってもらいたい。顔を洗う前に，その行為について考えてみる

のです。毎日の爪の手入れは，芸術作品にならなければなりません。思
し

索
さく

と行為を交互に調和さ

せながら，すべてを組織立てて予
よ

行
こう

演
えん

習
しゅう

するのです。

　病気のことで愚
ぐ

痴
ち

をこぼしたりメソメソしたりして貴
あなた

女の一日を無
む

駄
だ

にせず，むしろ思
し

索
さく

に専

念し注意と好感を集中させることで，ささやかな肉体の要求と快感の最大限の見返りが得れるよ

うにしなさい。

　 3）未来派の本を数冊読んで下さい。

　 4）幾つかの個人的な話
トピック

題を見つけ，弁論術の訓
トレーニング

練を課して，未来派療法の効果と恢
かい

復
ふく

力の

素晴らしさを，きっと保守主義者に違いない貴
あなた

女の主治医と一緒に讃
たた

えていただきたい。

　 5）毎日，「わたくしは完
かん

治
ち

した」と何度も唱えなさい。こうして 11日目が終れば，きっと
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貴
あなた

女の病気は治っていることでしょう。

　盟
めい

友
ゆう

よ，未来派療法の効果について書いて下さい。ご健勝をお祈り致します。

　F. T. マリネッティ拝

12．腹部から最前線へ

（ DAL VENTRE AL FRONTE ）

　エニフ・ロバートからマリネッティ様へ

　《マリネッティ様，わたくしは，御高著『慾望・想像力療法の手引き』を熟読致しました。素

晴らしい著作だと信じています。

　わたくしは，貴
き

殿
でん

の療法を開始しました。櫛
くし

のことを，一心不乱に考えました。わたくしの思
し

索
さく

は，川の流れのような頭
ヘアー

髪の中に，鉄
てっ

柵
さく

のようにスッと入り込みました。踊
おど

って，屍
し

体
たい

をひっ

くり返しながら，鉄格子にぶつかったりしました。嬉
うれ

しいことに，その中に墺
オー

太
スト

利
リア

兵の制服を認

めました。伊
イ タ リ ア

太利軍の勝利の晩，イゾンツォに居合わせた感じがしました。

　酷暑の夏の晩，わたくしは服を脱ぐと，全裸で頭
ヘアー

髪の川に入ってゆきました。愉
たの

しい水浴び。

わたくしは，屍
し

骸
がい

を一体一体と調べました…。おお，南
な

無
む

阿
あ

弥
み

陀
だ

仏
ぶつ

！ 無残に去勢された紅
こう

顔
がん

の

美
イ ケ メ ン

男子山
アルプス

岳兵。わたくしは，維
ウィ

納
ーン

女性がエチオピア女性と張り合い，伊
イ タ リ ア

太利人捕
ほ

虜
りょ

の精
セックス

気を吸い

取ってしまうなどと考えました…

　翌日の夜，わたくしの想像力は墺
オー

太
スト

利
リア

皇太子の食卓に連
つら

なっていました。巴
パ リ

里の化
トワレット

粧室で妊
にん

娠
しん

させられた公爵夫人のとても優美な二つのお腹
なか

に挟
はさ

まれていましたが，それらのお腹
なか

は，突然に

破裂したのです。

　爆
ダイナマイト

薬のような伊
イ タ リ ア

太利男の精力！

　想像力は，実に偉大な治療の効力を持っています。わたくしは恢
かい

復
ふく

し始めています。熱は 39

度です。40度の熱がぶり返すのではと，わたくしは戦
せん

々
せん

兢
きょう きょう

々 としています。

　お手紙を下さいませ。お便りが，わたくしには何よりの治療です。

　エニフ・ロバート拝》

　マリネッティからエニフ・ロバート様へ

　《拝啓　40度の高熱がぶり返すのではないかと心配されているようですが，それは間違って

います。危険に慣れる必要があります。

　詰まるところ，小生も貴
あなた

女と同じ状況に立たされています。貴
あなた

女は病床に，小生は泥
ぬか

濘
るみ

の塹
ざん

壕
ごう

に釘
くぎ

付
づ

けにされています。機
き

銃
じゅう

掃
そうしゃ

射かサン・マルコ手
しゅ

榴
りゅう

弾
だん

に曝
さら

される危険覚悟の上です。

　でも，小生は塹
ざん

壕
ごう

の中を肩で風を切って見廻っています。それは，死
しに

神
がみ

が予期せぬ時に取り付

くような状況下で，自分の神経を制
コントロール

御 しているからです。その死
しに

神
がみ

は，絹
シルク

の長い裳
も

裾
すそ

を木々

に引っ掛けてズタズタにし，無名の人々の頭の上では火炎の扇
せん

子
す

を，また往々に讃美者の顔の上
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で爆発性の宝
ジュエリー

石が入った宝石箱をぶち壊しながら上の階で踊
おど

っています。

　我々の優雅そのものの女
おんな

主
ある じ

人の蛮
ばん

行
こう

に小生が慣れっこになっているように，貴
あなた

女は 40度の発

熱の脅
きょう

威
い

に慣れなければなりません。

　月が出ると，多産な飛行機が我々に炸
さく

裂
れつ

する卵を括
かつ

約
やく

筋
きん

のように支払ってくれます。

　要するに，我
が

慢
まん

するのです。危険愛に誇りを持って，40度の発熱を直視するのです。

　ご健闘を祈っています。F. T. マリネッティ拝》

　マリネッティからエニフ・ロバート様へ

　《拝啓　昨日，塹
ざん

壕
ごう

の交代任務を済ませ，身
からだ

体をきれいにするために，サンタンドレーア村に

帰
き

還
かん

しました。

　我々第 73砲兵中隊の将校は，村に残る一軒家の小部屋ひとつだけが自由にできるのです。そ

れは，にわか作りの寝
ベッド

台が犇
ひし

めく小部屋がひとつだけ残っている傾きかけた陋
ろう

屋
おく

です。

　寝
ベッド

台と寝
ベッド

台の間に一脚の椅
い

子
す

を置く空
スペース

間すらもありません。眠ることが叶
かな

うとは思えません。

　サンタンドレーア村は，まるで砲撃の坩
る

堝
つぼ

のようです。墺
オー

太
スト

利
リア

軍の攻撃が予告されていました。

かかる状況下，我々は出来る限り身
から だ

体をきれいにした後で，11時に腑
わた

抜
ぬ

きされた村落の廃
はい

墟
きょ

の

中を，軽業師のように高い壁と体
ア ス リ ー ト

操選手のようなもの影に沿
そ

って行軍体勢を取りました。

　その棲
すみ

家
か

に 75ミリクルップ砲 55） が，一斉に覚
かく

醒
せい

します。怒り狂って，立て続けに不穏で 凶
きょう

暴
ぼう

な砲火を吐きます。

　ドカン，ズシン，ドカン，ズシンと，家屋の残
ざん

骸
がい

に命中して炸
さく

裂
れつ

します。

　生後 2ヶ月の雌
めす

の野犬牧
シェパード

羊犬〈ギャビー〉が，小生について来ます。そのうち紹介します。こ

んもりと生い繁った黒い森の中からニュッとたち現れるような大きな頭をして，強い顎
あご

にとても

鋭い牙
きば

とひ弱な体
からだ

つきの犬ですが，日ましに逞
たくま

しくなって，毛並みは獅
し

子
し

狼
おおかみ

のようなのです

…首周
まわ

りに青
トルコ

緑
・ブルー

色に見える美しい色輪があります。

　ひもじいので，何でも食べます。腐
くさ

っているものを好むので，排
はい

泄
せつ

物
ぶつ

と腐
ふ

敗
はい

した鼠
ネズミ

の臭
にお

いを

放っています。でも，とても賢
かしこ

くて，塹
ざん

壕
ごう

の中で吠
ほ

えたためしがありません。

　先の見えない腸のような塹
ざん

壕
ごう

通路を我々は辿
たど

って行くのです。過酷な迷
めい

路
ろ

です。小生は，

鉄
ヘルメット

兜と小
しょうじゅう

銃の間にある手
て

鍋
なべ

から逃げ出す野兎
ウサギ

を足
あし

蹴
げ

にします。

　ピューン，ピューンと銃弾が頭をかすめます。

　墺
オー

太
スト

利
リア

軍の前線に悠
ゆう

長
ちょう

に落下してゆくおっとりとして麗
うるわ

しくも実に女
め

々
め

しくケバい照明弾。

投光器の素早い幾
き

何
か

学
がく

的動き。とても不
ふ

穏
おん

な一夜。

　真夜中に，我々はヴェルトイバに辿
たど

り着きます。薄
うす

汚
よご

れた黄色い月が，出来ることなら，破壊

し尽された泥
どろ

まみれのあばら家を汚
よご

してやろうとします。あちらこちらの壊
こわ

れた窓硝
ガラ ス

子に，ピ

カッと白い閃
せん

光
こう

が閃
ひらめ

きます。

　カンブロンネの魂が，廃
はい

墟
きょ

の図
ず

太
ぶと

い綱渡り芸の上に，反
へ

吐
ど

が出るようにぼんやりと現れます。

　我々は，焼けどして黒ずんだ瓦
がれき

礫の間に展開します。すると，ヴェルトイビッツァ川の泥の岸
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辺が脚
きゃっか

下に見えます。そこはとても深い泥
ぬか

濘
るみ

だらけの胆
たん

汁
じゅう

質
しつ

水路で，味方の兵士をたくさん呑
の

み込んだ汚
お

泥
でい

と腐
ふ

敗
はい

物の沼地です。杭
こう

上
じょう

家屋上に造られた塹
ざん

壕
ごう

と小さな架
か

橋
きょう

があります。これ

からソベルの丘
きゅう

陵
りょう

地
ち

を登ってゆきます。そこは穴だらけで，切り刻
きざ

まれ，疲
ひ

弊
へい

して蜂
ハチ

の巣状で，

電話線網
もう

が絡
から

まっています。滑
すべ

りやすい鉄
てつ

条
じょう

網
もう

。

　小生の鉄
てつ

兜
かぶと

が，そこを通過しようとする者に自分の高さを絶えず調整するように強いる電話

線網
もう

にぶち当たります。

　我々は，砲兵中隊の逓
てい

信
しん

観測所に辿
たど

り着きました。墺
オー

太
スト

利
リア

軍から 50メートル地点です。

　味方の大砲は，押し黙
だま

ったままです。小生は，最前線の手
て

応
ごた

えを実感しました。小生は正確な

体温計なのです。戦闘の予感をヒシと感じています。小生が指令を与えます。

　「零時 30分，我が軍は突
とつ

撃
げき

を敢
かん

行
こう

する。電話の調子はどうか？ 」

　「まったく問題ありません。」― マッラが応えた。

　突如，パーン，パーンと右翼からも左翼からも発砲してきます。正面に火の粉があがります。

ダダダダダダダダと機
き

銃
じゅう

の音。味方の背後で，鼾
いびき

をかいて，ゴロゴロと小太りな男が転
ころ

がって

ゆきます。

　ピューン，ガラガラ（38度の発熱）

　幸いにも，味方の第 58A砲兵部隊が砲火で応戦してくれます。

　ズドーン，ズドーン，ガラガラ

　フィアット社製重機関銃 56） が，小生の眼と鼻の先で覚
かく

醒
せい

します。怒り狂った交
オー ケ ス ト ラ

響楽団の反復

全
トゥッティ

奏です。我々は轟
ごう

音
おん

の渦
か

中
ちゅう

にいます。頭上を，弾丸が絹
きぬ

を裂くような音を立てて翳
かす

めます。

やがて，臼
きゅう

砲
ほう

が火を吹き始めます。

　ズドーン，ズドーン，ズドーン，ズドーン，ズドーン

　アナスタージ連隊長の声がします。

　「畜
ちくしょう

生！ …右翼が突破されたぞ。第 75部隊に電話しろ。ロンキ隊長は何をやっているの

だ？ 静かにしろ，ろくでなしめ…撃
う

て！ 何て機関銃だ！ …ガラクタじゃないか！ これはフィ

アット社製じゃない！ …で，貴
き

殿
でん

は砲兵部隊を率
ひき

いて何をしているのだ？ …」

　「電話が不通であります。でも，砲兵中隊は発砲しております。連隊長殿！ 」

　ズドーン，ダダダダダダ

　バキューン，それっ，パーン

　ズドーン，メリッ

　バキューン，パーン，ダダダ

　バキューン，ガラッ

　ズドーン，ズドーン，バキューン，ダダダダ（39度の熱）

　名状しがたい混乱。命令と命令却
きゃ

下
っか

の混
こん

沌
とん

。暗闇で，飯
はん

盒
ごう

や小
しょうじゅう

銃 や鉄
てつ

兜
かぶと

が転
ころ

がります。踏

んづけたり，ぶつかったり，両手を引き裂
さ

いたり…転落して，顔を汚
お

物
ぶつ

中に突っ込む有様です。

　でも，連隊長は罵
ば

声
せい

を張り上げて，すべてを仕切っています。救
きゅう

援
えん

部隊が詰めかけてきます。
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指揮官が，小生を砲兵中隊に派
は

遣
けん

します。小生は道に迷い，交通壕
ごう

から出ます。平地を抜けて，

砲兵中隊を目指して勘
かん

を頼りに進んでゆきます。大きな赤い火炎があがり，小生はマッラの両腕

の中に転
ころ

がり込みます。彼は，一人の砲兵に向かって，この馬
バ

鹿
カ

野
ヤ

郎
ロウ

，顔半分を火
やけど

傷したじゃな

いかと，毒づいている最中です。（熱は 36度 6分あります。）

　「この薄
うす

馬
バ

鹿
カ

。退
たい

避
ひ

しろと云っただろうが！ …」

　右翼では，地獄の一斉射撃。それがますます猛烈になり，どんどん接近してきます。そこで，

我々は迂
う

回
かい

行動をとりました。

　突如，砲兵中隊が，機
き

銃
じゅう

中隊に奇
き

襲
しゅう

されます。臼
きゅう

砲
ほう

を死守するには，武器の狙
ねら

いを定める

必要があります。サンドゥッチョーネが姿を見せ，小生に右翼の臼
きゅう

砲
ほう

二基が墺
オー

太
スト

利
リア

軍に奪
だっ

取
しゅ

さ

れたとの悪い伝
ニュース

言を持ってきます。

　この瞬間に，盟友よ，40度の熱が出ています。死ぬのは怖
こわ

くありませんが，捕
ほ

虜
りょ

になる可能

性に脅
おび

えています。

　 拳
リヴォルヴァー

銃 を小生がいつも携
けい

行
こう

しているのは，捕
ほ

虜
りょ

になるのであれば，即
そく

座
ざ

に自
じ

決
けつ

する覚
かく

悟
ご

だか

らです。

　心が落ち着いていても，しかし，40度の熱は去りませんでした。一斉射撃と機
き

銃
じゅう

掃
そうしゃ

射が始ま

ると，次第に熱は下がりました。

　アナスタージ連隊長は，一度は墺
オー

太
スト

利
リア

軍に包
ほう

囲
い

されていながら，逆にその墺
オー

太
スト

利
リア

軍を包
ほう

囲
い

して

ゆきました。彼が，洪
ハンガリー

牙利人捕
ほ

虜
りょ

30名を我々の方へ引き立ててきました。交通壕
ごう

の悪臭に，実

際うんざりしていた我々は，その交通壕
ごう

で彼らに平
ビ ン タ

手打ちを見舞ってやりました。

　半時間後，小生は丸麺
パ ン

麭一個に齧
かぶ

りついていました。

　好感の持てる患者さん，貴
あなた

女の白い塹
ざん

壕
ごう

の中で勝利をおさめ，熱が下がれば，ガツガツと食べ

て頂きたいと願っています。

　ご健闘を祈っています。

　貴
あなた

女のマリネッティ拝》

　エニフ・ロバートよりマリネッティ様へ

　《拝啓　戦場の火
か

炎
えん

譚
たん

を有
あり

難
がた

く拝読致しました。今では，わたくしも 40度の発熱を直視でき

ます。そして，それに絶対的な敬意を表しています。馬鹿げた治療方法によって，わたくしに胚
はい

胎
たい

して完成しつつある嘲
あざけ

るような皮肉と無数の新たな慾
よく

望
ぼう

をこの発熱に突きつけてやります。

　それがどのようなものなのか，貴
あなた

方にとっては退屈でしょうから申しますまい。

　防寒用羊
ウー ル

毛の靴下を望まれるなら，その旨
むね

を書き遣
よこ

して下さい。今日，わたくしの女友だち

（絶世の美女です）が，貴
あなた

方用にと申して，どっさり持ってきてくれました。

　貴
あな た

方のお便りでわたくしは元気になりますから，お手紙を遣
よこ

して下さい。わたくしの便りで

貴
あなた

方が暖かい思いをされるかどうか，心もとない次第です。

　エニフ・ロバート拝》
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13．塹
ざん

壕
ごう

内の外
サージカル・ミュージック

科的音楽

（ MUSICA CHIRURGICA IN TRINCEA ）

　マリネッティよりエニフ・ロバート様へ

　《拝啓　この便りが貴
あなた

女の栄養分にならなくても，せめて愉快な思いをして頂くよすがとなれ

ばと思います。

　小生は貴
あなた

女を真に偉大な 音
ミュージカル・パフォーマンス

楽 劇 初演にご招待して，ご一
いっ

緒
しょ

にかぶりつきで大手術に立

ち合って頂くことに致
いた

しましょう。

　第 37歩兵連隊指揮官アナスタージ連隊長は，目下のところヴェルトイバの最前線に居ますが，

絵になる勇敢な傑
けつ

物
ぶつ

です。

　彼は 50歳になる太
たい

鼓
こ

腹
ばら

の細
シ チ リ ア

々里人古
こ

参
さん

兵
へい

で，無
ぶ

精
しょう

鬚
ひげ

を生
は

やし，亜
ア ル コ ー ル

爾箇保兒中毒の灰色の眼を

して，鉄
てつ

条
じょう

網
もう

をズタズタにしてしまう頑
がん

丈
じょう

な顎
あご

の持ち主です。（負傷のせいでしょう）右脚
あし

が

不自由なので，びっこをひきながらノロノロと歩きます。でも，精力的に昼夜を分かたず歩
ほ

哨
しょう

兵
へい

の前線を見廻っては，罵
ののし

り，飯
はん

盒
ごう

飯
めし

を喰
く

らい，鍬
くわ

を巧みに使います。飲み，食い，ぶっ放し，

叫ぶのはお手の物です。彼が連隊のすべてを牛
ぎゅう

耳
じ

っています。兵士たちから大いに崇拝され，

一
いち

目
もく

も二
に

目
もく

も置かれている唯一の人物です。

　彼は，劇
イ ン プ レ サ リ オ

場総監督も呼び出し係も楽
オーケストラコンダクター

団指揮者も兼務できます。

　降雨なく快晴と報じられる夕べは，黄
たそ

昏
がれ

が真に休息と健康を祝福してくれます。この不潔な泥
ぬか

濘
るみ

の住民に許される衛生環境はひどいものです。寒気にめげず，誰もが身体を洗い，たっぷりと

汚
お

濁
だく

を吸い込んだ厚手の軍服を洗
せん

濯
たく

しようとします。

　すると，アナスタージは地震で傾
かし

いでいるので補強された砲
トー

郭
チカ

を自分専用に使っていますが，

その低い屋根の下から出てくると，長い〈ヴァージニア〉葉
シ ガ ー

巻莨 57） を口に銜
くわ

えたまま，両手を

衣
ポケ

嚢
ット

に突っ込んで将
しょう

校
こう

たちを点
てん

呼
こ

するのです。

　彼は小さな酒
グラス

盃を素早く 3つ 4つ配
くば

ると，大声を張り上げて叫びます。

　「さあ，今晩はアナスタージ連隊長が愉
たの

しませてやるぞ。演
レパー ト リ ー

目一覧は充実しておる。全部有料

だ。既に大方の支払いは済んでいる…別の観
かん

覧
らん

席にいる観客連中に限って料金を払ってもらえな

いのが残念だ。…」

　アナスタージ連隊長は，羅
ル ー マ ニ ア

馬尼亜人に格別の好意を抱
いだ

いています。彼らの何人かが，〈カー

サ・ノータ〉前にずらりと整列します。ほとんど毎晩，アナスタージは，彼らに向かって大声で

次のような演
スピーチ

説をやってみせます。

　「羅
ル ー マ ニ ア

馬尼亜人諸君！ 羅
ル ー マ ニ ア

馬尼亜は伊
イ タ リ ア

太利に忠実な同盟国だ。伊
イ タ リ ア

太利に刃
は

向
む

かうものは，兄弟に

刃
は

向
む

かうに等しい！ 」

　一方で高級副官は，小屋，避難小屋，あばら家，小部屋，交通壕
ごう

の便
トイ レ

所の各所を廻っては， 

楽
バ

団
ン

員
ド

と金管とコルネットの手配をします。

　「隊長に兵隊を近くにとどめ置くように云い給え。…さあ，音
ミュージック

楽だ。結構だ。鉄製のマンド
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リンを両手に持って，各人部
ぶ

署
しょ

につけ。全員で音
ミュージック

楽を直立不動の姿勢で愉
たの

しむのだ。」

　澄
す

み切って凍
い

てつく晩，冴
さ

え冴
ざ

えと最初の星が瞬
またた

き始める頃になると，実に荘
そう

厳
ごん

な静けさが

あたり一帯に広がります。

　虫の羽音と飯
はん

盒
ごう

のかち合う音。でも，それは，実のところスカラ座の初
オープニング

演で上がる緞
ま

帳
く

の静

けさです。

　『ノルマ』 58） や『ジョコンダ』 59） や『セビリアの理髪師』 60） が，アナスタージのお気に入りです。

昨晩の『セビリアの理髪師』序曲の演奏は，素晴らしいものでした。終ったとたんに，アナス

タージは手すりから身を乗り出して，大声でこう云います。

　「諸君はスロベニア人と洪
ハンガリー

牙利人の混成部隊と聞いている。洪
ハンガリー

牙利人諸君，聞いてもらったか

な？ これぞ伊
イ タ リ ア

太利音楽だ。我らが偉大なロッシーニ 61） の名曲だ！ …ワーグナー 62） など，もの

の数ではない。あんな退屈な野郎は！ …諸君が好きなはずがない。びた一文出すな！ …売
ばい

女
た

の

臭
くさ

い 腸
はらわた

だ！ …さて，拿
ナ

破
ポ

里
リ

の小唄を聞かせてしんぜよう。…さあ，諸君も一斉に歌って！ 俺
おれ

に続けて！ 」

　【人生とは，この僕の人生のこと！ 心
ハート

，それはこの心
ハート

のこと…】

　最初はおずおずと，やがては南部人のよく調和した声の大きな波となって，星降る夜に，歌声

は爆発しました。その小唄は，ギクシャクと，すすり泣くように，遠く離れた恋人へ別れの接
キ ス

吻

をうんと込めて，広い湾のまったく融
ゆう

通
ずう

無
む

碍
げ

な自在さと，奇
き

蹟
せき

によって姿を現している島々が浮

かぶ紺
こん

碧
ぺき

の海のおっとりした節
ふし

回
まわ

しで歌われました。

　墺
オー

太
スト

利
リア

軍の前線は，実際は茫
ぼう

然
ぜん

自
じ

失
しつ

の格
かっ

好
こう

で必死に聞き耳を立てていました。何百もの口と耳

と心の注意深い存在が察知されました。彼らは，伊
イ タ リ ア

太利の魔
マジ

術
ック

に混乱しながら耐
た

えていました。

時々，実に 快
こころよ

く輝く何発かの照明弾から，露
あら

わな腕の女性の実に崇高な眩
まばゆ

い姿が，もの憂
う

げ

に，気品あるたおやかな姿
し

態
たい

で立ち上がりました。彼女たちは，疲
ひ

弊
へい

しきった風景の不潔な泥ま

みれの襤
ぼ

褸
ろ

を，気前よく光りで豊かなものにしてくれていました。アナスタージは怒
ど

鳴
な

っていま

した。

　「諸君の指揮官は，何
ど

処
こ

だ？ …諸君を指揮する 獣
けだもの

，木
で

偶
く

の坊
ぼう

は何
どこ

処におるのだ？ …白
はく

痴
ち

諸

君，小生の代理として【前線は小生が奪
だっ

取
しゅ

した。…小生の手中にある】と彼に伝えたまえ。分

かったかな？ …さっさと，退散しないか，こん畜
ちく

生
しょう

！【前線は小生の手中にあるのだ！】」

　やがて，彼は振り返ると，将
しょう

校
こう

たちに向かって云いました。

　「もう，じゅうぶんだ。彼らには何も分からないのだ！ 」

　そして，音楽が再開されました。

　10時，彼は自分の時計が正確であることを確かめてから，墺
オー

太
スト

利
リア

軍の塹
ざん

壕
ごう

に向かって叫んで

いました。

　「さあ，締
フ ィ ナ ー レ

め括りに，これからアナスタージ音
ミュージック

楽の一節を聞かせてしんぜよう。…前
ぜん

代
だい

未
み

聞
もん

の音楽！ さあ，さあ，さあ，… 外
サージュリー・ミュージック

科 音 楽 だ！ 」

　「俺
おれ

の作品だ。むしろ俺
おれ

の音楽的な手
オ ペ

術だ。…俺
おれ

の手さばきは軽快で，患者に苦痛を与えない。
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…諸君の塹
ざん

壕
ごう

は線
ライン

が不規則だ…諸君の連隊長の避難小屋，これが癌
がん

腫
しゅ

なのだ。…脚
あし

から摘
てき

出
しゅつ

し

てしんぜよう。…諸君の右翼に，機関銃の巣
そう

窟
くつ

がある…雀
スズメ

蜂
バチ

の巣を取り除いてしんぜよう…安

全な手
オ

術
ペ

だ。すべてはすっかり消毒済みだ。」

　「どうして黙っているのだ，間
ま

抜
ぬ

けども。…そこの巣
す

穴
あな

に逃げ込んだまま，あんぐりと口を開

けて，聞き耳を立てておる。…歯も抜いてしんぜよう。俺
おれ

さまは素晴らしい歯医者なのだ。…

ベッティケ砲隊，前進！ …」

　即座に，新人演奏家たちは，70ミリ口径ベッティケ砲の音程を調整しました。彼らはすべて

の機関銃と一斉射撃に援
えん

護
ご

されて，狂ったようにぶっ放しました。

　ズドーン，グラン，グラン，ガラッ，ピュッ，パッ，パーン，パーン，パーン，カタ，カタ，

カタ，プラーン，プラーン，グラン，ダダダダダダダダ，ダダダ，ダダダ，ダダダ，ダダダダダ

ダダダダ

　「ホイッ！ 抜
ばっ

歯
し

完了。最後の疾
ギャロップ

駆… 杖
ステッキ

や帽子や外
コ ー ト

套で混雑する衣
ク ロ ー ク

装棚…さあ，どい

た！ 今は，静
しずか

粛にするのだ。全員部
ぶ

署
しょ

に就け！ ひと眠りしよう！ …」

　ところが，我々はすぐに眠れませんでした。墺
オー

太
スト

利
リア

軍前線から，甲
かん

高
だか

い怒
ど

声
せい

が聞こえてきたの

です。敵の将
しょう

校
こう

のひとりが塹
ざん

壕
ごう

から出て，味方の投光機に照らされて叫んでいました。

　「伊
イ タ リ ア

太利人諸君！ 止
や

めなければ，諸君の前線に我が砲兵中隊の集中砲火を浴びせてしんぜよ

う。」

　アナスタージの大声が炸
さく

裂
れつ

しました。

　「俺
おれ

は平気さ，白
はく

痴
ち

め！ …ダメ押しの音
ミュージック

楽だ！ かかれ！ 」

　そこで，外
サージュリー・ミュージック

科 的 音 楽の効果を倍増しながら，味方のベッティケ砲がふたたび火を吹きました。

　翌日，墺
オー

太
スト

利
リア

軍が我が前線を爆撃しました。多数の担
たん

架
か

…ところが，その晩にアナスタージは

音
コンサート

楽会をもう一度開催しました。

　友よ，ご覧
らん

のように，塹
ざん

壕
ごう

の中で我々は退
たい

屈
くつ

を囲
かこ

っています。ヴェルトイバの前線をアナス

タージ連隊長が鋼
はがね

鉄の手腕と芸術家的横
おう

暴
ぼう

さで堅
けん

持
じ

するようになってから，とても快適にやって

います。かかる天才的な音楽狂
マニア

の伊
イ タ リ ア

太利人古
こ

参
さん

兵
へい

ならではの堅
けん

牢
ろう

頑
がん

固
こ

な多血質の図
ず

太
ぶと

さに，墺
オー

太
スト

利
リア

人たちは震え上がり消
しょう

耗
もう

し萎
な

えてしまっています。

　親愛の情を込めてご多幸を祈ります。

　F. T. マリネッティ拝》

　マリネッティよりエニフ・ロバート様へ

　《拝啓　靴下を有難うございます。届くのを待っています。靴下は大量に消費しています。こ

の極北のような糞
ふん

尿
にょう

と泥
ぬか

濘
るみ

の沼地では，本当に湿気と寒気だけが拷
ごう

問
もん

です。

　しかし，独
ユニーク

自で確実な手法で，今日の小生はこの拷
ごう

問
もん

と闘
たたか

う考えがあります。塹
ざん

壕
ごう

内で一週

間を過ごしてから，一週間の休
きゅう

暇
か

をゴリツィアで過ごす予定なので，然
しか

るべき手順を踏んで，

足の先から頭のてっぺんまで泥まみれになるのが愉快なぐらいです…（この瞬間の小生は，不潔
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極まりない有様です。下
げ

水
すい

溝
こう

に転落した案
か

山
か

子
し

のような格
かっ

好
こう

です。）やがて，ほどほどの湯
ゆ

加
か

減
げん

の入浴が 5日間許され，それをたっぷりと満
まん

喫
きつ

できるのですから。

　ゴリツィアには素敵な温泉施設があります。我々の休
きゅう

暇
か

用に，ちっぽけな別荘が用意されて

います。手
しゅ

榴
りゅう

弾
だん

で塀
へい

の崩
くず

れている別荘ですが，快適な寝
ベッ ド

床が（一人に 2床）整備されていて，

しかも腕の立つ調
コ ッ ク

理師がいて，青空撞
ビリアード

球用の穴まで完備している緑の庭園付きなのです…

　大
コ ル ソ

通りの喫
キ ャ フ ェ

茶店で，5時には牛
ミルク・ティー

乳紅茶を飲みます。新聞各紙や，『 伊
イッルストラツィオーネ・イタリアーナ

太 利 画 報 』や

『フィガロ』や『未
イタリア・フトゥリスタ

来派的伊太利』や『 時
アッヴェニメンティ

報 』などが読めます。

　時々，叫び声が聞こえます。スラヴ人給
ウェイトレス

仕がひとり城壁を伝って逃げ出します。舗
ほ

道
どう

で一発

の手
しゅ

榴
りゅう

弾
だん

が炸
さく

裂
れつ

します。担
たん

架
か

に幾人かの負傷者。彼らが担
かつ

ぎ出されると，以前同様の生活に戻

ります。

　噂
うわさ

ではモンテ・サントから飛来するこれら手
しゅ

榴
りゅう

弾
だん

は，実に愉快なものです。この山は誰もが

話題にしますが，通りの突き当りから，その姿かたちを見ることが出来ません。都市の安全に

浸
ひた

っているこの雰囲気の只
ただ

中
なか

に，不意に手
しゅ

榴
りゅう

弾
だん

が飛んでくるのです。砲兵中隊の署
サイ ン

名のない匿
とく

名
めい

書簡の雰囲気なのです。匿
とく

名
めい

書簡のように，実に危険なものです。信用する必要はない。

　小生は苛
イラ

立
だ

っています。というのは，毎週きまって雌
めす

牧
シェパード

羊犬〈ギャビー〉が，塵
ゴミ

をたらふく

喰
く

った挙
あげ

句
く

に瀕
ひん

死
し

の病気に罹
かか

るからです。

　我々のちっぽけな別荘の左側にも右側にも，高さ 30メートルないし 40メートルの塵
ゴミ

の山が二

つあります。我々の戦いの黄
たそ

昏
がれ

時に焼
しょう

香
こう

して馨
かおり

をたててくれるのです。

　ところが，緑色のイゾンツォ川は，サラサラサラサラと絹
シルク

のような音を立てています。日
ひな た

向

の温
ぬく

もりが感じられる優雅で官能的な田園の休
きゅう

暇
か

と行
こう

楽
らく

を彷
ほう

彿
ふつ

とさせる緩
ゆる

やかで静かなサラサ

ラサラサラという音です。

　征服した都市の征服した舗
ほ

道
どう

を闊
かっ

歩
ぽ

する時，脚
あし

に感じる典型的な歓びは，これほどにも大きい

のです。…

　ご健闘を祈ります。

　F. T. マリネッティ拝》

　エニフ・ロバートからマリネッティ様へ

　《拝啓　今日のわたくしは，イライラが募
つの

っています。わたくしは慾
よく

望
ぼう

と想像に辟
へき

易
えき

していま

す。

　仰
ぎょう

臥
が

の姿勢が憎
にく

いのです。病
ベッド

床と身の回りのあらゆるモノが憎
にく

たらしい。薬
くすり

壜
びん

を全部ぶち壊

しました…硝
ガラス

子の割れる音はもう御
ご

免
めん

です。

　出来ることなら，起き上がって，出征し，塹
ざん

壕
ごう

から発砲して，自決し，決着をつけたいもので

す。ああ，退屈ったら，ありゃしない。

　お便りを下さい。かしこ。

　エニフ・ロバート拝》
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14．ふたつの塹
ざん

壕
ごう

間の対話

（ DIALOGO FRA DUE TRINCEE ）

　マリネッティからエニフ・ロバート様へ

　《拝啓　貴
あなた

女の不安には，何の根拠もありません。それは，きっと一過性のものに違いありま

せん。実際の貴
あなた

女はずっと元気が回復して，おそらく快
かい

癒
ゆ

もま近だと拝察いたします。

　身の回りのモノに八つ当たりしないで下さい。それらを愛して，それらから貴
あなた

女が受けとる想

像を互いに組み合わせてみて下さい。そのようにして，ホンモノの芸術品を貴
あなた

女は作り上げるこ

とが出来るのです。

　6年前のこと，羅
ローマ

馬の偉大な未来派画家バッラ 63） の画
アトリエ

室で，その時たまたま手元にあったモノ

だけを互いに組み合わせて，生彩に富む見事な造形芸術作品を作り出すことに成功しました。額
がく

縁
ぶち

の半分で，小生は素早く上がる一本の脚
あし

を作りました。もう半分で，片方の脚
あし

を作りました。

額
がくぶち

縁の 4分の 3で，胴体と前に伸ばされた 2本の腕を作りました。固く黒い刷
ブラシ

毛は風に逆立つ頭
かみ

髪
のけ

に，半分開いた紙
シガレット

巻莨の金属容器は，走る男の険しい風
かお

貌
つき

になりました。

　腕の端に，木の赤い燐
マッ チ

寸で燃える手を象
かたど

りました。やがて，小生の手になる〈走る男〉は，

倫
ロン

敦
ドン

のドレ画
ギャラリー

廊で開催された未来派作品展では，1本の金属線で吊
つ

るされました。その時，

組
コンビネーション・オブジェ

み合わせ品の最初の造形集
グループ

団が呱
こ

々
こ

の声を挙げたのでした。

　小生の貧乏な友人ボッチョーニ 64） が語ったように，モノにはすべて固有の構造と心理が具
そな

わっています。かかるモノの構造には，類
アナロジー

似性が豊富です。様々な類
アナロジー

似性を組み合わせると，別

の構
アーキテクチャー

造 物や別個の有
ゆう

機
き

体
たい

に到達します。その有
ゆう

機
き

体
たい

は芸術的に生彩に富み，斬
ざん

新
しん

かつ自律した

ものです。

　貴
あな た

女が憎んでいる薬
くすり

壜
びん

や，色や形が様々な書物や化粧用具で，組み合わせ未来派造形作品を

創作することが出来ます。

　では，仕事に取り掛かりましょう。

　小生には，泥
ぬか

濘
るみ

以外何も存在しません…神が人間を泥で象
かたど

られたように，新しい伊
イ タ リ ア

太利未来

派世界を形
かたち

作
づく

る希望を抱いています。

　ご健闘を祈ります。

　F. T. マリネッティ拝

15.　女性腹部の闘争

（ LOTTA DI VENTRI FEMMINILI ）

　今日のわたくしは，病める腹部に何と拘
こだわ

っていることだろう。生活上，わたくしの腹部の内

と外の状態を正確につぶさに観察すること以外の事は，あまり重要でなくなる。

　ちょっとした苦痛の兆
きざ

しを学者ぶって分析する。傷
きず

ついた脇腹の凹
へこ

みを見ると，どうしても想
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像をたくましくして，腫
は

れて汚
よご

れた罠
わな

を色白の表皮に鎖
とざ

された状態で養っている暗い生命力を洞

察してしまう。

　腸
ちょう

骨
こつ

の溝
みぞ

 ― そこは，触れるとずっと薄くて，つるっと官能的な表皮が被
おお

っているが ― わ

たくしは，魔力の怒りの結節がそこに巣
す

食
く

っているものと自分に云い聞かせなければならない。

今朝，まだ寝
ベッド

床の中にいる時，凹
へこ

みがあまりにはっきりしているので，ひょっとして刺すような

もっと激しい一撃の影に，痣
あざ

のような兆
ちょう

候
こう

が出ているのではないかと眺
なが

めてみなければならな

かった。何もなかった。健康な血液が速く流れる青い血管網が浮き出て，テカッと光って，のっ

ぺりしている表皮だけだった。微妙に張った表皮と，静かな呼吸の律
リズ ム

動と，ただ恥
ち

骨
こつ

 65） の茶
ちゃ

褐
かっ

色
しょく

の震え方向に包み隠す均
きん

等
とう

に澄んだ一面の純白色。

　では，何
な

故
ぜ

その時そんなに苦しんだのか。ジューリオですら，苦痛に苛
さいな

まれていることを隠

すために，どれほど激しい権力がわたくし自身に加えられているか想像していない。その巣窟の

憎い中心部から苦痛をわたくしに投げつけてくる時，罠
わな

の存在を欺
あざむ

くことのない柔らかく無
む

垢
く

な外見のこの腹部に，わたくしは腹立たしい思いをしている。

　臓器の左側屈
くっ

曲
きょく

部に身を潜
ひそ

めた病苦は，その黒ずんだ口で，わたくしの純潔な肉体の赤い繊
せん

維
い

を破壊している。

　痛
イタ

ッ！ 何とひどく今朝は，わたくしの性
しょう

悪
わる

な脇腹が痛むことだろう！ …それでも，今日の

わたくしの精神は，気高く陽気に冗
じょう

談
だん

を飛ばし攻撃的で…

　この数日間で，わたくしは新たに多くの多種多様な人々と識
し

り合
あ

った。

　例えば，印
インド

度系英
イギリス

国人がいる。彼は万病向け軟
なん

膏
こう

一種だけを知っている単
シンプ ル 主 義

純居士だ。胼
た

胝
こ

とか

咳
せき

に効
き

く実に愉快な混
ブ レ ン ド

合物…神
ミステリアス

秘的な軟
なん

膏
こう

がわたくしの病気にも効
き

くかもしれないなどと，

刀
ド ク タ ー

圭家じみた生
き

真
ま

面
じ

目
め

な口調で保証してくれる ― きっと効
き

きます！ と。

　彼は，どろっとして黄色味がかったモノが少し載
の

った 汚
きたな

い指 ― 印
イ ン ド

度人種特有の黒さと

欧
ヨーロッパ

羅巴的不潔さを兼ね備えていたが ― を一本わたくしの方へ差し出した。しかも，とんでもな

い伊
イ タ リ ア

太利語で，奇
き

蹟
せき

のような効
こう

能
のう

を説明してくれた。我慢できない歯痛に苦しんでいたひとりの

夫人が，数日前に勇気を出して，悪臭を放つ膏
こう

薬
やく

がたっぷりついた曰
いわ

く云
い

い難
がた

い指で歯
は

茎
ぐき

を盛ん

に揉
も

んでもらったことを想い出して，わたくしはぞっとなった。わたくしは一度も歯痛を経験し

たことがない。きっと，それは絶望的蛮
ばん

勇
ゆう

の突出も辞
じ

さない類
たぐい

の痛さに違いない。片思いのよ

うなものだ！ 嫉
ジェラシー

妬のようなものだ！ 分かりようがない…そして，ミスター・トーマスの色黒

の指を口に含
ふく

んでみる。

　痛
イタ

ッ !

　笑うことすらできない。これは，大輪の肥沃な花だけが鼓
こ

動
どう

しているに違いないような場所に

避難した憎
にくにく

々しいお前のせいではないのか ?! お前は，わたくしの子供たちを台無しにする。そ

れは，神
こう

々
ごう

しい造形過程で形
かたち

象をなし，息づいてくれるものとわたくしが期待を寄せる子供たち

なのだ。お前のせいで，わたくしの母親としての興奮は台無しになる。そして，わたくしをズタ

ズタに切り裂く。お前は，自分のものでないものは何ひとつ世話しようとしない。血まみれの受
じゅ
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胎
たい

の花
はな

冠
づな

をひとつひとつ歪
ゆが

めるように，お前はわたくしの考えを弾圧する…

　それでも，駄
ダ

目
メ

だ。少なくとも，お前はわたくしの考えに打ち負かされる。このわたくしが堅
かた

い意志力の表われである大きな顎
あご

を喰
く

いしばっているかぎりは。

　お前の意思に反して，わたくしは隣人の世話で，まだ愉しむつもりだ。これは，漲
みなぎ

る健康に

身辺を取り巻かれている病人の健
けな

気
げ

な敵
ふくしゅう

討なのだ。その健康は，女性の微
ほほ

笑
え

みでは溌
はつ

剌
らつ

として，

機
き

敏
びん

な男性の歩行では頑
がん

丈
じょう

なものだ。

　現時点では，それはひとりの英
イギリス

国人夫
マダ ム

人だ。その醜
みにく

さは名状しがたい。風変わりなタイプで，

いつも奇
き

抜
ばつ

な衣
い

装
しょう

を纏
まと

っている。学識豊かな知
イ ン テ リ

識人で，雄弁で，洗練されていて，ややこしい

姿
ポー ズ

勢を多彩に変化させる。疲れを知らない口は本
ほん

音
ね

を吐
は

いたことが一度もなく，力強い声は，

〈オ〉と〈エ〉の開母音が間
ま

延
の

びしている。彼女は気
き

障
ざ

で，おまけに無
む

頓
とん

着
ちゃく

ときている。

　彼女がゴワゴワの厚手羊
ウー ル

毛地の派手な背
タイユール

広を着て，髪
ヘアー

はオールバックにして，先端で黒い

玉
ポンポン

房が揺
ゆ

れている円
コーン

錐形の小さな帽子を被
かぶ

り，尖
とが

った顎
あご

を突き出して通りを闊
かっ

歩
ぽ

する姿を見ると，

まるで滑
こっ

稽
けい

そのものだ。

　近寄ってみると，彼女が興味深い神
ヒステリー

経症患者であることが判明する。詮
せん

索
さく

好きで，全知全能に

執
しゅうちゃく

着している。誇
こ

大
だい

妄
もう

想
そう

気味のことばを吐
は

いて，無
む

造
ぞう

作
さ

にホメロスを引用したり鉤
ピタゴラス

股弦の定理

に言及したり，外科学の最新成果を物知り顔で議論したりする。

　わたくしが彼女のことばを初めて理解した時，彼女は詭
き

弁
べん

の大河でわたくしを圧倒した。その

時のわたくしは，専門的な高度の教養に自信がなかったので，まんまと罠
わな

にかかってしまった。

幸いなことに，その場に居合わせた〈学者さん〉が，わたくしに向かって，彼女は不
ふ

謹
きん

慎
しん

にも相

当な出まかせを口にしていると注意を促
うなが

してくれた…

　だらしない凹
おう

凸
とつ

のある彼女の子
ヒステリック

宮的なお腹
なか

は，寸
ずん

胴
どう

型で，のっぺりとして，黒ずんでザラつい

ているが，見てくれは浪
ロマンチック

漫的な胴着で保
ガ ー ド

護されていた。彼女は 性
セックス

の燃える花
はな

柄
がら

模
も

様
よう

に，

霊
スピリチュアル

的 な官能性のプラトニックな値段を殴
なぐ

り書きする。それを信じてくれる者を彼女は見つけ

る。

　これぞ一考に値する症
ケース

例だ。威
い

厳
げん

に溢
あふ

れた学識に邪
じゃ

魔
ま

された頭脳の持ち主で，粗
そ

野
や

な身なりで

なおさら酷
ひど

くなった醜
しこ

女
め

ならば，そのような彼女は人生と芸術の超現代的単純化を把
は

握
あく

するには

むしろ不向きだ。それどころか，狡
こう

猾
かつ

さを愉
たの

しもうと，両方を一度で関連付けて，そのちっぽけ

などうしようもない帽子の道化じみた玉
ポンポン

房に拘
こだわ

っているのだ。

　ブヨブヨの腐
くさ

った名門露
ロ シ ア

西亜貴族 ― 行く先々で病
や

める皮
シ ニ ズ ム

肉癖の襤
ぼ

褸
ろ

を出し，失
しっ

敬
けい

なことをブ

ツブツ口走るので有名であり，梅
ばい

毒
どく

で歩行を余
よ

儀
ぎ

なくされた騎兵隊の正真正銘の生き残りだが，

思いつきの渾
あだ

名
な

を辛
しん

辣
らつ

に付与する男 ― その彼が，ある日のこと，彼女のことを〈去
こ

年
ぞ

夫
マダ ム

人〉と

名づけた。

　事実，彼女は日本女性的なところがあったが，東洋人ならではの可
か

憐
れん

な色香も輝きもない〈去
こ

年
ぞ

夫
マダ ム

人〉なのだ。〈去
こ

年
ぞ

夫
マダ ム

人〉とは，神
こう

々
ごう

しいしなをつくったプラトニックな恋の風
カリカチュアー

刺画で，複

雑怪奇な異
エキゾティシズム

国趣味の厳
いかめ

しい寄
パスティーシュ

せ集めなのだ。
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　痛ッ !

　だから，わたくしの身体的苦痛は，もうおさまることがないのだろうか？ …他の女性のすべ

て ― 男性の讃美の華
か

麗
れい

な轍
わだち

を軽快に通ってゆく姿をわたくしが目撃するような女性たちが，

どうして健康で，このわたくしはそうでないのか ?

　彼女たちのお腹
なか

を，わたくしは見てやりたいものだ！ …いま通り過ぎようとしている灰
グレ ー

色の

小
こ

柄
がら

な女性を裸にしてやりたい。裸の尻
ヒップ

を見てやりたい。造形的な肌の白さに胸が弾む。金
ブロンド

髪

の縮
ちぢ

れ毛の豊かな輝きには，健康と享
きょう

楽
らく

の身震い…その彼女も，予
よ

期
き

せぬ折
おり

に躍
おど

り出て，すべ

ての恋
こい

路
じ

に立ちはだかるような獅
し し

子身
しん

中
ちゅう

の蟲
むし

を，おそらく複雑な生体組織の中に秘
ひ

めているの

だろう。

　ひとりの貫
かん

禄
ろく

たっぷりの名
セ レ ブ

流婦人が登場した。彼女は，疲
ひ

弊
へい

したお腹
なか

の重くたるんで波打つく

すんだ皮
ひ

膚
ふ

をぎゅうぎゅうと甲
かっ

冑
ちゅう

型腰
コルセット

帯に押し込もうとしている。この女も裸にする…

　茶
ちゃかっ

褐色
しょく

の表面が広がっている。黒ずんだシミのある弛
し

緩
かん

した皮
ひ

膚
ふ

。それは，果肉がたっぷり

すぎて果
か

皮
わ

に亀
き

裂
れつ

を生じた果
フルーツ

実のようだ。見事に膨
ふく

らんでゆく生
セックス

殖の膨
ぼう

張
ちょう

を経験したお腹
なか

は，

不
ふ

穏
おん

な重みの責め苦を人知れずジッと我
が

慢
まん

してきて，今は然
しか

るべき休息にだらりと弛
たる

んで折り重

なっている。

　痛ッ !

　わたくしを傷つける黒い怪物。もう少しの間，大人しくしていておくれ。わたくしは，海辺で

しきりと大きな眼をパチクリさせているひ弱な少女の茶
ちゃかっ

褐色
しょく

の神
ヒステリー

経症を裸にしてみたい。

　痩
や

せ細って，ブルブルと震えている女たちも。ほんの微
かす

かな抱
ほう

擁
よう

の接触にも反応する感受性。

身震いと癇
かん

癪
しゃく

の感受性。鼠
そ

蹊
けい

部の緩
ゆる

やかな屈曲部に桃
ピンク

色の温かい皮膚。その脈打つ青い血管

組
ティシュー

織上には，薄っすらと産
うぶ

毛
げ

の刺
し

繍
しゅう

がされているようだ。呼吸の律
リズム

動に加速された生命力が神

経質に脈打っている。快感に浸
ひた

ると，健全な生理の摩
ま

訶
か

不
ふ

思
し

議
ぎ

な混乱は，凶暴な愉
ゆ

悦
えつ

のゆったり

とした波動を生じるに違いない。全神経が張り詰め，男性からの熱い恵
めぐ

みの燃えるような響
ひび

きを

凝
ぎょうしゅく

縮して，発熱にうなされた気分を増幅する…

　この女性は，不
アンバランス

均衡な風
ふう

貌
ぼう

がわたくしに似ている。時々，その顔が不安で火
ほ

照
て

る。わたくしが

自分を憔
しょう

悴
すい

させる悲しい敵から解放されていたなら，おそらく生の執
しゅう

着
ちゃく

度でも彼女に似てい

ただろう。

　逆に，栄養満点の神経組織のこの太っちょ女は別だ。後で山盛りの給
きゅうしょく

食さながらの媾
セックス

合をし

たがる優良で一
いち

途
ず

な肉体を，滑
こっ

稽
けい

にも露
ろ

出
しゅつ

させて憚
はばか

らない。与え貰
もら

う数学的規則性がある。

失った分を，わたくしはしっかりと取り戻す。決して喧
けん

嘩
か

ごしの苛
いら

立
だ

ちをむき出しにすることは

ない。罠
わな

を頑
がん

丈
じょう

な胎
たい

内に隠し持っていない血まみれの生理学的均
バランス

衡の女。
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16．もうひとりの女性の腹部

（ IL VENTRE DI UN ALTRA DONNA ）

　9月 15日，サルソマッジョーレの暑く照りつける通りには，いつもと違ったざわめきが感じ

られた。ここ 5日前から，伊
イ タ リ ア

太利各地からやって来た刀
とう

圭
けい

家
か

学会の錚
そう

々
そう

たる名
かお

士
やく

が温
オテル・デ・テルム

泉旅館の

大
ホ ー ル

広間に陣
じん

取
ど

って，実に重大な内
ない

密
みつ

の問題を解決しようとしていた。

　誰もが内
ない

密
みつ

にと申し合わせてはいたが，それでも皆が噂
うわさ

していた。表向きは，サルソマッ

ジョーレの産業力と名声を全世界に広めることが議題だった。実際は，かかる著名な刀
とう

圭
けい

家
か

たち

が呼ばれたのは，皇
プリンス

子エウタナージオ・デ・ルデリスの新妻で絶世の美女の闘病について判断を

仰
あお

ぐためだった。億万長者の王
プリンス

子は，吝
け

嗇
ち

で偏
マニアック

執狂だった。

　素敵なデ・ルデリス王
プリンセス

女は，ひどい腹痛を起こす摩
ま

訶
か

不
ふ

思
し

議
ぎ

な病気に罹
かか

っていた。（刀
とう

圭
けい

家
か

た

ちのことばによれば）彼女の腹部は，完全無欠で驚くほど均整が取れていた。

　塩化ナトリウム沃
ヨウ

素
ソ

鉱泉は，臨床的問題を明確にしないまま，単に苦痛を和らげただけだった。

　ボセッリーヌスやパランドラやポーコネットら閣
かく

僚
りょう

たちが滞在していたので，ますます耳
じ

目
もく

を引く結果になった。彼らは，例年のように湯
とう

治
じ

目的でサルソマッジョーレに逗
とう

留
りゅう

していた。

彼らは，重大な診断に立ち会いたいと申し出て許
きょ

諾
だく

を得たのだった。

　9月 15日の 2時に，また一人の自然科学の 泰
オーソリティー

斗 がサルソマッジョーレにやって来た。様々

な相容れない見解と不首尾に終った検査の混乱状態にあって，彼が決定的な打
だ

開
かい

策
さく

を提案してく

れるものと誰もが期待し，ほとんど確信していた。

　鋭い灰色の小さな眼
まなこ

が，二重レンズの眼
めがね

鏡の背後に冷たく光っていた。鷲
ワシ

鼻の厳
けわ

しい細
ほそ

面
おもて

に

顎
あご

鬚
ひげ

をたくわえ，赤毛の頭髪を五分刈
が

りしたフィラーヌス先生は，世間で評判の問題児だった。

というのは，彼の仕事は病院や大学以外の世界で，無
む

償
しょう

の博愛的慈
じ

善
ぜん

目的で（選挙目当てと云

う人もあったが）実
じっ

践
せん

されていたからだった。

　温
オテル・デ・テルム

泉旅館の正面に，太陽が容
よう

赦
しゃ

なく照り付けていた。王
プリンセス

女デ・ルデリスの寝
ベッドルーム

室の熱気は半

端ではなかった。たくさんの日よけと厚手の数々の布地の日
ひ

蔭
かげ

で，二台の扇風機が廻って風を

送っていたが，一向に涼
すず

しくなかった。

　「アンナ，」― 王
プリンセス

女が訊ねた ―「何時かしら？ ぐっすりと眠っていたような気がするのだ

けれど。」

　「3時でございます，王
プリンセス

女様。」― 小
こ

間
ま

使
づか

いは応
こた

えて云った ―「15分すれば，教授連が診

察にやって来られます。」

　「まあ，うんざりね。考えてごらん…今回で 20回目よ！ …科
サイエンス

学は当てにできないわ…誰も

頼りにならないし！ …殿
でん

下
か

はあちらにおいでなの？ 」

　「いいえ，奥様。お出かけになられました。王
プリンセス

女様には，診察に立ち会う勇気が出てこない

と伝えてくれとのことでした。帰
き

還
かん

部隊の凱
がい

旋
せん

式に列席されます。」

　「この日差しの中 ?!」
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　「そのようなご苦労は避
さ

けていただきたいものですと，殿
でん

下
か

には申し上げましたが…本当に疲
ひ

労
ろう

困
こん

憊
ぱい

されています。もう 3ヶ月も，ろくに眠っておられません。夜中，いつも部屋の中を歩き

廻
まわ

ってられる物音がします。王
プリンセス

女様のご健康状態を案じて，ご心痛で死んでおしまいになるの

では。」

　「可
かわいそう

哀想なエウタナージオ！ でも，いくら愛してもらっていても，わたしの病
やまい

は癒
い

えてくれ

そうにないわ。」

　「王
プリンセス

女様，教授連がみえました。入ってもらいますか？ 」

　「いいわよ，アンナ…扉
ドアー

を開けて，硝
ガラ ス

子窓も開け放しておくれ…暗くって困るわ。もっと明

るくしてほしいの…コンニチワ！ コンニチワ！ 」

　開け放たれた窓から，太陽の暑気がどっと雪
なだれ

崩れ込んできた。黒い長
フロック・

上 衣
コート

に眼
めが ね

鏡をかけた髭
ひげ

面
ずら

の 11名 ― 3名は禿
とく

頭
とう

だった ― が，威
い

厳
げん

と威
い

圧
あつ

的な衒
げん

学
がく

臭
しゅう

を 漂
ただよ

わせ，粘
カ タ ル

膜炎症性のゴロ

ゴロ音をたてながら入り口から入ってきた。

　後から，ボセッリーヌス，パランドラ，ポーコネットの閣
かく

僚
りょう

3名が，水鳥と帆
はん

船
せん

の連打音を

たてながら，自分たちの 3個の太
たい

鼓
こ

腹
ばら

に先
せん

導
どう

されて入ってきた。

　「王
プリンセス

女様，動かないで下さい…お願いです。お話なさらないで下さい…」

　豪
ごう

奢
しゃ

な室内は，遠くで灼
しゃく

熱
ねつ

の鼓
こ

笛
てき

隊
たい

が吹きまくっていたので，ますます熱気と色合いと騒
そう

音
おん

のせいで燃え上がって，赤と緑と青色の波
ペル

斯
シア

絨
じゅう

毯
たん

は，行
ぎょう

者
じゃ

的意志力で電撃的に花が芽
め

吹
ぶ

いた凄
すさ

まじい庭園のように，教授陣の足下で焼けつくばかりになった。黒
くろ

尽
づ

くめの教授陣は，変な波紋

を周囲に投げかける多彩な発熱で上気して，勘
かん

が狂ってしまった。

　寝
ベッ ド

台を取り巻くように彼らが座
すわ

ると，白い蹄
ひづめ

を連想させる黒い馬
ば

蹄
てい

形
けい

が出来た。その室内で，

不可解な病気とそれを克服しようとする意志力が，脚
あし

で地面を蹴
け

っては嘶
いなな

いた。騎兵隊の騒音

と陽光で熱せられた四
し

足
そく

獸
じゅう

の糞
ふん

の赤茶けた強烈な臭
にお

いのせいで，おそらく錯
さっ

覚
かく

が生じたのであ

ろう。

　その一方で，扇
せん

風
ぷう

機
き

が近くで騒々しい音を立てて唸
うな

り，飛行機のように遠くを飛んでいた。群

衆の喝
かっ

采
さい

を受け，風に膨
ふく

らむ布と喧
けん

嘩
か

ごしの温泉の呟
つぶや

き。

　フィラーヌス先生が最後に立ち上がって，王
プリンセス

女の見事な裸体を指差しながら，きっぱりと断

言した。

　「病人は，どこも悪くはない。症状は重いが絶望的ではない。悪性腫
しゅ

瘍
よう

などではなく，単なる

インジカン尿症 66） に間違いない。腸内腐敗の典型的症状である。化
か

膿
のう

が高度に進行したために，

生理痛が起こっている。」

　「何度かの高圧腸内洗
せん

浄
じょう

 67） を推
すい

奨
しょう

する。ところで，この洗
せん

浄
じょう

法が大腸の末端のみを浄化・

解放し殺菌するだけであるとの立場で，わたしは同僚と意見が一致している。大腸はとても長く，

全体に屈
くっ

曲
きょく

していて，交通不可能な袋状の凹
おう

凸
とつ

がある。当面の問題は，全面的洗
せん

浄
じょう

である。」

　「不潔な管
かん

腔
くう

に棲
せい

息
そく

する微生物は，普通は腸内体液が入ってきた物質の消化・吸収に備え，次

いでその作業で摩
ま

滅
めつ

した組織の修復に備える手助けをするという通常の責務を果たす代わりに，
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どうしたわけか不意に癇
かん

癪
しゃく

を起こすように思われる。微生物は物質をうまく分解せず，それら

を有毒な物質に変えてしまい，一度これら有毒物質が吸収されて血液循環系に運ばれてしまうと，

修復どころか，消化器の働きを阻
そ

害
がい

・混乱させ，時にその臓器を破壊することもありうる。この

微生物は，やがて一番脆
ぜい

弱
じゃく

な臓器を特別に攻撃するような手の施しようがない奇妙な狡
こう

猾
かつ

さを

見せ付ける。このような腸管常在微生物に，胃を経由して別個の微生物が加わり，それらが下降

して仲間を助け，破壊行為に加担する。新しい伝染性疾患を決定する能力はないが，それに先行

する中毒症状を悪化させることをいとも簡単にやってのけるのは，一連の腐
ふ

敗
はい

原因微生物である。

…」

　閣
かく

僚
りょう

の 3個の太
たい

鼓
こ

腹
ばら

は高
たか

鼾
いびき

をかき，扇
せん

風
ぷう

機
き

と張り合っていた。

　「腸は，本来無菌で清浄なものである。腸内菌の繁殖は，愚かな食
しょく

餌
じ

作法と胃の滅菌能力不

全の帰結である。胃が微生物を過剰に含む食物を浄化乾燥して殺菌できなくなると，特殊な治療

法が必要となる。」

　「わたしは種々有効な治療法を確定するに先立って，この特異で例外的なインジカン尿症の原

因を解明する努力をしたい。」

　「王
プリンセス

女デ・ルデリスは，とてもお若いながら，すでに何度も出産を経験されている。しかし，

それが，じゅうぶんな原因とはいえない。」

　閣
かく

僚
りょう

の 3個の太
たい

鼓
こ

腹
ばら

は高
たか

鼾
いびき

をかき，扇
せん

風
ぷう

機
き

と張り合っていた。

　「王
プリンセス

女は当世の流行を追って，」― フィラーヌス先生が続けて云った ―「窮
きゅう

屈
くつ

な組
レーシング

み紐

腰
コルセット

帯をもとより完璧な柳
やなぎ

腰
ごし

にずっと着用されてきた。」

　「そのために胃腸の位置がずれている。正常でない腸の下
か

垂
すい

は，絶対に否定できない。下垂し

ている横行結腸 68） が円
アー チ

弧状に歪
ゆが

んで，異常な方向をとっている。これが原因で，便
べん

秘
ぴ

が日常化

し，絶えず宿
しゅく

便
べん

が累
るい

積
せき

して，インジカン尿症が慢性化している。」

　「事実，王
プリンセス

女がうとうとされている現時点で，我々はこの若い見事な肢
し

体
たい

が，病巣を明らか

にする典型的な吐
は

き気を覚える理由を確認することができる。ここで，あなた方はわたしにこう

反論されるであろう ― いったい健康な若い女性の体内で，腸管の蠕
ぜん

動
どう

運動 69） が過度に亢
こう

進
しん

す

るか，あるいは微
び

弱
じゃく

過ぎるかしていて，しかも内容物の停
てい

滞
たい

を妨
さまた

げない程度なのは何
な

故
ぜ

かと。

実際には，この停滞現象は腸管の膨
ぼう

大
だい

部
ぶ

で生じ，それがきっと不都合を生じているに違いない。

結論として，わたしは経口投薬も一般的経肛門洗
せん

浄
じょう

もまったく無効だと判断する。開腹腸管切

開術を実施する必要がある。」

　「そりゃ，いけない！ 」― 先生たちは，叫びながら抗
こう

議
ぎ

した。

　「馬鹿げたことを！ …」

　「考えられない！ …」

　王
プリンセス

女は，美しい全身をぴくっとさせて，先生たちを沈黙させた。

　「覚悟は出来ています！ 」― 彼女は云った ―「心積もりは出来ています。腸の手術をお願

いしたい！ 」
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　「お願いですから，身動きしないでいただきたい！ 」― 先生たちは一斉に大声で云った。

　「金
こん

輪
りん

際
ざい

，もう止
や

めてもらいたい。…わたくしは身動きしますし，これからもそうします。手

術して下さらないのなら，爪
つめ

でお腹
なか

を引き裂いてでも，自分で手術してみせます！ …」

　「ほらご覧なさい，フィラーヌス先生，」― 刀
ド

圭
クタ ー

家たちは喝
かっ

破
ぱ

した ―「患者の神
ノ イ ロ ー ゼ

経衰弱と疑

問の余地のない心
しん

悸
き

亢
こう

進
しん

が，𠹭
クロロ ホ ル ム

囉仿謨使用の妨
さまた

げになるかもしれませんぞ…」

　「どうして𠹭
クロロ ホ ル ム

囉仿謨なのです。麻
ま

酔
すい

抜きです。手術して下さい。さあ，どうぞ！ 」

　刀
ド ク タ ー

圭家たちは，むかっ腹を立て，最後の反論に賭けた。

　「王
プリンス

子が反対されます。」

　「王
プリンス

子はお認めになりますまい。」

　「デ・ルデリス王子は，死んでおしまいになりましょう！ 」

　押し黙ったままの王
プリンセス

女の柔
にゅう

和
わ

な顔に，涙が伝った。

　その瞬間，大きな叫び声がサルソマッジョーレの熱
トロピカル

帯的な空気を引き裂いた。一斉に人垣が出

来た。混乱したわめき声。病人の部屋は，巨大な聞き耳となっていた。

　混
こん

沌
とん

とした中に，叫び声が幾
いく

つか目立った。

　「死んでいる！ 」

　それから，

　「人殺しだ！ 暗殺者だ！ 」

　それから，

　「王
プリンス

子が死んで…」

　やがて，

　「ともかく捕
つか

まえろ。」

　やがて，

　「未来派だ…。」

　そして，ようやくのこと，

　「デ・ルデリス皇
おう

子
じ

が暗殺された。」

　第 74突撃隊所属の未来派特攻隊員が，彼を短剣で刺し殺したのだ。

　刀
ド ク タ ー

圭家たちは，茫
ぼう

然
ぜん

自
じ

失
しつ

の有様だった。

　閣
かく

僚
りょう

の 3個の太
たい

鼓
こ

腹
ばら

は鼾
いびき

をかいていた。

　フィラーヌス先生が立ち上がって，こう云った。

　「もはやあらゆる禁止が解かれたからには，すみやかに手術を敢
かん

行
こう

することを推
すい

奨
しょう

する。」

　扇
せん

風
ぷう

機
き

は，その速度を百倍加速させながら破
は

顔
がん

一
いっ

笑
しょう

していた。

　病人の微笑みがこぼれた。それはまるで痩
や

せたカルソ地方に咲く一輪のグラナダの花のよう

だった。

　やがて，彼女は寝
ベッ ド

台から一挙に裸のまま飛び起きると，苦
く

悶
もん

の身振りを見せる黒
くろ

尽
ず

くめの

刀
ド ク タ ー

圭家たちをかき分け，開け放たれた露
バルコニー

台の方へと足取りも軽やかに突き進んだ。
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　温
オテル・デ・テルム

泉旅館へ驚
きょう

愕
がく

とお祭りの大騒動がドッと押し寄せた。下手人の特攻隊員を追いかけてゆく

群衆のせいで，凱
がい

旋
せん

部隊の行進は阻
そ

止
し

されてしまった。

　掲げた両手と婦人帽と馬が後脚立ちしたために下敷きになった子供たちの動揺とぶり返しや，

将
しょう

校
こう

たちの叫び声や歩兵のカラコロという音…

　その間も，刀
ド ク タ ー

圭家たちは王
プリンセス

女を思い止まらせようとして，叫んでいた。

　「狂気の沙
さ

汰
た

だ。」

　「頭が変なのだ。」

　「気が狂
くる

っちゃったのだ。」

　ところが，素
す

っ裸
ぱだか

の王
プリンセス

女は元気いっぱいで，決然と露
バルコニー

台に出ると，身を乗り出して叫んだ。

　「わたしは覚悟が出来ています。さあ，やって下さい。」

　兵士たちは暗殺者のことも殺された人間のことも忘れ，見事な裸体姿の女性の一風変わった登

場に驚きもしないで，やんやの喝
かっ

采
さい

を送った。

完（ FINE ）

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 11章から終章 16章（第 165頁から第 221頁）までを本邦初訳として試みに日本語に訳してみた。
ちなみに，本連載邦訳（その 2）註記 26（京都外国語大学研究論叢 LXXXV第 272頁）《ドゥラン
テ式注射》の項が意味不明のままであったが，この度イタリアのフランチェスコ・ドゥランテ 
Francesco Durante （1845-1934）考案の《ドゥランテ療法》（結核病巣にヨードを注射する外科的治
療法）［加藤勝治編『医学英和大辞典』1972 南山堂 p. 488］であることが判明したので，ここに追
記しておく。
55）75ミリクルップ砲 ―クルップとは，エッセンに鋳

ちゅう

鉄
てつ

工場を創設し，〈耐火坩
る

堝
つぼ

〉を考案した
フリードリヒ・クルップ Friedrich Krupp （1787-1826）を創業者とするドイツ随一の鉄鋼業者
クルップ家のこと。クルップ砲とは，その孫ベルタと結婚し，〈ドイツ帝國の兵器工場〉三代
目の家

か

督
とく

を継いだグスタフ・クルップ Gustav Krupp von Bohlen und Halbach （1870-1950）が，
第一次世界大戦中に製作した〈ベルタ砲〉のこと。クルップ製鋼合

コンツ ェ ル ン

資会社は，その後ナチに接
近して，第二次世界大戦ではヒットラー政権を支えた。

56）フィアット製重機
マシーンガン

関銃 ― Fiat-Revelli Modello 1914のことで，自動車メーカー〈フィアット〉
社が第一次世界大戦中（1914-18）に生産し，イタリア軍が使用した毎分 400-500発連射可能
な弾丸口径 6.5mmの水冷式機

マシーンガン

関銃。〈マンリヒャー＝カルカーノ〉社製弾倉を着装。全長 118
センチ，総重量 17キロ＋ 22.4キロ（三脚部）。

57）ヴァージニア葉
シ ガ ー

巻莨 ―〈ヴァージニア〉という命名は，タバコの葉の産地である米国ヴァー
ジニア Virginia州に由来するが，世界各地で栽培されているタバコの品種。一般にタバコの葉
は熱
フル・キュアード

乾燥法と自
エアー・キュアード

然乾燥法によって，その色と薫りに独特の個性が出てくるが，〈ヴァージニア〉
葉はブレンドせずに単一のままで，甘みと強い薫りを味わうことができると言われている。
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58）『ノルマ Norma』― 作曲家フランツ・リストに見出されたソプラノ歌手マルチェッラ・セ
ンブリッチ（1858-1935）が 1907年に録音した《清教徒》からのアリア〈Qui la voce sua 
soave〉や，フィレンツェ出身のソプラノ歌手ルイーザ・テトラッツィーニが 1912年に録音し
た《清教徒》からのアリア〈Vien diletto〉，および米国生まれのソプラノ歌手ローザ・ポンセ
ル Rosa Ponselle （1897-1981）が 1919年に録音した〈Casta Diva〉を聴けば，ベル・エポック
時代におけるオペラ作曲家ヴィンチェンツォ・ベッリーニ Vincenzo Bellini （1801-1835）の人
気のほどがよく理解できよう。『ノルマ』は，A. スーメ原作の演劇をもとに F. ロマーニの台本
によって作曲され，1831年にミラノのスカラ座で初演された 2幕 5場の歌劇。

59）『ジョコンダ Gioconda』（1876）― アミルカレ・ポンキエッリ Amilcare Ponchielli （1834-
1886） が，V. ユゴーの『パドヴァの暴君アンジェロ』をもとに A. ボーイトの台本によって作
曲し，1876年にミラノのスカラ座で初演された 4幕の歌劇。1898年にローマのコスタンツィ
劇場でデビューしたバリトン歌手ティッタ・ルッフォ Titta Ruffoが，得意のレパートリーと
して，テノール歌手ベニヤミーノ・ジーリと共演した録音を〈Great Voices of the Opera〉シ
リーズ CDで聴くことができるが，19世紀末から 20世紀初頭の歌

オペ ラ

劇芸術全盛期の雰囲気を推
察することが出来る。

60）『セビリアの理髪師 Il barbiere di Siviglia, ossia l’inutile precauzione』（1816）― ルイーザ・テ
トラッツィーニ Luisa Tetrazziniが 1911年に録音した《セビリアの理髪師》からのアリア
〈Una voce poco fa〉や，〈獅子の声〉の異名をとったバリトン歌手ティッタ・ルッフォ Titta 
Ruffo （1877-1953）とパスクワーレ・アマート Pasquale Amato （1878-1942）が録音した《セ
ビリアの理髪師》からのアリア〈Largo al factotum〉を聴いてみれば，ロッシーニ Gioacchino 
Rossiniの人気がベル・エポック時代絶大であったことが解る。『セビリアの理髪師』は， 
P. ボーマルシェの演劇『セビリアの理髪師』をもとに C.ステルビーニの台本によって作曲さ
れ，1816年にローマで初演された傑作オペラ。

61）ロッシーニ Gioacchino Rossini （1792-1868）― ベル・エポック時代を代表するテノール歌手
ジョヴァンニ・マルティネッリ Giovanni Martinelli （1885-1969）は，ローマで 1910年プッ
チーニの歌劇『西部の娘』に出演した時，プッチーニ自身から注目され，またヴォルフ＝
フェッラーリ Wolf-Ferrariやザンドナーイ Zandonaiの歌劇をロンドンのコヴェント・ガーデ
ン劇場で初演した。その彼が 1917年にロッシーニの歌劇『ウィリアム・テル Guglielmo 
Tell』を歌った録音を〈Great Voices of the Opera〉シリーズ CDで聴くことができる。

62）ワーグナー Richard Wagner （1813-1883）― ベル・エポック時代のワーグナー歌手といえば，
アルマ・マーラー夫人やリヒャルト・シュトラウスから賞讃されたロッテ・レーマン Lotte 
Lehmann （1888-1967）に尽きる。彼女は，1910年ハンブルク帝国劇場でデビューして以来，
1914年から 1938年までウィーン帝

シュターツ・オーパー

国 劇 場 のプリマドンナとして，『ラインの黄金 
Rheingold』ではフライア役を，『ローエングリン Lohengrin』ではエルザ役を，その他レオ
ノーレやジークリンデ役を演じて喝

かっ

采
さい

を浴びた。1914年録音の『ローエングリン』中のアリ
アを〈Great Voices of the Opera〉シリーズ CDで聴くことができる。

63）バッラ Giacomo Balla （1871-1958）― トリノ出身の未来派画家で，1910年ウンベルト・ボッ
チョーニ Umberto Boccioni （1882-1916），カルロ・カッラ Carlo Carra （1881-1966），ルイー
ジ・ルッソロ  Luigi Rusolo （1885-1947），ジーノ・セヴェリーニ Gino Severini （1883-1966）と
共同で機

テク ノ ロ ジ ー

械文明を讃美する造形的前
アヴァンギャルド

衛芸術運動を起こし，《未来派絵画技術宣言》による速度
をモチーフ化した抽象絵画を早くから発表した。

64）ボッチョーニ Umberto Boccioni ― イタリア未来派運動を代表する画家・彫刻家で，1910年
『未来派彫刻のテクニックに関する宣言』を発表して，自己の理論を実践，流動的連続性をも
つ量塊による即物的力

ダイナ ミ ズ ム

動表現を模索した。
65）恥

ち

骨
こつ

 pubic bone ― 骨盤前面部分を形成する左右一対の骨で，外面は粗く，内面は滑らか。坐
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骨と腸骨に恥骨枝によって結合し，恥骨下枝の角度は平均 70 ，゚肛門挙筋と内閉鎖筋の起始部。
66）インジカン尿症 indicanuria （青いオムツ症候群 blue diaper syndrome）― 生後間もなくオム
ツが青く染まる疾患で，1962年初めてMichael Drummondらが報告。選択的トリプトファン
小腸内吸収障害に起因し，ためにトリプトファンが大腸に達して，腸内細菌で分解されイン
ドール化合物をつくり，これが吸収されると，尿中にインドール乳酸・インドール酢酸・イン
ジカンなどが排出され，それらが酸化結合するとインジゴ青が合成される。高カルシウム血症
や尿中燐増加が検査の指針となる。

67）高圧腸内洗浄 intestinal lavage （ irrigation of colon, cleaning enema ） ― かつては赤痢や疫痢に
罹
り

患
かん

した小児の腸内有毒物を排除・洗浄目的に行われたが，現在では大腸 X線検査，
大
コ ロ ノ ス コ ピ ィ

腸内視鏡検査，消化管手術の前処置として糞
ふん

便
べん

除去目的に実施される。太目のネラトンカ
テーテルか直腸ブジーを直腸に 10-15センチ挿入して，40-50センチの高さに設けたイリゲー
ターより微温湯か温生理食塩水か 2％薬用石鹸液か 5千倍逆性石鹸液の洗浄液を 40℃で
100-200mℓ/分の速度で注入。成人では，300-500mℓで下行結腸に，1,200-1,500mℓで盲腸に達
する。その後，イリゲーターをはずし，洗浄液をカテーテルを通じて排出する作業を，流出液
がきれいになるまでくり返す。かかる処置は，患者に多大の苦痛を与える。

68）横行結腸 transverse colon ― 腹部中央を前面に突き出すかたちで緩やかに下垂しながら横断
する腹膜に固定されていない大腸部位で，長さ約 50cm，肝臓右葉下面に接する右結腸曲から
脾臓に接する左結腸曲間に位置する。後腹壁に横行結腸膜で付着し，前側は大網が付着する。

69）蠕
ぜん

動
どう

運動 peristalsis ― その代表的なものは，食道・直腸間の全腸管壁が，管腔内容物の物理
的・化学的刺激によって口側の輪状筋の収縮を起こし肛門側の弛緩にいたる一連の不随意的反
射反応で，かかる運動は腸管内神経叢知覚神経や介在神経や運動神経に起因し，同時に自律神
経と中枢神経の影響下に進行する。

　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
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〈Sommario〉
  Il Don Giovanni, subito dopo la prima comparsa in Spagna nel 1625, raggiunge e domina 

anche i palcoscenici italiani con alcune compagnie della Commedia dell’arte, fino ad arrivare al 
Dom Juan di Molière nel 1665. Nel Seicento, in fatti, si trovano tanti scenari, fra i quali ne 

traduco qui due dai manoscritti di Ciro Monarca, e uno da quelli di Casamarciano. 

Ⅰ．解　　題

　「ドン・ファン」劇ほど，17世紀のヨーロッパ演劇を体現し，そして流行を支配したものは

ない。それは国境を越え，ジャンルを横断し，様々なヴァリエーションを生んで 17世紀を駆け

抜けていった。女性の征服を最上の喜びとするスペイン貴族の「色事師」ぶりと，大理石の石像

に連れられての地獄堕ちという「ドン・ファン劇」の二つの主要な要素は，迷信と彼岸への恐怖

をいまだ引き摺りながら，そこに特有の理性を用いて歪んだ形で表現するバロック時代に，まさ

にふさわしい素材であったことは，他に類をみない成功の理由として考えられる。とりわけ，大

理石の石像が動き出し，舞台上に地獄的なものが具現化するクライマックスは，スペクタクルと

しての演劇性が盛んなこの時代にあって，貴族から庶民にいたる様々な階層の観客の好奇心を刺

激したことは想像に難くない。

　少なくとも 1630年に，ティルソ・デ・モリーナ（1579-1648）の『セビーリャの色事師と石の

招客 El burlador de Sevilla o El convidado de piedra』がスペインで刊行されると，同作は瞬時にナ

ポリの宮廷で上演され，1633年には，ジャチント・アンドレア・チコンニーニ（1606-1650）の

翻案劇がピサで上演されている。チコンニーニの劇を受けてか，あるいはティルソの劇の初版よ

りも早い 1625年のナポリでの上演を受けてか，当時最盛期にあったコンメディア・デッラルテ

の様々な劇団が「ドン・ファンもの」を取り上げ，笑劇風のアレンジを加えて上演し，現在，17

世紀のものだけで 5本のシナリオが伝えられている。今回は，このうち「チーロ・モナルカ写

本」（ローマのカサナテンセ図書館所蔵）の L’Ateista fulminatoと Il convitato di pietra，「カサマ

ルチャーノ写本」（ナポリの国立図書館所蔵）の Il convitato di pietraを訳出した。

1．チーロ・モナルカ写本

　ローマのカサナテンセ図書館には，17世紀に作成されたコンメディア・デッラルテのシナリ

オ集が三種保管されている。うち二種は Basilio Locatelliによる Della scena de Soggetti comici di 
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B. L. R.であり，その第一部（Manoscritti, 1211）には 50本のシナリオ，第二部（Manoscritti 

1212）には 53本のシナリオが収められている。そして 48本のシナリオからなるManoscritti, 

4186. Ciro Monarca, Dell’opere regieがある。

　バジリオ・ロカテッリ（1590-1654頃）は，ローマで活躍したアマチュアの俳優であるが，合

計 103本のシナリオを編纂したことで，現在ではその名を知られている。コンメディア・デッラ

ルテのシナリオ集としては珍しく，編纂年の記載があり，第一部は 1618年，第二部は 1622年と

写本にある。

　一方の「チーロ・モナルカ」を巡っては，48本のシナリオの編纂者の名前であろうが，現在

にいたるまでその詳細は知られていない。同シナリオ集収録の Il Medico di suo onoreに「1642

年 10月 17日金曜日にフィレンツェで初演された」と書入れがあることから，17世紀中頃に完

成したとされている。このチーロ・モナルカ写本は，「ドン・ファン劇」のシナリオを二本収録

している。『雷に打たれた無神論者 L’Ateista fulminato』は，主人公の名前が「ドン・ジョヴァン

ニ」ではなく，アウレリオとなっていることなど，他にも，いわゆる「ドン・ファン劇」の翻案

物からの逸脱もみられるが，石像の存在や，女性を手荒に扱う主人公，そして，地獄堕ちの描写

など，基本的な要素は共通している。このシナリオで興味深いのは，「色事師」が「無神論者」

になっている点であり，さらには神に仕える森の隠者の存在，それを冒涜するドン・ファン（ア

ウレリオ）の振る舞いなど，後のモリエールの『ドン・ジュアン』を彷彿させる。もう一本の

『石像の招待客 Il convitato di pietra』は，筋や登場人物もほぼそのまま，ティルソやチコニーニ

の戯曲をコンメディア・デッラルテ化したものとなっているが，劇中歌の歌詞が掲載されている

ことなど，資料的価値は高い。また，両者に共通しているのは，死後の「ドン・ファン」の描写

と，音楽を巧みに活用した点であろう。ともに，天国と地獄を対比し，その音楽性の違いに言及

している点は興味深い。

2．カサマルチャーノ写本

　ナポリ国立図書館所蔵の写本 Gibaldone de soggetti da recitarsi all’impronto, alcuni proprij e gli 

altri da diversi raccolti di Don Annibale Sersale, conte di Casamalcianoは，カサマルチャーノ伯爵

アンニーバレ・セルサーレが収集させた 183本のシナリオを収録していて，コンメディア・デッ

ラルテのシナリオ集の中では最も規模の大きいものであり，183本のすべてに，ナポリの仮面プ

ルチネッラが登場していている。「1700年」と表紙にあることから，写本がまとめられたのが

1700年であろうとされている。『石像の招待客 Comvitato di pietra』の粗筋は，チーロ・モナル

カ写本の同名シナリオとさほど変わらないが，ラッツィについての指示が具体的で，その点にお

いて資料的価値が高い。
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　使用テクスト

 L’Ateista fulminato: 

  Giovanni Macchia, Vita avventure e morte di Don Giovanni, Adelphi, 1991, pp. 193-211.

 Il convitato di pietra （Ciro Monarca）: 

  Ibidem, pp. 215-229.

 Convitato di pietra （Casamarciano）: 

The Commedia dell’Arte in Naples. A Bilingual Edition of the 176 Casamarciano Scenarios. A c. 

e con traduzione di F. Cotticelli, A.Goodrich Heck, Th.F.Heck, 2 voll, Lanham （Maryland-

USA）, Scarecrow Press Inc., 2001, pp. 426-429.

　参考文献

  S. Carandini, L. Mariti, Don Giovanni o l’estrema avventura del teatro, Bulzoni, 2003.

  G. Macchia, Vita avventure e morte di Don Giovanni, Adelphi, 1991. 

  A. Perrucci, Il convitato di pietra, Einaudi, 1998.

Ⅱ．翻　　訳

1．雷に打たれた無神論者（チーロ・モナルカ写本版）
登場人物

サルデーニャ王（子供がいない），王妃（その妻，登場しない），アウレリオ伯爵（王族にして盗

賊），マリオ公爵（王族），ベルトリーノ（アウレリオ伯爵の召使），ブッフェット（マリオ公爵

の召使），レアルコ（マリオの父，石像），テアンドラ（マリオの母，石像），レオノーラ（マリ

オの妹），カッサンドロ，アンジェラ（その娘）

隠者（老人），伯爵の子飼いの山賊たち，マリオの兵士たち，盗賊たち

オリヴェッタ（宮廷の貴婦人），農夫たち，国王の大臣たち

道具

トランペットとタンバリン。白い石像のための鎧。ズボン，靴下など，手袋とともに用いる衣装

一式。白い仮面二枚，男女一枚ずつ，麻製の髪の毛つき。僧服，白い剣。山賊用の武器と衣装。

隠者のための衣装二着，粗悪な麻でできた女性用の鬘。髭と蓬髪の鬘一式。食事の準備に使う運

搬用の大きな籠二つ。衛兵用の外套。正面には，神殿に変化する屋敷。神殿の中央には記念碑。

脇には森。

食事

皿，テーブルクロス，ナプキン，ナイフ，グラス。天のレオノーラのための白い衣装。プルート

の衣装として，熊手，王冠，部屋着，大きく黒い付け髭，蓬髪の鬘。霊のための衣装あれこれ。
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松脂。ザンニを串刺しにする道具。

第 一 幕

サルデーニャのカリアリ市内

国王（大臣たち，廷臣たち），王妃の体調がすぐれず，後継者となる子供を授かることが期待で

きないことを嘆く。大臣たちは彼を慰める。そこへ，

マリオ公爵，ウェスタ神殿の巫女であった妹のレオノーラを連れ去ったアウレリオ伯爵に対して，

侮辱を受けたと言い立て，今も田野で，王国と自らの家柄に泥を塗っているのだと言う。国王

は彼に，兵士を自由に使う許可を与え，王国をくまなく探して彼を捕らえ，罰するように命じ

る。マリオはその任務と権力を引き受ける。そこへ，

ベルトリーノ，農夫の身なりをしているが，実は山賊で，

農夫たち，アウレリオ伯爵から受けた，数々の財産と名誉の被害を直訴しにやってくる。国王，

かならず罰すると言い，一同は宮廷に戻る。

森

アウレリオ，レオノーラ（山賊たち），二人の愛について語り，短い愛の場面を演じ，けして離

れないことを誓い合う。それから，アウレリオ，自分が盗賊になった経緯を明かす。そこへ，

盗賊たち，カッサンドロを連行し，彼の娘アンジェラも連れられてくる。彼女にはカリアリの町

に夫がいる。アウレリオはカッサンドロの縄を解かせ，彼は泣きながら退場。娘を返してほし

ければ一万スクードの保釈金を用意しろと言い，アンジェラを手元に置く。彼女はお願いし，

彼は，約束は守ると言う。レオノーラは嫉妬のために，アンジェラを解放するよう頼む。彼は，

手放そうとしない。そこへ，

ベルトリーノ，農夫の身なりをして登場し，国王へ請願に行き，そこで嘆いている他の農夫たち

を見て，国王がアウレリオの敵のマリオ公爵に命令を与えたと言う。彼はせせら笑い，休みた

いからと，配下の者たちを洞窟に遣わし，アンジェラをしっかり見張っているようにと命じる。

配下の者たちはアンジェラを連れて退場。彼は，ベルトリーノ，レオノーラと，その場に残る。

神殿が見えてくる。

神殿の扉が開いて，マリオの父母の棺と石像が見えてくる。アウレリオは，復讐のために石像

を詰ってやろうと言う。レオノーラはやめるよう彼に頼む。アウレリオが怒ると，彼女はその

場を見たくないと，頭を垂れて退場。残った者たちは場面を続ける。ベルトリーノは恐怖に震

え，ついに石像は口を開いて語りだす。石像，「死者の平安を乱すなかれ」

アウレリオはベルトリーノとふざけて，尋ねる「乱したら，どうなるっていうんだ？」。石像，

「剣で傷つける者は，剣で滅びる」

アウレリオは，もう行かなきゃいけないので，また会うことにしよう，今度は会いきてくれと

誘いかける。石像，うなずいて，神殿の扉が閉じる。一同は森に入っていく。
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町

マリオ（ブッフェット），兵士たちの準備ができ次第，彼自ら市壁の外に赴いてアウレリオを捕

まえ，ことによるとレオノーラを殺害するつもりだと言う。自分の妹ではあるが，不倶戴天の

敵と駆け落ちし，名誉を傷つけたのだから。ブッフェット，暴力を諫める。だがマリオは，ベ

ルトリーノを八つ裂きにしてやろうと言う。そこへ，

マニフィコ，すぐに宮廷に向かい，陛下の新しい極秘の命令を受けるよう，マリオに言う。マニ

フィコとマリオは退場。ブッフェットはその場に残る。そこへ，

オリヴェッタ，ラッツィを交えて恋の場面。ブッフェット，山賊を懲らしめに，主人と一緒に行

かないかと彼女を誘う。オリヴェッタは同意し，二人は軍備を整えるべく，宮廷に向かう。

森

アウレリオ（アンジェラ），彼女の美をほめたたえると，彼女も満更ではない様子。二人は逢引

の約束をするが，レオノーラに気づかれないために，憎しみあっているふりをして，二人の愛

を隠しておくことで同意する。そこへ，

レオノーラ，脇ですべてを聞いていて，抱き合う二人を見ている。火縄銃をお見舞いしてやりた

いと，怒りのラッツィ。そこで，アウレリオに呼ばれて

ベルトリーノ，登場。アウレリオ，彼にアンジェラを渡し，洞窟に連れていくよう命じる。ベル

トリーノ，アンジェラを連れて退場。アウレリオ，その場に残る。そこへ，

レオノーラ，すべてを聞いていたとアウレリオに告げる。彼は否定し，彼女は彼を責める。彼女

があまりにしつこいので，アウレリオは激高し相手を蹴飛ばす。彼女は倒れ，彼は，侮辱をこ

めて相手から武器を取り上げ，「出て行って，お前の好きなところへ戻るがいい，お前の知る

限りの最悪のことを俺にやってみろ」と言い捨てて，退場。彼女はその場に残り，嘆きの場面

を演じる。そこへ，

隠者，外の空気を吸うべく洞窟から出てきて，ひどい扱いを受けた少女を目にする。彼女は彼に

すべてを語り，彼は自分の正体を明かすが，秘密にしておいてほしい，神がお守りくださるだ

ろうと言う。敬虔な慰めをこめて，彼女を草庵に連れていき，第一幕が終わる。

第 二 幕

森

アウレリオ（ベルトリーノ），マリオ公爵が自分と対決すべく出発するのがいつなのか，そして

何人の兵士を連れてくるのかを知るために，村人の服装をして宮廷に行くようベルトリーノに

命じる。相手を待ち伏せにするつもりなのだ。ベルトリーノ，悔い改めるよう主人を諫め，石

像の言葉を思い出させる。彼は鼻で笑い，その後，自分も正体を隠して宮廷に行きたいと言い，

隠者のことを思い出し，その服を手に入れたいと言う。二人は草庵のドアをたたく。

隠者，すっかり怯えて，自分がかくまっている女性のことを相手が知り，乱暴を働きにきたので
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はないかと危惧する。すぐさま跪き，許しを求める。双方ともに誤解をしている。最後にアウ

レリオたちは，服がほしいのだと言う。隠者の服をはぎとり，その場を後にする。隠者はその

場に残って嘆くが，アウレリオたちのことをユピテルに祈り，退場。

町

ブッフェット，オリヴェッタ，滑稽な恰好をして武器を手に，主人のお供をして，アウレリオの

所業を訴えに行く。

マニフィコ（マリオ公爵，配下の者たち）念には念を入れて，危険な目に合わないよう気を付け

るべきだと，相手を諭す。マリオは，心配いらない，今日のうちに旅立ち，伯爵に復讐し，同

時に多くの山賊を片付けて，王国と街道の安全を確かなものにするつもりだと言い，一同，宮

廷に向かう。ブッフェット，彼らを勇気づけて，退場。

森

レオノーラ，粗衣に紐の帯を巻いて，天に対して犯した自らの過ちを嘆き気絶する。そこへ，

隠者，蓆を背負って登場し，彼女を目にする。彼女は気を取り戻し，彼は彼女を草庵に連れてい

く。

ベルトリーノ，村人の恰好をして登場し，武器を隠して宮廷に向かう。

アウレリオ，隠者の恰好をしている。宮廷に行くのに正体を見破られたくないため，誰かの見て

いる前で着替えたくなかったのだと言う。そこへ，

 奥で物音がしたため，アウレリオは脇に身を隠して様子をうかがう。そこへ，

マリオ公爵（オリヴェッタ，兵士，ブッフェット），国王の命により，アウレリオと盗賊の一味

を掃討すべく，王国全土に対する指揮権を与えられて来た。隠者の恰好をしたアウレリオはそ

れを聞くと，前に進み出て，別人のふりをしながら彼らを励まし，自身の悪口を言って，アウ

レリオを捕らえる作戦を披露する。マリオは彼の言葉を信じて，隠者の言う通りにすると言う。

一同，退場。

町

国王（マニフィコ），アウレリオとマリオ公爵が，国王の血族であるため，王国に跡継ぎがいな

い場合には，両者のうちいずれかが次の国王となるのが筋であることを悩んでいる。また，マ

リオの妹レオノーラがいないために，多くの不都合事が生じてしまい，アウレリオは彼女を神

殿から連れ去った後で，田舎に引き籠ってしまった。アウレリオが王になれば，反対が起こる

であろうから，宮廷から遠ざけておいた方がいいように思えるが，そのせいでかえって王国全

土に害悪が広まってしまうおそれもある。マニフィコ，それは一大事であるが，両者とも王国

と宮廷においてきわめて重要な人物であるから，助言もはばかられると言う。アウレリオに対

する全権を，ライバルのマリオに与えてしまったのは失敗であった，マリオは正義に基づいて
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動くことはないだろうから，と言う。そこへ，

ベルトリーノ，村人の恰好をして，アウレリオ伯爵を訴える嘆願書を手にしている。アウレリオ

の不行跡を大げさに並べ立てる。国王，その村人の話を聞き，言い分を認めてやるようマニ

フィコに命じて，退場。マニフィコ，話を聞いた後で，既にマリオ公爵が彼を鎮圧すべく兵を

率いて城壁を出たと言い，それから，相手がベルトリーノではないかと疑う。二人はラッツィ

をして，その後，マニフィコは宮廷に，ベルトリーノは伯爵に知らせるべく森に向かい，退場。

森

アウレリオ，隠者の恰好をして，仲間はどこにいるかと，兵士たちに尋ねる。兵士たち，洞窟や

森など，所定の位置についていると答える。アウレリオ，口笛の合図で攻撃することを全軍に

伝えるよう命じる。それから，策を使って，公爵の軍勢を分散させておく命令を出しておいた

ので，相手はわずかな兵を連れているだけなのだと言う。そこへ，

ベルトリーノとアウレリオ，ラッツィの後，お互いの正体に気づく。そこへ，

マリオ公爵，ブッフェット登場。アウレリオ，相手の武器を取り上げようとする。ベルトリーノ，

ブッフェットを相手に同じことをする。その後，正体を見破られると，

アウレリオの兵士たちを呼び，全員武器を手に登場する。アウレリオ，マリオを銃殺するために

神殿の扉に縛り付ける。それから二人の兵士を使って銃殺しようとする。いざ，発砲しようと

いう時に，神殿の扉が開いて，石像が跪き次の言葉を口にする。

 「怒りを宥めよ，伯爵よ，日が沈む前に」。全員が逃げる。マリオは縄を解いて自由の身になり，

逃げる。アウレリオは彼の後を追おうとするが，見失って，配下の者たちを呼ぶ。石像は次の

ように言う。「悔い改めよ，お前はただの貴族ではないのだから。悪しき生を送るものは，悪

しき死を迎える」

 神殿の扉が閉まり，アウレリオは退場。第二幕の終わり。

第 三 幕

アウレリオ（ベルトリーノ），部下の兵たちが，すっかり石像を恐れてしまったと嘆いている。

ベルトリーノ，死後には天国と地獄があることを，主人に思い出させる。アウレリオは鼻で笑

い，公爵に逃げられたことを悔しがる。そこへ，

兵士，捕らわれの身となったオリヴェッタを連れてくる。そして，負傷者や死者も出たが，マリ

オ公爵の軍は敗走し，この者はマリオ軍の兵士であると言う。オリヴェッタ，自分は男性では

ない，何とか解放してくれと言い，宮廷人の娘オリヴェッタという女性であることを明かす。

アウレリオ，女性にひどくあたるつもりはないと言いながら，彼女を洞窟に連れて行って，仲

間のお相手をさせて，それが終わったら自由にしてやれという。彼女，それだけで済むのかと

せせら笑い，すぐに済ませてやると言う。ベルトリーノのラッツィ。

兵士，ブッフェットの支度が出来たと伝える。オリヴェッタ，ブッフェットがどうしたのかと尋
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ねる。アウレリオ，見せてやるように命じる。

 幕が開いて，串刺しにされたブッフェットが現れる。そしてまた幕が下りる，オリヴェッタと

兵士たち，退場。伯爵とベルトリーノはその場に残る。そこへ，

アンジェラ，山賊の服装を着て武器を手に登場。アウレリオに挨拶をすると，二人は抱き合う。

そこでベルトリーノ，ご主人さまは馬鹿だ，食事をおろそかにしているんだからと言う。アウ

レリオ，食事がしたいためテーブルの用意を命じ，アンジェラと抱き合いながら，退場。ベル

トリーノはその場に残り，テーブルの支度を命じる。テーブルの準備が整うと，そこへ，

兵士たち，席について，ごちそうを食べ酒を飲む。アンジェラは大いに喜んで，陽気に酒をがぶ

飲みする。そこへ，

隠者，草庵から出てきて，喜捨を求める。アウレリオは彼をからかう。最後には，彼に，地獄

…………許しを与える1）。アウレリオ，笑いながら彼を侮辱し，お宝は好きかと尋ねる。その

後で，牢屋に行ってこいと兵士に命じ，兵士，命令に従う。そこへ，

レオノーラ，贖罪者の恰好をして登場。アウレリオ，この女はお宝か，それともお恵みかと，彼

に尋ねる。隠者，大いなる贖罪に身を捧げたのだから，神の御霊であると言う。レオノーラ，

気を失って倒れ，息を引き取る。アウレリオ，席を立って，隠者を罵る。他の者たちはテーブ

ルを片付け，アウレリオは彼女を神殿に運ぶように命じる。隠者は他の者たちと退場。ベルト

リーノはその場に残る。アウレリオ，戻ってくる。そこへ，

 神殿の扉が開いて，剣を手にした石像と，レオノーラの亡骸が立っているのが見える。ベルト

リーノのラッツィ。アウレリオ，自分に何か用があるのか，話でもしたいのか尋ねるよう命じ

る。ベルトリーノ，ラッツィの後，相手に尋ねる。

石像，そうだと答える。ベルトリーノ，恐怖に震え上がる。アウレリオ，「いつだ？」と相手に

聞く。石像は次のように答える。「伯爵よ，今日だ。日が沈む前に」。アウレリオ，承諾して，

退場。神殿の扉が閉まる。

町

国王とマニフィコ，山賊とマリオの件について，話している。そこへ，

隠者とカッサンドロ，連れたって道を歩きながら登場し，レオノーラが死んで神殿に埋葬された

ことをマニフィコに伝える。カッサンドロは娘のアンジェラが賊に攫われたと言う。そこへ，

オリヴェッタ，山賊の手を逃れてきて，敗戦と，ブッフェットが串刺しにされた件を伝えて，マ

リオ公爵の身が心配だと言う。そこへ，

マリオ，帽子も，武器も，マントもなく，恐れおののき逃げながら，正気を失ったような様子で

登場。伯爵と賊たちにずっと追いかけられているような気がしてならない，後で，宮廷で全て

を話すと言いながら，退場。
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森

アウレリオ（ベルトリーノ）約束にしたがって話をしに神殿に行くつもりだと言う。そこへ，

 神殿の扉が開き，

石像，屹立し手には剣を持ち登場して，近くにくるよう伯爵に言う。伯爵は，騎士らしく一対一

で決闘したいので，手を差し出すよう言う。石像は彼に手を差し出し，その手をきつく握りし

め，それから次のように言う。

 「悔い改めよ，伯爵，日が沈む前に」

 彼は，悔い改めなければならないようなことは，したことがないと言う。それを三回繰り返し

て言うと，石像は声を大きくして，

 「見よ，日が沈んでいく」

 彼は答える。「日が沈んだとて，俺が伯爵であることに変わりはないだろう？」そこで，石像

は言う。

 「神よ，あなたに委ねます！」

 伯爵は尋ねようとする。石像は彼を制止する。そこへ，

 天が開き，雷鳴と地鳴りが聴こえ，明かりが消えて，空からアウレリオの足元に雷が落ちる。

彼は即座に地下に沈み，神殿の扉は閉まる。ベルトリーノはアンジェラを連れて逃げる。

町

国王，マリオ公爵がいる。そこへ，

マニフィコ，隠者，神殿の祭司， 伯爵の話をする。そこへ，

カッサンドロ ，娘が伯爵にさらわれたと，国王に告げる。そこへ，

ベルトリーノ，アンジェラ，アウレリオ伯爵の最期を語る。カッサンドロは娘と再会し，全員退

場。

地獄

アウレリオ，地獄で呻いている。天空には石像が見える。

天空

石像とレオノーラ，白い服を着ている。そこへ，

プルート，悪魔

 天空では，天使の合唱，地獄では，悪魔の合唱が，前者は神の栄光を，後者は地獄の劫罰を，

正しきものの得る褒賞を，悪しき者たちの懲罰を歌う。

215コンメディア・デッラルテによるドン・ファン劇のシナリオ



2．石像の招待客（チーロ・モナルカ写本版）

登場人物

ナポリ王，マニフィコ・ドン・ピエトロ（スペイン大使），ドン・ジョヴァンニ（その甥），ドン

ナ・イザベッラ（貴婦人），オッターヴィオ公爵，ザッカニーノ（ドン・ジョヴァンニの召使），

武装した兵士多数，カスティリア王，ドットーレ（大臣），ドン・ゴンサレス・ウッロア（騎士

長），ドンナ・アンナ（その娘），漁師の娘，スピネッタ，カペッリーノ（その夫），漁師たち，

漁師の娘たち，農夫たち

道具

三人分の支度が整った食卓，黒い皿の乗った黒い食卓，片側には宮殿，もう片側には森，真ん中

に石像のための墓と地獄のある聖堂，四人の近習，美しい椅子三脚と，黒いカバー三枚，ドン・

ジョヴァンニ用の白いシャツとズボンと靴下，ザッカニーノ用のシャツ一枚，踊りの場面に農夫

と農婦たち二人ずつ，武器に剣とマント，武装兵士，釣竿，生きている魚，火薬，黒い鎖，部屋

用のガウン二着，ドンナ・イザベッラ用のシャツ

第 一 幕

ドン・ジョヴァンニ，大声で叫ぶドンナ・イザベッラから逃げる。

ドンナ・イザベッラ，ああ，助けて，裏切り者よ！そこへ

国王，燭台を手に登場。ドン・ジョヴァンニはその火を消す。国王は「誰か」と叫ぶ。そこへ，

スペイン大使ドン・ピエトロ登場。国王は彼に，婦人の声を耳にして部屋を出たのだが，その婦

人を慰めものにした男に火を消されてしまったと言い，その男を探し出すよう命じる。大使は

配下の者たちを呼ぶ。

宮廷人たち，おきまりの場面を演じて，退場。

ザッカニーノ，ランタンを手にもち，ひそかにドン・ジョヴァンニと悪逆に満ちた暮らしを送っ

ていると言い，宮殿に行く命令を受けていると語る。眠気についてのラッツィをいくつか。そ

こへ，

ドン・ジョヴァンニ，彼を殺そうとするラッツィをして，召使に正体を明かす。ドン・ジョヴァ

ンニは，危険な目にあったが，ドンナ・イザベッラを堪能したので，カスティリアに旅立つつ

もりだと言う。召使は主人を詰り，両者退場。

国王，ドン・ピエトロ，宮廷人，登場。ドン・ピエトロは国王に，下手人はこっそりと窓から抜

け出し，衛兵も捕まえることができなかったが，オッターヴィオ公爵のマントが見つかり，ド

ンナ・イザベッラを呼びにいくところだと報告する。国王，自分の甥ではあるが，罰しなけれ

ばならないと言う。そこへ，

ドンナ・イザベッラ（ドン・ピエトロ），オッターヴィオ公爵を自分のものにしたい彼女は，自
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分を辱めたのは彼だと口にする。国王は彼女を叱責し，牢屋に入れ，オッターヴィオ公爵も牢

屋に入れるよう，ドン・ピエトロに命じる。

オッターヴィオ公爵，服を着替えながら，国王に対する敬意のためにドンナ・イザベッラの部屋

に行かなかったが，より良い機会を待つことにすると言う。そこへ，

召使，スペイン大使がお越しだと伝える。公爵はお通しするように命じる。そこへ，

ドン・ピエトロ，国王の言葉を伝える。公爵は驚き，弁明する。二人は，逃亡という手段を考え

る。オッターヴィオ公爵は召使を呼び，カスティリアに向けて旅立つ。ドン・ピエトロは，公

爵の逃亡でドン・ジョヴァンニを助けられたと言い，退場。

海岸

漁師の娘たち，釣竿を手に，歌う。そこへ，助けを求める叫び声が響く。

ドン・ジョヴァンニ，ザッカニーニョ，漁師の娘相手に，お決まりの愛の場面を演じ，（ドン・

ジョヴァンニは）相手を安心させるため，「石の男」に誓いを立てる。漁師の娘は彼を抱きし

め，ザッカニーニョとともに，彼を漁師小屋に連れていく。

カペッリーノ，スピネッタ，愛を語り合いながら，釣りをしている。そこへ，

ザッカニーニョ，ドン・ジョヴァンニは漁師の娘と一緒にいると言い，漁師たちを相手にラッ

ツィをはじめ，馬鹿げたことで相手をからかう。カペッリーノはそんなザッカニーノを見て，

棒を持ち出し，彼を殴る。そこで第一幕終わり。

第 二 幕

海岸

漁師の娘，ザッカニーノに，自分の操を奪ったあの騎士は誰かと尋ねる。ザッカニーノ，あの方

は高貴な貴族だと言う。そこへ，

ドン・ジョヴァンニ，出発しなければならないと言う。彼女は自分も連れて行ってほしいと言う。

ドン・ジョヴァンニは彼女を侮辱し，退場。ザッカニーノ，ラッツィの後で退場。彼女は絶望

して，退場。

カスティリア

国王，宮廷人，ドン・ゴンサレス・ドウッロアが，外交使節として滞在していたポルトガルから

戻ったと言う。そこへ，

ドン・ゴンサレス，ポルトガル国王からの挨拶を伝え書簡を渡す。国王は彼に，子供は何人いる

かと尋ねる。彼は，未婚の娘がひとりいると答える。国王は，自分が夫を見つけてやろう，宮

廷にはオッターヴィオ公爵がいると言い，退場。ドン・ゴンサレスは帰宅する。

ドン・ジョヴァンニ，どうしたわけでナポリを後にしたのかと公爵に尋ねる。公爵は事情を語る。

ドン・ジョヴァンニは彼に，女を手に入れたかと尋ねる。彼はうなずき，相手は騎士長の娘で，
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セレナータのための楽団を待っているところだと言う。ドン・ジョヴァンニ，マントと帽子を

貸してくれるよう頼む。公爵はそれを貸し与える。ドン・ジョヴァンニ，退場を装って，ザッ

カニーノに言う。「オッターヴィオ公爵を，ひとつからかってやるつもりだ」。ザッカニーノ，

ひとつどころかこれで二回目でしょうと言い，二人は退場。そこへ，

楽団，セレナータを演奏する。オッターヴィオ公爵は，ドンナ・アンナの姿が見えないため，お

そらく父親が来たので，部屋に下がったのだろうと言い，退場。

ドンナ・アンナの声，「ああ，裏切り者，こんなふうに私の名誉を踏みにじるのね！」。そこへ

ザッカニーノ，家から逃げる。そこへ

ドン・ジョヴァンニ，マントに身を包み，抜身の剣を手にして，逃げながら，ドン・ゴンサレス

と切り合う。相手は傷を受けて倒れ，「お願いです，神よ，この裏切り者に復讐を！こいつは

私の命ばかりか，娘の名誉まで奪ったのですから」と言いながら，死ぬ。そこへ，

ドンナ・アンナ，召使たち，明かりを手に登場し，彼女は父の死を嘆く。それから一同は，亡骸

を家に運び込む。

夜明け

オッターヴィオ公爵，廷臣たちとともにいて，ドン・ジョヴァンニにマントを貸したことを後悔

し，手荒なことをしてなければいいがと言う。そこへ，

ドン・ジョヴァンニ，ザッカニーノ，彼にマントを返す。オッターヴィオ公爵は，逢引はうまく

いったかと尋ねる。ドン・ジョヴァンニ，相手の命が引いていたと言い，退場。公爵はその場

に残る。そこへ，

ドンナ・アンナ，父の死と，失われた自分の名誉を嘆きながら，登場。公爵は涙の理由を尋ねる。

そこへ，

国王，廷臣たち，すぐに登場。ドンナ・アンナはひざまずき，事の次第を語り，殺害された父の

亡骸をウッロア家の礼拝堂に埋葬したと伝える。国王はそれを聞き，呆然としている。そこへ，

ザッカニーノ，身を隠して，下手人を共犯者も含めて捕らえる算段を聞いている。国王はドン

ナ・アンナを慰め，家に帰らせる。一同退場。ザッカニーノは……2）。そこへ，

ドン・ジョヴァンニ，全てを聞いていて，ほくそ笑み，二人は退場。

海岸

カペリーノ，スピネッタ，農夫たち，カペッリーノとスピネッタの結婚式で盛り上がり，踊り始

める。

ドン・ジョヴァンニ，ザッカニーノ，そこに割り込もうとする。二人は女性をさらって，森に逃

げ込む。第二幕終わり。
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第 三 幕

聖堂のある海辺の町

ドン・ジョヴァンニ，ザッカニーノ，石像とおきまりの墓碑銘のある聖堂が見える。ドン・ジョ

ヴァンニはそれを見て笑い，ザッカニーノはラッツィ。ドン・ジョヴァンニは石像を招待し，

二人は退場。聖堂の扉が閉まる。

カペッリーノ，スピネッタを問い詰めると，男に誘惑されたのだとあっさり答え，二人は訴える

ために，町に向かう。

町

オッターヴィオ公爵（宮廷人），ドン・ジョヴァンニの姿が見えないことから，ドン・ゴンサレ

スを殺したのは彼ではないかと，疑いだす。そこへ，

ザッカニーノ登場。公爵は，ドン・ゴンサレスの殺害者が誰か分かれば，復讐を遂げてやると，

威厳を込めて彼に言い，退場。ザッカニーノ，怯えてしまい，ドン・ジョヴァンニに報告すべ

く，退場。

晩

ドン・ジョヴァンニの召使たち，夕食の支度をしている。そこへ，

ドン・ジョヴァンニ，夕食のために登場。そこへ，

ザッカニーノ，オッターヴィオ公爵の件を彼に伝える。ドン・ジョヴァンニは彼を叩き，奴にこ

うしてやるべきだったと言い，この分も仕返しをしてやれと言う。ドン・ジョヴァンニ，席に

つき，召使を座らせる。そこへ，

石像，ドアの前でラッツィをして，ドアをたたく。召使は，ひとりひとりと退場し，ドン・ジョ

ヴァンニは明かりを手に，ドアのところへ行って，騎士長を目にする。相手は，約束を守るた

めにやって来たと彼に言う。ドン・ジョヴァンニは相手を受け入れて，テーブルに案内する。

石像は腰をおろし，ドン・ジョヴァンニは食事をして，楽師を呼び，石像はドン・ジョヴァン

ニの行いを歌う3）。そこへ，

楽師，貴婦人とのやりとりを歌い4），石像はラッツィ。ザッカニーノは恐怖のラッツィをして，

倒れる。石像はドン・ジョヴァンニを夕食に招待し，彼は約束をしてしまう。石像は退場。ド

ン・ジョヴァンニは，石像の足元を明かりで照らそうとする。石像，「明かりは必要ない，神

の恵みという明かりがあるから」。全員，退場。

夜明けの町

カペッリーノ，スピネッタ，漁師たち，ドン・ジョヴァンニを訴えるべく，そろって向かう。

国王（オッターヴィオ公爵，宮廷人），オッターヴィオ公爵から，殺害者はドン・ジョヴァンニ

ではないかと疑っていること，マントの件，そして召使も事情を知っていることなどを聞き，
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退場。

晩，海辺の村にて

ドン・ジョヴァンニ，ザッカニーノ，石像との約束を守るために，聖堂に到着。そこへ，

 夕食の準備が整ったテーブルと聖堂

石像，彼を座らせ，夕食がはじまる。楽師が呼ばれる。

楽師，おきまりの八行詩の歌を歌う5）。

影と死，テーブルを片付けると，石像はドン・ジョヴァンニに手を差し出すよう言う。ドン・

ジョヴァンニは「焼けるようだ，全身が火のようだ，離せ！」と叫ぶ。石像は「ドン・ジョ

ヴァンニ，これが神の正義だ。悪しき行いをなす者は，悪を受け取る」と言う。ドン・ジョ

ヴァンニ，剣をふりまわすが，空を切るばかり。そして倒れて地獄に行く。テーブルが消えて，

石像は天に。ザッカニーノは恐怖に震えて，町に逃げる。

国王，宮廷人，カペッリーノ，スピネッタ，ドン・ジョヴァンニの悪しき行いを語る。そこへ，

ザッカニーノ，国王に，ドン・ジョヴァンニが地獄に堕ちたことを伝える。国王と宮廷人は退場。

地獄

ドン・ジョヴァンニの姿が見える。うめき声をあげている。地獄が閉ざされ，天上では，ハーモ

ニーが聴こえる。劇の終わり。

ドン・ジョヴァンニに対して歌われる歌の歌詞

お前はもはや，星を眺めるに値しない，

ふさわしいのは，永遠の劫火に焼かれることだけ。

邪悪な業に長けた，冷酷な魂よ，

地獄から出てきた，忌まわしい怪物よ。

お前が名誉を汚したあの少女たちは，

食人族の中でも，もっとも獰猛な怪物がお前をからかうよう

天に復讐を求めている。

ここでは，支払われない負債などない。

最初の楽師のための歌詞

私は喜びあふれ，世界を堪能し，

いついかなる時も，快楽を求める，

この欲望を充足させるのであれば，

他人の不都合など，気にもかけない。
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二番目の楽師のための歌詞

お前はもはや，星を眺めるに値しない，

ふさわしいのは，蛇や竜にまみれることだけ。

忌まわしい業の悪しき使徒よ，

ここでは，支払われない負債などない。

3．石像の招待客（カサマルチャーノ写本版）

登場人物

ナポリ王，オッターヴィオ公爵（その甥），コヴィエッロ（その召使），ドンナ・イザベッラ（宮

廷の貴婦人），ドン・ピエトロ・テノーリオ（ナポリ王の衛兵隊長），ドン・ジョヴァンニ・テ

ノーリオ（その甥），ポッリチネッラ（その召使），

カスティリア王，騎士長ウッロア，ドンナ・アンナ（その娘），召使たち，

ドットーレ，ナポリの親戚たち，タルタリア，ロゼッタ（タルタリアの娘），近習，楽師たち，

石像，ティスベア（漁師の娘），ポッツォラーノ，

ナポリ王の宮廷人たち，カスティリア王の宮廷人たち

道具

ポッリチネッラ用の古い剣，角灯，釣竿二本，籠二つ，マント，新鮮な魚，はつか大根の束，箒，

棒，ポッリチネッラの使うリスト，ドンナ・アンナ用の喪服，手紙，もたれるための椅子二脚，

トランペット，火の点いた燭台二本，カラショーネ，タンバリンその他の楽器，飛翔のための竿，

網，石像用の墓碑，椅子や食器棚など，食事に必要な贅沢な調度品一式，食べ物や飲み物，だが

すべて真っ黒で，テーブルクロスも真っ黒，パンも明かりも黒で，皿の上には蛇，石像の馬と石

像のための衣装，白い髭と鬘，胸当て，兜，盾，悪魔のための衣装二着，ドン・ジョヴァンニの

魂のための肉色の衣装，炎のための香の粉と松脂

舞台

ナポリの町，ナポリ王の室内，森と嵐の海，オッターヴィオ公爵の室内，カスティリア王の室内，

カスティリアの町，田舎，田園地域，馬上の騎士像と墓碑銘のある田園地域の聖堂，田舎の屋敷，

陰惨な田舎の聖堂，地獄

第 一 幕

ナポリ，室内，夜

ドンナ・イザベッラ，ドン・ジョヴァンニ・テノーリオを引き留めて，相手が誰なのかを知ろう

としている。彼は拒絶し，彼女は叫ぶ。「ああ，誰か！」そこへ，
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国王，明かりを手に登場。ドンナ・イザベッラはその場を去る。ドン・ジョヴァンニは身を隠す。

国王は曲者の正体を知ろうとする。ドン・ジョヴァンニは相手の明かりを吹き消す。国王は暗

闇の中，

ドン・ピエトロを呼び，貴婦人と騎士の正体を突き止めるよう命じて，退場。彼はその場に残る。

ドン・ジョヴァンニ，声から相手が叔父だと分かり，正体を明かす。ドン・ピエトロ，辱めた

女性について尋ねる。彼，ドンナ・イザベッラだと答える。ドン・ピエトロ，宮殿は閉め切っ

ていて，いたるところに衛兵がいるため，バルコニーを伝って逃げるよう助言する。ドン・

ジョヴァンニ，急いで逃げる。ドン・ピエトロはその場に残り，

ドンナ・イザベッラを呼び，彼女の操を奪った男が誰か知っているかと尋ねる。彼女は，知らな

いが，オッターヴィオ公爵と逢引の約束をしていたと言う。ドン・ピエトロ，それなら公爵で

あって，他の誰かであろうはずがない，約束をしていたのだから，と言う。そして，国王に聞

かれた場合には，夜，部屋に一緒にいたのは公爵であって，他の誰でもないと答えるように言

う。そうすれば，責任上，公爵が結婚してくれるだろうと。彼女は部屋に引き下がり，彼はそ

の場を後にする。

町

ポッリチネッラ6），角灯と剣を手に，主人の帰りを待っている。横になり，明かりを消して，う

とうとする。そこへ，

ドン・ジョヴァンニがバルコニーから落ちてくる。ポッリチネッラは物音で目を覚ます。二人は

暗闇の中の格闘の場を演じる。その場面の後，二人はお互いの正体が分かって，カスティリア

に向けて旅立つ。

室内，夜明け

国王，昨夜の貴婦人と騎士が誰か分かったかと，ドン・ピエトロに尋ねる。辱められた女性はド

ンナ・イザベッラで，罪深い騎士はオッターヴィオ公爵だと答える。国王，その女性を呼び出

すよう命じる。彼はドンナ・イザベッラを呼ぶ。彼女は，自分を辱めたのはオッターヴィオ公

爵だと国王に確言し，国王は彼女を叱責して，自室での謹慎を命じる。ドンナ・イザベッラ，

退場。国王，オッターヴィオ公爵を逮捕するよう，ドン・ピエトロに命じて，退場。ドン・ピ

エトロは公爵の家に向かう。

オッターヴィオ公爵の部屋

オッターヴィオ公爵，服を着替えながら，昨夜，約束をしていたにもかかわらず，賭け事に時間

を取られてしまったために，ドンナ・イザベッラの部屋に行けなかったことを，コヴィエッロ

を相手に悔やんでいる。そこへ，扉をたたく音がする。彼は，誰だか見てくるように言う。コ

ヴィエッロ，行って，戻ってきて，国王の衛兵隊長だと言う。公爵は出迎えに行く。そこへ，
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ドン・ピエトロ，昨夜ドンナ・イザベッラの操を汚した廉で，逮捕の命令が出ていると伝える。

公爵は当惑して，ドン・ピエトロに自分は無実であると告げる。ドン・ピエトロ，カスティリ

アに逃亡するよう，相手に勧める。国王には，見つけることができなかったと言っておくから

と。公爵は彼に感謝し，その提案を受け入れて，退場。ドン・ピエトロは国王の元に向かう。

町

ドットーレ，親戚のタルタリア相手に，裁判所の仕事がすっかり激減してしまったので，カス

ティリアに居を移し，宮廷に出仕しようと考えていると告げる。タルタリア，自分も着いて行

きたい，娘のロゼッタを連れていくと言う。一行は船を探しながら退場。

森と海

ティスベア，籠と釣竿を持って登場。村の静寂を称える。腰をおろして釣りをする。そこへ，

ロゼッタがやって来て，挨拶を交わす。彼女も籠と釣竿を手にしていて，釣りを始める。ティス

ベアにどこから来たのか尋ねられると，彼女はナポリ人で，父と叔父と連れたって，カスティ

リアの宮廷に向かうところで，船の出発を待つ間この海辺に滞在しているのだと答える。二人

はラッツィで釣りをする。その後，嵐になって，海から叫び声が聞こえてくる。船が難破して，

男が二人海に浮かんでいるのが見えると言い，「こっちが陸よ！」と叫ぶ。そこへ，

ドン・ジョヴァンニとポッリチネッラ，陸に上がってくる。ティスベアはドン・ジョヴァンニを，

ロゼッタはプルチネッラを介抱する。ラッツィ。ドン・ジョヴァンニ，ティスベアに恋をした

風を装い，素性を尋ねる。彼女は農家の娘だと答える。彼は，彼女と結婚することを誓い，二

人は退場。ロゼッタはその場に残り，プルチネッラと戯れる。最後に，彼を放って，退場。そ

こへ，

ポッツォラーノ，登場。ポッリチネッラを相手に，古のポッツォーリについて語り，七人兄弟の

生まれであると言い，退場。ポッリチネッラ，その場に残る。そこへ，

ティスベア，彼にドン・ジョヴァンニについて尋ねる。彼は，一度の出産で生まれた双子であり，

向こうは大ドン・ジョヴァンニ，こっちは小ドン・ジョヴァンニだと言う。「昼と夜」と「狼

憑き」のラッツィ7） をする。そこへ，

ドン・ジョヴァンニ，それを見ていて，前に進み出ると，彼を棒でたたく。ポッリチネッラ，

ティスベアの後ろに身を隠す。「狼憑き」のラッツィ。彼女は彼を宥め，ドン・ジョヴァンニ

は別れを告げる。ティスベアは一緒について行きたいと言う。彼は，自分のような身分の高い

騎士と戯れるという名誉にあずかったのだから，充分だろうといい，拒否する。そして，リス

トに彼女の名前を書き加えて着いて来るよう，ポッリチネッラに命じる。彼はリストを彼女に

投げつけて，主人の後を追う。ティスベア，嘆いて海に身を投げ，溺れる。第一幕終わり。
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第 二 幕

カスティリア，室内

カスティリア国王，ナポリを離れてカスティリアに居を移した理由を，オッターヴィオ公爵に尋

ねる。ナポリ国王の宮廷の高貴な婦人の名誉が損なわれたことに関して，非難されたことを悲

しんでのことだと答える。そして，その件については，自分は無実であると明かす。国王は彼

の味方になることを誓い，宮廷に居場所を提供し，保護を約束する。そこへ，トランペットの

音が鳴る。国王，誰が来たのか見て来いと言う。

コヴィエッロ，ウッロア騎士長だと答える。国王，彼を通すように言い，椅子を用意するように

命じる。コヴィエッロ，椅子を用意する。そこへ，

騎士長が登場し，国王に挨拶をする。ポルトガルとカスティリアの二国間の和平を取りまとめて

きたと言う。国王は彼に，リスボンについて尋ねる。騎士長，その町の美しさを称える。その

後，国王は彼に，娘はいるかと聞く。彼，ドンナ・アンナという名の娘がひとりいると答える。

国王，その娘の嫁ぎ先を考えてやろうと言う。騎士長，喜び，花婿の名を尋ねる。ナポリの騎

士オッターヴィオ公爵だと国王は答える。騎士長，喜び，その知らせを娘に伝えるべく，その

場を後にする。国王，今夜の結婚式の準備をするよう，公爵に言い，退場。公爵はその後に続

き，コヴィエッロは喜びその場に残り，その後で退場する。

カスティリアの町

ドットーレとタルタリア，ロゼッタを村に残し，宮廷に職を求めるべく，町に来たと言う。そこ

へ，コヴィエッロがやって来て，互いに相手を認め合い，再会を喜ぶ。コヴィエッロ，ロゼッ

タを連れてきたかと尋ねる。途中の村に残してきたが，町に連れてくるつもりだと答える。コ

ヴィエッロ，彼らに援助を申し出る。ドットーレたちは，彼を村に招待する。彼は行くつもり

だと言う。ドットーレたちは別れを告げて，退場。コヴィエッロは主人のもとへ向かいながら，

退場。 

ドン・ジョヴァンニとポッリチネッラ，カスティリアに着いて喜んでいる。ドン・ジョヴァンニ

は，町の景観，騎士たちの奇行，貴婦人の美しさを称賛し，たくさんの女性を堪能してやると

誓う。そこへ，

オッターヴィオ公爵とコヴィエッロ，素晴らしい縁組について話している。二人はドン・ジョ

ヴァンニに気づいて，驚く。ドン・ジョヴァンニも公爵に気づいて，両者，挨拶を交わす。公

爵は，陛下に仕えていると言う。ドン・ジョヴァンニ，おめでとうと言い，女性はものにした

かと尋ねる。公爵，ドンナ・アンナ・ウッロアとの結婚について一切を語り，その後，コヴィ

エッロと脇にはける。ドン・ジョヴァンニ，ナポリでドンナ・イザベッラを弄んだように，今

度はドンナ・アンナを手に入れたいものだと，召使に語る。そこへ，

召使，手紙を手に登場。相手を公爵だと勘違いして，女主人からの手紙を彼に渡して，退場。彼

はその手紙を読んで，今夜二時，例のマントにくるまった公爵を，ドンナ・アンナが自室で
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待っていると知る。ドン・ジョヴァンニ，自分がそこに行こうと決める。そこへ，

オッターヴィオ公爵とコヴィエッロ，たたんだマントを手にしている。ドン・ジョヴァンニ，

ちょっと野暮用があるので，マントと帽子を貸してもらえないかと，彼に頼む。彼がマントを

貸すと，ドン・ジョヴァンニは手紙を渡し，召使の手に渡っていたと言い，召使を責めるふり

をする。公爵，気にしないでくれと言い，ドン・ジョヴァンニは召使を連れて退場。公爵とコ

ヴィエッロはその場に残り，今宵の約束を記した手紙を読むと，楽師を準備すべく，退場。

田舎の屋敷

ドットーレ，タルタリアとロゼッタに，宮廷で働いている友達に会ったと言う。その名はコヴィ

エッロ。彼女は喜び，その人に会いたいものだと言う。彼を食事に招待したので，ここで待っ

ていればいいと言う。ロゼッタ，夫がほしいと言い，素朴さをめぐるラッツィの後，退場。

夜の町

ドン・ジョヴァンニ，完全武装をしたポッリチネッラに，楽師の準備は出来ているかと尋ねる。

ポッリチネッラ，もちろんですと答える。ドン・ジョヴァンニ，演奏を始めるように言うと，

楽師たちが演奏をする。そこへ，

ドンナ・アンナ，窓辺に顔を出し，部屋に上がるよう，合図をする。彼は楽師を解散させて，彼

女の元に行き，ポッリチネッラは彼に付き従う。

公爵と，楽師と，コヴィエッロ，音楽を演奏するが，誰も出てこない。騎士長を起こしてしまっ

たようだと言いながら，その場を去り，退場。

ドン・ジョヴァンニ，騎士長と切り合いながら登場。切り合いの場面の後で，相手を殺し，退場。

騎士長は倒れる。そこへ，

ポッリチネッラ，逃げる途中で，死者につまずいて転び，主人の後を追う。そこへ，

ドンナ・アンナ，明かりを手に，家から出てくる。父親が死んでいるのを目にして，泣き，召使

を呼び，死者を家に運ぶように言う。一同，退場。

室内，昼

オッターヴィオ公爵とコヴィエッロ。公爵は，昨夜遅く音楽を演奏して騒がせたことを，ドン

ナ・アンナに謝罪しに行くつもりだと言う。そこへ，

ドン・ジョヴァンニとポッリチネッラ。ドン・ジョヴァンニはマントと帽子を公爵に返して，感

謝し，昨夜はお楽しみのあまり死人まで出たと言い，退場。ポッリチネッラは主人の後を追う。

公爵たちはその場に残る。そこへ，

カスティリア国王，カスティリアは気に入ったかと彼に尋ねる。公爵，あなたの王国は，あまり

に美しいと言う。そこへ，

ドンナ・アンナ，黒ずくめで登場し，国王の足元に跪き，父を殺した男を裁いてくれと願い出る。
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国王，その男への復讐を誓い，彼女を慰め，援助を約束し，家に帰らせる。彼女は，修道院に

向かう。国王は，騎士長の霊廟を備えた聖堂の建立を命じ，あらゆる犯罪者にとっての避難所

とするよう指定する。同害刑法を適用し，騎士長殺害の犯人が誰か知っている者には，一万ス

クードの賞金を与える布告を出すよう命じて，退場。公爵は，布告を出すようコヴィエッロに

命じて，退場。コヴィエッロ，布告を出すために，退場。

ポッリチネッラ，その一切を聞いていて，主人に知らせようとする。そこへ，

ドン・ジョヴァンニ，自分をほったらかしにしておいたことで，召使を怒鳴る，ポッリチネッラ，

聖堂，避難所，同害刑法などの全てを主人に話す。ドン・ジョヴァンニ，それを聞き，召使と

ともに，市壁外の田野に向かう。

田野

ポッツォラーノ，ロゼッタとの結婚を，ドットーレとタルタリアと話し合っている。三人はその

場面の後で，ロゼッタを呼ぶ。結婚できると聞いて，彼女は喜び，夫と手を取り合う。一同，

楽器を手にして，踊りや演奏を始める。そこへ，

ドン・ジョヴァンニとポッリチネッラ，輪の中に入って，踊る。ドン・ジョヴァンニはダンス教

師のラッツィの後，ロゼッタに抱き着いて，攫って行く。一同は，花嫁がいないことに気づい

て，ポッリチネッラに返してくれと詰め寄り，騒音と棒打ちの中，第二幕が終わる。

第 三 幕

田舎，馬上の騎士像のある聖堂

ドン・ジョヴァンニ，農夫たちにしてやった悪戯を，ポッリチネッラと笑い合っている。召使，

ご主人さまは楽しんだだろうが，自分は棒で打たれただけだと。そこで，ドン・ジョヴァンニ

後ろを向くと，自分が殺したウッロア騎士長の石像のある聖堂を目にする。ドン・ジョヴァン

ニは賞嘆し，墓碑銘を読み上げ，晩餐に来ないかと石像を誘う。石像，承諾する。ポッリチ

ネッラ，震え上がる。ドン・ジョヴァンニ，様子をうかがうため，ポッリチネッラを宮廷に遣

わし，夕食までに戻ってくるように言う。ポッリチネッラは宮廷に向かい，ドン・ジョヴァン

ニ，退場。

ドットーレ，タルタリア，ポッツォラーノ，ダンスの先生とどこに行っていたのかと，ロゼッタ

に尋ねる。彼女は，洞窟に連れていかれて，大きな望遠鏡を手にもたされたと答える。一同，

彼を訴えるべくその場を後にする。

室内

オッターヴィオ公爵，騎士長を殺害したのはドン・ジョヴァンニではないかと疑うコヴィエッロ

の話を聞いている。公爵，あの人は由緒正しい貴族の生まれなのだと，召使を叱責する。そこ

へ，
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ポッリチネッラ，公爵を見て，恐れながら敬意を込めて挨拶をする。相手は，主人について尋ね

る。ポッリチネッラ，田舎の聖堂に身を隠していると言い，図らずも，一切を暴露してしまう。

それを聞いた公爵は憤り，召使に主人への決闘状を持たせる。ポッリチネッラは決闘状を持っ

て，退場。公爵とコヴィエッロはその場に残る。そこへ，

国王，犯人が誰か分かったかと公爵に尋ねる。公爵は，ドン・ジョヴァンニの召使が言ったこと

をすべて報告し，今は聖堂に身を隠していると言う。国王，彼を包囲して，出てきたところを

捕まえるよう命令を出す。そこへ，

ドットーレとタルタリア，娘にした行為について，ドン・ジョヴァンニを裁くよう，国王に願い

出る。国王は約束し，一同，退場。

田舎の屋敷

ドン・ジョヴァンニ，召使の帰りを待ちわびている。そこへ，

ポッリチネッラ，ドン・オッターヴィオの決闘状を主人に渡す。主人は鼻で笑う。そこへ，

 厨房の扉が開いて，夕食を持ってくるよう命じる。夕食の皿が運ばれてくる。ポッリチネッラ

とラッツィをした後で，食べ始める。そこへ，扉をたたく音。誰なのか見に行って来いと命じ

る。ポッリチネッラ，石像だと言う。ドン・ジョヴァンニ，出迎えに行く。そこへ，

石像，入って来て，腰を下ろす。ドン・ジョヴァンニ，カスティリアで堪能した最も美しい女性

に乾杯と言う。ポッリチネッラ，爆笑する。その後で，最も美しいのはドンナ・アンナだった

と言う。石像は立ち上がり，ドン・ジョヴァンニを食事に招待して，退場。ドン・ジョヴァン

ニ，身づくろいをして，召使を連れて，退場。

町

ドットーレとタルタリア，ロゼッタの美点を並べ立てて，彼女を妻にしてくれるよう，ポッツォ

ラーノにお願いしている。ポッツォラーノは承諾し，一同，退場。

田舎の，陰惨な聖堂

ドン・ジョヴァンニ，そろそろ石像に招待された時間だから聖堂に行くと，ポッリチネッラに言

う。ポッリチネッラ，行くべきではないと言う。主人は彼を叱責する。そこへ，

石像，黒く陰惨なテーブルを持って登場。ドン・ジョヴァンニ，食事をする。最後に，石像は彼

に手を差し出すよう言う。ドン・ジョヴァンニ，手を差し出す。石像，悔い改めるように言う。

彼は，そんなことはありえないと答える。石像は空を飛び，彼は地に沈む。ポッリチネッラ，

退場。

室内

公爵，ドン・ジョヴァンニを逮捕するよう，衛兵に命令を出しておいたことを，国王に報告する。
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そこへ，

ポッリチネッラ，逃げながら登場し，主人が悪魔の国に行ってしまったと国王に告げる。国王，

神はこのように悪しき者を懲らしめると言い，一同，退場。

地獄

ドン・ジョヴァンニの魂。呻き，劇の終わり。

註

1） 写本には塗りつぶした形跡が見られ，判読不明。
2） 写本のこの箇所は判読不明。
3） 「ドン・ジョヴァンニに対して歌われる歌の歌詞」
4） 「最初の楽師のための歌詞」
5） 「二番目の楽師のための歌詞」
6） いわゆる「プルチネッラ」のことだが，17世紀のナポリ方言では Pollicinella，あるいは

Pollicenella。
7） 「昼と夜のラッツィ」はコンメディア・デッラルテでよく知られたギャグで，道化役がしばし
ば黒い仮面をつけていることから，主人の白い顔と対比し，「双子」というのに似ていないの
はなぜかと問われた時に，「あっちは昼に生まれ，俺は夜に生まれた」と切り返す。「狼憑きの
ラッツィ」は，嘘をついているのがばれそうになった時に，「あいつは狼憑きで，時々妙なこ
とを言う」「意味もなく乱暴を働く」と，もう一方の相手に思い込ませるラッツィ。
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〈Summary〉
  The purpose of this article is to review and examine Command Culture: Officer Education 
in the U.S. Army and the German Armed Forces, 1901-1940, and the consequences for World 

War II, by Jörg Muth. Previous Studies dealing with officer education have paid little attention 

to the comparative history and this book is of great value in addressing this. The book is 

divided into three parts, in which Muth compares the way the American and German military 

trained their cadets and officers. Part 1 depicts the selection and appointment of officers. Part 2 

discusses, “Intermediate Advanced Education and Promotion”. Part 3 is the conclusion. In Part 

2, Muth compares the American Command and General Staff School with the German 

Kriegsakademie, but this comparison might be difficult for Japanese to understand. There was 

no German educational institution equivalent to the Army War College in America. Despite this 

possibility of perception gap, this work explores an extremely important topic about how to 

best train military officers. Finally, there remains the following question for Japanese readers: 

How about the officer education in the Japanese imperial army?

は　じ　め　に

　陸軍将校教育の研究書といえば従来，ある一国に検討対象を絞るものが多かった。たとえば，

日本陸軍については広田照幸『陸軍将校の教育社会史：立身出世と天皇制』世織書房，1997年

を，アメリカ陸軍については James L. Morrison, Jr., “The Best School”: West Point, 1833-1866, 

Kent, Ohio: The Kent State University Press, 1998をあげられよう。なおこのモリソンの著作は，

1986年に初めて出版され，1998年にペーパーバック版として再版されたものである。1986年に

出版された際には主題が，The Best School in the Worldだと強調されていた。このように，ウェ

スト・ポイントの米陸軍士官学校を「世界一の学校」と位置づけたモリソンの研究ですら，他国

の陸軍将校教育との比較はほとんどなされていなかった。その証拠として，モリソン研究の目次

と概要を試みにあげておこう（序文は省略する）。

I. The Old Army, 1833-1860

II. The Military Academy: The External Hierarchy of Control, 1833-1854（議会や陸軍省）

III. The Men Who Governed at West Point（教師たちについて）
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IV. The Corps of Cadets: Socioeconomic Composition and the Military Environment

V. The Corps of Cadets: Activities, Honor, and Religion（同 2章分は，士官候補生について）

VI. The Academic Environment, 1833-1854（南北戦争に影響した授業内容）

VII. The Military Academy in Its Educational Context（国際比較が瞥見される）

VIII. The End of the Five-Year Course, 1854-1861（授業内容の短期的変化）

IX. West Point and the Civil War（陸軍士官学校と南北戦争）

X. The End of an Era

第 VII章の冒頭を希少な例外として，他国の陸軍将校教育との比較が皆無であることが一目瞭然

であろう。

　こうした一国史的な研究傾向のなか，本稿で主な分析対象とするイエルク・ムート著『コマン

ド・カルチャー ― 米独将校教育の比較文化史』は，比較史の視点を将校教育の研究に導入した

極めて貴重なものだと高く評価できよう。本書の著者ムート氏は，2015年 6月 20日に京都大学

公共政策大学院・第 1RPGルームで開催された研究会「第一次世界大戦と東アジア」に出席し，

「The impact of the German officer education on the conduct of warfare in WWI」という講演を夕

刻におこなった。評者（布施）も隣席した同日夜の懇親会では，日本をも含めた世界各国の軍事

史や教育史の会話に花が咲いた。このように親日的なドイツ人歴史家の手になる貴重で評判も高

い研究書が，日本の学界では，いまだ書評すらなされていないのである（2016年 3月 10日現

在） 1）。これは恥ずべきことではなかろうか。そこで本稿では，アメリカ陸軍や同海兵隊の将校

向け選定図書にまでなった本書を紹介しつつ，批評を試みることにする。まず，本書の目次をあ

げておこう（中央公論新社・2015年 4月刊・四六判・400頁・本体価格 3,500円）。

　　　　日本語版のための序文

　　　　謝辞

　　　　序

第一章　前触れ　合衆国とドイツの軍事関係ならびに大参謀本部幻想

　　　　第一部　将校の選抜と任官

第二章　「同胞たる将校に非ず」　合衆国ウェスト・ポイント陸軍士官学校の生徒たち

第三章　「死に方を習う」　ドイツの士官学校生徒

　　　　第二部　中級教育と進級

第四章　ドクトリンの重要性と管理運営の方法

　　　　　　アメリカの指揮幕僚大学校と見過ごされてきた歩兵学校
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第五章　攻撃の重要性と統率の方法　ドイツ陸軍大学校

　　　　第三部　結論

第六章　教育，文化，その帰結

　　　　著者あとがき

　　　　訳者解説

以上である。

　本稿の構成もムート著の構成におおむね従おう。第 1節では，本書の第一部（第三章）までを

取り上げる。モリソンの著作では「世界一」と評されていたアメリカの陸軍士官学校が，ドイツ

のそれと比べたらどのような実態であったかが明らかになる。次に第 2節では，本書の第二部

（第五章）までを取り扱う。士官学校以後の米独両国の教育のあり方がここで検討され，アメリ

カにも無名だが優れた教育が存在したことが明かされる。その例が歩兵学校である。最後の第 3

節では，本書の第三部（第六章）を対象とする。陸軍将校教育の方法の優劣が，米独間の戦争の

勝敗になぜ直結しなかったのかがここで考察されよう。

1．将校の選抜と任官

1-1．前触れ　合衆国とドイツの軍事関係ならびに大参謀本部幻想

　本書第一章で評者にとって意外で興味深い点は，アメリカ南北戦争（1861－1865年）の遂行

に対し，南北両軍に従軍したプロイセン（・ドイツ）の観戦武官が，悪印象を受けたというとこ

ろである。南北戦争での戦術は，19世紀初頭のナポレオン戦争以来のもので決定力を欠き，不

要な大損害を出すものだ。重大な作戦でも素人流に遂行されている，という悪印象である。その

結果，プロイセン大参謀本部の総長 H・K・v・モルトケ伯爵（いわゆる大モルトケ）まで，南

北戦争期の南北両軍は単に「互いを追いかけ合っている武装した暴徒」だと考えるようになる 2）。

　こうしたプロイセン大参謀本部は，1866年の普墺戦争，なかでも 7月のケーニヒグレーツの

戦いで，決定的な勝利を確かに得た。しかし著者ムートによれば，この決定的な勝利の要因は，

プロイセン大参謀本部ではなく，大モルトケ個人の指揮統率と常識，および将校以下の軍人らに

施された専門訓練だったのである。だがこの点をアメリカ合衆国陸軍は見誤り，決定的勝利は大

参謀本部という優れた組織によるものだと判断したのであった 3）。この過ちが，大参謀本部幻想

と第一章のサブタイトルの末尾で表現される所以であろう。

　戦場における決定的な勝利の要因には，モルトケの個人的資質だけでなく，プロイセン軍人ら

に施された専門訓練もあげられた。ではその専門訓練は，何のために施されていたのか。それは，

本書の各所で何度も指摘される「委任戦術」（A
アウフトラークスタクティーク

uftragstaktik）を実現するためであった。「委任
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戦術」とは，行動を詳しく指定した命令を出すのではなく，（上官の企図や）目標，および使え

る手段を示し，いかに実行するかは当該（下級）指揮官の判断と創意工夫にゆだねる戦法であ

る 4）。評者には，この委任戦術の採用を実現すべく将校教育を構築できたか否かが，陸軍のコマ

ンド・カルチャーの相違を生む，と著者が強調しているように思われる。なるほど確かに，大戦

間期のアメリカ軍は，常備軍保持と軍国主義化への歴史的恐怖感で縮小し，独仏の教範を翻訳し

てそのまま採用することでドクトリンの混乱や矛盾を招いた 5）。だがこれらは，一時的現象に過

ぎない。ゆえにやはり，「委任戦術」用の教育構築の可否が，米独両軍の文化的相違を生んだと

強調されていると確信される。

1-2．「同胞たる将校に非ず」　合衆国ウェスト・ポイント陸軍士官学校の生徒たち

　本書第二章では，ウェスト・ポイントのカリキュラム等がまず概観される（73-82頁）。次に，

同校における各種の「しごき」が具体的に紹介され（82-104頁），同校の人事，つまり教官募集

方法にも問題があったことが指摘される（105-112頁）。最後に，この章のまとめに該当する部

分が配置されていた（114-121頁）。このように第二章は，50頁近くにおよぶ長い章だったので，

少なくとも節を立てた方が良かったのではないか，と評者は感じた。読者によっては，整理不足

という印象を持ちかねないであろう。では，具体的な中身を検討していく。

　1802年創立のウェスト・ポイント陸軍士官学校は，1900年の時点でも，授業コース全体の 75

パーセントをなお自然科学と工学技術に当てていた。創立時の工兵重視，数学重視の傾向が永続

し，カリキュラム修正要求が出されても，従来の教育課程が「精神的規律」維持に貢献している

として修正要求は退けられていたのである。こうした同校に入校した生徒の大多数は，各州選出

の上院議員の推薦状を得ていた。このシステムは，特定の政党や派閥が，将校団を支配できない

ようにする「民主主義の自衛策」としては機能していたのだ 6）。

　しかし，ウェスト・ポイント（以下，WPと略記する）に入校したての一年生（プリーブス）

には，上級生による過酷なしごきが待っていた。たとえば，ガラスの破片の上での腕立て伏せの

強制や，重いレインコートを着て後頭部と壁にグラスを挟んで汗まみれのまま長時間立たされる

「シャワー」は，肉体的虐待に属する。精神的な侮辱としては，無意味な情報の山の強制的暗記

や狂信的な整理整頓，罰則行進などがあった。ところが，WP卒業生のなかには，「もっとも厳

格な規律」のためには個人の抑圧，つまりしごきが必要だと考えるものも多かったのだ。そうし

たWP卒業生から教官が募集されることが多かったため，しごきは絶えず，WPの校長や教官団

は，この問題を解決するためのリーダーシップを欠き続けたのであった 7）。

　このようなWPの 4年間の教育は，将校をめざす若者にどのようなプラスをもたらしたのか。

規律の維持や将校団の同質性，肉体的な適性といった，公的ではない私的な答案が，さしあたり

存在した。だがその反面，（WP自体の近代化が完全に失敗した上，）WP卒業生は実践的な軍事

知識を欠いていたため，軍務をこなす実務能力をまったく持っていなかったのである 8）。すなわ

ち著者によれば，WPは，最低限の軍事知識しか伝えない時代遅れの教育システムであった。
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WPに関していえば，前述のモリソンの著作とは好対照をなす低評価だと評者には思われる。

1-3．「死に方を習う」　ドイツの士官学校生徒

　本書第三章（122-155頁）の前半では，ドイツの陸軍幼年学校や同士官学校の特質，なかでも

WPより優れている点が紹介され，強調される。この章の後半では，出身身分により入隊過程で

不公平があるドイツ陸軍の欠点が瞥見された後，本書第一部全体，つまり第二・三章のまとめが

なされる（152-155頁）。ページ数が少ない分，第二章よりは読みやすいが，やはり節立てが欲

しいところであった。では，ドイツ陸軍の各学校の特質を検討していこう。

　10歳以上の少年が入校可能なドイツの陸軍幼年学校（カデッテンシューレ）は複数存在した。

一方，ドイツの陸軍士官学校（ハウプトカデッテンアンシュタルト）はベルリンに 1つ存在し，

14歳から 19歳までの生徒約 1250名を収容していた。前者の幼年学校の教官団は，WPと対照

的に教育の近代化の議論に積極的に参加し，その結果，自然科学やラテン語，宗教等の授業時間

は 19世紀末から削減されていく。加えてこれら幼年学校では，いじめも上手く対処されていた。

何かあれば幼年学校の生徒たちは，上級生より上位の将校に不平を訴えられたし，指導係の上級

生も彼らを守ったからだ。そもそも校内の生徒隊は 5つの「操行等級」で分けられていたので，

下級生が上級生を年齢とは無関係に追い抜くこともあり得た。それゆえ上級生は下級生をうかつ

にしごけなかったのである 9）。しごきの有無の点でも，米独の陸軍学校は極めて対照的であった。

日本の陸軍幼年学校や士官学校がどちらのタイプに近かったのか，興味がわくところである。

　こうした陸軍幼年学校・士官学校を卒業した士官候補生がさらに上級の軍学校に入る際，彼ら

は「人格」を判定されることになる。その際，彼ら士官候補生は，意志の力や責任意識，戦士の

精神をもつべきだとされた。そしてそうした内容をもつ「人格」を示すことは，率先垂範と同じ

ことであった。とはいえ彼らは，まだ 10歳の幼年学校新入生の頃から，この信条が叩き込まれ

ている。幼年学校の校長によって，君たちはここに「死に方を習いに来たのだ」と入学後すぐに

教え込まれたからだ。そしてその後もドイツ将校は，訓練中，次のような精神を刷り込まれ続け

ていく。「模範であれ，戦闘中はとくに。それが死を意味するとしても」と 10）。すなわちドイツ

軍の教育では，最初から，最前線でリーダーシップをとる率先垂範とそこでの英雄的な死が徹底

的に教え込まれたのだ。第三章のメインタイトルが「死に方を習う」であることも納得できよう。

ただし評者は，こうした教育方法に，ドイツ人の悲劇好きな側面を想起せざるを得なかった。

　最後に，本書第一部のまとめを確認しよう。著者ムートによればアメリカのWPは，紋切り

型のプロイセン人像を追求した結果，視野が狭く，軍事的でない教育を受けた，度量に乏しい少

尉を生み出しただけであった。彼らアメリカ人の将校は，ドクトリンの遵守や全員の和合，秩序

等を求めるようになっていく。一方，ドイツの幼年学校では，年功序列にかかわらない生徒個人

の指揮統率能力（リーダーシップ）が最高に評価された。その過程で，アメリカとは違い，しご

きははっきりと禁じられることになった 11）。総じて，士官候補生の教育に関する限り，アメリカ

の教育は徹底して批判され，ドイツの教育には肯定的な評価が下されていたと考えられる。
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2．中級教育と進級

2-1．ドクトリンの重要性と管理運営の方法

　　　　アメリカの指揮幕僚大学校と見過ごされてきた歩兵学校

　本書第四章（159-199頁）では，章全体のなんと三分の二に該当する紙数を使って「指揮参謀

学校」（Command and General Staff School, CGSSと略記）の批判が延々と続く。CGSSへの批判

は，WPに対する前述の批判と似た点も多い。その後，この章の最後の三分の一の紙数で，

ジョージア州フォート・ベニングの歩兵学校が，アメリカの軍学校のなかでは珍しく，高く評価

されることになる。

　1922年に CGSSという名になる学校の原型は，1881年にカンザス州フォート・レヴンワース

に設立され，名称をたびたび変えつつ CGSSという名に落ち着いた。つまり教育目的が不明で，

同校入学の選抜基準も朝令暮改であった。そんな CGSSは，塹壕戦を体験した第一次大戦後で

も正面攻撃を主とする現実を無視した開放戦ドクトリンを奉じたうえ，そこでの講義は暗記ばか

りの至極退屈なものであった。なおここの教官らも，WP同様，卒業生中心の「近親交配」の状

態である 12）。何の取柄もない欠点だらけの学校だと言えよう。

　CGSSの教育内容には，もっと大きな欠陥が 2つあった。1つ目は，屋内で図上演習ばかりさ

せたことである。そればかり経験した学生は，戦場の地図さえあれば必要な情報を入手できると

過信するので，戦闘中，前線を視察するため司令部から外へ出ていこうとしなくなるからだ。ま

して実際の戦場では，そんな便利な地図など入手できないことが普通である。2つ目は，学校の

決めた正解が唯一の模範解答とされたため，学生の主体性や独創性が抑制されることになったこ

とだ。学生は，（教官ともども）主体性を喪失していたため，研究論文の執筆に必要な史料批判

の訓練もまったく受けていなかった 13）。もし CGSSで教育課程が終わると，引きこもりで主体性

もない典型的に無能な将校ばかり生産されそうだと考えられる。

　一方，WP卒業後，CGSS入学前の一階梯だと想定されていたジョージア州の歩兵学校は，様

相が違った。特に，1927年末に副校長になったジョージ・C・マーシャルは，同校の教育課程を

効率化し，「ドイツ化」したのだ。たとえば，教官はノートをただ単に読み上げるのではなく，

語ることが求められ，問題含みの図上演習が野外演習に換えられることも多かった。そして学生

にも即興の発表が求められた。つまりマーシャルは，授業の根本的な改訂を通じて，青年たちの

自由な精神を育もうとしたのである。この試みを定着させるためにマーシャルは，同校における

次のような服務規程を制定した。「学生が出した，［評者注：歩兵学校で］『承認された』解答と

は著しく異なるが，意味のあるそれは，教室において公表する」というものである。これらの改

革が進んだ彼の在職期（1932年まで）は，「ベニング・ルネサンス」と命名されたほどであっ

た 14）。WPや CGSSとは大いに異なり，学生の独創性が重んじられる，まるで一般社会の大学の

ような教育が施されたことが想像されよう。
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2-2．攻撃の重要性と統率の方法　ド
ク リ ー ク ス ア カ デ ミ ー

イツ陸軍大学校

　本書第五章（200-238頁）では，陸軍大学校に入学するための「軍管区試験」や大学校の教官

選抜等について，まず説明される（215頁まで）。次に，陸軍大学校の教育方法の工夫が具体的

に紹介される（221頁まで）。そして，米独の軍事文化の違いやドイツ軍の「不服従」文化の伝

統，前述の「委任戦術」について考察される（233頁まで）。ここで，非常に説得力ある魅力的

な考察が展開されるが，さらなる検討の余地があるように評者には受け取れた。最後の数ページ

では，本書第二部全体，つまり第四・五章のまとめが提示される（238頁まで）。

　ドイツ軍の将校は，着任後 5年以上を経た少尉以上のものなら皆，「軍管区試験」を受けるこ

とができ，この試験に合格すれば誰でも陸軍大学校に入学できた。ただし，公明正大な手順のこ

の試験に合格するには，「新鮮な発想，さりながら理路整然たる思考」が重要であった。とはい

え，陸軍大学校に入学できた青年将校たちは，その努力が大いに報われる。大学校に配属される

教官は，戦争で多彩な経験をしたベテランで，かつ教育者の素質があるものだけだったからだ。

たとえば彼ら青年将校は，エルヴィン・ロンメルに戦術を，ハインツ・グデーリアンに自動車輸

送の実際を教わることができたのである。大学校の教官らの質が卓越していることは，ドイツの

陸軍大学校に入学できた米軍将校の報告で何度も強調されたほどであった 15）。

　そのような陸軍大学校では，精神の柔軟性こそが重視され，「不確実性のもとで敢えて指揮統

率を行え」と教育された。たとえば，「指揮官欠損」という変化が，教官に突如設定される。丸

一日かけた図上演習の準備のさなかに，将校の一人が戦死したと宣言され，すべての配置を将校

学生らは即興で作り直さねばならなくなるのだ。ほかにも，上級司令部と将校との連絡が断たれ

たと想定され，上級司令部のもとの命令に従うか，自分で新たな命令を出すかを問う演習があっ

た。演習実施前に与えられた膨大な量の情報の真偽を判定し，決断する訓練も見られた。すなわ

ち，ドイツの陸軍大学校では，前述のアメリカの CGSSとは対照的に，学校が決めた正解はな

いのである 16）。こうした戦場の不確実性，不意打ちの要素にも即興で対応することを求めたドイ

ツの軍学校の教育方法を，アメリカでは歩兵学校が例外的に採用したのであった 17）。

　ではなぜ，ドイツの陸軍大学校では即興性や自主性が重んじられたのに，アメリカの CGSS

では学校の決めた正解に従うことを強制されたのか。その背景として，米独の軍事文化の違いが

次のように指摘される。ドイツの軍事文化では，青年将校は，たとえ下級でもすでに高い尊敬を

勝ち得ていた。彼らは国民に仰ぎみられるドイツ将校団の一員だからだ。それゆえ彼らは，上官

が死傷した場合，上官にかわりすぐに指揮をとる重要な立場にあった。普段の演習から彼ら下級

将校の見解は尊重され，上官への反論が大目に見られるどころか，時には奨励までされた。一方

アメリカの軍事文化では，下級将校は欠点のみ批判され，しごかれる存在であった。ゆえに彼ら

青年将校は，ある程度活躍できる大規模な演習や戦時以外には，自主性が抑制されたのである 18）。

　このようなドイツ特有の軍事文化を生んだのは，プロイセンの将校団がもっていた「不服従」

という文化的伝統だったとされる。有名なフリードリヒ大王でさえ，部下の不服従に何度も耐え

ねばならなかった事例は非常に興味深い。そうした歴史上の諸事例の結果，ドイツ軍では，「内
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密裡に指揮する」（führen unter der Hand. 司令官の背に隠れて指揮統率する）という文言が出現

した。「不服従」の文化伝統やこの文言から，「上官による方針指示はあるものの，けっして事細

かな統制はやらない」委任戦術という前述の概念が発想されるのも至極納得できる 19）。ただし，

評者はここで二点だけ問題提起したい。まず，ドイツ将校団を仰ぎみるほどの国民の過剰な尊崇

心が，その後のドイツにおける文民統制（civilian control）を難しくしたのではないか，という

点である。もう一つは，ドイツ軍の影響を受けた日本陸軍が，委任戦術に少なくとも憧れ，将校

団のなかの「下剋上」を誘発する結果になったのではないか，ということだ。以上である。

　本書第二部のまとめを確認しよう。著者ムートは，米独の中級教育を一文で簡潔にこう比較し

ている。「CGSSが「平均的な」将校に何かを会得させるための中学校とみなし得るとすれば，

ドイツ陸軍大学校はエリート大学の博士課程におけるゼミナールに似ている」と。その結果，陸

軍大学校を卒業したドイツの将校は，優れた戦術家になっていた。ただしアメリカの場合，陸軍

大学校（AWC，注記 13番参照）の相当アカデミックな雰囲気のなか，大規模な部隊の運用が教

えられ，将官への道が準備されていたとされる。またアメリカの軍産業大学校（注記 13番参

照）に将校が入学すれば，彼は，工業界と密接なつながりを持つことができた 20）。

　以上のようなまとめに対し，評者は一言付言したい。本書第二部は「中級教育と進級」という

テーマであった。だとすれば，米独の教育機関で相互に比較すべき学校は，アメリカの CGSS

とドイツの陸軍士官学校だと誤解されないだろうか。評者が著者に Eメールで確認したところ，

真相は次のとおりであった。アメリカの軍学校の教育段階は，WPから CGSSを経て，AWCに

至る。一方，ドイツのそれは，陸軍幼年学校と同士官学校が（ギムナジウムのように）初期の教

育段階を形成し，陸軍大学校が中級教育を担う，と。つまりドイツには，アメリカの AWCに相

当する教育段階がなかったのである。本書でアメリカの CGSSとドイツの陸軍大学校を比較し

た理由について，このような説明があれば，読者の誤読を完全に防げたと思われる。

3．結論　教育，文化，その帰結

　本書第六章（241-281頁）は本書全体の結論であるため，ここまでの議論を再確認しながら，

米独両軍の教育や文化，その帰結を提示している。ただし以下では重複を避け，ここまでの議論

は再確認しない。また第六章の末尾（274-280頁）では，21世紀初頭の「イラクの自由」作戦が

現代の例としてあげられ，興味深いエピソードもあった。しかしながら本書の原作のタイトルは，

Command Culture: Officer Education in the U.S. Army and the German Armed Forces and 「the 

Consequences for World War II」（カギカッコは評者による）である。それゆえここで紹介する米

独両軍の教育や文化の帰結も，第二次世界大戦までに限定したい。つまり，現代のイラク戦争に

おけるエピソードは省略する。

　米独両軍の教育は，両国の一般社会の特徴と対比しつつ，次のように簡潔に比較されている。

すなわちドイツの若者は，きわめて権威主義的な社会で成長しながら，「リベラル」とさえいえ
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る専門軍事教育を受けていた。すでに幼年学校の段階で，処罰ではなく褒章という手段が用いら

れたのである。一方アメリカの若者は，（白人にとって）世界一自由な社会で育ちながら，きわ

めて苛酷で狭量な軍事教育システムに服すことになった。士官学校（WP）がその典型である 21）。

このように米独両国は，一般社会が非常に対照的である上，軍事教育もまったく対照的であると

いう一種のねじれの関係にあったものとして考察される。

　米独両国における軍事文化はこう対比される。ドイツでは，将校団に属すことは大いなる名誉

であった。ゆえに尉官クラスの俸給は伝統的に少なかったが，彼らの社会的義務は米軍将校より

ずっと大きかったのである。一方アメリカ社会は，正規軍を歴史的に恐れ，その存在を無視する

ことさえあった。エリート層より一般大衆のなかでその嫌悪感は特にひどく，レストランや宿屋

に軍人の立ち入りが許されない地方があったほどである 22）。一般社会における軍事文化，ひいて

は軍人と民間人の関係でも，米独両国はきわめて対照的なものとして示されていた。

　以上のような米独両国における軍事教育や軍事文化の結果，第二次大戦期までに何がもたらさ

れたのだろうか。軍事に関する限り，教育と文化の両面でドイツがアメリカより優れていたはず

だが，両大戦の結果，ドイツはアメリカに敗北した。これは一体なぜなのか。この大きな問題を

解く手がかりとして，本書は 3つの問いを設定し，それらに答えていく。

　まず，アメリカ陸軍の教育システムは前述のように欠陥だらけだったのに，なぜ，大胆で有能

で攻撃精神にみちた指揮官が出てきたのか。この問いへの答えはこうである。米陸軍の傑出した

将校は，軍事史を含むあらゆる種類の書物を大量に読破し，実質的には自発的に自己鍛錬したの

だと。卓越した将校の例として，マシュー・B・リッジウェイ，ジョージ・C・マーシャル，ド

ワイト・D・アイゼンハワー，ジョージ・S・パットンらの名前が列挙される 23）。生まれつき素

質のある将校らは拙い教育に頼らずとも，自力で才能を開花させられたとは，現代の心理学や教

育学における nature-nurture problem（素質・環境問題）を考えさせる好例であろう。

　次に，ドイツ軍の教育は米軍の教育より成功し，ドイツ軍の将校団は「不服従」の文化的伝統

をプロイセンから引きついだのに，彼らはなぜ，絶滅戦争を遂行中の不法なナチ体制に協力した

のか。この問いへの答えは 2つ提示される。まず，ドイツ軍の下級将校は，戦場では状況が常に

変化するので，どんな戦争でも新しい手段をもってする新しい戦争だと教えられてきた。ゆえに

彼らは，東部戦線における戦争の野蛮化にも容易に順応したとされている。もう 1つの答えは，

上級将校や高位の軍人が，俸給の倍以上の特別給与を報酬だと思いつつヒトラーから受け取った

ため，彼らはナチ体制に実質上買収されていたとするものだ 24）。犯罪的な後者の解はさておき，

前者は，ドイツ軍の将校教育が成功したからこそ生じた皮肉な結果だと考えられる。

　最後に，ドイツ将校団（ヴェーアマハト）の主な敗因には，ほかに何があったのかが問われる。

その答えも 2種類あげられる。まず，ヴェーアマハトは名声高い集団で国内外から称賛され続け

てきたので，際限のない傲慢さに陥り，敵軍を常に過小評価することになったのだと説かれた。

もう 1つはもっと根源的な答えである。ドイツ軍の少将以下の将校らが戦術上いかに優秀でも，

彼らをあやつる頭脳，つまり優れた戦略司令がいなければ，どれだけ多くの戦闘には勝てても，
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戦争には勝てない。つまりドイツ軍の場合，戦術より高度な戦略をたてるべき高位の将官の選抜

に欠陥があったので，敗戦したと説かれる 25）。確かにドイツの軍学校は，戦術教育の点では非常

に優れていたが，戦略教育がおろそかになっていたのではないかと評者も感じた。この戦略教育

という唯一の点で，アメリカの陸軍大学校（AWC）がドイツの各種の軍学校を凌駕していたの

ではなかろうか。

お　わ　り　に

　以上のように本稿では，イエルク・ムート著『コマンド・カルチャー』の概要を紹介し，批評

しつつ，陸軍将校教育の比較史を検討してきた。本書の内容を逐一繰り返すことはここでは避け

るが，陸軍将校教育のどの段階を見ても，ドイツの教育がアメリカのそれに優っていたと認めら

れよう。唯一，アメリカの陸軍大学校（AWC）の教育の詳細がブラックボックスとされたため，

戦術上劣っていた米軍の将校教育をどこまで補足できたのか，戦略教育は実施されたのかという

関心が残る程度である。その他の批評ポイント，本書第一部の各章は節立てすべきだとか，第二

部における比較対象を選んだ理由について説明がもう少し欲しかったなどといった点は，執筆上

の技術的な問題にすぎない。したがって本書は，将校教育の比較史という新しい研究分野を開拓

したパイオニア的労作だと極めて高く評価できよう。

　本書の魅力はそれだけではない。評者が論評の手がかりとしたのは本書の邦訳だが，読書中，

訳書であるということをほとんど忘れるほど，こなれた訳述がなされていた。訳者の大木毅氏の

力量に頭が下がるばかりである。また，ほかでは見られないような貴重な写真が数多く掲載され

ており，読者の興味をいちじるしくそそる。それでいて，主要参考文献や註，索引をあわせると

（全 400頁中）100頁以上になるので，学問上も信頼して読み進めることができた。つまり本書は，

しっかりとした根拠に裏付けられた魅力的な読み物としても楽しむことができるのだ。

　では，われわれ日本人読者に残された課題は何であろうか。本書で開拓された陸軍将校教育の

比較史に日本陸軍の将校教育史を付け加え，この分野の研究をいっそう推し進めることであろう。

そのためには，本稿冒頭で触れた広田照幸の『陸軍将校の教育社会史：立身出世と天皇制』世織

書房，1997年が最初の良き指針の 1つになると考えられる。また最近の研究書としては，山田

朗『近代日本軍事力の研究』校倉書房，2015年があげられる。同書の第二部第二章で「近代日

本における参謀養成の特徴」が検討され，日本陸軍は，現実ばなれした「議論の勇者」を育成し

がちであったと論じられているからだ。ともあれ，今後の研究の進展が望まれるところである。

註

1）ただし，Web上では本書の紹介がいくつかなされている。アマゾンのカスタマー・レビュー
がその例である（http://www.amazon.co.jp/product-reviews/4120047261/ref=cm_cr_dp_see_
all_btm?ie=UTF8&showViewpoints=1&sortBy=recent　2016年 2月 6日アクセス）。とはいえこ
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うしたレビューでは，本書が，ムート氏の「修士論文を基に書かれたものだそう」といった誤
りも見られる。本書は，ムート氏の博士学位論文が基になったものだ。イエルク・ムート著
『コマンド・カルチャー ― 米独将校教育の比較文化史』大木毅訳，中央公論新社，2015年，

9頁参照。
2）同上，37頁。アメリカにも，南北戦争期の戦術を，不要な大損害を出す点で「非効率」だと
見なす将校は確かに現れた。ムートも言及したエモリー・アプトンがその例である。しかし南
北戦争中の鉄道の軍事利用状況が教訓として学ばれ，プロイセン大参謀本部内に「鉄道課」を
設立させることにもなった。拙稿「エリヒュー・ルートの軍制改革 ― 陸軍省参謀部の創設を
めぐって」『アメリカ史のフロンティア II　現代アメリカの政治文化と世界 ― 20世紀初頭か
ら現代まで』肥後本芳男・山澄亨・小野沢透編，昭和堂，2010年，7頁，および拙著『補給戦
と合衆国』松籟社，2014年，64頁参照。

3）ムート，前掲書，39-40頁。
4）同上，44-45頁。この戦術には，「訓令戦法」という訳語もある。ちなみに同上，4頁によれば，

19世紀のドイツ人顧問も，委任戦術の発想を，日本軍の将校に伝えられなかったとある。だ
がこの見解には，再検討の余地があるように思われる。

5）同上，58-60頁。
6）同上，75，80頁。
7）同上，86-87，98，100-103，110頁。なお同上，85頁によると，WPには，直立不動の姿勢を
取らされる「矯正具」と呼ばれたしごきも存在した。一方，同じ 20世紀初めに，アメリカ海
軍のアナポリス海軍兵学校では，「ランニング」と呼ばれたいじめが存在した。これは，上級
生が下級生に気をつけの姿勢で立たせ，さまざまな質問をし続けるというWPの「矯正具」
とよく似たものである。「ランニング」はいじめゆえ，厳罰の対象であったが，なかなか発覚
しなかった。いじめの伝統ですら，喜んで通過すべき「男らしさ（manliness）」の試練だと下
級生からも支持されていたからである。いじめに従わないのは，むしろ「子供じみている
（babyish）」とさえ考えられていた。U.S. Congress, H.R. Committee on Naval Affairs, Hazing at 
U.S. Naval Academy hearings before the United States House Committee on Naval Affairs, Sixty-
Sixth Congress, second session, on Oct. 14. 1919, Washington: U.S.G.P.O., 1919, pp. 4-7参照。ちな
みに hazingは，「いじめ」とも「しごき」とも訳しうる単語である。

8）ムート，前掲書，115-118，121頁。なおWPでは，おおむね 17歳以上 22歳以下の若者が受
け入れられる。同上，30頁参照。

9）同上，30，126-127，130，134頁。なお，評者の母校である鹿児島ラ・サール中学校・高等学
校は，生徒の年齢層や規模の点で，ドイツの陸軍士官学校とよく似ていた。ただ，数学偏重と
いう点では，評者の母校はアメリカのウェスト・ポイント陸軍士官学校に酷似していた。

10）同上，136-139頁。アメリカ軍は，この最前線でのリーダーシップを見逃したとされる。
11）同上，152, 154頁。
12）同上，159，163-164，170，172-174頁。
13）同上，178-182頁。CGSSの次の上級学校としては，陸軍大学校（Army War College, AWC）

や軍産業大学校（1924年創設）などが存在した。これら 2つの大学校に対しては，大戦間期
に訪米したドイツ将校が関心をもって高く評価した。同上，168，186頁参照。なお，前者の
AWCの設立経緯に関しては，拙著『補給戦と合衆国』158頁参照。

14）ムート，前掲書，187-188，190-191，197頁。ドイツ軍の戦争経験者アドルフ・フォン・シェ
ル大尉は，将校学生として歩兵学校にやってきたが，すぐに教官として遇されることになった。
柔軟な待遇改善だと言えよう。

15）同上，202-204，214-215，234頁。
16）同上，219-221頁。ほかにも将校学生が服す「兵科指導」があった。異なる兵科について知る
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もので，たとえば歩兵将校が砲兵隊を，騎兵将校が歩兵隊を指揮することになった。
17）同上，196頁。
18）同上，221-222頁。
19）同上，223，225-226，228，230-231頁。
20）同上，236-237頁。
21）同上，243頁。
22）同上，60，221，264頁。一般社会と陸軍との地理的・心理的へだたりのため，アメリカ社会
では 19世紀前半の時点ですでに，軍への無関心や反軍感情が生まれていた。James L. 
Morrison, Jr., “The Best School”: West Point, 1833-1866, Kent, Ohio: The Kent State University 
Press, 1998, p. 18参照。後年有名になるユリシーズ・グラント将軍が，新任の中尉の時，シン
シナティの少年にあざけられる挿話がここであげられる。「兵士だって！いつか働くのかい？
いいや働かないね。僕の方が先にシャツを売ることになるさ！」と。

23）ムート，前掲書，268頁。
24）同上，268-270頁。
25）同上，271-273頁。将軍になるには，日和見主義やへつらい能力，コネが重要だった。

付記 1： 本研究は，平成 26～28年度科学研究費補助金・基盤研究（B）「体罰の比較文化史研
究 ― 暴力なきスポーツ界の思想的基盤構築に向けて」（研究代表者：石井昌幸，研究課
題番号 26282179）の助成を受けておこなわれたものである。

付記 2： なお，本稿で主にとりあげた書物『コマンド・カルチャー』の原著者イエルク・ムート氏
に対し，評者布施は，Eメールで疑問点を何度も問い合わせ，丁寧な返答を得ることがで
きた。加えて，〈Summary〉のチェックもムート氏にお願いすることができた。記して謝
意を表したい。
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〈Summary〉
  Zhi An, Xie Qizhang and Yang Xiaozhou are famous as a great reader of today’s China. 

They have all sorts of friends, especially, this three persons are close friends. Zhi An is getting 

on some works （a book-review, writing and editing） by myself, and Xie Zhizhang, Yang 

Xiaozhou is, too.

  All of them are members of a book-review in China Reading Weekly.

  China Reading Weekly was first issued in 1994.

  We can learn a lot from them. In the beginning, we will examine their daily works.

1．週刊紙『中華読書報』書評委員

　2009年 11月，中国湖南省長沙市にある岳麓書社から‘书话随笔文从系列’（書物随筆叢書シ

リーズ）として，止庵《沽酌集》（初版 6,000），謝其章《搜书后记》（初版 6,000），楊小洲《夜雨

书窗》（初版 5,000）の三冊が刊行された。

　時を同じくして，（筆者の知る限り 2008年から）2011年まで，止庵，謝其章，楊小洲の三氏は，

中国で発行されている週刊紙『中華読書報』の‘本报书评人’（同紙書評委員）として，名を連

ね，その間，書評を中心に同紙に別表の通り多数寄稿している。

　『中華読書報』は 1994年 7月 6日に正式に出版創刊された。創刊 20周年に当たる 2014年の

2月 26日号には初代編集長であった梁剛建が《中华读书报创刊那些事》（中華読書報創刊時のい

くつかの事）と題して，創刊までにいたる経緯を書いている。それを読むと，梁が所属していた

『光明日報』は刊行を支持してくれたものの，何ら資金を援助してくれなかったので，家から 2

万元持ち出し，使い終わると同じ『光明日報』傘下の『書摘』雑誌から 2万元借り，その金を使

い切らないうちに，遼寧教育出版社が広告費 15万元を入金してくれたと，当初は資金繰りにも

苦労したことが分かる。

　『中華読書報』はどのような新聞を目指しているのか，どのような読者を対象とするのか。梁

剛建は言う。それは 20年間の同紙の中に具体的に表れていると。「思想があり，認識などの深さ

があっても，お上の訴状にはしない。ふつうの教養人が楽しんで見る文字で，多種多様な観点と

考えを紹介する。ニュースがあり，ルポもある。しかし，人騒がせなニュースは拒否し，ゴシッ

プにも断固反対だ。ありのままの客観的な言葉使いで，その時の本と出版者，読者を記述す
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る。」このような編集方針に沿って，止庵，謝其章，楊小洲の三氏が同紙の書評委員のメンバー

に選ばれたのは，正鵠を射た人選と言わねばならない。

　拙稿では，当代中国きっての愛書家，止庵，謝其章，楊小洲の三氏がこれまで歩んできた足跡

を紹介したい。三氏ともそれぞれ趣向は異なるが，ただ本を購入し，読むだけでは飽き足らず，

書評を寄稿し，著書を次々と刊行している。とりわけ止庵は，長年に渡って，魯迅の弟，周作人

の著作を遺族に依頼し，自筆の原稿と照らし合わせ，誤りを正した上で，より良いテキストを

次々と読者に提供している。さらには氏が愛する張愛玲や廃名の作品集も同様な作業を経て，出

版しており，もはや単なる愛書家の域を超えている。謝其章も自身が長年苦労して集めた民国期

の映画雑誌『電影雑誌』のリプリント版を，楊小洲に編集を依頼し刊行している。

2．止庵，謝其章，楊小洲『中華読書報』執筆掲載一覧（2008年～2011年）

　以下に掲げるのは，止庵，謝其章，楊小洲の三氏が『中華読書報』に，2008年から 2011年の

間に発表した文章の一覧である。掲載日，タイトル（原文のまま，日本語訳可能なものは，でき

るだけ訳を付した），解題備考の順になっている。

　作成した一覧を見ると，止庵が編集，校訂した文集や自身の著作を，謝其章，楊小洲が書評し，

謝其章の著作を楊小洲が書評していることに気づく。

　止庵

2008年 1月 16日 出版繁盛日　阅读萧条时 《北京图书订货会》（北京図書
発注会，ブックフェア）で目に
留めた書物を紹介

1月 23日 读书，写书与编书（本を読むこと，本を
書くことと本を編集すること）

自身の自由な読書から始まって，
個人が偏愛する書物を整理出版，
この種の書物を愛する読者に比
較的良い版本を提供する作者止
庵に特別に依頼した原稿

3月 12日 无轨列车的一瞥 揚之水ほか《无轨列车》上海書
店 2008年 1月出版

3月 19日 也谈《废名讲诗》的选编 陳建軍，馮思純編集校訂《废名

讲诗》の書評

6月 18日 我收藏的签名本（私が蒐集した署名本）

7月 16日 鲁迅与美术（魯迅と美術） 孙郁《鲁迅藏画录》の書評

10月  8日 鲁译刍议（魯迅翻訳卑見） 《鲁迅译文全集》北京魯迅博物
館編，福建教育出版社 2008. 4.
の書評
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10月 22日 “没有好久”之类 陈子善《爱黄裳》上海書店出版
社 2008. 6.の書評

10月 29日 “听”与“谈”之外（『楊絳が昔のこと
を語るのを聞く』以外の昔のこと）

吴学昭《听杨绛谈往事》三联书

店 2008.10.の書評

11月 26日 关于牺牲（犠牲に関して） 11月 13日『南方周末』紙に張
輝傑《鲁迅与许广平的事实重
婚》（魯迅と許広平の二重結
婚）が載り，魯迅と弟周作人と
の不仲が論争になっている。

12月  3日 人性的因素及其后果 グレアム・グリーン（Graham 
Greene, 英）の《人性的因素》
（The Human Factor. 1978.）の
書評。2008年 10月 1日に中国
訳林出版社より刊行された，格
雷厄姆·格林作品系列（全五

册）の一冊

2009年 1月 14日 再谈 1949 年后的废名（1949年以降の廃
名について再度語る）

1月 14日 向不随波逐流的出版社致敬（時流を追わ
ない出版者に敬意を表する）

《北京图书订货会》（北京図書
発注会，ブックフェア）で目に
留めた書物を紹介

3月  4日 追忆谷林先生（谷林先生のことを回想す
る）

止庵が周作人の著作を校訂する
際，側面から援助の手を差し伸
べてくれた谷林先生への追悼文

3月 18日 关于《废名集》（『廃名集』に関して） 《废名集》，废名著，王风编，

北京大学出版社 2009年 1月

4月 15日 浮生只合小团圆 張愛玲の遺作『小団圓』は作者
の家族や個人のプライベートに
まで関わる自伝的作品である。
勝手に同書を出版することは張
愛玲の名誉を含む様々な権利を
侵すことになる。《小团圆》，张

爱玲著，北京十月文艺出版社 

2009年 4月

7月 22日 《鲁迅著译编年全集》答问

　问 : 王洪波　答 : 止庵

『魯迅全集』は民国期や台湾で
刊行されたもの含めると約十種
類の版本がある。ここに『編年
全集』という全く新しい版本が
出た。なぜこのような新しい版
本を編集したのか？編年方式で
魯迅を読むと，新たな意味が読
み取れるのか等について，編者
のひとり止庵に問うた。
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8月  5日 关于鲁迅翻译的研究（魯迅の翻訳に関す
る研究）

《鲁迅翻译研究》，顾钧著，福

建教育出版社 2009年 4月

8月 19日 鲁迅之为中国左翼文学的中坚

　编《鲁迅著译编年全集》之一得

自身も編集に携わった『魯迅著
訳編年全集』について。《鲁迅

著译编年全集》（20巻），王世
家，止庵編，人民出版社 2009
年 7月

9月 30日 鲁迅的合作作品（魯迅の合作作品）

11月  4日 “文情俱胜的随笔”（＂文，感情共に勝る
随筆＂）

《金性尧全集》（1-9 卷），上海

百家出版社 2009年 4-8月

2010年 1月 13日 止庵 : 好书满架待细读（良書が書棚いっ
ぱいになって熟読を待っている）

《中华读书报》书评周刊·专家

开年荐书　2010年《北京图书

订货会》（北京図書発注会，
ブックフェア）で目に留めた書
物を紹介

2月  3日 “六言诗案”及其他 《谷林书简》谷林著，南京师范

大学出版社 2009年 10月，胡適
が 1938年，抗日戦争が勃発し，
初代駐米大使在任時に書いた六
言詩について

3月 24日 鲁迅与朱安（魯迅と妻朱安） 《我也是鲁迅的遗物　朱安传》

乔丽华著，上海社会科学院出版

社 2009年 12月

7月 28日 书人书事　也谈毛边书（アンカット本に
ついてまた語る）

11月 24日 张爱玲佚文发现记（張愛玲の散逸した文
章の発見記）　■謝其章　止庵

謝其章の質問の手紙に，止庵が
返信で答える

12月 29日 书影 2010》印象　期待已久的两套书

（長らく期待していた二組の本）
《红轮》索尔仁尼琴，江苏文艺

出版社 2010年 6月，《费·陀思

妥耶夫斯基全集》河北教育出版

社 2010年 1月

2011年 12月 21日 书影 2011》印象　读书笔记抄 2011年に印象に残った本

　謝其章

2008年 7月 23日 张爱玲与《万象》“闹掰”之内幕（張愛
玲と『万象』仲違いの内幕）

筆者が『語林』という古い雑誌
から張愛玲と『万象』の紙面上の
論争に関する両者の弁明を発見

7月 30日 《时与文》中的唐韬书话 抗日戦争勝利後，1947年 3月
から 1948年 9月まで 1年半刊
行された雑誌《时与文》に執筆
した唐韬の書物についての随筆，
エッセイについて
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9月 17日 金性尧与“文载道”　写在金性尧先生逝

世一周年之际

国学の泰斗，金性尧のペンネー
ム“文载道”について

10月 15日 鲁迅评论“美人鱼”现象 1930年代，“美人鱼”と言われ，
1936年ベルリンオリンピック
にも出場した女子水泳選手，楊
秀瓊を魯迅が《且介亭杂文二集
·徐懋庸作 < 打杂集 > 序》で批
評した。

10月 15日 誉者或过其实　毁者或损其真（称賛する
者は事実を誇大視し，誹謗する者は事実
を損なう）

魯迅全集の注釈で消された黄萍
蓀について

10月 29日 吴兴文和藏书票（呉興文と蔵書票） 呉興文《我的藏书票世界》（広
西師範大学出版社）について

12月 17日 有书乃城 《坐拥书城》埃斯特尔·埃利斯

等（米）上海人民出版社 2008
年 9月初版の書評

2009年 2月 18日 《周作人传》:“容有空白 , 却无造作”

（『周作人伝』：＂空白を受け入れても，作
り話はしない。＂）

《周作人传》，止庵著，山东画

报出版社 2009 年 1 月の書評

5月 13日 《小团圆》中的真人真事 《小团圆》，张爱玲著，北京十

月文艺出版社 2009 年 4 月の書
評

6月 17日 忆读　百年来旧书刊收藏史小谈（百年来
の古書，古雑誌蒐集史談義）

古本と古雑誌蒐集に関する早期
の文献は僅かにあるだけで，そ
の時代には専門の著作はなかっ
た。八冊の《中国近现代出版史
料》（1953 年−1957 年，群联出

版社）があり役に立つが，これ
だけでは不十分である。

10月 21日 重读张爱玲的新发现（《重读张爱玲》の
新たな発見）

《重读张爱玲》，李欧梵等著，

陈子善编，上海书店出版社

2008 年 12 月の書評。この本は
2005年 9月，張愛玲十回忌（生
誕八十五周年）の際，上海で開
かれることになっていた《张爱

玲与上海 : 国族，城市，性别与

战争》国際学術シンポジウムは
開かれていないが，届いた論文
が《重读张爱玲》として公に出
版された。
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2010年 3月 10日 上水船行难（上り船は前途多難） 《上水船甲集》，《上水船乙集》，

谷林著，止庵编，中华书局

2010 年 1 月，谷林が亡くなっ
て一年後，止庵の手で敬愛する
谷林の遺著『上水船』（甲・乙
両集）が出版された。

10月 13日 三十年河东 《河东辑》，止庵著，复旦大学

出版社 2010 年 8 月，友人止庵
の三十年集の書評，書名は謝其
章の勧めで“三十年河东，三十

年河西”から取った。

11月 24日 张爱玲佚文发现记（張愛玲の散逸した文
章の発見記）　■謝其章　止庵

謝其章の質問の手紙に，止庵が
返信で答える

2011年 1月 19日 一部功劳很大瑕瑜互见的期刊目录（功績
は大きいが，欠点もあれば長所もある定
期刊行物目録）

《中国现代文学期刊目录新编》

吴俊等主编，上海人民出版社 

2010年

3月 16日 回望《青年界》的两个特辑（再読『青年
界』の二つの特集）

『青年界』は 1930年代の重要
な文学雑誌。筆者が古書肆で見
つけた同誌の特集号二冊

4月 20日 《大方》印象记（『大方』印象記） 《大方》第一期，安尼宝贝主编，

北京十月文艺出版社 2011 年 3
月。『大方』創刊号の定価は 25
元だが，内容は値段を超えてい
る。

5月 11日 《电影杂志》: 中国电影之“断代史”

（『電影雑誌』：中国映画の＂断ち切られ
た歴史＂）

1947年 10月 1日に上海で創刊
された同雑誌は 1949年 4月 16
日に休刊するまで 38号続いた。
このたび，筆者が提供し，楊小
洲によって復刻版が出版された。

7月 13日 说说《比竹小品》 《比竹小品》，止庵著，花城出

版社 2011 年 1 月の書評

8月 3日 《插图本中国文学史》往事 筆者が大ファンである鄭振鐸の
『絵入り本中国文学史』の思い
出

9月 7日 唐韬藏书应该贴标签吗（唐韜の蔵書にラ
ベルを貼るべきか）

唐韜が亡くなった後，氏の蔵書
は中国現代文学館に収められた
が，筆者はラベルを貼る前に写
真を何枚も撮っておくべきだと
言う。

11月 30日 谁谓情可书，尽言非尺牍 《方继孝说书信的收藏与鉴赏》，

方继孝著，工人出版社 2011年
6月
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　楊小洲

2008年 1月 16日 钟叔河编　周作人作品比较谈 鐘叔河が編集した周作人の作品
について

2 月 27 日 止庵编印周作人作品琐谈 止庵が編集刊行した周作人の作
品について

4 月  2 日 《旧墨记》琐谈 《旧墨记》方继孝著，《旧墨二

记》同，《旧墨三记》同，北京

图书馆出版社

4 月 16 日 故纸堆里觅知堂（古紙の山から周作人を
探す）　陈子善编周作人作品琐谈

陳子善が編集した周作人の作品
について

6 月 18 日 帕慕克中译本的另一种趣味 トルコの作家，Orhan Pamuk

7 月  9 日 依然有味是青灯 鐘叔河《青灯集》湖北人民出版
社 2008. 1.の書評

7 月 30 日 巴尔扎克著作中译本小史 バルザックの中国語訳

7 月 30 日 云集 止庵《云集》南京師範大学出版
社 2008.1.の書評

9 月 24 日 直言直语　让人不放心的“风雅”（人を
不安にする＂優雅＂）

张昌华《曾经风雅　文化名人的

北京》（広西師範大学出版社，
2007年 9月初版）

11 月  5 日 瓜蒂盦主的江浙访书记 谢国桢《江浙访书记》三联书店

2008年 8月二版

12月 10日 蠹鱼与聚书（紙魚と書物蒐集） 谢其章《蠹鱼集》（広西師範大
学出版社 2008年 10月初版）の
書評

12 月 24 日 回应　传讹与剿说（間違って伝えること
と他人の言論を剽窃すること）

《曾经风雅　文化名人的北京》

の史実の誤りを批判したことに
対して

2009 年 7 月  1 日 钟叔河与“走向世界丛书”（鐘叔河と
『走向世界叢書』）

鐘叔河が編集して 1980年代に
刊行された『走向世界叢書』の
新版がハードカバーで新たに刊
行されることについて

7 月 22 日 读“编年体”《周作人散文全集》的几点

感想（編年体『周作人散文全集』を読ん
だ幾つかの感想）

『魯迅著訳編年全集』と同じく
鐘叔河が編集した『周作人散文
全集』（広西師範大学出版社）
も編年体形式である。

11 月 11 日 闲话中华版小精装（中華書局版小型ハー
ドカバーについての無駄話）

“书人书事系列”，中华书局

2009年 9月の書評
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12月 30日 雪后雪中 同時期に出版された自著を紹介。
《快雪时晴闲看书》，杨小洲著，

中华书局 2009年 10月
《夜雨书窗》，杨小洲著，岳麓

书社 2009年 10月

2010年 5月 26日 大江健三郎的枯燥（大江健三郎のつまら
なさ）

7 月 14 日 艾柯与《丑的历史》 《丑的历史》，翁贝托·艾柯著 ,
彭淮栋译，中央编译出版社

2010年 3月

9月 22日 《奢华之色》：步摇与凤簪里的优雅 《奢华之色：宋元明金银器研

究》，扬之水著，中华书局 2010
年 4月

11月  3日 刀锋评论　《阅读的故事》：他到底写了

些什么 ?（《阅读的故事》：彼はいったい
何を書いたのか）

《阅读的故事》，唐诺著，上海

人民出版社 2010年 8月

11月 24日 品读黄永玉（黄永玉を精読する） 《传奇黄永玉》，李辉著，人民

日报出版社 2010年 7月

2011年 1月 12日 书人书事　闲坐读美人 筆者が自己の読書遍歴を語る。

3 月 30 日 《后天的人》及其他 上海訳文出版社が出した諏訪哲
史《后天的人》（あさっての
人）ほか外国の作品を紹介。

5 月 11 日 《电影杂志》影印出版前后（『電影雑
誌』複製印刷出版前後）

《电影杂志》（上，下），杂志提

供人谢其章 , 特约编辑杨小洲 ,
岳麓书社 2011年 1月

8月 10日 钟叔河的《小西门集》（鐘叔河の《小西

门集》）
《小西门集》, 钟叔河著 , 岳麓

书社 2011年 5月

9月 14日 一套好看的民国儿童读本（一組の美しい
民国期の児童読本）

“幼童文库”，海豚出版社 2011
年 9月

12月 14日 谁读懂了《2666》（誰が《2666》を読ん
で理解したのか）

《2666》，〔智利〕波拉尼奥著，

赵德明译，上海人民出版社 

2012年 1月

3．止庵《读书，写书与编书》（本を読むこと，本を書くことと本を編集すること）

　2008年 1月 23日の『中華読書報』9面に止庵の《读书，写书与编书》（本を読むこと，本を書

くことと本を編集すること）が掲載された。タイトルの前に，編者（咸江南）の言葉が付されて

いる。

　数日前に全国ブックフェアで本をめくっていて気がついたのだが，止庵が執筆したり，編
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集した本（新刊，重版も含めて）はこの一年間に七，八種類にもなる。止庵が読書について

述べた文章は新聞や雑誌に甚だ多く見られる。止庵は広範囲にわたって読むけれども，最も

力を入れているところは周作人，廃名，荘子，張愛玲など数名に他ならない。読んでは書き，

書いては編集し，かくて『周作人自編文集』，『廃名文集』，『樗下讀荘』など諸本を世に問う

ている。個人の自由な読書から，個人が深く愛する書物の整理，出版，そしてこの種の本を

比較的良いテキストで読者に提供するまでに至っている。遠くの海から入って，花や実を届

ける。このようなやり方は中国国内の出版業では少なくない。今，止庵氏にこの一文を特別

にお願いし，個人の経験から長年に渡る読書，編集，執筆の行き来について詳しく述べても

らい，その中からフリーの読書家が出版業界に入る経験と道程を理解し，また止庵のような

希望を持つ読書家，愛書家に役立ててもらうことを望む。

　以上，編者が述べているとおり，この一文は止庵の人となりを知る格好の手がかりとなるだろ

う。以下はその全訳である。

　私が小さい時，父が兄や姉にしっかり勉強するように言うのを聞いて，たまに『三字経』

の「蘇老泉，二十七」などの語を引いて，心に留めた。心理的な暗示を受けたかもしれない，

二十七歳は私にとって，大切な年である。それからやった多くの事は，そこから理由を見つ

けることができる。それ以前私は多くのもの，詩や小説を書いたが，興味は次第に減って

いった。私もたくさんの本を読んだが，父が手紙で批判したように，「学んでも使いものに

ならない。」学んでどうしても役立てるというのでは決してないが，私にはちょっとあてが

はずれた。

　1986年の夏，私は前後して周作人の《知堂文集》，《过去的工作》と《知堂乙酉文编》の

リプリント本，この他に《知堂书话》一組を購入した。この時，私がはじめて周氏の作品に

触れたのだが，氏の名前はとっくに知っていた。中学校の政治の授業で，魯迅には弟がいて

かくかくしかじか，彼は周遐寿というペンネームで作品を発表したと言い，いくつかの字を

黒板に書いたことをはっきり覚えている。散文の類は，当代なら楊朔，秦牧，劉白羽，古代

なら唐宋八大家のようなものはたくさん読んだが，周作人の文章はそれらと全く違っていた。

徐訏の言葉を借りると，「彼のようにまじめに読書と見解を語るのは，中国でこれまで一人

の学者もやったことがないし，やる勇気もなかった。」（《从“金性尧的席上”说起》）これは

大いに私の興味を引き，それからできるだけ彼の本を捜して読んだ。張愛玲《传奇》のリプ

リント本と組み版印刷本も，たぶん同じ年に前後して入手した。彼女の作品はそれより前に

《收获》誌に改めて発表された《倾城之恋》を読んだにすぎない。張愛玲も同様に私の耳目

を一新させた。さらに廃名がいて，その年に私が《桥》のリプリント本を購入し，当然のこ

とながら一番気に入ったのは《人间世》と《世界日报·明珠》に散見する随筆で，私は編集

の仕方があまり理想的でない《冯文炳选集》の中からいくつか読んだ。
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　冬になって，私は先秦の思想家を一通り読もうと誓いを立てた。それ以前は『論語』，『老

子』，『公孫龍子』以外，個別の文章を読んだだけだ。読書人のうちに入ると自ら推量したが，

実際にはそんなはずはない。それから『詩経』と通読しても，似通った考えだ。私は病気に

かこつけて，仕事にいかず，まず『荘子』から始めて，見つけた七八種類の注釈本を広げて，

原文とそれに付いている注疏を一字一句照らし合わせて読んだ。最終巻にたどり着いた時は，

年を越え，筆記は五万字になった。もし私の人生に最大の影響を与えたものを論ずるならば，

その前後に読んだいかなる書物も『荘子』には及ばない。ここで二点だけ述べておく。其の

一，『荘子』は「天も得ざれば高からず，地も得ざれば広からず，日月も得ざれば行（め

ぐ）らず，万物も得ざれば昌（さか）えざるは，これ其れ道か」（天空だってこの道によら

なければかくも高く伸びず，大地だってこの道によらなければかくも広く横たわらず，日月

もこれがなければかくも正しく運行せず，万物もこれがなければかくもおびただしく栄えな

い。これこそが道というものだね。〔池田知久訳，『荘子』知北遊第二十二第五章〕）「道」は

事物の自然の状態を指し，本来そのようなのだ。人について言えば，固有の価値体系を拒ん

だ後に得られる自由なのだ。固有の価値体系を拒むと，この体系内で判断しないことにもな

る。：不是是，不非非 , 不是非 , 也不非是。それから私は《五灯会元》と《古尊宿语录》を読

み，さらに一種の考え方を提供してくれた。つまり，その特徴はあらゆる既定の考え方を拒

むことである。他人があらかじめ設けた前提を受け入れず，今ある言語環境で話をしない。

“逢佛杀佛 , 逢祖杀祖。”其の二，『荘子』は「庖丁（ほうてい）牛を解く」，「くる者のせみ

をとる〔達生第十九第三章〕」，「津人（しんじん）舟を操る〔同第四章〕」，「一丈夫の之にお

よぐ〔同第九章〕」，「梓慶（しけい）木を削りて鐻（きょ）を為（つく）る〔同第十章〕」，

「大馬の鉤（こう）を捶（う）つ者」などの話を語っているが道理は皆一つである。「技（わ

ざ）」をそのような程度まで完全なものにすると，それは一つの技に制限されることはなく，

技のあらゆる功利目的を超え，同時に技を持つ者自身も超え，通常いわゆる忘我の境地にも

なり，それはおそらく「道」に達したのだ。技を持つ側から考えると，彼はある種の行為の

中において自分をある種の境界まで昇華させたのである。これは私に一生役に立たせてくれ

た。

　ここで私の読書はだいたい二つの方向，一つは現代文学を標識とし，そしてまた周作人，

廃名，張愛玲などに集中した。もう一つは先秦哲学を標識とし，『荘子』，『論語』と『老

子』に集中した。私はかつておもしろおかしく言ったことがある。先秦哲学のつまるところ

人に関するものであり，『荘子』が語っているのは一人の哲学，「私」でもある。『論語』と

『孔子』が語っているのは二人の哲学，「私」以外に，「あなた」或いは「彼」がいる。孔子

から見れば，このもう一人は良い人間で，『老子』の作者から見れば，悪いやつだ。先秦の

他の思想家の言うところでは，三者の下に引き寄せることができる。例えば孔子の流れには

孟子，荀子がおり，老子の流れには孫子，韓非子がいる。ただ荘子だけが独り言を言ってい

る。

250 当代中国書評家の三賢人



　続く数年間は，私は別に何も書いていない。機会と縁が足りなかったのかもしれない。例

えば魯迅は『域外小説集』に挫折してから，何年も音信が途絶え，銭玄同が《新青年》の代

わりに原稿を頼みにくるまでずっとだった。彼は《古小说钩沉》と《小说旧闻抄》を編さん

していたが，北京大学に行って授業をしなければ，《中国小说史略》も書かないだろう。周

作人の創作のピークは《新青年》，《晨报副刊》，《语丝》，《骆驼草》そして《大公报·文艺》

等との関係と密接である。私はもちろん自分を先人と比べる勇気はないが，その道理もわか

る。はっきり言ったら文章は書かなくていい。1990年になって，友人曾一智が『黒龍江日

報』の副刊の編集をしていて，私の父に文章を書くように頼んできたが，彼は私に書くよう

に言い，私はようやく筆を執った。初めは書いたのは少なく，毎月一，二編，どれも千字，

五年後にまとめて《樗下随笔》（にわうるしの下での随筆）を出版した。私の最初の本であ

る。以降続けて書き，多くは読書筆記で，今まで合計八冊の文集を編集した。私が読んだ本

はすべて自分の好みだ。たとえ編集者がテーマを出した作でも，自分がそのテーマに興味が

あり，かかわる本は読んだものか，或いは読もうと思っているものでなければならない。何

日か前に私は友人に言った。ふだん読書をしていて，すこぶる感じるものがあるようなので，

書いてみると，決して周到ではないことが分かる。反対から言えば，これはまさに読書の他

に何かを書こうとする意義があるからである。他方，周到に書こうと望んでいるので，関連

するものを見つけて参考にし，それに伴ってより多くの本を読み，より多くのことを知る。

前に文章は書かなくて良いと言ったが，本当に書きたいなら，まじめに向き合わなければな

らない。例えば『荘子』の庖丁（ほうてい），津人（しんじん）諸氏が行なったように。

　私が『荘子』を読んで一冊の本を書き上げたのは，すでに最初の読書から十年経っていた。

その間に私は百種余りの注釈書を読み，特に諸説紛々としているところに注意し，だいたい

どの細部も前人から啓発を得たが，私自身完本『荘子』と自分で構成した荘子哲学に対して，

ますますその中のいかなる見解に完全に同意していない。当時，私はまだ会社に勤めており，

帰宅後『荘子』に関する筆記を書き，まるまる一年，三十数万字を書いて，半年の時間整理

に費やし，《樗下随笔》（にわうるしの下での随筆）が成った。私ははしがきの中で“不为无

益之事，何以遣有涯之生”（無益の事を為さずんば，何を以て有涯の生を遣わさん）を借り

て，自分の読書の過程を形容した。項蓮生のこの話，『荘子』「吾（わ）が生や涯（かざ）り

有りて，知や涯り无（な）し。涯り有るを以て涯り无きに随うは，殆（あや）うし。已（か

く）して知を為す者は，殆うきのみ。」（私の人生には限りがあるが，知るべきことには限り

がない。限りある人生を費やして，限りなき知を追いかけるのは，危険なことだ。そうであ

るにもかかわらず，なお知を追い求めるのは，危険極まりないことだ。〔池田知久訳，養生

主第三第一章〕）に対して異義を唱えるのをちらっと見たが，実際言っているのはちょっと

した事，一人は命の終わりから振り返っているのに対し，一人は命の始まりから前を見てい

るのにすぎない。ここまでで止めにするが，私の「限りある人生」でやる「無益な事」は読

書のみである。何年か色んな本を読んだ後，この一生で少なくとも詳細に一冊の本を読みた
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いと思う。その本は私が時を計算せずに繰り返し味をかみしめるべきもので，その価値と魅

力はこの過程の中で失われるものではない，つまり，この「無益な事」を本当に私の「限り

ある人生」の対応物に成し得るものとして，私が選んだのは『荘子』である。

　私が『老子』を読むのは，まだ『荘子』の前に，母は蘇体？で私のためにすべて書き写し

てくれた。ひとこと付け加えて，母はさらに私のために『詩韻新編』を書き写してくれ，二

冊のノートに丸々いっぱい書いてくれた。あの頃『荘子』を読み終わって，引き続いて『老

子』を再読したが，私の読書メモはあまり書かなかった。私が先秦の典籍を読むのは，精神

的にいくばくかの支持を求めるためにであったが，『老子』はあまり気持ちが良くならない，

とりわけ「道」と名付けて，実は「術」であるあのくだりは，朱子が言う「老子は精神的に

いちばん有害だ。」けれども，それは私に対してやはり時々に惑わすところがあり，私に機

会を見つけてもう一度腕前を磨きたくさせるのだ。それから『老子演義』という本を書く巡

り合わせがあって，郭店楚簡，帛書及び王弻以下数十種の注釈本を併せて読んで，『老子』

を明らかにしたと思う。私ははしがきの中で，『老子』は中国文化における重要な原典であ

る。好むのも良いし，反対するのも良い。いずれにしても客観的に存在するのである。その

中の意味ははっきりしていて，歪曲することはできない。しかも自ずから一つの完全な体を

成していて，そのかすを捨てて，その精華を取ろうとしても，恐らくそんなにやさしくない

だろう。本の中で言っていることを本当に実行しようとすれば，確かにちょっと恐ろしいが，

何人もできるものではない。なぜなら大半が求めている忍耐力がないからである。例えば

「これをちぢめんとほっせば，必ずしばらくこれを張れ。これを弱めんとほっせば，必ずし

ばらくこれを強めよ。これを廃せんとほっせば，必ずしばらくこれを興せ。これを奪わんと

ほっせば，必ずしばらくこれを与えよ。これを微明という。」（蜂屋邦夫訳注『老子』第 36

章）すこしも損をしていない人に，このようなやり方はきっと採らないだろう。

　私は中国の現代文学に関心はあるが，語っているのは少なく，ただいくつかの本を編集し

たにすぎない。初めのほうで周作人の作品を読んだことを述べたが，主に鐘叔河がだいたい

元のかたちに基づいて出したそれらであり，当時はただ読者になりたいだけで，自分から手

を出す気はなかった。どういうわけか十数冊が出ないことになり，世に出ることはなかった。

確かにふだんたやすく見つからない。私は手紙を出して尋ねると，編者は返信で新たな構想

について言及した。だいたいそれから出た《周作人文类编》のような構想だった。実を言う

と私はこのような編集の仕方は必ずしも実行できるとは限らないと思う。なぜならどのジャ

ンルもその背後にはその学問があり，深く理解しえて，はじめてその文章をふさわしい位置

に置くことができるのである。作者は文章を書く際，しばしば考えをはっきりさせているの

で，ある一つのジャンルに入れるのは難しい。さがすのが容易でないことは，それほど重要

でない。私はやはり作者自身が最初に編集した文集を再版するのが良いと思う。なぜなら編

集時の編目の取捨選択，配列順序には自ずから段取りがあり，再編集してしまうと，この考

えが見えなくなってしまうからだ。私が《周作人自编文集》を整理して出版したのは，鐘先
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生の元のやり方に戻したのであって，彼が最初半分したことをやり終えたのである。その間

に彼が《老虎桥杂诗》谷林の書き写したものと《木片集》1960年代校正刷りを提供してく

ださり，これは特に感謝をあらわすものである。この二冊はいずれもはじめての出版である。

さらに《知堂回想录》があり，元の香港三育図書文具公司の本は間違いが甚だ多く，私は作

者の家族が提供してくれた原稿のコピーに基づいて整理し完成させた。時は真夏で，毎朝八

時に仕事を始めて，食事以外はずっと夜中まで，丸々一ヶ月費やして，やっと仕事が終った。

私が編集した《苦雨斋译丛》に収録しているのは周作人が古代ギリシャ語と日本語から翻訳

した作品である。比べてみると，たぶん《自编文集》よりも価値がより大きいだろう。なぜ

なら大半が保存されてきた作者の原稿に基づいて印刷されているからである。早期に刊行さ

れたものとこれらの原稿を比べてみると，削除書き直しが甚だ多く，中には様子が一変して

しまっているものがいくつかある。《译丛》の中の《希腊神话》（ギリシャ神話）は初めての

出版でもある。私はさらに周作人の散逸した著書《近代欧洲文学史》を見つけた。原稿は何

年もほこりをかぶっていて，私は偶然インターネットである図書館の目録を調べて，周氏の

名前の下にこれがあるのを見つけ，かくて作者の家族に調べてもらうよう頼んだが，やはり

上梓をしていない。ある人はこのことを聞いて，そのたびに「早くに出た《欧洲文学史》で

はないのですか。」と言うが，どうしても当然騙されてしまった。この本は友人戴大洪との

共同作業で，すでに出版している。

　私は前に言った。周作人に関して，何か言おうとすれば，まず彼が書いた本と訳した本を

読んでからするのが良いといつも思っているが，目下一番欠けている事はやはりこれらの著

作の整理と出版にある。これは私が彼の一読者としての衷心よりの言葉である。そして，私

が十数年来この方面でしたのは，まず自分の必要を満足させるためだった。私は文科系で学

んでいないし，大学や研究所で働いていないので，この種のことをするには甚だ困難なのだ。

もし誰かが先にやってくれるのなら，私は喜んで座して他人の成果だけを受け取る。私が廃

名の本を編集したのもそういうことなのだ。詩人沙蕾はかつて私に教えてくれた。「もし

我々が好きな作家の作品を繰り返し繰り返し，十遍も二十遍も読めば，彼の本当に伝えたい

ことを得るだろう。」今までのところ，私も廃名に対してだけこのようなことをした。私は

前に言った。周作人は全体が融合して生まれつきのものだが，廃名は一字一字磨きをかけ，

わずかなこともなおざりにしない。前者は理解ができるだけだが，後者は学ぶことができる。

周作人の文章は不明瞭なところが多く，作者の本音である。多くは心のままに筆を走らせ，

すべてが自然な気持ちの表れである。廃名は文字の運びをスムーズに行過ぎさせたくない気

持ちがあり，多くは曲がりくねって飛躍し，それゆえ別の不明瞭さがあり，そこはかとない

情感を醸し出している。廃名は流れるような文章の書き方を一番恐れた。私はこのような

軽々しく字句を譲歩しようとしない精神にとても心を打たれる。しかし，廃名の文章は古い

定期刊行物に散見され，集められておらず，探すのが容易ではない。ある出版社が一揃いの

散文全集を刊行し，私はその中に廃名が入ることを待ち望んだが，いかんせん長く待っても
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かなわなかった。その結果やむなく自分で一冊，《废名文集》を編集した。廃名には《阿赖

耶识论》なる著書があるが，長いこと放って於かれ，それも私の手で初めての出版となった。

私は一読者として，（私が再三こう言うのをお許し願いたい）たまに出版に踏み込むのは，

この世に出たことがない本を刊行する機会があるからである。光栄だと言うよりも，ちょっ

と心配だと言うほうが良い。私は数十年前のあの文化大革命を経験した人間であり，多くの

先人の心血が一日のうちに壊れるのを目撃しているからである。今は鉛活字で印刷され，ど

れだけの人がそれを読みたいとは限らないが，結局何かの災難で伝承が途絶えることはない

だろう。

　私が自分で述べたことを書いたことがある。「ふだん本を買うのが第一，読書は第二，本

の編集は第三，執筆は第四。」友人への手紙の中で，かつて「執筆計画」について語ったが，

どれも自分の読書経験にもとづく。ある本を一読再読して，或いはある類書をたくさん読ん

で，考えがなくもなく，どうしても忘れられなければそれを書こうと思う。もちろん書かな

くてもかまわない。本はすでに読んだので，裨益するところはすでにあるからである。

4．止庵，謝其章《收藏的甜酸苦辣》（対談「蔵書の喜びや悲しみ」）

　2013年 5月 10日，中国のサイト，新浪網の読書欄（文化读书频道）に，謝其章の《收藏的甜

酸苦辣》が登載された。これは《文坛开卷》という番組が基になっており，止庵との対談が活字

化され，二人の写真と，Flash Player 10.2で動画も見られる 1)。

　謝其章の《搜书后记》は著者の 2005年から 2008年までの四年間の日記だが，止庵の名はその

中にたびたび登場する。例えば 2007年 12月 13日の日記にはこう書かれている 2)。

　　十二月十三日　星期四

　　止庵来 , 看书 , 聊天。中午在天外天吃 , 一张阳光洒满的桌子 , 我说在此桌看书用不着戴眼

镜。二点半分手 , 他去取《晨报副刊》。…

　（止庵がやって来て，本を見て，おしゃべりした。昼は天外天で食べた。一台の陽光がふ

りそそぐテーブルで，私はこのテーブルで本を読むなら眼鏡は要らないと言った。二時半に

分かれた。止庵は『晨報副刊』を取りにいった。…）

　これらを読むと，止庵，謝其章は本という共通の趣味を通して，非常に親しい友人関係にある

ことが分かる。さて，進行役の女性も含めて三人の対談は印刷すると，7ページの分量にもなる。

対談は《读书 写书 藏书》，《我的收藏与写作》，《我不是藏书家》，《我的珍贵收藏》，《收藏的甜酸

苦辣》の五つの小見出しに分けられている。ここでは，最後の《收藏的甜酸苦辣》（対談「蔵書

の喜びや悲しみ」）を訳することにする。これを読むと，まず，本の命に対する止庵の見解に考

えさせられ，次に，本を買ってしまったことで家族に迷惑をかけてしまい，妻の内助の功に感謝
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する謝其章の悲しみに読むものは共感するのである。

　止庵：本を収集する最後に，どの本が良くて，所蔵する価値が分かるということだろ。

　謝其章：そういうことだ。でも君はたくさんの学費を払って，喜びや悲しみを経験して探

り出せるのだ。

　謝其章（止庵？）：全国人民の収集欲はとても強くて，君や僕が目をつけたら，仮名にし

てもだめで，彼らもついて来て奪い取る。だから僕は今買って手に入れるのがとても困難に

なった。人は謝くん君は大馬鹿だと言う。買った後に書いてはいけない。一度書いて皆が何

が良いか分かったら，命知らずなことをして君のものを奪おうとする。だが僕が書くのは目

的があってのことだ。僕はコストを回収しなければならない。しかしそれらは回収できない。

君の《电影杂志》（『電影雑誌』）やこの漫画を君はどうして回収できようか。何万も投入し

て，一冊の本がどれだけの原稿料になるのだ。

　女：趣味なのでしょう。書かないと不愉快。吐かないと不愉快。

　謝其章：その通り。これは僕が自分で選んだのだ。

　止庵：文章については，近頃一つの見方がある。僕は普通の人間は一度死に，創造者は二

度死ぬと思う。創造物は将来多くの人が淘汰し，ある人の生前の作品は死んでしまい，ある

人のは生きている，でも本は死んでしまう，そういうことが多い，さらに彼が死んだ後，本

もゆっくりと死んでゆくのだ。我々はきっと後世に伝わると思っているが，我々が読む時間

はおそらくとても短く，もし時間を引き延ばしても，おそらく後で次々と消えてゆくだろう。

だから，この物は，本当のことを言うと，収集も良い，書くのも良い，一番の楽しみはまさ

にこの時なのである。もし，君が創作の中に楽しみを得られないのなら，早めにこのことを

止めよ。

　女：収集も同じね。

　止庵：同じだ。収集は押さえが利かない。僕はある人が「自分で処分する」のに大賛成だ。

これは古い決まりだ。人がある年齢になったら，日数は多くない，物は，良いと思ったら

持って行ったら良い。

　謝其章：これ二つで三百（元），それでいいなら僕は欲しいし，だめならよそう。

　男（店主？）：三百八十（元）。

　謝其章：この数冊，毛沢東，周恩来，蒋介石，あんたは僕にいくら欲しいんだい，十時す

ぎだよ。そばの人が言う，やれやれ，彼は買えるのに。聞一多の次の世代，彼が探りを入れ

たので，僕はその場を離れた。それから僕は戻ってきて彼に言った。蒋介石は要らない，僕

は毛沢東と周恩来だけ欲しい，彼はそれではだめだというので，僕はまた向きを変えていっ

たが，また戻ってきて買って行った。それから僕はいくら足したか，人は皆僕に売るのを止

めた。

　謝其章：酸甜苦辣。（すっぱい，甘い，苦い，辛い。喜びと悲しみさ。）
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　止庵：酸（すっぱい）は何を指すんだい。

　謝其章：＇酸＇というのは，他人が買うのを見て自分は買っていない，＇酸＇，嫉妬だね。

それから悲しみもある。帰宅したら子どもが学費を渡さなければならないのに，お金がない。

お金は皆本を買った。妻はたずねるがそれでも言う勇気がない。大金をはたいて本を買った

ら，家に帰って生活費を下げなければならない，それが‘心酸’（悲しくなる）だ。＇酸＇は

もう話すのはよそう。‘甜’（甘い。喜び）は良い本を買えたこと，でもこれは‘酸甜苦辣’

の中で一番少ない。品物が良い，値段も安い，さらに好みだ，こんな良いことは簡単に出会

えるものではない。＇苦＇は二つの苦しみがある。一つは体力の面で，早く来て，寒さに耐

え日照りをこらえ，今日のような良い天気はない。‘辣’は値段がとても悪辣だ。香港語で

言うと，‘有一辣手’。

　謝其章：物（書籍）を買って，百万（元）余りになっただろう。僕の妻はここで僕に言っ

て欲しくないだろうけど，わが家の様子を見て，どこに彼女の居場所があるのだ。これはと

ても悲しいのだ。もし君の妻が毎日こんなに服を買ったら君は耐えられるだろうか，収集家

の後ろには賢い妻の内助の功があり，くどくど言うけど，君を容認しているのだと彼らは法

螺を吹くけど。僕らの主は知っている。私はあなたが毎日本を買っているのを知らないとあ

なたは思うの。僕は人にまた本を出すよと法螺しか吹けない。妻はいくら儲かるの，九千元

ですって。一冊の本の儲けで，トイレを直すのにも足りないわ。

　女：本当に容易じゃない。

　謝其章：本を収集している人間は，本当のことを言うと，短所がたくさんある。手に入れ

る前は手に入れられないのではないかと心配し，手に入れたら失うのではないかと心配する。

同時にお金に心を痛めている。例えば肩が触れて，他人が買って行ってしまうと，何日も気

分が良くない，それが終るときを知らないから，本当に特に辛い。止庵は今ちょっとその悪

癖にかかっている。君こそが個人的な得失を過度に気にしているのだよ。

5．楊小洲　《电影杂志》影印出版前后（『電影雑誌』複製印刷出版前後）

　2011年 1月，中国岳麓書社から中華民国の時代に出た『電影雑誌』の複製印刷が出版された。

箱入り上下二巻の豪華本である。これは謝其章が長年苦労して集めた同雑誌を複製印刷したもの

である。この間の経緯について，複製印刷の編集に携わった楊小洲が，『中華読書報』2011年 5

月 11日 11面で《电影杂志》影印出版前后（『電影雑誌』複製印刷出版前後）と題して，書いて

いる。これを読むと，楊小洲が謝其章と酒を飲んで歓談している時に複製出版の考えが生まれた

こと，謝其章が所蔵している雑誌を複製する時，強い光が当たり古い雑誌の紙にダメージを与え

ないかと心配していたが，デジタルカメラを使用することによって解決したこと，そして何より

も二人の信頼関係が分かる。

　同文は四段落で書かれているが，この雑誌の複製出版が成るまでの前半の三段落をここで訳す
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ることにする。

　今年（2011年）の北京图书订货会（北京図書発注会）で，岳麓書社が急いで製作した二

組の民国期『電影雑誌』が展覧に参加した。展覧当日に一組盗まれるとは思いもよらなかっ

たが，失われた時が紙面に残っているのを見て，それも一つの思い出である。映画は観覧す

ることができるだけでなく，手にとって読むこともできる。往時を懐かしむ読者はこれらの

画像によって自分の好みを託し，黄ばんだ写真から自分が経験したことがない歳月を感じる

のだ。しかし，映画に関する雑誌は多く，《电声》，《明星》，《青青电影》，《时代电影》など

数十種，すべて複製印刷するのはかなりの仕事になる。実は民国期の古い雑誌を複製する考

えは何年も前からあって，八年前に私が《古今》雑誌を一揃い買ってから，ずっとその雑誌

を複製出版しようと考えていた。とどのつまり，この雑誌に載っている文章は非常に良く，

歴史や昔を語る静かでやすらかな小品は明清の筆記のようで，読んで渇きが癒やされ，その

ことがこの雑誌を「最も良い文史刊行物」と称賛されるようにしている。北京の古雑誌収集

家，謝其章先生とよく一緒に酒を飲んでおしゃべりするが，話題はいつも，民国期の雑誌を

めぐって，その頃，あるいくつかの民国期のなかなかお目にかかれない古雑誌を複製しよう

という考えがうまれた。ちょうど良い時，一昨年岳麓書社曾徳明先生にそのような話を喋っ

たら，彼は即座に認めて，プランを立て，私が北京に戻って，謝其章先生との相談を待つだ

けになった。

　謝氏は古雑誌を収集し，古雑誌の研究もしている。《漫话老杂志》，《旧书收藏》,《老期刊

收藏》,《创刊号风景》,《创刊号剪影》,《封面秀》,《梦影集　我的电影记忆》,《“终刊号”

丛话》等を執筆出版し，この領域ではすこぶる多くの研究成果を出して，古雑誌の学者とし

てそのジャンルを代表する人物である。その略歴を見ると，「上海で生まれ，久しく北京に

居を構える」彼は上海人の頭のよさと北京人の冗談好きを併せ持ち，彼と一緒におしゃべり

して彼の北京言葉を聞くことは，もう一つの楽しみである。しかし，彼は決して人と付き合

いたがらない。とりわけ，始めて知り合った者に対して多くは冷淡である。しばしば人を拒

絶し彼に近づくのは大変難しい。何年も付き合って彼と何らわだかまりがなくなっても，彼

に自身が何年も苦労して集めた希少な古雑誌を出してもらうことは，生易しいことではない。

まして彼の「古雑誌は門外不出」の言葉は各地に届き，美しい顔が彼を思っても人は接近し

ない，そばにいる者はその趣味を知って尻込みしてしまい，あまたのこの事情を知らない記

者が興に乗って取材に訪れると，皆断られ外に追い出され，「虎のしっぽ」と呼ばれる書斎

の見学を許してもらえない。私が彼のコレクションを複製出版したいと言った時も，その答

えは当然楽観的でない「僕にちょっと考えさせてくれ。」だった。

　この言葉はもともと理由をつけて断る言葉で，結局自分のコレクションを捧げて皆に味

わってもらうことは，コレクターの立場から言えば，決して望んでいる気持ちではない。で

も大よその事は皆可能だ，説得の道程はとても困難だけれど，結果はとても明るい。謝先生
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はただ古雑誌を複製すると損なってしまうのではないかと思い，スキャニングを使うのには

同意せず，強い光線が古い雑誌の紙質に損害をもたらし，破れやすくなってしまうことを心

配されたが，これは技術的な難しさであり，僕にちょっと考えるように求めたのだった。私

は静物撮影には詳しいほうで，当然デジタルカメラを使用してひっくり返して映そうと思っ

ていたけれど，スキャニングはメガバイト，デジタルカメラは画素，両者の間のデータをど

のように転換して印刷できるか。なぜならデジタルカメラの画素は，画像を印刷する解像度

に直接影響してくる。以前のやり方では，まず撮影をして写真を現像し，それから写真を電

子製版する。現在のデジタル時代にはこんな面倒なことは必要ない，デジタルの画素さえ得

られればよい。重要なのは適合するカメラを購入することだ。計算ではキャノンの

5 Dmake 2というオールサイズのカメラが要求にかなう。写真複製を使うことはスキャニン

グより手間が省ける。スキャニング印刷写真を印刷に再び用いれば，その過程で‘撞网现

象’（意味不明？何がしかのトラブル）が起こるだろう。版を直さず印刷した写真はいっぱ

い粒が現れ，読めなくなる。手を入れるのに大量の時間と労力がかかり，撮影して直接画像

にすれば，このような恐れはない。謝先生の「古雑誌は門外不出」に戻ろう。先生には手を

焼いたが，謝先生には惜しまない気持ちがあり，ついに私に古雑誌を持って行かせることを

承知した。撮影には灯りなどの環境に補助が必要で，大方が知人で安心だが，私自身のほう

が同意を得てすこぶる機嫌が良くなり，車を走らせて，謝宅に三十八期一揃いの『電影雑

誌』など三種類を取りに行って，家に戻ってから，急にその日の私のカーナンバーは通行制

限だったことを思い出し，その結果は「あなたは分かってますよね。」言うのも面白いこと

になった。

注

1）http://book.sina.com.cn/news/a/2013-05-10/1445465996.shtml
2）謝其章《搜书后记》中国，岳麓書社 2009年 11月，p214
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	06-ピナウ様
	07-佐々木様
	08-菅野様
	09-荘中様
	10-吉田様
	11-早瀬
	12-清瀬様
	13-近藤様
	14-布施様
	15-蔭山様
	99-執筆者・規程・奥付-87



