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〈Summary〉
  For a long time, to learn and to be able to understand a foreign language, we supposed 

that we need only to hear this new language. It was thought that this was enough to gain the 

ability to speak or write in this new language as we do with our mother tongue. However, after 

considerable research about how to teach a L2 language, we discover that it is not so simple. 

Although often people live far away from the country where the language he or she is learning, 

it is fortunate with the new technology such as Skype, for the learners to communicate directly 

in their foreign language.

  These new learning situations are more complicate today and they require more and more 

evaluation. We know now that it is not enough to just hear a language to be able to use it 

perfectly. The words of a language are not the only parameters to understand a message. The 

silence, the speed of the answer and the body language are also a determining factor to fully 

understand the message. 

  The verb “to hear” is incorrect when discussing the learning of a foreign language. It is 

better to use the verb “to listen”. When we use the verb “to listen”, this requires the learner to 

make a lot of effort during the class and as well as the teacher. Do we fully listen to our 

students ? Do we listen to all of them in the same way ?

  Each student has his or her own way to hear. We have the same number of ways to listen 

in our classes as we have students. It is important to teach our students how to listen. Some 

students have the immediate instinct as a linguistic intuition about listening, while others listen 

differently to this new language. We need to help each of them to reorganize differently their 

listening skills.

  Every life experience influences each person a different aspect of listening. We need to 

teach this concept from the beginning when we teach a foreign language.

Nous pensons souvent que pour bien comprendre et être capable de parler une langue étrangère, il 

suffit d’entendre cette langue pour la parler, un peu comme l’on ferait pour sa langue maternelle. 

L’expérience et la pratique de l’enseignement des langues étrangères a beaucoup compromis l’équi-

libre de cette conviction et nous a montré depuis que cela est bien plus complexe, fort heureuse-

ment pour les personnes qui sont loin d’un pays de 1）la langue étudiée. Dans le cas de nos appre-

nants de français au Japon, il n’est pas toujours facile de rencontrer des Francophones, ici au Japon, 

avec qui avoir un « vrai » échange, naturel et spontané, en français. Cela voudrait dire, si l’on se 

réfère à cette pensée, que cela serait impossible pour eux d’être capables un jour, de parler français 
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ou une autre langue étrangère, vu leur éloignement géographique. 

Les situations d’apprentissage aujourd’hui ont beaucoup évolué et se sont diversifiées d’une telle 

manière que l’on comprend mieux aujourd’hui que cela ne suffit pas d’entendre une langue étran-

gère pour la maîtriser. 

Plutôt que le verbe entendre nous utiliserons le verbe écouter qui nous semble plus approprié dans 

l’apprentissage d’une langue nouvelle.

L’enseignant et l’écoute

Tout d’abord, il est très important que l’enseignant redécouvre ses capacités d’écoute afin de mieux 

être, lui-même, à l’écoute de ses étudiants et de valoriser leur potentiel auditif qui est propre à 

chacun ce qui impliquera plusieurs comportements d’écoute à prendre en compte. Il est essentiel 

d’en être vraiment conscient lors de son enseignement. Il lui suffit d’observer attentivement ses 

élèves dans la classe pour se rendre compte immédiatement des différences entre chaque partici-

pant face à l’écoute du professeur, d’un document sonore ou plus encore, de ses camarades de 

classe. Il est vraiment incroyable parfois de voir comment certains apprenants sont plus perceptifs 

que d’autres à une nouvelle langue en faisant immédiatement des corrélations entre ce qu’ils 

entendent et ce qu’ils ont acquis antérieurement par leur expérience personnelle – comme une 

sorte d’intuition linguistique – et comment certains peinent face à cette tâche qu’est l’écoute. 

Chaque personne est un auditeur différent.

L’enseignant incitera ainsi son auditoire à une plus grande écoute afin de recevoir un message d’une 

façon la plus optimale possible.

Le verbal et le non verbal

Lorsque nous sommes en présence d’une personne et que nous parlons avec elle, nous écoutons les 

mots de son message mais d’autres indices non verbaux interviennent dans la compréhension de ce 

message comme les mimiques de son visage, les mouvements de son corps, l’intonation de sa voix, 

les silences dans son discours, la vitesse de son débit de parole, etc . . . .

Il faut donc pouvoir décoder ces indices ce qui est très facile entre deux personnes de même langue 

maternelle mais beaucoup moins aisé pour deux personnes qui ont une langue maternelle 

différente.

Un sourire sur un visage nous fera comprendre que la personne à qui nous adressons une invitation, 

sera contente de la recevoir. Au contraire, un visage plus froid nous fera déceler qu’elle a peut-être 

un problème pour l’accepter. Nous comprenons ainsi le message de l’acceptation ou du refus parfois 
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bien avant d’entendre la réponse.

Sous les apparences simples d’un message d’invitation, le dialogue peut être par contre complexe. 

Ce code du non verbal qu’est l’apparence d’un visage ou l’intonation d’une voix peut déstabiliser 

fortement les apprenants non natifs d’autant plus si leur langue et leur culture sont très éloignées 

de celles du pays de la langue étudiée. 

Dans le cas d’ apprenants japonais, ils pensent toujours que leur professeur de français est en colère 

juste parce qu’il a des expressions et des intonations plus nettes, plus prononcées, plus fortes que 

celles utilisées en japonais par les natifs japonais. 

Ces codes langagiers sont communs à un même groupe qui peut être un groupe de personnes de 

même pays, de 2）même langue maternelle, de même milieu social ou de même classe d’âge par 

exemple. 

Ainsi, pour en revenir à notre exemple d’invitation, ces codes nous permettront d’esquiver l’invita-

tion tout en affichant un visage poli pour ne pas gêner ni blesser l’interlocuteur. Ce subterfuge 

rendra le message très difficile à comprendre par un non natif de la langue. 3）Elisabeth Lhote parle 

de « complexité du réel ». 

Cela renforce l’idée qu’il ne suffit pas d’entendre une langue pour bien la comprendre et la parler ni 

d’en connaître uniquement tout le vocabulaire et la syntaxe. Pour communiquer, c’est bien plus diffi-

cile et complexe que cela. Le contexte, les échanges précédents sont d’une très grande importance 

pour une bonne compréhension et pour pouvoir s’exprimer dans une langue étrangère.

Les informations non verbales comme un visage enjoué ou un corps raide vont contribuer à enrichir 

le message sonore. Ces informations non verbales vont aider à s’imprégner des aspects langagiers 

de la langue cible mais également des aspects culturels qui forment une partie de la langue. Un 

professeur sait qu’il ne doit pas négliger dans son enseignement la connaissance de l’environnement 

dans la communication pour bien pouvoir maîtriser une langue.

Des situations naturelles d’échanges entre natifs d’une même langue peuvent parfois paraître 

auprès de non natifs comme des 4）situations étranges voire incompréhensibles si tous les codes ne 

sont pas éclaircis pour pouvoir comprendre parfaitement le message sonore.

Il est donc judicieux de montrer à nos apprenants l’importance de considérer toutes les informa-

tions visuelles comme les mimiques du visage pour s’aider à comprendre un message et de les 

considérer comme des compléments indispensables de la compréhension. L’intonation d’une voix 

peut apporter plus de sens au discours tout comme un silence ou la vitesse de la parole.

Lors d’un échange verbal, les acteurs sont sollicités non seulement par le message sonore mais 

également par les personnes impliquées, la situation de communication, l’environnement et bien sûr 

la langue et ses codes linguistiques propres.

Essayer de comprendre un message entendu dans une classe ou dans la rue ne crée pas les mêmes 
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réactions ou réflexes. Dans la rue, nous ne pouvons pas demander comment on dit dans notre 

langue ce qui vient d’être dit comme on le fait volontiers dans la classe. Il nous faut au contraire 

capter tous les indices possibles pour pouvoir comprendre la réponse à notre question et cela, 

rapidement. Nous pouvons faire répéter mais pas trop souvent sinon l’interlocuteur va se lasser 

voire disparaître.

Voici une bonne activité de classe : avant de visionner une vidéo, demander aux étudiants de fermer 

les yeux et d’essayer de deviner la situation, sans s’attacher aux mots, uniquement avec les bruits 

de fonds et l’intonation des voix du document sonore. L’habilité auditive est à son maximum. Cela 

renforce l’idée et l’importance de la situation de communication pour la compréhension d’un 

message.

L’intonation de la voix et la situation de communication

L’intonation de la voix est déterminée par la situation de communication d’où l’utilité d’en montrer 

l’importance à nos étudiants pour qu’ils progressent dans la compréhension de la langue qu’ils 

étudient. 

Un dialogue d’apparence simple dans ces mots et sa syntaxe peut devenir complexe si les auditeurs 

n’ont pas saisi la situation de communication des intervenants. Cette difficulté est renforcée dans le 

cas d’auditeurs non natifs comme des apprenants de langue étrangère par exemple.

Dans la classe, si nous étudions une conversation sortie de son contexte situationnel, c’est bien de 

le faire dans un but conscient et précis comme par exemple de donner comme consigne de retrou-

ver justement la situation de communication ; qui parle ? Est-ce que les deux personnes qui parlent 

se connaissent ? Quels sont leur liens ? Cela montre aux étudiants que tout est lié et que l’on ne peut 

pas comprendre l’un sans l’autre.

La situation de communication

Pour une bonne compréhension d’une conversation, pour une facilité dans l’apprentisssage, il est 

plus profitable de bien situer le contexte du dialogue étudié. Cela aidera également l’apprenant à 

fixer des intonations précises très tôt et l’aidera à associer plus facilement une intonation à une 

situation donnée. L’enseignant sera également aidé dans sa pédagogie de l’oral.

Analyser la situation avant d’étudier un dialogue prépare les apprenants psychologiquement à 

comprendre ce qui va suivre en s’en faisant une représentation mentale. En comprenant la situation, 

ils comprennnent déjà une partie de la conversation sans l’avoir encore écoutée. Cette représenta-

tion mentale faite en amont dans le travail de compréhension du dialogue va par la suite faciliter 
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l’expression autour du dialogue. La représentation mentale est un palier décisif dans la 

compréhension.

Il est bon de varier les contextes pour faire travailler l’imagination des apprenants. Faire des 5）varia-

tions de situations sur un même dialogue favorise la créativité et l’imagination. Les apprenants vont 

faire appel à des indices non verbaux pour s’exprimer et se faire comprendre, indices que l’on 

oublie souvent de considérer à leur juste valeur surtout les apprenants débutants qui sont plus 

concentrés à déchiffrer les mots et la syntaxe de la langue cible. C’est lorsqu’ils progressent qu’ils 

prennent de la distance avec la langue proprement dite mais il est bon de les encourager dès de 

début de leur apprentissage à considérer tous ces indices non verbaux pour s’aider à comprendre la 

langue qu’ils sont en train d’étudier.

Les niveaux de langue

Les différences de niveau de langue aussi peuvent être sujets à une incompréhension de la part de 

non natifs. Ils peuvent ne pas être entendus voire pas recherchés dans l’écoute. En changeant le 

statut （par l’âge par ex） d’un seul ou des acteurs du dialogue, on peut pointer les changements dans 

les mots （vous/tu）, l’intonation, la situation （amicale ou non）, le style, etc . . . .

Le paysage sonore d’une langue 

Les recherches effectuées sur l’écoute en général ont montré qu’une image auditive s’associe systé-

matiquement à une image visuelle. Chaque langue a ainsi ses propres images, on appelle cela 

aujourd’hui, le 6）paysage sonore d’une langue. 

Ce paysage sonore comprend tous les aspects oraux et sonores d’une langue et chaque individu est 

baigné dans ce paysage dès la naissance tout comme son appartenance à un milieu géographique et 

culturel. La langue maternelle en est un élément majeur.

Ce paysage sonore induit un comportement d’écoute particulier à chaque auditeur, de sa langue et/

ou dialecte, de sa région natale, de son milieu familial et social. Nous avons tous notre façon de 

construire notre propre paysage sonore. Plus nous grandissons, plus nous développons notre 

écoute en y apportant des variantes individuelles mais dans un environnement commun aux 

personnes de notre 7）langue et de notre culture.

Ces variantes sont apportées par la diversité des personnes fréquentées qui peuvent être de langues 

différentes d’ailleurs, de voix différentes dans des situations toujours renouvelées. 

Le paysage sonore n’est donc pas la langue uniquement mais l’association de paramètres très divers 
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qui apportent des représentations mentales aussi diversifiées et qui côtoyent et ainsi favorisent un 

certain comportement face à l’écoute. 

On remarque donc le rôle important de l’apprentissage dans la construction du paysage sonore 

d’une langue.

Nous allons donc favoriser l’écoute, lui consacrer plus de temps dans la classe d’oral. Le dépayse-

ment que crée une situation nouvelle pour un non natif peut stimuler l’écoute par toutes ces repré-

sentations sonores quand il écoute une langue étrangère.

Le rythme et l’intonation de la langue maternelle structurent très fortement le paysage sonore. Ce 

sont donc deux facteurs extrêmement importants qui permettent de reconnaître sa propre langue. 

Chaque langue conditionne l’écoute tout comme chaque langue conditionne son oral, d’une part par 

les traits de ses codes oraux et d’autre part, par l’interprétation propre du locuteur. Un enfant 

acquiert sa langue maternelle sans y adjoindre tous les aspects 8）cognitifs dont a besoin un adulte 

pour apprendre une langue étrangère.

Ecouter dans une autre langue que la sienne

Quand un apprenant écoute une langue nouvelle, il n’entend que des parties de ce qu’il pense être 

un mot, c’est à dire qu’il entend des voyelles, des consonnes, des syllabes. Il ne les associe pas 

d’emblée à un sens. Comme il ne comprend pas, il ne peut pas lui-même les reproduire ou alors 

d’une façon très approximative mais que les natifs de cette langue ne peuvent pas comprendre, 

voire ne reconnaissent pas du tout.

Il entend aussi des mélodies, des intonations parce qu’il y en a aussi dans sa langue maternelle mais 

il n’a pas encore le bon comportement linguistique de la langue qu’il est en train de découvrir. Il a 

conscience très vite qu’apprendre une nouvelle langue, c’est apprendre à parler dans une langue 

différente de sa langue maternelle.

L’enseignant sera là pour lui montrer que c’est surtout apprendre à écouter dans cette nouvelle 

langue et apprendre à comprendre cette langue ; apprendre à écouter des intonations par exemple 

parce que les mots entendus ne suffisent pas à la compréhension. 

Cela peut devenir un vrai obstacle à la compréhension si l’écoute n’est pas optimisée. 

Un même message peut être interprèté différemment suivant la situation, l’humeur du locuteur, la 

personne qui parle, etc. C’est pour cette raison qu’une des tâches de l’enseignant sera de veiller à 

familiariser les apprenants dès le début de leur apprentissage, à toutes ces différentes possibilités 

de compréhension. L’apprenant va très vite, comme dans sa langue maternelle, se forger des 

images mentales de ce qu’il entend.
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Les efforts dans l’écoute

Quand nous écoutons une personne parler dans notre langue, nous dépensons de l’énergie dans 

l’écoute et quand il n’y a pas de gêne comme un environnement bruyant par exemple, cela aboutit à 

la compréhension du message. Dès qu’il y a présence d’obstacles, nous apportons plus d’énergie à 

l’écoute et c’est d’autant plus vrai quand il s’agit de comprendre une autre langue que la sienne.

L’oral interactif

Bien percevoir les paroles d’une langue, favorise sa compréhension et facilite sa production. Cela 

donne l’impression que cela se fait très facilement et naturellement.

Le travail effectué dans la classe nous montre chaque jour qu’il ne suffit pas de parler pour être 

entendu et qu’il ne suffit pas d’entendre pour pouvoir s’exprimer et se faire comprendre. Une bonne 

ou une mauvaise prononciation ne suffit pas à évaluer une bonne communication. L’enseignement 

d’un oral à tendance interactive dans la classe se montrera plus efficace pour l’apprenant pour 

pouvoir accéder à la langue cible que de lire des phrases à la suite. 

Une bonne réception du message de la langue apprise est à ce moment de l’apprentissage indispen-

sable. Une écoute adéquate est donc primordiale pour une communication réussie de la part de 

l’enseignant qui écoute ses étudiants et de la part de l’apprenant-auditeur. Pourquoi certains 

étudiants comprennent plus rapidement que d’autres parfois malgré une prononciation déformée ? 

Une faute dans la perception peut entraîner une erreur de compréhension et par delà, une 9）erreur 

de production.

Il est judicieux pour l’enseigant de privilégier l’apprentissage de la connaissance de la situation 

précise dans laquelle peuvent être utilisées certaines intonations qui favoriseront par la suite la 

compréhension et l’expression à l’instar de faire répéter et encore répéter une même phrase 

modèle. Cela renforcera d’autant plus la mémorisation de ces éléments de communication que 

l’apprenant n’hésitera pas à utiliser très vite.

Pour un non natif, mémoriser des nouvelles formes de communication est très difficile. Il recherche 

toujours des points communs avec sa langue maternelle et son paysage sonore personnel d’où la 

création de nouvelles représentations mentales indispensables afin de se récréer un nouveau 

paysage sonore en associant les formes sonores avec le sens, l’acte de parler à celui de comprendre, 

la qualité de la prononciation pour être compris（e） et enfin l’importance de la situation de 

communication.
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L’écoute, cela s’apprend et cela se construit

Aujourd’hui, nous vivons dans un monde beaucoup plus riche et bruyant au niveau sonore qu’autre-

fois. Nous pouvons communiquer plus rapidement, d’une manière parfois plus compliquée avec des 

personnes qui parlent notre propre langue mais aussi avec des personnes qui ne partagent pas 

notre langue. Ceci peut être réalisé de plus en plus souvent, dans un temps réel même si nous ne 

côtoyons pas physiquement notre interlocuteur, par le biais des nouvelles technologies. Nous 

sommes ainsi toujours dans une situation d’écoute plus ou moins consciente. Nous avons acquis 

notre langue maternelle sans se soucier des étapes de son apprentissage lors de son acquisition. 

Mais l’apprentissage d’une langue nouvelle occasionne de redécouvrir cette 10）écoute.

On parle souvent d’apprendre une langue mais jamais d’écouter une langue comme si cette 11）action 

d’écouter allait de soi dans l’apprentissage, c’est ce que l’on sous-entend souvent. 

Contrairement chez l’enfant où les mécanismes nécessaires pour communiquer s’installent naturel-

lement et assez rapidement et, où il construit un comportement d’écoute adapté à son environne-

ment familier, chez l’apprenant non natif, percevoir et comprendre une langue demande un effort 

d’équilibre entre la perception et la compréhension du paysage oral nouveau donc qui requiert des 

adaptations et des changements de comportement. Cela se découvre en apprenant à parler （la 

nouvelle langue）.

Apprendre à percevoir une langue en apprenant à parler

Dans le cas d’une langue étrangère, on peut déjà 12）comprendre un discours sans pouvoir produire 

une parole dans la langue étudiée. L’adulte qui apprend une langue étrangère a déjà des 

mécanismes d’apprentissage d’une langue, sa langue maternelle, dont les processus d’écoute et de 

parole sont bien installés en lui. Ainsi sa façon d’aborder une nouvelle langue est intuitivement 

influencée par la manière dont il a appris sa langue maternelle. De même, sa production aussi en est 

affectée. Mais généralement on pense moins à l’écoute qui, elle aussi, affecte l’apprentissage de la 

nouvelle langue. 

Ce n’est pas facile de changer des habitudes ancrées depuis la plus petite enfance. Ainsi, l’ensei-

gnant veillera toujours à déconstruire et à reconstruire l’écoute dans la nouvelle langue en se focali-

sant sur les nouveaux points de repères à prendre dans l’écoute de cette nouvelle langue. Le rythme 

de la langue en est un élément majeur ainsi que son intonation qui elle, varie avec la syntaxe, l’atti-

tude du locuteur et avec la situation de communication.

Tout auditeur acquiert en même temps que sa langue maternelle, un comportement d’écoute où le 
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rythme prend une grande place dans la suite des sons, des mots et des phrases. Le rythme en 

conditionne souvent le comportement d’écoute de compréhension d’un natif. Il donne des réflexes 

pouvant être adaptables à une autre langue. Écouter dans une langue, c’est écouter selon un certain 

rythme.

L’auditeur doit adopter une écoute positive, voulue et recherchée afin d’en acquérir la compréhen-

sion et cela demande plus d’attention lorsqu’il s’agit d’un message dans une langue pas encore bien 

connue.

L’apprenant d’une langue nouvelle ne possède pas toutes les clés pour bien entendre et comprendre 

une nouvelle langue. Il doit apprendre à réorienter son écoute d’une façon plus performante dans la 

nouvelle langue, parce que son 13）espace auditif, de par cette nouvelle langue, est nouveau. Cela fait 

partie des tâches de l’enseignant de consacrer du temps dans la classe pour aider les apprenants à  

« déconstruire » la première écoute afin de dissocier de nouvelles formes acoustiques. 

L’écoute dans sa langue maternelle et dans une autre langue

Les facteurs en jeu sont nombreux ce qui ne facilite pas la tâche mais elle n’est pas impossible si elle 

est consciemment et sérieusement prise en considération. De même dans notre propre langue, 

nous pouvons dire sans doute que tout échange verbal transforme chez chacun un comportement 

antérieur que l’on réadapte à la nouvelle situation de communication de même qu’un état mental et 

affectif. 

Pour l’apprenant non natif, tous les acquis passés participeront à la réception de la nouvelle langue. 

On ne peut, heureusement, pas compartimenter d’une façon catégorique toute expérience de vie et 

de communication dans quelque langue que ce soit. L’écoute se prépare en fait, bien avant 

d’écouter.

Il est reconnu aujourd’hui, que physiologiquement parlant, nous sommes prêts en naissant à 

entendre aussi bien du coréen, du portugais que de l’arabe ou du français. Nous n’avons pas d’oreille 

spécifique pour une langue déterminée. Physiologiquement, nous pouvons entendre toute langue 

étrangère. Avant la naissance, nous ne sommes pas préformés en vue d’une langue déterminée. La 

langue et le paysage sonore qui s’y rapporteront, s’acquièreront dès la naissance. Ce qui nous 

rendra, dès notre venue au monde, 14）inaptes à toute autre langue. L’enseignant préparera ses 

apprenants à adopter une écoute active en repérant des mots clés, comme « mais » « parce que » 

« et » etc, qui facilitent la compréhension afin d’apprendre à anticiper le sens de ce qui est dit.

Une autre des tâches de l’enseignant sera de faire comprendre aux apprenants, assez rapidement, 

qu’il ne suffit pas pour comprendre une langue étrangère, d’utiliser le même comportement d’écoute 

de sa langue maternelle mais plutôt de changer sa façon de faire pour adopter une écoute plus 
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active. Une écoute active est une écoute consciente et rigoureuse d’autant plus indispensable et 

fructueuse si l’apprentissage débute.

Comment enseigner à devenir un bon auditeur ?

L’écoute doit être un processus volontaire de la part de l’auditeur. Elle doit être très attentive. Cela 

implique une grande fatigue pour un apprenant-auditeur donc il est bon de faire des exercices plus 

simples entre deux exercices d’oral.

Au début de l’apprentissage, l’enseignant privilégiera des exercices d’écoute de la « musique » de la 

langue cible afin de faire acquérir le rythme de la langue étudiée. Ensuite, arriveront l’action de 

repérer des mots et des phrases et puis, la compréhension. Très vite l’apprenant se construira un 

paysage propre à cette nouvelle langue avec ses différences, ses difficultés et ses joies. Il acquièrera 

une plus grande souplesse et une vraie mobilité devant une langue qui n’est pas sa langue 

maternelle.

Pour l’enseignant observateur, il verra immédiatement comment fonctionnent chacun de ses appre-

nants face à l’écoute dans leur apprentissage et sera capable d’y voir différents profils d’auditeurs. 

Cela lui permettra d’orienter ses activités d’écoute active tout en précisant explicitement aux appre-

nants que l’on fait un travail de déconditionnement de l’écoute afin d’en changer les habitudes qui 

peuvent entraver l’écoute dans la langue nouvelle et par delà, la compréhension et enfin l’expression. 
15）Par exemple en demandant aux apprenants leur propre interprétation d’un discours et en encou-

rageant les différences de compréhension entre les acteurs de la classe. 

Il est bon de s’interroger sur notre façon d’écouter nos étudiants : est-ce qu’on les écoute suffisam-

ment ? Est-ce qu’on les écoute tous de la même façon ? Est-ce qu’on les écoute tous autant ? Pour 

quelles raisons en écoute-t-on certains plus que d’autres ?

Les différentes formes d’écoute 

Il serait bien avisé de varier les formes d’écoute, de favoriser une écoute plutôt globale, analytique 

ou perceptive, suivant les documents proposés. Il est bien de changer souvent de documents, de 

varier les voix, de varier les sujets et les types de discours. C’est très intéressant de ne pas donner 

tout de suite les traces écrites mais de travailler uniquement à l’oral.

L’écoute est un processus aussi diversifié que la lecture ou l’écriture mais n’a pas le même statut. 

Elle a été l’objet de peu de recherches car on pensait qu’elle ne possédait pas beaucoup de diversi-

tés et n’influençait que peu le discours ou la communication.

Ainsi, dans la pédagogie traditionnelle, nous n’avons jamais trop travaillé l’écoute dans la classe 

10 La place de l’écoute dans l’apprentissage d’une langue étrangère



comme un aspect bien distinct dans le processus d’apprentissage d’une langue étrangère sauf à son 

aspect purement auditif, qui va de soi.

Or, on n’écoute pas de la même façon suivant les situations （dans la classe, avec des personnes 

connues, inconnues, au téléphone, quand on écoute la radio, . . .）

Mais pour un apprenant-auditeur, l’écoute dans une langue étrangère n’est ni évident ni facile. 

Comme il y a plusieurs écoutes possibles, le plus difficile pour lui est de jongler entre toutes ces 

sortes d’écoute au moment adéquat. 

L’écoute et ses objectifs 

Ecouter pour entendre : dans la classe faire l’exercice de fermer les yeux et dire ce qu’on entend. 

C’est très instructif pour tous ! On écoute pour détecter ou sélectionner quelque chose, un message, 

un mot, pour identifier qui parle par exemple, pour parfaire sa compréhension et pour synthétiser le 

message reçu et pour finir par produire à son tour un discours comme le modèle entendu. Il y a 

bien d’autres objectifs possibles.

Pendant toute écoute, l’auditeur fait un travail de captage, de mémorisation, de stockage des infor-

mations. Un natif va parler plus simplement, en moins de mots à partir du moment où il comprend 

qu’il est en face d’un non natif, et ce, pour faciliter l’écoute et la compréhension de son interlocuteur. 

Il ne va pas utiliser les abréviations ou raccourcis langagiers qu’il utiliserait avec un autre natif.

L’écoute devient plus difficile lorsqu’on se trouve dans un milieu d’habitudes nouvelles et incon-

nues. Cela demande un effort de réadaptation et de réappropriation d’un nouveau paysage sonore 

différent de ses origines.

Nous avons tous remarqué dans nos classes nos étudiants faire semblant d’écouter mais en fait 

plongés dans leur monde. On a faim, on a sommeil, on est fatigué, notre vigilance à une bonne 

écoute n’est pas toujours égale dans une même journée. C’est une activité qui demande beaucoup 

d’énergie. On écoute un message, on répond ou on pose une question mais on décèle également un 

regard, une tonalité de voix particulière, un silence, une hésitation dans la réponse, tout cela vient 

en complément de l’écoute auditive propre et entre dans les facteurs de compréhension d’un 

discours pour une bonne communication.

Plus l’apprenant progresse et plus il va partager des moments de complicité non verbaux avec ses 

partenaires. Bien écouter va favoriser la vie sociale d’un apprenant d’une langue étrangère s’il se 

trouve dans le pays de la langue qu’il étudie ou simplement dans sa classe de langue avec ses 

camarades de classe.

Un auditeur adroit saura très vite trouver sa place et reconnaître la place de ses interlocuteurs, 
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apprécier une discussion et pouvoir y participer. Bien sûr, il ne faut pas oublier les difficultés des 

débutants dans cet exercice. Il est bon d’enseigner les comportements à adopter afin d’y parvenir. 

La grande difficulté pendant l’écoute d’une parole est due au fait qu’ 16）elle est dans le présent et 

disparaît sitôt dite. 

Pour bien apprendre à écouter, l’enseignant aidera les apprenants à reconsidérer leur écoute dans la 

façon de sélectionner et de traiter les informations dans la nouvelle langue, en mettant de côté ses 

habitudes anciennes de perception dans sa langue maternelle et à adapter une écoute complètement 

neuve.

Chaque langue a sa façon d’associer le sens à des éléments linguistiques, dans la langue orale 

comme dans la langue écrite et nous avons longtemps pensé qu’il suffisait d’apprendre et de 

mémoriser des éléments linguistiques pour maîtriser une langue étrangère.

Ce qui est important de montrer à nos étudiants est qu’ils sont capables de comprendre une partie 

du message en décodant le non verbal de son ou ses interlocuteurs, ce qui va les aider dans de 

nombreuses situations de communciation.

Notes

1） il est toutefois, plus facile maintenant de voir des émissions de télévision ou d’entendre des 
émissions de radio grâce à Internet ou de communiquer par les réseaux sociaux en temps réel 
par des échanges via Skype par ex

2） avec quelques nuances parfois infimes mais présentes, un Québecois et un Français ou un Belge 
peuvent avoir des codes différents

3） Lhote, E., « Enseigner l’oral en interaction. Percevoir, écouter, comprendre. » Hachette, 1995
4） car éloignées de leur langue et leur culture
5） par exemple changer le statut des deux acteurs du dialogue, changer de sentiment en lisant et 

faire deviner de quel sentiment il s’agit, etc . . . 
6） notion introduite par R. Schaffer, The New Soundscape en 1979, cité par E. Lhote dans 

« Enseigner l’oral en interaction »
7） langue maternelle
8） qui concerne la connaissance, les processus mentaux en oeuvre dans son acquisition （définition 

du Petit Robert）
9） une erreur de production, exemple /v/ et /b/ dans le cas des apprenants japonais qui peut 

induire une confusion entre des mots de sens différents
10） cette écoute peut changer l’écoute de sa langue maternelle en l’améliorant
11） sauf cas de déficience physique
12） tout comme le cas du babillage des bébés qui comprennent leur mère sans pouvoir parler
13） espace auditif qui forme les repères habituels dans la langue maternelle qui permettent de situer 

rapidement une personne, ce qu’elle veut dire et ce qu’elle attend de son interlocuteur
14） sauf dans le cas du bilinguisme précoce
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15） ces exercices developpent à la fois humilité, sens de l’autre et possiblité de plusieurs avis 
différents

16） en général, sauf dans le cas d’un message enregistré 
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‹Sumário›

  Há um grupo de verbos abundantes que possuem particípio duplo, com uma forma regular 

e outra irregular. Conforme a gramática prescritiva, a forma regular utiliza-se na voz ativa com 

os auxiliares ter e haver, e a irregular na voz passiva com o auxiliar ser. Verificamos, no entanto, 

que a norma nem sempre está vigente no uso, sendo que até pode dar a impressão de que a 

aludida regra caiu parcialmente em desuso. 

  O presente trabalho visa esclarecer a realidade do emprego dos particípios duplos dentro 

dos corpora linguísticos, analizando estatisticamente a sua distribuição. Tendo sido escolhidos 

14 verbos abundantes （Tabela 1 e 2 da adenda, pp. 27−28）, analisou-se a distribuição dos 

dois particípios nos corpora das duas variantes, a europeia e a brasileira. Estabelecendo um 

Índice de Norma com variação de −100 a +100, cujo valor, quanto mais próximo de +100 se 

mostra mais conforme a norma, sendo completamente desviado desta se tiver o valor −100. 

  Através deste estudo, chegou-se à conclusão de que a regra normativa está em via de ficar 

obsoleta, visto que a maioria dos verbos abundantes não a segue. Uma vez que cada verbo 

abundante mostra a sua própria tendência de uso de particípios, a solução mais fidedigna 

consiste na pesquisa dos corpora, cujos resultados se encontram sintetizados nas Tabelas 13 

（PE） e 14 （PB） do presente trabalho.

Ⅰ．動詞と過去分詞

　ポルトガル語の動詞には規則的な過去分詞に加えて不規則な過去分詞をもつものがある。規則

的な過去分詞については以下の表に示す通り，派生の方法は語根に幹母音を介して接尾辞 «-do»

を付加する。

表 1

不定詞 派生方法 規則形過去分詞

第 1活用動詞 estimar estim+a+do estimado

第 2活用動詞 vender vend+i+do vendido

第 3活用動詞 partir part+i+do partido
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　いっぽう以下の表 2にみられるように不規則形の過去分詞を持つ動詞が数多く存在し，また相

当数の動詞が表 3にみられるように規則形と不規則形のふたつの過去分詞をもっている。たとえ

ば以下のような動詞は二通りの過去分詞をもっている。

　以上，過去分詞の形式を基準にすると動詞は以下の 3とおりに分類される。

①　規則形過去分詞のみを持つ（estimar, vender, partir, etc.）

②　不規則形過去分詞のみを持つ（abrir, dizer, ver, etc.）

③　規則形過去分詞と不規則形過去分詞を持つ（eleger, pagar, prender, etc.）

　このように 3とおりに分類される過去分詞に焦点をあててみると，過去分詞にかんする情報は

通常は辞書などに形態的情報として示されるのみで多くの場合実態が明瞭ではないことに気づく。

本稿ではとりわけ第三の範疇，すなわち二様の過去分詞，いわゆる二重過去分詞（particípio 

duplo）を持つ動詞に焦点を当てて実態をコーパスを用いて実証的に考察する。

Ⅱ．過去分詞の規則形と不規則形

⑴　伝統的規範と使用の実態

　原則的には動詞が規則形と不規則形のふたつの過去分詞を持つ場合，過去分詞の規則形は能動

態，すなわち複合形（ter/haver+p.p.）において用いられ，不規則形はそのほかの叙述動詞も含

め受動態において用いられると言われる1）。わかりやすく表で示せば以下の表 4となる（○印は

組み合わせ可能，×印は不可能であることを示す）。

表 4

能動態（ter/haver+p.p.） 受動態（ser+p.p.）

規則形 不規則形 規則形 不規則形

○ × × ○

　しかしながら実際は必ずしも規範通りではなく動詞によりさまざまであるため，二重過去分詞

の用法に関しては以下の 3通りの場合がある。

表 3

不定詞 規則形過去分詞 不規則形過去分詞

eleger elegido eleito

pagar pagado pago

prender prendido preso

表 2

不定詞 不規則形過去分詞

abrir aberto

dizer dito

ver visto
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①　規範どおりの例

　たとえば以下の動詞 «submergir»の過去分詞の規則形と不規則形を含む⑴，⑵において典型的

である2）。

⑴  Já no passado dia 27, a Associação de Regantes e Beneficiários do Vale do Lis emitira um 

ofício alertando o Instituto de Estruturas Agrárias e do Desenvolvimento Rural para o facto 

de a água ter submergido os blocos I e II da Orla Hidroagrícola, próximo da localidade 

da Carreira, no concelho de Leiria.

⑵  O ministro esteve na Câmara de Mourão e na Aldeia da Luz, que será submersa pela 

barragem.

②　能動態・受動態ともに規則形を用いる場合

　しかしながら，ある種の動詞は不規則形過去分詞は叙述動詞との結びつきについては «ser»動

詞と共に構成される受動文のほか「静的受動文」において «estar»，«ficar»と共に用いられると

言われる3） 。たとえば Duarte（2013: 443）は動詞 «descalçar»について過去分詞不規則形

«descalço»が形容詞として範疇化された結果 «A criança está descalça.»という静的受動文を産み，

いっぽう受動文では過去分詞の不規則形ではなく規則形を用いて «A criança foi descalçada pelo 

pai.»とすると述べている4） 。

　すなわちふたつの過去分詞を持つ動詞 «descalçar»について，受動態は不規則形とではなく規

則形と結びつくという，規範的に言われているのとは逆の状況を言っている。これはむしろ二重

過去分詞のうちある段階で不規則形過去分詞が過去分詞の性質を失い完全に形容詞化した状況で，

もはやこの動詞 «descalçar»は不規則形過去分詞を持っていないと考える方が合理的である。

Duarteは能動態における使用例は挙げていないがコーパス上ではわずかに 1例以下の例⑶が見

られる。この例は能動態に過去分詞規則形を用いる規範どおりの例である。

⑶  Por outro lado, se tivessem tentado, antes do golpe, conquistar o apoio de amplos sectores 

do PCUS （que acabou por ser apanhado de surpresa e primar pela ausência）, é provável 

que tivessem descalçado as luvas.

③　能動態・受動態ともに不規則形を用いる場合

　そのいっぽうで，動詞によっては特に能動態について前掲の①の場合とは逆に規範から大きく

逸脱する場合もある5）。たとえば PE のコーパス内における «aceitar»の能動態と受動態の規則形，

不規則形の分布は以下の表 5，6のようになる6）。
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　表の分布から明らかな通り，動詞 «aceitar»は揺れがありながらも規範に反して能動態⑷で過

去分詞の不規則形 «aceite»を用いるケースが圧倒的な多数（75%）である。しかし能動態の約

25％が規則形を用いる点も看過出来ない⑸。いっぽう受動態は規範通り安定してほぼ 100％の例

で不規則形が用いられている⑹。以下に典型的な例を挙げる7）。

⑷  Segundo a agência TASS, o presidente soviético terá aceite o convite «com satisfação».

⑸  Por outro lado, defendeu que não se encontra provada a acusação de que os suíços teriam 

aceitado ouro roubado pelos alemães na Bélgica.

⑹  Para os restantes países, o texto francês só poderá ser aceite com algumas alterações 

que, de acordo com alguns diplomatas europeus, desequilibram o seu conjunto.

　以上の考察から二重過去分詞の用法は概ね以下の表 7に示す 3通りであることがわかる。しか

しながら，実態は表 7で示すほど単純明快な分布を示しておらず，規則形，不規則形の分布は動

詞によって極めてまちまちである。規範文法と実際との乖離がこれほどになれば，標準的な文語

において何を規則とすべきかということが大きな問題として浮かび上がって来る8）。当然の事な

がら母語話者にとってもこの使い分けは大きな関心事である。いわゆる「言葉の相談室」として

知られる Ciberdúvida da Língua Portuguesa（https://ciberduvidas.iscte-iul.pt/）でもこの問題を

巡っての質問がいくつも寄せられている。

表 7

能動態（ter/haver+p.p.） 受動態（ser+p.p.）

規則形 不規則形 規則形 不規則形

① ○ × × ○

② ○ × ○ ×

③ × ○ × ○

表 5

過去分詞 実数 割合（％）

ter+

aceite 1016 74.816

aceitado 340 25.037

aceito 2 0.147

合計 1358 100.000

表 6

過去分詞 実数 割合（％）

ser+

aceite 3451 99.826

aceito 5 0.005

aceitado 1 0.001

合計 3457 100.000
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⑵　態と二重過去分詞

　こうした相当に混沌とした状態に対して，伝統的基準に加えていくらかの個別的な考察を加え

た例はさまざまな学者の記述に見えるが，全体的に態と二重過去分詞の組み合わせについて踏み

込んだ記述は稀である。そのなかで Bechara（2000: 229）が 35の動詞について示す一覧表は注

目に値する（本論末，p. 27., Tabela 1参照）。例として 3動詞のみを引用する。

表 8

動詞 過去分詞規則形 能動・受動 過去分詞不規則形 能動・受動

entregar entregado a, p entregue p

salvar salvado a, p salvo a, p

isentar isentado a isento p

a: voz ativa （ter/haver+p.p.）. p: voz passiva （ser+p.p.）

　この記述は規則形・不規則形過去分詞がそれぞれ能動態・受動態とどのように組み合わせが可

能かを示している点で画期的である。しかしながらこの表は Becharaの言語直観に基づいてい

ると思われ，組み合わせの可能性が示されているものの実際の傾向，あるいはある態において規

則形・不規則形両方が可能な場合はどちらががより標準的かなどの情報は欠落している。

　そこで，実際に PE，PB両方の傾向を実証的に見るため，両方の言語変種の比較が可能な

コーパス，Colecção CHAVE v. 6.4を用いて上掲の表 8のうちで傾向がはっきり示されている動

詞 «isentar»について考察する9）。

⑶　二重過去分詞の実態

　動詞 «isentar»の過去分詞に関してコーパスから得られた実数は以下の表 9のとおりであり，

受動態に関しては僅かな揺れがあるものの，ほぼ Becharaの示したとおりの規範に準ずる結果

が得られる10）。また能動態については得られた件数が僅かとはいえ規範通り規則形が用いられて

いる。

表 9

能動態（ter/haver+p.p.） 受動態（ser+p.p.）

isentado isento isentado isento

PE 2 0 PE 6 171

PB 1 （1） 0 PB 6 86
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　同様にして Becharaの示したいわゆる二重過去分詞に関してコーパス上で検証してみると，

きわめて複雑な実態が明らかになる11） 。たとえば本論末 Tabela 1（p. 27）で通し番号 13の動詞

«limpar»に関して言えば，Becharaの言語直観と実態とは大きく異なる（表 10）。Becharaによ

れば規則形 «limpado»は能動態，受動態両方と組み合わせ可能とされているにもかかわらず，

コーパス上では PE，PBどちらにもこの種の組み合わせの例が見られない。そもそも能動態の

例が少なく不規則形の «limpo»の能動態における組み合わせ例は PBには見当たらず，PEでわ

ずかに 4例見られるだけである。この結果からは «limpado»が現代ポルトガル語では能動態でも

受動態でも用いられず過去分詞としてはすでに廃れ不規則形に収斂したかのように映る。いっぽ

う不規則形の «limpo»が少なくとも PEでは能動態でも受動態でも組み合わせが可能ということ

が実証されるのである。

表 10

freq. infinitivo
p.p. 

regular
voz

PE/
PB

ter
（haver） ser

p.p. 
irregular

voz
PE/
PB

ter
（haver） ser

769 limpar limpado a p
PE 0 0

limpo a p
PE 4 105

PB 0 0 PB 0 58

　しかしながら «ser+limpo» の種類の例は⑺⑻のような明らかな受動態の例とともに多くの ⑼の

類いの単なる形容詞としての «limpo/limpa» の叙述を含むので，受動態との識別は必ずしも容易

とは言えない。

⑺  par=PUB940701-491: O grande salão de festas foi limpo por um batalhão de empregados 

até ficar a brilhar.

⑻  par=FSP940319-422: A fachada ornada da catedral, cujas torres têm 75 metros de altura, 

foi limpa pela última vez na década de 60.

⑼  par=PUB950630-973: Mostrou-se indignado, nunca fora kamanguista, a sua vida era 

limpa como um papel virgem.

　このような実情に配慮し，本論末 Tabela 2にある 14動詞を本稿における考察対象とした。

いっぽう PEと PBのコーパスそれぞれの規模の違いもあるため，コーパスから得られた実数は

両者で大きく異なる場合も多い。したがって過去分詞の用法の傾向とともに PE，PBの傾向の

違いを見るには総数に対する割合で考察するのが適当である。分かり易い例で以下動詞

«prender»と «gastar»の実態を検証してみよう。

　以下の表 11に引用したとおり，本論末の Tabela 3-1 & 3-2（p. 29−30）の能動態の列に注

目すると，規範文法の示す典型的な例が動詞 «prender»（頻度順 8位：Tabela 3-2）である。つ
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まり能動態では過去分詞の規則形がほぼ 100％で不規則形は 0％，その逆に受動態では規則形が

0％で不規則形がほぼ 100％と，全体としてまったく揺れがないと言って良いほど規範に準じて

いる。これは規範文法の教えるとおりである。

　他方規範文法の教えるところとは大きく異なる例が動詞 «gastar»（頻度順 11位：Tabela 3-1）

である。能動態でも受動態でも不規則形 «gasto»がほぼ 100％，規則形 «gastado»はどちらの態

においても殆ど 0％を示し，要するに «gastado»は既に廃れた形式と言ってよい。つまり能動態

では規範の逆，受動態では規範どおりである。現代ポルトガル語では動詞 «gastar»の過去分詞

規則形 «gastado»は既に廃れ二種の過去分詞は不規則形 «gasto»に収斂してしまったことがわか

る。

Ⅲ．規範との乖離の程度

⑴　規範指数

　伝統的規範を中心に据えてみると，上記で扱ったような完全に規範通りの場合，完全に規範に

反する場合とともに規範からの逸脱あるいは乖離の程度がさまざまであることがわかる。その乖

離の程度を可視化することは出来ないであろうか12）。

　ここで本論末補遺の Tabela 3-1（p. 29）において能動態における過去分詞規則形の使用の割

合（A）と不規則形の使用の割合（B）に注目すると，その差，すなわち A−Bの値は 100から

−100まで可変であることがわかる。また A = B = 50%ならばその差はゼロとなる。たまたま

A = B = 50%の例を求めると，動詞 «imprimir»があることがわかる。すなわち，この A−Bの値が

100に近ければ近いほど規範に準じており，規範からの逸脱が半数あればゼロとなる。マイナス

100となると規範とまったく逆ということになる。

　同様に受動態の列における値に注目すれば，規範と見なされる規則形の割合（C）から規範か

Freq. PE/PB infinitivo

número de casos por cento

REG. IRREG.

V. Ativa(ter/haver+pp) V. Passiva(ser+pp)

REG. IRREG. REG. IRREG. REG. IRREG.

V. Ativa(ter/haver+pp) V. Passiva(ser+pp)

8 PE prender

24 1 0 1664 96 4 0 100

prendido preso prendido preso prendido preso prendido preso

8 PB prender

44 0 0 2868 100 0 0 100

prendido preso prendido preso prendido preso prendido preso

11 PE gastar

0 136 0 364 0 100 0 100

gastado gasto gastado gasto gastado gasto gastado gasto

11 PB gastar

4 82 0 470 4.65 95.35 0 100

gastado gasto gastado gasto gastado gasto gastado gasto

表11（Tabela 3-1, 3-2より引用）
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らの逸脱と見なされる不規則形の割合（D）を減じた値（C−D）は能動態におけると同様 100か

らマイナス 100までの可変値で，値が高いほど規範に準拠する傾向が強く，値が低ければそれだ

け規範から離れていることになる。

　ここで，能動態と受動態との場合を分けるため，それぞれに「能動態規範指数」（Índice de 

Norma da Voz Ativa – INVA）と「受動態規範指数」（Índice de Norma da Voz Passiva – INVP）と

呼びで区別する。

 能動態規範指数 100 ≥ INVA ≥ −100

 受動態規範指数 100 ≥ INVP ≥ −100

　それぞれの指数は値が 100に近づくほど規範（norma）に近く，値が −100に近づくほど規範

からの乖離（desvio）の程度が大きいということになる。規範・乖離と指数の関係を図示すると

以下の図のようになる（図 1）。

⑵　規範指数に基づく考察：PEと PB

　先に定義した規範指数にもとづき，Becharaの説の検証というかたちで過去分詞の実際の用法

を考察してみたい。Becharaのリストのうち 13動詞の規範指数を基準に比較すると興味深い事

実が見られる（本稿末補遺 Tabela 4−9, p. 31−34）。これをまとめたのが以下の表 12である。

表 12

INVA/INVP Valor ≥0 Valor = 100 Tabela

PE

INVA 6/14 verbos （43％） 1 verbo （8%） 4

INVP 14/14 verbos （100％） 4 verbos （31%） 6

INVA & INVP 6/14 verbos （43％） 0 verbo （0%） 8

図 1
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PB

INVA 6/14 verbos （43％） 4 verbos （31%） 5

INVP 14/14 verbo （100％） 8 verbos （62%） 7

INVA & INVP 6/14 verbos （43％） 1 verbo （7%） 9

INVA＝能動態規範指数，INVP＝受動態規範指数，IN＝規範指数

　表 12の IN ≥ 0の列に見られるように態と規範指数の関係は PEと PBともに数値上は同じ割

合で分布を示している。まとめると以下のとおりである。

①　能動態で約半数（43％）が規範に従う（INVA ≥ 0）（14動詞のうち 6動詞）

②　受動態では同様に INVP ≥ 0のケースが 100％（14動詞のうち 14動詞）

③　能動態，受動態ともに指数が正のものは半数弱（43％）（14動詞のうち 6動詞）

　より詳しくみると，完全に規範どおり，すなわち規範指数が 100を示す動詞は極めて限られて

おり，多くて 3割である。表 12で IN = 100 の列にあるとおり PEでは能動態，受動態ともに規

範指数が 100の動詞はひとつもなく PBでも僅か 1動詞のみである。つまり PE，PBともには規

範から大きく乖離しているが，その程度について比較すれば PBは相対的に乖離の程度が少ない

と言える。しかし全体としては半数以上が規範に従っていないとすると，規範とされる規則じた

いが文法規則として明示するに足りるかどうか甚だ心もとない状況であることが理解されるので

ある。

Ⅳ．結　　論

　以上の考察から，規範文法で提唱される二重過去分詞の用法についていくつかの興味深くかつ

重要な実態が明らかになった。すなわち「能動態には不規則形を用い，受動態には規則形を用い

る」という規範に反して実態は大きくかけ離れているということである。とりわけ二種類の指数

INVAおよび INVP両方とも 100を示す，いわば完全に規範通りの動詞は本稿で扱った比較的頻

度の高い 14動詞について見ると PEにおいてゼロ，PBにおいて動詞 «prender»のみである13）。

　また PEと PBを比較してみるとわれわれが概ね経験的に知っている事実が実証的に明示され

る点も興味深い。PEにおいて規範との乖離が大きく進行しつつあり，PBでも同様の傾向があ

るにもかかわらず，PBがより規範の側に寄っているということである。

　さらに具体的な傾向としては二重過去分詞をもつ動詞において，能動態ではむしろ不規則形を

用いる傾向が次第に強まっており，これは我々の経験的な知識と合致している。換言すると受動

態に不規則形を用いる動詞では能動態にも不規則形が用いられる傾向が強まり，この変化が不安

定ながらも進行しつつあるという点である。

　能動態規範指数（INVA）で値がゼロ以上の動詞の平均値は PEで 64％であるが PBでは 70％
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である。このことは PBのほうが依然としてより規範の側に傾いていることを示すいっぽう，

PE，PB両方で相当数の逸脱があることは今後の傾向としては次第に不規則形が能動態において

優勢になっていくことを予想させる。

　この種の言語変化は相対的に短い期間，おそらく数十年で漸進的に完了してしまうかもしれな

い。たとえば母語話者の発話で «tem pagado»という規範的な「正しい」形式で述べたあとに迷

いが生じて «tem pago»と言い直すという実例が見られることがある14）。これは一種の過剰修正

（hipercorreção）を原因のひとつと考える事ができる。二種類の形式のうちのひとつを規範的文

法規則にしたがって選ぼうとすると，何らかの理由で迷いが生ずると話者は規則形というより簡

単な形式よりも不規則形という複雑な形式を選ぶ事で迷いを解消しようとするため次第に不規則

形が優勢になっていくという解釈である。実際 «ter pago»について言えば母語話者のなかには二

様の形式のうちどちらを採るべきかまだ迷いを感ずる世代の人もいれば，もはや迷いなく不規則

形を選ぶ人もいる。通信手段が爆発的に進化しているこんにち，この種の言語変化は間違いなく

かつてに比して早く進むと考えられるのである。

　また受動態において不規則形を用いるという規則は大きな揺れはなく推移している。PEにお

いて受動態規範指数 （INVP）の値がゼロ以上の動詞でその平均値は 96％であり PBでは 98％を

示す。そのいっぽうで能動態規範指数がゼロ以上の値を持つ場合を PE，PB両者の割合を加重

平均すると 70％前後であるから，受動態で過去分詞の不規則形を用いるという規則は相対的に

安定した文法規則と言えよう。しかしながら歴史的には不規則形が形容詞と意識されるようにな

ると不規則形は過去分詞としての役目を終え，能動態・受動態を問わず常に規則形が用いられる

ようになる場合もあると言われる15）。

　以上のように現代ポルトガル語のコーパスより実証的に見た結果は，規範から逸脱しつつある

言語変化の渦中の断面図と言えよう。それでは現状に即した文法規則はどのように記述されるべ

きかということが言語教育の場を踏まえると大きな問題として浮上する。結論としては以下のよ

うにしておけば十分である。

　二重過去分詞を持つ動詞では能動態で過去分詞規則形を用い受動態では過去分詞不規則形

を用いるという伝統的規則がある。しかしながら以下の表に示すとおり原則に従う動詞は僅

かなので動詞ごとにその傾向を知る必要がある。また PEと PBで僅かに過去分詞の形式が

異なることもある。以下の表に現代ポルトガル語におけるいくつかの代表的動詞に関する二

重過去分詞の実態を示す16）。
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註

 1 ） Cunha & Cintra （1986: 441）．伝統的にこれらの動詞は «verbo abundante»あるいは «verbo de 
dúpulo particípio»と呼ばれる。本稿では後者に基づきに重過去分詞という訳語を用いる。

 2 ） 使用したコーパスは Cetempúblico. www.linguateca.pt 2016年 5月 30日取得。以下同様。
 3 ） Orações passivas estativas, Duarte （2013: 443-444）
 4 ） descalçado/descalçoの二重過去分詞は受動態においては必ずしも使い分けが明瞭でない。イ
ンフォーマントによると⑴では規則形が望ましいが不規則形も排除しきれない，⑵は非文で規
則形を用いるべきとのことである。⑴ As botas da mãe foram descalçadas/descalças por ele.  
⑵ ＊Ele tem descalço as botas da mãe.

 5 ） わずか 1例のみ «ser aceitada»もコーパス上で見られるが，これは規範的には「誤り」とみな
されよう。par=ext1424301-soc-95a-2: Com a legislação a aceitar a morte assistida medicamente, 
os holandeses procuram precisar, legalmente, quais os casos em que a eutanásia deve ou não ser 
aceitada.

 6 ） idem, Cetempúblico. 表 1，表 2にはそれぞれ «ter sido aceite»，«foi bem aceite»などは含まれ
ていない。

 7 ） idem, Cetempúblico.
 8 ） 日本で出版されているポルトガル語の入門書 17点を調査したところ，二通りの過去分詞の用

法については規範を記述し概要を解説したものが 4点（24％），不完全ながら伝統的規範の記
述があるもの 5点（29％），記述のないものが 8点（47％）という状況だった。全体としては
重要な文法的事実にもかかわらず避けられていることがわかる。

表 13　PE過去分詞の用法

不定詞 能動態 受動態

aceitar aceite aceite

acender acendido aceso

eleger eleito eleito

expulsar expulso expulso

extinguir extinguido extinto

ganhar ganho ganho

gastar gasto gasto

imprimir
imprimido/

impresso
impresso

inserir inserido inserido

isentar isentado isento

pagar pago pago

prender prendido preso

salvar salvo salvo

suspender suspendido suspenso

表 14　PB過去分詞の用法

不定詞 能動態 受動態

aceitar aceito aceito

acender acendido aceso

eleger eleito eleito

expulsar expulsado expulso

extinguir extinto extinto

ganhar ganho ganho

gastar gasto gasto

imprimir
imprimido/

impresso
impresso

inserir inserido inserido

isentar isentado isento

pagar pago pago

prender prendido preso

salvar salvo salvo

suspender suspendido suspenso
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 9 ） linguateca.pt よりアクセス。
10） 表 4能動態の PBにおいて «1 ⑴ »とあるのは検索で得られた能動態の 2例のうち助動詞が 

haverのものが 1例であったことを示す。以下同様。
11） Bechara（2000: 229-230）の表には 34動詞が含まれている（本論末 Tabela 1 p. 27参照）。し
かしながら表で不規則形の過去分詞として挙げているものには，すでに形容詞化しているもの 
（enxutar—enxuto, juntar—junto, desenvolver—desenvolto, etc.），不規則形過去分詞が異なる動
詞の過去分詞と同形になり手作業での区別が困難なもの（matar—morto: morrer の pp.でもあ
る）などがあるので，これらを除外して 14動詞を母体として考察した。 Tabela 1には除外し
たものに×を印してある。

12） 以下の指数を用いた考察に関しては同僚のモイゼース・カルヴァーリョ先生の示唆に負うとこ
ろが大である。記して御礼申し上げる。

13） 本稿で扱った 14動詞は現代ポルトガル語多目的電子化語彙表（LCMPC）の頻度順でおよそ
1,000語以内である。詳しくは本稿末補遺の Tabela 1の observaçãoを参照。

14） « （. . .）, que ele não terá pago . . . não terá pagado a totalidade da dívida,»という発話上の揺れ
が観察された（Constança Cunha e Sá, TVI 24, de 6 de março de 2015）。この情報は同僚のペド
ロ・アイレス先生の情報による。記して御礼申し上げる。

15） かつての不規則形過去分詞の多くがこのような過程を経て廃れたという。例えば cinto  
< cingir, colheito < colher, despeso < despender。形容詞として残っているものには absoluto  
< absolver, resoluto < resolverなど。（Cunha & Cintra: 442）

16） PBで異なるところに網掛けをして示す。なお PE における aceitar の不規則形過去分詞はごく
最近まで «aceito»であったものが 20世紀後半に «aceite»に変化したものと考えられる。
Prontuário Ortográfico（1975, p. 134）に以下の記述が見える。«O particípio aceite, conforme 
Cândido de Figueiredo afirma nas ‹Lições práticas›, vol. I, cap. 2, e vol. II, cap. 59 e 115, e ainda 
nos ‹Problemas da Linguagem›, vol. I, não é vernáculo.» （o negrito é nosso）
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BECHARA, E. (2000)Moderna gramática portuguesa, Editora Lucerna, RJ, p.229-230

Tabela 1

Infinitivo Particípio regular voz Particípio irregular voz

1 aceitar aceitado a p aceito, aceite p

2 assentar assentado a p assento, assente p

3 entregar entregado a p entregue p

4 enxugar enxugado a p enxuto p

5 expressar expressado a p expresso p

6 expulsar expulsado a p expulso p

7 fartar fartado a p farto p

8 findar findado a p findo p

9 ganhar ganhado a p ganho a p

10 gastar gastado a gasto a p

11 isentar isentado a isento p

12 juntar juntado a p junto a p

13 limpar limpado a p limpo a p

14 matar matado a morto a p

15 pagar pagado a pago a p

16 pasmar pasmado a p pasmo p

17 pegar pegado a p prego p

18 salvar salvado a p salvo p

19 acender acendido a p aceso p

20 arrepender arrependido a p repeso, arrepeso a p

21 desenvolver adesenvolvido a p desenvolto a p

22 eleger elegido a eleito a p

23 envolver envolvido a p envolto a p

24 prender prendido a p preso p

25 revolver revolvido a p revolto p

26 suspender suspendido a p suspenso p

27 desabrir desabrido desberto

28 erigir erigido a p erecto p

29 exprimir exprimido a p expresso a p

30 extinguir extinguido a p extinto p

31 frigir frigido a frito a p

32 imprimir imprimido a p impresso a p

33 inserir inserido a p inserto a p

34 tingir tingido a p tinto p

×

×
×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×

×：verbos não incluídos na análise do presente trabalho.

×

×

×

×

×

×

Tabela 1
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Particípios passados regular e irregular :PE e PB
 –– vozes e os seus respectivos números de casos no corpo Coleção CHAVE v.6.4 (*)

Tabela 2

 (*)  corpo CETEMPúblico, do projeto AC/DC (Costa et al.,2009) em http://www.linguateca.pt/ACDC/). e corpo 
CETEMPúblico, do projeto AC/DC (Santos,2011) em http://www.linguateca.pt/ACDC/).

Nota. A tabela foi editada conforme aquela publicada em Bechara (2000, p.229).
Legenda: ord.freq =ordem de frequência, freq=frequência no Lexico Multifuncional Computorizado do 
Português Contemporâneo, de CLUL. ord.alf.=ordem alfabético, voz:a=voz ativa, p=voz passiva.
obs. O vocabulário com a frequência maior do que 177 do LMCPC (a menor apresentada na tabela, do verbo 
isentar) consiste das 5.396 vocábulos, entre os quais se contam 1 .093 verbos. 

ord.fq. freq. infinitivo pp regular voz PE/
PB

ter
( haver) ser pp irregular voz PE/

PB
ter

( haver) ser

11

22

33

44

55

66

77

88

99

1010

1111

1212

1313

1414

5.183 ganhar ganhado a p
PE 7 1

ganho a p
PE 834(44) 325

5.183 ganhar ganhado a p
PB 31(8) 0

ganho a p
PB 209(56) 57

4.388 pagar pagado a
PE 0 0

pago a p
PE 328(17) 1343

4.388 pagar pagado a
PB 2 0

pago a p
PB 185(19) 1972

2.584 aceitar aceitado a p
PE 129(1) 1  aceite

p
PE 293(1) 1036

2.584 aceitar aceitado a p
PB 63(12) 0 aceito

p
PB 75(9) 730

2.188 entregar entregado a p
PE 11(1) 0

entregue p
PE 181(4) 2126

2.188 entregar entregado a p
PB 7(2) 0

entregue p
PB 74(22) 1165

1.976 prender prendido a p
PE 24 0

preso p
PE 1 1664

1.976 prender prendido a p
PB 44(10) 0

preso p
PB 0 2868

1.491 eleger elegido a
PE 14(2) 1

eleito a p
PE 40(2) 2113

1.491 eleger elegido a
PB 5(3) 0

eleito a p
PB 15(3) 1459

1.324 salvar salvado a p
PE 5 0

salvo a p
PE 62(2) 178

1.324 salvar salvado a p
PB 5 0

salvo a p
PB 15 150

1.127 gastar gastado a
PE 0 0

gasto a p
PE 136(1) 364

1.127 gastar gastado a
PB 4(1) 0

gasto a p
PB 82(11) 470

743 suspen-
der suspenso a p

PE 44 15
suspenso p

PE 1 679
743 suspen-

der suspenso a p
PB 23 4

suspenso p
PB 1 665

661 acender acendido a p
PE 8(1) 2

aceso p
PE 2 15

661 acender acendido a p
PB 1 1

aceso p
PB 0 24

429 expulsar expulsado a p
PE 9(1) 0

expulso p
PE 15(1) 684

429 expulsar expulsado a p
PB 12(3) 0

expulso p
PB 4 542

334 extinguir extinguido a p
PE 10 2

extinto p
PE 1 218

334 extinguir extinguido a p
PB 1 1

extinto p
PB 5(1) 362

327 imprimir imprimido a p
PE 7 11

impresso a p
PE 7 151

327 imprimir imprimido a p
PB 3 4

impresso a p
PB 3 81

177 isentar isentado a
PE 2 6

isento p
PE 0 86

177 isentar isentado a
PB 1 6

isento p
PB 0 171

Tabela 2
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Tabela 3

Fq PE/PB verbo

por cento
V. ativa(ter/haver + pp) V. passiva(ser+pp)

Diferençapp. reg. pp. irreg. pp. reg.pp. irreg. Diferença

por cento

7 PE aceitar
30.57 69.43 .199.9-38.86 99.8

aceitado aceite aceitadoaceite

7 PB aceitar
45.65 54.35 0100-8.7 100

aceitado aceito aceitadoaceito

12 PE acender
80 20 11.7688.2460 76.48

acendido aceso acendidoaceso

12 PB acender
100 0 496100 92

acendido aceso acendidoaceso

9 PE eleger
25.93 74.07 .0599.95-48.14 99.9

elegido eleito elegidoeleito

9 PB eleger
25 75 0100-50 100

elegido eleito elegidoeleito

16 PE expulsar
37.5 62.5 0100-25 100

expulsado expulso expulsadoexpulso

16 PB expulsar
75 25 010050 100

expulsado expulso expulsadoexpulso

17 PE extinguir
90.91 9.09 .9199.0981.82 98.18

extinguido extinto extinguidoextinto

17 PB extinguir
16.67 83.33 .2899.72-66.66 99.44

extinguido extinto extinguidoextinto

4 PE ganhar
.83 99.17 .3199.69-98.34 99.38

ganado ganho ganadoganho

4 PB ganhar
12.92 87.08 0100-74.16 100

ganhado ganho ganhadoganho

11 PE gastar
0 100 0100-100 100

gastado gasto gastadogasto

11 PB gastar
4.65 95.35 0100-90.7 100

gastado gasto gastadogasto

18 PE imprimir
50 50 6.7993.210 86.42

imprimido impresso imprimidoimpresso

18 PB imprimir
50 50 4.7195.290 90.58

imprimido impresso imprimidoimpresso

13 PE inserir
100 0 98.511.49100 -97.02

inserido inserto inseridoinserto

13 PB inserir
100 0 1000100 -100

inserido inserto inseridoinserto

-1Tabela 3–1
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Tabela 3

Fq PE/PB verbo

por cento
V. ativa(ter/haver + pp) V. passiva(ser+pp)

Diferençapp. reg. pp. irreg. pp. reg.pp. irreg. Diferença

por cento

19 PE isentar
100 0 6.5293.48100 86.96

isentado isento isentadoisento

19 PB isentar
100 0 3.3996.61100 93.22

isentado isento isentadoisento

15 PE pagar
0 100 .9199.09-100 98.18

pagado pago pagadopago

15 PB pagar
1.07 98.93 0100-97.86 100

pagado pago pagadopago

8 PE prender
96 4 010092 100

prendido preso prendidopreso

8 PB prender
100 0 0100100 100

prendido preso prendidopreso

10 PE salvar
7.46 92.54 0100-85.08 100

salvado salvo salvadosalvo

10 PB salvar
25 75 0100-50 100

salvado salvo salvadosalvo

20 PE suspender
74.58 25.42 .1599.8549.16 99.7

suspendido suspenso suspendidosuspenso

20 PB suspender
85.19 14.81 .1599.8570.38 99.7

suspendido suspenso suspendidosuspenso

-2Tabela 3–2
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Tabela 4 (PE, INVA≥0)

Tabela 5 (PB, INVA≥0)

Fq PE/PB verbo

por cento
V. ativa(ter/haver + pp) V. passiva(ser+pp)

INVApp. reg. pp. irreg. pp. reg.pp. irreg. INVP

por cento

Média
INVA & INVP

19 PE isentar
100 0 6.5293.48100 87

isentado isento isentadoisento

93.5

8 PE prender
96 4 010092 100

prendido preso prendidopreso

96

17 PE extinguir
90.91 9.09 .9199.0981.8 98.2

extinguido extinto extinguidoextinto

90

12 PE acender
80 20 11.7688.2460 76.5

acendido aceso acendidoaceso

68.3

20 PE suspender
74.58 25.42 .1599.8549.2 99.7

suspendido suspenso suspendidosuspenso

74.5

18 PE imprimir
50 50 6.7993.210 86.4

imprimido impresso imprimidoimpresso

43.2

Fq PE/PB verbo

por cento
V. ativa(ter/haver + pp) V. passiva(ser+pp)

INVApp. reg. pp. irreg. pp. reg.pp. irreg. INVP

por cento

Média
INVA & INVP

8 PB prender
100 0 0100100 100

prendido preso prendidopreso

100

19 PB isentar
100 0 3.3996.61100 93.2

isentado isento isentadoisento

96.6

12 PB acender
100 0 496100 92

acendido aceso acendidoaceso

96

20 PB suspender
85.19 14.81 .1599.8570.4 99.7

suspendido suspenso suspendidosuspenso

85.1

16 PB expulsar
75 25 010050 100

expulsado expulso expulsadoexpulso

75

18 PB imprimir
50 50 4.7195.290 90.6

imprimido impresso imprimidoimpresso

45.3

Tabela 4 (PE, INVA≥0)

Tabela 5 (PB, INVA≥0)
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Tabela 6 (PE, INVP≥0)

Fq PE/PB verbo

por cento
V. ativa(ter/haver + pp) V. passiva(ser+pp)

INVApp. reg. pp. irreg. pp. reg.pp. irreg. INVP

por cento

Média
INVA & INVP

8 PE prender
96 4 010092 100

prendido preso prendidopreso

96

16 PE expulsar
37.5 62.5 0100-25 100

expulsado expulso expulsadoexpulso

37.5

10 PE salvar
7.46 92.54 0100-85.1 100

salvado salvo salvadosalvo

7.5

5 PE entregar
5.73 94.27 0100-88.5 100

entregado entregue entregadoentregue

5.8

11 PE gastar
0 100 0100-100 100

gastado gasto gastadogasto

0

9 PE eleger
25.93 74.07 .0599.95-48.1 99.9

elegido eleito elegidoeleito

25.9

7 PE aceitar
30.57 69.43 .199.9-38.9 99.8

aceitado aceite aceitadoaceite

30.5

20 PE suspender
74.58 25.42 .1599.8549.2 99.7

suspendido suspenso suspendidosuspenso

74.5

4 PE ganhar
.83 99.17 .3199.69-98.3 99.4

ganado ganho ganadoganho

.6

17 PE extinguir
90.91 9.09 .9199.0981.8 98.2

extinguido extinto extinguidoextinto

90

15 PE pagar
0 100 .9199.09-100 98.2

pagado pago pagadopago

-.9

19 PE isentar
100 0 6.5293.48100 87

isentado isento isentadoisento

93.5

18 PE imprimir
50 50 6.7993.210 86.4

imprimido impresso imprimidoimpresso

43.2

12 PE acender
80 20 11.7688.2460 76.5

acendido aceso acendidoaceso

68.3

Tabela 6 (PE, INVP≥0)
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Tabela 7 (PB, INVP≥0)

Fq PE/PB verbo

por cento
V. ativa(ter/haver + pp) V. passiva(ser+pp)

INVApp. reg. pp. irreg. pp. reg.pp. irreg. INVP

por cento

Média
INVA & INVP

8 PB prender
100 0 0100100 100

prendido preso prendidopreso

100

16 PB expulsar
75 25 010050 100

expulsado expulso expulsadoexpulso

75

7 PB aceitar
45.65 54.35 0100-8.7 100

aceitado aceito aceitadoaceito

45.7

10 PB salvar
25 75 0100-50 100

salvado salvo salvadosalvo

25

9 PB eleger
25 75 0100-50 100

elegido eleito elegidoeleito

25

4 PB ganhar
12.92 87.08 0100-74.2 100

ganhado ganho ganhadoganho

12.9

5 PB entregar
8.64 91.36 0100-82.7 100

entregado entregue entregadoentregue

8.7

11 PB gastar
4.65 95.35 0100-90.7 100

gastado gasto gastadogasto

4.7

15 PB pagar
1.07 98.93 0100-97.9 100

pagado pago pagadopago

1.1

20 PB suspender
85.19 14.81 .1599.8570.4 99.7

suspendido suspenso suspendidosuspenso

85.1

17 PB extinguir
16.67 83.33 .2899.72-66.7 99.4

extinguido extinto extinguidoextinto

16.4

19 PB isentar
100 0 3.3996.61100 93.2

isentado isento isentadoisento

96.6

12 PB acender
100 0 496100 92

acendido aceso acendidoaceso

96

18 PB imprimir
50 50 4.7195.290 90.6

imprimido impresso imprimidoimpresso

45.3

Tabela 7 (PB, INVP≥0)
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Tabela 8 (PE, INVA≥0 & INVP≥0)

Tabela 9 (PB, INVA≥0 & INVP≥0)

Fq PE/PB verbo

por cento
V. ativa(ter/haver + pp) V. passiva(ser+pp)

INVApp. reg. pp. irreg. pp. reg.pp. irreg. INVP

por cento

Média
INVA & INVP

8 PE prender
96 4 010092 100

prendido preso prendidopreso

96

19 PE isentar
100 0 6.5293.48100 87

isentado isento isentadoisento

93.5

17 PE extinguir
90.91 9.09 .9199.0981.8 98.2

extinguido extinto extinguidoextinto

90

20 PE suspender
74.58 25.42 .1599.8549.2 99.7

suspendido suspenso suspendidosuspenso

74.5

12 PE acender
80 20 11.7688.2460 76.5

acendido aceso acendidoaceso

68.3

18 PE imprimir
50 50 6.7993.210 86.4

imprimido impresso imprimidoimpresso

43.2

Fq PE/PB verbo

por cento
V. ativa(ter/haver + pp) V. passiva(ser+pp)

INVApp. reg. pp. irreg. pp. reg.pp. irreg. INVP

por cento

Média
INVA & INVP

8 PB prender
100 0 0100100 100

prendido preso prendidopreso

100

19 PB isentar
100 0 3.3996.61100 93.2

isentado isento isentadoisento

96.6

12 PB acender
100 0 496100 92

acendido aceso acendidoaceso

96

20 PB suspender
85.19 14.81 .1599.8570.4 99.7

suspendido suspenso suspendidosuspenso

85.1

16 PB expulsar
75 25 010050 100

expulsado expulso expulsadoexpulso

75

18 PB imprimir
50 50 4.7195.290 90.6

imprimido impresso imprimidoimpresso

45.3

Tabela 8 (PE, INVA≥0 & INVP≥0)

Tabela 9 (PB, INVA≥0 & INVP≥0)
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〈Summary〉
  In order to discredit the religious authority, Thomas Hobbes denies the existence of the 

kingdom of God, and the existence of non-material things. However, what he achieves is not a 

negation of religion. In this respect, his philosophy is different from the philosophy of 

Enlightenment maintaining the liberation from religion. While the non-materiality of God is 

denied, the belief in God is maintained in Hobbes. His philosophy identifies the will of God, the 

human’s will for preservation of life and the State that comes from it, and it gives the position of 

God to the human life and the State.

１．イントロダクション

　ホッブズの主著『リヴァイアサン』（1651）は数ある哲学書の中でも，最も政治的に影響力を

もった書物であると言えよう。『リヴァイアサン』の登場以降，国家の正当性の考え方が根本的

に変わった。『リヴァイアサン』登場以前は，国家にその正当性を与えるものは宗教的権威であ

ると考えられていた。しかし『リヴァイアサン』は教会ではなく個々人の生命を第一義的なもの

とし，国家の正当性を与えるのは，個々の人間たちであるとした。国家を宗教から解放するこの

哲学書は，それまでの国家のあり方とは根本的に断絶した近代的国家論を提示したのだった。

　宗教からの解放というモチーフだけで考えれば，『リヴァイアサン』は啓蒙主義と合流する。

しかしながら，実際にこの書物を手に取ってみると，実に多くのページが宗教論に割かれている

ことがわかる。『リヴァイアサン』の第一部は人間論，第二部は国家論であるが，第三部と第四

部は宗教論である。『リヴァイアサン』の従来の研究状況を振り返った場合，第一部と第二部の

みが議論され，後半部である第三部と第四部はそれほど論じられてこなかったと言ってよい。

ホッブズ研究史において宗教論の重要性を説いた先駆者は，J. G. A. ポコックである 1）。彼の研究

を契機にして，ホッブズ研究において後半部の宗教論が注目されるようになったが，それもホッ

ブズ研究史全体から考えれば，ほんのつい最近のことであると言える。後半部の宗教論の研究に

ついては P. スプリングボーグ 2），E. J. アイゼナッハ 3），R. J. ホーリデイ，T. ケンヨン，A. リー

ヴ 4）の仕事を挙げることができる。こうした研究の論点であるが，それは基本的には，従来から

よく研究されてきた前半部と，宗教論の後半部がどのように関連しているかということを問題に

している。

　さて，本論文では『リヴァイアサン』における宗教的なものを取り扱う。ただし，以上の『リ
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ヴァイアサン』の全体的な構造を把握しようとするホッブズ研究のメインストリームに比べると，

本論文の目標は方向性が異なる。本論文が試みることは，『リヴァイアサン』の全体の論理構造

を明らかにしようとすることではない。本論文は，宗教的権威からの解放を理論的に唱えるとさ

れるホッブズの自然権論の中に，どのような宗教的・神学的要素がどのような形で存続している

のかということを明らかにしていきたい。本論文が提示しようとしているテーゼは，宗教からの

解放を主張する自然権論の中に，従来とは違う形ながら，しかし自然権論以前の理論的形式が維

持されているものが存在するということである。それは何であるかということを以下の章で明ら

かにしていく。

２．政治的アウグスティヌス主義に対する批判

　ホッブズの自然権論以前に受け入れられていた国家論は，アウグスティヌスの『神の国』に基

づく政治的アウグスティヌス主義である。これはカトリック教会に，世俗国家を優越する政治的

権力を与える教説である。「神の国」からの精神的なメッセージを世俗の人間は決して直接受け

取ることはできず，世俗の人間が神のメッセージを受け取るには教会を媒介しなければならない。

教会は世俗国家よりも「神の国」の近くに存在しているという位置づけをすることにより，教会

は世俗国家によりも上に位置しているということの根拠を得るのである 5）。この教説こそが，宗

教的権威を政治的な領域で成立させることを可能にした。

　ホッブズの『リヴァイアサン』が目指していることの一つは，宗教的権威を理論的に批判し，

失墜させることである。そこでホッブズがまず攻撃対象としたのは，政治的アウグスティヌス主

義の前提である「神の国」の存在である。彼の主張は端的に言えば，「神の国」は存在しないと

いうことである。そして神や教会ではなく人間を政治主体とする自然権論を成立させるために，

まず神や教会が政治主体ではないということを言わなければならないのは論理的に当然である。

その際，神を否定するということであれば，宗教からの解放を説く啓蒙主義と思想的に合流する

ことになるわけだが，彼の場合は実際はそうではない。そしてそれこそが本論文の論点である。

彼は，神を否定することで宗教的権威を否定しようとしたのではなく，神の名の下で否定しよう

としているのだ。つまり，教会を否定しようとも，神への信仰自体は維持されているのだ。以下，

それを確認していく。彼は次のように言う。

聖書の最大かつ主要な誤用は，（…）神の王国が現在の教会であるということ，あるいは今

生きている，または死んでいるキリスト教徒たちの集団が最後の日に甦るということを証明

するために，聖書を捻じ曲げることである 6）。

「神の国」が存在するとするのは歪んだ聖書解釈だというのがホッブズの主張である。さらに言

えば，聖書を正しく読めば，「神の国」は存在しないことがわかるというのが彼の主張である。
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このように彼は，聖書という神の言葉に忠実であるというスタンスを取りながら，政治的アウグ

スティヌス主義批判を展開するのである。実際に「神の国」がこの世に存在しないということを

論証する際，彼は聖書の記述を用いる。具体的には，ユダヤ人が王としての神を拒絶して人間の

王サウルを立てたという旧約の叙述 7） と，「キリストの王国はこの世のものではない」というキ

リスト自身の言明 8） を根拠に，ホッブズは「神の国」が存在しないとする。そしてこれが，「神

の国」と世俗国家をつなぐ媒介であるとして正当化されてきた教会の権威に対する批判となるの

である。

３．中世キリスト教神学の存在論に対する批判

　「神の国」が存在しないとホッブズが主張する際，決して聖書の叙述の確認だけにとどまらな

い。彼はさらに，政治的アウグスティヌス主義と理論的に密接に結びついている中世キリスト教

神学そのものに対して批判を加えている。中世キリスト教神学の根幹のひとつは，本質

（Essentia）と実存（Existentia）を区別する存在論であると言ってよい。そしてこの存在論は，

アウグスティヌスがアリストテレス哲学から導入して以来，中世キリスト教神学の中で育て上げ

られていった理論である。ここでは中世キリスト教神学の中の膨大な議論に触れることを避けて，

ごく単純化した枠組みを確認しておくだけにとどめるが，この存在論は物質と精神の二項対立を

提示する。本質は精神的なもの，霊的なものに対応し，実存はわれわれに視覚可能な物質的なも

のに対応している。そして，実存よりも本質のほうが存在の本来的なあり方であるとされる。さ

らに，この存在の二項対立は，神と人間それぞれにも対応させられてきた。政治的アウグスティ

ヌス主義と結びつけてこの存在論を見た場合，神・精神・霊の存在を説き，人間・物質に対する

それらの上位性を説くための理論だと言える。人間の目には見えずとも，「神の国」は精神的な

存在という形で存在していると考えることが，この存在論によって可能になるのである。

　さて，この存在論に対してホッブズは，自身の哲学の意図を「アリストテレスの空虚な哲学の

うえに築かれた分離した本質
4 4 4 4 4 4

というこの教説によって，空っぽの名辞で人々を怖がらせ，国の法

に従わせないようにするそのような者たちに，人びとがもうこれ以上だまされて苦しめられない

ようにすること」 9） と定める。「国の法に従わせないようにするそのような者たち」とは，世俗国

家に対する宗教的権威の優位を説く者たちということである。つまりアリストテレス由来の存在

論は，政治的アウグスティヌス主義に奉仕する理論であるとホッブズは考え，さらにこの理論は

虚偽であって斥けられなければならないと彼は主張しているのである。

　そしてここでもホッブズは神への信仰を維持し，聖書に依拠する形で，この存在論を否定する。

彼は次のように言う。

結論を言うと，天使や魂，善と悪があることは聖書の中でわかるが，それらが非物質的

（Incorporeal）であるということはわからない 10）。
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中世キリスト教神学の存在論が虚偽であるのは，聖書の中に存在を二つのタイプに分ける存在論

の根拠を認めることができないからだ。アリストテレスに代表されるギリシャ哲学は，そもそも

キリスト教の登場以前に存在していたものであるから，キリスト教の思想との関係が本来的には

なかったものである。そして，ギリシャ哲学はヨーロッパで一旦忘れ去られ，無くなったもので

ある。イスラーム文化圏から逆輸入される中で，マイモニデスを経由して，アウグスティヌスに

おいて初めてキリスト教神学と接合させられるようになったわけだが，本来キリスト教とは別の

出自を持つものであるから，ホッブズが言うように，アリストテレス哲学の根拠を聖書の中に求

められないのは当然のことである。アリストテレスの存在論から発展した存在の二元論は，霊や

精神や神を非物質的な存在とすることで，物質的なものに対立させ，さらにこの非物質的な存在

のほうが本来的な存在であるとした。しかし物質と精神の二項対立は聖書の中に根拠を求められ

ない以上，それは虚偽であり，そのような二項対立は存在しないと考えるべきである。

　従って，霊的なもの，精神とされているものもまた物質であると考えなければならない。霊が

存在するならば，「現実に物体
4 4

である」 11） とされなければならないのだ。ホッブズは，すべては

物体であるとする，以下のようなマテリアリズムを提示する。

世界（それは，（…）地上だけではなく，存在するすべてのものの全集合体である宇宙
4 4

をも

意味する）は物質的（corporeal）であり，すなわち物体（Body）である。（…）したがって，

宇宙のすべての部分は物体であり，物体でないものは宇宙の一部ではない。そして宇宙がす

べてであるから，宇宙の一部でないものは何も存在しな
4 4 4 4 4 4

い
4

 12）。

この世のすべてのものが物体であるとされれば，目に見えない非物質的とされるものは存在しな

い。「神の国」も存在するのであれば，物質の形をとらねばならない。しかし，我々はそのよう

なものを見たことがない以上，存在しないと考えるべきだということになる。世俗の人間には見

ることのできない「神の国」と世俗国家の間の媒介が教会であると政治的アウグスティヌス主義

は説くが，「神の国」が世俗の人間に見えないというのならば，それはそもそも存在していない

と考えるべきだ。端的に言うと，政治的アウグスティヌス主義は虚偽であると，ホッブズのマテ

リアリズムは言っていることになる。以上のように，ホッブズは宗教的権威を否定しようとする

際，聖書という神の言葉に忠実であるという姿勢を示している。神の非物質性を否定しつつも，

神への信仰という形式自体は維持されているのだ。

４．神と国家の直接性

　以上，神への信仰を維持する形で，ホッブズが政治的アウグスティヌス主義と中世キリスト神

学の存在論を否定したことを確認してきた。それによって何がなされたかと言えば，カトリック

教会の失墜である。ホッブズ以前は，神を信仰するということは，教会が世俗国家より優越して
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いることを認め，世俗の人間は教会を神の代理として崇めるということであった。しかし神の代

理であるのは教会ではなく国家であって，神を崇拝するということは国家を崇拝するということ

である，というのがホッブズの主張である。彼は次のように言う。

すべての牧者は，最高の牧者を除いて，権利の中で，つまり世俗の主権者（civil sover-

eign）の権威すなわち政治的権利
4 4 4 4 4

（jure civili）によって，その責務を遂行する。しかし王や

ほかのすべての主権者は，最高の牧者という職務を神からの直接の（immediate）権威に

よって，すなわち神の権利
4 4 4 4

あるいは神権
4 4

（jure divino）の中で遂行する。そしてそれゆえに，

王以外の者は自身の称号を神の恩寵による王
4 4 4 4 4 4 4 4

（Dei gratia rex）その他にすることはできな

い 13）。

すべての牧者は，政治的主権者すなわち国家の権威に基づいて，その職務を遂行する。したがっ

て，国家はすべての牧者を優越する最高の牧者である。そして国家の職務遂行は神からの直接の

権威に基づいている，とホッブズは主張している。それはつまり，神の権威は牧者を媒介して国

家に与えられるのではなく，直接的に，すなわち無媒介的に与えられるものであるというのが彼

の主張ということになる。ここにも，神と国家を仲介するのが教会であると説く政治的アウグス

ティヌス主義の明確な否定を確認することができる。神と国家の関係は直接的であるならば，教

会は媒介としての存在価値を主張することができなくなるからだ。

　ただし，ここでさらに重要なのは，ホッブズが教会の失墜を唱える際，神の代理としての教会

は否定しても，けっして神に直接つながっているような何者かが存在していること自体を否定す

るわけではないということである。ここで生じていることは，かつて教会が占めた位置を新たに

国家に与えようとする試みとして理解されるべきである。ホッブズは次のようにも論じている。

キリスト教徒の国王たちは，彼らの政治権力を神から無媒介的に（immediately）授けられ

ている。（…）すべての合法的権力は神からのものであって，最高統治者においては，それ

は無媒介的であり，彼の下で権威を得ている者たちにおいては媒介的である 14）。

ひとつ前の引用でも「直接の」（immediate）という言葉が出てきたが，ここでも彼は「無媒介

的に」（immediately）という言葉を繰り返している。それは，神と国王の間に教会という媒介は

必要がないということを言うがためである。神と直接的であるのは教会ではなく，国家である。

神の代理は教会ではなく，国家である。そして神との関係で媒介が必要なのは教会側であると考

えるべきである。このように神の代理の位置づけを教会から国家に移すというものが，ホッブズ

が目指していることである。ではなぜ，国家は神の代理であり得るのかということについて，

ホッブズのロジックを次章から分析する。
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５．自由意志の否定

　ホッブズの自由意志に対する考え方を取り上げるところから始めたい。哲学史の中で非常によ

く論じられてきたトピックとして自由意志というものがある。果たしてひとに自由意志があるの

か否か，という問いは哲学の領域，そして神学の領域でも歴史的によく取り扱われてきた問いで

ある。神学的決定論の主張に従うと，人類が行おうとするあらゆる事柄は神によってあらかじめ

定めているとされる。そうであるとすれば，ひとの行動は自由であり得るのかという問いが生じ

てくる。この問いに対して，スピノザは人間に自由意志はないと論じ 15），ライプニッツは人間の

自由を確保するために，必然性と偶然性を和解させる概念を創出し 16），カントは自由を理論理性

で論じることができないものと設定する等 17），様々な回答が挙げられたのは哲学史のワンシーン

である。

　ではホッブズはどのような立場かというと，スピノザと同じく，自由意思の存在を否定する立

場である。人間の情念も欲求もすべては神の意志が原因であるとホッブズは論じる。

人間は，神の意志が原因であるもの以外には，どんなものごとに対しても情念も欲求ももち

えない 18）。

人間の意志はすべて，神の意志を原因にして生じた結果以外の何物でもありえない。人間の意志

はつまり，神の必然性の中にあるのである。そしてそこから自由にはなりえない。自分自身の意

志が自由であると思っているなら，それは幻想に過ぎない，と論じたのはスピノザであるが，

ホッブズもまた同じ立場であると言える。人間の自由な活動はすべて神の必然性の中にあるのだ。

すべてのものごとを見て処理する神は，人間が自分の意志することを行うときの自由が，神

の意思することを行う必然性を伴い，それ以上でもそれ以下でもない，ということもまた見

ている 19）。

人間にとっては自由にふるまっているように見えたとしても，神の目からすれば，神の意思した

通りに動いているということである。以上のように，ホッブズは自由意志の存在を明確に否定し

ている。

６．生命維持と自然権

　自由意志の否定の帰結として，人間のあらゆる意志と行為は神の意志の必然性の中にあるとす

れば，逆に言うと，人間の意志がそのまま神の意志であるということになる。では神の意志とは

具体的に何かということが問題になる。その問いに対して，ホッブズは明確な答えを与えている。
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人間の目的とは「主に自己保存である」 20） と。個人個人は自身の生命の維持に努めなければなら

ない。したがって，自分の生命の維持を追及することが神の意志であるということになる。そし

て個人のあらゆる欲望や情念は，自身の生命維持という目的に起因しているものと考えることが

できる。そこからホッブズは彼が「自然権」と「自然法」と名付ける法則を導出している。

その結果として，次のような理性の戒律あるいは一般法則が出てくる。すなわち，「各人は，

平和を獲得する希望がある限りは，平和に向かって努力すべきである。そして，平和を獲得

し得ないときには，戦争にあらゆる援助と利益を求め，かつ用いてもよい」。この法則の最

初の部分は，第一の基本的な自然法であり，「平和を求め，それに従え」というものである。

第二の部分は，自然権の要約であって，「あらゆる可能な手段を用いて，自分自身を守るこ

とができる」というものである 21）。

ここでは二つの人間の行動原理が提示されているが，まず生命維持の基本原則があることを前提

に，状況によって行動原理に差が出てくることをホッブズは説明している。平和を獲得する希望

がある限りは，平和に向かって努力する。他方，平和を獲得できないときには，自らの生命維持

のために他人を攻撃することも辞さないというものである。前者の行動原理をホッブズは「第一

の自然法」と名付け，後者の行動原理を「自然権」と名付ける。このような説明から見えてくる

のは，ホッブズの社会契約論の一般的な説明として，「自然状態＝自然権」から「社会状態＝自

然法」への移行という筋道が描かれることが多いが，両者の違いは時間軸的な違いというよりも，

状況の違いに依存している。人間は自らの生命維持のために，状況に合わせて最適な行動をする

ということである。平和の希望がなければ，社会契約をなして社会状態に移行することはできず，

自らの生命維持のために他人の生命を奪うことを厭わないという行動原理を選び続けることにも

なる。

　さて，この章では，まず「自然権」について見ていきたい。ホッブズは自然権について以下の

ように定義している。

自然権とは（…）各人が自分自身の自然，つまり，自分の生命を維持するために自らが意志

する通りに自分の力を用いるためにもっている自由である。したがって，自己の判断と理性

において，そのために最も適した手段と考えるいかなることでも行う自由である 22）。

このように，自然権とは，自分の生命維持のために最適な手段であれば，何を用いてもよいとい

う自由なり権利を指す。平和が期待できない場合，人間はそのような自由を行使することになる。

自然権が行使されるような状態をホッブズは「万人の万人に対する戦争状態」 23） と特徴づける。

というのは，自然状態の中で行使される生命維持のための手段の中には，他人の生命を奪うこと

も含まれているからだ。あらゆる個人が自身の生命維持のために他人を殺戮する自由を行使する
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のであれば，必然的に殺し合いとなる。

この状態においては，各人は彼自身の理性によって統治される。すなわち，各人は自分の敵

に対して自分の生命を維持するために，自分にとって役に立つもの一切を利用することがで

きる。したがって，この状態では，各人は，すべてのものに対して，相互の身体に対してす

ら，権利をもっている 24）。

つまり，他人を殺戮する権利もまた有するということである。自分の生命を守るのに，他人の生

命を奪うことが合理的であるならば，それは自由になされることになる。そのような自然権が行

使される状態は戦争状態ということになる。

　ここで振り返っておきたいのは，人間に自由意志はなく，すべての欲求は神の必然性の中にあ

る，ということである。従って，自然状態において自己の生命維持のために他人を殺戮するのも

また，神の意志が望むところのものであることになる。殺人は悪ではないのか。そうであれば，

神が全能かつ善であるのに，この世になぜ悪が存在するのかという古くからある神学の問いを招

き寄せてしまう。ホッブズはこのような問いをうまく避ける。自然状態においては，殺人が善い

か悪いかといった価値判断が無効であると彼は主張する。

人間の欲望やその他の情念は，それ自体としては罪ではない。それらの情念から生じる行為

もまた，それらを禁止する法を彼らが知るまでは罪ではない。法がつくられるまでは，人び

とは法を知り得ない。また人々が法をつくる人格に同意するまでは，いかなる法もつくられ

えないのである 25）。

自然状態においては法も法がつくる人格，すなわち国家も存在しない。何の基準もない状態では，

基準の逸脱は存在しえない。したがって自然状態においては，罪は存在し得ないというのがホッ

ブズの主張であって，自然状態において自己保存のために他者を殺すことが神の必然性の中にあ

るとされたとしても，そこでは神義論的な問題は生じない。平和に希望がもてない状態において

各人が自己保存のために戦争をすることは神の必然性の中にあるのだ。

７．自 然 法

　ここまで自然権を見てきたが，自然法のほうを次に見ていきたい。自身の生命維持のために，

個人は平和を期待できないときには自然権を行使するのに対し，平和が期待できる場合には自然

法に従うことを選ぶ。平和を求める法則としての自然法から第二の自然法が帰結するとホッブズ

は主張する。第二の自然法とは，平和のために個人個人が自然権を放棄するという法である。
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基本的自然法によって人びとは平和に向かって努力せよと命令されるが，この基本的自然法

から次のような第二の法則が引き出される。すなわち，人は
4 4

，他の人びとともまたそうであ
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

る場合には
4 4 4 4 4

，平和と自己防衛のためにそれが必要だと彼が思う限り
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

，すすんですべてのもの
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

ごとに対する彼の権利を捨てるべきであり
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

，そして
4 4 4

，他人に対して自分がもつ自由は，他人
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

が彼に対してもつことを彼が許す自由と同程度であることで満足すべきである
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

。というのは，

各人が彼の欲するままにあらゆることを行うこの権利を保持する限り，すべての人びとは戦

争状態にあるからである。しかし，もしも他人が彼と同じくその権利を捨てることを欲しな

いならば，その場合には，誰も自己の権利を捨てるべき理由はない。それは，彼自身を平和

に向かわせるよりも，むしろ餌食としてさらすようなもの（誰もそうする義務はない）だか

らである。これは，他人が自分のためにしてくれるようにあなたが要求するすべてのことを
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

他人に対して行え
4 4 4 4 4 4 4 4

，という福音書の法であり，また，自分に対してして欲しくないことを他
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

人に対してしてはならない
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

，というすべての人の法である 26）。

第二の自然法はしたがって，他人も自然権を放棄するときに限って，平和のために自然権を放棄

するという法である。第一の自然法は，平和への希望がもてるのであれば平和を求めるという法

であったが，第二の自然法によって明らかになったこの希望の内実とは，自分と同じく他人も自

然権を放棄する用意があるということに対する希望ということになる。他人も自然権を放棄する

という希望がもてるときに限り，個人は平和のために自然権を放棄することができるのだ。

　ホッブズはここでさらにいくつもの自然法を導出するが，ここではこれ以上その議論は追わず

に，彼が自然法から国家の創設を議論している部分に目を移したい。第二の自然法に基づいて，

全員が暴力を放棄するならば，たしかに平和は訪れる。しかし暴力行使を放棄したひとびとのコ

ミュニティの外側から暴力が行使される可能性は常にあり続ける。したがって，単に力を放棄す

るのではなく，全員が一者に自身の力を譲渡するという形が取られなければならない。この一者

こそが国家である。ホッブズは以下のように国家創設を説明する。

外敵の侵攻やお互いの傷つけ合いから人々を守れる（…）共通権力を樹立するための唯一の

道は，人々のすべての権力と強さを一人の人に与えるか，あるいは多数決によって自分たち

のすべての意志を一つの意志にまとめることができる一つの合議体に与えることである。そ

れは言い換えれば，一人の人あるいは一つの合議体を任命して自分たちの人格を担わせ，そ

して，そのように各人の人格を担う者が，共通の平和と安全に関する事柄について行為した

り行為させたりするあらゆることを，各人は自己のものとし，自らがその本人であることを

承認するということである。ここにおいて，各人は自分たちの意志を彼の意志に，自分たち

の判断を彼の判断に従わせるのである。これは同意（Consent）や一致（Concord）以上の

ものであり，同一の人格におけるすべての人々の真の統一である。この統一は，各人が各人

に対し次のように言うかのような，各人と各人との信約（Covenant）によってつくられる。
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私はこの人あるいはこの合議体を権威づけ
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

，自己を統治する私の権利を譲渡する
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

。それはあ
4 4 4 4

なたも同じ仕方であなたの権利を彼に譲渡し
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

，彼のすべての行為を権威づけるという条件に
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

おいてである
4 4 4 4 4 4

。これが行われると，一つの人格に統一された群衆は国家共同体，ラテン語で

はキウィタスと呼ばれる。これがあの偉大なリヴァイアサン，不死の神
4 4 4 4

（Immortal God）

の下で私たちに平和と守護を享受させてくれる現世の神
4 4 4 4

（Mortal God）の生成である 27）。

全員が平和のために自らの自然権を放棄し，一者に譲渡するという信託を交わすことができたと

きにのみ，国家が生成するのである。国家の生成はこのように自然法に由来する。

　このようにして成立した国家は「現世の神」であるとホッブズが論じている点に注目したい。

第４章において，ホッブズが教会ではなく国家こそが神の代理であると論じているところに着目

したが，なぜそのように主張することが可能かについて，ここで初めてその根拠を論じることが

できる。なぜ国家が「現世の神」であると言えるかといえば，それは，国家は自然法から生み出

されたものであるからだ。自然法は神の意志であり，「神の言葉」である。

これらの理性の指示を，人々は法と呼ぶのが常であるが，適切ではない。なぜなら，これら

の指示は，何が彼ら自身の保存と防衛とに役立つかに関する結論または定理であり，これに

対して，法は，本来は，権利に基づいて他人を支配する者の言葉だからである。しかし，も

し同じ定理を，権利に基づいてあらゆるものごとを命じる神の言葉として考えるのであれば，

それらは法と呼ばれるにふさわしい 28）。

自然法は，自身の生命維持のために，平和を期待できる条件の下，平和を追求する個人の原理・

原則であるが，人間のあらゆる意志なり情念は神の意志が原因している。従って，自然法は神の

言葉であって，自然法という神の意志によって個人間の信託が生み出され，そして国家が生み出

される。そのようにして創出された国家は「現世の神」であるのだ。

　ホッブズは自由意志を認めない。それ故，ここで，個人間で交わされている信託は決して自由

意志に基づくものではない。ホッブズの社会契約論は，自由に契約するか否かを選べる個人たち

による契約ではない。言い換えると，近代的な契約の思想である，強制されない状態で自由に選

べる状態の確保を契約の条件とするという考え方をホッブズは採用していない。例えば，彼は次

のように論じる。

恐怖と自由は両立する。たとえば，人が，船が沈むという恐怖
4 4

のために，彼の財貨を海に投

げ捨てたとしても，彼はそれをまさに意志的に行うのであり，彼が意志すれば，そうするこ

とを拒否することもできるのである。それゆえ，それは自由な
4 4 4

人の行為である 29）。

ホッブズの契約論においては，自由な選択を取りえたかどうかは問題にならない。というのは，
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彼は人間の自由意志を認めておらず，神の意志の必然性の中にある自然法に従って契約は生じる

と考えているからだ。このようにして，生命維持の原則の下，国家は必然的に生じる。そして，

それらはすべて神の必然性の中にあるということになる。

８．結　　論

　ホッブズは，教会の権威を失墜させるために，現世での神の国の存在を否定し，非物質的なも

のの存在を否定する。しかし，そうしてホッブズが主張していることは，宗教そのものの否定で

はない。その点で，宗教からの解放を唱える啓蒙主義哲学とは異なる。ホッブズの場合は，神の

非物質性を否定しつつも，神への信仰という形式自体は維持されている。そして神の意志と，生

命維持への人間の意志，そしてそこから生じる国家が同一化されることによって，人間の生命と

国家に神の位置づけが与えられる。従って，かつて政治的アウグスティヌス主義が教会に付与し

ていた神学政治的な役割を，教会から剥奪し，人間の生命と国家に新たに与え直すということが，

ホッブズ哲学の目指すことであると言えよう。
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〈Summary〉
  We are immersed today with tremendous floods of media. The present paper is, as an 

individual mooring somewhere in physical and virtual networks, how to cope with constructing 

our individuality. “Mediapolis” is an conception that is analyzed mainly in Silverstone’s Media 
and Morality. There in the mediapolis of media networks, appearance, performance and rheto-

ric is the code of building up our individuality. Because of its role to mediate, individuality as 

mediator is expected to be constructive. That is why mediators go to battlefields as journalist 

where they communicate the life and death reality which is often concealed as a result of the 

commodification and branding in our market-based capitalism. With their efforts of decom-

modifying and debranding, mediators then are heading toward arts which are not the object to 

be appreciated in museums but often the sources to help build up our lifestyle; however, it is 

not that they be professional artists, curators, doctors of the refugee camps, cinema producers, 

musicians. As long as living in global environments, we are all by ourselves mediators in the 

local and global networks. Through performatively being creative and participatory but not 

destructive, we are all expected to communicate each other for constructing the culture of 

liberating us from fear and humiliation. Mediator’s battlefields are our everyday life.

メディエイター
　ロージャー・シルバーストーンのテキストにMedia and Morality: On the Rise of the Mediapolis

がある。ギリシアのアテネのポリスにかかわるメディアポリスとは，媒体空間であり，現れ見え

ること，上演と比喩である。

Like the polis it depends on visibility and appearance, performance and rhetoric. The world and 

its players appear in the media，and for most of us that is the only place they do appear. 

Appearance itself becomes, in both senses of the word, the world. （30）

　なにかと物議をかもしだしたアメリカ大統領選にあって，2016年 3月のスーパーチューズデー，

共和党のドナルド・トランプは，破竹の勢いで指命獲得に向かっていた。トランプは，日本の新

聞はもとより，アメリカのさまざまなマスメディア，そしてソーシャルメディアに現れる。ジェ

スチャー，身振り，声，ポリシーなど，どれをとっても目立つ候補者として現れる。ドナルド・

トランプを支持するアメリカ人たち ― k.k.k.の文字がプリントされた白い Tシャツの姿もある
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が ― の熱狂によってこの不動産王はさらに突出して見える。すでに共和党は瓦解しているよう

にも見える事態のなかで，2012年の共和党指命候補者のミット・ロムニーはトランプを民主主

義の敵，ペテン師，詐欺師だと厳しく批判した（“Mitt Romney Called Donald Trump ‘a phony’ 

and ‘a fraud’”（The New York Times. 3 Mar. 2016）。ロムニーは物乞いしてる失敗政治家だと応酬

するトランプの身振りや声は，メディア・ポリスという媒体空間における派手な上演であり，表

象されるトランプ現象であるかぎりにおいて，比喩であり，翻訳であり，物語である。

　社会学者のロバート・パットナムは，低学歴低所得のとくに白人男性，社会的つながりが少な

い人たちがトランプの支持者だというが（『朝日』6 Sep. 2016），ともあれインターネットの網目

にからむようにして，たとえば CNNや BBCに現れるトランプの身振りや声は，まさしくそこ

にアメリカを見せる。しかしそこは，国家アメリカの行政府の長を決める場としてあるにもかか

わらず，国民国家としてではなく，トランプと支持者がつくるネットワーク共同体として現れて

いる。「詐欺師」，「危険人物」，「ナルシシスト」などと呼ばれながらトランプは，国境の壁の費

用負担をめぐってメキシコ大統領と会い，ツイートし，演説する個人として現れている。アメリ

カ国家という領土を生きる国民ではなく，変幻自在にメディアに現れ共同体に参加する個として

現れている。

　現れとはたんに現れでることではない。メディアはたんに媒介することではないのと同様に。

というのも，現れも媒介もともに，考え，聞き，話し，行うことだからだ。だから現れはときに

心理的，政治経済的，歴史的にして日常的，そしてグローバルである。

　現れの世界にあって，われわれは ― アクセス無くしてここに住むことはできないのだけれ

ど ― 異様とも見えるトランプ現象を，自由と民主主義の国アメリカって幻想なんだね，アメリ

カ人の本音がトランプなんだね，と考え話しながら，地域活動やコンピュータネットワークにつ

ながりながらコミュニケーションを展開しつづける。そのようにしてわれわれもまた現れる。国

境の壁をつくる作業は現実的か非現実的かと論じるニュース番組のキャスターやそこに出演する

批評家たちとともに，マスやソーシャルなメディアに関わりならが，われわれもまた現れる。オ

ハイオ州で開かれた 7月の共和党全国大会において，党指名受諾演説を行ったトランプは，グ

ローバリズムではなくアメリカニズムだというが，その意味するところは何処に由来するのかと

考え，問い，話しコミュニケーションするわれわれもまた現れる。

　われわれはメディエイターである。新聞を読み，テレビを見，ファション雑誌で見かけた髪型

やドレス，コマーシャルに現れる靴や鞄を身につける。そのようにして人やメディアと関わる。

仕事場ではパソコンの前にすわりグローバル世界に入り，やがて食堂でメニューを見る。仲間と

話しあいながら，和定食，中華料理，それともハンバーグ？日常を構成するさまざまなメディア

を身体に取込み，写真，ライン，メール，動画，映画などありとあらゆるネットワークに現われ，

意味，規律，感情を交換し共有しあう。メディエイターとして現れつづける。
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戦場のブランド化

　メディエイターが直面する問題の一つが戦争である。というのも戦争という戦略的殺戮は，メ

ディエイターの存在を認めない次元で頻発するからである。

　もちろん兵士たちは，戦場メディエイターとしてネットワーク化し団結する。しかしネグリと

ハートのいうマルチチュードのように，メディエイターは建設的でなければならない。個であり

ながら共としてコミュニケートしあうメディエイターは，ときに悪魔的なほどに団結しあうが，

だからこそ個の責任と倫理において共として構築的でなければならない。

　メディエイターは，いっぽうでは物理的だが，しかし翻訳され比喩として現れる戦場に，どの

ように関わるべきなのか。

　かつてアメリカ人にとって戦場は，インディアンが襲撃してくる森だった。大平原が戦場だっ

たこともある。独立戦争のレキシントンやコンコード，南北戦争のゲティスバーグ，やがてヨー

ロッパ，硫黄島，沖縄，朝鮮半島，ベトナム，アフガニスタン，イラクなど外地だったこともあ

る。

　しかし今や戦場は同時多発的にいたるところに存在する。戦場は，シリアやヨルダン川西岸の

ヘブロンだけではない。ベルギーのブリュセルの空港，フランスのパリ，トルコのアンカラ，バ

ングラデシュのダッカ，パキスタンのペシャワルなどいたるところが戦場になる。

　戦場は地理である。しかし戦場はラジオやテレビのニュース報道に現れる。そこで血が流れ，

戦車が砂塵を舞いあげながら突進し，前線で兵士は銃を撃ちつづける現地は，出来事と記憶をテ

クスチャーとするメディアとして現れる。それだけではない。

　戦場は，企業間の技術革新競争や国家間の利権や領土問題をめぐって起こるサイバー戦争とし

て，インターネットあるいはコンピュータに現れる。

　戦場は，表象や比喩として，歴史や地域を越えて転地し，いつでもどこにでも現れる。

　婚活会場もまた戦場である（ネットには「婚活という戦場で＂勝つ＂ためのファッションテク

5選」というのもある）。自然と闘う生産者にとって農地は戦場である。受験生にとって受験会

場は戦場である。

　メディア・ネットワークにおいて，アンカラ，ダッカ，ペシャワルなどに交錯しながら，戦場

はますます比喩となり，そこにさまざまなメディア身体を係留させる。われわれの一挙手一投

足 ― さまざまな戦場で勝つための道具，知識など ― が，現れる。そこがたとえばテレビやイ

ンターネットやゲームや映画などのばあい，さまざまな広告とともに戦場は商品化される。

　今日にいたるまでに，時間は時計として，ビジネスはブランドの鞄や車として，生死は保険と

して，商品化されている。

　アクセスの時代にあって，ジェレミー・リフキンは『エイジ・オブ・アクセス』（2000）の

「人間関係の商品化」において，経験をはじめ，人間生活全体に網を張る，あらゆる形態の商業

ネットワークは，一瞬一瞬の生きた時間を商品の状態に還元してしまうという（Rifkin 97）。
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　時間や空間あるいは人間までもが商品化される時代にあって，戦場は，特別の商品として広告

されブランド化される。

　スターというブランドについての論文が，マーク・レスラーの “Forever COOL James Dean 

and the Power of Branding”である。1955年公開の『エデンの東』や『理由なき反抗』で知られ

る俳優ジェームズ・ディーン（1931-1955）についてレスラーは，ブランドという差異化は，消

費者に特別の益を供与するという。競争からぬきんでるブランドは，引きつけるという圧倒的な

力で，ディーンをクールな反逆者として差異化し，他のハリウッド俳優に一線を画する。

Differentiation involves showcasing the brand’s unique benefits and characteristics to the 

consumer. The brand should stand out from the competition in an attractive and compelling 

manner while offering the customer attributes and benefits he cannot find elsewhere. Dean is 

remembered as the “original rebel,” a unique title that differentiates him from many other 

Hollywood personalities. （Roesler 24）

　店舗もまたブランドである。アーノルド・レベッカのいうブランドとはその芸術性に関わるが，

2007年ワルシャワにオープンしたコム・デ・ギャルソンの「ゲリラ・ストア」の内装について，

レベッカはいう。

It （guerrilla store） therefore plays into the key elements of early 21st-century high-fashion 

consumerism, by emphasizing desire, lifestyle, and identity. As such, the store, again like street 

cultures, suggests individuality yet membership of a group. It advocates shopping as an experi-

ence, in this case akin to visiting a small art gallery. Importantly, it builds the brand in a 

manner that is in keeping with its intellectural ethos. （Arnold eBook）

この店舗に見えるものは欲望，生活様式そしてアイデンティティであり，21世紀高級ファッ

ション消費主義の構成素である。と同時にストリート・カルチャーのように店舗は，個でありグ

ループである。ショッピングはアート・ギャラリーの訪問経験であり，知的で芸術的であること

においてブランド化される。

　現れを基盤とするメディア社会にあって，ブランドは特にファッションに関わる。差違，知性，

芸術性を属性とするブランドは，個として共存するメディエイター身体の一つの形である。アリ

ソン・バンクロフトのいう，革新である。

Fashion is, perhaps, primarily concerned with innovation in the surface decoration of the body, 

and the wider social and cultural responses to this innovation. It would follw, then, that it is the 

wearer, and the act of wearing, that are in fact central to fashion. （Bancroft eBook）
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革新を着こなす，つまり身体化するというバンクロフトのファッション論は，ココ・シャネル

（1883-1971）の闘いを思い起こさせる。「装飾過剰が女たちの体のラインを殺し，まるで熱帯雨

林の寄生植物が樹木を殺すみたいに，ゴテゴテした飾りが体を押しつぶしていた」というシャネ

ルは，「新しい世紀の児であるあたしは，新しい世紀を，服装で表現しようとしたのだ」（『巨匠

たちの青の時代「ココ・シャネル」』NHK 2011年放送）という。

　着るという上演とともにあるファッションは，自己をきわだたせて見せることにおいて精神を

高揚させ，生活スタイルを革新し，マクルーハンのいうメディアの拡張として，社会や時代を変

革する。

　しかしファッションは元来ビジネスと関わる。キャットウォークだけではなく，美術館や自然

環境を舞台に見せるショーは，ブランドという芸術性の高い差異として広告され消費されて行く。

　広告や商品化はマーケティングに関わるが，工業化時代それは「工場から生み出される製品を

すべての潜在的購買者に売り込むことだった」（16）とフィリップ・コトラーはいう。やがて情

報化時代では，消費者中心のアプローチになるが，今日では，価値主導の段階であり，消費者は

「マインドとハートと精神を持つ全人的存在」（17）となる。メディアネットワークにおいて，わ

れわれはコトラーのいう「コミュニティの一員のようなもの」（69）としてブランドに関わって

いる。

　そのようにして，われわれは個としてしかしネットワークにおける共として，戦場ブランドを

消費する。

　戦争と経済の活性化，徴兵制と志願兵制のコストパフォーマンス，兵士の報酬など，ポール・

ポーストは『戦争の経済学』において，経済が戦争や国防とどのように関わるかを分析する。

「防衛支出と経済」，「兵器の調達」，「テロリズム」などの章からなり，戦争はペイするかどうか

を問う。

　民間軍事サービス業の台頭についてロルフ・ユッセラーは，第二次世界大戦のあと，一匹オオ

カミが旧植民地とくにアフリカで冒険と幸福と金を目当てにうろついていたが，冷戦終結後，ほ

ぼ二百年間ならず者の烙印を押され社会の片隅に追いやられていた傭兵は，いま再び脚光を浴び

ようとしているという。

民間軍事会社は，国家，政府機関，人道支援団体，平和組織，それどころか国際連合とさえ

正規の契約を結ぶようになった。傭兵部隊が……適正な経理を重んじる堅気の企業に様変わ

りしたのだ。（128）

　アメリカ軍の変容についていうネグリとハートは，軍の元将校は請負業者として，兵士の訓練

や補充，戦場での支援や作戦上の任務を請け負うが，契約によって採用されるこれら民間の軍事

専門家は，兵役にともなう公的説明責任を持たないという。つまりともに金で雇われた軍事支援

者と兵士との区別が曖昧になる。しかも米軍兵士たちは合衆国の最貧困層出身であり，アフリカ
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系アメリカ人をはじめようやく市民権をえた者が多数存在する。すでにアメリカ兵はジョン・

ウェインではない。

The representative image of the U.S. soldier is no longer that of a John Wayne, and, more 

important, the profiles of U.S. soldiers do not resemble the profiles of the U.S. citizenry. （47）

戦争は経済であり雇用であり，戦場はマーケットである。だから戦場はブランド化される。砂塵

のなかを突進する戦車，前線で撃つ女性兵士の横顔，負傷した子供を背負う兵士，などなど抒情

をかき立てる映像は芸術的に構成され，差異化される。そこには映画のヒーロやヒロインが現わ

れ，テレビやインターネットの広告などさまざまなメディアによって美化され，戦場の真実は抑

圧，隠蔽される。

　日中戦争下の 1938年 9月，慰問雑誌『戦線文庫』が海軍の肝いりにより誕生し，戦地の兵士，

国内の傷病兵に各々一冊ずつ配布された。創刊の辞によると「前線将兵を鼓舞し，時には消閑の

良友となり，陣中余興大会に利用できるやうな特別配慮に編集された雑誌」と，発行目的が明ら

かにされている（押田 3）。発行，編集制作はこの雑誌のために創設された出版社，興亜日本社

だが，創刊号には，スター女優桑野通子の写真に添えられた慰問文が掲載されている。

「忘れ得ぬお写真，戦火の国防戦をお守りくださる皆様に厚くお礼申し上げます。これは私

事で御座いますが，この夏のこと戦線の勇士の方からファンだからサインしたブロマイドを

送れとのことで早速お送りいたしましたのに，お手に入らぬうちに名誉の戦死をあそばされ

たのです。そのご通知頂いて暗然と致しましたが何時もスタジオを見たいと口癖に言ってた

から（ママ）とその方のお写真をお送り下さいましたので机上に飾り毎日ご冥福を祈り，

時々スタジオへもお連れ申し上げております。どうぞ海の勇士の皆様お体にご注意遊ばされ

てご奮闘のほどお祈り申し上げます」。（40）

サイン入りブロマイドを送れとあるが，「事実，戦場の兵士はアイドルのブロマイドを熱狂的に

求めていた」（40）と押田は『兵士のアイドル』においていう。

　だからこそメディエイターは戦場にむかい，その真実を伝達する。

メディエイターは戦場にむかう

　戦場で取材するジャーナリストは，たとえばベトナム戦争にあって，戦局をかえた。日本人カ

メラマンは，ベトコン壊滅のために家々を焼くアメリカ兵の暴挙を撮影しこれをアメリカの報道

関係に送ったことは知られている。つまりアメリカのジャーナリストが政府の圧力のために成し

えなかったことを別の国のジャーナリストが成し遂げたのである。
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　山本美香は『ぼくの村は戦場だった』において，戦場は静かだがそこでは人が死ぬ，という。

戦場では，絶えず，銃弾の雨が降っているわけではない。

信じられないほど激しかった戦闘がパタリと止み，静寂があたりを包むこともある。

その隙を見逃さず，田畑を耕し，食事を作り，家族を養うたくましい人々の姿がある。

どのような状況でも人間は生きていくのだ，と勇気をもらってばかりだ。

しかし，そんな彼らが，一瞬にして命を落としてしまうのも戦場なのだ。（4）

山本は従軍カメラマンではない。ジャーナリストとして，たとえばアフガニスタンでは抑圧され

ている女性たちにインタビューをする。国家が戦場カメラマンの視点からでは伝えられないこと，

戦地に生きるごぐ普通の家族，女性そして子供達の戦場を伝える。2012年，シリアで不慮の死

をとげるにいたった山本が残したノートには，伝達と抑止とある（『それでもジャーナリストは

戦場に立つ』［NHK 2013年放送］）。

　石丸次郎は「後藤健二氏の人質・殺害事件がもたらした影響」において，「戦争が始まると国

家権力は戦場を隠蔽し，嘘をつく」という。

だからこそ，ジャーナリズムの眼が現場に必要なのである。憲法違反が濃厚な「安保法制」

が 2015年 9月に成立し，米軍を支援するために自衛隊を海外派遣しようという動きが強

まっているから，ジャーナリズムは世界で米軍が何をしているのか，戦地ではどのように受

け止められているのか目撃し，伝え，記録しなければならない。（石丸 24）

「紛争地を抱える中東の事実を見る『目』の役割」の川上泰徳，「戦場の人々を見つめるまなざ

し」の玉本英子とおなじく，石丸もまた戦場の事実を見る目になることをジャーナリストの使命

とする。

　高橋邦典は『ジャーナリストはなぜ「戦場」へ行くのか』において「米国メディアの危険地報

道」と題し日米メディア業界の相違 ― 米の個人主義や日本の事なかれ主義 ― について記す。

高橋は，報道カメラマンとしてアメリカのボストン在住時，アメリカ軍と行動を共にする。イラ

クの隣国クウェートの砂漠につくられたアメリカ軍キャンプにいたが，「2003年 3月 18日，ア

メリカのブッシュ大統領の声明を受けて，中東各地に待機していたアメリカ軍が，戦争開始にむ

けて準備をはじめた」（高橋『ぼくの見た戦争』6）。はじめてイラク兵の死体に遭遇したときで

ある，車輪にひかれたのか，膝の間接がはずれ，両足が不自然なかたちでひらき，仰向けに転

がっていた。「かわいて黒ずんだ血，かたくマネキンのように見える肌を見ながら，ぼくのなか

にはじめて戦争の実感が，じわりとわきだした。『これが戦争なんだ。人が死ぬ。多くの人びと

が……』」（21）。高橋は戦場の現実を問題にする。夢や絶望ではなく，生と死の現実を問う。『そ

れでもなぜ戦場に行くのですか』（NHK 2016年 1月放送）で，フリージャーナリストとしてイ
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ンド在住の高橋は，銃をつきつけられたり，隣の兵士が傷ついたり死んだりしたとき，現実に気

づくと話す。

　横田徹は，むしろ商品化する戦争を意識しているジャーナリストである。『戦争中毒』のなか

で横田は，カンポジアに入って 4日目に，「スクープ」を撮ったときの経験を記す。兵士たちが，

バラバラになった仲間の遺体をかき集めると，それは肉の山になるが，これが，横田が初めて見

た，戦場で死んだ人間の姿だった。これを撮った横田は AP通信プノンペン支局長のロビンに話

すと，写真は APが買うという。しかし結果的に写真は一枚も売れなかった。「そうだった，新

聞で使う写真は，死体をそのまま撮ってはいけないのだった。死体そのものよりも，その死体が

意味する出来事を撮らなければ，売れないのだ」（57）と気づく。

　たとえその写真が戦場の現実を撮ったものであれ，商品として「出来事」を表象していなけれ

ばならない。命がけで戦場に向かうジャーナリストにとっても，売れる商品を生産するかどうか

が問われるのである。商品としての戦場を意識する横田は，シリア内戦について，「金が無くな

れば戦場に行くというフリーランスの典型的な悪いスパイラルと分かりつつも，困窮した状況を

変えるにはシリア内戦しかなかった」（176）という。

　戦場が商品化されるとき，戦場で暴力的に現れている現実を，プロのジャーナリストでさえも，

的確に伝達することが難しくなる。政治や市場経済をはじめさまざまな次元や領域で，戦場はブ

ランド化されているためである。あるいはブランドとして戦場物語が構成されているからである。

　メディアのテクスチャーは出来事と記憶である。この横糸と縦糸によって織られるメディア・

テキストは多元重層的に交錯するが，個としてわれわれは共にアクセスしそこで意味を共有する

ために，メデイア断片をもとに物語をつくりまたつくりなおす。

　セバスチャン・ユンガー（Sebastian Junger）は，Tribe: On Homecoming and Belongingにおい

て，生死をかけて闘わねばならない戦地では，兵士たちは仲間として強く団結するという。戦場

で兵士たちは，人種，宗教，政党などの違いを気にかけないが，祖国アメリカに戻るとそこは，

収入格差，人種や年齢による隔離，無差別発砲，政治的罵詈雑言や軽蔑に溢れている。戦場では

なく，祖国アメリカで，人は壊れるという。

　しかし戦場での団結は戦うための物理的条件だし，だからこそ団結は永年に渡って物語られな

ければならなかった。戦場で兵士は見捨てられることはなく，だから共に団結して戦うという美

学は，西部劇に見る荒野の騎兵隊や駅馬車，プロパガンダ映画やドキュメンタリーをはじめさま

ざまなメディアによってつくられつづける大いなる物語である。むしろ兵士たちは，広告されブ

ランド化された戦場幻想と生死という現実との乖離のために，戦場の現場で壊れるのではないか。

　戦争は，若い兵士たちにとって仕事であって，とっとと終わらせて家に帰ろう，というのが本

音だと高橋はいう。そんな兵士やジャーナリストにとって，自分の身は自分で守るのが基本だと

高橋はいうが，開戦から 20日，はじめて見たアメリカ兵の死をこのようにしるす。

爆発で，ふきあげられたほこりのなかをかけよったぼくらの目にとびこんできたのは，へば
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りつくように地面に横たわった一人の兵士の姿だった。血だらけの頭は，ほとんど胴体から

切りはなされている……

ぼくは今，戦場にきている。（27-29）

メディエイターはアートに向かう

　アートは，生を組み立て直す。日露戦争で敗北，窮状は国内に蔓延し，第一次世界大戦中の

1917年，ロシア・フォルマリストとして知られるヴィクトル・シクロフスキーは異化論を世に

問う。

Habitualization devours works, clothes, furniture, one’s wife, and the fear of war. . . . And art 

exists that one may recover the sensation of life; it exists to make one feel things, to make the 

stone stony. The purpose of art is to impart the sensation of things as they are perceived and 

not as they are known. （Shklovsky 20）

ありとあらゆるものは習慣化する。仕事，衣服，家具，そして戦争への恐怖にまでわれわれは無

感覚になる。1917年というロシア 2月革命の時期，皇帝軍に無差別発砲される日のつづくなか，

戦争は常態となり，これに馴れ生気を失っていく人びとに向かって，シクロフスキーはアートの

力を主張する。アートは，モノを見慣れないものへと異化する。いったいそのモノは何なのかと

いう認知にいたるプロセスは長引き，やがてモノを感じ，生きる感動を取り戻す。

　かつての大いなる国民国家の時代，第一次そして二次世界大戦へと突き進んでいた狂気の時代，

1932年にフロイトがアインシュタインへの手紙のなかで「肝心なことは，人間の攻撃的傾向を

戦争などに発揮される必要のない程度に別の方向に向ける試みならできるということです」（11: 

258）と記すにいたる時代，狂気と殺戮の時代に，アーティストたちは，はじめにダダ運動とし

て，1920年，既成価値の転覆を宣言する。これにつづく 1924年，精神の解放としてアンドレ・

ブルトンはシュルレアリスム宣言をする。絵画「セレベス」（1921）や「大将軍」（1923）で知ら

れるマックス・エルンストは「シュルレアリスムとは何か」のなかで，シュルレアリストは，内

界と外界が境を接する領域を，自由に大胆にまったく自然に動きまわり，この境界の領域つまり，

超現実で見たことを記録し，「自らの革命的本能の赴くところに精力的に参加する」（186）とい

う。

　内界と外界が境を接する境界領域は，フロイトのいう知覚意識と前意識の交錯するところ，社

会や権力と欲望や夢が交錯するところであり，ここにたち起こるアートは，ルネ・マグリット，

マン・レイ，ポール・デルヴォーなどがそうするように，現実にあるモノへの認知を問う。そこ

にある見慣れたモノ ― 戦車（エルンスト），軍靴（マグリット），都市（エルンスト），人間

（ダリ），魚（レイ）― は強烈に異化され，現実の意味を問うようにと仕向けられる。
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　第二次世界大戦時，全米で 10のキャンプに強制収容された日系アメリカ人たちが，バラック

の外で見つけた素材をつかって作った日常品や工芸品は，日本では 2012年 11月，「尊厳の芸術

展 ― “The Art of Gaman”」として東京藝術大学美術館にて開催された。収容所を囲む荒地に転

がる雑木でつくられた鳥や動物，家具などの工芸や，山々の絵画は，記憶の中の荒廃した収容所

環境を異化し，日系アメリカ人の日常を尊厳あるものとして思い起こさせる。そのようにして，

現実感覚や生きる感動を取り戻させる。

　すでにマクルーハンは 1960年代，アートの重要性を問題視していた。メディア・テクノロ

ジーは新たな環境をつくるが，ときに人は環境の変化のために感覚麻痺を起こす。マクルーハン

のいう感覚比率（“sense ratios”）とは，視覚や聴覚という人間の感覚バランスのことであり，テ

クノロジーはこのバランスに変調をもたらす。芸術家は，新しい技術が意識の働きを麻痺してし

まう前に，感覚比率を矯正することができる。

The artist can correct the sense ratios before the blow of new technology has numbed 

conscious procedures. He can correct them before numbness and sbliminal groping and 

reaction begin. （Understanding Media 65-66）

　感覚比率の矯正力はどうして生じるかといえば，アートは環境を知覚させる「反環境」あるい

は「対立環境」だからである。シクロフスキーのいう習慣化／自動化のために，あるいは環境を

日常だと思い込んでいるため，環境への知覚は鈍り全体像をつかむことが難しくなる。文化の体

系を自覚することなく日常を過ごしてしまう。『メディア論』の「ペーパーバックへの序文」の

なかで，マクルーハンは，われわれの心身能力の拡張としてのメディア・テクノロジーは，つぎ

つぎとあらたな環境をつくりつづけ，ときに感覚比率を狂わせることになるが，反環境

（“anti-environment”）や対立環境（“counter-environment”）としてアートは「知覚と判断を訓練

する手段」となる。環境変化によって失うかも知れない感覚比率を調整し，バランスのとれた人

間をつくるのに役立つ。

　アウシュビッツへと，列車に詰めこまれ強制収容された人たちのあの無気力な表情がある。ア

フガニスタンやイラクでの戦争で家族を亡くし自失呆然と立ち尽くす人々の顔。極限状況にある

人間の生をアートは生き生きとしたものにすることができるのだろうか。大江健三郎は『小説の

方法』において，シクロフスキーの知覚の自動化作用からの解放としての異化について論じるな

か，シクロフスキーとボリス・エイヘンバウムのトルストイ論を引き合いにだしてつぎのように

いう。

トルストイが，いかになにもかも「異化」するか。在来あるものの見方に対して，いや事実

はそのようなものではないものとして，現にこのようにあるのだ，といかに執拗な否定をく

りかえして，「異化」を実現しつづけるか。（6）
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異化は，たんに日常的に使い慣れた言葉を見慣れないものに組み立て直すのではなく，芸術家と

ほかのアーティストの関わり，そしてこのようにして生まれる芸術とわれわれの関わりとして，

日常を問いなおす。バフチンの言うように聖と俗を転倒させるカーニバルであれ，瓦礫となった

3.11の現実で演奏される音楽であれ，現実への異化としてアートは日常生活の死からわれわれを

解放する。この解放はたんなる個人的ではないかぎりにおいて，共有される意味として，生きる

価値として，個と共にとってのあらたな解放の物語となる。

　「村上隆の五百羅漢図：回帰と新生」において三木あき子は，2011年の東日本大震災にあっ

て「宗教と芸術と人間の死といった壮大なテーマ，不可能とも思えるような巨大スケールの目標

を設定する必要があったことも否定できない」（30）という。村上は，絶望的状況にあって，希

望を語る物語としての「宗教的文脈の芸術」の必要性を目の当たりにするという。村上の『五百

羅漢図』はテーマや制作方法において，多くのアーティストがさまざまな分野で無力感を抱き創

作できなくなっていた現状への異化であり，現状からの解脱である。

アートと日常と物語

　メディアはアートとおなじように働く，というのはマクルーハンの慧眼である。アートは，美

術館だけにあるのではない。アートはわれわれの日常につながっている。いやむしろアートは日

常としてさまざまな人間や出来事や記憶をコラージュしている。

　メディア・アーティスト眞鍋大度は，ドローンを持って踊るダンサーの動きをコンピュータに

記録する。そのデータをもとにドローンをコントロールするとダンサーと一体化して作動するが，

スポットライトが取り付けられたドローンはダンサーの動きにあわせて光と影をつくりだす。

「ドローンと拡張現実を組み合わせる新しい技術」だという（「本木雅弘×真鍋大度」）。拡張現実

とは，物理的な身体とメディアが構成する新たな現実である。パフュームのアメリカでのライブ

では，上演と仮想空間が目まぐるしく入れ替わり，この現実が世界に同時配信され評判を呼んだ。

すでに拡張現実は，超現実ではなく，われわれの日常である。パソコン，新幹線，スマホ，テレ

ビなど身の回りにあるテクノロジーとの共存それじたいが，マクルーハンのいう拡張現実であり，

われわれの日常である。

　そこは初音ミクのコンサート会場ではなくとも，そこスクリーンに映像と音に変換された電磁

波は出現していなくとも，そこにデータを記憶するドローンが飛んでいなくても，われわれはパ

ソコンのまえに座りながら，ベッドに仰向けになってスマホを見ながら，散歩しながらポケモン

を捕まえようと，拡張現実を経験している。

　「デジタルメディア時代のアート」において，草原真知子は，既存の西欧的アートのパラダイ

ムと情報メディア社会にはズレがあるという。ジャンルとしてのデバイスアートをはじめ，アウ

ラを放つ一過性の伝統的的アートと無限複製可能かつ二次創作可能なデジタルメディアの両極の

間に，メディアアーティストは立つという（草原 226）。しかしすでにアートは西欧芸術とメ
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ディアアートの二項対立としてあるのではなく，交錯や融合や協働としてある。

　この時，境界を越えて移動する複合的主体としてあるわれわれメディエイターは，何によって，

その存在が保証されているのだろうか。アイデンティティをどのようにして実感することができ

るのだろうか。仮想と現実が衝突あるいは融解しあい，伝統とテクノロジーが対立，補完，協働

しあう世界にあって，主体のアイデンティティを構成しつづけるプロセスとは，物語るという上

演をのぞいて他にないのではないか。

It is through narrative that the world appears in its vividness and in its capacity to relate and 

sustain significance. （Silverstone, Media and Morality 52）.

　はじめに兄弟たちは父を倒すために団結しなければならなかったが，声や身振りが，物語り行

為となったにちがいない。フロイトの「トーテムとタブー」（1913）に読めるように，原父殺し

が近親相姦のタブーをつくり宗教，道徳，社会そして芸術や文化の起源となり，この起源が，エ

ディプス・コンプレックスとこれを克服する物語をつくることになる（3:277）。起源の物語は，

この記念碑的出来事のレトリックとして，時を越えありとあらゆる地域において語りつづけられ

る。

　しかし今や物語は，兄弟たちだけではなく，多元重層的主体としてのメディエイターが語るの

である。ありとあらゆる出来事の記憶が交錯しつづける身体としてのメディエイターが語るので

ある。災害，海外旅行，健康，料理，スポーツ，音楽や映画などに参加する文化経験者，消費／

生産しつづけるメディエイターは上演として物語を再生産しつづける。

　物語る主体は多元重層的に関わり絡みあいながら現れ，上演し，またしても物語る。ハイブ

リッドな主体は，現れるという行動において，消費／生産をくりかえし，翻訳をとおして意味を

つくり直し，コミュニケーションしあう。すでに主体のアイデンティティは物語るプロセスにお

いてつくられつづける。

クリエイティヴ・メディエイター

　物理的で仮想現実的ネットワークを生きるメディエイターは，媒体であるかぎりにおいて，そ

の主体は多元重層的であり，コミュニケーションは日常である。元来，コミュニケーションは交

換である。にもかかわらず主体として現れるかぎりにおいて，他者とは異なるアイデンティティ

をファッションする。現実／仮想，主体／他者を越え，革新的に現われつづける。

　このような主体が物語る現場は，たとえばロン・ミュエックの創作現場のように共働する場で

ある。総勢 200人以上の参加によってつくられたという村上隆の『五百羅漢図』の制作現場のよ

うにである。

　創造的にして構築的メディエイターは，ネグリとハートのマルチチュードを思い起こさせる。
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マルチチュードもまたネットワークであり，それぞれの差異を自由で対等に表現する開かれた

ネットワークである。共に働き生きるためのネットワークである。

The multitude too might thus be conceived as a network: an open and expansive network in 

which all differences can be expressed freely and equally, a network that provides the means of 

encounter so that we can work and live in common. （Multitude xiv）

マルチチュードは混沌や社会的騒動ではなく，〈共〉を生産する。この〈共〉は，コミュニケー

ションの基盤である言語，象徴，思考だが，これらがコミュニケーションにおいて生産されるか

ぎりにおいて，さらに新たな〈共〉を未来に向かってつくりつづける。マルチチュードにとって

コミュニケーションは生産である。

What it produces, in fact, is common, and that common we share serves as the basis for future 

production, in a spiral, expansive relationship. This is perhaps most easily understood in terms 

of the example of communication as production: we can communicate only on the basis of 

languages, symbols, ideas, and relationships we share in common, and in turn the results of 

our communication are new common languages, symbols, ideas, and relationships. （197）

言語，象徴，思考そして関係を基盤とする〈共〉とは，意味を共有させる物語である。メディエ

イターは物語という〈共〉を生産し，物理的にして仮想的ネットワークとしてある。仮想現実に

係留されながら物理的現実へと働きかけるメディエイターは，文化経験への絶え間ないアクセス

であり，時間と空間をかるがると越えて旅する転地の経験者である。

　アートを暮らしとして，暮らしをアートとして物語るメディエイターは ― 男性用小便器を

『泉』（1917）と称して出品したマルセル・デュシャンを思い起こすが ― 日常を生きるファッ

ションという個であり共であることにおいて，クリエイティヴ・メディエイターと呼ばれるにふ

さわしい。

　美術史家の宮下規久朗は，太平洋戦争の時代の美術について，「戦争画は，明治以降の西洋画

学習の集大成」だという。大舞台を与えられた画家たちは使命感に駆られて高揚するが，戦争画

は「美術と大衆との空前絶後の蜜月であった」。軍部の圧力によって描くことが強制され，戦意

高揚のプロパガンダという戦争画への批判を認めたうえで宮下は，日本美術がはじめて公共性を

獲得した記念碑であり，近代美術の到達点だという（「つれづれ彩時記」『朝日』20 Aug. 2016）。

特別展『画家たちと戦争 ― 彼らはいかにして生きぬいたか』は，2015年の 7月から 2ヶ月以上

にわたって名古屋市美術館で開催された。そこで藤田の「血戦ガダルカナル」（1944）は展示さ

れたが，戦争の真実としてむしろ生きる力を描いたのが，美術館図鑑表紙絵ともなる，松本竣介

（1912-48）の自画像「立てる像」（1942）である。
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　クレア・ビショップの Artificial Hells: Participatory Art and The Politics of Spectatorshipが出版

されたのは 2012年である。参加型アートの系譜を 21世紀初頭より事例として描出するが，「虹

のキャラヴァンサライ　創造する人間の旅」は今年で３回目になる「あいちトリエンナーレ

2016」のテーマである。芸術監督の港千尋は，この芸術祭について，美術，映像，音楽，パ

フォーマンス，オペラなどの芸術活動をできる限り「複合的」に扱うという。芸術が専門化して

ジャンル化する前の「自然界との連続性を再発見」し，「同時代に生きる人間が創造行為を通し

て自由にアイデアを交換し，その方法を知り，感動を共有する，開かれた『祝祭的』場」だとい

う（Web）。

　参加型アートの場にあって，アートは暮らしとして日常化する。アートは創造的上演として日

常化する。このような場にクリエイティヴ・メディエイターは現れる。

　9.11は，つまるところ国民国家という想像の共同体崩壊を象徴する出来事なのだろうか。国民

国家のつぎに来るべき国家のありようを論じるために，ナショナリズムでも反ナショナリズムで

もない第三の道を切り拓くべきだと，鄭暎恵は『〈民が代〉斉唱 ― アイデンティティ・国民国

家・ジェンダー』でいう。2003年の出版である。イラク戦争が勃発した年である。

　国家を越えて同時多発的に，テロは頻発しつづける。テロはますますメディア・ネットワーク

化するグローバル環境に現れつづけ，ローカルであるはずの文化は恐怖に感染する。ますます比

喩化し商品化する戦場はブランドとしてその現実を隠しはじめる。

　われわれにとってメディア・リテラシーとは何かと問われれば，個という共として生きるわれ

われはみなクリエイティヴ・メディエイターだという認識である。さらにいえば，ネットワーク

化し文化に蔓延する恐怖や屈辱から個を解放するための戦場は，他ならぬ日常にあることの自覚

である。
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〈요약〉
	 	 엔도	슈사쿠	（遠藤周作）	의	「역사	소설」에	있어서,	「강자」	는	「화들주위	순교」	를	이룬	
사람이며,	「약자」는	배교자를	의미한다.	이	양자는	작품	안에서	대조적으로	그려져	양자의	

대립이	작품	구조의	근간을	이루고	있다.	전자의	「강자」를	대표하는	것은	〈페드로	키베〉	이

며,	이것에	대해서는	이미	논했던	적이	있다.	거기서,	본고에서는「약자」	에	대해	고찰한다.

	 	 「약자」	를	대표하는	것은,	「침묵」	의	기지지로이지만,	배교자라고	하는	기준을	두면,	그	

밖에도	이노우에	치쿠고노카미,	로드리고,	훼레이라라고	하는	인물이	해당한다.	이것들과	

「침묵」	전후의	작품의	등장인물을	정리하면,	기지지로와	로드리고라고	하는	2가지	「약자」	

의	계보가	발견되었다.	즉,	기지지로의	계보는,	사회적	지위	낮은	농민으로,	고문의	공포를	

위해서	배교자가	된	인물들이다.	한편,	로드리고의	계보는,	사회적	지위	높은	지식인으로,	고

문은	아니고	사상적	갈등의	끝	뜻밖에	배교자가	되어	버린	인물들이다.	어느	「약자」	로	해도	

신앙을	둘러싼	내적	고뇌를	안고	있어,	그것이	작품의	중심이	되는	〈극〉	을	움직이고	있다.	

이상을	확인했다.

は　じ　め　に

　『沈黙』のキチジローに代表される「弱者」は，遠藤文学において様々な形で登場し，時に主

人公として描かれたり，時に主人公を凌駕するような圧倒的な存在感を持って描かれていく。中

でも遠藤周作の「歴史小説」1） においては「華々しい殉教」を遂げた「強者」と対照的に，心の

弱さ故に棄教してしまった「弱者」として繰り返し登場する。論者はかつて拙稿2） において「強

者」の代表として〈ペドロ岐部〉を取り上げ，様々な作品から考察したが，「強者」と対峙する

「弱者」の重要性も改めて確認することができた。このように遠藤文学における重要な主題の一

つである「弱者と強者」の問題を考えて行く上で最も重要な作品は言うまでもなく『沈黙』（新

潮社，1966・3）である。

　遠藤は『沈黙』執筆のきっかけとなった踏絵を見た時に感じた疑問について次のように述べて

いる。

　この二つの疑問はそれをその後，噛みしめているうちに次第に私には切実なものになりは

じめた。なぜならば，それは強者と弱者，― つまりいかなる拷問や死の恐怖をもはねかえ

して踏絵を決して踏まなかった強い人と，肉体の弱さに負けてそれを踏んでしまった弱虫と
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を対比することだったからである。

 （「一枚の踏絵から」／『切支丹の里』人文書院，1971・1）

　ここには「強者と弱者」の明確な線引きがある。踏絵を踏まなかった「強者」と踏絵を踏んだ

「弱者」である。いずれ「強者」は「華々しい殉教」を遂げていくわけだが，「弱者」の場合は

「転び者」，「棄教者」として心に負い目を感じ苦しみながら後の人生を歩まざるを得ない。だが，

そこにこそ「神と悪魔，人間と社会，肉欲と霊の血みどろな闘い」3） という〈劇〉があり，作家

として遠藤が「弱者」の問題に取り組んだ最大の理由が存在する。

　そこで本稿では「弱者」像が確立した『沈黙』を中心として，『沈黙』前後の作品に散見され

る「弱者」の系譜を整理し，遠藤文学における「弱者」の形象の問題を考察していきたい。

1．「弱者」像の形成

　先に述べたように『沈黙』において「弱者」像が確立されるわけだが，そこに至る初期作品で

既に「弱者」に近い人物が数多く登場している。そのことでまず確認しておきたいことは，初期

作品の主人公が遠藤に近い人物であることだ。遠藤の自作解説では次のように発言している。

…『アデンまで』から『黄色い人』を経て『海と毒薬』という作品を結ぶ一本の線はぼくの

作品の大きな縦糸になっている。『アデンまで』の主人公は『黄色い人』の私になり，『黄色

い人』の私は言うまでもなく『海と毒薬』の二人の主人公，勝呂医師と戸田医師とになって

いたわけだ。『アデンまで』はぼくの今まで書いた小説の原型みたいなものなのだろう。

 （遠藤周作「わが小説」／「朝日新聞」，1962・3・30）

　ここには 3つの重要な証言がある。第一に『アデンまで』―『黄色い人』―『海と毒薬』が

遠藤の「作品の大きな縦糸」であること。第二に主人公も「たがいに似すぎている」こと。そし

て，第三に，主人公が作者の分身であることである。これらを踏まえると遠藤文学において既に

「弱者」は登場していたということになる。『アデンまで』，『黄色い人』，『海と毒薬』のいずれの

主人公も受動的な人物で「弱者」と呼ぶことが出来るからだ。いずれの人物も遠藤が自身の姿を

投影しつつ造型された人物である。それに加えて，「第三の新人」との交流，「切支丹時代」の発

見，ヘルツフォーグ神父の棄教という 3つの要因によってより明確な形での「弱者」が形成され

ていったと考えられる。順に追って見たい。

　第一に「第三の新人」との交流。遠藤は同じ慶応大学出身の安岡章太郎の紹介で後に「第三の

新人」と呼ばれた作家たちと知り合いになり，小説を書くことへの様々な刺激を受けた。中でも

大きく影響を受けた一つが「弱者」の問題であったという。次のように語る。
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ぼくが「第三の新人」から受けた影響というのは二つあると思います。ひとつはなんといっ

ても「第三の新人」の文学 ― といっても全部が全部ではないですが，彼らのなかに共感を

見出したのは，強者の立場から書かないということです。弱者，もしくは劣等者の立場から

書くということですね。それは私がキリスト教にもっていた考え方 ― さきほど申し上げま

した ― と一致しておるわけです。これがひとつ。

（傍線部引用者／対談「文学 ― 弱者の論理 ― 遠藤周作氏に聞く」／「国文学解釈と教材

の研究」，1973・2）

　この中で「共感」とあるように，元来遠藤文学は「弱者の立場」から書かれており，「第三の

新人」たちと交流することによって，「弱者」の問題がより意識化，あるいは明確化されたこと

がわかる。その上で，遠藤の場合はキリスト教の問題から「弱者」の問題を考えるようになった

のである。

　第二に「切支丹時代」の発見。遠藤はフランス留学を通して自分と同じようにヨーロッパに留

学した日本人に興味を持つようになった。調べて行く中で，ザビエルが派遣した最初の留学生ベ

ルナルド，天正遣欧使節，有馬神学校の卒業生たちの存在を知る。さらに上智大学のチースリッ

ク教授の下でキリシタンについて本格的に学ぶ機会を得る。その頃の様子を次のように語ってい

る。

　三浦朱門と私とが上智大学のチースリック先生を週に一回たずね，この切支丹の碩学から

転び者の一人，一人について教えを乞うたあの日々のことを私は今，なつかしく思いだす。

「どうして，あなたたちは」とチースリック先生はある日，苦笑して言われた。「転び者に興

味をもつのですか」

　私は笑って黙っていた。しかし唇にその返事はほとんど出かかっていた。「それは……私

が小説家だからです。そして私が彼等に近い……からです」

　このチースリック先生のおかげの勉強で，私にはしかし，ほんの僅かな知識ではあったが，

その頃の代表的な弱者を選び出すことが出来た。ファビアン不干斎，トマス荒木，フェレイ

ラ（沢野忠庵），ジョゼフ・キャラ（岡本三右衛門）の四人である。

 （傍線部引用者／「一枚の踏絵から」／『切支丹の里』人文書院，1971・1）

　遠藤は「転び者」すなわち「弱者」に興味を持つ理由を，自分が「小説家」であり「彼らに近

い」からという。ここに遠藤と「弱者」の問題の関係を窺うことができる。しかも，4人の代表

的な「弱者」のうち，フェレイラとキャラが『沈黙』の主人公であるし，トマス荒木の名前も

『長崎出島オランダ商館員ヨナセンの日記』に登場する。いずれも『沈黙』と関わる重要な人物

である。こうして彼らが生きていた時代，すなわち「我々の国が，まともに西洋とぶつかった時

代」4） である「切支丹時代」を発見するに至ったのである。
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　第三にヘルツォーグ神父の棄教。1957年，遠藤の母の恩人であり，遠藤夫婦の結婚式の司式

も務めたヘルツォーグ神父が突然，失踪し，のちに日本人女性と結婚するという衝撃的な事件が

起った。このことは，『黄色い人』と『火山』のデュラン，『沈黙』のフェレイラ，『影法師』の

「貴方」のモデルとして繰り返し描かれている。この棄教という問題が「弱者」の意味を問うこ

とにも繋がっていく。遠藤は次のように語る。

遠 藤　だからその棄教者という問題は，さきほど言った外人の神父さんからも私の問題にな

りましたし，それから切支丹時代の棄教者，日本人の棄教者たちの心理，単に教えを棄て

たというのではなくて，ほんとうに自分が愛したものを棄てるということですから，その

心はどうしても考えざるをえなかったんです。

 （遠藤周作・佐藤泰正『人生の同伴者』人生社，1995・11）

　ヘルツォーグ神父がなぜ棄教者となってしまったのか本当の理由は誰にもわからないだろうが，

遠藤にとって信仰の指導者でもあった師を単純に棄教者や，教会の裏切者として断罪することは

難しかったであろうし，できなかったはずである。その苦悩の中で改めて「弱者」の問題を考え

たに違いない。

　こうして遠藤が初期作品で描いて来た弱者的な主人公象は，これらの 3つの出来事により深め

られ，それらが「切支丹時代」を背景とする「歴史小説」において明確な形での「弱者」が形成

されたと言える。しかも，「歴史小説」においては宗教弾圧の過酷な時代にあって，背教か殉教

かというより明確なかたちで信仰が問われるのであり，背教した「弱者」と殉教した「強者」と

いう明確な区分が厳然と存在するのである。

2．2つの「弱者」の系譜

　繰り返すが遠藤の「歴史小説」では，「強者」は殉教者，「弱者」は棄教者という明確な定義が

存在する。この定義を『沈黙』の登場人物にあてはめると，「強者」は雲仙の殉教者たち，キチ

ジローの兄妹，モキチとイチゾウ，長吉，春，ガルペであり，「弱者」はキチジロー，ロドリゴ，

フェレイラ，井上筑後守，通辞となる。それぞれの人物の概略を示すと次のようになる。

　第一に「強者」にあたるのは，殉教者たちである。フェレイラの手紙で紹介された雲仙の殉教

者たちが「まえがき」に登場する。アントニヨ石田をはじめとする殉教者たちは，雲仙の地獄の

ような拷問にも屈せず殉教を遂げている。

　次にキチジローの兄妹である。彼等は密告され，キチジローと共に詮議を受けた。キチジロー

だけが棄教し追放されたが，棄教しなかった兄妹は火刑で殉教した。それに衝撃を受けたキチジ

ローは日本を離れマカオで暮らしていた。8年前の話として語られる。

　モキチとイチゾウは，ロドリゴとガルペが潜入したトモギ村の住民だった。役人の詮議により
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村の代表としてキチジローと共に 3人が役所に出向いた。3人はいったん踏絵を踏むが，さらに

役人から踏絵に唾をかけ聖母の悪口を言うように強制された時，キチジローだけが言われたとお

りに棄教し，モキチとイチゾウはできなかった。そのため，2人は水磔に処せられて殉教を遂げ

た。

　生月島の長吉は，片眼の男で，生月島の久保浦の出身である。イルマンの石田から洗礼を受け，

洗礼名はジュアンである。ロドリゴと同じ牢屋にいたが，役人の刀で処刑された。

　春は，長吉と同じ生月島の久保浦の出身で，イルマンの石田から洗礼を受けた。洗礼名はモニ

カである。ロドリゴと同じ牢屋にいて，ロドリゴに白瓜をくれた。一度踏絵に足をかけたが，ガ

ルペを棄教させるため，役人によって薦に包まれたまま海に突き落とされて絶命する。

　ガルペはポルトガル人司祭である。リスボン生れで，ロドリゴやマルタと同じカムポリードの

修道院でフェレイラから神学を学んだ。フェレイラ棄教の報告を受け，真相を突き止めることと

日本潜伏のため，ロドリゴと共に日本に潜入した。潜入後，ロドリゴと共に宣教にあたっていた

が，役人の追求が激化するに伴い，ロドリゴと別れ単独行動を取ったが捕まってしまう。海に突

き落とされた信徒たちを助けようとして海に入り絶命した。

　こうして見ると，モキチやイチゾウ，春など一度は踏絵を踏んでおり，必ずしも「華々しい殉

教を遂げた」とは言えないが，見せしめのためとは言え殺されたので結果的には殉教者と言える

だろう。彼らのような貧しい農民たちの殉教は「華々しい殉教」に憧れていたロドリゴの幻想を

打ち砕き，あらためて神，教会，信仰の意味をロドリゴに問い直させる重要な役割を果たしてい

る。

　第二に「弱者」。キチジローが代表的な棄教者である。8年前，キチジローとその兄妹はその

一家に恨みをもった密告者のため密告されて切支丹として取り調べをうけた。キチジローは役人

が一寸，脅しただけで棄教したが，キチジローの兄妹は最後まで棄教を拒絶し火刑にかかり殉教

を遂げている。いたたまれなくなったキチジローは日本を離れマカオで暮らしていた。8年後，

キチジローはロドリゴやガルペと共に日本へ戻った。トモギ村で平穏な生活を過ごしていたが，

役人の詮議が激しくなりモキチやイチゾウと共に村の代表として役所に出向かされた。役所で踏

絵を踏み，さらに役人の強制どおりに唾を吐き聖母の悪口を言い追放された。追放後も，ロドリ

ゴを役人に売ったり，何度もコンヒサンをしては棄教を繰り返した。だが，最後には江戸切支丹

屋敷で中間としてロドリゴに仕えている。

　通辞は，キチジローの密告により捕まったロドリゴが日本に来て最初に討論した人物である。

地侍の息子であり，出世するためにセミナリオで学び，通辞となった。洗礼は受けたが，もとも

と修道士になる志も切支丹になる心も持ち合わせていなかったという。カブラル師の日本人蔑視

に強い不満を抱いていた。

　井上筑後守は，30年前，蒲生家の家臣だったとき，切支丹となった。今でも切支丹は邪教と

は思っていないが，日本には必要ないものとして弾圧に当たっている。元切支丹であっただけに

信仰者の弱点をよく知っており様々な方法を駆使して多くの信徒や司祭を棄教させた。
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フェレイラはポルトガル人司祭である。リスボンの神学校で教えていたことがあり，20年間イ

エズス会の地区長として，日本宣教に活躍した。逮捕後，3日間穴吊りの拷問にも耐えたが，同

じ穴吊りにあっている 5人の百姓たちを助けるために棄教した。棄教後は，沢野忠庵という日本

人名を名乗らされ，「天文，医術の書を翻案し，病人を助け」，西勝寺ではキリスト教批判の書，

「顕偽録」を書いている。ロドリゴの説得に当たり日本沼地論を展開する。

　ロドリゴは，鉱山で有名なタスコ町で生れ，17歳で修道院に入った。マルタとガルペと共に

カムポリードの修道院でフェレイラから神学を学んだ。フェレイラ棄教の報告を受け，真相を突

き止めるためにガルペと共に日本に潜入した。トモギ村，五島と宣教の働きは拡大したが役人の

追求が激化した。モキチとイチゾウが水磔で殉教する姿を見届けた後，ガルペと別れ単独行動を

取るが，キチジローの裏切りにより捕まった。同じ牢屋にいた長吉が刀で処刑されたり，春が海

に突き落とされ死ぬ様子やそれを助けようとして海に沈んだガルペの姿を目の当たりにする。穴

吊りの拷問にあっている信徒の苦しみやフェレイラの話を聞き，踏絵を踏み棄教する。棄教後は

長崎でフェレイラと共に切支丹探索の任に当たっていた。江戸に送られたのちは，岡田三右衛門

の名と妻を与えられ，30年間切支丹屋敷に幽閉され病死した。

　ここに登場した「弱者」はよく見ると二種類に分けられる。キチジローを代表とする貧しい信

徒とロドリゴを代表とする智識人である。さらに智識人は通辞，井上筑後守といった日本人と

フェレイラ，ロドリゴの外国人司祭に分けられる。キチジローのような貧しい信徒の中には拷問

の末に殉教する「強者」もいれば，キチジローのように拷問が怖くて棄教する「弱者」もいる。

信徒側の問題は拷問に耐えられるかどうかにあると言ってよい。対する智識人は，日本人側には

幕府の政策の変化や「西洋のキリスト教」に対する不満が根底にあり，拷問とは無関係である。

そして西洋人側は，拷問を受けた上に，数多くの殉教者に対して神が沈黙しているという信仰的

な煩悶と，「西洋のキリスト教」に対する不満もあった。このように棄教した「弱者」もそれぞ

れ異なる理由により棄教しており，単純に切支丹弾圧のせいだけとは言えない。そこで，「弱

者」をキチジローを代表とする貧しい信徒の系譜とロドリゴを代表とする智識人の系譜に分け，

次章から詳しく考察していきたい。

3．キチジローの系譜

　キチジローの系譜に連なる「弱者」を順に「歴史小説」の中から見て行きたい。最初に確認で

きるのは『最後の殉教者』（「別冊文芸春秋」，1959・2）に登場する喜助である。『最後の殉教

者』はいわゆる浦上四番崩れを背景とした作品で，舞台は浦上中野郷である。喜助は「図体だけ

は象のように大きいが体に似あわぬ臆病者で何をさせても不器用」であった。部落の総代の国太

郎爺からは，「喜助はいつかこの臆病ゆえに，ゼズス様を裏切るユダのごとなるかもしれんの

う」と心配されていた。迫害が始まると案の定，真っ先に棄教し，「ころんだ」という証拠の爪

印を押して，皆の前から姿を消した。国太郎爺の心配どおりになってしまったのである。その後，
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中野郷の信徒たちは津和野へ送られ，そこでも激しい拷問を受けていた。そこへ喜助がやってき

て仲間と同じ牢屋に入った。作品はその翌日，喜助の拷問が始まる場面で終っている。

　さて，この作品には様々な問題が孕んでいる。まず「強者」と「弱者」の定義である。棄教し

た喜助は，自分の弱さを嘆き，「人間には生れつき心の強いもの，勇気あるものと，臆病で不器

用なものとの二種類がある」と考える。前者が「強者」で後者が「弱者」である。次に生れた時

代の違いである。「信仰の自由が許されている昔に喜助が生きていたなら彼だって立派とはいえ

ぬまでも，ゼスス様やサンタ・マリア様を決して裏切る羽目には陥らなかったであろう」とある。

これは遠藤が「サド伝」で，サドが「生まれた時代が違えば立派なクリスチャンであっただろ

う」と考えたことと同じである。そして，喜助の信仰が蘇ったきっかけを与えたのがある声だっ

たことである。失意の中にあった喜助に対して次のように呼びかけている。

「みなと行くだけでよか。もう一ぺん責苦におうて恐ろしかなら逃げ戻ってもいい，わたし

を裏切ってもよかよ。だが，みなのあとを追って行くだけは行きんさい」

 （『最後の殉教者』）

　この声を聞いた喜助は，再び中野郷の信徒が拷問にあっている津和野にまでやって来て同じ牢

屋に入ったのである。『沈黙』では主人公のロドリゴに対して踏絵のキリストが語りかけていた

が，ここではキチジローの原型とも言える喜助に呼びかける声が聞えたのである。キチジローと

ロドリゴが同じ「弱者」という範疇で括られる証左と言えよう。

　次に登場するのは『その前日』（「新潮」，1963・1）の藤五郎である。この作品もまた『最後の

殉教者』と同じ浦上四番崩れが背景となっている。

　『その前日』は，作者と等身大の〈私〉が手術を受ける前日の話と，浦上四番崩れの時の藤五

郎の話が同時進行する。手術に怯える臆病者で聖書に触れてから 30年になる〈私〉と，拷問に

耐えられず踏絵を踏んだ「弱虫」で 30歳の藤五郎と，キリストを裏切ったイスカリオテのユダ

の 3人が同質の人間として描かれている。ここに登場する藤五郎がキチジローの系譜に連なる人

物である。

　藤五郎は「体の大きな男のくせに臆病者」で，みんなから軽蔑されており，「三十になっても

嫁のきてがな」く，「母親と二人だけで暮らしてい」た。浦上四番崩れの時，藩の警吏が高島村

を襲撃し，浦上に引っ張られた 10人の男の内の 1人である。村人の心配通り藤五郎は代官所の

吟味で弓をふりあげられる前に踏絵を踏み釈放された。

　藤五郎を除く 9人は信仰を守り抜き，津山に送られる。9人が送られる船着き場には藤五郎の

姿が見られた。津山で拷問を受けていた 9人のうち，一番の年寄りだった久米吉が死んだ。それ

でもなお拷問に耐えている時，藤五郎が牢屋に入れられた。藤五郎は不思議な声を聞いたからだ

という。
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　そうれ…，拷問が恐ろしいなら戻れと言うと，藤五郎は奇妙なことを言いだした。自分が

ここに来たのは声を聞いたからである。自分はたしかにその声を耳にした。その声は藤五郎

にもう一度だけ，皆のいる場所に行くことを奨める。皆のいる津山に行って，もし責苦が恐

ろしければ「逃げもどってよい」から，あと一度だけ，津山まで行ってくれ，と泣くように

哀願したと言うのである。 （傍線部引用者／「その前日」）

　そのようにして皆の元へ戻った藤五郎ではあったが翌日，拷問を受けた藤五郎は再び棄教して，

役人によって追放され，行方知らずとなった。一方で，拷問に耐えた 8人は，明治 4年，新政府

の手で釈放された。

　ここで重要なのは藤五郎が喜助と同様に皆が拷問を受けている場所へ戻ってくれという声を聞

くことと，戻った藤五郎が再び棄教した点である。何度も棄教する藤五郎の行為は一見無駄なよ

うに見えるが，臆病者の藤五郎が拷問を受ける覚悟をして皆の元へ戻ったことは 1人が死んで失

意の中にあった 8人に勇気を与えたに違いない。もしかすると，ここで藤五郎が戻って来なかっ

たら 8人は拷問に耐えられなかったかもしれない。藤五郎の行為には意味があったのである。

　そしてキチジローという名前が初めて登場するのが『雲仙』（「世界」，1965・1）である。この

作品でも作者と等身大の「能勢」という作家が，1631年 12月 5日，雲仙の地獄谷で 7人の信徒

が殉教を遂げた場所を訪れ，その場所にいたはずのキチジローの痕跡を辿る取材旅行である。

「能勢」は，「子供の時，家族ぐるみで洗礼をうけさせられ」「四十歳の今日まで，まだ棄教もせ

ずに生きてきた」人物である。彼が雲仙まで来た最初の目的は，コリヤドの『切支丹告白集』の

中でただ一人の「弱者」である「男」の痕跡を辿るためであった。「強者」の告白にあふれてい

る『切支丹告白集』のなかにあって唯一の「弱者」であるこの「男」は，武士で「能勢と同じよ

うな薄弱な意志やまずしい節操を持って」おり，「三百年も前，司祭の前に駱駝のように跪き幾

分，自暴自棄と自分の汚なさを曝けだす快感にかられ」て，切支丹であることを隠した罪を告白

している。だが，地獄谷に来ると，この「男」ではなくキチジローの姿が「能勢」の前にあらわ

れる。

　キチジローもまた「女房子供の命を逃れうずるために」役人衆の前で転宗を誓った「弱者」で

あった。だが，転んだ後も長崎から小浜まで歩き，さらに雲仙を登って 7人の信徒が拷問を受け

た場所まで来た。この時のキチジローの気持ちを「能勢」は次のように推測する。

「ゆるしてくだされ。わしはお前さまらのように殉教ばできる強か者でござりませぬ。こげ

んな怖ろしか責苦を思うただけで胸がつぶれるような気がいたしまする」

／（転び者には，あなたのわからぬ，転び者としての苦しさがござりまする）

 （『雲仙』）

　雲仙で拷問に耐えた 7人の信徒はさらに島原の刑場へ送られる。キチジローはそれにもついて
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いった。死刑を前にした牢舎にキチジローはあらわれ食事を差し入れする。だが，棄教者である

キチジローからの差し入れは拒否される。次の日，7人の信徒は火刑にあい殉教する。役人が火

をつけた瞬間，キチジローは受刑者に近づくが，役人から切支丹かと尋ねられると，「自分は切

支丹ではない，この人たちとは何の関係もない。ただこの光景に気が顛倒したのだ」と呟いて立

ち去った。キチジローは最後まで「強者」にはなれなかったのである。

　ここでキチジローは，『最後の殉教者』の喜助や『その前日』の藤五郎のように声に促されて

信徒たちのもとに戻ってきたわけではないが，『沈黙』のキチジローとほぼ同様に，「弱者」の苦

しみを味わいつつ，何度も棄教を繰り返している。「能勢」はそんなキチジローを想像しながら，

完全にキチジローと一体化してキチジローの心の弱さに寄り添っている。しかも，これらの記録

を書いたのがクリストヴァン・フェレイラ5） であるところに，『沈黙』との共通性がある。その

ようにして，『沈黙』へと繋がっていくのである。

　また，『沈黙』以後にも姉妹作『黄金の国』（「文藝」，1966・5）と『メナム河の日本人』（新潮

社，1973・9）の 2作に繰り返し登場する嘉助がいる。『黄金の国』では，キチジローがロドリゴ

を裏切ったように嘉助はフェレイラを裏切り役人に居場所を知らせようとし，踏絵を踏む。嘉助

は最初に登場した場面から「弱者」の苦しみを訴えており，ユダの問題に強い関心を持っていた。

踏絵を踏んだ時も次のように訴えていた。

嘉 助　かんにんしてくれんですか。かんにんしてくれんですか。皆の衆。こん世の中には弱

か者と強か者とがおるとさ。強か者はこげんきつかこともこらえてハライソに行かるっと

ばってん，弱か者はこげんして踏絵ば踏んでしまう。 （『黄金の国』）

　嘉助は棄教後もフェレイラの元を訪れ，雪や源之介，久市，茂吉の 4人が水磔にかかることを

報告して去る。

　『メナム河の日本人』での嘉助は，『黄金の国』と同一人物である。フェレイラの居場所を密

告し棄教した罪の重荷に耐えきれず日本を離れアユタヤに流れ着いている。アユタヤでは殉教を

覚悟して日本宣教に向う〈ペトロ岐部〉と出会い慰めを受ける。

嘉 助　いやいや。転び者は地獄の火に投げ入れらるる。そうにきまっとります。こげん俺ん

ような男は。

ペ トロ岐部　いいか，嘉助殿。神さまはな，お前さまのように己がつまずきに泣く者のため

におられるのだ。もし日本の転び者たちが，皆，お前さまのように我と我が身をそのよう

に責め苛んでいるならば…私は尚更，日本に戻りたい。戻って，神さまは罰したり裁いた

りなさるために在すのではない。神さまは転び者の苦しみも心底知っておられると告げに

いかねばならぬ。 （『メナム河の日本人』）
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　ここに登場する〈ペトロ岐部〉は，「強者」であるばかりでなく人間の哀しみを知っている。

そのことをエルサレムやローマを巡る 10年の旅を通して知ったという。だが結局，嘉助は心の

重荷を苦にして生き続ける。

　このようにキチジローの系譜に繋がる「弱者」たちは，作者と等身大の主人公に共感を寄せら

れつつ，信仰の問題に苦悩して踏絵を踏んでいったのである。

4．ロドリゴの系譜

　前述の通り，ロドリゴの系譜とは智識人であり，日本人と西洋人の両方がいる。遠藤文学で 1

番最初に登場する知識人の「弱者」は，『留学』の荒木トマスである。荒木トマスは有馬神学校

を卒業し，しばらく修道士をしていた。1587年，秀吉により突然禁教令が出され日本人司祭の

養成が急務となりマカオの神学校に派遣された。さらに初めてヨーロッパに送られた留学生とし

てローマへ渡り，コレジオ・ロマノで学んだ間違いなく当時としては一流の「智識人」である。

そして司祭の資格を得た後，1614年，伴天連追放令で激しい迫害が始まった日本へ帰国した。5

年間潜伏したがついに捕まり棄教した「弱者」である。「汝のラテン語は善し。されど汝の信仰

は悪し。汝の留学は無駄であった」というオザラザ師の評価6） が最も象徴的である。この荒木ト

マスと対照的な生き方をしたのが〈ペドロ岐部〉である。拙稿7） で論じたように，遠藤文学で初

めて〈ペドロ岐部〉の名前が登場したのが『留学』であった。荒木トマスと〈ペドロ岐部〉は同

じ有馬神学校を卒業し，同じようにローマへ渡り神父の資格を取り，同じように日本へ帰国し潜

伏司祭として活躍した。だが，逮捕後，荒木トマスは棄教し，〈ペドロ岐部〉は殉教をした。同

じような道を歩みながら最後は全く別な人生を歩んだ対照的な二人の生き方は，「強者と弱者」

の問題を考えるための絶好の題材だったと言えよう。しかも荒木トマスもまた，遠藤が自分に近

い人物として共感を持って描かれている。このことは，『留学』が単行本として刊行される際に

削除された第二章の末尾部分に明確に現われている。『沈黙』とも関連する箇所なので引用した

い。

　信徒だけではなく，宣教師や司祭のような人たちの中にも，取調べの最中に棄教した者が

いた。外人宣教師のキャラやフェレイラや日本人の荒木トマスのような人物がそうである。

キャラやフェレイラは，転んだあとは岡本三右衛門とか沢野忠庵という日本名をつけさせら

れ役人たちの手先にされている。日本人の女を妻にもち子供まで生んだその人たちのことを

教会側の研究では僅かしかふれていないが，その僅かな解説にも伝道史の汚点であり裏切者

だという烈しい非難の言葉が使われていた。

　（中略）

　夕靄は街道を包みはじめていた。大村湾の島々も，もう背後の空の暗さと区別がつかなく

なっている。この夕靄の街道を荒木トマスや沢野忠庵や岡本三右衛門などは，幾度通りすぎ
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たことであろう。彼等は迫害の時代に生れたため，裏切者と言われ伝道史上の汚点と非難さ

れ，自分は今の時代に生れたからせいぜい布教雑誌で叩かれるだけですみ，こうして妻や子

供までつれて九州に遊びに来ている。しかしこの夕靄の街道を荒木トマスや沢山の転び信徒

が工藤と肩を並べて歩いている。 （傍線部引用者／「留学」／「群像」，1965・3）

ここに出てくる「外人宣教師のキャラやフェレイラ」は言うまでもなく『沈黙』の主人公ロドリ

ゴのモデルとなったイタリア人司祭ジュゼッペ・キャラとポルトガル人司祭フェレイラのことで

ある。2人は背教した後，それぞれ「岡本三右衛門」，「沢野忠庵」と名乗らされ日本の役人の手

先となった「転び者」であり，荒木トマスも「転び者」として似たような境遇をたどっている。

また，ここで彼等達「転び信徒」と一緒に歩いている工藤は，「第一章　ルーアンの夏」の主人

公で，フランス留学の経験があるカトリック信徒の作家であり，作者自身が色濃く投影された人

物である。「転び者」への遠藤の深い共感を読むことが出来る。

　こうして『沈黙』では，フェレイラとキャラが主人公となっていったわけだが，姉妹作の『黄

金の国』では，井上筑後守とフェレイラが「弱者」として登場する。『沈黙』に登場した井上筑

後守は元切支丹であったことを自分でも告白しているが，なぜ切支丹を棄てたのかは語られてい

なかった。それに対して『黄金の国』の井上筑後守は棄教の理由を語っている。

井 上　余が棄てたわけか。それはな…この日本の土にあの教えの苗は育たぬと思うに至った

からだ。（中略）

井 上　…いいか。朝長。余は時折，この日本が嫌になることがある。嫌というより怖ろしく

なることがある。切支丹で申す悪魔よりも，もっともっとうす気味のわるい泥沼だ，この

日本は。他国のどんな苗でもこの沼に植えれば，枯れるか，似ても似つかぬ花を咲かすの

だ。 （『黄金の国』）

　井上がここで語る「日本泥沼説」は『沈黙』ではフェレイラがロドリゴに語ったものであるが，

『黄金の国』では井上筑後守が切支丹であり後に殉教する朝長作右衛門に語っている。この意味

は大きい。いわば，井上筑後守とフェレイラの深い関連性を窺うことができるからだ。さらに

フェレイラを尋問した時の井上の次のセリフも重要である。

井上　そこもとの神が勝つか。余が勝つか。平田。 （『黄金の国』）

　このセリフは明らかに芥川龍之介『神神の微笑』（「新小説」，1922・1）の「泥烏須が勝つか，

大日靈貴が勝つか」を意識したものと言える。先ほどの「日本泥沼説」も『神神の微笑』でオル

ガンティノ師を脅かす日本の「造り変える力」とよく似ている。こうした『沈黙』と『神神の微

笑』の関連についてはいくらか議論もあるが，ここを見る限り影響関係は明らかであろう。
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　さらに，『黄金の国』のフェレイラは，『沈黙』のロドリゴのように信徒が迫害を受けているの

に沈黙している神に疑念を抱いている。様々な拷問にも耐えたが，最後には信徒たちを助けるた

め踏絵を踏む。ロドリゴのように踏絵から声は聞えないし，ロドリゴとは異なり，踏絵を踏んだ

ことを後悔しているような様子も見られるが，日本で 25年間宣教の働きをして，様々な迫害や

殉教を見て来た結論として説得力がある。

　そして，『メナム河の日本人』にもモレホンという元神父が登場する。史実のモレホン神父は

27年間日本宣教で活躍し，日本追放以後も日本再潜入の方法を画策していた日本宣教の中心人

物であった。だが，『メナム河の日本人』のモレホンはアユタヤに教会を建てたが，女性問題の

ため教会から離れたという過去を持つ。この点ではヘルツォーグ神父を思わせる。そしてアユタ

ヤの町ではいつも酔っ払い，神からも人からも忘れられたいという願いを持ってひっそり暮らし

ている。この点ではグレアム・グリーン『権力と栄光』のウイスキー神父を思わせる。

　作品中でのモレホンの役割は，アユタヤに住んでいた日本人たちや，心の重荷を負っている嘉

助，殉教した〈ペドロ岐部〉，王室の権力闘争に夢破れた山田長政らの人生を見守ることにある。

モ レホン　人はそれぞれにわが身を賭けたもののために死んでいく。ペトロ岐部もオーヤ・

セーナ・ピモック・長政殿も。その二人の臭いが，この日本人町の跡のどこかにまだくす

ぶっているようだ。その人間の臭いのなかには神がいる。神もその跡を私たちと同じよう

に，つらそうに見ておられる気がする。 （『メナム河の日本人』）

　このようにロドリゴの系譜につながる「弱者」たちは，智識人として高度な智識を要しながら，

あるいは智識ゆえに「日本と西洋」「日本人とキリスト教」の問題にぶつかり，キリスト教から

離れて行ったと言えるだろう。

5．荒木トマスの問題

　最後に荒木トマスの問題について言及しておきたい。前述のように荒木トマスは，『留学』に

初めて登場し，「強者」の〈ペドロ岐部〉と対照的な「弱者」として，他の作品にもいくつか登

場する。拙稿6） で論じたように，〈ペドロ岐部〉は『沈黙』に大きな影響を与えている。その

『沈黙』の「オランダ商館員ヨナセンの日記」の中に一箇所だけ荒木トマスの名前が出て来る。

次の箇所である。

一六四五年（正保二年十一月・十二月）

十 二月五日　（略）余は日本に来た時から背教パードレたちの事を知ろうと努めたが，荒木

トマスという日本人は長くローマに滞在し，法王の侍従を勤めたこともあり，前に数回キ

リシタンであることを自訴したが，奉行は，彼が老年のために精神錯乱したのであると考
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えて放置し，その後一昼夜穴で吊された後，教えをすてたが，心中には信仰を失わず死亡

した。今は二人のみ生存しているが，一人は忠庵というポルトガル人で元当地の耶蘇会の

長であったが，その心は腹黒い。他の一人はポルトガル，タスコ生れの司祭ロドリゴで，

これも奉行所で踏絵を踏んだ。二人とも現在，長崎に住んでいる。

 （傍線部引用者／『沈黙』）

　原典である村上直次郎訳『長崎オランダ商館の日記』（岩波書店，1956～1958）では「トー

マ」となっているが『沈黙』ではわかりやすく「荒木トマス」と変更されている。これ以外で，

荒木トマスに関する内容に変更はない。ただ，沢野忠庵（フェレイラ）と共に長崎に住んでいる

「背教パードレ」が「ロドリゴ」となっており，原典にある「前の乙名後藤庄三郎殿（町年寄後

藤庄左衛門貞朝か）の兄弟」とは全く異なる。これは明らかに創作である。

　また，『沈黙』に関連する形で遠藤はいくつかのエッセイを書いていて，その中にも荒木トマ

スの名前が見受けられる。その 1つが三浦朱門と共著の『キリシタン時代の知識人 ― 背教と殉

教 ―』（日本経済新聞社，1967・5）である。この中に「トマス荒木 ― 最初のヨーロッパ留学

生の苦悩」という章があり，荒木トマスについて説明しているが，実は『留学』「第二章　留学

生」とほぼ同じである。「荒木トマス」が「トマス荒木」となるなど多少の語彙の違いはあるが

内容はほとんど変わらない。もう一つは『沈黙』の取材記録や舞台裏を語ったエッセイ「一枚の

踏絵から」（『切支丹の里』人文書院，1971・1，所収）であり，これも『留学』「第二章　留学

生」と内容が重なる。

　そして，荒木トマスと同じようにヨーロッパへ渡り日本に帰国したのちに背教した天正少年使

節の一人千々石ミゲルと同列に比較する形でエッセイ「主観的日本人論 Ⅱ」（「朝日新聞」，

1972・8・28）や小説『銃と十字架』（中央公論社，1979・4）に登場する。特に『銃と十字架』

では荒木トマスと〈ペドロ岐部〉の生き方の違いについて明確に示されている。次の箇所である。

　ペドロ岐部が千々石ミゲルや荒木トマスの轍を踏まなかったのは，この基督者の歴史的行

為と基督教との明確な区別を認識したためだと思われる。不幸にして千々石ミゲルや荒木ト

マスは十六，七世紀の西欧基督教会の行動を基督教の教えそのものと混同した。この世紀の

教会の過失を，基督教自体の性格と錯誤したのである。彼等は基督教会もまた歴史的に数多

くの過ちを犯しながら，より高きものに成長していくのだという「教会の成長」という考え

を持ちえなかったのだ。千々石ミゲルや荒木トマスは，この時代の教会の過失を基督教その

ものと同一視して，信仰を放棄した。だがペドロ岐部は彼等二人よりも，よくイエスを知っ

ていた。 （傍線部引用者／遠藤周作『銃と十字架』）

　『留学』の時点では「転び者」の荒木トマスと「殉教者」の〈ペドロ岐部〉という認識しかな

かったが，ここではなぜ 2人が異なる生き方をしたのかその分岐点をヨーロッパ体験に置いてい
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る。「転び者」となった千々石ミゲルや荒木トマスと，「殉教者」となった〈ペドロ岐部〉の生き

方の違いは，ヨーロッパの植民地支配の現状に対して，教会の過失と基督教そのものとを区別で

きるか否かにあったという。このことは，遠藤自体が「基督者の歴史的行為と基督教との明確な

区別」ができるようになったことを示しているのではないだろうか。この頃，遠藤の切支丹研究

は 10年以上におよび，東京，東北，長崎の日本各地にある殉教地を何度も訪れて小説の糧とし

てきた。子供の頃から読み続けていた聖書研究も，最新の神学を学んだ上でエルサレムも訪れ，

『イエスの生涯』『キリストの誕生』『死海のほとり』を著した。その上で，〈ペドロ岐部〉のよう

な「強者」の心情と，荒木トマス，千々石ミゲルのような「弱者」の心情のいずれにも通じるよ

うになったのであろう。以上のように「弱者」の問題は『沈黙』以降の遠藤文学にも影響を与え

続けたのである。

註

1） 遠藤文学における「歴史小説」については，以下の拙稿において整理をこころみた。ご参考い
ただければ幸いである。
　拙稿「遠藤周作の「歴史小説」の一側面 ― 松田毅一との関連をめぐって ―」（『遠藤周作
研究』第 4号，2011・9）

2） 例えば，次のようなものがある。
1， 「遠藤文学における〈ペドロ岐部〉（一）―『留学』『沈黙』を中心として ―」（『遠藤周
作研究』第 8号，2015・9）

2， 「遠藤文学における〈ペドロ岐部〉（二）―『メナム河の日本人』から『王国への道』ま
で ―」（『京都外国語大学研究論叢』第 85号，2015・7）

3， 「「人間」を語る「歴史小説」― 山本周五郎『赤ひげ診療譚』と遠藤周作『王の挽 
歌』―」（『キリスト教文藝』第 31号，2015・7）

3） 遠藤周作「白人の小説について」（『毎日新聞』，1955・7・28）
4） 遠藤周作「切支丹時代の智識人」（「展望」，1966・1）
5） 『沈黙』の「まえがき」にはフェレイラが篤実な信仰者として雲仙殉教の様子を伝える手紙が
引用されている。このフェレイラの手紙は実在のフェレイラが書いたものであり，レオン・パ
ジェス『日本切支丹宗門史』（岩波文庫，1960～1962）などで見ることができる。『沈黙』にお
いては H・チースリク『キリシタン人物の研究　邦人司祭の巻』（吉川弘文館，1963・12）の
「アントニヨ石田」の中から抜粋し引用されている。

6） 遠藤周作「トマス荒木 ― 最初のヨーロッパ留学生の苦悩」（『キリシタン時代の知識人 ― 背
教と殉教』日本経済新聞社，1967・5）

7） 拙稿「遠藤文学における〈ペドロ岐部〉（一）―『留学』『沈黙』を中心として ―」（『遠藤
周作研究』第 8号，2015・9）
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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.

  We have already discussed in the previous paper how the graduates obtained their views 

of Japanese education when they started learning. We are going to discuss in this paper how 

hhe graduates deepen their knowledge on Japanese education and how they grow with their 

knowledge and experience or how they utilize their ability in their job field after gradution from 

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く，他の職域へと就い

ていくことは，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，課程での学びを最大限に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）。また異文化コミュニケー

ション能力や対人コミュニケーション能力，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）入学時においては，どのような思いで課程を選択し，課程で何を
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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，課程を選択したにもかかわらず，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。

　前稿（中川 2016cc）では，日本語教員養成課程修了生の課程入学時の思いについて扱った。

本稿では，課程修了後，課程で身に付けた資質や能力をもとに，修了生がいかに変容を遂げてい

くかについて，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学びの受容

　前稿（中川 2016cc）で考察した，日本語教員養成課程修了生の学びの概念は次のようであっ

た。

表 1　日本語教員養成課程修了生の学びの受容

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

　日本語教員養成課程修了生が，入学当初より日本語教育にいかなる思いを医抱いていたか，前

稿では，上記概念を次のように読み取った。

　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
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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，糧の使命は果たしていると言えるで

あろう。

　こうした思いは，課程での学びを深めていくうちに変化していくのか，課程の修了生がいかに

変容し，人間的成長を遂げていくのかを考えることが本稿での課題となる。

2　インタビューの分析 ― 終了後 ―

　入学当初より「日本語教員になりたい」という強い意志を持ち続け，理想と現実とのギャップ

に悩まされながらも，初心貫徹し，日本語教員に就いた者もいれば，日本語教員の道を断念した

者もいる。

　では課程での学びは，課程修了後にどのような形で結実したのだろうか。

概念⑨：学習ストラテジー（データ番号 C①）

　調査協力者 Bは，インドネシアでの日本語教育に当たった。赴任前にインドネシア語を勉強

する際，自分が日本語を教えている方法でインドネシア語を勉強すれば，うまく行くのではない

かと，「学習ストラテジー」の獲得を実感する。つまり日本語教育能力の受容と獲得が新たな世

界観の形成に変容を遂げる例である。

概念⑩：外国人とのコミュニケーション（データ番号 C②）

　外国人と結婚した調査協力者 Gは，同じ境遇の外国人へのアドバイザーとして，日本語教育

が役立つと語る。つまり，先輩としてよりも，フォリナートークの技法を含めた，「他者配慮」

の姿勢が養われたのではないかと考えられる。

　調査協力者 Iは，課程修了後，日本語学校職員として多くの留学生と接してきた。そこで役

立っているのは，いかに効果的に伝えるかという技法である。ただ一方的に伝えるのではなく，

相手に合わせた伝え方があるはずだと，自分自身の変容ぶりを語る。この「対人コミュニケー

ション」の技法は，職業上だけではなく，日常生活においても重要である。

概念⑪：対人関係能力（データ番号 C③）

　調査協力者 Fは，日本語教育経験を通じて，外国人とのコミュニケーションがうまくなった

のではないかと語る。最後まで言わないという日本語の論理から脱して，最後まではっきり言う
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ことによって，分かりやすい話し方ができるようになったと語る。日本語教育の賜物である。

　調査協力者 Hは，大学時代のオランダ留学，現在の日本語教員の経験を通じて，偏見をなく

す姿勢が養われたと語る。その姿勢や能力は，決して目に見えて獲得されたと実感できるもので

はないが，知らず知らずのうちに自分自身の変容に気付くものであろう。

　調査協力者 Iは，例えば経済学などのほかの専攻を選んでいた場合とは異なり，日本語教育を

学ぶことにより，「対人関係能力」の身に付いているだろうことを振り返る。

　「対人関係能力」の獲得とは，コミュニケーション能力が身に付いたと考えてよい。

概念⑫：異文化受容能力（データ番号 C④）

　日本語教員養成課程で獲得される能力として，「異文化受容能力」のあることは，前稿でも述

べた通りである。

　課程では，外国人とともに学ぶ，外国へ行くのが当たり前であるなどの多言語・多文化環境が

自ずと「異文化受容能力」を身に付けさせる（調査協力者 K）。

　多言語・多文化の中で学んだ経験は，世界へ目を向け，関心を向ける目を養わせてくれる（調

査協力者 P）。

　課程では外国人とともに学んだため，その経験から平和貢献が果たせる自分への変容が期待さ

れる。

概念⑬：すべてが役に立っている（データ番号 C⑤）

　課程での学びすべてに満足している（調査協力者 L）と語る修了生もいるが，修了生の意見は，

課程のカリキュラムを考える上で極めて重要である。課程のカリキュラムは，「コミュニケー

ション」を教育内容の中核に据え，「地域・文化・社会」「教育」「言語」がそれを取り巻くよう

案配されている（中川 2016b）が，すべての領域がコミュニケーション能力の獲得に必要である

という考えを示している。すなわち課程の修了生には，コミュニケーション能力が受容され，そ

れを発揮するよう変容を遂げていると考えてよい。

概念⑭：アドバイス（データ番号 C⑥）

　海外での日本語教育経験は，今後当地へ赴きたい人たちへのアドバイザーとして情報発信源と

なる（調査協力者 O）。

　つまり情報発信者への変容である。

概念⑮：アイデンティティ（データ番号 C⑦）

　調査協力者 Qは，学生時代にオランダへ留学し，修了後メキシコで日本語教師を経験した。

そうした経験が自分自身を語るアイデンティティになっていると考える。

　つまり様々な経験（受容）が新たな自分へと変容させるという考えである。
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概念⑯：愛着（データ番号 C⑧）

　上記調査協力者 Q同様，日本語教育が自分自身を形成するという考えから，ボランティアと

して日本語教育とかかわっていきたいとの考えが生まれる（調査協力者 R）。日本語教育には，

それだけの魅力があると言えるが，課程修了後，日本語教員に就かずとも，在野の日本語教育人

として活躍できる十分な能力を備えていると考えられる。

概念⑰：職場で日本語教育（データ番号 C⑨）

　これまでに述べてきたような，課程の修了生が課程で身に付けた資質や能力は，様々な職域で

活かされる。今後ますます求められるであろう外国人対応や「話す」「書く」能力提供として，

社会に活かされるはずである（調査協力者 J）。首を傾げざるを得ない日本語表現が横行してい

る昨今だが，様々な日本語場面で課程の修了生の活躍が期待される。

概念⑱：すべてが役に立っている（データ番号 C⑩）

　日本語教員養成課程の修了生には，日本語表現能力が獲得されたものと思われる（調査協力者

T）。豊かな表現能力を身に付け，普段の言葉遣いに関心を持つことは，美しいメッセージの発

信者として自分自身を変貌させることであり，日本語教員養成課程修了生にもっとも期待される

能力であると考えられる。

表 2　日本語教員養成課程修了生の学びの概念

修了後

① C① 学習ストラテジー 学習者の立場から語学学習のコツをつかむ

② C②
外国人とのコミュニ
ケーション

課程では，外国人といっしょに学習する

③ C③ 対人関係能力 対人コミュニケーション能力

④ C④ 異文化受容能力 異文化コミュニケーション能力の育成

⑤ C⑤ 全てが役に立っている 課程のカリキュラムが充実している

⑥ C⑥ アドバイス 後進の指導に当たる

⑦ C⑦ アイデンティティ 日本語教育経験がアイデンティティとなる

⑧ C⑧ 愛着 ボランティアででも日本語を教えたい

⑨ C⑨ 職場で日本語指導 日本語力が身に付いている

⑩ C⑩ 日本語表現能力 豊かな日本語表現能力が身に付いている

3　日本語教員養成課程修了生の学びの変容

　前稿及び本稿より，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。
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表 3　日本語教員養成課程修了生の学びの概念

学びの
受容と
変容

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

言語学習館 学習ストラテジー

コミュニケーション

外国人とのコミュニケーション

対人関係能力

異文化受容能力

人間性
アドバイス

アイデンティティ

日本語能力
職場で日本語指導

日本語表現能力

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。

　修了後，日本語教員に就かずとも，課程で獲得された資質や能力は，本人は自覚していなくと

も，目に見えざる部分で発揮され，「人間性」「コミュニケーション能力」「日本語能力」などと

して発動される。また修了後すぐ日本語教員に就かなくても，近い未来において，日本語教育の

知見は，社会に還元され，グローバル人材として活躍できる舞台が広がってくるはずである。

　日本語教員養成課程修了生には，日本語教育経験をアイデンティティとして，さらに自らの能

力に磨きをかけ，社会で活躍できる人材と変容していくことが期待されている。

84 日本語教員養成課程修了生の学び



日本語教員 

日本語教員 
国際性 
教員志望 
言語学習 

期待通り 
道が険しい 
理論と実践 

努力 

学習ストラテジー 
外国人とのコミュニ

ケーション 
異文化受容能力 
アドバイス 

アイデンティティ 

職場で日本語指導 
日本語表現能力 

非日本語

教員 

愛着

図 1　日本語教員養成課程修了生の学びの構造

参考文献

門倉正美（2011）「日本語教育の社会貢献とは？」
木下康仁（2003a）『グラウンデッド・セオリー・アプローチ　質的実証研究の再生』弘文堂。
―（2003b）『グラウンデッド・セオリー・アプローチの実践　質的研究への誘い』弘文堂。
―（2007a）『ライブ講義M-GYA　実践的質的研究法　修正版グラウンデッド・セオリー・
アプローチのすべて』弘文堂。
―（2007b）「グラウンデッド・セオリー・アプローチ（M-GTA）の分析技法」『富山大学看
護学会誌』第 6巻 2号，富山大学，pp. 1-10.

戈木グレイグセル滋子（2000『グラウンデッド・セオリー・アプローチ』新曜社。
―（2008）『実践グラウンデッド・セオリー・アプローチ』新曜車。
鈴木寿子（2011）「『日本語教師にならない人』にとっても有益な日本語教師養成はどうあるべき
か ― 開放的教師養成の一考察 ―」『リテラシーズ』8，くろしお出版，pp.30-38.
―（2012）「共生社会における日本語教師養成のための一考察 ― 言語生態学的内省モデル

の提案 ―」『人文科学研究』No. 8，pp. 15-26.
中川良雄（2007）「日本語教員が考える日本語コミュニケーション能力 ― 大学の日本語教員の場

合 ―」『研究論叢』京都外国語大学，pp. 158-174.
―（2009）『「求められる日本語教員に日本語教員養成課程はどう応えるか」に関する総合的
研究』（平成 18年度～平成 20年度科学研究費補助金基盤研究（B））（課題番号：18320084，
研究代表者：中川良雄）研究成果報告書）。
―（2013）「日本語教員養成課程修了生の日本語教育の受容と変容」『研究論叢』第 80号，
京都外国語大学，pp. 151-162。
―（2015a）「日本語教員養成課程修了生は，グローバル人材になりうるか」『中国日語教学
研究会文集』第 11号，大連理工大学出版社，pp. 219-224.
―（2015b）「日本語教員養成課程修了生の学び：コミュニケーションー ― M-GTAによる
分析 ―『研究論叢』第 85号，京都外国語大学，pp. 191-203.
―（2016a）「日本語教員養成課程修了生の社会貢献」『研究論叢』第 86号，京都外国語大学，

pp. 121-134.

85日本語教員養成課程修了生の学び



―（2016b）「日本語教員養成課程修了生の社会貢献とグルーバル人材育成に関する構造化
研究／平成 25年度～平成 27年度科学研究費補助金基盤研究（C））（研究代表者：中川良雄，
課題番号：25370607研究成果報告書』，pp.1-88.
―（2016c〉「日本語教員養成課程修了生の学び ― 受容と変容（1）―」『研究論叢』第 86

号，京都外国語大学，pp. 21-40.
文化庁・日本語教員の養成に関する調査研究協力者会議（2000）『日本語教育のための教員養成に
ついて』。

羽入佐和子「大学の『第三の使命』としての社会貢献」（http://www.zam.go.jp/pdf/00000335.pdf# 
search=ʼ%E5%A4%A7%E5%AD%A6%E3%81%AE%E7%A4%BE%E4%BC%9A%E8%B2%A2%E7%8C%AEʼ） 
（2015年 8月 27日）

文部省学術国際局（1985）「日本語教員の養成等について」文学教 156号。
―（2005）「我が国の口頭教育の将来像」〈中央教育審議会　答申〉（http://www.mext.go.jp/

b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/attach/1335581.htm）））（2015年 8月 2）

【付　分析ワークシート】

データ番号 C①

概念名 学習ストラテジー

定　義 学習者の立場から語学学習のコツをつかむ

バリエーション
（具体例）

調査協力者：私，インドネシアに行くに当たって，インドネシア語を勉強したんですけ
ど，日本語学科で日本語の教え方を学んで，学習者の立場を考えて，授業を作るっ
てことを考えてましたけど，インドネシア語を学んでいるときは学習者になるんで，
実際に学んでみたら，学習者の気持ちがよく分かったので，日本語で教えるように，
自分が外国語学ぶときも，どのようにすれば学びやすいっとことを考えていったと
いうことですかねえ。

調査者：ストラテジー。
調査協力者：ストラテジー，はいそうですねえ。日本語で教えたように，学習者にして
もらうように自分も，こう，やって行けば学びやすいと言うことがよく分かったの
で，日本語のその，日本語教育を学ぶ前，だから高校生のときは英語を勉強するの
とか，外国語を勉強するのが苦手だったんですけど，日本語教員養成課程，まあそ
れ以上に，日本語教師になったってことが一番大きいんですけど，まあそうなって
から，語学勉強している今のほうが，外国語を勉強しやすくなったなあと。

調査者：コツがつかめた，そんな感じかな。
調査協力者：コツがつかめた，はい。（調査協力者 B）

理論的メモ • 日本語教授法を学ぶことで，他の学習も容易になる。
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データ番号 C②

概念名 外国人とのコミュニケーション

定　義 課程では，外国人といっしょに学習する

バリエーション
（具体例）

調査者：もうひっつ質問がありました。学んだことが今後生活の中でどのように活きて
くると思いますか。

調査協力者：うーん，学んだことが今後の生活で活きてくる。えっと，そうですね，あ
のー，私夫中国人なので，彼のいろんな質問には，今でも日本語の質問とか，そう
いうのにはよく質問されたり，彼を通じて，周りの中国とかベトナムとか，日本語
を話さない人たちの質問責めにはよく遭います。

調査者：それにちゃんと答えられる調査協力者：はい。
調査者：それに学んだことが役に立っている。
調査協力者：すぐ思いつくのはそういうことですかね。お母さん同士とかでも，よそか
ら来られて，中国人の妻とかで来られた，日本人の妻ですか，で来られた人とか，
あのー，また全然別のタイとか，いろんな国の人とかで，一定の仲良くはなれても，
一段踏み込んでとかいうときに，あのー，なんかちょっと，お互いにどう付き合っ
ていいのか遠慮してしまうところがあったりするのを，中国の人は結構親しく話し
かけてきてくれますね。そんな時にいろんな相談事とか聞いたりとか，日本ではど
うなんとかいう話をきっかけ，糸口にはよく。

調査者；そういうコミュニケーションがうまくなってるかもしれない。
調査協力者：うまくなっているかわかりませんけれども，聞きやすいと思うんですけれ
ど。

調査者：そういオーラが出てるんでしょうか。（調査協力者 G）

調査者：そういった大学で身に付けたこと，あるいは今仕事をしていることで，知識と
か経験とかいっぱいあると思うんですが，それが今後の生活の中でどのように活か
されていくでしょうか。

調査協力者：はい，えっと，大学を卒業して，えー，8年ぐらいずっと日本語学校で働
いていて，あのー，学生がオール中国だったので，700人近い留学生と，中国から
の留学生と接して，その中でいかに物事をスムーズに噛み砕き，彼らが生活しやす
いように説明できるかとか，例えばビザの書類を書かせるに当たり，どうやって工
夫をしたら，彼らが戸惑うことなく書けるのかとか，受験の資料も面倒見てました
し，そういう部分において，こう仕事をしやすいツールを作るであるとか，人にも
のを伝える時に，相手に合わせた伝え方をできるかとか，今はもう日本語教育に携
わっていないですが，今の仕事でも役には立ってるなと思います。

調査者：仕事面だけじゃなくて，生活の場でもそうですよね。近所の人とのコミュニ
ケーションとか。

調査協力者：そうですね。
調査者：そういう場面でも。（調査協力者 I）

理論的メモ
• 日本語による外国人とのコミュニケーション
• そのためには，テクニックが必要である。
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データ番号 C③

概念名 対人関係能力

定　義 対人コミュニケーション能力

バリエーション
（具体例）

調査者：じゃ，最後の質問なんですけれど，課程で学んだことが今後の社会でどのよう
に活かされていきますか。Fさん自身の社会生活の中で。

調査協力者：うーん，そうですね。課程で学んだこと。
調査者：日本語教員以外のことでも結構ですが。
調査協力者：そうですね。
調査者；例えば人との接し方とか。
調査協力者：うーん，そうですね。課程で学んだことと実際に働き始めてから学んだこ
とが混じりあっていて，難しいところもありますけれども，ひとつ言えるのは，説
明をするというのが，うまくなったなとは思います。

調査者：それは教える時の説明。
調査協力者：そうですね。
調査者：その説明のしかたというのは，人に道を説明するとかいうのもいっしょでしょ
うかね。

調査協力者：そうですね。
調査者：というのは，話し方がうまくなった。分かりやす話し方ができるようになった。
調査協力者：これも相手に確認をしたわけではないので，自己満足っていったらあれな
んですけれど。外国人にとっては分かりやすいけれども，日本人に対して回りくど
いかもしれない。最後まで言わない美徳を，もしかしたら言い過ぎている部分が自
分自身あるのかもしれないので，そこはなかなか確認できないんですけれども，声
の出し方が自分自身ちょっとずつ変わってきているというのを感じますね。（調査
協力者 F）

調査者：大学で学んだこと，そして今の職業で学んだことが今後の生活の中にどのよう
に活かされていくんでしょうか。

調査協力者：そうですね。あのー，日本人と話すに当たっても，そうでない人と話すに
当たっても，あまり変な先入観を持たないようになりました。

調査者：なるほどね。
調査協力者：で，ちょっと違う考え方とか，それから食習慣とかでもそうなんですが，
いろんな話を聞いて，それにびっくりしたりだとかすることもすごく多いですし，
それにもうけっこう慣れてしまったんですけど，あのー，この仕事をそのうち辞め
たりとかして，全然違う仕事をするようになっていても，たぶんいろんな人がいて，
それにはそんなに驚いたりしないでしょうし，あまり垣根を作らないで生きていけ
るかなとは思います。

調査者：そういう能力というのは，それも知らず知らずのうちに身に付いているんじゃ
ないかということですかね。だから日本語学科で学んだことっていうのは，目に見
えて分かるものではない。英語がじょうずになったとか，どういうものじゃないけ
れども，やはりどこかで活かされているんですね。（調査協力者 H）
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バリエーション
（具体例）

調査者：課程で，先ほどから言っているように，いろんなものを勉強したと思うんです
けどね，身に付けた能力が今後の生活の中で活かされていくと思いますか。

調査協力者：今後の生活の中で。その人とかかわるということがですか。
調査者：そういうものも含めて。
調査協力者：それは，人と人ということであれば，別に日本人同士でも同じことなので，
そうですね，人との関わり方ということであれば，別に，はい，あのー，日本人し
かいない社会で生きてきていたとしても活かされる。

調査者：どういう風に活きてくるでしょうか。どういう能力が活きてくると思いますか。
調査協力者：人間関係の構築だったでしょうか。
調査者；なるほど。まあね，よく言われるように，学科で勉強することによって人付き
合いがよくなったとかね。日本語教師という仕事を選ぶことによって，人に対する
愛情というかね，おもてなしというかね，そういうものがいう意見もあるのですけ
れども，例えば経済学を勉強していたとか，理科系の科目を勉強していたのとは
ちょっと違ったものが身に付いたってことは考えます。（調査協力者 J）

調査者；じゃあね，課程でいろんなことを勉強しましたが，その勉強したことが今後の
生活の中でどのように活かされていくでしょうか。

調査協力者；今後の生活の中で。まあ，お客さんが，営業もしてるんですけど，全国各
地にいて，話していて，この人はどこの人だなというのが分かるとか，それで話が
広がることがあります。

調査者；方言ですか。
調査協力者；方言，はい。
調査者：それが分かるようになった。
調査協力者；その地域のことが分かると，お客さんとの話も広がるじゃないですか。
調査者；はい，はい。どこの出身ですかって。
調査協力者；はい。（調査協力者M）

調査協力者；それで日本へ帰ってからすぐお金を返しました。えっと，一瞬焦ったり，
恥をかいたりしましたが，度胸の付いている自分を発見しました。これもコミュニ
ケーション能力なんでしょうか。

調査者：危機回避能力でしょうかねえ。（調査協力者 A〉

理論的メモ • つまりはコミュニケーション能力が身に付いた？
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データ番号 C④

概念名 異文化受容能力

定　義 異文化コミュニケーション能力の育成

バリエーション
（具体例）

調査協力者：そうですね。基礎というか，何と言ったらいいんでしょう。でもさっきの
異文化に対する感が堅田とかも，もちろん海外に行ってから初めて気持ちが開い
たってのはありますけれど，環境，外国人がたくさんいたりだとか，外国に行くこ
とが普通だという，多言語の学科であったことで，外国に行くのが普通だってイ
メージが付いてきましたし，日本語学科で 4年間過ごして気が付いたこともありま
すけども，何でも受け入れやすい姿勢はできましたね。あとは，技術的なことは，
現場に出なければ分からないことがいっぱいあったので，勉強したことは意味ある
と思いますけれど，それだけじゃなくて，現在まで現場で積んできたものを還元し
ていくというのは重要だと思います。中国に 3週間行ったとか，出版社でアルバイ
トさせてもらったとか，その時から人がいないとダメ段だなと思って。

調査者：なるほどね。そういうキャラを持っていて，それを大学で活かされたと思うし，
大学で学んだ学問も Kさんに合っていたのかな。

調査協力者：そうですね。日本語教育能力検定試験というのも，一つの目安となって，
在学中に合格できたというのも，自分の中の大きなポイントだったなと思います。
一生懸命勉強できるのは，大学生のころしかなかったので，いろいろ勉強して，先
生方に質問に行けたりだとか，分からないこと聞いて，そういう環境があったのは，
あの時に勉強しておいてよかったなと思います。（調査協力者 K）

調査者：では，最後の質問です。じゃあさっきも少し言いましたが，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と思いますか。

調査協力者：生活ですか？仕事じゃなくて？
調査者：うん，生活です。
調査協力者：はい，生活ですね。生活……？えーっと，日本語教員養成課程で学んだこ
と……。例えば，小さいことで言えば，日本語の乱れみたいなんだけど，ニュース
とか聞いててもアナウンサーの人のね，今のなんか違うよねって思うこともあるし，
そういうのも大学でそういう勉強しなかったら，意識しなかったこと。本とか読ん
でても。

調査者：うんうん，なるほどね。
調査橋梁者：もっと広く言えば，単純に海外への意識は，海外っていうか外とか。それ
から日本に来てる外国人とか。そういう人達への意識は強くなってるかな。

調査者：それは意識するようになってるってこと。
調査協力捨：うん，例えば学生がいる国の出身国のニュースに目が向くようになるとか。
今だったら，最近私はスウェーデンとかスリランカの学生とかちょこちょこもつよ
うになったけど，たぶんそういう学生がいなかったら，さらっと流れてたような
ニュースに目が……。

調査者：ああ，あまり気にはとめなかった。
調査協力者：うん，うん。
調査者：その学生の国にまあ，ちょっとより興味というか関心が向いている？（調査協
力者 P）

理論的メモ
• 課程では，外国人とともに学んだ。
• 差別や偏見をなくす態度・姿勢。
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データ番号 C⑤

概念名 全てが役に立っている

定　義 課程のカリキュラムが充実している

バリエーション
（具体例）

調査者：じゃ，大学で勉強したことが今後の生活の中でどのように活かされていくと思
いますか。いろんなことを勉強しましたけどね。

調査協力者：うーん，まあ今の仕事にすべて役に立っている。
調査者：今は日本語教師ですからね。
調査協力者：すべてと言えばすべてです。
調査者：今の職業がすべてですね。大学で学んだことをフルに利用している。（調査協
力者 L）

理論的メモ
• 課程のカリキュラムに満足している・
• 課程のカリキュラムがう充実している。

データ番号 C⑥

概念名 アドバイス

定　義 後進の指導に当たる

バリエーション
（具体例）

調査者：大学でいろんな学科目を学びましたよね。そしてメキシコで身に付けた知識な
どが，今後の生活の中でどのように活かされていくでしょうか。

調査協力者：生活に関しては難しいですけど，仕事に関していえば，今後の人たちの教
育に役立つのじゃないかと思います。とかあの，お金は少ないですけど，オプショ
ンを持っている日本国内の大学生とか海外に出たいけどっていう人たちにとっての，
日本だけじゃなくて，なんかやっぱり国内志向がすごく強い気がして，日本人って
結構いるんだよ，情報の発信になるのかなと思います。少しずつ日本人が外に出て
いくことのきっかけならないかと思います。（調査協力者 O）

理論的メモ
• 様々な経験が役に立つ。
• 日本語教員としての経験。
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データ番号 C⑦

概念名 アイデンティティ

定　義 日本語教育経験がアイデンティティとなる

バリエーション
（具体例））

調査者：じゃあ Qさんが日本語教員養成課程で学んだことが，今後 Qさんの生活でど
う活かされていくと思いますか。

調査協力者：そうですね……。活かされる？
調査者：活かされていくか。
調査協力者 Q：そうですね，まああの，私はオランダにも行けて，その後でのメキシ
コでの日本語教育が今の私のアイデンティティになってると思うので，また日本語
教育ができる環境になれれば，学んだことを活かして頑張りたいなと思います。
（調査協力者 Q）

理論的メモ • 日本語教育経験は，社会のあらゆる領域で活かせる。

データ番号 C⑧

概念名 愛着

定　義 ボランティアででも日本語を教えたい

バリエーション
（具体例）

調査者：えー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
ていくと思いますか。

調査協力者：そうですねーこれから私もーやっぱりもったいないですから，どうにかし
ていきたいとは思いますけど，やっぱり，もう一度，機会があれば，またどこかで
ボランティアをしたいなって思ったりします。

調査者：ボランティアですか。職業としては，考えていませんか。
調査協力者：今のところはー，そうですねやっぱり，家庭があるので。（調査協力者 R）

理論的メモ • 課程修了後，どんな職業を選択しようとも，ボランティアで日本語が教えられる。
• 日本語教育にはそれだけの魅力がある。
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データ番号 C⑨

概念名 職場で日本語指導

定　義 日本語力が身に付いている

バリエーション
（具体例）

調査者：具体的に，役に立ったなと感じたことってありますか。経験ー
調査協力者：そうーですねー。一応，今のたち，今の立場でいうとー，そのー，ま，部
下ーの人が何人かいるんですけどー，ま，その人達ー，の指導もしているんです
がー，その人達の作った文章だとかー，あの，メールだとかー，っていうの最終
チェックは私がしてるんですけどー，ま，けっこう年齢が上の方もいらっしゃっ
てー，けっこう日本語がまちがっていたりだとかー。

調査者：へー。それはどのくらいですか。上の方はー
調査協力者：それは，40代ーの方ー，とかもいらっしゃる，んですけどー，敬語と
かー，たまにーそのー，直したりー。

調査者：話すことですか。
調査協力者：話す方もあるしー，書く方もあるしー，けっこうまちがった日本語を，
使ってる人が意外と多くてー。でー，そういうときにー，私が最終的に直したりー，
するんですけどー，ま，言語はどんどん変わっていくと思うんですけどー，そう
いったーことーで，うーん，役に立つのかなあと思います。（調査協力者 S）

理論的メモ 課程の修了生は，貴重なアドバイザーとなる。

データ番号 C⑩

概念名 豊かな日本語表現能力が身に付いている

定　義 日本語表現能力の獲得

バリエーション
（具体例）

調査者：えー，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
いくと考えるか，教えてください。

調査協力者：学んだこと。うーん。ま，さっき言った対人関係であるとかー，あとはー，
言葉に対して，自分が普段使っているような言葉に対して，こう，疑問を持ったり，
この，関心を持ったり，ふふ，こういう使い方でいいのかなとか，どういうふうに
話せばこう，より伝わるのかなーとか，うーん，そうね，メッセージとして，ま，
お店で言えば，こうどういう風に表現すればー自分のことが，よりーわかってもら
えてー，てー，心を打つようなメッセージが送れるようになるのかなっていうその
言葉については，日本語っていうもので，すごく，いろいろ，深い，ねえ，すごく，
たくさんの表現の仕方があるっていうのを，うーん，知ったのでー，うーん，ふふ
ふ。そっかな，表現の仕方，として，うん，これからも役に立つんじゃないかなと
思います。（調査協力者 T）

理論的メモ • 日本語表現能力は，どこでも活かせる。
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〈Summary〉
  In order to promote the establishment of an educational environment which corresponds 

to globalization from the elementary to secondary education stage, it is necessary to develop 

people who can act independently with a global point of view in a society that is becoming more 

international. Japanese school must have reformed comprehensively on such measures as 

enhancing education to deepen international understanding and teach foreign languages, 

promoting international exchange, enhancing education of Japanese students overseas, and 

enhancing education for returning Japanese students from overseas and foreign students in 

Japan.

1．はじめに

　21世紀の地球世界は，社会制度のさまざまな側面において，かつてないほどの文明的試練を

経験するといわれ，通信技術と交通手段の驚くべき発展による三つの現象，すなわち，グローバ

リゼーション，リージョナリゼーション，およびローカリゼーションが同時進行するきわめて複

雑な時代に突入している。こうしたなかで，グローバリゼーションは人の国際的移動や，物，情

報，技術，人などの国境を越えての移動をますます活発化させるとともに，相互依存性を高め衣

食住の生活形態や言語，政治・経済・教育などの社会制度，人々の私生活にいたるまで地球規模

での共通化を進めている。さらに民族や地域を基盤とする紛争や分裂が起こる一方，様々な統合

や連携も模索されはじめ，そのような意味での地球規模での課題に対する国家を超えた機関や組

織の構築など，「地球規模社会」を形成しつつあるかのようにみえる。

　わが国においては 1960年代に入り，急激な経済的発展に伴い，日本人の海外での活動範囲が

物理的・社会的に拡大し，経済面での「物」や「技術」の世界各国との緊密な交流が達成された

が，それにつれ異質な文化を持つ者が互いに接触しあうときに生じる文化摩擦や文化複合などの

国際化にまつわる文化面での諸問題が発生した。それらの異文化接触などの結果として生じる諸

問題を解決するため，国際化社会で通用する人間の育成をも含めた国際理解教育の必要性が重要

視されだした。

　特に日本人の場合，すべての物事の発想の原点に，「日本人らしく」「日本人だから」「日本人

として」と言ったような「日本人」であるか否かを常に問題としてきた推移があるが，しかし

「日本人的なもの」を超越した人類共通の普遍的価値を追求する態度を併せ持つことが国際化時
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代においては重要な課題となる。「日本人的なもの」以外に，「人類にとって普遍的なる価値」に

コミットすることこそ，日本人が国際化時代を通じて堅持すべき基本的態度でなければならない。

　学校教育においても教育の個性化・多様化を進めるために，「特色ある学校づくりの推進」と

して様々な取り組みが報告されている。特に特色ある学校・学科・コースなど，多種類の学科，

コース，学系を設置し，国際理解や外国語能力の育成を目的とする学校など様々な特色のある新

しいタイプの学校が設置されてきているが，ここでは日本おける国際理解教育の展開，国際化社

会と資質・力量形成，学校教育における国際化への取り組み，およびグローバル社会における教

育課題について述べてみる。

2．日本における国際理解教育の展開

　教育の分野での「国際化」の概念は，1971年にパリの OECD本部から出版された「日本の教

育政策に関する調査報告書」の中で戦後，初めて登場したが，この報告書では，わが国の国際化

時代の教育のあり方に関して，「日本が他のすべての国々と同じように，世界共同体の一員とし

ての十分な考慮をはらうことなしに，教育問題を考え，どんな計画を立ててみても，それは不完

全である。日本もまた，外に広がる世界に依存している。そして，この世界の必要性は国際参加

を求める日本自身の必要と両立しがたいものではない。小さくなる世界のなかにあって，国家利

益は，他国との平等の立場に立って協力しあうとき，もっともよくその目的を果たすことができ

る」など，世界共同体の一員としての，日本の教育の分野における世界的参加の必要性を述べて

いる。さらに，この報告書では，日本の教育が国際参加を実現するうえで必要な条件として，外

国語教育の改善，外国留学の問題，外国人に対する日本の教育機関の開放，世界的な役割を果た

す教育および国際協力などの 5点について明示していた 1）。

　1987年には，臨時教育審議会の最終答申がだされた。そのなかで国際化への対応のための改

革として，⑴帰国子女・海外子女教育への対応と国際的に開かれた学校をめざす，⑵留学生受け

入れ体制の整備・充実，⑶外国語教育の見直し，⑷日本語教育の充実，⑸国際的視野にたった高

等教育のあり方，⑹国際社会に通用する日本人として，主体性を確立し自らを相対化する態度と

能力を育成することの必要性，などを強調している。また同年 12月に文部省では教育課程審議

会の答申を受けて，幼稚園から高等学校までの学習指導要領を改訂したが，その趣旨はこれから

の社会の変化とそれに伴う幼児・児童・生徒の生活や意識の変容に配慮しつつ，生涯学習の基盤

を培うという観点に立ち，21世紀を目指し社会の変化に自ら対応できる心豊かな人間の育成を

図ることを基本的なねらいとした。特に国際理解を含め，わが国の文化と伝統を尊重する態度の

育成を重視することなど，文化と伝統の尊重と国際理解の推進，のような方針がうちだされた 2）。

　さらに 1996年にだされた第 15期中央教育審議会の第一次答申「21世紀を展望したわが国の

教育の在り方について」が描く教育の在り方を前提としての，「ゆとりの中で生きる力をはぐく

む」ことが教育課程審議会答申でも基調となっていた。それに基づき改正された小・中学校の新
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学習指導要領は 2002年度から全面実施，高等学校では 2003年度から実施された。学習指導要領

の「教育課程の基準改善のねらい」としては，⑴豊かな人間性や社会性，国際社会に生きる日本

人としての自覚を育成すること，⑵自ら学び，自ら考える力を育成すること，⑶ゆとりある教育

活動を展開する中で，基礎・基本の確実な定着を図り，個性を生かす教育を充実すること，⑷各

学校が創意工夫を生かし特色ある教育，特色ある学校づくりを進めること，の 4点であるが，こ

れらは校種を越えてすべての学習指導要領の基盤となっていた。また同答申が「各学校段階・各

教科などに通じる主な課題に関する基本的な考え方」の中で，国際化への対応としては，中学校

および高等学校における外国語の必修化と小学校での外国語学習の推奨，横断的・総合的な学習，

さらに教育課程の基準の大綱化・弾力化に関しては，各学校の創意工夫の尊重と「総合的な学習

の時間」の創設が提唱され，総合的学習の時間の内容として「国際理解，情報，環境，福祉・健

康など」を挙げていた 3）。

　2008年 1月 17日の中央教育審議会答申「幼稚園，小学校，中学校，高等学校および特別支援

学校の学習指導要領等の改善について」に基づき，学校教育法施行規則の一部を改正する省令並

びに幼稚園教育要領，小学校学習指導要領および中学校学習指導要領が公表された。学校教育法

施行規則の一部を改正する省令の主な内容は，小学校及び中学校等の各教科の授業時数を変更し，

総授業時数を増加するとともに，小学校の教育課程に外国語活動を加えた。幼稚園教育要領，小

学校学習指導要領および中学校学習指導要領改訂の基本的な考え方は，①教育基本法改正等で明

確となった教育の理念を踏まえ「生きる力」を育成する，②知識・技能の習得と思考力・判断

力・表現力などの育成のバランスを重視する，③道徳教育や体育等の充実により，豊かな心や健

康な体を育成する，などであった。国際化への学校教育の対応としては公共の精神，生命，伝統

や文化の尊重し，我が国の郷土を愛するとともに，国際社会の平和と発展に寄与する態度を養う，

小学校段階における外国語活動については，グローバル化の進展や国際協力が求められる社会を

背景に，小学校高学年段階における外国語活動の導入の必要性が述べられていた 4）。

3．国際化社会と資質・力量形成

　これまで日本において，具体的な日本人の多文化共生社会で必要とされる国際的資質といった

ことが，あまり論議されることがなかったため，国際社会に生きる日本人の育成とか国際理解教

育といっても観念的であり，教育実践に役立てることが困難であった。しかし 21世紀の経済・

技術大国としての日本には，世界中の国々からわれわれ人類共通に直面している未解決な地球規

模での諸問題解決のための責任と共同・協力が求められている。教育においては，「世界の中の

日本人の育成」などが謳われたり，国際理解教育の必要性が叫ばれたりしているが，ここでは日

本人が国際化社会で必要とされる資質・力量について考えてみたい。

　この分野についての主な調査研究をみてみると，1988年に NHKが実施した日本人の国際意識

調査がある。この研究結果によると，まず国際社会の中で日本が求めている「国際人」の条件と
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しては，3名に 1名は外国語に堪能であること，4名に 1名は人種などの偏見をもたず，どこの

人とも対等に付き合える人だと考えていることが明らかにされた。国際社会において日本は将来

どのような方向に進むべきかに関しては，「差別のない社会」志向は 39％，「リーダーシップ」

志向は 22％，「経済強調」志向は 20％，「民族の優秀性」志向は 9％，したがって「差別のない

社会」志向が多数を占めているが，かなり分化していることが明らかにされている。この調査を

通して日本人の心の「国際化」に求められるのは，「何よりも異質の「他者」を見出し，その

「他者」との対話の中から自国の在り方を問い直し，諸外国，諸民族との対等な関係を作りあげ

ていく側面である」と理解することができた 5）。

　1989年には，国際理解教育における指導目標を明確にしようとする意図のもとに，アメリカ

とカナダの大学・研究所の日本人教授を対象として，日本人が国際社会に生活するうえで基本的

に必要とされる能力，態度，資質についての調査が実施されているが，もっとも重要とされる資

質は，「相手方の言葉に十分通じ，言いたいことを不自由なく伝えるコミュニケーション能力の

あること｣（1位），｢人それぞれ文化的背景も好みも考え方も異なり，その多様性に富むことを

積極的に評価できること｣（2位），「相手をよく理解するとともに，相手にも自分をよく理解さ

せること｣（3位）であった。自由記述回答への内容分析の結果では，「自己確立」と「コミュニ

ケーション能力」が挙げられていた 6）。

　また 1990年には，「日本の児童・生徒の国際的資質能力育成に関する基礎的研究」の調査結果

が発表されたが，この研究は求められる国際的資質を調査によって明確にすることを目的とした

ものである。調査対象者は，現在海外に在住している者，すでに帰国している者の両方を含む異

文化体験者および異文化未体験者とし，被験者は，企業勤務者，教員，国際機関勤務者，学校の

保護者，成人した帰国子女，大学生などである。これらの回答から，国際社会で必要とされる国

際的資質および能力として，⑴人種や民族に対する差別や偏見の除去，⑵自分の考えをしっかり

持ち，それを肩肘張らずに主張できること，⑶外国人である相手を理解し，コミュニケートでき

る能力，⑷人の生命や権利を尊重する態度，⑸異なる文化の多様性を積極的に評価できること。

など 5項目を，調査回答者が全体的に特に重要であるとみなしていることがわかった 7）。

　1996年には，「在日留学生と日本人ボランティアの交流に関する意識調査結果報告」が発表さ

れたが，この研究により，留学生に対するボランティア活動をおこなっている社会人と大学生が，

留学生との交流を通して得た経験から，日本人が国際化社会で必要とされる資質および能力とし

て，⑴人種や民族に対する差別や偏見の除去，⑵異なる文化の多様性を積極的に評価できること，

⑶外国人である相手を理解し，コミュニケートできる能力，⑷自分の考えをしっかり持ち，それ

を肩肘張らず主張できること，⑸日本文化についての豊富な知識，など 5項目を重要とみなして

いることがわかった 8）。さらに 2000年には，「在日中国人元留学生に対する日本留学効果の評価

に関する調査結果報告」が発表されたが，その中で在日中国人元留学生に対し日本人が国際化社

会で必要とされる資質・力量についての調査を実施し同様の結果を得た 9）。

　上記の諸調査研究から国際化社会で必要とされる資質・力量に関する「差別・偏見の除去」
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「自己表現」「コミュニケーション能力」「人権の尊重」「異文化への興味」などの事項は，さらに

「人権の尊重」「文化理解」「表現力」の三大項目に要約できる。

4．国際化社会に対応した教育実践の取り組み

　国際化の進展に伴い，今日，教育実践の分野においても数々の新しい施策が実施されているが，

ここでは高等学校における国際交流プログラム，外国語教育改善のための施策である英語による

コミュニケーション能力の育成を目的とした「スーパー・イングリッシュ・ランゲージ・ハイス

クール」や「スーパーグローバルハイスクール」での英語教育プログラム，英語以外の外国語教

育の現状を考えてみたい。

A）国際交流のための施策

　外国の学校との姉妹校提携の実態 ―「外国の学校と姉妹校提携を結んでいる高等学校等は

2014年 5月 1日現在 1,043校（公立 542校，私立 492校，国立 9校）となっており，提携先は

42か国・地域にわたり，国・地域別ではオーストラリアが最も多く 473校，次いでアメリカ 372

校，韓国 274校，中国 216校の順となっていた。なお姉妹校提携を結んでいる学校は延べ 2,102

校で平成 23年調査より約 10％増加していた。」 10）

　生徒の国際交流の現状 ―「外国への修学旅行を実施した高等学校は 2014年 5月 1日現在，

延べ 1,300校（公立 437校，私立 852校，国立 11校）で，行先は 31か国・地域にわたり，参加

生徒数からみるとアメリカが最も多く，260校 35,168人，次いでシンガポール 167校 23,571人，

台湾 140校 20,829人，マレーシア 132校 20,614人の順となっていた。なお参加者数は，延べ

168,668人で，平成 23年調査より約 11％増加していた。外国への研修旅行に高校生を派遣した

学校数は延べ 3,197校（公立 1,937校，私立 1,219校，国立 41校）で，行先は 44か国・地域に

わたり，アメリカが最も多く 10,100人，次いでオーストラリア 9,819人，イギリス 4,568人，カ

ナダ 3,914人の順となっていた。さらに研修旅行参加生徒数は，延べ 38,152人で，2011年調査

より約 27％増加していた。外国の高等学校へ高校生を留学生として派遣した学校数は延べ 1,879

校で，渡航先は 46か国・地域にわたり，アメリカが最も多く 1,156人，次いでニュージーラン

ド 847人，カナダ 642人，オーストラリア 454人の順となっていた。留学生徒数は，延べ 3,897

人で，2011年調査より約 20％増加した。外国からの教育旅行を受け入れた高等学校は，延べ

1,315校（公立 805校，私立 481校，国立 29校）で，訪問者の国は 46か国・地域にわたり，台

湾からの訪問者が最も多く 11,382人，次いで韓国 5,567人，アメリカ 2,922人，オーストラリア

2,082人の順となっていた。訪問者数は延べ 28,663人で，2011年調査より約 80％増加していた。

また日本の高等学校が受け入れた外国人留学生は，延べ 1,665人（公立 449人，私立 1,204人，

国立 12人）で留学生の出身国は 48か国・地域となっており，出身国別に見ると中国が最も多く

536人，次いでアメリカ 149人，タイ 127人，ドイツ 109人の順となっており，受け入れた外国

人留学生の数は，2011年度と比べると約 30％増加していた。さらに日本の高等学校等が受け入

99グローバル社会への学校教育の対応に関する一考察



れた外国からの研修旅行生は，延べ 4,966人（公立 2,500人，私立 2,362人，国立 104人）で研

修旅行生の出身国は 44か国・地域で，出身国・地域別にみると，オーストラリアが最も多く

1,354人，次いで韓国 772人，アメリカ 675人，台湾 559人の順となっており，受け入れた研修

旅行生の数は，2011年度と比べると約 58％増加していた。」 11）

　以上から，外国への修学旅行，研修旅行および外国の高等学校への留学のいずれに関しても，

派遣した数と受け入れた数にはインバランスがあり，それが故に高等学校での国際交流内容は，

強いて言えば日本人生徒を海外に送り出すユニラテラル（一方的）な傾向があったように思われ

る。しかし今日の国際化された社会においては，海外からの生徒の受け入れをも積極的に進める

バイラテラル（双方的）な教育交流が緊要であると思われる。外国から生徒を受け入れる意義と

しては，諸外国との間の相互理解と友好の増進に寄与し，外に向けての国際化が達成されること

である。また海外からの生徒の受け入れを転機として，制度面だけではなく当該学校の教職員の

意識改革をも含めた，国際的にも通用する教育の提供などの内に向けての国際化が計られること

である。さらに，留学生が日本での日常生活を通して，日本人生徒との交流を深めることは，人

間的な触れ合いによる心の交流と異文化理解のきっかけを与えるという意味があり，そのことが

日本人生徒の国際化への大きな助力ともなりえると考えられる。こうしたさまざまな意義をもつ

海外からの生徒の受け入れへの対応は，21世紀に生きる子どもたちの国際化の成否にもかかわ

る課題であり，今後のさらなる充実が望まれる。

B）外国語教育の改善のための施策

　日本の外国語教育の改善は，国際理解にとって不可欠な要因である。最近の中学校・高等学校

での外国語教育は，外国語を通して，言語や文化に対する理解を深め，積極的にコミュニケー

ションを図ろうとする態度の育成を図り，聞くことや話すことなどの実践的コミュニケーション

能力の基礎を養うことを目標としている。さらに英語は，母語の異なる人々の間をつなぐ国際共

通語として最も中心的な役割を果たしており，子どもたちが 21世紀を生き抜くためには，国際

共通語としての英語によるコミュニケーション能力を身に付けることが不可欠である。このよう

なことに鑑み，今後 5カ年で「英語が使える日本人」を育成する体制を確立すべく，平成 20年

度を目指した英語教育の改善を目標や方向性を明らかにし，その実現のために国として取り組む

べき具体的な行動計画である「「英語が使える日本人」の育成のための行動計画」 12） が発表され

た。

　「英語が使える日本人」の育成は，子どもたちの将来のためにも，また，わが国の発展のため

にも非常に重要な課題であるが，本行動計画では，「英語が使える日本人」育成の目標や英語教

育改善のためのアクションなどが詳細に検討され具体的に示されている。ここでは先進的な英語

教育などの推進のための方途として 2002年度から英語によるコミュニケーション能力の育成を

目的とした「スーパー・イングリッシュ・ランゲージ・ハイスクール」と「スーパーグローバル

ハイスクール」の取り組みや高等学校における英語以外の外国語教育の実施状況について述べて

みたい。
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　スーパー・イングリッシュ・ランゲージ・ハイスクール ―　「確かなる学力」の向上に向け

た取り組みの一つとして，今後の英語教育の改善に資する実証的な資料を得るため，2002年度

から，英語教育に重点的に取り組む高等学校などを「スーパー・イングリッシュ・ランゲージ・

ハイスクール（SELHi）」（期間は 3年間）に指定し，英語教育を重視したカリキュラムの開発，

一部の教科を英語によって行う教育，大学や海外姉妹校との効果的な連携方策などについての実

践的な研究を行った。SELHiについては，行動計画の中で「平成 17年度までに計 100校の指定

を目標」としており，その内訳は，2002年度は 18校（公立 15校，私立 3校），2003年度は 34

校（国立 1校，公立 25校，私立 8校），2004年度は 35校（公立 21校，私立 14校），2005年度

は 31校（公立 17校，私立 14校）であった 13）。

　スーパー・イングリッシュ・ランゲージ・ハイスクール（SELHi）指定校では様々な特色ある

実践的な英語教育改善のための取り組みがなされていたが，ここでは実践事例を取り上げ，それ

らについてのソフト面およびハード面での工夫や成果や効果を次に示した 14）。

　 1．指導法・教授法などのソフト面での工夫に関しては，「英語によるイマージョン教育の体

育・保健・家庭科・情報・日本史・化学などでの実施」「海外の高校生との交流の機会などを活

用した生徒の英語運用能力の向上を図るための学習法・指導法の実践」「インターネットを利用

し遠隔授業や電子メール交換などによる，生徒の総合的な英語運用能力の向上を図るためのシス

テムの構築と実践」「他教科との連携（英語教材の開発・総合的な学習での取り組み）」「アン

ケートやインタビューによる生徒の興味・関心の把握，ALT（外国語指導助手）の専門分野を活

かした講座（音楽，スポーツ，映画，調理，観光，歴史，各国史，経済，文化，科学などの生徒

の選択）の設定やシラバスの作成」「リスニング・スピーキング能力の向上をめざす英語カリ

キュラム・教材・指導法の工夫，およびリスニング・スピーキング能力の効果的な測定法の実

践」「県下 40名中 29名の ALTによる教材作成協力」などがあった 15）。

　 2．留学・英語合宿研修などのハード面での工夫に関しては，「英語圏への海外修学旅行，海

外の姉妹校・提携校との生徒交換プログラム，短期海外語学研修プログラムなどの実施」，「他校

ALTのホームステイや，県下の ALTによる集中英語合宿の実施」「アメリカや韓国からの高校生

訪日研修団などの積極的な受け入れ・交流」「E-Learningコースウエア，英語サロン・ライブラ

リイ，授業外の英語実習およびアクティビティーの開設」「インターナショナルスクールとの交

流や連携」などがあった 16）。

　 3．成果と課題に関しては，「英語力の順調な伸長（TOEFL300点台から 500点台への向上）」

「生徒の興味をもった英語学習への取り組みやモティベーションの高揚，英語によるディベート

へのスムーズな適応や資料の検索および相手への反駁への取り組み，プレゼンテーション技術の

向上と英語に対する自信，ライティング能力の向上」「リスニング能力の向上，生徒の英語の内

容・表現力・文法・語彙の正確さなどの向上」「生徒の発話機会の増加，読解力」（語彙数・文法

能力）の向上，書くことの習熟（パラグラフ単位の表現の多様性）」などの成果が述べられてい

る。また課題としては，「自己表現のための手段としての英語から，アカデミックな分野で使え
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る高い英語力と学力の育成」「効率的な英作文指導の体制づくり」「外部テストの活用法の改善」

などがあった 17）。

　以上の様に，スーパー・イングリッシュ・ランゲージ・ハイスクール（SELHi）指定校では英

語教育を重視したカリキュラムの開発，一部の教科を英語によって行う教育，大学や海外姉妹校

との効果的な連携方策などについて，先進的・実践的な英語教育を推進し，その成果の普及を図

り，今後の英語教育の改善に役立てようとした。

　スーパーグローバルハイスクール ―　文部科学省は，国際的に活躍できるリーダーを育成す

るため，2014年 3月に高等学校または中高一貫教育校 56校を「スーパーグローバルハイスクー

ル（SGH）」（期間は 4年間）に指定した。SGHは，国際機関職員，社会起業家，グローバル企

業の経営者，政治家，研究者など，国際的な社会問題の解決に取り組み，グローバルに活躍でき

る人材を育成することを目標としている。そのために必要な教養，コミュニケーション能力，問

題解決力などを身につけるカリキュラムがある高等学校 ･中高一貫教育校が，SGHとして指定

された。また文部科学省と管理機関が SGHに対して指導 ･助言 ･評価を行い，国際化を進める

大学が SGHと連携し，企業 ･国際機関 ･非営利団体などが，SGHに対して人材やプログラムを

提供する仕組みでもある 18）。

　2014年には，246校のなかから，国立 4校，公立 34校，私立 18校の合計 56校が SGHに指

定され，2015年には，190校のなかから，国立 7校，公立 31校，私立 18校の合計 56校が指定

された。これらの学校では，「共生」，「医療・衛生・福祉」，「哲学・普遍的価値」，「国際関係」，

「地域」，「女性の活躍」，「持続可能な開発・循環型社会」，「教育」，「文化・歴史・宗教・言語」，

「環境」，「生物・生態系」，「経済・ビジネス・産業・社会企業・CSR」，「観光」，「資源・エネル

ギー」，「農業・食料」，「都市・生活環境」，「防災・復興」などの課題に取り組んでいる。また

SGHでは，グループワーク，ディスカション，論文作成，プレゼンテーションなどを行い，英

語で実施し，企業や海外の学校と連携して課題を研究し，意見交換とグループワークにも取り組

んでいる。さらに大学との連携は必須で，大学が SGHに対して，研究課題を指導する帰国者や

外国人の教員を派遣し，海外研修などの企画 ･立案方法を教え，単位認定を含む連携プログラム

を提供するほか，入試の改善や留学生によるサポートも行っている 19）。

　指定校の目標は，「自主的に留学又は海外研修に行く生徒数｣，「グローバル社会などに関する

公益性が高い大会に参加 ･入賞する生徒数」，「卒業時における生徒の４技能の総合的な英語力を

高める」，「大学主催によるコンクール等への英語論文の投稿」などで，グローバルリーダーを育

成する活動指標としては，「課題研究に関する連携を行う海外大学・高校等の数」，「課題研究に

関して企業又は国際機関等の外部人材が参画した延べ回数」，「グローバルな社会またはビジネス

課題に関する公益性の高い国内外の大会における参加者数」などが定められている 20）。

　それぞれの指定校の 4年目以降に検証する目標は，「国際化に重点を置く大学へ進学する生徒

の割合」や「海外大学へ進学する生徒の人数」などであるが，国のプロジェクトで指定され，多

様なプログラムが予定されているので，他の高等学校にはない様々な経験ができ，グローバルに
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活躍する能力がつくといえる。また質の高いカリキュラムを実践するためのプロジェクトなので，

SGHの卒業生であることは，国際的な機関や企業からの評価につながると期待される。

　英語以外の外国語教育の現状 ―　従来，高等学校における外国語教育は英語を中心に行われ

てきた。しかし国際化の推進に適切に対応するためには，近隣のアジア諸国の言語をはじめ，英

語以外の多様な外国語教育についても重視する必要がある。2002年度からは「高等学校におけ

る外国語教育多様化推進地域事業」が実施されたが，この事業は英語以外の外国語教育に取り組

んでいる都道府県を推進地域に指定し，域内の高等学校を推進校として地域の関係機関と連携し，

教育課程上の課題や地域人材の活用方法などについての実践的な調査研究を行い，外国語教育の

振興に資することを目的としている 21）。

　2014年 5月 1日現在，英語以外の外国語の科目を開設している高等学校等は 708校（公立 512

校，私立 194校，国立 2）で，言語数は 15言語で，言語別に見ると中国語が最も多く 517校（履

修者数 19,106人），次いで韓国・朝鮮語 333校（11,210人），フランス語 223校（9,214人），ド

イツ語 107校（3,691人）の順となっている 22）。

5．グローバル社会における教育課題

　今日の国際化された社会においては，物，情報，技術，人が国境を越えて異動するボーダレス

な国際社会の形成が進行する中で，子どもたちが国際的な視野と経験を身に付け，21世紀の国

際社会の中で主体的に生きていく上で必要な資質や能力を育成することが重要視されている。こ

うした観点から，グローバル社会への学校教育の対応は，現在，各学校において外国語，社会科

などの各教科，道徳，特別活動の時間を通して指導が行われるとともに，「総合的な学習の時

間」においても，様々な取り組みがなされているが，ここではグローバル社会で必要であると思

われる教育の諸側面について考察する。

　まず第一に，異文化を理解する能力の育成が緊要である。自国文化・他国文化・文化比較・生

活レベルでの文化理解を経験や学習を通し総合的に捉え，異文化や外国の生活・出来事への関心

を深め異文化適応が図れるようになることである。第二に考えられることは，異質な他者を理解

しその他者に自己を理解させるために必要である，コミュニケーション能力を高めることである。

この目的を達成するためには，外国語の語学力・コミュニケーション能力を高めるとともに，自

己主張・論理的表現力を身につけ，自己の考えを相手に的確につたえる能力を育成することが必

要である。第三に，グローバル社会で生きていくためには，自文化を十分に理解し，日本人とし

てのアイデンティティの確立が望まれる。このためには日本人としての自覚を身につけ，異文化

の中での自文化の矜持や日本人としての文化的形成が求められる。第四に，相互理解や相手を尊

重し相手の人権を認める態度の養成が必要である。そのためには相互の認識を通し，他者の意見

を認めあい，人権・自由を尊重する意識を高めることにより，偏見や先入観念を除去し，相互が

人間として尊重しあうことである。第五に，個人とグローバル社会との関連においては，人間と
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しての同一性の理解，相互依存の認識，世界的な規模での共通課題や世界連帯意識の認識・自然

環境や資源の重要性などを理解し，グローバル社会で必要な行動様式・社会や文化発展への態

度・相互理解や相互信頼の態度などを育成することが必要である。そのことにより国際的な場に

おいても通じる，国際的礼節やマナー・相互理解への行動様式・友好や親善の心・世界的な広い

視野を身につけることができると考えられる。第六に，人格形成の面においては，感受性・愛

情・正義感・公平さ・共感性や共有制などの心を養い，自立心・協調性・自己確立・正しい判断

力・他への思い遣り・積極性・社交性・寛容の精神・責任感などを身につけることが重要である。

これらの諸側面の資質や能力を育成することが，グローバル社会においての教育の重要な課題と

思われる。
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〈Kurze Inhaltsangabe〉
  Kiichi Kaneda hat den Textsütck „ . . . , und als die Flamme recht hoch brannte, . . .“ aus 

dem originalen Text von Kinder- und Hausmärchen so ins Japanische übersetzt: 「炎が，めらめ
ら，めらめら，高くあがってくると」（honoo ga mera mera mera mera takaku agattekuru 

to）. Die unterstrichenen zwei Wörter der Übersetzung sind Onomatopöien und haben keine 

Sinnenentsprechungen in dem detschen Originaltext. Sie sind also vom Übersetzer extra in 

den übersetzten Text hinzugefügt. Wozu? Japnische Empfänger sind von der Kindheit an 

immer daran gewöhnt, vom Sender leicht verstndlich erzählt zu bekommen. Ein japanischer 

Erzähltext ist dem jungen japanischen Empfänäger desto leichter verständlich, je konkreter er 

in allen Deteils erzählt wird. Die japanischen Onomatopöien sind eben die Sprachmittel, die zu 

diesem Zweck dienen. Die Onomatopöien in der oben zitierten japanischen Übersetzung sind 

also eine Notwendigkeit, kein Überfluss.

  Die japanische Sprache erwartet von den Onomatopöien zu wirken, dass die Emotion des 

Textempfängers erhöht wird, indem sie ihm das Gefühl geben, als ob er an den 

Geschehenisort anwesend wäre. Japanische Onomatopöien sind deshalb die Sprachmittel, die 

das Anwesenheitsgefühl in dem Empfänger erwecken. Ein japanischer Text ist dem Empfänger 

umso leichter verständlich, je reicher er an Onomatopöien ist. Das ist der Grund, dass Kaneda 

so viele Onomatopöien in seinem übersetzten Text gebraucht hat. Dieses Anwesenheitsgefühl 

bringt dem Empfänger des japanischen Textes Freude mit sich, weil er dort als Betrachter 

alles um sich lebhaft betrachten kann. Von den deutschen Onomatopöien wird diese Funktion 

nicht erwartet. Sie sind keine Sprachmittel, das Anwesenheitsgefühlt beim Empfänger zu 

erwecken. Die Szenenbeschreibung im deutschen Text ist immer objektiv und ruhig.

  Der Sender des japanischen Textes vertraut den Onomatopöien besonders als 

Sprachmittel, die das Anwesenheitsgefühlt beim Empfänger erwecken weit mehr, dass er darin 

als er darin einen eigenen Wert sieht, eine Funktion. Deshalb lautet der Titel dieser Arbeit: 
„Zum kommunikativen Wert der Onomatopoetika“ und nicht: „zur stilistischen Funktion der 

Onomatopoetika“.

9．グリム童話の日本語訳とオノマトペ（承前）

3）　ヘンゼルとグレーテル（KHM 16）の場合（承前）

　⑦ 炎が，めらめら，めらめら，高くあがってくると， . . . （. . . , und als die Flamme recht hoch 

brannte, . . .）
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　上例のドイツ語で動詞 „brennen“と副詞 „recht hoch“が協同して表現している事象は，日本語

の「炎が . . .高くあがってくる」という訳語によってすでに過不足なく日本語に再現されている

と言える。であるのに日本語訳ではそのうえにオノマトペ「めらめら，めらめら」が挿入されて

いる。これは何を意味するのであろうか。オノマトペ「めらめら，めらめら」が，「炎が高くあ

がってくる」という事象描写の上にもはや何ら新たな概念的情報も追加しないとすると，「めら

めら，めらめら」が日本語のテクストに加えるものは，何だろうか。それは炎が「高くあがって

くる」さまの「生き生きとした感じ
4 4

」であろう。「高く」と「あがってくる」だけで，火が大き

な炎をあげて燃えさかっている場面は概念として冷静かつ客観的に伝えられているけれども，

「炎が高くあがってくる」としたうえに「めらめら，めらめら」が添えられると，場面の描写は

にわかに動的
4 4

となるからである。すなわち，テクストの受け手はここで「高くあがってくる」炎

を自らの目で眺めているという感覚主体的な立場に立たされる。

　それでは，日本語のテクストの送り手が「炎が高くあがってくる」という表現の上にわざわざ

「めらめら，めらめら」を追加することによって「いっそう生き生きとした感じを加え」ようと

するのはなぜであろうか。

　それは，日本語の受け手が「炎が高くあがってくる」という冷静で客観的な概念的表現では満

足しないようにできているからである。彼は日常の言語生活においてテクストの受け手として，

送り手がこちらの共感をそそるように語る態度を取ることに慣ならされていて，送り手が語るに

当たってそのような態度をとることを当初から期待している。とりわけ物語テクストにおいては，

このような送り手の態度こそ「受け手に対するやさしい」態度であると彼には感じられる。それ

ゆえ，送り手が「炎が高くあがってくる」さまを述べる際に，「めらめら，めらめら」をつけ加

えるのは，いわば受け手に対する彼の配慮からである。ちなみに，日本語の受け手は年少の頃か

ら送り手のこのような配慮のもとで成長し，成長したあとでは，次第にこのような配慮をときに

は幼稚であるとも煩わしいとも感じるようになり，かえって冷静な表現 ― 客観的表現 ― を自

然な表現として受け入れることができるようになる。― 具体的に述べれば，彼はここでやっと

幼年文学 ･少年文学作品を卒業して，成人の文学作品の鑑賞者としての能力と資格を体得するの

である。

　年少の受け手に向けられた日本語のテクストにみられるオノマトペには，受け手の年齢と理解

能力に配慮したこのような用例がとくに認められる。これは，日独語だけの比較対照にかぎって

言えば，日本語に特有のオノマトペの用法である。この用法は受け手の情緒にはたらきかけてこ

れを盛り上げることを第一に目指していることが特色である。オノマトペのこの用法は，日本語

に「です体」と「である体」という 2文体が並立していることと並んで，日本語の表現の特異性

の一つを保証するのに強く関わっている言語的特性であると言うべきである。他方ドイツ語は日

常であっても，公的な言葉づかいの場では冷静で客観的な表現を重視する。すなわち，発表の場

にあっては，概念的情報に関して過不足なくかつ客観的に正確であるテクストを作ることを最優

先する。年少の受け手の共感を引き出そうとして，特別に「受け手に対するやさしい」言語手段
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を選ぶことは，ドイツ語においてはいわば受け手を甘やかすことであり，受け手に媚びることで

ある。そしてそれは送り手としては堕落することでもある。„Kinder- und Hausmärchen“（子供と

家庭のメルヘン）と自称する『グリム童話集』の原典が，受け手である子どもの情緒をもっぱら

考慮してオノマトペの援用にはしってしまうことを避けているように見えるのはこの理由による。

　金田鬼一訳『グリム童話集』の訳文には，全編にわたって，「受け手の情緒にはたらきかけ，

かつこれを盛り上げる」ためにオノマトペをテクストに投入したと考えられる用例が数多く目に

つく。これは訳者金田鬼一の年少の受け手に対する特別な配慮の現れであろう。先号では，とく

に人口に膾炙していると思われる 7篇 ―「蛙の王さまと鉄のハインリッヒ」，「狼と七ひきの子

やぎ」，「ヘンゼルとグレーテル」，「漁夫とその妻の話」，「黄金の鳥」，「わかくやきなおされた小

男」，そして「兔とはりねずみ」― を参照して，用例を収集するつもりであると述べたが，こ

こまでの実例の検討によって訳者金田鬼一のオノマトペの使い方の特色は十分把握できたと考え

るので，紙数をむやみに消費することを避けるため，実例の提示はこれまでとしたい。そして，

コメントは次の 2点にとどめたい。

　一つは，

　「ヘンゼルは，. . . ，大きなのを一つ，もりもりっともぎ取りました」（Hänsel, . . . , riß sich ein 

großes Stück davon herunter, und . . .）に見られる，「もぎ取る」という訳語と herunterreißenの

対応に関して。合成語「もぎ取る」に含まれる「もぐ」は「ねじって引き離す」，「ちぎる」を意

味し（『広辞苑』），原語の „reißen“に含まれる概念的情報はこれによって十分に表されている。

ただ，„herunter“「（こちらへ向かって）下へ」に含まれる意味は「もぐ」によっては十全に対

応的に再現されているとは言えないものの，「木の実をもぎ取る
4 4 4 4

」のような用例（『広辞苑』）を

見ると，herunter「（こちらへ向かって）下へ」の意味が含意されていると言えなくもない。こ

のような不満感は，外国語から母語に翻訳する際の限界を意味しているのであろう。

　他の一つは「漁夫とその妻の話」（KHM 19）の原語に関して。翻訳者の注記によると，この

話の原話は「ポンメルン地方の純方言で伝わっている」のだそうであるが 1），訳文には原語が方

言であることを訳に反映させようとした工夫の跡はない。むしろ，他のメルヒエンとおなじく，

標準日本語に翻訳されている。このメルヒエンの訳文にオノマトペが使われている場合が 19例

も見られたけれども，これらのオノマトペは原文の方言性を再現することを意図した結果使われ

たわけではない。翻訳者は低年齢の子供が読むことを考慮に入れて，オノマトペを豊富に使った

言い換えを意図したのである。すなわち，原文にはないのに翻訳においてオノマトペを使って言

いあらためたのは，年齢の低い読者にも容易に理解できるように，「やさしく」言い換えようと

した工夫の跡である。ただし，9．の考察全体にわたって言えることであるが，「やさしく」言い

換えようとした意図を認めることと，意図達成のための工夫が成功していると認めることとは別

である。
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10．Japanische Märchenに見るオノマトペ

　『グリム童話集』の原典ばかりでなく，日本の昔話をドイツ語で紹介した書物においても，書

き言葉としての規範は厳粛に守られているように思われる。つまり，そこでは恣意的な即席のオ

ノマトペ（筆者の造語では「偶成的オノマトペ」）などは徹底的に避けられ，もっぱらラングと

して容認された単語だけが用いられている。Karl Albertiの Japanische Märchenから例を引こう。

最初の例は「雷太郎」（雷神の長男の意味）という。この部分テクストの出典は，意図してさま

ざまな音源の描写を含む箇所を選んだため，私たちが童謡でおぼえた「一寸法師」や「浦島太

郎」ほどには知られていない 2）。引用文のあとに拙訳を添えたが，この訳の文体は，書き言葉の

ドイツ語が持っている客観的で冷静な感じを再現したかったので，年少の読者のための児童文学

には習慣的に用いられる「です体」ではなくて「である体」にした。

（例 18）

„Wind－Sturm“ rief der Bauer freudig aus, „das bringt Regen!“

 Er hat sich nicht getauscht.

Näher und näher wehte der Schleier, er zerriß in viele Fetzen, die sich zu dunkeln Wolken 

formten, sich näherten und endlich zu einer dichten Wolkenwand zusammenballten. Da kam es 

heran, zuerst ein leises Raunen, dann ein Flüstern in den Zweigen. Scheu verkrochen sich die 

Vögel und die Sänger des Waldes verstummten, nur krächzende Raben und Sturmvögel durch-

kreisten die Luft. Jetzt zischte und pfiff es zwischen den Bäumen, die angstvoll und bebend ihre 

Häupter senkten. Nun ging es los das Stönen, Knattern, Rasseln, Fauchen, Heulen und Dröhnen 

und wie ein Heer wilder Rachengeister raste der Sturm heran. Binbo und sein Weib achteten 

nicht des furchtbaren Unwetters; ihr Herz war voller Freude, denn dieser Sturm bedeutete für sie 

Segen; Segen nicht nur der Ernte, sondern noch einen anderen Segen, den sie nicht erwarteten 3）

（「風だ。嵐だ」百姓は喜ばしげに叫んだ。「これで雨が来るぞ」。

　それは彼の思い違いではなかった。

雨風のベールがだんだんと近づいたと思うと，それがたくさんの切片に別れた。そしてこんど

は切片が寄り集まって黒雲となり，おしまいには黒雲がびっしり固まって分厚い雲の壁となっ

た。そのとき，はじめは風がそっと動く音が聞こえたが，やがて木の枝をざわざわと動かしは

じめた。大きな鳥たちはおずおずと影をひそめ，小鳥たちはさえずりを止めてしまった。があ

があと鳴き立てる烏や水薙鳥の類
たぐ

いだけが空を飛び回った。早くも樹と樹がこすれあって，

シュッシュッとかピーピーという音が聞こえ始めた。そして樹々は不安そうに，身を震わせて

うなだれた。と見るうちに，うめくような音，バリバリッという音，カタカタッという音，

ヒューッという音，狼が遠吠えするような悲鳴，あたり一面にどよめく響きが聞こえ始めた。

そして嵐は，猛々しい復讐の幽鬼の軍勢のように荒れくるいながらこちらへ近づいてきた。

「貧乏」と彼の妻は，この凶暴な嵐を少しも気にかけなかった。むしろ二人の心は喜びで一杯
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であった。というのは，この嵐は彼らにとって祝福を意味していたからだ。祝福といっても取

り入れができるという意味ばかりではない。二人には思いもかけない，もう一つ別の祝福を意

味していたのだ。）

　上のドイツ語テクストは嵐が近づいてきて，やがてあたりを猛りくるう情景の描写であるが，

ここに使われた単語はすべて意味が言語共同体によって認められ，ラングとして受け入れられて

いるものばかりである。„Flüstern“, „zischen“, „Knattern“, „Fauchen“の4語は語源的に「擬声語」

に由来するとされているものの，現代語にラングとして受け入れられている点では他の語彙と変

わりはない。そしてこの部分テクストには，筆者が「偶成的オノマトペ okkasionelle Onomato-

poetika」と名付けた 4），書き手の独創にかかるものは一つも含まれていない。筆者はこの事実を

指して「書き言葉としての規範は厳粛に守られている」と言うのである。

　同じ書物からもう一つ例を引こう。こちらは日本語のネイテイブスピーカーにはよく知られた

「さるかに合戦」の一節である。

（例 19）

Die Wespe erhielt den Auftrag diesen Beschluß dem Affen zu verkunden und ihn aufzufordern, 

vor dem Hause der Krabbe zu erscheinen, um seine Entschuldigung vorzubringen. Sie flog, sum, 

sum, in den nicht zu weit entfernten Wald, wo der Affe wohnte, und hatte das Glück ihn anzutref-

fen. Mit lautem Summen flog sie durchs Fenster ins Zimmer, wo der Affe bei einem Fläschchen 

Sake hockte. 5）

（雀蜂は，この決議を猿に伝えて，彼に蟹の家の前へ行って，詫びを言うよう勧めるという委

託を受けた。彼女は，猿の住む，さほど遠くない森へぶーんと飛んで行った。そして，うまい

具合に彼に会うことができた。羽根音も高く彼女が窓から部屋の中へ飛び込むと，部屋では猿

が酒徳利を前にしてあぐらをかいている。）

　ここにはオノマトペが一つ使われている。それは下線をした „sum, sum“であるが，

„summ!“はラングとして認められ（ここでは sum⇔ summの綴りの異動や感嘆符の有無は度外

視する），品詞は間投詞に分類されている（私はこれを②「音模倣の間投詞」として分類した 6））。

それゆえ，この部分テクストもまた，オノマトペを含んでいるとはいえ，「書き言葉としての規

範を厳粛に守っている」。

11．Bettelweib von Locarnoにおけるオノマトペ

　すでに本稿第Ⅰ部の（3）で言及したように 7），Heinrich von Kleistの Das Bettelweib von Locarno

では，れっきとした文学作品のなかで，ただ一回きりとはいえ，第一義的なオノマトペ（「何ら

の造語形態素も付加されていなくて擬聲語の姿のままであるオノマトペ」）が使われている。そ
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の箇所におけるオノマトペが日本語訳でどのように扱われているかを検討しよう。

（例 20）

Darauf, in dem Augenblick der Mitternacht, läßt sich das entsetzliche Geräusch wieder hören; 

jemand, den kein Mensch mit Augen sehen kann, hebt sich, auf Krücken, im Zimmerwinkel 

empor; man hört das Stroh, das unter ihm rauscht; und mit dem ersten Schritt: tapp! tapp! 

erwacht der Hund, hebt sich plötzlich, die Ohren spitzend, vom Boden empor, und knurrend und 

bellend, grad als ob ein Mensch auf ihn eingeschritten käme, rückwärts gegen den Ofen weicht 

aus 8）（下線は筆者）

（その直後，真夜中になった瞬間，あの恐ろしい音がまたしても聞こえる。人の目には見えな

い何者かが，部屋の隅で松葉杖をついて立ち上がる。その者の身体の下で藁ががさがさいうの

が聞こえる。そしてその者が足を踏み出した「コツッ，コツッ」という音で，眼をさました犬

が，突然，耳をそばだてながら床から立ちあがる。そして，まるで人間が彼に向かって歩み寄

るかのように，煖炉の方へとあとずさりする。筆者訳。）

　オノマトペは下線をした „tapp! tapp!“である。辞書では „tapp!“を見出しとして，続く本文に

「int.～ , ～ !」として訳語の「とんとん，とことこ，ぴたぴた（軽く）打つ音，軽い［はだしの］

足音」を添えている。（『郁文堂独和辞典』。int.は Interjektion「間投詞」の略語）。この例でも分

かるように日本語では一種同系の音源であってもオノマトペとして一括して捉えることはせずに，

その一つ一つを異なる音源とみなして，それぞれ別個のオノマトペとして訳語を与える。それゆ

え，独和辞典では 1個のドイツ語のオノマトペに対していくつかの日本語のオノマトペが挙げら

れるのはことの成り行きとして当然である。むしろ，オノマトペに関しては，ドイツ語 1に対し

て日本語も 1ということはあり得ないことと言わなければならない。訳語がこれで尽きるわけで

はないと解するのが普通である。また私は，おなじ箇所で，日本語の原作ではいろいろな場面で

さまざまに「足の裏の立てる音」として表現された音源を，ドイツ語では一律に „TAP!“を用い

て訳してあることを紹介した 9）。

　この事実に照らせば，上の „tapp! tapp!“も，訳者が „tapp! tapp!“の置かれている文脈をどのよ

うに解釈するかによって，日本語ではさまざまに訳せそうである。つまり，「人の目には見えな

い何者かが，部屋の隅で松葉杖をついて立ち上がる」のであるから，„tapp! tapp!“を松葉杖が石

の床に突き当たる音と解釈することができる。これは一般に受け入れられる解釈であろう。

　参照した翻訳のうち植田敏郎の訳はこの解釈に立っていると思われる。

（例 21）

（やがて，真夜中になるやいなや，あの恐ろしいがさがさがまたまた聞こえたのである。人の

目には見えないが，だれかが部屋の片すみで撞木杖にすがって立ち上がった。その下でがさが
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さいう藁の音が聞こえ，はじめの一歩がことこというと，犬が目をさまし，きっと耳をそばだ

てて，がばと身を起こした。うなり，ほえ，まるで人が自分のほうに歩みよりでもするように，

じりじりとあとずさりをして暖炉のほうへ身を避けた。植田敏郎訳「ロカルノの女乞食」 10）。

下線は筆者）

　

　しかし，「人間の目では見ることのできない何者かが，松葉杖にすがって部屋の片隅に立ちあ

がった」のであるから，不自由な身のこなしからは撞木杖が石の床に突き当たる音ばかりではな

く，もっと複雑なざわめきが聞こえる筈である，という解釈も成り立つ。参照した翻訳のうち佐

藤恵三の訳はこの解釈に立っていると思われる。

（例 22）

（それから，真夜中になったかと思う瞬間，再びあのぞっとする物音が聞こえた。人間の目で

は見ることのできない何者かが，松葉杖にすがって部屋の片隅に立ちあがり，その足もとでは

藁ががさつく音がする。よたり，どたりという覚つかない足音が聞こえ始めたと思うと，犬が

目を覚まし，ぴくんと耳をたてて急に床から起きあがり，まるで誰かが自分のほうに向かって

迫って来ているかのように，唸ったり吠えたりしながら，煖爐のほうに目を据えたままあとず

さりする。佐藤恵三訳「ロカルノの女乞食」 11）。下線は筆者）

　けれども，文脈をいかに精密に秤量して音源を客観的に言語の音声で再現しようとしたにせよ，

この場合，唯一の適正な和訳というものはあり得ないであろう。ドイツ語の „tapp!“は，いわば

「現実に足の裏が接地する際の音響を言葉に置き換える場合のいわば代表形」である。したがっ

て，個々の文脈のなかで使われた „tapp!“は，個々の文脈を知っている受け手によって，それぞ

れの文脈にふさわしい意味に解釈されると言えようか。それゆえ，ここで使われたオノマトペ

„tapp! tapp!“の意味解釈の可能性はいわば無限である。無限に可能性があるということは，„tapp! 

tapp!“を具体的な特定の日本語で置き換えることが不可能であることを意味していると言うこと

もできる。種村季弘が „tapp! tapp!“を日本語の「タップ！タップ！」で置き換えるたのは，この

難問（アポリア Aporie）にたいする一つの解答であると言うべきであろうか。

（例 23）

（やがて真夜中の瞬間が来て，またしてもあの恐ろしい物音が聞こえはじめる。眼には見るこ

とのできない何者かが，部屋の片隅で松葉杖をついて立ち上がる。その足下にざわめく藁の音。

タップ！タップ！最初の跫音で犬が目をさまし，耳をピンと立てて床からふいに身体を起こし，

あたかも一人の人間がこちらをさしてあゆんでくるとでもいうように，呻り吼えたけりながら

後退りにじりじりと暖炉の方へと下がってゆく。（種村季弘訳「ロカルノの女乞食」 12）。下線は

筆者）
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　原文の „tapp! tapp!“を「タップ！タップ！」で置き換えたのであるが，これは，原語の発音を

そのままカタカナで再現したとみれば，翻訳を放棄したように見える。しかし，原著者が „tapp! 

tapp!“で再現しようとした音源の複雑さを，わざと「タップ！タップ！」という「新語」を使う

ことによってって読者を煙にまいて，解釈を不可能にしたと見ることもできる。あるいはまた，

私が上で，日本語のマンガの「足音」の多様性を独訳者たちが一律に „TAP!“を用いて訳した事

実を紹介して，これをドイツ語のオノマトペの「代表形的な性格」と名づけたが，種村季弘の訳

はひょっとするとこの性格に対する皮肉な解答であると言うべきであろうか。

　筆者は本稿第Ⅰ部の（3）において，日本語の第一義的なオノマトペは「二次元的な構成のな

かで使われるのが本来的な使われ方である」ことを主張した 13）。すでに引いた（例 8）を用いて

再度説明すると，

ふっ！ . . .／お甲の息が，短檠の明かりを消した。

　　　　　　　1）現象の主観的紹介／2）現象の客観的紹介

　1）まず何の説明も限定も持たない，いわば「裸の」オノマトペ「ふっ」を提示して音源（何

者かが灯りを吹き消している）の音響だけを紹介する。これはいわば音源の「感覚的 ･主観的紹

介」である。2）次におなじ現象をオノマトペに取って代わる第三者的な描写「お甲の息が，短

檠の明かりを消した」によって重ねて紹介する。これは客観的紹介。注目すべきは，主観的紹介

と客観的紹介とが互いに独立した部分テクストだということである（改行がそれを示す）。しか

し，この二つの紹介は意味的にカップルになっていて，いわば「謎解き」における「なぞ」（何

者かが灯りを吹き消しているのではないか）と「解」（お甲が，短檠の明かりを吹き消した）の

ような関係に立っている。そこでは，「なぞ」と「解」とは互いに相手の存在を当てにしている。

日本語の物語テクストでは，オノマトペを使うにあたってこの「二次元的な構成」が好まれる。

それは，「二次元的な構成」が臨場感を盛り上げるのにより適しているからである。臨場感とは，

送り手あるいは登場人物とともにその場に居合わせているという受け手が抱く印象のことである。

　上に引いた「ロカルノの女乞食」におけるオノマトペ „tapp! tapp!“の使い方を見ると，日本語

のオノマトペの「二次元的な構成」とはほど遠い構成になっている。第一に，オノマトペ „tapp! 

tapp!“が本文から独立していない。改行が行われていないことがそれを示している。文法的には，

„tapp! tapp!“は „Schritt“と同格の付加語である。すなわち „mit dem ersten Schritt : tapp! tapp!“ 

（その者が「こと，こと」という音とともに足を踏みだしたとき）。第二に，両者のあいだには日

本語の場合のような「謎解き」における「謎」と「解」の関係はない。第三にしたがって，日本

語のオノマトペの「二次元的な構成」が生み出すような「臨場感」が自ずからかもし出されるこ

ともない。「オノマトペ „tapp! tapp!“の使い方からは「臨場感」が自ずからかもし出されること

がない」とは，いったい何を意味しているのだろうか。それはオノマトペ „tapp! tapp!“がテクス

トに挿入された目的は「臨場感」をかもし出すためではなかったということである。このことを，
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再度，（例 19）の中の „Sie flog, sum, sum, in den nicht zu weit entfernten Wald, . . .“によって確か

めよう。例文はまず第一に「二次元的な構成」になっていない。「二次元的な構成」にするつも

りならば，„Sum, sum!／ Sie flog in den nicht zu weit entfernten Wald”, . . .“と書かれているはず

である。第二に当然，„Sum, sum!“と „Sie flog in den nicht zu weit entfernten Wald“のあいだに

「謎解き」における「謎」と「解」の関係はない。„Sum, sum!“は in den Wald fliegenに様態を示

す状況語として関わっているだけである。第三に「臨場感」が自ずからかもし出されることがな

い点もまた同様。

　私たちのこれまでの考察では，日本語のオノマトペはもっぱら情景描写において臨場感をかも

し出すために使われてきた。一方，これまでの考察は，ドイツ語のオノマトペが情景描写におけ

る臨場感をかもし出すために使われているとは考えられないことも教えている。情景描写におけ

る臨場感をかもし出すことを目指すか否かは日独語の情景描写における相違を作り出す ― 日独

語を比較対照する時，日本語の情景描写は主観的 ･情緒的であると感じられ，ドイツ語の情景描

写はこれと対照的に客観的で冷静であると思われるのは，ドイツ語の情景描写からはこの臨場感

がかもし出されてこないことによる。

　したがって，情景描写の中にオノマトペが使われていたとしても，そのことをもってただちに

受け手の臨場感と結びつけることはできないのである。情景描写の中にオノマトペを投入するこ

とによって臨場感を高めることになれた日本語のネイテイブ ･スピーカーが，同じ感覚でドイツ

語の情景描写で使われたドイツ語のオノマトペを眺めることは誤解に通じると思われる。Kleist

は Das Bettelweib von Locarnoにおいてラングとしての „tapp! tapp!“を含めた叙述でもって，姿の

見えない何者かが松葉杖をついて立ちあがる際の様子を表現したけれども，それは問題のシーン

に生じた音の有り様を描くことが目的でそうしてたのではなくて，亡霊が立ちあがる際に音が発

生したという事実を受け手に伝えようとしたに過ぎない。音の有り様を描くことを目的としてい

ない証拠として „tapp! tapp!“を状況語として使っていることが挙げられる。ラングとしての

„tapp! tapp!“は，私が指摘したとおり，現実にはさまざまな音に相応しているため，特定の音源

を詳細に描くには不向きである。音源を微に入り細に入って写実的に描き，そのことを通じて受

け手の恐怖感をあおり立てることは彼の目指すところではなかった。幽霊が深夜に松葉杖に藁を

踏みしめて立ちあがるのも，蜂が羽根音をたてながら猿の部屋へ飛び込んでいくのも，ドイツ語

の送り手としての Kleistにとっては何ら選ぶところのない情景描写に過ぎないのである。

　なおこの問題は，Kleistの目指したのが果たして日本語でいう「怪談」であったのかどうか，

という問題に通じる。そしてそれは，さらに，日独における「怪談」への接し方という文化の違

いにまで発展してゆくと思われるのであるが，それはここでは示唆するにとどめておく。

13．恐怖小説における音源の描写

　文学作品で恐怖が主題になるとき，送り手がもっとも苦心するのは，受け手の恐怖をどのよう

にしてあおり立てるかという点に関してであろう。W.W. Jacobs （1863-1943） The Monkey’s Paw
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（『猿の手』） 14） はその点で成功作の一つと言えるのではなかろうか。そこでは，さまざまな音源

がすじの展開とともに場面の描写に取り入れられている。時計の音，ノックの音，椅子を引きず

る音，ドアチェーンの音，扉のかんぬきを穴から引き抜く音，そして悲鳴等々。私はかつてこの

小説がテレビドラマ化されたのを観たことがあるが，そこでは，登場人物のせりふの発声をはじ

めとして，一切の音響が効果的に使われて，恐怖感を盛り上げることに成功していた。

　三つの願いを叶えてくれる魔力を秘めているという，干からびた猿の片手を友人から譲り受け

た老人は，半ばいたずら心からそれを試み，自宅のローンの残額に相応する 200ポンドが自分の

手に入るよう願う。翌日，息子は会社へ出かけて行くが，そのまま帰って来ない。不意に会社か

ら人が来て，見舞金 200ポンドを置いてゆく。見舞金とは息子が無残な事故死を遂げたことに対

して支払われた金だった。第一の願いは，こうしてかなえられた（三つの願いはいつも偶然とし

て，自然な成り行きのなかにかなえられることになっている）。息子が死んで 1週間，茫然と過

ごした老人夫妻のうち妻は，残る二つの願いの一つを使って息子を生き返らせることを思いつく。

そして，その実行を夫に迫る。第一の願いの実現を見て魔力の怖ろしさを知ってしまった夫は，

気が進まないままやむを得ず，「息子を生き返らせよ」と願う。願いは叶う。墓場から蘇った息

子と思われる存在が，ドアを開けるようノックする。妻は夢中でドアを開けようとするが，夫は

妻を止める。息子の無残な姿を彼女に見せたくなかったのだ。抗う二人。あせってドアを乱打す

る音が最高潮に達したとき，夫はやっと猿の手を探り当て，第三の願いを願う。それは何よりも

息子の成仏。願いは叶えられ，あたりに静寂が戻る。

　この小説において，すじの展開に重要な契機を提供しているドアをノックする音がどのように

描かれているかを検討してみよう。

　まず，夫が第二の願いを口にしたあとしばらくして，夫がロウソクを取りに 2階から階下へ降

りたとき，何者かが密やかにドアをノックする音が聞こえる。

（例 24）

　. . . , and at the same moment a knock, so quiet and stealthy as to be scarecely audible, sound 

on the front door. 15）

（その瞬間，ノックの音が，表玄関を叩く，静かで忍びやかな，聞こえるか聞こえないかの音

がした 13）。）

　ぎょっとして立ち竦む夫の耳にふたたびノックが聞こえる。

（例 25）

　. . . , his breath suspended untill the knock was repeated.

（老人が凍りついたように立ったまま，息をするのもわすれていると，ふたたびノックの音が

した。）
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　老人はあわてて二階の妻の元へ逃れるが，ノックの音はなおも追ってくる。しかもそれはます

ます高くなる。

（例 26）

　. . . , and closed the door behind him. A third knock resounded through the house.

（ドアを後ろ手にしめた。三度目のノックが家中に響き渡った。）

（例 27）

　There was another knock, and another.

（またノックの音が聞こえ，それからさらに聞こえた。）

（例 28）

　A perfect fusillade of knocks reverberate through the house, and he heard the scraping of a 

chair as his wife put it down in the passage against the door.

（ノックを乱打する音が家中に響きわたり，妻がドアのところまで椅子を引きずっていく音が

する。）

　はじめに聞こえたノックの音で震え上がった老人は，マッチとともに猿の手を取り落としたが，

今や彼は必死にそれを手さぐりで探す。そして，それをかざしつつ最後の願いを唱える。

（例 29）

　The knocking ceased suddenly, although the echoes of it were still in the house.

（とつぜん，ノックの音が途絶えた。谺だけが家に残った。）

　以上 8ヶ所のノックの音の描写にオノマトペは一切使われていないことに注目したい。客観的

で冷静な記述しか使われていない。記述は言葉を尽くして情景を描写しようとする。例えば，ド

アを叩く音はどこまでも一貫して “knock”という名詞であるが，（例 24）の “a knock”は，“so 

quiet and stealthy as to be scarecely audible”（静かで忍びやかな，聞こえるか聞こえないかの

音）という形容詞句によって限定される。あるいは，（例 28）における “a perfect fusillade of  

knocks”のように “knock”の属性の形をとってノックの有り様を限定してみせる。あるいはまた，

（例 24）の “a third knock”の述語を “resounded through the house”とすることによって，ノック

の音がますます高まったことを受け手に伝えるけれども，オノマトペのように受け手の情緒に作

用するはたらきを持った言語手段を投入して，受け手の臨場感を高めようとする努力は一切なさ

れていない。むしろ，情景描写の巧みさを言うのならば，ドアを狂乱的に乱打していたノックが

突然止んだあとの静まりかえった不気味さの印象を，“although echoes of it were still in the 
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house”（谺だけが家に残った）と述べる Jacobsの巧みさを挙げるべきであろう。

　何度か繰り返されるノックの音の描写のあと，妻が開けようとあせるドアーのかんぬきの

チェーンの音が描かれて受け手の緊張と興奮をさらに盛り上げるが，その描写は下のとおり。

（例 30）

　He heard the chain rattle back and the bottom bolt drawn slowly and stiffly from the socket.

（ドアチェーンをがちゃがちゃと鳴らす音が聞こえたかと思うと，かんぬきを穴から少しずつ

つかえながら引き抜こうとする音が続く。）

　訳における「がちゃがちゃ」はオノマトペであるが，原文では “rattle”（がらがら鳴る。『グラ

ンドコンサイス英和辞典』）というれっきとしたラングが使われている。

　以上の考察から言えるのは，Jacobsのこの恐怖小説でも記述は，Kleistの例で見られたとおり，

客観的で冷静な情景描写に終始しており，情景描写から臨場感はかもし出されてこないことであ

る。

　日本語の「怪談」における音源の書き方の例を岡本綺堂の『くろん坊』16） から引こう。岡本綺

堂は，姿が見えない怪奇の存在の笑い声を次のように描写した。江戸末期のこと，江戸幕府の命

によって美濃の大垣へ潜入した隠密が，迫ってくる探索の手をまいて江戸へ逃れようとして迷い

込んだ，越後の深い山のなかの一軒家で，真夜中に怪奇に出会う。

（例 31）

と思う時，さらに一種異様な声が叔父の耳にひびいた。何物かが笑うような声である。（岡本

綺堂「くろん坊」17）。下線は筆者）

作者は，隠密が耳にした「一種異様な声」を適切に再現できるオノマトペを思いつかなかった。

しかし，その場にふさわしいオノマトペを創造すること試みることもしなかった。その代わりに，

問題の「聲」を遠回しに，しかも幾重にも説明的に言い換えるという手段に出た（そもそも言い

換えという手段は，和独辞典で，意味的に相応するドイツ語のオノマトペが欠如している場合に

使われる）。すなわち，引用した箇所のあとにさらに，「それはどうしても笑うような声である。

しかも生きた人間の声ではない。さりとて猿などの声でもないらしい。何か乾いた物と固い物と

が打ち合っているように，あるいはかちかち
4 4 4 4

と響き，あるいはからから
4 4 4 4

とも響くらしいが，又あ

るときには何物かが笑っているようにも聞こえるのである」（傍点は筆者）という，さらに，そ

のあとに「笑うような声」の決定的な有り様が明かされる。すなわち，「笑い声」のあとに思考

線（Gedankenstrich）を介して，「その笑い声 ― もしそれが笑い声であるとすれば，決して愉

快や満足の笑い声ではない。冷笑とか嘲笑とかいうたぐいの忌な笑い声である。いかにも冷たい

ような，うす気味の悪い笑い声である。その声はさのみ高くないのであるが，深夜の山中，あた
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りが物凄いほど寂寞としているので，その声が耳に近づいてからからと聞こえるのである」とい

う説明が続く。この「笑い声」の正体を明かせば，杣の源兵衛に惨殺された当地に住む怪物「く

ろん坊」の頭蓋骨が谷間の木の枝に引っかかっていて，枝が風などで動かされる度に枝に当たる

などして鳴る音である。

　作者は，「笑い聲」の由来を明かしたあとは，頭蓋骨が立てる音をオノマトペ「からから」で

以て言い表した。音源を言語的に再現するに当たって，究極的にはオノマトペを使ったことにな

るが，これはいわば余儀なく選んだ苦肉の解決策である。オノマトペのコンパクトな形によらな

ければ，物語をスムーズに進めることはできない。Kleistが「ロカルノの女乞食」のなかで

„tapp! tapp!“を，その多義にもかかかわらず，それを無視して使ったのも同じ理由によると考え

る。小野正弘『日本語オノマトペ辞典』によれば，日本語のオノマトペ「からから」には五つの

意味が認められるようであるが，それらのうち，ここで問題にしている文脈にかろうじて叶うの

は，「金属製や木製のものなどが，ふれ合ってたてる明るくひびく音」，あるいは，「高く笑う声。

屈託なく笑うさま」の二つであろう。というような次第で，Kleistの「ロカルノの女乞食」に使

われたオノマトペ „tapp! tapp!“が音源のたんなる言語的再生であるのに対して，「くろん坊」の

「からから」は音源の言語的再生では終わらずに，音源に秘められた「くろん坊」の怨念と呪詛

の象徴となった。

12．結語

　日本語テクストは，送り手が受け手のことを思いやりながら作り上げられるのが基本的な特徴

である。この配慮は，第一に送り手がテクストを作り上げるのに際して，「である体」ではなく

て「です体」を採用することに現れる。「である体」の最たる特徴は客観的で冷静であることで

ある。文体が客観的で冷静であることは，送り手が事態を第三者的に叙述することを意味してい

る。これに対して，「だ体」は受け手に語りかける感じが強いので，「だ体」は「です体」の変種

とみなしてよいであろう。「です体」の伝達上の特徴は，送り手が受け手と人格的に全面的に向

き合っていることである。であるから，テクストの作成に際して「である体」ではなくて「です

体」を採用することは，テクストを「やさしく」作成することを意味する。

　テクストを「やさしく」作成するとは，そのうえ，受け手が年少であっても抵抗感なしにいろ

いろな表現を受け入れることができるよう送り手として配慮することをも意味する。先に引用し

たグリム童話の日本語訳では多くのオノマトペが使われていたが，これは原典に多くのオノマト

ペが使われているのに相応して使われていたのではなかった。例えば，原典が . . . , und als die 

Flamme recht hoch brannte, . .（炎が高くあがってくる）と事象を客観的かつ冷静に描写してい

るところにさらに「めらめら，めらめら」が加えられていた。この「めらめら，めらめら」で以

て日本語のテクストに加えられるものは，炎が「高くあがってくる」さまの「生き生きとした感

じ」である。「高く」と「あがってくる」だけで，火が大きな炎をあげて燃えさかっている場面

は概念として冷静かつ客観的に伝えられている。その上に「めらめら，めらめら」を添えると，
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場面の描写はにわかに動的となる。すなわち，テクストの受け手はここで「高くあがってくる」

炎を自らの目で眺めているという感覚主体的な立場に立たされる。これがコミュニケーションに

おいてオノマトペが果たす「はたらき」である。

　日本語のネイテイブスピーカーは，幼少よりテクストを送り手によって前もって「やさしく」

作成された上でそれを与えられることに慣れてきた。それゆえ，送り手は受け手によって喜ばれ

ることを常に最上の規範としつつテクストを作成せずにはおれない。送り手はそのため場面描写

のテクストを作成するとき，そこに臨場感を盛らざるを得ない。それは，そうして作成されたテ

クストが受け手に喜ばれるからである。受け手に喜びをもたらすことは送り手にとって有意義な

ことである。送り手にとってテクストの伝達が有意義であるとは，その行為に価値が内在してい

ることを意味する。そして，その価値は究極的に，テクストに含まれているオノマトペに由来す

ると言わなければならない。

　感覚主体的な立場に立って事態を観察するとき，受け手が得る感覚を臨場感という。日本語の

オノマトペは往々にしてこの臨場感を盛り上げるのに使われる。臨場感を盛り上げることが送り

手として切実なのは，日本語の受け手は送り手が臨場感を盛り上げてくれることを期待している

からである。他方，ドイツ語の送り手は受け手がそのような期待を持っているとは考えないので，

臨場感を盛り挙げるために労力を払うことはない。Kleistの Das Bettelweib von Locarnoにおいて

使われたオノマトペ „tapp! tapp!“には臨場感を盛り上げることは期待されていない。„tapp! 

tapp!“はそこに音響現象があったことを記述している記号に過ぎない。一方，日本語の「怪奇小

説」においてはオノマトペは臨場感を盛り上げるためのキーワードであって，これなくしては小

説のすじの展開はあり得ない。このことは岡本綺堂の「くろん坊」の例に照らしても明らかであ

る。

　「恐怖小説」の成功は日独語で互いに異なると思われる。双方とも受け手に恐怖をもたらすこ

とを目指す点では共通しているのであるが，恐怖をもたらす過程も主体がそれに関与する仕方も

異なっている。すなわち，ドイツ語の場合は，事象をそのまま客観的に過不足なくこれを描くこ

とで送り手の任務は終わり，それ以降は受け手の任務となる。すなわち受け手は，自らが持つイ

メージ力によって描写から「恐怖」を感じ取る。もし「恐怖」を感じ取れないとしたら，その原

因は受け手のイメージ力の不足に帰せられる。他方，日本語の送り手は事態がいかにして生じる

かという「起り様」をレアルに描く。その際臨場感を煽ることは送り手の有力な手段である。臨

場感を煽られた受け手はその結果として「恐怖」を感じる。もし「恐怖」を感じ取れないとした

ら，その原因は送り手の叙述の腕不足に帰せられる。

　叙述において送り手がすすんで受け手の立場に立つことを美徳として推奨するのは日本語の基

本的性格である。この性格を前提とするとき，日本語は，受け手を感覚主体的な立場に立たせる

という，オノマトペの持つコミュニケーション上の「はたらき」に深い信頼を寄せているように

思われる。この信頼は，我が国でオノマトペが使われる場面をイラストで理解させようとする書

物が数多く出版されているという事実によく見て取ることができる。それらの書物はいずれも日
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本語のオノマトペを興味深い表現手段として肯定的に捉え，日本語の表現を豊かにするものであ

るとみなしている。例えば，最近刊行された『おのまとぺの本』は，帯に「お母さん，お父さん

へ」として，「日本語はおのまとぺの豊かさで知られ，『げらげら』や『えんえん』など，そのユ

ニークな響きには，たちまち幼い心を明るくはずませるチカラがあります。まるでふしぎな手触

りのおもちゃみたいに」と述べている 17）。

　オノマトペの持つコミュニケーション上の「はたらき」に対する信頼はさらに，日本語のオノ

マトペを医療面で応用しようという試みにも現れている。この試みについてはインターネット上

にさまざまな報告がなされているが，一つ具体例を挙げると，患者に痛みをオノマトペを使って

叙述させ，その叙述から病患のあり方や原因を推測するという実践である。患者のオノマトペを

使った叙述を医師が理解できるという事実が，オノマトペを使って感覚を表現することが日本人

のあいだにいかに行き渡っているかを裏書きしている。

　以上，前後 5回にもわたって執筆させていただいた拙論の題目を，「オノマトペの文体上のは

たらき」とせずに「オノマトペの伝達上の価値
4 4 4 4 4 4

」とした所以である。

 （完）

注

1） 金田鬼一『完訳グリム童話集Ⅰ』209ページ。
2）  「雷太郎」のあらすじ：雷電（雷の神）は日本では崇められている。けれども，彼が風天（風
の神）と連れだってやってくるときには非常に恐れられる。その場合には雷電が山や谷間で荒
れくるうからだ。そうなったら，森や林では木々の折れる音が続き，太陽は姿を隠してしまう。
風天は，すべてに先駆けて，大空高く，黒い雲に囲まれて近づいてくる。それに続くのが雷電
だ。（雷電と風天の姿は，俵屋宗達の作品で知ることができる ― 筆者）。
　むかし，富士山 ･立山とともに日本三霊山の一つである白山の麓に「貧乏」という名の百
姓が住んでいた。わずかしか耕地を持たず，しかもそれは山の窪地にあったので，水利も悪
く，妻とともにあくせく働いたが，生活は少しも楽にならなかった。その上，二人は子宝に
恵まれなかったので，老後に何ののぞみも持てなかった。
　ある年，日照りが続き，稲の枯死も目前に迫り，二人が秋の取り入れをも断念しようとし
たとき，突然雨の気配が訪れる。雨嵐が襲ってきて，歓喜して眺めている二人の間に雷が落
ち，気絶してしまう。息をふきかえした二人は，可愛い男児を授かったと知る。「貧乏」は
彼を雷太郎と名付けた。
　子どもはすくすくと成長したが，ふつうの子どもとは一風違っていて，他の子どもと遊ぼ
うとせず，父親について森へ行き，そこで寝転んで風が吹くのや鳥が飛ぶのを眺めるのが好
きだった。とりわけ嵐が好きで，雷が鳴ると声をあげて喜んだ。
　「貧乏」の家もだんだんと豊かになった。雷太郎が 18歳になったとき，一家は雷太郎を
授かった場所で賑やかにお祝いをした。けれども，雷太郎はひとり沈んでいた。そして，夕
方になると，両親に感謝の言葉とともに別れを告げた。やがて，黒雲が空から下がってきて，
彼を包み込むとそのまま空高く上っていった。
　「貧乏」と彼の妻は驚き嘆き悲しんだが，今は暮らしも楽になっていて，老後の心配もな
かった。二人は長寿を保ったあと亡くなった。彼らの墓石には竜の姿をした雷太郎と彼の来
歴が彫られた。
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3）Karl Alberti: Japanische Märchen 95ページ。
4）乙政　潤：『ドイツ語オノマトペの研究』21ページ以下。
5）K. Alberti: Japanische Märchen 56ページ。
6）『研究論叢』79号，125ページ。
7）『研究論叢』81号，85ページ。
8）Sämtliche Erzählungen, 165ページ以下。
9）『研究論叢』81号，86ページ以下。
10）エーベルス他作／植田敏郎 ･原卓也訳（1980）：『怪奇小説傑作集 5』13ページ。
11）佐藤恵三：『クライスト全集　第 1巻』157ページ（1998）沖積社。
12）ハインリッヒ ･フォン・クライスト作／種村季弘訳（1990）：『チリの地震』83ページ。
13）研究論叢』81，2-4-1～2-4-5。
14）http://www.classicsshorts.com/stories.paw.html
15）http://walkinon.digi2.jp/
16）岡本綺堂『傑作怪奇小説　鷲』235～263ページ。
17）『おのまとぺの本』。
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〈Résumé〉
  Alexandre Kojève, philosophe célèbre en tant qu’interprète de Hegel, a également inter-

prété Platon dans ses livres. Dans la présente étude, nous avons pour but d’examiner son inter-

prétation originale en prenant sa position athée en considération. En effet, Kojève a tenté de 

critiquer la philosophie platonicienne du point de vue de la relation entre Concept et Eternité.

  Il est de notoriété publique que Parménide a réfuté la théorie des Idées dans le livre 
Parménide écrit par Platon. En outre, on s’est surtout interrogé sur la raison pour laquelle 

Platon y a permis des critiques sur sa théorie des Idées. Nous pourrons en comprendre la 

raison en suivant l’argumentation de Kojève.

  Selon Kojève, la philosophie platonicienne est foncièrement dualiste. Platon n’a pas 

seulement posé l’existence de deux mondes （celui des Phénomènes et celui des Idées）, mais a 

également admit les oppositions binaires entre être et néant, bien et mal, et aussi les opposi-

tions non binaires entre Un et être.

  Tout d’abord, nous allons définir la notion de Concept chez Kojève. Ensuite, nous allons 

suivre l’interprétation de l’ontologie parménidienne par Kojève. Puis, nous allons porter notre 

attention sur l’analyse de la phénoménologie et l’ontologie platoniciennes par Kojève. Là, 

premièrement, nous allons éclaircir le fait que la question d’être et de néant est principale dans 

l’interprétation de Platon par Kojève. Deuxièmement, nous allons discuter de la dichotomie 

platonicienne. Finalement, nous allons examiner l’élément religieux dans la philosophie 

platonicienne.

は　じ　め　に

　コジェーヴは無神論的観点から古代哲学に関心を抱いていた 1）。近代において哲学が完成され

たと信じ，哲学の終焉も意味する歴史の終わりを唱えたコジェーヴが，歴史の始まりにいた哲学

者といかに対峙していたか知ることは現代人にとって重要である。この対峙を行なった背景には，

古代への憧憬を露わにするハイデガー及びレオ・シュトラウスに対抗する意図がおそらくあった。

彼のギリシャ哲学解釈を取り扱うことは，宗教と哲学の関係について考えるうえでも有意義であ

る。より具体的に言えば，古代における（ギリシャの）異教と存在の関係について考えるうえで，

彼の解釈は注目に値する。シュトラウスが指摘しているように，コジェーヴはギリシャ思想とユ

ダヤ－キリスト教の合一を図っていた 2）。コジェーヴにとって，有神論者であると考えられるプ
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ラトンは，とりわけ取り組むべき相手であった。

　コジェーヴによるギリシャ哲学研究の成果は，『概念・時間・言説 Le Concept, le Temps et le 

Discours』（1952-3年に執筆）及び『異教哲学の体系的歴史に関する試論 Essai d’une histoire 

raisonnée de la philosophie païenne』（1953-5年に執筆，三巻本，未邦訳）の中に結実している。

これらはコジェーヴの著作の中でも，これまで言及されることが極めて少なかった。ドミニッ

ク・ピロットの表現を借りると，次の通りである。

「浩瀚な『異教哲学の体系的歴史に関する試論』（1968年）― その双生児にして短縮版で

ある『概念・時間・言説』（1953年）は多くの場合，数多ある百科辞書的な解説書の中で，

わずかに控え目な考察をなされただけだった。このように興味を持たれてこなかったことは，

多くの難解な図式や数学を用いた『論述形式 topoï』とおそらく無関係ではあるまい。」 3）

　本稿では引用文中の二冊に加え，『ヘーゲル読解入門』（1930年代の講義を基にして，1947年

に出版）も参照しながら，上で挙げた古代の著述家の作品群も引用する。

　ところで，コジェーヴは古代哲学に関する自らの研究書に対し，『異教哲学の合理的歴史に関

する試論』というタイトルを付けた。この本の出版前に，タイトルのみを伝えられたユダヤ系の

哲学者レオ・シュトラウスは，コジェーヴに宛てた 1962年 5月 29日の手紙の中で，「その形容

詞｛異教の Pagan｝が示唆しているように，君が君の父祖たちの信仰へと回帰したことがわかっ

て私は喜んでいるのだ」（OT309／邦訳，下 295頁，｛　｝内は執筆者による補足）と述べている。

このように有神論的態度を見せるシュトラウスは，コジェーヴがもはや無神論者ではなく，ギリ

シャの異教を信ずるようになったとみなしている。だがむろん，そのような時代錯誤的信仰を持

つことは不可能に近い。彼は無神論者として，イデア界の存在を認めずに，したがって魂が不滅

であることを疑いながら，プラトンの著作を分析したのである。しかしシュトラウスは，コ

ジェーヴが無神論的観点から古代哲学を解釈したことに気づくことはなかった。コジェーヴはプ

ラトン哲学が内包する宗教的側面に着目したが，この着眼点は異教への信仰を持たずしてプラト

ンを読む現代人にとって示唆的である。コジェーヴが理解した限りでの無神論者ユリアヌスは，

次のように考えている。

「プラトンの『神話』の内容はまた虚偽でもある。〔この形式が「信じられうるのは」，まさ

しくそれが実際に信じられているからに他ならない〕。つまり，〔ユリ〈アヌス〉が理解した

限りでのプラトンによれば，〕いかなる場合にも，『魂』は不死ではない。」（OT273／邦訳，

下 236）〔　〕内はコジェーヴ自身，〈　〉内は編集者による補足。）

　コジェーヴはプラトンを通じて，パルメニデスにまで帰着することで哲学史を読み直している。

本稿では，コジェーヴの無神論的な観点に立ち，ヘーゲル主義的時間性の観念を基礎に据えなが
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ら，古代哲学史における存在論及び現象学 4を，プラトン的な二分法に着目しつつ，解題したい。

その際に，コジェーヴの読解の利点及び問題点の両方を見据えながら，その読解の意義を問い直

していきたい。ただし，コジェーヴがパルメニデスについて言及する際に，プラトンの著作『パ

ルメニデス』に相対的に重きを置いていることから推測されるように，実際に彼が重視している

のはプラトンの方であるため，本稿もプラトン解釈により多くの分量を割く。

1．プラトン解釈の特質

　本稿が取り扱うのは，プラトン哲学自体というよりも，コジェーヴの描いた哲学史におけるプ

ラトンである。コジェーヴはプラトン哲学をプラトン本人あるいはその同時代人が理解していた

ように開示することに重きを置いていない。そうではなく，彼はヘーゲル主義的観点に立脚して，

すなわちヘーゲルが哲学史の頂点に君臨すると信ずる立場に立つことで，古代哲学が後世に与え

た影響を意識しながら，プラトン哲学がすでに克服されたという前提で，事後的にプラトンにつ

いて論じるところに，その解釈の特質がある。彼は『概念・時間・言説』の中でヘーゲル哲学が

真理へと到達したと主張している。

「一方で，歴史上真に偉大な哲学者のうちヘーゲルは最後の哲学者であり，このことに真面

目に異を唱える者などいないだろう。他方，本書の目的は，ヘーゲルが最初の賢者であり，

一般的に言えば最後の哲学者であり，語の本来の意味において最後の『歴史的人間』である

ことを示すことである。」 5）

　したがって，ヘーゲル以降には哲学が存在しなかったということになる。このような視点に立

ちながらコジェーヴがプラトン読解を行なったことに関して，彼が生きていた時代に，その論文

の英訳 The Emperor Julian and His Art of Writing（1964）を行なったことのあるジェームズ・

H・ニコルズ・ジュニアの言葉を借りれば，次の通りである。

　

「コジェーヴは実際に，しばしばプラトンが特定の対話の中で何を言おうとしているか正確

に理解しようという熱意を示してはいる。だが，ヘーゲルの知の体系
4 4 4 4

を導入するという文脈

で，コジェーヴはプラトン哲学が乗り越えられたということを心得ていると信じる立場から，

歴史主義的研究方法の方を優先させる。」 6）

　進歩史観に基づくコジェーヴのプラトン読解は一見「歴史主義的」に思えるかもしれないが，

実際には彼は歴史主義者がそうであるように相対主義に陥ってはおらず，社会が哲学を決定する

とも考えない 7）。逆に哲学が社会を決定すると彼は主張する 8）。

　その主張の是非はともかく，彼に従えば，パルメニデスの一元論，プラトンの二元論を経て
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ヘーゲルの三位一体論へと行き着くことで議論が進歩したものと考えている（CTD191／邦訳，

226）にも関わらず，これまでコジェーヴのプラトン解釈は見過ごされてきた。ドミニック・ピ

ロットの『アレクサンドル・コジェーヴ Alexandre Kojève』（2005年，未邦訳）の中でもコジェー

ヴにおけるパルメニデスやカントには焦点が当てられているのに，そのプラトン解釈はほとんど

論究されなかった。また，コリン・コードナーは「プラトンの概念 The Concept of Plato」（2009

年，未邦訳）の中で，コジェーヴの著作の中で『入門』のみを参照しながら，コジェーヴによる

ヘーゲルのプラトン理解を明らかにしようと試みたが，その中ではプラトンの二分法は議論の俎

上に上がってはいない。

　コジェーヴはプラトン哲学を読み解く際に，存在の「三位一体論的」性質の内に真理のあるべ

き形式をヘーゲルが見出したことを念頭に置いた。ヘーゲル哲学における三位一体論については，

コジェーヴは存在・無・（存在と無の間にある）差異の三者が融合することで，真理に到達する

ことをヘーゲルに依拠しながら主張したと書いておけば，ここでは十分である。というのも，存

在と無に関する考察こそ，コジェーヴの解釈したプラトン哲学の中心的主題だからである。そし

てこの考察は，プラトンの存在論及び現象学という主題と関わりを持つ。

2．概　　念

　古代哲学における存在論及び現象学に迫る前に，コジェーヴが論じている概念（Concept）と

はそもそも何を指しているか明らかにしておきたい。彼は『概念・時間・言説』の中で，概念の

定義をヘーゲルに負うとしながら，次のように述べている。「概念とは，把握可能であるもの

（把握可能なものとして取り上げられたもの）の統合された－全体性である」，あるいは，「概念

とは，理解可能であるものすべてを包括する－意味である」（CTD92／邦訳，96）人間が事物を

理解ないし把握する際に用いるのが言葉であるが，それ自体は音及び文字に過ぎないことから，

コジェーヴは言葉のことを形態素（morphème）と呼ぶ。

　コジェーヴは言明していないが，形態素とは，彼と同時代人であるフランスの言語学者マル

ティネが用いた用語であり，言語の中の最小の表意単位を意味する。このような形態素は，実際

には現前に無い事物を表象させる作用を持っており，人はそれ無くして全く何も思考することが

できない。この形態素は，哲学において伝統的に使われてきた用語で言えば，観念（notion）の

ことを指している。形態素は，広がりを持つ物質である事物とは異なっており，人間は形態素を

駆使することで，一種のテレパシーとも言うべき思念伝達を行なっている。コジェーヴの表現を

借りれば，形態素とは「魔術的」事物であり，それはまた「音声や書記等による意味を持つ『自

然的』事物」でもある（CTD148／邦訳，170）。形態素が持つ，このような特殊な作用のことを

コジェーヴは「いま・ここ hic et nunc」からの分離であるとしているが，この形態素が現に世

界に存在していることは，我々にとって疑いようがない。個々の形態素は，それぞれ異なった意

味を持っているのだが，全ての意味を包括する一つの形態素が存在すると考えることが可能であ
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り，それは概念と呼ばれる。

　概念が時や場所の制約にとらわれない普遍的なものである時に，それは真理の名で呼ばれるに

値する。定義上，概念という包括的な観念は，全ての観念の意味を「いま・ここ」に表象するこ

とができることになる。つまり，このような概念は多くの異なった意味の共存の下に存在してい

るため，互いに矛盾するような意味をも包含している。いずれにせよ，このような概念というの

は，コジェーヴによれば，「単一にして全体的 uni-total」なものであり，また「一者にして唯一

un et unique」のものである。あるいはまた，「概念とは，統合された全体性〔＝把握可能

（concevable）であるもの（把握可能なものとして取り上げられたもの）の単一－全体性〕であ

る」（CTD101／邦訳，107）ともコジェーヴは述べている。プラトン風に言えば，概念は諸イデ

アの中のイデアなのである。いかなる形で言説が発展してきたか知るうえで，概念と時間との関

連性，また概念と永遠性とのそれを知ることは重要な意義を持っているとされる。

　コジェーヴに従えば，哲学の歴史が行なってきたのは，概念に関する言説を発展させることに

他ならない。ところが，まさにこの点にコジェーヴのプラトン解釈の難点がある。例えば，コリ

ン・コードナーは，プラトンが「概念」にあたる用語ばかりか，「時間」や「永遠性」に相当す

る用語を使用していないことを指摘する 9）。それだけならば，まだ用語の問題であり，プラトン

が「イデア」の語を用いることで，概念に近い発想法を示していたと言えなくもない。より大き

な問題点として，コジェーヴが『ヘーゲル読解入門』の中で，存在物を認識すること，すなわち

概念的把握は存在物を支配下に置くことであると信ずる点をコードナーは強く批判する。

「歴史の終焉時に，『ヘーゲル読解入門』の人間は，あらゆる現実的なものを経験的現実へ

と変形する，すなわち神の化身である人間は存在する
4 4 4 4

全ての物を支配するのである。概念的

把握は，この意味で把握されれば，そうすることで『拘束して解放する』（マタイ伝 16章

19節）力をもたらすような把握である。それは最も深い意味で，製作して支配しなくては

ならないとする類の把握である。」 10）

　このように，コジェーヴのヘーゲル解釈について語る際に，彼が「認識することは支配するこ

とである」という視点に立っていることを批判することには一定の有効性があるであろう。ただ，

そのような批判は，コードナーの場合には『ヘーゲル読解入門』に限定したコジェーヴ解釈に

則っている。この批判は，本稿で主に取り扱う『概念・時間・言説』及び『異教哲学の体系的歴

史に関する試論』の中でコジェーヴが主張していることにまで及ばない。というのも，これらの

本の中でコジェーヴが試みているのは，『精神現象学』のみに依拠して，概念的把握により人間

の自然に対する支配を確立することではなく，『精神現象学』に加えて『大論理学』の分析を行

ないながら，真理を探究することだからである。先にも言及した通り，我々の考えでは，『大論

理学』を基にして書かれた『概念・時間・言説』では，ヘーゲル主義的な真理の存在様式につい

て解き明かすことが主題となっている。コジェーヴはヘーゲル哲学において，概念が永遠性では
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なく，（人間がその中を生きる）時間と結び付けられていることを強調している。

　以下では，概念と永遠性の連関について語った古代の哲学者としてコジェーヴが挙げた，パル

メニデス及びプラトンについて順に見ていきたい。

3．パルメニデス的存在論の解釈

　コジェーヴの見解では，パルメニデスにおいて，概念は永遠的なものであるどころではなく，

永遠性と一致するとされ，それは生成されるという性質を持たず，永遠に同一性を保つものであ

る 11）。パルメニデスの哲学の中では，人間の語る言説においても，それが対象とする存在におい

ても時間が介在する余地がない。存在自体について初めて語った哲学者であるとされるパルメニ

デス自身は，概念に該当する語を用いてはいない。彼の語るところの存在自体が指しているもの

は，「存在するものすべてに共通するもの」であり，コジェーヴの用語で言えば所与存在

（Etre-donné）のことである（CTD193／邦訳，229）。

　パルメニデスにすれば，いかなる形を取るものであれ，存在するものについてしか語ることが

できず，論理的に考えれば存在の外には何も存在しない。存在するかどうか疑わしい事物 ― 例

えば宇宙人 ― について人は語ることもあるが，それは言説の形で存在していると言える。コ

ジェーヴの意見では，言説（ギリシャ語で「思考する」という意味の動詞 νοεῖν）及びその対象

（ギリシャ語では「思考」を表す名詞 νόημα）が一致するところに真理が誕生すると考えられる

（CTD195／邦訳，232）。それが意味するのはどういうことか。

　言説と対象の両者は共に存在の一部であるから，一体をなす。存在とはそもそも，一にして唯

一のものであり，換言すれば，存在は一体性（unité）と唯一性（unicité）とを兼ね備えている。

そして，存在においては過去と現在と未来の間での差異や区別はなく，存在は時間内で持続する

ことがない。パルメニデスは，今日にまで伝わっている数少ない断片の中で，詩的表現を用いつ

つ以下のように論述した。

「語られるべき道としてなお残されているのはただ一つ ― すなわち（ある
4 4

ものは）ある
4 4

と

いうこと，この道には非常に多くのしるしがある。すなわちいわく　ある
4 4

ものは不生にして

不滅であること。なぜならば，それは姿完全にして揺がず　また終わりなきものであるから。

またそれはあった
4 4 4

ことなくあるだろう
4 4 4 4 4

ということもない。今ある
4 4

のである ― 一挙にすべて，

一つのもの，つながり合うものとして。」（「自然について」断片 8） 12）

　パルメニデスの考えをあえて単刀直入に述べれば，あるものはあるのであり，ないものはない。

ヘーゲルはこの命題がトートロジーに過ぎず，「昔の形而上学では大きな意義」を持ったと『大

論理学』の中で皮肉交じりに批判した 13）。だが，パルメニデスにとってそれは循環論法ではなく，

ないものについて我々が語ることはできない，つまり，存在するものについてしか我々が語るこ
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とはできないこと，そして，存在するものは永遠に不変であることを彼は主張している。パルメ

ニデスの言葉を借りれば，「ある
4 4

もの（のみ）がある
4 4

と語りかつ考えねばならぬ。なぜならそれ

がある
4 4

ことは可能であるが無がある
4 4

ことは不可能だから」（「自然について」断片 6）。このこと

から明らかであるように，パルメニデスにとっての「現在」には時間性が関与する余地がなく，

それは永遠性そのものである。したがって，彼の構想した「一なる存在」も，それについて語る

言説も等しく永遠的である。それゆえに，「真なる言説は，いつでもどこでも（すなわち必然的

に）同じである」（CTD195／邦訳，232頁）とコジェーヴは解釈した。パルメニデスの説では，

存在は本性上同質的なものであり，常にどこでも必然的に自己同一的なものでなくてはならない

ことになる。

　コジェーヴによれば，真なる言説は確かにパルメニデスの主張する通り一でなければならない。

なぜならば，首尾一貫しておらず，自らが述べることと反対のことを同時に述べるために，矛盾

しているような言説とは誤った言説（ないし誤謬）であり，それは一でも唯一でもなく，多

（multiple）である（CTD196／邦訳，233頁）。コジェーヴの指摘するように，パルメニデスは，

このように誤謬を述べる人々が「あらゆるものについて逆向きの道」を辿ると比喩的に表現して

いる（「自然について」断片 6）。このような誤謬に基づきながら存在について語る時，存在と無

とを同一化すると共に区別してしまうという矛盾をきたす。よって，誤謬とは異なり，真理は一

個同一の存在と合致するような一にして唯一の言説でなければならないことになる。

　パルメニデスの上述の意見に関してコジェーヴの指摘するところでは，パルメニデスが存在に

ついて語る時（すなわち言説を作り出す際）に，自らが語っている言説が主観的であることを

「無視」ないし「忘却」してしまっていることに問題がある 14）。パルメニデスは自身の言説に客

観的な装いを持たせるために，存在そのものという抽象的かつ客観的な観念について語ったと言

える。彼はひそかに自らを特権的な位置に据えながら，存在について語ろうとしたのである。し

かし，実際には言説とその対象は共に存在の一部である。そもそも対象とは存在するものである

が，言説も存在しているからである。コジェーヴの考えている通り，この両者が同一となるとこ

ろに真理が現れてくると言えよう。彼のパルメニデス批判の核心に当たる箇所を引用しよう。

「存在－論的言説の目標に到達することを急いだパルメニデスは，自己の言説が，人が－そ

れについて－語る－存在について語る
4 4

ものであることを忘却した。それゆえパルメニデスは

誤って，人が－それについて－語る－存在と存在について－語る－言説が一をなすと考えた。

その結果パルメニデスは，一なる
4 4 4

存在を永遠性と同一化させてしまったのである。」

（CTD191／邦訳，226）

　つまるところ，パルメニデスの存在論の枠組みでは，対象あるいは感覚的事物が構成する現象

界について説明できないために，真理へと到達することができない。パルメニデスの哲学体系に

おいては，存在論のみが論じられ，現象学が誕生する余地がないのである。そうとはいえ，ヘラ
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クレイトスの思想に端を発すると思われる現象学の枠組みの中では，我々の言説はその時々に

よって常に変動しうるものであるために，単なるお喋りに堕する。

　このことについて，『異教哲学の体系的歴史に関する試論』の中のコジェーヴの言葉を引用し

よう。「いくぶん図式化すれば，パルメニデスの哲学は（『結局』）孤立した存在論に帰し（それ

に，その『分離』ゆえに存在論はまた沈黙に帰する），他方で哲学はヘラクレイトスの掌中で孤

立した現象－学に帰する（現象学は，その『分離』ゆえにお喋りに堕する）」 15）。存在主義とでも

言うべきパルメニデスの存在自体への偏愛を超克しようとするコジェーヴは，哲学的真理の存在

可能性の否定へと逢着するヘラクレイトスにも抗しながら，独自のプラトン解釈を展開していく。

パルメニデスの存在論を批判しつつ継承した，プラトンの存在論及び現象学を次に見ていきたい。

4．プラトン的存在論及び現象学の解釈

⑴　存在と無

　コジェーヴ自身が指摘しているわけではないものの，我々の見解では，プラトンが中期に執筆

した，最もプラトン的な著作とすら言われる『饗宴』の中でも，パルメニデス的真理の存在様式

は継承されている。そのことは，女性占い師のディオティマが，唯一無二の絶対的な真理である

美そのものの性質について語った次の台詞から伺える。

「まず第一に，それは常住に在るもの，生ずることもなく，滅することもなく，増すことも

なく，減ずることもなく，次には，一方から見れば美しく，他方から見れば醜いというよう

なものでもなく，時としては美しく，他方から見れば醜いというようなものでもなく，時と

しては美しく時としては醜いということもなく，またこれと較べれば美しく彼と較べれば醜

いというのでもなく，またある者には美しく見え他の者には醜く見えるというように，ここ

で美しくそこで醜いというようなものでもない。」（211） 16）

　ディオティマに関しては，実在したかどうか判然としない。彼女の発言は，実はプラトン自身

の意見を代弁しているのかもしれない。その是非はともかく，彼女の考えでは，真理とは永遠的

性質を持つ一者であることは明白であり，ソクラテスも彼女の意見に説得されたと述べている

（212）。さらに，プラトンは『饗宴』と同様に中期に書いたとされることの多い『パルメニデ

ス』の中で，なぜか自らのイデア論を執拗な批判にさらしたことから，彼が『パルメニデス』を

書いた頃には以前に主張していたイデア論を放棄していたとも言われる。単純に考えれば，そう

かもしれない。だが，コジェーヴによれば，プラトンはこの本の中で，パルメニデスが述べると

ころの一者が時間外にあるので，実のところ言表不可能（ineffable）であることを示そうとして

いる。

　そして，コジェーヴの意見では，「プラトンは『パルメニデス』のイデアを一者と同一視して
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いる」（CTD214／邦訳，386頁）。この意見は何も突飛なものではない。129Aでは，ソクラテス

は「あなたは〈似る〉ということ（類似性）が何らかの種目（形相）としてそれ自体で独立に存

在することを認めませんか」 17） とゼノンに向けて発言している。その発言に対して，パルメニデ

スも 130Aで「何とも感心のほかないよ」と述べることで，肯定的な態度を示す。そのうえで，

彼はイデア論を耳にした者たちの指摘するこの論の抱える難点について，「イデアなんてものは

存在しないのだ，またたとえ万一存在するとしたところで，それは人間の性
さが

をもつものには不可

知」（135A）であると述べる。ところが，パルメニデスはイデア論を決定的に反駁することはな

い。それどころか，彼はソクラテスに対して，自らの提唱する「一つのもの」（あるいは一者）

の観念を手掛かりにすることで，イデア論を発展させるべきであると指し示そうとしている。

「もしも誰かがね，ソクラテス，今度は逆に，以上にあげられた困難や他にもこの種の困難

が出されるのを望見して，およそあるものの形相となるものの存在を許すまいとし，それぞ

れ一つのものについて何か形相となるものをはっきりきめようとはしないとしたら，自分の

考えをどっちへ向けたらいいのかさえもわからなくなるだろう。イデアが存在のそれぞれに

ついて恒常的に同一性を保って存在していることを認めまいとするからにはね。」（135C）

　このようにパルメニデスはイデアの恒常性を指摘した後で，個々の形相の総体である一者につ

いて議論を展開していく。したがって，イデアと一者とを同一のものであると認める説は正当で

あると考えられる。また，一者に関する説を延々とパルメニデスが述べることに終始する『パル

メニデス』を書いた時期のプラトンは，イデア論を手放したわけではなかったことになると我々

には思われる。

　さらにコジェーヴの解釈に従えば，語ることができないものとしてのイデアは，『パルメニデ

ス』の中では一者と言い換えられながら，その存在が肯定されると共に，その非存在も暗黙裡に

認められている。この見解が正しいかどうかを検証すべく，プラトンが『パルメニデス』の中盤

で，パルメニデスの意見を挙げ連ねている箇所を引用しよう。「それ〔一なるもの〕は名づけら

れることもなければ，言論で取り扱われる（説明される）こともなく，思いなされることも知ら

れることもなく，またおよそ存在するもののうちの何かがそれを感覚するということもない」

（142A，〔　〕内は執筆者による補足）。ここで明らかなのは，パルメニデスが主張する存在その

ものとしての一者について考察を重ねていった結果，それは存在しないことになってしまうばか

りか，言表不可能でもあるとプラトンが示唆している可能性である。このように解釈すれば，プ

ラトンが『パルメニデス』の中で，イデア論をパルメニデスの手厳しい批判にさらしたことの背

景にある隠された真意が理解できよう。プラトンがこの世に存在している現象を「ありかつあら

ぬもの」であると認識したことと同様に，イデア自体も「ありかつあらぬもの」あるいは，コ

ジェーヴ風に言えば「存在かつ無」であることになる 18）。

　パルメニデスの存在論において，ないものはないと断言されているはずであるにも関わらず，
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ないはずのものについて語るという不合理がコジェーヴにとって問題である。このことについて，

彼は次のように述べる。

「パルメニデスが〔一個同一の文章で〕存在はあるとだけでなく，〔無は言表不可能である

と断言した後で〕無はない
4 4

とも言っているのは，言い違いや避けることのできた『軽率さ』

のせいではない。本当は，たとえある
4 4

もの，すなわち存在『だけ』を語ろうと欲したとして

も，非－存在（Non-Etre）（＝無 Néant），すなわちあらぬ
4 4 4

ものをも語る
4 4

ことを余儀なくされ
4 4 4 4 4 4

る
4

ものなのである。」（CTD211／邦訳，250）

　これに対して，プラトンの存在論においては，存在と無という対立する二者があることになる

とコジェーヴは指摘する。存在と無は，互いにとって対観念である。当然ながら，プラトンが実

は二元論者であるとする解釈は古くからある 19）。プラトンは存在論（イデア界）と現象学（現実

界）とを架橋して両者を一つに統一しようと試みたと考えるならば，彼の哲学は一元論的である

とも二元論的であるとも解釈できる余地があるように我々には思われる。しかしながら，イデア

界の存在を認めない無神論的立場に立脚すれば，プラトンが身体の世界を脱却して魂の世界へと

一元論的統一を図ったという見解は受け入れがたいであろう。それゆえ，コジェーヴにしてみれ

ば，プラトンの存在論は二元論的構造を持っていることになる。

　ところで，コジェーヴの議論を敷衍して言えば，西洋哲学の歴史においては，無の観念が軽ん

じられており，それゆえに西洋の言語で「無について語る」という言い方をすることすらも容易

ではない。例えば，フランス語では rienという語は否定的な意味を含む文で使われることが前

提とされている。このような事情を鑑みて，コジェーヴは無について語るために通常用いられる

rienに加えて，néant，non-être及び in-existantという語を導入した。コジェーヴが西洋哲学史

の中で軽視されてきた無の観念に着目することで示そうとしたのは，実はプラトンの存在論には

存在と無という二つのものがあるという一つの帰結であった。コジェーヴはパルメニデス由来の

西洋哲学史の伝統に従い，無は存在しないことを認めながらも，存在について語る際に，同時に

「無という不在の現存 la présence de l’absence du Néant」についても語らなければ，言説的真理

の可能性自体を説明することができないと指摘している。そのことは以下の引用から伺える。

「所与－存在における無という不在
4 4

とは（ないし，無という不在
4 4

の現存
4 4

とは），所与－存在

における存在の現存
4 4

と全く同じく，所与－存在を「構成する」事柄である。なぜなら，無と

いう不在の現存がなければ，所与－存在は，それについて『何とでも』語れる対観念
4 4 4

（Dyade）に過ぎないことになるからである。より正確には，無という不在
4 4

の現存がなけれ

ば，『存在は無と異なる』と言うことさえできなくなる。」（CTD285-6／邦訳，346）

　したがって，存在と無は並列して論じられるべきであることから，プラトンのイデア論は存在
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と無の二元論から成り立っているとコジェーヴの解釈に即して述べることができる。なぜ存在の

みについて語ることではなく，それに加えて無について語ることが重要なのかと言えば，そうす

ることによって言説的真理を展開できる可能性が生ずるからである。

　コジェーヴは無について，ある重要な注の中で次のようにも語っている。

「無は，言ってみれば疑似－観念である。疑似－観念は，どんな疑似－観念とでも，すなわ

ち，矛－盾した『意味』を持ついかなる『観念』とでも置き換えることができる。意味を欠

いた形態素としての『無』は，一つの記号（symbole）である。（この記号は都合によって，

『数学的』記号＂ゼロ＂，＂0＂，ないし他の任意の記号に置き換えても良い）。」（CTD175／邦

訳，378）

　このように，無は正真正銘の観念である有とは異なり，それ自体では存在しないという意味で

は，「疑似－観念」に過ぎないと言える。だが，無は存在との関係においては重要な意義を持つ

ことになる。換言すれば，存在にとって，無の現存という事実はけっして無視することはできな

い。それゆえに，先の『パルメニデス』からの引用にあったように，プラトンは存在について語

る際に，もし無がなければ「一と一以外のもの」については，何とでも言えることになってしま

うことになるため，正しく語ることはできないとコジェーヴは考えている。そのため，存在につ

いて正しく語ろうとすれば，無についても必然的に言及することになるとコジェーヴは結論付け

ようとしている。

⑵　プラトンの二分法

　『パルメニデス』から引用した際に，プラトンは「一」と「一以外のもの」という区別をして

いると書いた。確かにそれ以外の箇所でも，プラトンはパルメニデスの台詞「一を一以外のもの

とは異なると言う場合，一以外のもののもつ異なりを言うのではなくて，一のもつ異なりを言う

ことになるからである」（『パルメニデス』160E）の中で，「一」と「一以外のもの」という二分

法を用いている。さらに，プラトンはパルメニデスが「一はいつも有をもち，有もまた［いつ

も］一をもつから，いつも二つのものが生じて来て，いつになっても一つではないということが

必然となる」（『パルメニデス』142E-143A）と述べたと書き記している。プラトンはまた別のテ

クストで，劣悪なるものを極力排除することで社会平和を実現するべきだと息巻くテオドロスに

対して，ソクラテスが「でも，その劣悪なものがなくなるというわけにはいかんでしょうよ，テ

オドロス，何かしらん，いつもすぐれた善いものにはそれの反対のものがなければならないので

すからね。それにまたその悪くて劣ったものが神々の間に居場所をもっているというわけにもい

かないし」（『テアイテトス』176A ） 20） と発言したと書いている。プラトンは善のイデアに対する

悪のイデアの存在を，それがたとえ下等なものであるにせよ，一応は認めているのである。そし

て同様にソクラテスの口を通じて，一と一とが組み合わされば二になるという，常識的に考えれ
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ば正しそうに思われる命題にプラトンは疑義を挟み，それが実は不合理である理由を次のように

叙述している。「これらのそれぞれがお互いから分かれて別々にあったときには，それぞれは一

であって二ではなかったのに，相互に近づいたときには，相互の近くに置かれたというこの接近

が，それらが二になることの原因だった，というのはまことに不可解なことだからだ」（『パイド

ン』97A） 21）。数学的に（あるいはソクラテス風に言えば「自然学的」に）正しい事柄が，現実

世界において必ずしも正しいとは限らないとプラトンは想定しているため，ある一つの物と全く

別の種類の物を単純に合わせても二つになるとは考えがたいことになるのであろう。いずれにし

ても，彼が二という数字に固執しながら議論を展開していたことは確実である。それでは，プラ

トンはなぜ，このような二分法を導入したのであろうか。

　その理由は，先に述べた通り，存在しないはずのものについてパルメニデスが語るという矛盾

に陥ってしまっているからだけではない。そもそも，何かについて述べようとすると，必ずその

何かが何でないかについても言外で述べることになるとコジェーヴは指摘する。そのことは次の

文章から読み取ることができる。

「単一－全体的存在である存在のこの全体について語る時には，（〔明示的に〕語られる）同

は存在であると（真
4

言する dire vraiため，矛－盾なく語ろうとするなら）言わなくてはな

らない。またこう言うこと自体によって，（〔明示的には〕語られない）他は存在ではないと，

あるいは同じことだが，他は非－存在ないし無であると，（少なくとも黙示的に）言うこと

になる。」（CTD211／邦訳，250頁）

　例えば，花が赤いと述べることは，それが青や緑などの他の色でないということを暗に示唆し

ている。コジェーヴ自身が述べているわけではないが，また別の例を挙げると，我々はあえて

「首の長いキリン」と普通は言わないように，もしも仮に全ての花が赤いとすれば，わざわざ花

は赤いと述べる必要性はないのであるから，その場合には，「赤い花」という観念は，「花」とい

う観念へと収斂されるであろう。同様に，物理学において正の粒子について語るためには，負の

粒子が存在するという前提を，少なくとも理論上は要請するのである（CTD 209／邦訳，247）。

したがって，コジェーヴは『異教哲学の体系的歴史に関する試論』の中で，パルメニデス的一者

について論究する際に，「ただ，もしも単独の一者しかなかったとすれば，それについて我々は

何も ― それが単独であるということですらも ― 言うことはできないであろう」（EHII50）と

論じたものと考えられる。

　コジェーヴの立論では，哲学者であると共に，古代ギリシャの多神教を信奉していたという意

味で信仰者（Religieux）でもあるプラトンは，この世界の外に何も存在しないことを認めたく

はなかったため，イデア界にパルメニデスの言うところの一者があると想定するに至ったと推測

される（CTD219／邦訳，258） 22）。次の引用で見る通り，パルメニデスの指摘をそのまま受容し

たプラトンの考えでは，一者がなければそもそも言説が真であると言うことはできない，とコ
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ジェーヴは述べている。「３．コジェーヴによるパルメニデス的存在論の解釈」で，言説とは対

象と一致することで真となると論じたが，プラトンにとって，それが真となるためにはイデア論

を持ち出す必要があるように我々には思われる。「４．コジェーヴによるプラトン的存在論及び

現象学の解釈」の「⑴　存在と無」で論じたように，一者とイデアを同一視するプラトンは，イ

デア論を放棄しないために，一者の理論を受けいれたものと考えられる。プラトンは，一者を排

除してしまったならば弁証法（dialectique） 23） の長所をも消し去ることになるとまで認めている

（『パルメニデス』135C）。プラトンが表面上は二者ではなく，一者に固執した理由について，コ

ジェーヴは以下のように書いている。

「プラトンは，言表不可能な全く－単独の－一者がなければ，言説自体が真でありえなくな

ることを『パルメニデス』で示したと，強く確信していた。それだけにプラトンは，執拗な

までの熱意で（そして哲学的良心で）一者を主張したのである。」（CTD212／邦訳，251-2）

　プラトンは感覚界に存在している所与存在以前に在るものとして，来世にいる一者を前提に置

いたのだが，この一者とは，つまるところ超越的な神に他ならない。我々がこの神について語る

には，沈黙の内で神の側から啓示が下るのを待つしかない 24）。コジェーヴの推論に従って，プラ

トンは哲学者であり，また信仰者でもあると考えれば，プラトンがあくまでも一者に拘泥したこ

とは何ら不思議なことではない。

　さらにコジェーヴに従えば，一者は，現実の空間において広がりないし延長を持つことはなく，

過去・現在・未来というように，時系列に従って分割されることもない。それゆえ，一者のイ

メージは球体というより，点であると述べた方がより的確に本質を捉えていると言えるであろう。

このことに関して，『異教哲学の体系的歴史に関する試論』から引用しよう。

「あらゆる同一物の（空間的な）差異が，何であれ異質な物の（時間的な）同一性によって

『補正 compensée』されるという意味で，『点である』または『唯一のものである』と言っ

ていいような所与存在そのもの，または存在する－空間－時間性（Spatio-temporalité-qui-

est）の構造をこの点は図表的に表象する。」（EHII177）

　ただし，一者はそもそも言表不可能であることから，一者という観念は疑似－観念

（pseudo-notion）に過ぎず，意味を欠いた記号であり，また疑似－形態素（pseudo-morphème）

である。プラトンの論理に基づくならば，諸現象は「いま・ここ」から切り離されるばかりでは

なく，持続からも分離される。諸現象はこうして，諸観念の意味，さらにはイデアへと生成する

ことが可能である。そして，諸々のイデアは，イデアの一体性を通じて，一者を分有することに

なる。そもそも真なる言説とは一つに収斂されるはずであるから，以上の経緯をもって言説が真

理となることが保障される。
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　ところで，コジェーヴが言うように，プラトン的な二者は一者を分有し，また前提としている。

このような二者あるいは「二なる存在」とは，有と無から成立しているが，この有と無の間には

差異が認められないために，それは差異なき同一性のことであると言える。もし仮に有と無の間

に差異があるとしたならば，それに関わる言説はもはや二者ではなく，有と無と差異の三者に

なってしまうであろう。次の引用で見るように，コジェーヴは，実はプラトン自身がヘーゲルと

同様に，言説が弁証法的構造を取る際に結局は三者になることを心得ていたのではないか，とま

で述べる。

「おそらくプラトンは，三なる存在についての言説は〔遅かれ早かれ〕その『帰結』として，

〔真なる
4 4 4

，ないしは少なくとも矛－盾のない〕言説から，パルメニデスの一者を完全に駆逐

することになると『予－知』していた。（中略）プラトンは我々の生きる世界で生き，世界

について語っているのに，この世界より他には何も存在しない，この世界より他の
4 4

何物も存

在しない，と言う
4 4

ことが真
4

であると認めたくなかったのである。」（CTD218／邦訳，257-8）

　一見すると，引用の前半部については，その根拠を示していないことから，やや説得力に欠け

るように思われる。しかしながら，コジェーヴがレオ・シュトラウス流の「秘教的著述技法」を

意識した読解法を試みていたことを考慮に入れるならば，必ずしもその説は誤りとは言えない。

プラトンは哲学者でありかつ信仰者でもあったことから，先の引用で見たように，彼はこの世の

外に神の世界がないことを認めるわけにはいかなかった。換言すれば，彼は宗教的見地から，

我々が語る個々の存在物に対し，超越的な存在であり，言表不可能でもある一者が在ること，そ

してその一者について語りうることを認めたかった。そのため，彼はたとえ弁証法的合一の可能

性に気づいていたにしても，あえて言及しなかったのであろう。

　先にコジェーヴの見解に沿って，プラトンの存在論における二者が一者を分有し，また前提す

ると書いたが，同様に，所与存在は永遠性を分有し，また前提とすると考えられる。この所与存

在とは多数のものであり，永遠的な諸々のイデアの集合である。結局のところ，プラトンにおい

て，所与存在を一体的に統合する概念は永遠的であり，また永遠性を分有していると言える。こ

のように，プラトンの言説は永遠性と関連付けられるのであって，時間とは無縁である。プラト

ンはその存在論において，現象を「殺す」こと，つまり全ての時間的持続を剥奪することによっ

て現象を救出しようと試みたのであろう。ただ，彼の仮説に基づいても，人間の言説が時間的持

続を有することを説明できず，ひいては存在論に歴史という時間があることも説明できない。プ

ラトンが後の時代の哲学史を知り得ないことに関しては，やむを得ない事実であろう。しかし，

彼が言うように，神的かつ超越的な一者が時間内で，時間を超越しながら「神秘的沈黙」なるも

のを開陳できるということは矛盾をはらんでいる。

　そこで，プラトンは存在が実は二者であると主張することで，この矛盾を乗り越えようとした

のであろう。プラトンが『パルメニデス』の中で，自らが提唱するイデア論をパルメニデスに
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よって反駁させながらも，イデアと一者とを同一視したことは，一見したところ不合理に見える。

しかしながら，諸イデアを統合するような一者を想定し，諸現象と一者とを関連付けることに，

プラトンは真なる言説を作り出す可能性を見出したと考えられる。このことについて，コジェー

ヴは次のように具体例を挙げながら論じている。

「馬について語れ
4 4

るためには，諸々の馬（あるいは少なくとも一頭の馬）を見たことがある

のでなければならない〔この点に関し，プラトンはアリストテレスと同意見である〕。ただ

し，諸現象が『対応する』諸イデアを参照しないなら，また，これら諸イデアそのものが

（言表不可能な）一者に『関連付けられ』ていないなら，諸現象について真なる
4 4 4

ことを言う

ことは全くできない。」（CTD214／邦訳，387。〔　〕内はコジェーヴが付けた補足。）

　つまり，まず，感覚によって捉えられた諸現象と諸イデアが結び付けられ，次に諸イデアが一

者と連携されなければ，真理的言説を作り上げることができないのである。

　さらに，コジェーヴはイデアに関して，イデア自体について語ることはできないが，イデアに

数を付けることができると考えた点で独創的なプラトン解釈をしていると言える。彼の言うよう

に，そもそも一（者）がなければ，数自体がこの世に存在しないことになる。

「イデアを言表不可能な一者に『関連づける』のでなければ，イデアについて何も言うこと

はできない。そうするには，まずその数を示し，それから『対応する』諸現象を知覚したう

えで，ある名（＝意味を付与されている語）をその数に付け，そして（本来の意味で）語れ

ば良いのである。イデアの数は『叡智界 monde intelligible』の序列のうちに位置を占めて

おり，この『観念的』位置が，『現実世界』（コスモス）のなかに，『対応している』諸現象

の現存在の場所（トポス）を決定する。」（CTD215／邦訳，387）

　それゆえ，諸現象，イデア及び一者が正確に関連づけられる限りで，それに関わる言説が真で

あると判定することができる。逆に言えば，もし一者及びイデアとその現象との対応関係が明確

でなかったならば，ひとはこの世界の中で正しいことを語ることはできないため，哲学者にとっ

て真理の探究はできないことになってしまう，とコジェーヴはプラトン哲学を分析しながら暗に

示唆しているように思われる。

　先に述べたように，コジェーヴの読みでは，パルメニデスは概念（パルメニデス自身の言葉で

は一者）が永遠性そのものであり，それ以外のものではありえなかったと考えていた。プラトン

の思想からすれば，概念（プラトン自身の言葉ではイデア）は，唯一かつ同一の時間外の実体で

あるところの永遠性と関連を持つという意味で，永遠的である。また，概念は複数の現象の形を

取りながら，我々の眼前に何度でも登場しうる。したがって，我々の生きている現象界において

流れている時間は循環的であり，その循環性（＝円）の中心点には神という一者が位置している。
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アリストテレスであれば，この中心にいる神は不動の動者であると述べるであろう。

　ところで，この複数回にわたって現出する永遠的概念は，その度ごとに変化するものではなく，

毎回必ず完全に同一物でなくてはならず，したがって，それと永遠性との関係も常に不変である。

この関係は，概念と永遠性との間で一方向的に作用するのではなく，相互性を伴いながら互いに

影響を及ぼし合うために，永遠性は真理としての概念を取り込むのである。このことに関して，

『ヘーゲル読解入門』の中のコジェーヴの言葉を引用すれば，概念と永遠性の間での「二重の関

係こそが真理あるいは実在の開示，すなわち本来の意味での概念を構成する」 25）。

⑶　プラトン哲学における宗教的要素とそれに起因する問題点

　ここまで『概念・時間・言説』を中心にコジェーヴのプラトン解釈を追ってきた。本項では主

に『ヘーゲル読解入門』に基づきながら，プラトンの哲学（とりわけその存在論及び現象学）に

内在する宗教的要素とその要素に起因する問題点について，コジェーヴがいかに考えていたか論

じたい。

　時間内に置かれた概念は，人間にとって永遠性を伝達してくれる唯一のものである言葉によっ

て表現される。しかしまた，「プラトンの神学」― プラトンが信仰に基づきながら哲学したこ

とを鑑みて，そのような言い方が許されるとすれば（ILH340／邦訳，168）― において，真理

と共に生きようとすれば，循環する円から抜け出て，時間外で生きるしかない。したがって，絶

対知は時間の中にありながらも，時間と無関係でなければならないことになってしまう。この点

でプラトン哲学は，神について口にすべきでないとする神秘主義と親和性を持ち，この口にして

はならない存在者は言語以外のものによって，人間の下に啓示されることとなる。それでもこの

神秘主義は，エピステーメーなくしてドクサのみを認める「悲観的懐疑主義」あるいは「相対主

義」とは異なり，真理の存在可能性自体については肯定的な立場を取る。

　『ヘーゲル読解入門』におけるコジェーヴの議論をさらに追っていこう。プラトンにおいて，

人が自由に行動すれば概念を認識する行為へと向かうとされる。このことに関連するコジェーヴ

の言葉を引用しよう。

「プラトンは，徳を教えることが可能である，対話によって，すなわち言説によって教える

ことが可能である，と信じていたが，― 明白に彼にとって自由な活動は概念的認識の活動

と同一の本性を有していた。すなわち，彼にとってこれらは唯一にして同一のものの相互補

完的な二側面であった。」（ILH346／邦訳，176）

　そして，コジェーヴの述べる通り，自由を誰もが合意するように定義付けることは困難である

が，あえて定義付けなくても我々はそれが何を指しているか心得ている（ILH345／邦訳，175）。

自由ではない人間とは動物に他ならず，自由な行為は過去から説明することも特定することもで

きはしない。人間は語る限りにおいて自由であり，また語りながら概念を構築する。こうしてプ
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ラトンにおいて，語る行為を通じて，自由と概念が結び付くのである。

　しかし，プラトン哲学の論理を突き詰めていくと，概念は時間外にあるため，自由な行為も時

間的現実の外部に位置することとなる。自由な行為とは選択であるが，この選択が時間外でなさ

れるとすれば，それは人間が生まれる前にすでになされたことになる。プラトン以降，霊魂二元

論を唱えるグノーシス主義者及びキリスト教徒たちは，この時間外での行為は天使によってなさ

れるものと解釈した。そして，『ヘーゲル読解入門』におけるプラトンの体系に関する記述の結

論部で，コジェーヴは次のように述べる。

「プラトンにおけるように，永遠性が時間の外に
4 4

位置しているならば，体系は厳密に一
4

－神

論的かつ根本的に超越主義的
4 4 4 4 4

である。すなわち，神の存在は，本質的に
4 4 4 4

，神について語るも

のの存在と異なっており，この神的な存在は絶対的に一にして唯一である，すなわち永遠に

自己自身に同一でありどのような変化をも排除する。」（ILH347／邦訳，177）

　プラトン哲学の体系が一神論的かつ超越主義的であるというコジェーヴのこの見解自体は，キ

リスト教神学による古代ギリシャ文化の接触，とりわけ新プラトン主義の摂取を考慮に入れてみ

ると，従来の説から大きく逸脱してはいない 26）。周知のように，キリスト教神学は，アリストテ

レスによる「不動の動者」の説を経由して，次に新プラトン主義者の中でもプロティノスに由来

する「一者」からの流出論を経て，アウグスティヌス，さらに後の時代にアクィナスの手により，

新プラトン主義を統合することで成立した。新プラトン主義は多神教的ではなく，超越論的かつ

一神教的である点ですでにユダヤ－キリスト教的性質を持っていたのであった。

　ただ，プラトンが『パルメニデス』の中で，パルメニデス的一者の発想を受け入れたことから

も分かるように，プラトンに見られる古代ギリシャの宗教は，単なる多神教ではなく，多数の神

の存在を認めつつも，その中の一神のみを信仰する単一神教（hénothéisme）である，つまり，

神々の中でもゼウスという最高位にある神の存在を認めてもいたというコジェーヴの指摘は意義

深い。このことについて，『異教哲学の体系的歴史に関する試論』の中の表現を借りれば，「たと

え異教徒たち（païens）がヤーウェの，すなわちユダヤ人たちの人間の姿をした
4 4 4 4 4 4 4

（anthropomor-

phe）神の『排他的』唯一性を拒否していたにしても，彼らは（超越的）神性の単一的性質をも

ともと認めていたからである」（EHII489）。

　プラトン哲学の背景にある宗教的要素については以上の通りであるが，問題はこの体系が超越

主義的であることにあり，それゆえに時間内を生きる人間にとって真理への到達が困難なことに

あるとコジェーヴは考えているように思われる。彼の意見では，超越論的性質を有するプラトン

哲学に典型的に見られる神学的体系は，概念の中に永遠的実体としての神を見出そうとする。こ

の体系においては，なぜ引力が存在するか，地球とは何であるかについては説明することはでき

ないものの，それは空間に関わる幾何学を作り上げることはできるとコジェーヴは指摘している

（ILH344-5／174頁）。しかしながら，そのような幾何学は，時間と結び付いておらず，超越性と
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のみ関連性を持つために，時間的，現世的現存在の中にいる人間について語れないと彼は批判す

る。また，コジェーヴはアルゴリズムについても批判的である。アルゴリズムと哲学の間でのこ

のような性質の相違に関する，コジェーヴの挑発的意見を引用すれば次の通りである。

「アルゴリズムの次元においては不確定性も矛盾も存在しないが，実在するものを開示する

真実の言説（ロゴス）が存在しない以上，本来の意味での真理もまたそこには存在しない。

アルゴリズムから物理学的言説に移行しようとすると，種々の矛盾と不確定な要素を導入し

てしまう。したがって，物理学（及び科学一般）の領域に真理は存在しない。ただ哲学的な

言説だけがそれに到達することができる。なぜならば，ただこれだけが具体的な実在するも

の，すなわち存在の実在する総体に関わるからである。」（ILH455／邦訳，345）

　つまりは，抽象的なアルゴリズムを用いた物理学ではなく，実在するものを現実存在としての

人間と関連付ける哲学のみが真理を解明することが可能であるとコジェーヴは考える。彼が現実

界の存在物に関する真理について，もっぱら言説を用いながら開陳することこそ哲学者に課され

た使命であると確信していたことは，『概念・時間・言説』の中の次の一節からも伺える。

「哲学者だけが『真理において』生きようとするのではないのと全く同じく，哲学者だけが

語る
4 4

ことを欲するわけではないが，しかし哲学者だけが，言説的
4 4 4

以外の真理を認めず，ただ

真理
4 4

の名においてのみ語ろうとする人間たちである。」（CTD 60／邦訳，59頁）

　そして，時間内を生きる哲学者は，単に物質的ではない人間的世界を時間と結び付けることで

真理を見出すことができる。プラトンの体系に関するコジェーヴの批判の結論を確認するため，

再び『ヘーゲル読解入門』から引用しよう。

「人間的世界との関係では，この体系からはせいぜい『天使の』現存在は解明されえようが，

歴史的生，すなわち人間の時間的
4 4 4

現存在は，いかなる意味をも価値をも奪われてしまうので

ある。」（ILH347／邦訳，177）

　こうしてコジェーヴは，人間が時間的現存在であることを前提しながら，人間にとっての真理

を解明しているヘーゲルの哲学を礼賛するに至るのである。

お　わ　り　に

　コジェーヴが指摘するプラトン哲学の問題点について，要約したい。概念が真なるものである

時，それは真理と呼ばれる。真理は普遍的 ― 言葉遊びに過ぎないように聞こえるかもしれない
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が，不変的とも呼び換えられよう ― であるから，いかなる変化も被ることがないはずであり，

プラトンのように，それを永遠的あるいは非時間的なものと考えることも可能ではある。しかし

ながら，その場合，人間は時間内にしか生きられないため，かかる真理を発見することができる

かどうかは疑問が残る。結局のところ，古代ギリシャにおいて，概念と（人間的）時間を結びつ

ける発想がいまだ存在せず，概念がもっぱら永遠性との関わりの文脈において論じられてきたこ

とが，コジェーヴにとっては不満であった。イデア界では，概念は永遠性と親和性を持っている

のだが，「合理的」あるいは無神論的観点からすれば，我々が住まう世界の外にある，いわば

「世界外存在」は認められないのである。とはいえ，ヘラクレイトスが考えたように概念が流動

的かつ可変的なものであるとしたら，哲学的真理そのものが存在し得ないことになってしまう。

コジェーヴはイデア界の存在について否定的な立場を取るが，それでもやはり永遠的な哲学的真

理の存在可能性は認めており，哲学の目的とは真理の探究に他ならないと信ずるため，真理をイ

デアの領域へと還元しないような体系を見出すべく，本稿で見たようなプラトン読解を行なった

と考えられる。プラトンに準拠すれば，我々の生きている世界の外部に現象の本質すなわち真理

があることになる。だが，時間内を生きる我々がかかる現象の本質を認識することは，啓示にで

も頼らない限り基本的に不可能である。これがコジェーヴの考えるプラトン哲学の問題点である。

　ここでコジェーヴのプラトン読解に見られる偏りについて指摘しておきたい。コジェーヴの意

見では，時間内で生きる人間が作った概念もまた，哲学史を通じて時間内で持続するのであり，

つまりそれは概念の作り手が死んだ後にも書物，それもヘーゲルの書物の中で，そして現在生き

ている我々の意識の中で生き続ける。『ヘーゲル読解入門』における，歴史の終焉に関する記述

の中でコジェーヴは，「周知のごとく，ヘーゲルにとって，この歴史の終焉は一冊の書の形で学

が到来することによって，すなわち世界の中に賢者あるいは絶対
4 4

知が現れることによって画され

るものであった」（ILH380／邦訳，214）と書いた。「絶対知」をより一般的な語である真理へと

置き換えるならば，ヘーゲルの本が真理を開示していることになる。コジェーヴによると，さら

に，人間には存在についての言説を，人間的時間としての歴史の中で次の世代へと伝達すること

ができるとされ，次の世代はその言説の内容を発展させていくことが可能であるとされる。それ

ゆえに，哲学の歴史において，存在論及び現象学が発展しているとコジェーヴは結論付けている

ように我々には思われる。しかし，ヘーゲルを頂点に置くコジェーヴの哲学史観は大きく偏って

しまっていると言える。

　そのような偏向はあるものの，コジェーヴの見解を敷衍して言えば，パルメニデスが存在論の

祖であり，ヘラクレイトスが現象学の祖であるとするならば，プラトンはたとえ身体の領域に関

わる現象界を軽んじて，不可視な心の世界であるイデア界を志向していたにしても，存在論と現

象学とを架橋しようとしていたと言えよう。プラトン哲学が二元論的性質を有することを認める

ならば，その後の哲学の歴史が存在論と現象学へと交差しつつも枝分かれして発展していくこと

は必然であったと考えられる。それゆえに，ヘーゲルがこの二つの学を探究して，『精神現象

学』と『大論理学』を執筆するに至ったのは，何ら驚くべきことではなかったと我々には思われ
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る。

　最後に，コジェーヴのプラトン読解の利点を，再び明確に示しておくことで本稿を締めくくり

たい。コジェーヴの説を敷衍して言えば，プラトンは『パルメニデス』の中でイデア論を放棄し

たわけではなく，パルメニデスの一者とそのイデアとを積極的に同一化しようとすることにより，

イデア論の立て直しを図ろうとした。そして，プラトン哲学の内には二分法が見られるが，この

二分法は一般的に考えられているように心身二元論あるいは二世界論としてのみ理解されるべき

ではない。2で見たように，その二分法はさらに有と無，善と悪の対観念にも関わり，ひいては，

一と有，一とまた別の種類の一という次元や類型の異なる観念同士，いわば非対観念をも含意し

ているのである。魂は可死的であると前提する無神論的立場からすれば，プラトンは反二元論的

世界像を奉じながら，物質としての身体から魂へと帰着しようといたのではなく，実は二元論的

世界観を抱いていたと解釈される。イデア界と現実界の二世界論に限定されず，概念と永遠性の

関係を考慮に入れつつ，特異な二分法に注目したコジェーヴの解釈は特筆すべきものであろう。

　※邦訳については，原文に基づきつつ適宜改変した。
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14）存在論に関する文脈で忘却と言えば，ハイデガーが指摘した，従来の西洋哲学史における，
「存在論的差異」つまり「存在者 das Seiende」及びこの存在者を存在者にしている「存在 das 
Sein」との峻別を忘れてしまっていたという「存在忘却 Seinsvergessenheit」についての議論
を我々に想起させる。コジェーヴはまだ若かりし頃にベルリン大学で学んでいた際に，前者の
授業をなぜか避けていたが，後にハイデガーを意識するようになった。しかし，この文脈では
ハイデガーの存在論と直接的な関連性はないと思われる。

15）Essai d’une histoire raisonnée de la philosophie païenne II, Gallimard, 1972, p. 254. 以下では，
EHIIと略し，頁数を併記する。

16）訳に関しては，以下を参照。久保勉訳『饗宴』岩波書店，1965年。
17）訳出にあたって，以下を参照した。田中美知太郎訳『プラトン全集 4』岩波書店，1975年。形
相とはエイドスの訳語であるが，語源的にはエイドスもイデアも同じである。これについては，
『プラトン全集 4』，27頁の注 2を参照。

18）プラトンがパルメニデスの存在論を意識しながら，感覚的事象を「ありかつあらぬもの」であ
ると考えていたことに関しては，以下を参照。内山勝利「プラトン」『哲学の歴史１』中央公
論新社，2009年，496頁。

19）代表的なものとして，プラトンを心身（物心）二元論の源流と解釈する風潮は現在でも残って
いる，と論じる瀬口昌久の文章を引用しよう。「（プラトンが現実界を軽んじたという）通念は，
哲学の領域にとどまらず，キリスト教世界においても，パウロが『ローマの信徒への手紙』で
述べている霊肉二元論的な図式と結びつけられ，信仰世界と世俗社会の二元論を補強する教説
として，賞賛されたり非難をあびたりしながら，広汎で甚大な社会歴史的影響を現在にまで与
え続けている。」（『魂と世界 ― プラトンの反二元論的世界像』京都大学学術出版会，2002年，
Ⅲ頁。）

20）訳出にあたり，以下を参照した。田中美知太郎訳『テアイテトス』岩波書店，1966年。
21）訳については，以下を参照した。岩田靖夫訳『パイドン』，岩波書店，1998年。
22）この本を読む限りでは，コジェーヴはプラトンが信仰者であると断言できるという明白な根拠

143コジェーヴによるプラトン読解入門



を示してはいないように思われる。ただ，プラトンがイデア界という超越的な世界を認めてい
る時点で，彼が信仰者であるとするコジェーヴの仮説は一定の説得力を持つと言えよう。

23）周知のように，ソクラテスについて語る文脈では，この語は通常は「問答法」と訳される。
24）コジェーヴはしかし，啓示の可能性については否定的態度を取っている。彼によると，啓示に
よって真理へと到達したと人が主張することは不合理ではないが，「その場合に彼は，その知
識を他者に伝える哲学的に確かな根拠をもたない（中略）し，また，それゆえ彼が真に哲学者
なのであれば（中略），そんなことはしないだろう。」（DT177／邦訳，下 50）

25）Introduction à la lecture de Hegel, Gallimard, 1947, p. 342.（上妻精・今野雅方訳『ヘーゲル読解
入門』国文社，1987年，171頁。）以下で，この文献を取り上げる際には ILHと略記して，頁
数を書き記す。

26）キリスト教神学がいかにギリシャ文化を包摂してきたか，とりわけ啓示としてのキリスト教と
理性としてのイデアリズムの関係をどのように解決してきたか，その歴史に関しては，以下を
参照。掛川富康「キリスト教神論におけるヘブライズムとヘレニズム」『国際基督教大学学報
IV-B　人文科学研究』21，1987年，27-75頁。この論文ではカール・バルトに至るまでのキリ
スト教神学の成立過程が中心的な関心事になっている。バルトの他にも，プラトンの著書をド
イツ語に翻訳した際に，新プラトン主義の造語を作り出したことで知られる，フリードリヒ・
シュライエルマッハーが神学者としてプラトン哲学を神学とは矛盾しない形で受容した。彼が
『従来の倫理学批判大綱』（1803年）の中でプラトン礼賛を行なっていることについては，武
安宥「シュライエルマッハーの徳論 ― プラトンの徳論との関連で ―」（『教育学科研究年
報』第 18号，1992年，1-4頁）を参照。
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〈Kurze Inhaltsangabe〉
  Die Bürger des 19. Jahrhunderts verabscheuten die soziale Exklusivität und Anmaßung 

des militärischen Ehrbegriffs und waren überzeugt davon, dass die besondere Ehre des 

Offizierstandes früher oder später nach der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht in der 

allgemeinen Staatsbürgerehre aufgehen müsse. Den bürgerlichen Abgeordneten, heftige 

Kritiker der geschlossenen und exklusiven militärischen Standes- und Duellehre, missfiel, wie 

sich militärische Behörden über allgemeine Rechtsgrundsätze hinwegsetzten und eigene mit 

der bürgerlichen Rechtsauffassung in Widerspruch stehende Verhaltensstandards 

einforderten.

  In Wirklichkeit erhielten Duelle in der Armee jedoch eine besondere obrigkeitliche 

Unterstützung und wurden trotz des Zeitgeistes des 19. Jahrhunderts immer häufiger 

durchgeführt. Aber warum? Über die Gründe dafür wird aus Sicht des Ehrenkodex in dieser 

Abhandlung diskutiert.

は　じ　め　に

　18世紀の終り，フランス革命の精神から近代的国家の新たな概念が誕生し，兵役義務の導入

と一般的市民権の確立に伴い，古くから継承されてきた貴族の決闘も時代遅れのものとなった。

国家が第一であり，市民はその国家の構成員であり，国家は外部の敵と一致団結して立ち向かわ

なければならなかった。19世紀のヨーロッパの国家と社会における軍隊の重要な役割を考えれ

ば，軍人の決闘が当局から特別な支援を受けたということは耳目を驚かすような事柄ではなく，

むしろ，極めて至当な現象であった。特にプロイセンを筆頭に，バイエルン，ザクセン，或いは，

ヴュルテンベルクにおいて，軍隊は王の直接的指揮権の支配化にあり，ある独自の裁判権を有す

るという意味で一般市民社会から隔絶された「国家の中の一つの国家」であったが，同時に軍隊

は多種多様な形で市民社会に大きな影響を与えていた。

　このような「社会の軍隊化」 1） とも呼べる事象は 18世紀に既にはじまっていたが，一般兵役義

務の導入，将校の身分のブルジョワ化，予備将校団の設立などを通じて，軍隊が市民の生活環境

に与える影響力は 19世紀になると著しく増大した。さらには，1860年代と 1870年代における

プロイセン軍の軍事的成功，並びに「血と鉄」によって確立された国家的統一の際の軍人の寄与

は，軍隊の優勢を決定的なものにした。そして，軍隊の名誉に関する作法と決闘が，このような

時代の趨勢と無縁であり続けることは不可能であったし，決闘に対する国家の政策もそれに伴っ
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て変化せざるを得なかった。1880年代以降，国家の決闘政策は，決闘の是非をめぐる議会の議

論に依存するようになっていき，軍隊における決闘の強要に対する社会民主主義者，左翼的自由

主義者たちによる厳しい批判は，ヴィルヘルム治下の国家の神経を絶えずとがらせたのである。

　本論においては，軍隊の決闘に関する社会的側面と政治的側面の両方を念頭に置きながら，19

世紀，特に 1860頃に至るまでの軍人＝将校の決闘のあり方を眺めていきたい。

第 1章　市民の名誉と軍人の名誉

　17世紀や 18世紀において，決闘は，国家権力による暴力の独占を脅かす存在として国家当局

によって恐れられ，それ故に事あるごとに制圧・撲滅の対象とされてきたが，19世紀になると，

それとは逆に，決闘は，19世紀の軍事国家の次代を担うエリートたちに必要不可欠な要素とし

て捉えられ，国家によって有用な慣習として奨励された。それどころか，それまでは貴族や軍人

だけの特権であった決闘の慣習は，今や，一般市民の間にも深く浸透し，傷つけられた名誉を回

復する権利と機会を彼らにも提供した。従って，個人の「名誉」を侮辱する可能性は，意図的に

せよ，或いは，無意識的にせよ，19世紀においては，個人の如何なる社会的言動にも潜在的に

存在していたのである。

⑴　フォン・ライトホルトの場合

　1844年，プロイセンの陸軍少尉フォン・ライトホルトは，ケーニヒスベルクのビアガーデン

で，シャーデという名のある司法修習生が王フリードリヒ・ヴィルヘルム 4世（1795-1861　在

位 1840-58/61）について失礼なコメントを述べているのを偶然耳にした。この将校ライトホル

トは，その司法修習生にピストルによる決闘を申し入れたが，シャーデは文書によって彼に謝罪

し，公式陳謝した。それにもかかわらず将校はあくまでも決闘を要求し，結局のところ決闘は行

われ，シャーデは致命傷を負い亡くなった。事情聴取の場で，ライトホルト少尉は，「シャーデ

の王に対する失礼な言葉によって，自分の個人的な，そして，公職にある者としての名誉が侮辱

されたと感じた。それに対して，将校として，決闘という方法でしか応えることができなかっ

た」 2） と述べた。

　ライトホルト少尉は，「将校は，王の次に位置する身分であり，また，己の命を賭けて王とい

う人間の身代わりとなる，王の直接的代理人である。また，王侯・君主に対する侮辱は，それに

仕えるすべての将校に対する個人的侮辱に等しい」 3） という原理に基づいて行動したに過ぎない。

少尉のこの言動は，プロイセン国家の幹部たち全員の賛同を得たが，これに関するケーニヒスベ

ルクの一般市民たちの見解は全く異なっていた。当局の意図に従って可能な限りしめやかに執り

行われるはずであった司法修習生シャーデの埋葬には，予想をはるかに超える数百人の市民が葬

列に加わり，彼の死を悼んだ。シャーデの墓は，女性市民たちによって何度も新鮮な花輪で飾り

付けられ，この事件から何か月も過ぎ去った後でも，「いわゆる世論は，この不幸な決闘を通し
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て，当局に忠誠を尽くすことに対する嫌悪感を示している」 4） と，プロイセンの地方長官は当時

の内務大臣に伝えている。

　このプロイセンの地方長官が理解する忠誠とは，将校の名誉に関する考え方を優先させ，プロ

イセンのような軍事国家において，「名誉にかけて実行すべきこと」＝「決闘」の慣習を堅持す

ることを，国家が存続する一つの前提条件として受け入れることに他ならず，多くの市民が示し

た態度，即ち，そのような忠誠を拒み，権利と法を盾に取り，刑法上の決闘禁止令を振りかざす

ことは，プロイセン国家の軍事的基盤に対する真の理解と敬意の欠落を意味していたのである。

⑵　アンネケの場合

　1846年，プロイセン軍の少尉フリッツ・アンネケは，自己の名誉を汚されたと主張する彼の

同僚から決闘を挑まれたがこれを拒絶したため，その同僚から軍の名誉裁判所に告訴された。ア

ンネケは，名誉裁判での自己弁護の際に，「自分は，決闘を，将校の階級に必要不可欠な尊重さ

れるべき社会的慣習とは考えていない。むしろ，私はこの慣習を身分階級の偏見と呼びた

い」 5） と言明し，将校が拠り所としている礎柱の一つである決闘という慣習に反対したのである。

結局のところ，名誉裁判所は，彼の決闘の拒絶を彼の同僚の階級の名誉に対する毀損であると見

做し，アンネケを軍隊から解雇した。

　民主主義的な理念に感化されていたアンネケは，軍人の名誉の概念と市民の名誉の概念との間

にある根本的相克・対立・矛盾に光を当てるために，この事件を敢えて公にし，軍当局が一般的

な法原理を如何に無視し，市民の法解釈と相反する独自の行動規範を如何に不当に要求している

かという証拠を世間に突きつけたのである。しかしながら，軍隊は，これまでと同様，外部に対

して極めて慎重で用心深い情報政策を行なったので，厳格な秘密保持という考え方のもとに行わ

れた名誉裁判の手続きに関する詳細については，この事件においても依然として厚いヴェールに

包まれたままであり，結局のところ，「将校と貴族のうぬぼれ」に対するアンネケの抗議は，ほ

とんどその成果を収めないままであった。

　一方，多数派で影響力の強い保守的な軍隊信奉者たちは，外部からのあらゆる批判に対する免

疫性を軍隊に与え，軍隊の名誉と決闘に関する規範を積極的に擁護した。例えば，1847年に開

かれた領邦議会において，市民階級の議員たちは，軍隊の身分階級と決闘に関する排他的・閉鎖

的な規範を激しく非難したが，「このことに異論を唱える者は，プロイセンが有する最も高貴な

宝物である，我々の軍制の原理を損ねている」 6） と主張する貴族階級と保守的な議員によって，

この批判はあっさりはね返された。

⑶　プロイセン王の見解

　後にプロイセン王ならびにドイツ皇帝になるヴィルヘルム皇太子（ヴィルヘルム 1世　

1797-1888　在位 1871-88）は，1848年，この時代に特徴的な「（社会的格差をなくそうとする）

平均化」 7） から将校の身分・階級を明確に除外し，将校の有する特別な名誉の権利を認めること
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を次のように明言した。「普遍的な目的のために自身の命を賭け，同時に，自分の命令によって

他の者の生死を決定するという責任を持つ者は，通常の尺度では測ることのできない信念と主義

を保持しなければならない。」 8） 彼はまた，将校の名誉毀損は市民のそれよりも厳しく処罰される

という従来の規定を守ることに賛同の意を表した。

将校の身分・階級における名誉とそれに伴う名誉毀損については，他の身分・階級における

それとは全く異なる性格と意味をもっている。名誉とその名誉に恥じない言動は，将校の身

分・階級に属する者にとって一番不可欠な必要条件であり，彼らの職業の一番の前提条件で

ある。このような意味で，将校たちに対してなされた名誉毀損は，彼らの本質的な前提条件

を，つまりは，存在そのものを攻撃し，脅かす特別な重罪である。立法が，特に，プロイセ

ン国家の立法が，自らの名誉に恥じない言動を何よりも大切にしようという将校たちの気持

ちを維持し，活性化することに配慮しているだけになおさらのこと，将校に対する名誉棄損

は，厳重に処罰される必要がある。名誉を重んじる将校の考え方が，国家の安全と存在を維

持するための基盤である以上，将校に対する名誉毀損を将校以外の者に対する名誉毀損とは

別に扱うのは，国家としては当然である 9）。

　このような考え方は，プロイセンにおいては伝統的なものであり，既に 18世紀後半において，

フリードリヒ・ヴィルヘルム 2世（1744-97　在位 1786-97）は，「将校は，決闘によって武器を

持って己の名誉を守る心構えが常にできていなければならず，さもなければ，軍隊から除隊させ

られる覚悟でいなければならない」という信念に基づき，将校の名誉に特権を与える勅令を公布

していた。この時代，プロイセン軍は更に勢力を拡大し，その常備軍は，歩兵約 19万・騎兵約

5万を擁した。「将校における名誉の侮辱は，それ自体，極めて屈辱的なものであり，多くの場

合，市民におけるよりも，その将校にとって不利な結果をもたらす」 10） が故に，ある市民がある

将校を侮辱した場合，その市民には 3～6か月の自由刑が申し渡されることが定められた。これ

とは逆に，将校がある市民を侮辱した場合，その将校には，軍の哨舎での禁固刑，あるいは，城

塞禁固刑が言い渡されることが定められたが，実際のところ，その将校が彼の上司から叱責をう

けるだけで終わるケースがほとんどであった。

　1844年，民主化運動に対峙する反動主義者で，1840年に皇帝となったフリードリヒ・ヴィル

ヘルム 4世は，将校を侮辱した市民は，罰金刑ではなく，例外なく自由刑に処するという指令を

出したが，その逆に，ある将校が市民を侮辱した場合，その将校には，軍隊刑法典の諸規定に

従って，軽い 2-3日の外出禁止令の刑が言い渡されるだけであった。民間の裁判官たちは，この

指令の中に重大な不公平さを看取し，1840年代に刑法典の修正に取り組んでいたプロイセンの

枢密院の委員会も同様に，この不平等を新たな刑法に引き継ぐことを拒絶した。彼らは，1846

年，次のような論拠を持って彼らの所見を説明した。
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様々な身分・階級がいくつも混ざり合い，全国民に兵役義務が課せられている今日の状況に

あって，将校たちの特殊な事情を考慮したとしても，顕著な不平等によって市民の名誉が傷

つけられることがあってはならないし，市民の名誉は守られなければならない 11）。

　しかしながら，枢密委員会のこの所見に対して，フリードリヒ・ヴィルヘルム 4世は，条件付

きの理解しか示さず，それどころか，市民を侮辱した将校にはこれまでより厳しい刑を科するべ

しとする枢密委員会の勧めを撥ねつけた。王は，事あるごとに，軍人が有利になるよう仲裁に加

わり，将校たちの排他的・排外的な「名誉という考え方」を，一般市民と官僚機構により強まり

つつある批判から擁護した。プロイセンのような軍事国家において，「名誉にかけて実行すべき

こと＝決闘」を堅持することは，国家が存続する絶対的前提条件の一つであったのである。

⑷　名誉に関する平等の理念

　ライホルト少尉との決闘によって司法修習生シャーデが殺害された前述のケーニヒスベルクの

事件をきっかけに生じた，一般市民の名誉より上位にある軍人の名誉に対する反感と不平等感は，

1848-49年の革命において一挙にその頂点に達したことは言うまでもない。フランクフルトのパ

ウル教会議会が 1848年に提出したドイツの軍制（兵役制度）に関する法案は，軍隊における名

誉裁判所の撤廃を謳い，軍人の名誉の存続を否認した。

　ザクセンの領邦議会の市民階級の市民たちも，軍人を，彼らの優遇された特権的地位という偏

見と先入観によって一般民衆から隔離している軍人の名誉心は，市民の政治的意識とはもはや相

いれないものであり，これまでの軍人に認められてきた特別な名誉は，遅くとも，一般兵役義務

の導入以降，一般市民の中に埋没して消滅せざるを得ない，と主張した。「今や我々は，もはや，

いかなる身分・階級ももたない。我々が持っているのは職業だけだ。」 12） 革命は，排他的な身

分・階級の名誉のもろもろの基盤を消滅させ，個人の職業上の能力だけを社会的尊敬の尺度とす

るよう要求した。

名誉は，ある階級だけの特権でもなければ，相続権でもなく，また，独占権でもない。それ

は，例外なく，あらゆる人間の共有財産である。それを持ちたいと思う者はそれを持ち，そ

れを持ちたくないと思う者だけがそれを持たない 13）。

　その後も，特権的な軍人の特別なステータスに対する反論が一般市民と自由主義的議員から執

拗に提出されたが，1870-71年の普仏戦争によるプロイセン・ドイツ軍の大勝により，軍隊と将

校団に対する特権は，結局のところ，19世紀後半においても絶対的なものとして存続し続けて

いくことになる。
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第 2章　将校団における名誉の規範と決闘

　決闘は，その支持者にとっては，軍人のエリートを軍隊の規律に服させるために必要不可欠な

教育・訓練手段であり，礼儀正しく折り目正しい軍隊生活を送るための必須条件であった。プロ

イセンでは，学生がその大部分を占める一年間の志願兵を含む予備役将校も，決闘の問題から免

れることはできず，その結果，軍隊での行動や振る舞いの規範は市民の生活にも必然的に持ち込

まれるようになった。将校の名誉は言わば不可分であり，それに従い，軍人の名誉も不可分で

あった。それは，ドイツのすべての国々で当て嵌まることではなかったが，バイエルンにおいて

はプロイセンと同じプロセスの中にあった。

　19世紀においても，将校たちは，決闘の本質と軍人の性格の類似性を次のように指摘するこ

とで，決闘という「名誉の勲章」を放擲しようとは決してしなかったのである。

決闘の際に求められる直線性，決断力，勇気（勇敢さ）は，軍人にもそのまま求められる必

要不可欠な要素である。これらの特性を欠いている将校は，職業の選択を誤ったのであり，

その将校が彼の部下たちに悪しき手本を示し，その結果，その部隊の戦闘力を弱体化させる

という理由だけでも，彼は軍隊にとってもはや放置できぬ存在である。戦時において，その

個人的な勇敢さと毅然とした態度という点で兵士たちに模範を示すことができるように，将

校は，平時においてもまた，軍人に不可欠な特性を絶えず涵養し，示すことができなければ

ならない 14）。

⑴　将校における決闘の意味

　1839年，プロイセン軍の総司令官フォン・ミュフリングは，決闘は将校にとって，「他のいか

なる方法でも実現不可能な問題を解決するための最も簡単なやり方であり，決闘においてのみ，

将校は，自分の勇気を実際に証明し，また，自分の地位・身分を名誉で満たす機会を見い出すこ

とができる」 15） と，ある公式所見のなかで言明している。このような考え方は，「名誉と勇気は

軍人の犯すべからざる財産であり，それは，決闘によって守られ，かつ，立証される。決闘は軍

人にとってのすべてであり，それに伴う危険はまったくどうでもいいことである」 16） という信念

に基づいている。

 ある身分・階級の名誉は，その身分・階級の内的結合が緊密であればあるほど，より明確に特

徴づけられ，名誉の目的は，一つの社会的集団をその内的まとまりという点で安定させ，他の集

団を排除することである。社会的義務を個人の利益に移し替えることこそが，名誉の機能であり，

他ならぬこの機能が，名誉を身分・階級的構成上の安定装置へと高めているのである。そのこと

を最も明確に証明してくれるのが他ならぬ将校団であり，ここにおいて名誉は，部外者に対する

識別標識としての，肉体的な傷をも厭わないほどその名誉を高く評価する将校の一つの特別な識

別標識としての機能を果たしているのである。
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　決然とした態度の欠如，借金，守秘の欠如，過度のアルコール摂取，賭け事などによって軍隊

から除隊させられる将校も存在したが，これとは別に，将校同士の名誉毀損も十分起こり得た。

軽蔑的な言葉，嫌味な視線，挨拶の拒絶，無視なども個人の名誉に対する攻撃と解釈されたが，

平手打ちなどの肉体的な不可侵性に対する侵犯は，謝罪や陳謝では償うことのできない名誉毀損

と見做された。

⑵　ヴァイツェンネッガーの場合

　バーデンの少尉アントン・フェルディナント・ヴァイツェンネッガーが，1830年，連隊のあ

る仲間から「このろくでなし野郎！」と呼ばれた時，すべての将校たちは，この侮辱に対して決

闘を申し入れることで応えることをヴァイツェンネッガーから期待していた。この少尉は，実際，

直ちに相手に決闘を申し入れたが，彼の指揮官の仲介により決闘はまずは阻止された。少尉が，

結果的に，「ろくでなし野郎！」と呼ばれた侮辱をそのままにしているという理由で，特に若い

将校たちは彼に対して嘲笑的な態度で接した。ヴァイツェンネッガーは，その後，侮辱した相手

にサーベルによる決闘を改めて要求したが，相手がピストルによる決闘をあくまでも主張したた

め，決闘を躊躇った。彼は，連隊の年長の大尉に相談し，この争いを調停してくれるように依頼

した。しかし，大尉は，次のように言って，その依頼を拒絶した。「ヴァイツェンネッガーに残

された道は二つしかない。つまり，自分の名誉を守るためにピストルで戦うか，あるいは，この

件に関する法的な訴訟を起こすか，という二つの可能性だけである。そして，後者の場合，彼の

同僚の目には，彼が敗北したように映るだけであろう」 17）

　将校団の名誉の規範は，侮辱を受けた将校に，その侮辱を決闘によって報復する以外の選択肢

を与えていなかったのであり，このような場合に，民間の刑法が定めているような裁判による合

法的な訴訟は，将校には全く論外であった。「侮辱した者を法的に処罰することだけに限られた

通常の法律は，侮辱を受けた者がその後の生活に必要不可欠な真の償いと満足感を，その傷つけ

られた名誉に与えることはできない」という感情が，将校たちの胸の内にあった。従って，己の

名誉を傷つけられた者にとって，彼を侮辱した者が民事的に処罰されることはまったくどうでも

よいことであった。

　決闘のこの魔力と生命力を保持していたのは，プロイセンの軍隊だけではなかった。バーデン，

ヴュルテンベルク，あるいは，バイエルンの軍隊でも，攻撃に晒された自分の名誉を決闘で守ろ

うとしない将校は，彼の同僚からの一切の交際を避けられ，孤立し，やがては除隊することを余

儀なくされた。

⑶　ハンブルク市民軍司令官シュテファニーの場合

　主として裕福な商人や自由業の者といった市民階級出身の男たちからなる帝国自由都市ハンブ

ルクの軍隊もその例外ではなかった。1826年 9月，市民軍の司令官フォン・シュテファニーと，

4年前にすでに退役していた元少佐ホルストとの間で、ハンブルク近郊においてピストルによる
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決闘が行われたが，この事件は，ハンザ同盟の将校たちの名誉に対する考え方の特徴を明示して

いる。

　ホルストは，前年の 1825年，ある文書を公刊し，その中で，彼に代わって新しい司令官に任

命されていたシュテファニーに対する怒りをぶちまけ，こう記していた。「シュテファニーは，

彼がある大臣の娘婿であるという理由だけでこの地位を得た。その他の点では，彼は，その不誠

実な性格と，公務における経験の乏しさという点で際立っている」 18）

　ホルストのこの文書に基づいて，ハンブルク市参事会はホルスト元少佐を起訴し，その結果，

彼に対して六週間の拘禁刑が言い渡された。ところが，彼は，ゲッティンゲン大学を通じて上訴

（控訴）し，大学の法学部がこの判決の違法性を公に表明したため，ハンブルクの市参事会は先

に言い渡した禁固刑の判決を撤回せざるを得なかった。公の手続きが終わった後でようやく，

シュテファニーは，彼を侮辱したホルストに決闘を申し入れ，1826年 9月，両者の間で決闘が

行われ，その結果，ホルストは負傷した。

　決闘の後，自宅監禁を命じられたシュテファニーは，彼のとった行動の正当性をこう主張した。

「決闘によるこのような名誉回復を必要としたのは，単に私の名誉だけではない。もし私が法律

のために決闘による名誉回復を犠牲にしたとしたら，どうなっていたであろうか。それ故，決闘

による名誉回復を要求することは，単なる正当防衛であるばかりでなく，同時に軍に対する，

従ってまた市自体に対する義務であった。」 19）

　このシュテファニーとった言動の中に，当時のドイツのすべての軍隊に拘束力をもつ次のよう

な諸原則が認められるのである。

・ 個人的名誉と身分・階級の名誉は，個別に切り離して考えることはできず，互いに密接に連

関している。

・ 裁判による告訴の可能性は極力排除され，決闘による名誉回復は軍人にとって当然の義務で

ある。

・ 決闘による名誉回復に対する容赦のない結束した組織的な圧力を理解し，不名誉な行動を一

切とらない。

そして，プロイセンの軍隊における名誉をめぐる争い事に関するこのような社会的慣習上の諸原

則は，遥かに非軍国主義的な南ドイツの国々においても受け入れられたのである。

第 3章　軍隊の名誉裁判所　

　将校によって構成される名誉裁判所という，将校の名誉の問題と専門的に取り組む機関が軍隊

の中に存在したということそれ自体は，19世紀の一つの革新的現象であり，それは，元来，

様々な理由に基づいた軍人の決闘を巧みに制御しようとする国家の関心の結果生じたものである。
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　19世紀の軍隊における名誉裁判所は，将校に対して，自らの名誉が傷つけられた場合は躊躇

することなく決闘を行なうことを基本的に要求し，そうしない場合，当該者は，軍の将校として

の身分の名誉を汚したという理由で厳罰に処せられることになっていた。カトリック教会は当然

のことながら決闘を禁じていたが，あるカトリック教徒の将校がこのような宗教上の理由から決

闘を拒んだ場合，プロイセンでは，1860年代においてさえも，彼は軍隊から解雇されることを

覚悟しなければならなかった。

⑴　一般ラント法と名誉裁判所

　「プロイセンの将校のために名誉裁判所を設置する」という一般ラント法の編纂に中心的に携

わっていた市民階級の法律家たちの提案は，名誉をめぐる争い事は如何なる場合でも決闘で決着

をつけるべきであるという考え方を阻止するために出されたが，結局のところ，軍当局の激しい

抵抗に晒されていた。フリードリヒ大王から一般ラント法編纂の命を受け，名誉裁判所の設置に

積極的な姿勢を示していた首席司法大臣フォン・カルマー（Johann Heirich Casimir von Carmar 

1720-1801）に対して，軍の幹部は 1791年次のように伝えている。

我々は，名誉裁判所の設置によってもたらされる「軍人の性格の改造」に賛同することはで

きない。伝統的なこの軍人の性格は，如何なる危険に身を置いても，毅然とした大胆不敵な

態度を貫き，己の名誉や人格を傷つけ得る如何なる攻撃に対しても敏感に反応し，また，如

何なる攻撃からも己の身を守る決断を瞬時に下す……という特徴を持ち，この性格は，従っ

て，軍人間の決闘の普及と直接的に結びついている。一般ラント法の草稿に予め組み込まれ

ているように，名誉裁判によって決闘を阻止し，結果的に決闘を根こそぎ一掃しようとすれ

ば，そこには，「軍人の性格」を非常に損ない，王の軍隊のこれまでの卓越したすばらしい

精神を変えてしまうという危険性が潜んでいる。提案された名誉裁判は，将校の功名心・野

心とは相いれないものである。この功名心が様々な先入観・偏見に基づいていたとしても，

そのような先入観・偏見は，これまでに王の軍隊に有益な影響をもたらしてきた。その結果，

プロイセン軍の精神と性格は最高の名声を勝ち得たのである 20）。

　軍隊の精神・才気に対するマイナスの影響を危惧したフリードリヒ・ヴィルヘルム 2世（在位

1786-97）は，この考えにすぐさま賛同の意を表し，司法大臣カルマーと，啓蒙主義の法律家ク

ライン（Ernst Ferdinand Klein 1743-1810）らの一般ラント法を編纂する法律家たちによって推

奨された名誉裁判所設置の提案を却下し，名誉裁判という考え方に感化されることなく，既に公

にされている決闘に関する王の勅令・指令に従うよう命じた。

⑵　フリードリヒ・ヴィルヘルム 3世の時代

　しかし，1806年，ライプツィヒとアウエルシュテットでプロイセン軍がナポレオン率いるフ
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ランス軍に敗北し，「最高の名声」という栄光に満ちた舞台からプロイセンの将校団が退場を余

儀なくされると，プロイセン軍の徹底的な組織替えと，名誉裁判所の問題の見直しが新たに求め

られた。それに従い，フリードリヒ・ヴィルヘルム 3世（在位 1797-1840）は，1808年，名誉裁

判所の設置を命じた。この新たに設けられた名誉裁判所は，個々の将校が名誉の規範を遵守して

いるかどうか，つまり，軍人として不名誉で恥ずべき言動を取っていないかどうかを監視する役

目を担ったが，実際には，決闘を防止するという機能を果たすことができなかった。1821年，

軍隊における決闘の数の増大を目の当たりにした王は，「故意に名誉の規範にそむくことにより，

また，無礼な侮辱を相手に与えることにより，相手に決闘をそそのかした将校は，情け容赦なく

処分されるべきである。」 21） と述べ，名誉裁判所の権限を，決闘を仲裁・調停し，当該の将校に

それまでより厳しい刑罰を科したり，あるいは，免職の判決を下すところまで拡張した。王はま

た次のように述べている。

私は，私の軍隊において，将校の個人的な名誉が尊重されることを望むが，しかし，それ故

にこそまた，体面を傷つけるようなあらゆる無礼な攻撃から将校が守られることを望む。こ

の個人の名誉を，血をもってしか再び洗い清められないほど傷つける位の侮辱の言葉が浴び

せられた場合，そのような下劣な言葉を軽率に口にできる者は，将校の階級にさらに身を置

くことによって自らの品位を落とすしかないので，免職とする 22）。

それにもかかわらず，決闘の伝統は軍隊の中で極めて深く根をおろしていたので，その伝統をよ

りふさわしい代償物で打ち破ろうとしたフリードリヒ・ヴィルヘルム 3世の首尾一貫した断固た

る言動も，将校団の執拗な抵抗にあい結局のところ挫折したのである。

　1837年，軍隊の立法を修正するために設けられた委員会は，名誉裁判所の権限を更に強化す

るために軍隊における決闘の処罰に関する草案を提出したが，彼らは，名誉裁判所の権利を拡張

させたとしても，それによって，決闘は将校にとって必要不可欠であるとする身分・階級意識に

由来する軍人の考え方を一掃できるとは考えていなかった。

⑶　フリードリヒ・ヴィルヘルム 4世の時代

　1840年，フリードリヒ・ヴィルヘルム 4世（在位 1840-1861）が即位し，1843年，将校団の

決闘と名誉裁判に関する新たな指令が出された。これは，名誉裁判所の権限を従来以上に拡張し，

強化するためのものであった。国家は，これにより，しばしば些細なことがきっかけで行われた

将校間の決闘を，名誉裁判所が調停機関として当事者双方の間に立ち，その争いを仲介すること

で可能な限り防止することで，将校の名誉の問題を制御しようと目論んだのである。ある将校が

名誉をめぐりひどい侮辱を受けた場合は，侮辱を与えた者が名誉裁判所により直接的に処罰され，

それにより決闘を回避するように定められた。

　しかしながら，当事者双方が，争いごとのそのような解決手段に満足できなかった場合，名誉
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裁判所はその二人に，新たに規定された決闘に関する処罰への注意を喚起した。このような警告

も役に立たず，結局のところ，二人が決闘するに至った際には，名誉裁判所の裁判官は，決闘の

行われる場所に行き，セコンドと協力しても調停できない場合は，自らが決闘の立会人（審判）

として，ラウンド数や決闘のやり方を決定する権利を持っていた。名誉裁判所の裁判官によって

監視されたこのような決闘は懲戒処分の対象となったが，一方，名誉裁判所による調停を最初か

ら意図的に回避した決闘者は，軍法会議にかけられ，決闘の結果と個々の罪に応じて二か月から

八か月の禁固刑に処せられることが規定によって定められていた。

　軍隊における名誉裁判所の権限の拡張を唱えるフリードリヒ・ヴィルヘルム 4世の指令によっ

て，確かに，名誉裁判所はこれまでより頻繁に決闘の仲介を依頼されるようになったが，しかし，

調停が成功しない場合，決闘は避けられず，将校によって構成された名誉裁判所がそれに立ち会

うことで，結果的に決闘当事者は自分たちの決闘に対する言わば公的な承認を与えられたことに

なる。国家は，決闘を一掃することが不可能であることは端からわかっていたが，名誉裁判所の

権限を拡張することで，表向きは将校の決闘をコントロールし，その結果，自らの威厳を保つこ

とができたのである。

　1841年，陸軍大臣（1841-47）に任命されたヘルマン・フォン・ボイエンは，肉体的に虐待さ

れたにもかかわらず決闘を要求せず，臆病者の罪をきせられていたある若い将校について，「名

誉裁判による法律上の如何なる名誉の説明も，その将校が世論の中で永遠に失ったものを埋め合

わせることはできない。彼に残された唯一の手段は，彼の勇気を示すことができる機会を探すこ

とである。」 23） とコメントし，名誉裁判所の役割の限界を明示し，将校の決闘を明確に支持して

いる。それから 6年後の 1847年，ボイエンは，軍人の決闘に対する市民の激しい批判を前にし

ながらも，「将校は，己の身分・階級の快適さを享受したいと思う限りは，彼らの掟に従わなけ

ればならない」とプロイセンの領邦議会で主張した。

　そして，1843年に出された上述のフリードリヒ・ヴィルヘルム 4世の指令に従えば，名誉裁

判所は，特に，決闘を挑まれた将校が相手の個人的な名誉回復の権利を拒絶した場合，つまり，

決闘を拒絶した場合，その理由を可能な限り正確に突きとめなければならなかった。我々は，他

ならぬこの指令の中にも，将校が相手からの決闘の申し入れを拒むことはそれ自体，臆病者の証

左であり，絶対に許されない恥ずべき不名誉な態度であるという，伝統的な不文律を看取するこ

とができるのである。

⑷　バイエルンの場合

　1817年，バイエルンの元帥フォン・ヴレーデ（von Wrede）は，軍人の決闘を制御する「決闘

裁判所」を軍隊の中に設置すべきであると次のように主張した。

将校の名誉はある種の優位性を有するという前提のもとで，将校には，自分独自の考え方に

従って己の名誉を守る手段が与えられてしかるべきである。この任務を担うのは，将校たち
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によって構成される新設の名誉裁判所であり，これが，侮辱した者と侮辱された者との間を

取り持つ調停・仲裁担当機関として機能することになる。名誉裁判所は，その名誉毀損が，

決闘の正当性を理由づけるほど深刻なものであるかどうかを判断する。仮に，決闘裁判所が

その問題を是認すれば，決闘は認められる。逆に，名誉裁判所がその問題を否認すれば，彼

らは，侮辱された者に対して侮辱した者が公式陳謝することでその争いを調停する 24）。

　しかしながら，名誉裁判所に決闘の是非を決定させるというバイエルンの元帥のこの考え方は，

バイエルンの枢密院の中でも激しい批判に晒され，中でも法務大臣フォン・ライガースベルクは，

名誉裁判所のそのような非合法な権限及び軍人に対する例外的規定に対して，こう反駁した。

「もし，決闘がそれ自体，市民の秩序と道徳の法に従って正当なものと認められないのであれば，

いかなる裁判所も，決闘を認めることも許可することも，ましてやそれを命じることもできな

い。」 25） この主張は軍隊の上級法律家たちからも支持を得，枢密顧問官フォン・シュトゥルマーは，

「法の尊厳も市民階級の名誉も犠牲になるような祭壇を，無敵の悪魔のために作ってやるよう

な」 26） ヴレーデ元帥の考え方に激しく抗議し ,軍隊の中で慣習的に広められた決闘を，国家が合

法と認めてはならないとして，軍隊の名誉裁判所の設置自体をやめるべきであるとさえ主張した。

　ところが，このような考え方は結局のところ人口に膾炙することはなく，言葉や暴力行為によ

る将校の名誉毀損の問題をも扱う名誉裁判所はその後も存続し，名誉裁判所をすり抜けて決闘し

た将校は，解雇される可能性すらあった。しかし，現実には，法律を歪曲して解釈したり，明ら

かに自らの権限を逸脱する名誉裁判所が後を絶たなかった。

　1855年，バイエルン陸軍省のある担当官は，王にある決闘に関する報告を行なっている。そ

の決闘は，その前年，陸軍大尉フォン・ヘーグと，退職した元主席税関監査官クリューバーの間

で行われ，結局クリューバーが致命傷を負い死亡した。ヴュルツブルクのある居酒屋で，ク

リューバーはヘーグを大声で「ろくでなし野郎！」と罵しったため，それに対してヘーグは彼に

決闘を申し入れた。決闘を行なった後日ようやく，ヘーグは彼の司令官にその件を伝え，司令官

は直ちに軍法会議を召集した。その結果，名誉裁判をすり抜けて自分で勝手に決闘による名誉回

復を行なったという理由と，決闘における重大な過失から殺害という卑劣な違法行為を行なった

という理由で，ヘーグ大尉に，軍隊からの除隊と，18か月の城塞禁固刑が言い渡された。しか

し，法務長官は，この判決言い渡しの適法性を認めつつも，免職を撤回し，禁固刑を 6か月に減

刑するよう王に求めたのである。法務長官は，自分の申し立ての根拠を次のような論拠をもって

説明した。

「ろくでなし野郎」という言い回しは，ヘーゲ大尉の階級の名誉を著しく傷つけ，言葉の撤

回や陳謝ではその償いには到底ならなかったほどであった。それ故，大尉が名誉裁判所を回

避したことを悪くとってはならない。名誉裁判所の限られた権限では彼の名誉を真に守るこ

とはできなかったであろう 27）。
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担当官も陸軍大臣もこの論拠に同調し，結局のところ，王はこの法務長官の申し入れを認め，

ヘーグは，5か月半の禁固刑から即刻解放され，軍隊で引き続き勤務することを許されたのであ

る。

結びに代えて

　19世紀のドイツにおいて，一般的市民権が確立し，自由と平等を標榜する新しい市民の時代

が到来した時，それまで貴族と軍人だけに認められてきた伝統的な「名誉」という考え方そのも

のも，特に一般兵役義務の導入以降，一般市民の新たに誕生した「名誉」の中に埋没して，やが

ては消滅せざるを得ないであろうと考えた同時代人は少なくなかったであろう。実際のところ，

貴族と軍人だけの特権であった決闘の慣習も次第に市民の間にも浸透し，市民たちは，権利と法

を盾にとり，貴族と軍人のその排他的・閉鎖的な名誉の規範に論難を浴びせた。　

　しかし，実際には，プロイセンを中心とした 19世紀のドイツでは，「名誉にかけて実行すべき

こと」＝「決闘」が，特に軍隊において，それまで以上に奨励され，国家当局からも軍事国家の

次代を担うエリート層に必要不可欠な要素として理解され，特別な支援と庇護を受けたという事

実を，我々は看過してはならないのである。

　我々はその理由を次のような点に求めることができる。将校たちは，「名誉と勇気は軍人の何

にも勝る財産であり，それは唯一『決闘』によって守られ，かつ，実証される」と考えていた。

換言すれば，軍人にとって自分の命より大切なことは，自分の名誉を何より重んじるという一つ

の美徳を守ることであり，騎士道精神の根底を流れるこの美徳は，太古から，その男のすべての

存在価値を証明するものとして，選ばれ，そして，認められてきたものであった。決闘の不可思

議な魔力と生命力は，決闘という慣習に本来内在する名誉と勇敢さという要素に基づいているこ

とは言うまでもない。そして，軍事国家プロイセンにおいて，「名誉にかけて実行すべき」決闘

の慣習を守り，保持することは，国家そのものが存続していくための絶対的条件であったのであ

る。

　19世紀後半になっても，名誉と決闘という考え方に基づく軍人の特権に対する反論が一般市

民と自由主義者たちから執拗に提出されたが，普仏戦争（1870-71）によるプロイセン・ドイツ

軍の大勝により，軍隊と将校団に対する特権は，結局のところ，20世紀に至るまで絶対的なも

のとして存続していくことになる。
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‚草不兼真，殆於專謹‛注譯辨正 

                

                             常 耀華 

〈Summary〉 

Though there are no uncommon characters, the eight Chinese words of “Cao Bu Jian Zhen，

Dai Yu Zhuan Jin” in Shu Pu by Sun Guoting has many different annotations. It has been a 

disputed case for long and there is no perfect annotation accepted by all. The author of the paper 

thinks its cause may be a clerical error in Shu Pu. But because the author Sun Guoting’s reputation 

has been so great, and Shu Pu was also written by Sun Guoting himself that no one dares to doubt 

it.  

〈Key words〉 

 Shu Pu; common errors; annotation discrimination and correction 

 

孫過庭《書譜》為書學之典要，明趙琦美曰：‚論書至於孫過庭、姜白石盡善盡美

矣，他皆未足為評也。‛
1）

然清代乾嘉時代著名書學理論家包世臣並不這麼看，他雖也

讚賞《書譜》，卻同時認為它‚文多蕪穉‛故‚略為刪截，返邗乃寫出刪本，授子弟誦

習‛。近代書學名家沈尹默先生也說：‚唐朝一代論書法的人，實在不少，其中極為有

名，為眾所知，如孫過庭《書譜》，這自然是要研究書法的人所必須閱讀的文字，但它

有一點毛病，就是辭藻過甚，往往把關於寫字最要緊的意義掩蓋住了，致使讀者注意不

到，忽略過去，無怪乎包世臣要把它大加刪節。‛
2）

《書譜》全文共計 3711 字，包世

臣刪截了近千字，超出全篇的四份之一。權且不說包氏‚刪截‛是不是完全妥當，但至

少可以講，《書譜》並非‚盡善盡美‛，其中確有一些複遝的文字。不惟如是，《書譜》

可能還有錯訛的文字，亦未可知。且看下面這段文字： 
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……趨變適時，行書為要；題勒方畐，真乃居先。草不兼真，殆於專謹；真

不通草，殊非翰札。真以點畫為形質，使轉為情性；草以點畫為情性，使轉為形

質。草乖使轉，不能成字；真虧點畫，猶可記文。回互雖殊，大體相涉。 

‚趨變適時‛至‚真乃居先‛兩句，文辭沒有毅疑，姑且不論。接下來的一段文字，尤其是

‚草不兼真，殆於專謹‛這八個字，不知為難了多少注釋家。茲揭舉三個不同注本譯文，對

照一下，頗為有趣。  

馬國權《書譜譯注》云： 

草書不兼具楷法，似乎近於單調拘謹；楷書不參入草意，殊不免失去“尺牘書”流

動的風味。3） 

蕭元《初唐書論》云： 

作草書不能兼通楷法，就會失去規矩；寫楷書不能兼通草意，就不是好的書法。4）
 

洪丕謨《古典書法理論》云： 

草書不兼楷法，容易失去嚴密的法度；楷書不通草法，實在稱不上是好的墨蹟。5）
 

對於‚草不兼真‛四字，三家理解差別不大，至於‚殆於專謹‛四字，三家譯文可謂紛

紜參差了。比較三家的翻譯，馬氏譯文有悖於常理，最不可取。草書狂放，楷書拘謹，即便

門外看客，也能體會得到，而馬先生卻譯作‚草書不兼具楷法，似乎近於單調拘謹‛，好像

草書寫成楷書那樣，就不單調拘謹了，真是豈有此理！蕭先生應是覺察到這樣硬譯，無異於

‚株守‛，於是就靈活變通，作模糊化處理，把‚殆於專謹‛譯為‚就會失去規矩‛，變通

之後，看上去好多了，至少文意不至於那麼生硬，那麼擰巴，但也有不舒服處，比照原文，

不止是漏譯了‚殆於‛二字，把‚專謹‛譯作‚規矩‛也不妥帖。洪先生的譯文不悖情理，

相對通順，不過，細味亦難盡如人意，其中的問題是‚殆於‛二字的處理有糊弄之嫌，無論

是‚殆於‛還是‚殆‛與‚容易失去‛這個詞組都很難匹配。 

‚草不兼真，殆於專謹‛八個字看上去不難，其實卻是千年不解之謎，沒有誰給予認真

合理地解釋過。明代的楊慎談到過這句話：‚草書有圓無方，有直無橫。山谷云：‘入則重
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規疊矩，出則奔轍絕塵，（曲）盡書法矣。’草書尤忌橫直分明，畫多則字有積薪束葦之狀，

而無蕭散簡遠之氣，草不兼真，殆於專謹，真不通草，殊非翰理，譬之良馬磬控，縱送不爾

蹶矣。
6）

他說‚草書有圓無方，有直無橫‛，並說‚草書尤忌橫直分明，畫多則字有積薪束

葦之狀，而無蕭散簡遠之氣。‛這些話說得對極了！是個真懂書人。然殊為可惜的是，他徵

引了《書譜》‚草不兼真，殆於專謹，真不通草，殊非翰理（‚理‛字誤，當為‚札‛）‛

卻沒有給予確切的闡釋。 

明陸深在其《儼山外集》中有一段話談到楷書、草書的關係，也引了《書譜》這幾句，

說得也很到位： 

凡楷書之法，如快馬斫陣，草書欲左規右矩，此古人妙處也。 

作楷墨欲乾，不可太燥。行、草則燥潤相雜，以潤取妍，以燥取險。墨濃則筆滯，

滯則筆枯。 

凡草書之體，如人坐臥、行立、揖遜、忿爭、乘舟、躍馬、歌舞、擗踴，一切變態，

各有義理，不可忽也。 

古人作草，如今人作真，何嘗茍且？故云“匆匆不及草書。”其相連處特是引帶耳。 

真生行，行生草。真如立，行如行，草如走。未有未能立而能行，未能行而能走者

也。 

草書之法有緩有急，有有鋒，有無鋒，有承接上字，有牽引下字，乍徐還疾，忽往

復收，緩以仿古，急以出奇。有鋒以耀其精神，無鋒以含其氣運。橫斜、曲直、鉤環、

盤紆，皆以勢為主，最忌相帶。橫畫不欲太長，長妨轉換；直畫不欲太多，多則神癡。

以捺代走，亦以發代走，亦以捺代乀，惟丿則間用之，意盡則用懸針，或兼用垂露。 

夫草下筆之始須藏鋒轉腕，前緩後急，字體形勢，狀如蟲蛇，意相鉤連，莫令間斷。

仍須簡略為上，不貴繁冗。至如棱側起伏，隨勢所立，大抵圓規最妙。其有誤發，不可

再摹，恐失其筆勢。若有點處，須空中遙擲下，勢猶高峰墜石。下筆要如放箭，箭不欲

遲，遲則中物不入。雖則施於草跡，亦須時時象其篆勢、八分、章草、古隸等體，要相

合雜，發人意思。若直取俗字，則不能先發箋毫。尤須靜思閒雅，發中於慮則得之。 
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凡書有二法：曰疾，曰澀，二法者該之矣。夫“趨變適時，行書為要；題勒方幅，

真乃居先。草不兼真，殆於專謹；真不通草，殊非翰墨。真以點畫為形質，使轉為性情；

草以點畫為性情，使轉為形質。草乖使轉，不能成字；真虧點畫，猶可記文。”夫縱橫

牽掣之謂使，鉤環盤紆之謂轉，向背得宜謂之點畫。7） 

陸深之言本于宋姜夔《續書譜·草書》，略有參差： 

草書之體如人坐臥、行立、揖遜、忿爭、乗舟、躍馬、歌舞、擗踴，一切變態，非

苟然者。 

又一字之體，率有多變。有起有應，如此起者，當如此應，各有義理。王右軍書“羲

之”字、“當”字、“得”字、“深”字、“慰”字最多，多至數十字，無有同者。而

未嘗不同也，可謂所欲不踰矩矣。 

大凡學草書先當取法張芝、皇象、索靖等章草，則結體平正，下筆有源，然後仿王

右軍，申之以變化，鼓之以奇崛。若泛學諸家，則字有工拙，筆多失誤。當連者反㫁，

當㫁者反續，不識向背，不知起止，不悟轉換，隨意用筆，任筆賦形，失誤顛錯，反為

新奇。自大令以來，已如此矣。況今世哉！然而襟韻不高，記憶雖多，莫湔塵俗。若使

風神蕭散，下筆便當過人。自唐以前，多是獨草，不過兩字屬連，累數十字而不㫁，號

曰連綿逰絲，此雖出於古人，不足為奇，更成大病。 

古人作草，如今人作真，何嘗苟且？其相連處，特是引帶。嘗考其字，是點畫處皆

重；非點畫處，偶相引帶，其筆皆輕；雖複變化多端，未嘗亂其法度。張顛、懷素，最

號野逸，而不失此法。近代山谷老人，自謂得長沙三昧，草書之法，至是又一變矣。流

至於今，不可複觀。唐太宗云：“行行若縈春蚓，字字如綰秋蛇。”惡無骨也。大抵用

筆，有緩有急，有有鋒，有無鋒。有承接上文，有牽引下字。乍徐還疾，忽往復收。緩

以仿古，急以出奇。有鋒以耀其精神，無鋒以含其氣味。橫斜、曲直、鉤環、盤紆，皆

以勢為主。然不欲相帶，帶則近俗。橫畫不欲太長，長則轉換遲；直畫不欲太多，多則

神癡；以捺代乀，以發代辵，辵亦以捺代之，唯丿則間用之，意盡則用懸針，意未盡須

再生筆意，不若用垂露耳。8）
 

如前所揭，明趙琦美稱姜白石論書盡善盡美，姜夔自是深諳書理之人，可即使按姜夔的意思，
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也仍然不能圓融解釋‚草不兼真，殆於專謹‛八字。我疑心《書譜》原文出現了筆誤，把‚草‛

和‚真‛兩個字寫顛倒了。因為孫過庭名氣夠大，《書譜》又確為孫過庭手跡，於是就無人

敢非其是，這與皇帝的新裝極為類似。筆誤人人會有，解釋不通既不能繞著走，也沒有必要

強作解人。如果我們的懷疑不錯，此句正確的表述應為‚真不兼草，殆於專謹；草不通真，

殊非翰札。‛‚殆‛，近也。《詩·小雅·節南山》：‚式夷式已，無小人殆。‛ 鄭玄箋：‚殆，

近也。‛‚殆於‛，近於，接近。用如《逸周書·命訓》：‚極命則民墮，民墮則曠命，曠命

以誡其上，則殆於亂。‛‚專謹‛，《漢語大辭典》只有一個解釋：專一謹慎。例句是《北

史“崔浩傳》：‚ 丘堆雖無大用，然在公專謹。‛依此解釋，亦不甚妥貼。此處的‚專謹‛，

是一個偏正型複合詞，義重在謹而不在專，“專謹”猶拘謹。清人王澍《竹雲題跋》中有段

話談論《書譜》，兩處用到‚專謹‛：‚竇臮《述書賦》譏䖍禮書千體一類，一字萬同。余

按《書譜》之不及右軍不過少其變化耳。若其步趨山隂，則儼然登堂矣。觀其前半，筆力專

謹，直亦自擬右軍適嗣，入後勢益縱逸，韻益古雅，豈惟渇驥遊龍，直亦商彛周鼎矣。餘臨

此凡三卷，前兩卷得其專謹，失其縱逸，此卷乃並其古雅之趣而盡得之，禪門所謂不求法脫，

不為法縛，至此正未可以智巧爭已。‛9）此處‚專謹‛與‚縱逸‛對舉，可證‚專謹‛意為

拘謹。‚草不兼真，殆於專謹‛八字可譯為‚真書不兼有草書筆意，則近於拘謹；草書不兼

通真書筆法，也實在算不上好的書法。‛所以，蘇東坡說‚真書難於飄揚，草書難於嚴重。‛

10）真書之所以難於飄揚，就是不兼有草書筆意，寫得太板，寫得過於專謹；草書之所以難

於嚴重，就是因為不兼通真書筆法，寫得過於狂野而沒有法度。草書並非不講法度，‛草書

離了體，神仙認不得。‛此乃人所共知的學書恒語，姜夔‚古人作草，如今人作真，何嘗苟

且？‛說的就是這個意思。11） 

如果篤信《書譜》沒錯，那麼我們寧願把此句解釋為：寫草書時不能兼雜真書（把‚兼‛

解釋為‚兼雜‛），何為者也？因為草書中突然來個真書字，會影響流暢度，同時會影響到

書寫情緒的自然發散。若草兼真，不止有專謹之嫌，而且影響血脈舒張。當然‚真書‛不能

和草書相兼，真書中突然來個草書，整體風格也不和諧，可以說是‚殊非翰札‛。這樣的解

讀，著力點沒有集中在草書、真書的筆意上，雖不盡如人意，可總不至悖於情理。 
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〈Summary〉
  In this paper, I discuss the German modal particle ja. Especially I direct the attention 

toward the cooccurrence of ja and the modal adverb vielleicht illustrated by the sentence “Du 

hast ja vielleicht Recht”. 
  Whereas the modal particle ja presupposes a factivity （the known） of a proposition, the 

modal adverb vielleicht indicates a possibility （the unknown） of a fact. This is actually a 

problem, because in this cooccurrence the meaning of the two words will be interpreted on the 

same level.

  It is assumed that the modal particle ja indicates the speakerʼs presupposition of a certain 

fact being already known to the listener. There is, however, an example, where the known 

cannot be presupposed. In this article, I will try to explain the implicated meaning and function 

of ja and will provide a possible solution for the problem of the relevant cooccurrence.

1．は　じ　め　に 1）

　心態詞研究の発展に伴い，今後は「心態詞の組み合わせに研究の比重を移してほしい」（岩崎 

2012）という背景のもと，本稿では，（心態詞同士の結合（Kombination）ではないものの）平

叙文における心態詞 jaと話法詞 vielleichtの共起（Kookurenz）に注目する。この共起文では，

命題の事実性（既知性）を表明する jaの機能と，事実の可能性（未知性）を表明する vielleicht

の機能において，本来，いわば意味的な相殺を伴い使用に齟齬をきたすと考えられる。しかし，

実際には，例えば ︵1︶ のような共起文は，インターネットサイトの Googleでも数多く検索され，

また，日常会話でも支障なく用いられる。

︵1︶ Du hast ja vielleicht Recht.（君は正しいかもね） 2）

　そこで本稿では，この現象に取り組むうえで，下記 ︵2︶ のような会話例からうかがえる jaの

既知性（共有知識）の問題に仮説的な解釈を与え，その解釈を通して，jaと vielleichtの共起に

見られる問題に可能な解決案を提示することが目的である。
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︵2︶ 〈互いに見知らぬ相手である Aと Bが，市電に乗り込んで〉

  A: Würden Sie bitte weiter durchgehen?（奥に進んでいただけませんか）

  B: Nein, ich muss ja nächste Station schon aussteigen.（Rinas 2007: 205）（〈〉は筆者による）

  （いえ，もう次の駅で降りないといけないので）

　この ︵2︶ では，Aは Bが次の駅で下車しなければならないことを知る由もないため，話し手

Bの発話を下記 ︵3︶ のように解釈することはできない。

︵3︶ *  Der Hörer （=A） weiß, dass der Sprecher （=B） an der nächsten Station schon aussteigen 

muss.

（ 聞き手（＝ A）は，話し手（＝ B）がすでに次の駅で降りなければならないことを知って

いる）

　本稿では，まず次節で心態詞 jaと話法詞 vielleichtの機能を概観する。続いて第 3節では，当

該の共起文の意味的な構造に関する先行研究を紹介し，その見解の問題点を指摘する。そして第

4節では，その問題点に対する可能な解決案を提示する。その際，本稿では，心態詞 jaの表す

既知性が語彙レベルでなく含意レベルのものであることに注目し，その含意のあり方について筆

者による考えを示す。最終節はまとめとする。

2．心態詞 jaと話法詞 vielleicht

　心態詞研究で最も著名な文献の一つである Helbig（1988）では，心態詞の jaを 9つのタイプ

に分類し，そのうち平叙文に現れる jaについて（4a）のように述べている。また，

Langenscheidtの独独辞書でも，平叙文における心態詞 jaのいわゆる「既知（性）」に言及され

ている（＝（4b））。続けて（5a-d）に，心態詞 jaの例を挙げる。

︵4︶ a.  ［ja］ signalisiert den geäußerten Sachverhalt als dem Sprecher und dem Hörer bekannt （= 

wie wir beide wissen） oder gar als evident bzw. allgemeingültig, bezieht sich auf gemeinsa-

mes Vorwissen, setzt Konsens （eine gemeinsame Kommunikationsbasis） voraus und/oder 

appelliert an Übereinstimmung. Sprecher setzt den Sachverhalt als bekannt voraus, möchte 

sich jedoch vergewissern, ob er gegenwärtig ist （ruft ihn gleichsam ins Gedächtnis zurück）. 

（Helbig  31994（1988）: 165）（下線は筆者による）

 （［ja］は，発話された事態を，話し手と聞き手にとって既知（＝我々両者が知っていると

おり），またはそれどころか自明ないし普遍妥当的であるとして表し，共通の前知識と関

係し，同意（共通のコミュニケーション基盤）を前提とし，かつ／または合意を訴える。
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話し手は，事態が既知であることを前提としながら，その事態が聞き手の意識の中にある

かどうかを確認したいと思っている（いわばその事態を想起させる））

  b.  ［ja］ in Aussagesätzen verwendet, um auszudrücken, dass etwas bekannt ist, um daran zu 

erinnern oder um auszudrücken, dass man Zustimmung erwartet.（LGDaF 2003）

 （下線は筆者による）

（ 平叙文における［ja］は，何かが既知であると表現するため，あるいはそのことを想起

させるため，または同意が期待されていることを表すために使用される）

︵5︶ a. Wir wissen ja, daß er nächste Woche operiert wird.（Helbig  31994: 165）

   （私たちは，彼が来週手術を受けることを知っていますよね）

  b. Die Prüfung ist ja bald vorüber.（Wir wissen es alle.）（ibid.）

   （試験はもうすぐ終わるね）（（私たち全員がそのことを知っている））

  c.  Köln war ja schon im Mittelalter eine blühende Stadt. （,Wir sind uns darin einig / wir 

stimmen darin überein, dass Köln schon im Mittelalter eine blühende Stadt war.ʻ）（Rinas 

2007: 207）

（ ケルンは，中世においてすでに栄えた町でしたね）（（我々はその点で同意している／ケル

ンが，中世においてすでに栄えた町であったことに，我々は意見が一致している））

 （斜体は筆者による）

　（5a, b）では，話し手と聞き手間の共有知識（既知）が問題となっており，（5c）は，（4a, b）

でも挙げられているとおり，同意（共通のコミュニケーション基盤）を前提としていること，あ

るいは聞き手に同意を期待していることを表している。以上から，平叙文における心態詞 jaの

意味的な機能は，話し手・聞き手間で既知として共有する知識の確認，同意の前提あるいは期待

であり，jaは命題の事実性に関する表明，言い換えれば高い蓋然性を表す言語手段の一つであ

ると言える。

　一方，話法詞の意味機能を包括的にまとめた Helbig/Helbig（1993）によれば，vielleichtは

„Hypothesenindikator“（仮説標識（筆者による訳））と称され，その機能については（6）のよう

に述べられる。

（6）  Sprecher signalisiert unsichere Vermutung hinsichtlich der Realität/Realisierbarkeit von p. 

Zweifel sind nicht ausgeschlossen, aber die Faktizität von p wird immerhin für möglich 

gehalten （Es ist vielleicht so, daß p. / Für Sprecher gilt: ebensogut p wie nicht p）（Helbig/

Helbig  21993: 270）

 （下線は筆者による）

（話し手は，命題 pの現実性／実現可能性に関する不確かな推測を表す。疑いは拭われ
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ていないものの，少なくとも pの事実性は可能なものであるとみなされる（pということ

はありうる／話し手にとって，pであることと pでないことは等価とみなされる））

（7） a. Wir gehen heute vielleicht noch ins Kino.（Helbig/Helbig  21993: 271）

    （私たちは今日まだ映画に行けるかも）

   b. Diese Kiste ist vieLLEICHT schwer.（岡本・吉田 2013: 249）〈大文字は強勢の意〉

    （この箱はひょっとしたら重い）

   c. Jiji: Vielleicht hat sich hier aber auch schon ‚ne andere Hexe eingenistet.

    Kiki: Vielleicht auch nicht.

（ジジ : ここにはもう他の魔女がいるかもしれないよ。

 キキ : いないかもしれないわ）（映画「魔女の宅急便（ドイツ語訳版）」より）

　とりわけ（7c）の例からもわかるように，話法詞 vielleichtの表す事実の可能性は 50％ 3） であ

り，（6）に挙げたとおり，平叙文における話法詞 vielleichtの意味機能は，命題のあり方や実現

に対する話し手の不確実な推測・想定であると言える。換言すると，vielleichtは，事実の可能性

に関する表明として比較的低い蓋然性を表す言語手段の一つである。

3．jaと vielleichtの共起文における問題点

3.1. 先行研究

　前節で示した jaと vielleichtそれぞれの機能をふまえ，その共起文に注目した井口（2010） 4） で

は，下記（8）のように一つの問題点が指摘される。

（8）  jaによって話し手が命題の事実性（または既知性）を主張し，vielleichtはその逆に命題

の事実性を単なる可能性としてしか示さないということ［…］が正しいならば，［…］こ

の二つの語が同じレベルで作用していると矛盾を生じることになる。（井口 2010: 51ff.）

　この（8）の記述を，例えば先の（1）の例に照らして解釈すると，下記（9）となり確かに矛

盾である。

（9） Du hast ja vielleicht Recht. （= （1））（君は正しいかもね）
?? S hält p für faktisch und gleichzeitig für möglich，p = der Hörer hat Recht

（ Sは pを，事実であり，同時に事実でありうるものとしてみなす，p＝聞き手が正し

い）
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　ここで先に述べておくが，前節で紹介した平叙文における心態詞 jaと話法詞 vielleichtそれぞ

れの意味機能に従う限り，筆者は，（8）の問題提起自体に異論はない。ただし，次節以降で述べ

るが，両者が「同じく発話行為レベルで作用している」と捉えることに対して疑問を呈する。

　井口（2010）では，この問題の解決策として，まず心態詞 jaの既知性が再検討される。井口

（2010）は，心態詞 jaの機能として，一概に「既知」といっても，実際に聞き手に既知か否かは

不可視であるため，少なくとも「聞き手によって命題内容が想定されうることを表す」と仮定す

る。

　次に，vielleichtについては，下記（10a）に示すような心態詞としての意味（当該の事態の形

状があり得ないという可能性の低さ），あるいは（10b）のような程度詞としての vielleichtの意

味（当該の数値に自信がないという可能性の低さ）に注目し，「話法詞，心態詞，Gradpartikel

としての vielleichtの機能の根本には『ありえなさ』のようなものが見てとれる」（井口 2010: 

53）と述べる。

（10） a. Der hat vielleicht einen Bart!（井口 2010: 52）（そいつはなんてひげを生やしているんだ）

   b. Er hat vielleicht 20 DM verspielt.（ibid.）（彼は 20マルクほどすってしまった）

   c. Könnten Sie das vielleicht für mich erledigen?（ibid.: 53）

（ひょっとして私のためにそれを済ませていただけませんでしょうか）

   d. Haben Sie vielleicht Feuer?（ibid.）（ひょっとして火をお持ちですか）

　そして，（10c, d）のような依頼や要求で vielleichtが用いられた文は，「否定的な答えを予想す

るからこそ，その分控えめな方向に働き，依頼，要求に使いやすいということになるのだろう」

（ibid.）と解釈される。「話し手は『そういうことはないと思うが』という否定的な立場を表明す

ることにより，自分の発話内容に慎重であることを表明し，それによって場合によっては，聞き

手に対する配慮を示していると考えることができる」（井口 2010: 54）。

　こうした分析の結果，（1）のような文（Du hast ja vielleicht Recht.）における vielleichtの意味

的な機能を，「話し手の発話行為自体に対する控え目な態度の表現」とする。そして，jaと

vielleichtの共起文における vielleichtの機能は，命題に対する事実性の判断というより，命題の

表現自体に対する「躊躇」であると分析される。その結果，（1）の文の解釈は，„Du hast 

Recht.“ と直接相手に伝えることに躊躇した話し手が，「当該命題を相手が想定しているであろ

うという配慮（＝ ja）をしながらも，さらにそれを控え目に表現（＝ vielleicht）している」と

いうことになる（cf. ibid.）。とはいえ，この分析には，「ありえなさ」から生じる話し手の控え

めな態度を表す vielleichtの機能が，いかにして命題内容を表現すること自体の「躊躇」につな

がるのか，また，当該命題を相手が想定しているであろうとみなす心態詞 jaによる「配慮」と，

発話内容に慎重であることを表明する話法詞 vielleichtの表す「配慮」が，どの程度異なる機能

として扱われるべきかなど，まだ不明な点も残されている。これらの疑問をふまえ，筆者は次節
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以降で，jaと vielleichtの両者が同じく発話行為レベルで作用していると捉えることに異論を唱

え，一つの試みとして第 4節でその問題の解決策を探る。

3.2. 井口（2010）による分析の問題点 ― 作用域

　前節末に挙げた井口（2010）による文解釈には二つの問題点が観察される。第一に，意味的な

作用域が考慮されていない点である。例えば，アスペクト，時制，モダリティの語順の意味的な

階層性を論じた Cinque（1999）を参照し，心態詞 jaの配語に言及した Grotz（2005）によれば，

心態詞 jaはMoodspeech actの位置（英 : franklyの位置）に基底生成され，話法詞 vielleicht（英 : 

perhapsの位置）を含みこんだ命題全体を意味的な作用域に取ると考えられる。

（11） The universal hierarchy of clausal functional projections

    ［ frankly Moodspeech act ［ fortunately Moodevaluative ［ allegedly Moodevidential ［ probably 

Moodepistemic ［ once T（Past） ［ then T（Future） ［ perhaps Moodirrealis ［ necessarily Modnecessity 

［ possibly Modpossibility ［. . .］ （Grotz 2005: 77ff., cf. Cinque 1999: 106）

　中右（1994: 54）でも，「Sモダリティ［＝話法詞が表すモダリティ］は全体命題 PROP 4 を作

用域とするのに対し，Dモダリティ［＝心態詞が表すモダリティ］は構文意味の全体，つまり S

モダリティ＋全体命題を作用域とする」（［ ］は筆者による）と述べられる。そして，以上の観

点は表層における文の語順にも反映すると考えられ，7名のネイティブによれば，（1）の語順を

替えた（12）は非文あるいはほとんど認容されない文として判断されることがわかった。

（12） */?? Du hast vielleicht ja Recht. （private Kommunikation mit 7 Muttersprachlern）

　こうした作用域をふまえると，本来（1）の文の意味解釈は，「話し手が『聞き手が正しい』と

いう命題を 50％（以下）の可能性として捉えていることを，聞き手が知っている， あるいは知り

うると想定されると話し手が信じている」となり，この際の jaの機能を，少なくとも井口の主

張する「相手が想定しているであろうという配慮」とみなすには少し無理があるように思われる。

3.3. 井口（2010）による分析の問題点 ― 発話行為オペレータ修飾語

　さらに，もう一つの問題点として，先に述べた井口（2010）の vielleichtに関する機能「話し

手の発話行為自体に対する控え目な態度の表現」を検討する。この記述は，話法詞 vielleichtが，

発話行為オペレータ修飾語であることを示唆するものである。発話行為オペレータ修飾語とは，

例えば心態詞 jaがそれに相当し，Zimmermann（2004）の分析によれば，jaは聞き手との共有

知識の中に付加価値としての意味要素 αを追加するとされ，発話行為オペレータ「ASSERT」に

対し，「聞き手との共有知識の構築」という態度 αを付与することで「主張」の度合いを強調す
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ると考えられる（下記（13）を参照）。

（13） a. Hein ist ja auf See.（Heinは海に出ているよ）

   a′.  < ja + ASSERT （Hein ist auf See）>（Zimmermann 2004: 284）

　一方，Zimmermann（2004）による話法詞 wohlの分析を参照して，wohlの代わりに vielleicht

を置いた（14a-d）で示すとおり，wohlや vielleichtのような認識的モダリティを表す話法詞は，

文ムードを示す Forceの主要部に基底生成されて，文ムードを修飾する語であると考えられて

いる。つまり，この点で発話行為オペレータ修飾語（例えば心態詞 ja）と区別され，同時にこ

のことは，（14e）に示すように話法詞 vielleichtの意味が，心態詞 jaの意味的な作用域に入るこ

とを裏付ける。

（14） a. Hein ist vielleicht auf See.

   b. Sprecher vermutet, dass Hein auf See ist.

   c. vielleicht（p） = VERMUT（Sprecher, p）Sprecher = epistemische Verankerung

   d. ［ForceP vielleichti declSprecher ［TopP Hein ［FinP ist ［VP ti . . .］］］］ 5）

   

   e. ja + ASSERT （VERMUT （sprecher, Hein ist auf See）） （cf. Zimmermann 2004: 273, 284）

　そのうえで，（1）の共起文における vielleichtが，同じ文意味を表して下記（15）のように文

頭域（＝前域）でも使用が容認されることに基づき，その文肢性から，（1）における vielleicht

が心態詞ではなく話法詞としての用法であると決定づけられる。仮に心態詞としての使用である

場合，情報構造の観点（＝話題化不可）に基づく「心態詞は前域に置かれない」という特性にそ

ぐわないためである。

（15） Vielleicht hast du ja Recht. （= Du hast ja vielleicht Recht.）

　以上の観点から，vielleichtの意味的な機能を「発話行為自体に対する控え目な態度の表現」と

する井口（2010）の主張には異論の余地がある。

4．解 決 案

4.1. 心態詞 jaの既知性と含意

　3.1.で述べたとおり，筆者は，井口（2010）の問題提起自体には全く異論はない。ただし，

3.2.と 3.3.で指摘したとおり，jaと vielleichtの両者を同じく発話行為レベルで捉えるならば，文

Spezifikator-Kopf-Kongruenz
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解釈において問題が生じると言わざるを得ない。そこで，本節では jaの既知性に焦点を絞り，

平叙文における心態詞 jaの意味機能について再検討する。その際，下記（16）に再録する第 1

節で紹介した会話例に注目する。

（16） 〈互いに見知らぬ相手である Aと Bが，市電に乗り込んで〉

   A: Würden Sie bitte weiter durchgehen?（奥に進んでいただけませんか）

   B: Nein, ich muss ja nächste Station schon aussteigen.（Rinas 2007: 205）

   （いえ，もう次の駅で降りないといけないので）

　ここでは，Aは Bが次の駅で下車しなければならないことを知る由もないにもかかわらず，

（16B）の発話が決して非文ではないことに従い，この際の jaの意味をいかに解釈するかが問題

となる。そこで本稿では，心態詞 jaの表す既知性が語彙レベルのものでなく含意レベルの既知

性であることに基づき 6），その含意の「あり方」を考察する。

　例えば Rinas（2007）は，（16B）における jaを „Indikator für Wissensvorsprung“（知識の

リードを表す標識（筆者による訳））と称して（17）のような見解を示す。

（17） ja als Indikator für Wissensvorsprung

    Der Sprecher besitzt gegenüber dem Hörer einen Wissensvorsprung, der ihn zur 

Behauptung von S ［= Sachverhalt］ legitimiert.

   Paraphrase: ,Sie müssen wissen, dass S.ʻ

   （Der Sachverhalt stellt für den Hörer eine neue Information dar.）（Rinas 2007: 208）

 （［　］は筆者による）

（知識のリードを表す標識としての ja）

（ 話し手は，聞き手に対し，S［＝事態］を主張する資格が認められる知識の優位性を有

する）

（言い換え：,あなたは Sということを知っていなければならないʻ）

（（その事態は，聞き手にとって新情報である））

　（16）の話し手 Bにとって，自らがどの駅で下車するかは，当然自分自身が一番把握してお

り，この時点で，話し手 Bは聞き手 Aに対して「知識の優位性」を持っている。つまり，聞き

手に対して知識をリードしている。そして，Rinas（2007: 208）によれば，心態詞 jaは，そのよ

うな知識のリードを示すだけでなく，その知識の優位性を表すことで論拠や叙述を行うきっかけ

を意味する。そのため，この場合の jaは，,Sie müssen wissen, dass S.ʻ（,あなたは Sということ

を知っていなければならないʻ）と言い換えられるとされる。そこで，下記（18a, b）のような例

文をてがかりに，この論拠という点に注目して心態詞 jaの含意のあり方を探ってみたい。
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（18） a.  Sabeth in meinem Arm, während wir auf den Sonnenaufgang warten, schlottert. Vor 

Sonnenaufgang ist es ja am kältesten.（Rinas 2007: 206）

（日の出を待つ間，私の腕のなかの Sabethは震えている。日の出前が最も寒いからだ）

   b. Im Winter schneit es ja viel, kann man gut Ski laufen.

（冬には雪が多く降る。だから存分にスキーができる）

　（18a）では，jaが用いられた文が，先行する文の内容の「論拠／理由づけ」として機能して

いると考えられる。また，（18b）のように論拠の対象となる文が後続する場合もある。ただし，

Rinas（2007）でも指摘されることであるが，一方で，例えば（18a）における jaを削除した場

合（＝（19a）），確かに jaを伴う場合と比べて論拠の確実性が劣るものの，他方で（19b）のよう

に，語彙的に既知を表す副詞をあてがうことでも，当該文は十分に論拠として機能しうる。

（19） a. ?  Sabeth in meinem Arm, während wir auf den Sonnenaufgang warten, schlottert. Vor 

Sonnenaufgang ist es am kältesten.（Rinas 2007: 206）

（日の出を待つ間，私の腕のなかの Sabethは震えている。日の出前が最も寒いのだ）

   b.  Sabeth in meinem Arm, während wir auf den Sonnenaufgang warten, schlottert. Vor 

Sonnenaufgang ist es bekanntlich am kältesten.（ibid.）

（ 日の出を待つ間，私の腕のなかの Sabethは震えている。知ってのとおり，日の出前が

最も寒いからだ）

　このことは，論拠／理由づけの意味が，本来，Griceの協調の原理（＋関係の公理）に依るも

のであり，心態詞 ja独自が表す含意ではないことを示している。では，（18a, b）のような文に

おける心態詞 jaは，何を含意していると考えられるだろうか。筆者の見解は（20）である。

（20）  「発話命題から導かれる明示的／非明示的な含意を共有知識（既知）として了解せよ」と

いう含意

　ここで「～として了解せよ」としているのは，第一に，先の（17）における「Paraphrase: ,Sie 

müssen wissen, dass S.ʻ（言い換え：,あなたは Sということを知っていなければならないʻ）」を参

照し，第二に，心態詞がもっぱら会話（対話）で頻出することをふまえ，聞き手に対する働きかけ

として筆者なりのことばで言い換えたものである。また，同じく（17）における「Der Sachverhalt 

stellt für den Hörer eine neue Information dar.（その事態は，聞き手にとって新情報である）」と

いう部分は，（20）では「発話命題から導かれる明示的／非明的な含意」という考え方に置き換

えている。jaを伴う発話の命題が，それ自体で新情報であるというより，その発話により話し手

が何を意図しているかを探ることが，聞き手にとってある種の新情報であると考えたからである。
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　3.3.で少し触れたが，Zimmermann（2004）によれば，心態詞 jaは発話行為オペレータ修飾語

と呼ばれる。その分析によれば，平叙文における jaは聞き手との共有知識の中に付加価値とし

ての意味要素 αを追加するとされ，発話行為オペレータ「ASSERT」に対し，「聞き手との共有

知識の構築」という態度 αを付与することで「主張」の度合いを強調すると考えられている。

（18a）の例で言えば，「日の出前が最も寒い」という「主張」の度合いを強調しているわけであ

るが，このとき聞き手は，コンテクストや一般常識に従い，発話命題から生じうる含意のうちで，

先行する文との関連性に言及して最適な意味解釈を行うと考えられる。その際，例えば「寒い」

という気象的な状況から生じる一般知識としての含意（の一つ）に，「人体が震える」という身

体的な現象があり，jaはここで，（少なくとも）その含意を互いの共有知識として了解するよう

促す役目を担っているのではないか。そして，そのうえで聞き手は，「日の出前が最も寒い」と

いう文（命題）が，「日の出を待つ間，私の腕のなかの Sabethは震えている」という文（命題）

の論拠であるという解釈を行うのではないかと考える。つまり，Rinas（2007）の指摘どおり，

決して ja自体に論拠の意味（含意）が付随しているわけではなく，あくまでも jaは，自らの発

話行為「（平叙文であれば）主張」を強調するために用いられており，そしてその強調に際して，

聞き手に，自らの（発話）命題から導かれる明示的／非明示的な含意を，互いの共有知識（既

知）として了解せよと含意すると考える。その結果，聞き手の解釈過程を経て，あくまで副次的

に確認や論拠の意味が導かれることになるのではないだろうか。例えば，一文だけでは話し手と

聞き手間の共有知識の確認につながる（21a）＝（5b）や（21b）の（発話）文であっても，なん

らかの先行あるいは後続する文をふまえれば，（22a, b）のように，それぞれの当該文が先行あ

るいは後続する文の論拠となる。

（21） a. Die Prüfung ist ja bald vorüber. （＝（5b））（試験はもうすぐ終わるね）

   b. Er wird ja nächste Woche operiert.（彼は来週手術を受けますね）

（22） a. Fahren wir übernächste Woche nach Kyoto! Die Prüfung ist ja bald vorüber.

（再来週，京都に行こうよ。もうすぐ試験が終わるからね）

   b. Er wird ja nächste Woche operiert. Er kann bestimmt nicht am nächsten Spiel teilnehmen.

（彼は来週手術を受けますからね。彼はきっと次の試合には出られません）

　以上をふまえ，（23）＝（16）の例で同様に考えてみる。

（23） 〈互いに見知らぬ相手である Aと Bが，市電に乗り込んで〉

   A: Würden Sie bitte weiter durchgehen?（奥に進んでいただけませんか）

   B: Nein, ich muss ja nächste Station schon aussteigen.

（いえ，もう次の駅で降りないといけないので）
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　「次の駅で降りなければならない」という Bの発話内容は，（一般常識として，次の駅で下車

することは，車両の奥に進まないことの理由になりうるため）Bが車両の奥へ進まないこと，つ

まり Aの依頼に対する断りを意味している。この際，話し手は，その一般常識に照らして生じ

る「車両の奥に進まない」という含意を，心態詞 jaを用いることで聞き手に共有知識として了

解せよと促し，その結果，聞き手は，jaを伴う Bの発話が，その先行発話である „Nein“（いい

え），つまり「断り」の論拠であると解釈することなる。

4.2. „Du hast ja vielleicht Recht“ の解釈

　最後に，（24）＝（1）の可能な解釈を試みる。

（24） Du hast ja vielleicht Recht.（君は正しいかもね）

　まず，当該の発話文では，その発話の前に，会話の相手によるなんらかの考えや意見が提示さ

れていると想定される。その主張に対して，話し手は「正しい／正しくない」という判断を下し

ていると考えられるからである。そして，話法詞 vielleichtを用いることで，話し手は自らの発

話命題（Der Hörer hat Recht）の蓋然性を表すことにより，（程度には差があると考えられる

が）聞き手の主張に対して納得していない旨を含意する。つまり，下記（25a, b）の比較で示す

とおり，vielleichtを伴う発話（主張）は，決して 100％の確証を示していないことを表現してお

り，そのことが，特に今回のような発話命題（Der Hörer hat Recht）においては，相手の意見／

主張の内容に納得していない旨の含意につながる。

（25） a. Du hast Recht. = 100% sicher, ganz überzeugt

（君は正しい＝ 100%の確証，完全に納得している）

   b. Du hast vielleicht Recht. = nicht 100% sicher, nicht ganz überzeugt

（君は正しいかもしれない＝ 100%ではない確証，完全には納得していない）

　この点は，vielleicht単独を伴う文でも（＝（26a）），心態詞 jaとの共起文であっても（＝

（26b）），明示的あるいは潜在的に，接続詞 aber（しかし）を伴う発話が後続することからもう

かがえる 7）。

（26） a. Du hast vielleicht Recht, （aber . . .）

   b. Du hast ja vielleicht Recht, （aber . . .）

　以上をふまえて（24）の文を解釈すると，「話し手は話法詞 vielleichtを伴う発話により，発話

命題（Der Hörer hat Recht）の蓋然性を主観的に表し，それにより聞き手の主張に対して納得し
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ていないことを含意する。さらに話し手は，心態詞 jaを用いることで，聞き手にその含意を共

有知識として了解せよと促す」と分析できる。こうした含意のいわゆる入れ子構造は，3.2.と

3.3.で述べた意味的な作用域をふまえれば妥当であろう。そして，当該の文に，仮に aberを伴

う明示的な反論が後続する場合，聞き手は，「『話し手が自分（＝聞き手）の主張に納得していな

い』ということを話し手との共有知識とすることで，『（それゆえ）話し手は，後続の aberを伴

う文で反論している（反論を行うための論拠）』」と解釈するのではないか。この際心態詞 jaは，

「『聞き手の主張が正しい』という主張ではなく，『正しいかもしれない』という主張を強調する

ために用いられており，このことが，聞き手に含意の解釈を容易にさせると考えられる。

5．ま と め

　本稿では，平叙文における心態詞 jaと話法詞 vielleichtの共起（Kookurenz）に注目し，先行

研究に従って，この共起文では，命題の事実性（既知性）を表明する jaの機能と，事実の可能

性（未知性）を表明する vielleichtの機能において問題が生じることを取り上げた。問題となる

のは，（27）のような例文である。

（27） Du hast ja vielleicht Recht.（君は正しいかもね）

　この問題に取り組むうえで，筆者が特に注目したのは（28）のような会話例である。

（28） 〈互いに見知らぬ相手である Aと Bが，市電に乗り込んで〉

   A: Würden Sie bitte weiter durchgehen?（奥に進んでいただけませんか）

   B: Nein, ich muss ja nächste Station schon aussteigen.（Rinas 2007: 205）

（いえ，もう次の駅で降りないといけないので）

　この例では，本来 jaに前提とされるはずの既知性（共有知識）が認められない。そこで筆者

は，心態詞 jaの表す既知性が語彙レベルのものでなく含意レベルのものである点に基づき，その含

意の「あり方」を考察することで，最終的に，（27）の文に可能な解釈を与えようと試みた。

　結論として，まず，Rinas（2007）における „ ja als Indikator für Wissensvorsprung“（知識の

リードを表す標識としての ja）という考え方を参照し，心態詞 jaの含意を（29）のように定め

た。

（29）  「発話命題から導かれる明示的／非明示的な含意を共有知識（既知）として了解せよ」と

いう含意
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　ここでは，心態詞 jaの既知性を踏襲したうえで，その既知の対象を，発話命題から導かれる

明示的／非明示的な含意としたことが，筆者が最も主張したいことである。そして，この見解に

基づいて，4.2.で，（27）の文の可能な解釈を述べた。また，筆者は，心態詞がもっぱら会話

（対話）で頻出することをふまえ，心態詞 jaの表す含意は，聞き手に対する働きかけ（「～とし

て了解せよ」という促し）であると考えた。この際，心態詞 jaは，発話行為レベルで自らの

「主張」の度合いを強調する役目を担うに留まる。そのように考えることで，これまで jaの意味

機能として議論されてきた「確認」，「同意」，「期待」，「論拠」，「反論」，「脅し」などは，あくま

で聞き手側の推論から導かれるものであることを示唆した。

　Hentschel/Weydt（1990）でも述べられることであるが，本稿のような部分的な考察では，

「個別的な事例の記述であればあるほど，意味の細部は確認できるが，一方でその事例以外で用

いられる場合との関連性を明らかにしにくくなる」（ibid.: 300）ことは言を俟たず，（29）につい

ては，本稿では仮説の域を出ない。そのため，今後の課題として，さらに（30）の話法詞

vielleichtを伴わない文，（31a, b）のような命令文や（32a, b）のような感嘆文における ja，ある

いは副文内に義務的に現れる ja（＝（33a）），または因果接続詞と共起する場合の心態詞 ja（＝

（33b））に対する整合性のある分析が問われる。

（30） Du hast ja Recht, aber . . .（君は正しいね。でも…）

（31） a. Arbeite já fleißig!（Helbig  31994: 168）（しっかり働け！）

   b. Lies já das Buch durch!（ibid.）（その本を最後まで読みなさい！）

（32） a. DER hat ja einen Bart!（Rinas 2006: 261）（そいつには髭が生えてるじゃないか！）

   b. Die Suppe ist ja h e i ß! （このスープは熱いんだな！）（三瓶 1997: 17）

（33） a. Dass du ja gleich nach Hause kommst!（すぐに帰宅すること！）

   b. Ich kann nicht kommen, weil ich ja morgen nach Berlin fahren muss.（Rinas 2006: 146）

（明日ベルリンに行かないといけないので私は来られません）

注

1） 本稿は，京都ドイツ語学研究会第 84回例会（2014年 9月 20日，キャンパスプラザ京都）で
の口頭発表「心態詞 jaに関する一考察 ― 話法詞 vielleichtとの共起をてがかりに ―」に基
づき，その内容に修正を施したものである。

2） 本来，心態詞に訳語をつけることは望まれず（cf. 岩崎 1986: 35; 1998: xixff.），筆者もこの点に
同意するが，ここでは，心態詞の表すニュアンスを単に紹介する上で，あえて訳を提示するこ
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とにする（以下，本稿において邦訳をつけた箇所は，いずれも同様の理由に基づく）。ただし，
「日本語にドイツ語の心態詞に対してほぼ１対１の対応を示す語類が存在しない」（岩崎 1986: 
37）ことを強調しておく。

3） Gerstenkorn（1976: 340）に依る。実際には 30％程度とも考えられる。
4） 管見では，当該論文以外に，平叙文における心態詞 jaと話法詞 vielleichtの共起を扱った文献
は見当たらない。感嘆文における共起については Rinas（2006）を参照されたい。

5） ForceP，TopP，FocP，FinPといった機能範疇は，「分離 CP仮説」（split CP hypothesis）とし
て Rizzi（1997: 297）により提案されたものである。その際，„Force“ という概念は，declara-
tive，interrogative，imperative，exclamativeと同様に „sentential mood/sentential force“ を指
し，„illocutionary force“ のことではない。（cf. Coniglio 2011: 70）

6） 心態詞 jaの表す既知性については，次の岡本（2010: 55）の例文（Ⅰ）における論法（Ⅱ）を
参照する（（Ⅰ）の和訳は筆者による）。以下から，心態詞 jaの表す既知性は，語彙的なもの
ではなく含意レベルのものであるとわかる：

   （Ⅰ） a. Sie wissen ja, daß er nächste Woche operiert wird.（岡本 2010: 54）
      （ja＋彼らは，彼が来週手術を受けることを知っている）
     b. Er wird ja nächste Woche operiert.（ibid.）
      （ja＋彼は来週手術を受ける）
     c. Sie wissen, daß er nächste Woche operiert wird.（ibid.）
      （彼らは，彼が来週手術を受けることを知っている）
   （Ⅱ） a. 前提 : （Ⅰa）と（Ⅰb）の意味は等しい。
     b. 主張−1: jaは，「聞き手にとって既知である」（＝ A）を意味する。
     c. 主張−2: Aは，（Ⅰa）のマトリックス文 Sie wissenに含まれている。
     d. 主張−3: Aは，（Ⅰb）の文に jaとして含まれている。
     e. 帰結−1: 主張 -1と主張−2により，（Ⅰb）と（Ⅰc）の意味は等しい。
     f. 帰結−2: 前提と帰結−1により，（Ⅰa）と（Ⅰ c）の意味は等しい。
     g.  帰結−3: （Ⅰa）と（Ⅰc）の意味が同じであると主張するためには，（Ⅰa）の jaの意

味が「空」（φ）であると主張しなければならない。これは主張−1と矛盾する。（cf. 
岡本 2010: 55）

7） インターネットサイト Googleの「フレーズ検索」では，„Du hast vielleicht Recht.“ という文
は 3,680件，そのうち „Du hast vielleicht Recht, aber ［. . .］“ は 737件，また，„Du hast ja 
vielleicht Recht.“ という文は 641件，そのうち „Du hast ja vielleicht Recht，aber ［. . .］“ は約
半数の 325件が検索された（2016年 9月 24日時点の検索結果）。
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〈Sumário〉
  Este trabalho pretende examinar as características românticas e as ideias de Eça de 

Queirós na obra Prosas Bárbaras, uma antologia de textos queirosianos que contém contos, 

poesias, crónicas, cartas e memórias. Os textos de Prosas Bárbaras foram escritos por volta dos 

anos 1866 e 1877, anos em que o autor estava a começar a sua carreira literária. São textos de 

experiência estilística, cujas características românticas, cheias de expressões metafóricas e 

fantásticas, foram influenciadas por autores estrangeiros, e não por portugueses. 

  O carácter fantástico, que considero ser peculiar das obras românticas de Eça, é utilizado 

como meio de expressar as ideias do autor, cujos temas se concentram no panteísmo natura-

lista. As coisas personificadas, como o lume e a árvore, contam o mundo humano opressivo e o 

sistema da natureza sob o ponto de vista do monismo. Estas ideias podem ser as fundamentais 

em toda a obra eciana, embora a maneira de as expressar se diversifique ao longo dos anos. 

Em alguns textos já se pode pressentir o pensamento crítico da sociedade capitalista.

1．は　じ　め　に

　19世紀ポルトガルの写実主義作家エッサ・デ・ケイロースの初期の作品集『文学素描』 1） は，

エッサのロマン主義時代の作品がひとつにまとめられたもので，そのテーマや特徴には，ポルト

ガルロマン主義の特徴ではなく，フランスをはじめとする外国のロマン主義作家の影響が見られ

る。エッサの作品においてみられる思想について研究したサライヴァ 2） は，『エッサ・デ・ケイ

ロースの思想』As Ideias de Eça de Queirós （2000）のなかで，この作品集に見られる主要なテー

マは自然主義であると述べている。ここで言う自然主義とは，写実主義期における，いわゆる科

学理論をもとに作品が構想されるものとは全く別の汎神論的な観点からとらえた自然観のことで

ある。また，この作品集の特徴は幻想性であり，当時のエッサの思想が空想的で非現実的なロマ

ン主義的手法を通して描かれている。この作品集に収められた作品は，コインブラ大学を卒業し

たばかりの若きエッサが本格的に文壇の世界へと足を踏み入れる以前に書かれたものばかりで，

文章表現の練習やとりとめもなく思いつく思索の試論的な意味合いが強いために若干一貫性に欠

けるきらいがある。しかしながらそこにはすでに写実主義時代に開花するエッサの批判精神を彷

彿とさせる表現や，晩年のエッサの作品にも見られる首尾一貫したある人生観など，後の作品の

特徴を表わす重要な兆しが見られる。
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　本稿では，まず，ポルトガルのロマン主義における一般的動向について述べ，エッサ・デ・ケ

イロースの作品，特に『文学素描』に見られるロマン主義的特徴を検証する。なかでもエッサ特

有の幻想的表現に着目し，幻想を用いた表現とその思想について考察し，続いて後の作品におけ

るエッサ・デ・ケイロースの独自の作風や思想との関連性について検証していく。

2．ポルトガルのロマン主義

　『文学素描』は，エッサの死後，友人のジャイメ・バターリャ・レイス 3） により 1903年に出

版された作品で，コインブラ大学法学部を卒業後，弁護士業のかたわらガゼッタ・デ・ポルトガ

ル紙 4） などで 1866年から 1867年にかけて掲載された，短編小説，叙情詩，随筆，書簡，回想録

など様々なジャンルの作品が 18作品収められている。当時のポルトガルの文壇では，1865年に

ロマン主義第二世代に対してフランス写実主義に影響を受けたコインブラ大学の学生が始めた論

争，いわゆるコインブラ問題の勃発により写実主義が世に知られることとなる。実際ポルトガル

で写実主義が広く認められるようになるのは，1871年のリスボンカジノ連続講演会 5） 以降のこ

とであって，文壇の主流は依然ロマン主義が占めていた。コインブラ問題でアンテーロ・デ・ケ

ンタル 6） と同様にロマン主義を批判した作家テオフィロ・ブラーガ 7） は，当時のロマン主義文学

は，「中世に集約された歴史の偽装」であるとし，過剰なまでの感情表現と非現実的で空想によ

り歪曲された中世の歴史的テーマが好んで用いられ，この時代の作品には，不幸な愛や，サウ

ダーデ，不吉さ，憂鬱，孤独，悲しみ，中世主義，歴史主義といったモティーフが，比喩的表現

を用いて表わされていたと述べている。一方，同じ頃，ガゼッタ・デ・ポルトガル紙の文芸欄に

発表されたエッサの作品には，ポルトガルロマン主義の影響はほとんど見られず，おもにフラン

スやドイツなど，外国のロマン主義作家からの影響を強く受けている 8）。レイスは『文学素描』

の序文のなかでエッサが影響を受けたのはハイネ，ネルヴァル，ミシュレ，ボードレール，そし

て間接的にシェークスピア，ゲーテ，ホフマン，ポーであるとし，なかでもヴィクトール・ユ

ゴーだったと述べている。ロマン主義第二世代の作家たちがこぞってそのテーマに中世の歴史を

扱ったことにたいし，エッサの作品にみられるテーマは，ユゴーやミシュレらに影響を受けた汎

神論的自然主義が大半であるいっぽうで，田園主義，反ブルジョアジー，反資本主義，反物質主

義，自由主義といった多岐にわたるテーマが扱われている。こうしたテーマは当時のポルトガル

のロマン主義作家のなかでとりあげられることはなく，エッサと当時のポルトガルロマン主義と

は一線を画していたことが分かる。

3．エッサのロマン主義と幻想文学

　『文学素描』では，作品中に含まれる『手紙』 9） という，友人カルロス・マイェール 10） へ宛て

た書簡形式の作品のなかで，学生時代を振り返り次のように述べている。
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あの当時，聖書の作法にならい，ロマン主義は我々の魂の中にあった。熱心にもシェークス

ピアの胸像の前で祈りを捧げていたものだ 11）。

　ここには学生時代のエッサがロマン主義文学に傾倒していたことが伺われ，実際，作品中にお

いても比喩的表現や自由に対するあこがれ，恋愛のテーマ，空想主義など，ロマン主義の特徴が

様々な形で表現されている。サライヴァ（2001）はこの作品集の主要なロマン主義的特徴につい

て，エッサがフランス語訳を通して読んだドイツのロマン主義文学に影響をうけた幻想（空想）

文学がその源泉である 12） と述べている。幻想文学というジャンルは，ドイツのホフマンらによ

り始まり，フランスロマン主義で流行したジャンルで 13），その定義には諸説あるが，ツヴェタ

ン・トドロフは著書『幻想文学論序説』（2013） 14） のなかで，幻想という現象について「幻想と

は，自然の法則しか知らぬ者が，超自然と思える出来事に直面して感じる「ためらい」のことな

のである」と述べている。また，数々の幻想文学に関する理論を比較検討したスタインメッ

ツ 15） （1993）によると，トドロフによる定義は，構造主義的な観点から捉えられたものであり，

あくまで心的な反応に基礎をおいているもので，「幻想」をためらいという短い時間にのみ限定

することは出来ないとも述べている。スタインメッツは幻想文学を明確に定義するに至ってはい

ないが，「幻想」という言葉の語源について詳細に調べている。それによると，この言葉は怪奇

現象や幽霊が現れるという意味のギリシャ語の動詞にさかのぼり，そこからフランス語の古語の

形容詞の「常軌を逸した」という表現が現れ，19世ではさらに「架空の」「想像によってしか存

在しない」などの意味が加わるとし，スタインメッツはこれらをまとめて，「幻想」とは想像力

あるいは想像力の行き過ぎにかかわる精神の在り方を表わすもので，現実などのすべて狂った想

像力や，混乱した精神から生じたものであるとしている。また，幻想文学という言葉が文学表現

のひとつのジャンルを指す言葉として表れたのは 19世紀前半のホフマン以降のことで，この

ジャンルでは，超自然が重要な役割を果たすと述べ，またその典型的要素として悪魔や亡霊，吸

血鬼，怪物といった超自然的なモティーフが多くの幻想文学のジャンルにあらわるとされる。こ

うしたことから，幻想文学においては，超自然的な要素や想像や空想的な要素が含まれるもので

あると考えることができる。実際，『文学素描』のなかにも，悪魔を主人公にしたものや，ゲー

テのファウストなど，ドイツのファウスト伝説にみられるメフィストフェレス（欲望を叶えるか

わりに魂を奪うという人間との契約を交わす悪魔）についての随筆や亡霊が登場する作品が存在

する。

　こうした要素に加えて，ジャン・ベルマン＝ノエルは幻想文学のジャンルをテクストとしての

特性のひとつであるとしている。文学的「幻想」には即時性がなく，「事後」に機能するもので

あり，語り手という媒体を通してより真実味を与えるための〈幻想〉とは語りの手法のひとつで

あると考える。他人の話の引用やテクストそのものをコメントするような中継としての語り手と

いう媒体の存在が入ることで，「きわめて真実なもの，いまだ聞いたこともないもの，普通は聞

くことができないものをわれわれに受け入れさせるために，偽りの真実らしさを操っている」と
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し，語り手を通して伝えられる物語の構造にも注目している。

3.1.『文学素描』における幻想

　『文学素描』では様々な手法を用いた幻想的物語が描かれており，すでに述べたような超自然

的要素が用いられた作品には，悪魔や，ドイツのファウスト伝説にみられるメフィストフェレス

についての随筆や亡霊が登場する作品がある。また，かたりの手法により物語の構造からその幻

想性を引き出す作品の例として，短編「炎」 16） と「ある絞首刑台の記憶」 17） の例を見ていく。

　さて，冬にもなると野原の夜は厳しく攻撃的だ。あらゆる自然が無感覚で麻痺し，樹液の

沸き立つ激しい興奮を待っている。木々はむき出しで，哀れに懇願するような両腕を掲げて

いる。そして秋にはおとなしく生気を失い，五月にはラテン語の田園詩のリズムのように調

子のよい澄んだせせらぎを奏でる水も，今では復讐に燃えた邪悪な声をあげる。風はカト

リックの祈りの歌声のように嗄れてゆったりとしている。雨は頭上から，まるで勝ち誇った

けたたましい嘲りのごとく落ちてくる。

　時折，月明かりが姿を見せる。それは，穏やかに魂を蝕む磁力を帯びた霧が消え失せた，

オパール色をした無垢な月ではなく，金属的で冷たい鉛色をした月で，カトリックの伝説に

ある亡骸の表情のようだ。

　その時ひとは，自らの卑小で無意味な魂が，静かに，まるで凪の中の難破船のように嫌悪

に満たされるのを感じ，暖炉のなかの炭火の炎の慰めてくれるような親密さと本能的に調和

していく。そして生命の力が滑らかなまどろみに溶け，ひとは足下に小さく，陽気で，落ち

着きのないはっきりとした声を感じ，その声は俗っぽい陶酔に浸っているようにひとに話し

かける。

　「私だ」，とその声は言う。「私は，お前の古い同士，善良な炎だ。私は，かつてのお前の

神秘的な神だ。（…）」 （O Lume, p. 239） 18）

　この物語は物語世界外に位置する語り手による比喩表現がふんだんに用いられた冬の夜の描写

から始まり，語りの視点は自然の描写から人間がまどろむ足下の暖炉から燃えさかる炎へと移る。

その炎が人間に語りかけることで語り手が交替し，炎を語り手とする二次的物語へと突入する。

一次的物語の語り手により自然の描写が空想に満ちた比喩的表現を用いてなされ，次第にその幻

想的雰囲気が高められるなか，物語世界外に位置する一次物語の語り手の視線のさきにある炎が

二次的物語の語り手として語り始める。炎自ら体験してきた人類と炎の長い歴史について語り始

めるという一見非現実的な状況は，こうした語り手の視線が次の語り手に移ることでスムーズに

移行し，偽りの真実らしさが成立する。

　また「ある絞首台の記憶」では，間接的な語りの段階で超自然的現象を認めることで，明らか

に非現実的な物語にある種の真実味が加わっている。
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　私がこの文書の存在を知ったのは，ある超自然的な方法によるものだった。それは朽ち果

て黒ずんだある哀れな絞首台の身の上話について何か語られたもので，この絞首台が自らの

悲惨な「記憶」について書こうと試みたものだった。それは，人生についての深刻な記録

だったはずだ。木より他に自然の謎について詳しく知るものはいなかった。絞首台ほどに，

人間についてより理解していたものはいなかった。縄の先で身をよじる人間ほど自然で真の

ものはない。― ただし，その背中に背負うものを除いてのことだが！　残念なことに，そ

の哀れな絞首台は朽ちて死んでしまった。

　彼の残した手記のうち，あまり完全なものではないものが，私の書き写すこれらのものだ。
― それは苦しみや，本能的な叫びの得体の知れないものをまとめたものだ。その木が血に

まみれた複雑な人生を書き残すことができたなら！　広大な自然，山々，木々，そして水が

人間を鈍感にする考えというものがどういうものなのか，我々が知る時がついにやって来た

のだ。恐らくこの感情は，私にいつの日か，私が抱え込んでいる，「ある微粒子の回想録」

や「イトスギの根の旅についての手記」といった文書をも出版させるに至るだろう。

　私の書き写す部分はこう述べている ― それはその「回想録」の序章に過ぎないのだが。

　「私は，厳格で，強靭なオークの古い家系で，古代にはその枝からプラトンに思想を着想

させたこともあった。」 19） （Memórias de Uma Forca, p. 271）

　ある絞首台がその悲惨な一生について述べた手記を偶然に手に入れた語り手「私」が，この手

記の一部を書き写すという一時的物語の枠組みのなかで，二次的物語の主人公である「絞首台」

自らが語り手となってその一生を語る。この絞首台は，歴史ある由緒正しいオークの木の家系に

属していたこと，物質主義で放蕩者の父の存在，そして次々と兄弟が舞台や棺桶にされる中，森

を愛する心優しい木であったのに，人間の手により思いもかけず絞首台にさせたことについて語

り，その衝撃と恐怖に苦しむが，絞首台となった現実を受け入れその役割を遂行し，多くの人々

の様々な人生を見送りつつやがて自身も絞首台として老朽化し，朽ち果て微粒子となって母なる

大地へと戻っていくという極めて非現実的な光景が淡々と語られていくが，一次物語の語り手が

超自然的手段により手に入れた手記を書き写すという中継を置くことにより，絞首台の物語によ

りリアリティが加わるのが分かる。

3.2. 汎心論と汎神論

　『文学素描』の作品では，作者の思想が幻想という手段を借りて様々な形であらわされる。た

とえば前出の絞首台のようなモノなどが，生物・無生物にかかわらず擬人化され，人間のように

世の中を見つめ，自らの務めを果たしたのちに死を迎え，朽ち果てて土に還って地中の微生物や

植物の根から吸収され，姿を変えて永遠に輪廻転生を繰り返すという思想が，多くの作品に共通

して見られる。

　「こっけいな神秘主義」 20） では主人公である語り手が，田舎道を散歩し墓場を通り，宿屋へ向
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かうというストーリーのなかで様々な光景が比喩的表現を用いて表わされる。散歩という現実的

行動の中で目にする風景が，隠喩表現を用いて幻想的に描かれ，墓場の場面では埋葬された死後

の肉体の行方についてのエッサ特有の超自然的な汎神論的世界観が展開される。

　墓堀りとは，種をまく人だ。亡骸を蒔くのだ。わずかの希望も収穫の愛すらもない。一体

だれがあの成長した植物を刈り取るのだろうか。共同墓地に身を投じた亡骸が，死の種が，

天で，われわれが星であるところのその根っこの先端のみを目にする，神の穀物畑で開花す

るかどうかなんて知る由もない。しかし，そうではない。魂は死ぬ。亡骸は甦り巨大な物質

の中へと消えていく。悪意や暗い懺悔，悪の傷があるのは魂の中であって，体は自由に，新

たに，健全に墓穴の泥だらけの豊饒へと落ちていく。最期の寒さ，憎しみ，愛，悲しみ，憂

鬱，望み，これらが皆戦いと人生に疲れはて，やってくるとき，まるで敗北した剣闘士のよ

うに自然に向かってこう言う：「死にゆくものたちはお前に祝福をする！」

　そして死ぬのだ。生命とその苦境は，自然の無感覚性のなかへ，永続的な静けさのなかへ，

運命的で盲目的な力の中へと吸い込まれる。そして物質は空中を，大地をゆき，影のなかで

柔らかくなり，明るい光線に生き生きとし，それは岩であり，森であり，急流であり，流れ，

蒸気，ざわめき，動き，キュベレーの肉体の複雑な震えである：そして物質は宇宙の生命を，

型のもとで原子の鼓動を感じ，心地よい明るみと牧草の香りに浸っているように感じられ，

星の吸い込まれるような光へと駆りたてられ，地球の荒々しい動きに引きちぎられたように

感じられる。物質にはその活力の厳かな意識がある。そしてこのように，おまえのその無感

動には途方もない不安と燃えるような冷酷な生命と恐ろしい魂がある。ああ，恐るべき自然

よ！ 21） （Misticismo Humorístico, p. 167）

肉体は，微粒子となって自然界にとけ込み，植物の根や微生物へと吸収され，再び新たな生命と

なって形あるものや香りや空気として再誕し，永遠に生き続ける。こうした一元論的な汎神論が

この作品の他にも「ある絞首台の記憶」，「傍注」 22），「苦しみの連祷」 23），「死者」 24），「鳶」 25） など

の作品に表されている。肉体は形を変えて永遠にとどまりつづける一方で，魂についての見解は

様々で死後は消滅するか，あるいは，永遠に続くなど，この時代のエッサの魂についての考えは

様々である。短編「死者」の中では自然そのものの宗教性をうたい，人間はキリストにではなく

自然にこそ宗教を求めるべきだとする。

　「このように，慰めを求め，今は亡き愛する人に震え，過ぎ去った母性の胸の中で涙を流しに

行くべきは自然の中だ。宗教を見出すべきなのは自然の中であって，イエスの身体に流れる謎め

いたホスチアにではない。オレンジの花に見出すべきなのだ。」 26） （Prosas Bárbaras, p. 117）

　宗教や神を自然の中に見出す一方で，カトリック教徒である作者自身イエス・キリストの存在
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についてどのように捉えていたのだろうか。エッサは超自然的な存在としてのキリスト像にたい

し否定的な見解を持ち，キリストの存在を歴史的な観点から捉えることに関心を持っていたこと

が，「鳶」や「キリストの死」 27） において分かる 28） 。実在した人物としてキリストを捉える観点

が実証的な分析が重視され始めた当時のヨーロッパにおいて流行していたように，キリストは一

人の同胞愛に満ちた人間として描かれている。こうした考えがのちの小説『アマーロ神父の罪』

等での教権主義や『聖遺物』における狂信的な信者についての批判的な見解にも影響を及ぼして

いると考えられる。

　これらの汎神論的な思想は，サライヴァ（2001）によると，おもにフランスの作家ユゴーやミ

シュレから影響を受けたものと考えられるが，それらの作家の汎神論においては人間中心主義，

進歩主義的思想がその根底にある一方で，エッサの自然中心的な汎神論において人間はあくまで

自然の一部であり，全てのものは等しく自然から誕生し，死後は再び自然のもとに 1つになると

いう思想に一貫している。「死者」の中で，イエス・キリストも裏切り者ユダも死後は自然に還

り，同じ物質として 1つになったと述べているように，権力や宗教などこの世のしがらみなどは

何の意味もなく，全てを飲み込み新たな形として再生させる自然の偉大さを表わしている。

　また，伝統的価値観にみられる肉体＝悪，魂＝善という構造はエッサの汎神論にはなく，肉体

は永遠に姿を変えて再生しつづける一方で，作品によって魂は死とともに消失する場合と，永遠

に存在する場合とがあり，エッサ独自の汎神論には未完成で曖昧な部分が残されている。

　またこれらの汎神論的自然主義と対立する概念として資本主義や商業主義，ブルジョアジーを

挙げ，それらにたいする否定的な見解を述べる。19世紀に実際にリスボンに停泊したアメリカ

の大艦隊マイアントノーモについての随筆「マイアントノーモ」 29） では，急速に発展を遂げるア

メリカ経済の商業主義の象徴としてこの艦隊が批判的に描かれている。経済大国となったアメリ

カ社会を「産業的封建制度」と称し，私腹を肥やすブルジョアジーとは対照的に貧しさを増す貧

困層との間に大きくバランスを崩す社会の仕組みを批判するが，社会格差に対するマルクス主義

的な批判ではない。産業的封建制度によって過剰になった人類の富への執着や野心，果てしない

願望に起因する精神病や道徳的価値観の崩壊への危機感を表したものであり，社会の仕組みに対

する批判というよりは人間そのものに対する警告としての要素が強い。またここで挙げられるブ

ルジョアジーについては経済第一とする物質主義に固執し，エッサが理想とする自然と共存する

人間の姿からはかけ離れた存在として扱われている。こうしたブルジョアジーの姿については

1870年代より始まる写実主義について批判の対象として大きく取り上げられることになる。

4．お　わ　り　に

　以上，『文学素描』では，その大半の作品においてロマン主義文学特有の比喩や隠喩が豊富に

用いられた描写によって空想的に表され，あらゆる生物・物質が語り手となって作者の主張が幻

想的に描かれている。また幻想的な雰囲気のなかで生物，物質ともに姿を変えて永遠に生き続け，
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自然という巨大なサイクルの中で全ては同じ宇宙の粒子の 1つであり平等な存在であるという

エッサ独自の自然を主体とする汎神論的な世界観あるいは宇宙観ともいうべき思想が展開されて

いく。また，それぞれの作品において語られる内容には，いずれも作者の思想が反映され，人間

の横暴さに対する自然からの訴えなど，その幻想的な表現方法とはうらはらに非常に現実的な批

判の込められた内容である。これらの思想は，のちの写実主義作品においてさらに発展し，『マ

イア家の人々』 30） では，主人公の友人が構想する「ある原子の記憶」 31） として表わされるなど，

また物質主義や資本主義への否定的見解やブルジョアジーの批判など，晩年の作品『都会と山

国』 32） においても共通する思想である。そしてロマン主義の真骨頂とも言える幻想文学の手法は，

1880年に出版される『大官を殺せ』 33） などにおいて再び用いられることとなる。

　エッサがコインブラ大学時代に培った文学的素養が凝縮された作品集『文学素描』は，後の

エッサの作品の根底に流れる思想や文学的な手法における基本的な要素を含み，ケイロース文学

の礎となる作品集であると言える。

注

1） Prosas Bárbaras
2） SARAIVA （2000）, p. 84
3） Jaime Batalha Reis （1847-1935），作家，外交官。
4） Gazeta de Portugal
5） Conferências Democráticas do Casino Lisbonense: 1871年に開催された当時のポルトガルの知
識人らによる連続講演会で，ポルトガル社会をとりまく様々な案件について議論がなされ，そ
の中にエッサ・デ・ケイロースによるポルトガル文学についての講演会があった。

6） Antero de Quental（1842-1891）写実主義を代表する作家，詩人。
7） Braga, Teófilo, Introdução e Teoria da História da Literatura Portuguesa, Porto, p. 429 in História 

Crítica da Literatura Portuguesa, （1993）, Editorial Verbo, p. 261, Lisboa.
8） SARAIVA （2000）
9） Uma Carta
10）Carlos Mayer （1846-1910），医者，19世紀末の知識人のグループ Vencidos da Vidaのメンバー。
11）«Naqueles tempos, segundo a fórmula do Evangelho, o romantismo estava nas nossas almas. 

Faíamos devotamente oração diante do busto de Shakespeare.» （Queirós, Prósas Bárbaras）
12）«A característica dominante destes folhetins é uma certa fantasia que, inspirando-se principal-

mente em traços da literatura romântica alemã （por transmissão francesa）, pouco se preocupa 
com a coerência judicativa geral, e por vezes com a própria proporção ou unidade de cada texto, 
mas atinge uma surpreendente novidade temática e estilística em relação às tímidas tradições 
românticas nacionais.» （SARAIVA 2000, p. 858）

13）田中義宏 （1984） 「フランス幻想文学研究史概説」『仏文研究』http://hdl.handle.net/2433/ 
137678（2015.8.10入手）

14）トドロフ，ツヴェタン （三好郁朗訳）（2013）『幻想文学論序説』東京創元社
15）スタインメッツ，ジャン＝リュック（中島さおり訳）（1993）『幻想文学』白水社
16）O Lume
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17）Memórias de Uma Forca

18）«Agora, no Inverno, no campo, as noites são ásperas e hostis. Toda a Natureza está impassível e 
entorpecida, esperando a fermentação violenta das seivas. As árvores erguem os braços nus, 
miseráveis e suplicantes. E as águas, que no Outono estava quietas e pálidas, e que em Maio 
faziam claras murmurações, tão melódicas como o ritmo de um idílio latino, têm agora vozes 
vingativas e más. O vento é rouco e lento como um canto católico de ofícios: as chuvas caem de 
cima, como escárnios triunfantes e ruidosos.
  Às vezes vem a Lua—não aquela imaculada Lua cor de opala, donde se exala um nevoeiro 
magnético que faz a alma docemente, mas uma Lua metálica, fria e lívida, como a face dos corpos 
finados, nas legendas católicas. 
  Então o homem sente a sua pequenina e inútil alma afundar-se no tédio, silenciosamente, 
como um navio roto numa calmaria, e vai por instinto dar-se à intimidade consoladora da lareira, 
das brasas e do fogo . E enquanto a força vital se dissolve numa sonolência fluida, ele sente aos 
seus pés uma pequena voz, alegre, inquieta, clara, que lhe fala como num êxtase profano: 
  Sou eu, diz a voz, eu, o teu velho camarada, o bom lume. Sou eu, o teu velho Deus miste-
rioso. Eu que te quero bem, e que me dei o que há em ti de grande e justo—a família e o trabalho. 
A minha história é triste, luminosa e terrível, imunda e meiga. Eu fui o teu companheiro das 
noites da Índia, o consolador e o purificador; eu fui o Moloch das religiões da velha África, ensan-
guentado e trágico: e sou agora o escravo a quem tu mandas mover as máquinas.» （“O lume” in 
Prosas Bárbaras, p. 239）

19）«Foi por um modo sobrenatural que eu tive conhecimento deste papel, onde uma pobre forca, 
apodrecida e negra, dizia alguma coisa da sua história, esta forca intentava escrever as suas trági-
cas «Memórias». Deviam ser profundos documentos sobre a vida. Árvore, ninguém sabia tão bem 
o mistério da Natureza; forca, ninguém conhecia melhor o Homem. Nenhum tão espontâneo e 
verdadeiro como o homem que se torce na ponta de uma corda—a não ser aquele que lhe 
carrega sobre os ombros! Infelizmente , a pobre forca apodreceu e morreu. 
 Entre os apontamentos que deixou, os menos completos são estes que copio—resumo das suas 
dores, vaga aparência de gritos instintivos. Pudesse ela ter escrito a sua vida complexa cheia de 
sangue e de melancolia! É tempo de sabermos enfim qual é a opinião que a vasta Natureza, 
montes, árvores e águas, fazem do homem imperceptível. Talvez este sentimento me leve ainda 
algum dia a publicar papéis que guardo avaramente, e que são as «Memórias de Um Átomo» e os 
«Apontamentos de Viagem de Uma Raiz de Cipreste».
  Diz assim o fragmento que eu copio—que é simplesmente o prólogo das «Memórias».: 
  «Sou de uma antiga família de carvalhos, raça austera e forte—que já na Antiguidade deixava 
cair dos seus ramos pensamentos para Platão.» （ʻMemórias de uma forca’ Prosas Bárbaras, p. 271）

20）Misticismo Humorístico

21）«O coveiro é um semeador. Semeia corpos. Sòmente não tem a espreança nem o amor das colhei-
tas. Quem seifará aquela plantação crescida? Quem sabe se os corpos que se atiram à vala, 
sementes fúnebres, se abrem, lá em cima, em searas divinas de que nós apenas vemos a ponta 
das raízes que são as estrelas? Mas não. A alma morre. O corpo revive e dissipa-se na matéria 
enorme.
  É na alma que estão as más vontades, os negros remorsos, as lacerações do mal: o corpo 
desce livre, novo e são para as uberdades limosas das covas.
  Quando chega o último frio, ódios, amores, tristezas, invejas, melancolias, desejos, todos 
cansados das lutas e da vida, dizem à Natureza como gladiadores vencidos: «Os que vão morrer 
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saúdam –te!» E morrem. A vida e o seu suplício é absorvida na insensibilidade da Natureza, no 
silêncio perpétuo, na força fatal e cega. E a matéria vai pelos ares, pelas planícies, amolece-se nas 
sombras, vivifica-se nos raios claros, é rochedo, floresta, torrente, fluido, vapor, ruído movimento, 
estremecimento confuso do corpo de Cíbele: e a matéria sente a vida universal, a palpitação do 
átomo debaixo da forma, sente-se banhada pelas claridades suaves e pelos cheiros dos fenos, 
sente-se impelida para a luz magnética dos astros, e dilacerada ásperos movimentos da terra. A 
matéria tem a consciência augusta da sua vitalidade. E assim, sob a tua impassibilidade, há uma 
angústia imensa, uma vida ardente, impiedosa, uma alma terrível, ó formidável Natureza!» （Prosas 
Bárbaras, p. 271）

22）Notas Mariginais

23）A Ladainha da dor

24）Os Mortos

25）O Milhafre

26）«Assim, é na Natureza que devemos ir procurar as consolações, estremecer com os amores 
mortos, chorar no seio das maternidades passadas. É na Natureza que se deve procurar a 
religião: não é nas hóstias místicas que anda o corpo de Jesus—é nas flores da laranjeiras.» 
（Prosas Bárbaras, p. 117）

27）A Morte de Jesus

28）«Mas considerado como homem, depois da sua qualidade divina, o Cristo histórico tem já nesta 
época uma extrema sedução para Eça.» （Saraiva 2000, p. 79）
 「しかし神格としての立場の後に人間としてとらえられた歴史上のキリストという人物像に
ついては , この当時エッサにとってすでに大きな関心の的となっていたのである。」

29）O Miantonomah

30）Os Maias

31）Memórias de Um Átomo

32）A Cidade e As Serras

33）O Mandarim
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〈提要〉
	 	 本文使用对译语料库中的实际使用语料对汉语	“亲自”	的用法特征及其所对应的日语译文

进行了描写式的梳理，对目前词典中对	“亲自”	的解释进行补充。并通过实际语言调查对	“亲

自”	和	“自己”	的具体区别进行分析，说明。

0．は　じ　め　に

　辞書や教科書では，中国語の＂亲自＂について，「動詞を修飾する。日本語の『みずから』『自

分で』などにも対応できる」のような説明がほとんどだが，中国語を専攻している外国人学習者

でも次の（1）（2）のような誤用 1） が見られる。

  （1）誤用例：因为我喜欢　实际亲自　看过以后再买。

    訂正 1：因为我喜欢　亲自　看过以后再买。

    訂正 2：因为我喜欢　自己实际　看过以后再买。

  （2） 誤用例：有人认为一定要先看看书里的具体内容才能决定是否购买，所以他们更喜欢亲自

直接到书店买书。

    訂正 1：……所以他们更喜欢亲自到书店买书。

    訂正 2：……所以他们更喜欢自己直接到书店买书。

　誤用例（1）の＂实际亲自＂と誤用例（2）の＂亲自直接＂は＂亲自＂，＂自己实际＂＂自己直接＂

にしなくては不自然である。

　では，なぜ＂亲自＂が＂实际＂＂直接＂と一緒に使うのは不自然なのか。いかなる文脈で＂亲

自＂を使うべきか，いかなる場面で＂自己＂を使うべきか。辞書と教科書の説明だけで，中国語

の＂亲自＂の特徴を説明しきれないことが確認できる。

　本稿では中国語の＂亲自＂がいかに日本語に訳されているかを調査し，中国語の＂亲自＂の用

い方の特徴を明らかにすることをめざす。また，＂亲自＂と＂自己＂の使い分けも考察すること

にする。
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1．中国語の“亲自”の用い方

　本節では，中国語の＂亲自＂に関する辞書的な語釈を考察対象に，＂亲自＂の用い方を考察し

て中国語の＂亲自＂の意味と特徴を明らかにする。

1.1　中国語の“亲自”の辞書的な語釈についての調査

　中国語の＂亲自＂については，中国語文法用例辞典 ―『現代漢語八百詞増訂本』日本語版

（2003），『中日辞典』（2002），『中国語大辞典』（平成 6年），『東方中国語辞典』（2004），『现代汉

语词典（第 6 版）』（2012），『现代汉语学习词典』（2010），『现代汉语实用标词类词典』（2000），

『现代汉语虚词词典』（1998）の語釈を調査した。この結果を下記の［図表 1］に示す。

　
［図表 1］中国語の＂亲自＂の辞書的な語釈 2）

辞　書 語　釈

A　 中国語文法用例辞典 ―『現代漢語八百詞
増訂本』日本語版

動作・行為をみずから直接行うことを強調す
る。動詞を修飾する。

B　中日辞典　第 2版 自分で，自身で，自ら

C　中国語大辞典 自ら，親しく，自分で

D　東方中国語辞典 自分で。自ら

E　现代汉语词典（第 6版） 自己直接（做）

F　现代汉语学习词典 自己做

G　现代汉语实用标词类词典 强调事情由自己直接去做

H　现代汉语虚词词典 强调事情由自己直接去干。多带郑重色彩。

　上記の［図表 1］に示したように，A−Hではいずれも「自分で，みずから，直接」と説明して

いるが，内容的には大きな違いは見られない。次に例を挙げながら，＂亲自＂の用い方について

検討し，その意味と特徴を考察する。

1.2　中国語の“亲自”の意味と特徴

　「自分で」の意味用法に当たる例として＂保险柜由他亲自开关，别人从不经手＂（金庫の開閉

は彼が自分でやっていて，これまで他の人がやったことはない） 3） などと挙げられている。下線

部の＂亲自＂は，＂别人从不经手＂における＂别人＂と対比し，「代理人ではない，本人」という

意味である。本稿では「代理人ではない，本人」という意味と特徴を［T1］として扱うことに

する。

　「みずから」に当たる例として＂亲自动手＂（みずから手を下す），＂亲自拜访＂（みずから訪問

する） 4） などと挙げられている。下線部の＂亲自＂は，「自分から積極的に…する／自発的」とい

う意味が考えられるが，本稿では「自分から積極的に…する／自発的」という意味と特徴を
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［T2］と記する。

　前掲の三例は［T1］［T2］のほか，「動作主は動作の対象との間に何もはさまなく接する」と

いう意味と特徴もあり，ここでは［T3］として扱うことにする。

　また，＂多带郑重色彩＂という説明については，［図表 1］の H『现代汉语虚词词典』（1998）

しか触れていない。その例として＂重要的稿件最后由总编辑亲自审批＂と挙げられている。「重

視することを強調する」の特徴が考えられるが，［T4］として扱うことにする。

　以下，これまでに見た［T1−代理人ではない，本人］，［T2−自分から積極的に…する／自発的］，

［T3−動作主は動作の対象との間に何もはさまなく接する］，［T4−重視することを強調する］とい

う中国語の＂亲自＂の意味と特徴を［T 亲自］としてまとめて表すことにしたい。

2．［T 亲自］についての検証

　以上のことから，＂亲自＂の使用が許容されるか，されないかは上記した［T 亲自］での解釈

の可能性にかかっていることがわかる。

　次に中国語の小説原文 5） における＂亲自＂とその日本語訳を考察対象に，中国語の＂亲自＂が

いかに日本語に訳されているかを調査し，それぞれの日本語訳に対応している中国語の＂亲自＂

の意味と特徴を明らかにする。［T 亲自］も検証する。

　調査した結果，中国語の＂亲自＂に対応する日本語訳は「みずから」「自分で」など，10種の

訳し方が見られる。それぞれの用例数を下記の［図表 2］のように示す。

［図表 2］（合計 194例）

自ら, 112例自分で, 39例
不訳, 32例

じきじき, 8例
直接（に）, 6例

自身で, 4例
本人, 4例
直に, 3例
わざわざ, 2例
自分自身, 1例

0 20 40 60 80 100 120

中国語の“亲自”に対応する日本語訳
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　次に，それぞれの意味と特徴に基づく下位分類として［－T］［＋T］を設け，各訳し方に対応

する＂亲自＂は［T 亲自］で解釈されるか否かを考察する。また，下線部の＂亲自＂は＂自己＂

に置き換えるか否かも考えてみる。（「○」は置き換えることが可能；「×」は置き換えることが

不可能；「△」は置き換えることが可能だが，意味的に等価ではない）

2.1　「みずから」に訳される場合の“亲自”（112例）

　日本語の「みずから」に訳されるのが，10種のうち，最も多い。次の（3）（4）（5）（6）がそ

れである。

  （3） 县长和教育局长亲自出来接见我们……（県知事と教育局長が，みずから出て来てわれわ

れと会見して…）

  （4） 这位年富力强，精力旺盛的教授，把培养年轻医生当作自己不容推卸的责任。每当医学院

分来一批学生，他都要逐个考察，亲自挑选。

     （訳 1　年齢的にも精力的にも優れたこの教授は､ 若年の医師の養成を自分に課せられ

た責務であると自認していた｡ だから医学院から配属されてくる学生は､ 彼自らが選考

しなければならなかった｡）

     （訳 2　この経験豊かな働き盛りの教授は，後輩の養成を当然の義務と考えていたので，

新卒生のテスト，選考には自ら当たった。）

  （5） 现在，赵院长亲自来到病房，显然是为陆大夫看病来了。（今､ 趙院長自ら病室を訪れる

ことは､ いうまでもなく陸医師の病状診断ということが目的である）

  （6） 通知我一声，我和我们的蔡书记亲自去接你们。（知らせてくれれば､ あたしとウチの蔡

書記が自ら迎えにいくわ）

　上記の例における＂亲自＂は，それぞれ動詞の＂接见＂＂挑选＂＂来＂＂去＂を修飾する用例で

ある。＂亲自＂の動作主はそれぞれ＂县长和教育局长＂，＂这位年富力强，精力旺盛的教授＂，＂赵

院长＂，＂我和我们的蔡书记＂であり，［T1］の制約をクリアーできると考えられる。

　上記の四例における＂亲自＂はいずれも「自発的」「直接」も考えられ，［T2］［T3］の制約も

クリアーした。＂县长＂＂教育局长＂＂教授＂＂院长＂＂书记＂などの肩書を用い，「よくあることで

はない」「重視すること」を強調するため，［T4］もクリアーしたと考えられる。

　以上から，［T 亲自］で考察した結果は［図表 3］に示す。
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［図表 3］

［T1］ ［T2］ ［T3］ ［T4］

用例（3） ＋ ＋ ＋ ＋

用例（4） ＋ ＋ ＋ ＋

用例（5） ＋ ＋ ＋ ＋

用例（6） ＋ ＋ ＋ ＋

　次に上記の四例における下線部の＂亲自＂は＂自己＂に置き換えるか否かも考えてみる。下記

の［図表 4］に示す。

［図表 4］

＂自己＂ ［T1］ ［T2］ ［T3］ ［T4］

用例（3） △ ＋ ＋ ＋ －

用例（4） △ ＋ ＋ ＋ －

用例（5） △ ＋ ＋ ＋ －

用例（6） △ ＋ ＋ ＋ －

　（4）＂这位年富力强，精力旺盛的教授＂，（5）＂赵院长＂のような＂亲自＂の動作主は単数の場

合，＂自己＂に置き換えると「みずから」という意味のほか，「一人で」という意味にもなり，

（4）は「他人の意見をまったく聞かなく，一人で選考する」，（5）は「趙院長はほかの医者や看

護婦と一緒に行くのではなく，一人で病室に行った」という意味も感じることができる。ただし，

［T4］の意味と特徴はなくなるも考えられる。

　（3）（6）の場合，＂自己＂に置き換えると「みずから」という意味のほか，「どこまで迎えて

いくかなどについて，ほかの人に教えてくれなくても，自分だけの力でできる」という意味にも

考えられる。（4）（5）と同様，［T4］がなくなる。

2.2　「自分で」に訳される場合の“亲自”（39例）

　次の（7）（8）（9）は「自分で」に訳される場合の＂亲自＂の例である。

  （7） 再说，那天手术前自己还亲自去了，他看见这位女大夫走上手术台时从容不迫，很有信心，

精神也很好。（それにその日､ 手術前に自分で行ってこの眼で見たが､ 当の女性医師は

いとも従容たる態度で､ 自信満々たる顔つきで手術台に立っていた｡）

  （8） 你对奚流说愿意修改，实际上不改，他又不会去亲自核对。（君が奚流に書き直しを申し

出れば､ 実際には書き直さなくたって､ 彼が自分で対照して調べるわけでもないだろ｡）

  （9） 这块表的外形是她亲自相中的。（このデザインは彼女が自分で選んだものだった）
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　上記した三例における＂亲自＂は，それぞれ動詞の＂去＂＂核对＂＂相中＂を修飾する用例であ

る。＂亲自＂の動作主はそれぞれ＂自己＂＂他＂＂她＂であり，［T1］の制約をクリアーした。上

記の＂亲自＂はいずれも「自発的」「直接」と感じられ，［T2］［T3］の制約もクリアーできると

言える。「よくあることではない」「重視すること」も感じることができ，［T4］もクリアーした

と考えられる。

以上から，［T 亲自］で考察した結果は［図表 5］に示す。

［図表 5］

［T1］ ［T2］ ［T3］ ［T4］

用例（7） ＋ ＋ ＋ ＋

用例（8） ＋ ＋ ＋ ＋

用例（9） ＋ ＋ ＋ ＋

　また，下線部の＂亲自＂は＂自己＂に置き換えるか否かも考えてみる。次の［図表 6］に示す。

［図表 6］

＂自己＂ ［T1］ ［T2］ ［T3］ ［T4］

用例（7） ×

用例（8） ○ ＋ ＋ ＋ －

用例（9） ○ ＋ ＋ ＋ －

　＂自己＂に置き換えると（7）は＂那天手术前自己还自己去了……＂になり，不自然な文にな

るため，「×」で置き換え不可能と示す。

（8）（9）の場合，＂自己＂に置き換え，［T1］［T2］［T3］の意味と特徴は変わりがないが，「重

視すること」を強調するニュアンスが感じられなくなり，［T4］の意味と特徴はなくなる。

2.3  「不訳」の“亲自”（32例）

　本調査では，下記の（10）（11）のような不訳の例もある。

  （10） 老赵！这是我写的一篇通讯，总编辑亲自看了，要发。（趙さん､ ぼくの書いた記事だ｡

編集局長が目を通して載せろって｡）

  （11） 要是少奶奶亲自去，我得关照他们，先把舱里收拾得干净一点。（もし奥さまがお出掛け

になるのでしたら，彼らに申しつけまして，なかを片づけさせておこうと思いまし

て。）
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　（10）（11）における＂亲自＂は，動詞の＂看＂＂去＂を修飾する用例である。＂亲自＂の動作

主はそれぞれ＂总编辑＂＂少奶奶＂であり，［T1］の制約をクリアーしたと考えられる。日本語

の「が」は，他の人物を排除し，ある人物を特定することができるため，＂亲自＂を訳さなくて

も＂总编辑＂，＂少奶奶＂本人であることも示す。

　また「自発的」「直接」の意味も感じられ，［T2］［T3］の制約もクリアーした。身分を示す

＂总编辑＂＂少奶奶＂から「よくあることではない」「重視すること」も感じることができ，［T4］

もクリアーできる。

　［T 亲自］で考察した結果は下記の［図表 7］のようにまとめる。

［図表 7］

［T1］ ［T2］ ［T3］ ［T4］

用例（10） ＋ ＋ ＋ ＋

用例（11） ＋ ＋ ＋ ＋

　次の［図表 8］に示したように，下線部の＂亲自＂は＂自己＂に置き換えるか否かについても

考察した。

［図表 8］

＂自己＂ ［T1］ ［T2］ ［T3］ ［T4］

用例（10） △ ＋ ＋ ＋ －

用例（11） △ ＋ ＋ ＋ －

　＂自己＂に置き換えると「本人，その人」という意味のほか，「一人で」という意味にもなり，

（10）は「他の編集者はまだ見ていないが，編集局長だけが目を通した」，（11）は「奥さまは一

人で行くから，片づけてくれる人がない」という意味にもなる。＂自己＂に置き換えると，「重視

すること」を強調するニュアンスが感じられなくなり，［T4］はなくなる。

2.4  「じきじき／直々」に訳される場合の“亲自”（8例）

　日本語の「直々」は，本人が他人を介さずに実際に何かを行う場合に使う副詞である。本調査

では，「直々」に訳される例も見られた。次の（12）（13）（14-1）はそれである。

（12） 大泉在家那会儿，专门找过王书记，王书记说，那是谷县长亲自下的指示呀。（大泉がこっ

ちにいたころ，王書記に聞きにいった所が，谷県長じきじきの指示だと言われたそうだ。）

（13） 没错也不行。张村长亲自交给我的，嘱咐我一个字也别错，全部照着抄，乱改还行吗？

（間違いがなくてもだめです。張村長じきじきに，一字の違いもなくそっくり写すよう言
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われているんだから，勝手に変えるわけにいきません）

（14-1） 赵院长亲自打电话告诉她∶焦副部长明天入院，请她准备手术。（院長から直々の電話で，

焦副部長が明日入院するから手術を頼むという。）

　（12）（13）（14-1）における＂亲自＂は，それぞれ動詞の＂下＂＂交＂＂打＂を修飾する用例で

ある。＂亲自＂の動作主はそれぞれ＂谷县长＂，＂张村长＂，＂赵院长＂であり，［T1］の制約をク

リアーできると考えられる。

　また，上記の三例における＂亲自＂はいずれも「自発的」「直接」と感じられ，［T2］［T3］の

制約もクリアーした。＂县长＂＂村长＂＂院长＂の肩書を用い，「よくあることではない」「重視す

ること」を強調するため，［T4］もクリアーしたと考えられる。

　以上から，［T 亲自］で考察した結果は［図表 9］に示す。

［図表 9］

［T1］ ［T2］ ［T3］ ［T4］

用例（12） ＋ ＋ ＋ ＋

用例（13） ＋ ＋ ＋ ＋

用例（14-1） ＋ ＋ ＋ ＋

　また，下線部の＂亲自＂は＂自己＂に置き換えるか否かも考えてみる。次の［図表 10］に示

す。

［図表 10］

＂自己＂ ［T1］ ［T2］ ［T3］ ［T4］

用例（12） ○ ＋ ＋ ＋ －

用例（13） ○ ＋ ＋ ＋ －

用例（14-1） ○ ＋ ＋ ＋ －

　上記した三例の場合，＂自己＂に置き換え，意味は変わりがないと考えられるが，「重視するこ

と」を強調するニュアンスが感じられなくなり，［T4］はなくなる。

2.5  「直接（に）」に訳される場合の“亲自”（6例）

　下記のような「直接（に）」に訳された例も見られた。
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（14-2） 赵院长亲自打电话告诉她∶焦副部长明天入院，请她准备手术。（趙院長から直接電話で､  

焦次官が明日入院するから､ 手術の準備をしておくようにと言ってきた｡）

（15） 可是我觉得还是应当自己亲自来一趟（ぼくはやっぱり直接君にあったほうがいいと思っ

て）

　（14-2）（15）の例における＂亲自＂は，それぞれ動詞の＂打＂＂来＂を修飾する用例である。

＂亲自＂の動作主はそれぞれ＂赵院长＂，＂自己＂であり，［T1］の制約をクリアーできる。

　また，上記の三例における＂亲自＂はいずれも「自発的」「直接」と考えられ，［T2］［T3］の

制約もクリアーした。「よくあることではない」「重視すること」を強調するため，［T4］もクリ

アーしたと考えられる。

　以上から，［T 亲自］で考察した結果は［図表 11］に示す。

［図表 11］

［T1］ ［T2］ ［T3］ ［T4］

用例（14-2） ＋ ＋ ＋ ＋

用例（15） ＋ ＋ ＋ ＋

　また，次の［図表 12］に示したように，下線部の＂亲自＂は＂自己＂に置き換えるか否かに

ついても考察した。

［図表 12］

＂自己＂ ［T1］ ［T2］ ［T3］ ［T4］

用例（14-2） ○ ＋ ＋ ＋ －

用例（15） ×

　＂自己＂に置き換えると（15）は不自然な文になるため，「×」で置き換え不可能と示す。

（14-2）の場合，意味は変わりがないと考えられるが，「重視すること」を強調するニュアンスが

感じられなくなり，［T4］の意味と特徴のみなくなる。

2.6  「自身（で）」に訳される場合の“亲自”（4例）

　下記のような「自身で」に訳されたものも 4例見られた。次の（16）はそれである。

（16） 他很感谢你。他本来要亲自来看你，我没让他来。我代表他来看你。（あの人､ たいへんあ

なたに感謝しております｡ 本来ならあの方自身でお見舞いにお伺いすべきですが､ 私が
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替ってお見舞いに参りました｡）

　上記した例における＂亲自＂は動詞の＂来＂を修飾する用例である。＂亲自＂の動作主は＂他＂

であり，［T1］の制約をクリアーできる。

　また「自発的」「直接」と考えられ，［T2］［T3］の制約もクリアーした。「よくあることでは

ない」「重視すること」を強調するため，［T4］もクリアーしたと考えられる。

　以上から，［T 亲自］で考察した結果は［図表 13］に示す。

［図表 13］

［T1］ ［T2］ ［T3］ ［T4］

用例（16） ＋ ＋ ＋ ＋

　［図表 14］に示したように，下線部の＂亲自＂は＂自己＂に置き換えるか否かについても考

察した。

［図表 14］

＂自己＂ ［T1］ ［T2］ ［T3］ ［T4］

用例（16） ○ ＋ ＋ ＋ －

　＂自己＂に置き換えると（16）の意味は変わりがなく，「重視すること」を強調するニュアン

スが感じられなくなり，［T4］の意味と特徴のみなくなる。

2.7  「本人」に訳される場合の“亲自”（4例）

　「本人」に訳されたものも 4例あり，次の（17）はそれである。

（17） 草案规定，在党组织对党员作出处分或者鉴定性的决议的时候，党员有权要求亲自参加。

（草案は，党組織が党員の処分，または鑑定の性格をもつ決議をおこなう場合，党員は本

人がそれに参加することを要求する権利がある，と規定している。）

　上記の＂亲自＂は動詞の＂参加＂を修飾し，その動作主は＂党员＂であり，［T1］の制約をク

リアーできる。

　また「自発的」「直接」と考えられ，［T2］［T3］の制約もクリアーした。「よくあることでは

ない」「重視すること」を強調するため，［T4］もクリアーしたと考えられる。
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以上から，［T 亲自］で考察した結果は［図表 15］に示す。

［図表 15］

［T1］ ［T2］ ［T3］ ［T4］

用例（17） ＋ ＋ ＋ ＋

　［図表 16］に示したように，下線部の＂亲自＂は＂自己＂に置き換えるか否かについても考

察した。

［図表 16］

＂自己＂ ［T1］ ［T2］ ［T3］ ［T4］

用例（17） ×

　＂自己＂に置き換えると不自然な文になるため，「×」で置き換え不可能と示す。＂党员有权要

求本人参加＂＂党员有权要求自己也参加＂になるのは可能である。

2.8  「直に／じかに」に訳される場合の“亲自”（3例）

　「じかに」に訳されたものも 3例あり，次の（18）はそれである。

（18）我答应了给先生亲自送票来。（私めがじかに切符をお届けするとお約束申しあげました。）

　（18）の＂亲自＂は動詞の＂送＂を修飾し，その動作主は＂我＂であり，［T1］の制約をクリ

アーできる。

　また「自発的」「直接」と考えられ，［T2］［T3］の制約もクリアーした。「よくあることでは

ない」「重視すること」を強調するため，［T4］もクリアーしたと考えられる。

　以上から，［T 亲自］で考察した結果は［図表 17］に示す。

［図表 17］

［T1］ ［T2］ ［T3］ ［T4］

用例（18） ＋ ＋ ＋ ＋

　次の［図表 18］は，下線部の＂亲自＂は＂自己＂に置き換えるか否かについて考察したもの

である。
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［図表 18］

＂自己＂ ［T1］ ［T2］ ［T3］ ［T4］

用例（18） △ ＋ ＋ ＋ －

　＂自己＂に置き換えると「一人で，自分で」という意味になり，「誰も連れていなく，一人で

届に行く」という意味になる。「重視すること」を強調するニュアンスが感じられなくなり，

［T4］の意味と特徴はなくなると考えられる。

2.9  「わざわざ」に訳される場合の“亲自”（2例）

　「普通なら，しないでいい，またはそこまではしない情況なのに，特に何かをする」という意

味を表す「わざわざ」に訳されたものも 2例あり，次の（19）はそれである。

（19） 他上班头一天，父亲亲自带他到商场钟表部，郑重其事地给他买的（デパートに就職する前

の日に，お父さんがわざわざ時計部へ連れていって買ってくれた）

　（19）の＂亲自＂は動詞の＂带＂を修飾し，その動作主は＂父亲＂であり，［T1］の制約をク

リアーできる。

　また「自発的」「直接」と考えられ，［T2］［T3］の制約もクリアーした。＂郑重其事＂からも，

「よくあることではない」「重視すること」を強調すると考えられ，［T4］もクリアーした。

　以上から，［T 亲自］で考察した結果は［図表 19］に示す。

［図表 19］

［T1］ ［T2］ ［T3］ ［T4］

用例（19） ＋ ＋ ＋ ＋

　次の［図表 20］のように，下線部の＂亲自＂は＂自己＂に置き換えるか否かについても考察

した。

［図表 20］

＂自己＂ ［T1］ ［T2］ ［T3］ ［T4］

用例（19） △ ＋ ＋ ＋ －

　＂自己＂に置き換えると「一人で」という意味になり，「お母さんは行っていなく，お父さん

一人で連れていって買ってくれた」という意味になる。「重視すること」を強調するニュアンス
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が感じられなくなり，［T4］の意味と特徴はなくなると考えられる。

2.10  「自分自身」に訳される場合の“亲自”（1例）

　「自分自身」に訳されたものもあり，次の（20）はそれである。

（20） 秘书少一点有好处，自己亲自动手，勤恳一点，多动一点脑子，对自己好处啊 !（秘書を減

らすことはよいことであって，自分自身で手を下して事を運び，すこしまめに働き，より

多く頭を使うようになるので，自分のためにもなるのだ。）

　（20）の＂亲自＂は動詞の＂动手＂を修飾し，その動作主は＂自己＂であり，［T1］の制約を

クリアーできる。

　また「自発的」「直接」と考えられ，［T2］［T3］の制約もクリアーした。「よくあることでは

ない」「重視すること」を強調すると考えられ，［T4］もクリアーした。

　以上から，［T 亲自］で考察した結果は［図表 21］に示す。

［図表 21］

［T1］ ［T2］ ［T3］ ［T4］

用例（20） ＋ ＋ ＋ －

　次の［図表 22］のように，下線部の＂亲自＂は＂自己＂に置き換えるか否かについても考察

する。

［図表 22］

＂自己＂ ［T1］ ［T2］ ［T3］ ［T4］

用例（20） ×

　＂自己＂に置き換えると不自然な文になるため，「×」で置き換え不可能と示す。

2.11　ま と め

　本稿の第 1節では，＂亲自＂の使用が許容されるかされないかは［T 亲自］での解釈の可能性

にかかっていることを見たが，［T 亲自］の制約をクリアーすれば＂亲自＂の使用が許容される

ということが考えられた。

　第 2節では，中国語の小説原文における＂亲自＂の実例とその日本語訳を考察対象に，中国語

の＂亲自＂がいかに日本語に訳されているかを調査し，「みずから」「自分で」など，10種の日
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本語訳に対応している中国語の＂亲自＂の用い方，意味と特徴を分析し，［T 亲自］を検証した。

検証した結果，調査対象の 194例はすべて［T 亲自］の制約をクリアーできることがわかった。

　また，中国語の小説原文における＂亲自＂は＂自己＂に置き換えるか否かも考察した。＂亲自＂

は＂自己＂に置き換えると，［T4−重視することを強調する］という意味と特徴がなくなること

が明らかになった。

3．最　　後　　に

　最後に，前掲した誤用例（1）（2）に戻りたい。

　まず＂实际亲自＂，＂亲自直接＂はなぜ不自然なのかについて考えてみたい。

　

  （1）誤用例：因为我喜欢　实际亲自　看过以后再买。

    訂正 1：因为我喜欢　亲自　看过以后再买。

  （2） 誤用例：有人认为一定要先看看书里的具体内容才能决定是否购买，所以他们更喜欢亲自

直接到书店买书。

    訂正 1：……所以他们更喜欢亲自到书店买书。

　本稿の第 1節から，中国語の＂亲自＂は［T3−動作主は動作の対象との間に何もはさまなく接

する］という意味と特徴があるため，（1）の＂实际亲自＂，（2）の＂亲自直接＂のような用い方

は不自然である。つまり＂亲自＂はずでに＂实际＂，＂直接＂の意味が含まれる。その解釈を検証

するため，調査も行った。

　筆者が 23人の中国人（20代−60代）に行った小調査 6） では，＂实际亲自＂，＂亲自直接＂には違

和感があり，訂正 1のように＂实际＂，＂直接＂がない方が自然だと感じた人が 23人いた。その

中には＂所以他们更喜欢直接到书店，亲自看看书里的内容才能决定是否购买。＂のように＂直接＂

は＂到书店＂を修飾し，＂亲自＂は＂看看书里的内容＂を修飾するなら OKというコメントもあ

る。

　また「北京大学汉语语言学研究中心现代汉语语料库」 7） を用い，＂实际亲自＂，＂亲自直接＂のよ

うな用い方があるか否かも検証した。その結果，次のような 1例しかない。次の（21）はそれで

ある。

（21） 各级党政领导经坚持积极扶持，正确引导，总结经验，逐步规范的方针，注意深入实际亲自

调查研究，重点解剖典型，关于发现和总结群众在实践中创造的经验，形成比较完备的规章

制度，为面上的发展提供示范和指导。（＼当代＼报刊＼ 1994 年报刊精选＼）

　（21）における下線部の＂实际＂は＂调查研究＂の修飾語ではなく，ここでは＂深入＂の目的
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語になり，名詞であることがわかる。つまり修飾語として＂实际＂は＂亲自＂と一緒に使われる

用い方はないことが明らかになった。

　誤用例（1）（2）の訂正 1と訂正 2はどちらが自然であるかについても，23人に聞いてみた。

  （1）誤用例：因为我喜欢　实际亲自　看过以后再买。

    訂正 1：因为我喜欢　亲自　看过以后再买。

    訂正 2：因为我喜欢　自己实际　看过以后再买。

  （2） 誤用例：有人认为一定要先看看书里的具体内容才能决定是否购买，所以他们更喜欢亲自

直接到书店买书。

    訂正 1：……所以他们更喜欢亲自到书店买书。

    訂正 2：……所以他们更喜欢自己直接到书店买书。

　筆者も含めて 23人全員は訂正 1と訂正 2がどちらても自然であり，「重視すること，特別なこ

と」ではない場合なら，訂正 2＂自己＂を使う方が自然だと感じる。
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〈Summary〉
  The semantics of questions is a challenge and hot topic in formal semantics. This paper is 

focused on the interpretation of Chinese questions. Under the framework of formal semantics, 

there are two ways to treat questions: to refer to their congruent answers and to transform 

direct questions to corresponding indirect questions. Two main approaches are used to analyse 

the meaning of questions, proposition set approach and structured meaning approach. The 

basic idea of the former is that the meaning of a question is the set of its congruent answers, 

and the essential idea of the latter is that question meanings are functions that, when applied to 

the meaning of the answer, yield a proposition.

〈Keywords〉
Chinese questions, Interpretation, Answers, Formal Semantics

0 ．引言

疑问作为人类交际言语行为的一项基本要素，存在于所有语言中，疑问句的意义比陈述句更加

丰富。而从历时看，疑问句作为一个重要的研究领域，也促进了句法、语义和语用研究的发展。疑

问句的研究问题较多，比如疑问词、疑问句的分类、疑问语气词、疑问结构等。但是对疑问句的语

义研究较少，而且基本属于句法语义范畴，如邵敬敏（1996）把所有疑问句都看成一种选择。

疑问句的意义是什么，这是疑问句语义研究的基本问题和首先要解决的问题，而形式语义学对

此有着自己的解释方法和模型。形式语义学，又称逻辑语义学，是运用数理逻辑的方法研究自然语

言语义的理论流派。因为研究方法具有极强的理论概括性、超前预测性和精确严格性，形式语义学

使得当代语义学从语法理论的边缘地位进入语言学研究核心。从创立至今，形式语义学在欧美国家

已成为备受瞩目的热点课题。

形式语义学认为意义是真值条件，但在经典逻辑里，疑问句不同于陈述句，自身没有真值。所

以在形式语义学的理论框架下，分析疑问句需要解决一些理论、方法上的问题。运用何种途径分析

疑问句的意义，而疑问句意义的具体解释模型又是怎么样的，本文将围绕这些问题进行阐述并分析

汉语疑问句的意义解释，这可以为疑问句语义、句法层面的相关研究提供参考。
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1 ．形式语义学框架下解释疑问句语义的途径

意义是真值条件，已知的东西可以根据现实世界的情况来确定真假，未知的东西则不能确定真

假。疑问句的说话人虽然没有对事件作肯定或否定的判断，但无可否认，疑问句表达了一定的语义

信息。

Stenius（1967）认为话语（包括疑问句、陈述句、祈使句）都是语义实体，类似于命题，是

语气提示符或言外算子使得语义实体变成具体的交际行为。疑问和陈述语气的区别属于语用的问题，

疑问句表达了对信息的需求，答语满足了这个信息需求。在 Searle（1975）的言语行为分类中，

疑问句是指令（directive）的子类型，因为疑问句是试着让听话人做某事，也即提供一种特定的信

息，这是疑问句的典型功能。

1.1　一致性答语（congruent answer）

典型的疑问句，是需要答语的。对自然语言意义感兴趣的学者，无论是否属于蒙塔古学派，都

普遍注意到了疑问句与其答语之间的关联性。对答语内容的特征描述，有助于解决疑问句的语义问

题，而且答语是陈述式，相关语义的研究较为成熟。但是答语比较复杂多样，例如：

（1） 谁明天去北京？

   a. 张三明天去北京出差。

   b. 有人明天去北京。

   c. 不知道。

   d. 张三明天去北京。

针对疑问句，答语 a 提供的信息过多，b 提供的信息过少，c 则没有回答疑问者缺失的信息，

这些答语对于问答关系的语用研究很重要。答语 d 提供的信息则不多不少，这样的答语叫一致性

答语，与疑问句的关系属于语义层面。了解了可能的一致性答语，也就理解了疑问句的意义，所以

疑问句的意义可以归结为其一致答语的集合。疑问句（1）的意义就是集合｛张三明天去北京，李

四明天去北京，王五明天去北京，……｝。集合内的元素为逻辑式，与自然语句属于不同的范畴，

所以二者采用不同字体以示区别，下文相同。

1.2　将直接疑问句转化为间接疑问句

疑问句可以分为直接疑问句和间接疑问句，Belnap（1963）、Aqvist（1963）等认为，直接疑

问句在语义上与含有相应间接疑问句的陈述句是等同的。例如：

（2） Is it raining? = > I ask you （to tell me） whether it is raining.

将直接疑问句转化为间接疑问句，可以实现对直接疑问句的语义分析。这种处理会带来一个问

题：如果直接疑问句在语义上等同于陈述句，那么直接疑问句应该有真值，而这不符合我们的直观

判断。但是对于这个问题，也可以从语用角度加以回答，直接疑问句是在要求告知某种情况，当我

们说“在下雨吗 ?”，这和“我问在下雨吗”一样，都表达了一个真的命题，在言语行为上是等同
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的。

于是，直接疑问句的语义就转化为如何分析间接疑问句的问题。Hintikka（1976）借助博弈论

（game-theoretical）方法，用 that 从句解释间接疑问句的意义，下面两句话便是等义的：

（3） John remembers whether it is raining.

（4）  If it is raining then John remembers that it is raining, and if it is not raining then John 

remembers that it is not raining. 

Karttunent（1977）认为这种处理会遇到两个问题：

1. 有些动词连接间接疑问句与连接 that 从句意义不同，比如 wonder。

（5） John wonders whether it is raining.

（6）  If it is raining then John wonders that it is raining, and if it is not raining then John 

wonders that it is not raining. 

wonder 有两个意思，（5）中 wonder 意思是“想知道”，只能连接间接疑问句；（6）中 won-

der 意思是对某事感到惊讶，只能连接 that 从句。所以（5）、（6）两句的意义并不等同，不能根据

that 从句获取间接疑问句的意义。

2. 有些动词后的间接疑问句不可以改成 that 从句，比如 depend on。

（7） Whether Mary comes to the party depends on who invites her.

汉语同样存在这样的问题，“取决于”后面只能是名词性成分或间接疑问句。

（8） 张三能否上大学取决于他的考试成绩。

   张三能否上大学取决于他考得怎么样。

   * 张三能否上大学取决于他考得很好。。

对于 depend on 这样一个动词连接两个间接疑问句的情况，必须采用完全不同的技术。所以

Hintikka 的解决方案对于某些例子能够进行很好地解释，但是还不具一般性，不能使用一种统一

的模式来处理所有间接疑问句。而间接的选择问句、是非问句、特殊疑问句可以连接在同一个动词

之后，而且可以并列，它们应具有一样的句法范畴，按照形式语义学句法与语义的对应规则，所有

的间接疑问句应该用统一的方法进行语义解释。

2 ．疑问句指谓（denote）答语命题的集合   

疑问句表明说话人对某种信息的缺失，一致性答语提供的信息正好回应了疑问句的提问部分。

据此，疑问句的意义便是其一致性答语的集合，这被称为分析疑问句意义的命题集合法（proposi-

tion set approach），也叫命题法（propositional approach）。

2.1　疑问句指谓可能答语的集合

Hamblin（1958）提出三个假设：

a. 答语是一个陈述（statement）。
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b. 知道怎么作答，意味着理解了疑问句。

c. 疑问句可能的答语是一个详尽的集合，这个集合的元素具有相互的排斥性。

答语对应于陈述句，表示一个命题。要把握一个疑问句的意义，并不是需要知道真正的答语具

体是什么，而是需要知道什么能作为这个疑问句的答语。对应疑问句意义的答语集合具有元素的穷

尽性和排斥性。

Hamblin（1973）认为每个直接疑问句都指谓一个命题的集合，这个集合的元素是疑问句可能

的答语。例如： 

（9） 在下雨吗？｛在下雨，不在下雨｝。

（10） 张三去哪儿了？｛张三去上海了， 张三去北京了，张三去超市了，……｝。

2.2　疑问句指谓正确答语的集合

Karttunent（1977）采用 Hamblin（1973）的方法，并加以改进，认为疑问句指谓一个命题的

集合，这些命题是疑问句正确的答语而非可能答语。例如：

（11） 在下雨吗？ ˆp［p = ˆ 在下雨∨p = ˆ 不在下雨］

（12） 张三去哪儿了？ ˆp ∧ x［p = ˆ 张三去（x）］

ˆ表示真值为“真”，ˆp 表示为命题 p 真值为真的情况。疑问句（11）的意义是为真的命题 p，

在下雨或不在下雨，哪个为真，哪个就是疑问句的意义。疑问句（12）的意义是为真的命题 p，p

的内容是为张三去某地。

疑问句指谓正确答语的集合，这种改进的好处体现在以下两个方面：

1. 运用这种分析方法，主句动词为“取决于”这样的句子能得到更简明的解释，即主语部分

疑问句为真的答语取决于宾语部分疑问句为真的答语。而运用 Hamblin（1973）的方法分析类似

的句子，得到的很多意义说明是没有用的。

2. 这种分析符合“告诉”、“表明”等动词连接的间接疑问句的真值特点。“告诉”连接一个陈

述句，这个陈述句表示的命题可以为真也可以为假，但是“告诉”后面连接的间接疑问句却需要是

真的。例如：

（13） 张三告诉李四王五去上海了。

（14） 张三告诉李四王五去哪儿了。

在（13）中，虽然张三告诉李四王五去上海了，但是王五未必真的去了上海；但是（14）中，

间接疑问句“王五去哪儿了”应该指谓为真的王五去的地方。将疑问句意义处理为真的答语集合，

这种观点与“告诉”连接的间接疑问句意义是一致的。类似的动词还有“知道”、“询问”、“调查”

等，这些动词都要求其后的间接疑问句需要是真的答语集合。

这种分析也存在一些局限，如不能很好地分析否定性的直接是非问句。例如：

（15） 这件衣服是否漂亮

   这件衣服是否不漂亮

两个间接问句相应的直接问句对应如下：
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（16） 这件衣服漂亮吗？

   这件衣服不漂亮吗？

两个间接疑问句的正确答语是一样的，即这件衣服漂亮或者这件衣服不漂亮。但相应的直接疑

问句意义却是不一样的，因为否定性的直接是非问句含有说话者对事情的明确看法。正确答语集合

的方法没有描述疑问句的这种意义，同时也不能描述疑问句的预设。选择问句预设其中一个选项是

真的，特指问有一个存在性的会话含义（existential implicature）。

“谁去北京了？”预设有人去北京了。“张三去北京还是上海？”预设张三去北京或上海，二

者选其一。徐阳春（2003）认为选择问句和特指问都是不定选项，“谁去北京了”也可以回答“没

有人去北京”、“张三去北京还是上海？”，也可以回答“张三哪儿也不去”或“张三去广州”。但我

们认为从发问人的角度看，其认为有人去了北京，张三要去北京或者上海。

2.3　疑问句指谓完整答语的集合

Groenendijk & Stokhof（1984）与之前学者的不同之处是，认为疑问句的意义是完整答语

（full answer）的集合。疑问句意义的逻辑式分两步构建：a. 建立疑问句的函数表达式；b. 建立指

数（index）间的关系。例如：

（17） 张三读了什么小说？

   a. λiλx［小说i（x） ∧ 读i（x）（张三）］

   b. λjλi［［λx［小说i（x） ∧ 读i（x）（张三）］ = λx［小说j（x） ∧ 读j（x）（张三）］］

i 和 j 是两个可能世界（possible world），作为函数的两个指数，逻辑式 b 表示在两个可能世

界 i 和 j 里，张三读的小说 x 是一样的。b 表示两个集合之间具有等值关系，这也说明两个指数各

自构成的集合各自独立，所以与命题集合分析法实质是相同的。

Krifka（2011）总结疑问句意义描述的三种主要方法时，将完整答语集合的方法单列为划分法

（partitional approach） （另外两种方法为命题集合法、结构化意义法）。应该说，指数的集合与命题

集合法存在一定的区别：命题集合方法分析出的命题有重叠部分，而且没有包含所有指数的情况；

划分法分析出的命题则不存在重叠的部分，也包含所有指数的情况。以“张三读了什么小说？”为

例，假设有两本可读的小说《红楼梦》和《三国演义》，用命题集合法解释疑问句的意义为两个命

题（图 1），而划分法解释的结果为四个命题（图 2）。

图 2图 1
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（18）张三读了《红楼梦》。

在命题集合法的框架下，答语（18）不能否定张三在其它时间读了《三国演义》。而在划分法

的框架下，该答语的意思是张三只读了《红楼梦》，在其它时间也从未读过《三国演义》。因此，划

分法对疑问句的解释是详尽式的。

对于不同的疑问句，可能的词项答语（term anwser）集合可以相同，所以强调疑问句的意义

是完整答语的集合，便于更好地解释（19）和（20）意义的区别：

（19）中国在哪个洲？

（20）日本在哪个洲？

（21）｛亚洲，欧洲，非洲，南美洲，北美洲，大洋洲，南极洲｝

（22）｛中国在亚洲，中国在欧洲，中国在非洲，……｝

（23）｛日本在亚洲，日本在欧洲，日本在非洲，……｝

如果以词项答语的集合作为疑问句的意义，那么（19）和（20）的意义则都是（21），疑问句

意义指谓完整答语的集合，则（19）的意义是（22），（20）的意义是（23）。

3 ．疑问句指谓函数式

命题集合方法对疑问句意义是一种粗颗粒度（coarse-grained）的分析，疑问句的某些语义特

点不能得到有效说明。比如，疑问句的疑问成分和其它成分对答语的作用应该是不一样的，疑问成

分描述了答语的前提信息，而命题集合法并没有把这个方面表示出来。因此，有些学者提出了一种

细颗粒度（fine-grained）的方法 — 结构化意义法（structured meaning approach），又叫函数法

（functional approach）或范畴法（categorial approach）。

这种办法的代表人物有Tichy （1978）、Hausser & Zaefferer （1979）、von Stechow & Zimmermann 

（1984）、Ginzburg （1992）等。这些研究均认为疑问句的意义是一个函数，其论元是答语的意义，

返回值为命题，也可以这样理解，疑问句是一个开放性命题，将缺失的命题成分映射到整个命题上。

这里要再加以说明的是，形式语义学中所称为意义的东西，完全不同于非形式系统中的意义，形式

意义中概念的定义是充分的，不要求它们一定存在直接的或具体的指称背景，所以疑问句指谓一个

函数这样对疑问句意义的说明是明确的。例如：

（24） 张三读了什么小说？

   a. λx ［小说（x） ∧读（x）（张三）］

   b. λx∈小说 ［读（x）（张三）］

a 和 b 是疑问句意义的两种逻辑表达式，均表示一个函数，将论元 x 映射到命题真值。a、b

相比，b 式运算更简明，应优先选择。因为在 a 式中，对 x 类别的约束在运算式内部，所以《人民

日报》这类非小说的项目也可以进入 x 的范围，只是在后面的运算中才加以排除；b 式首先便限定

了 x 的小说范围，所以《人民日报》就不再进入函数运算了。

上面是外延表达式，引入可能世界 i，转化成的内涵表达式可以有两种 :
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a. λx∈小说 λi ［读i（x）（张三）］

b. λiλx∈小说i ［读i（x）（张三）］

a、b 两式都是复杂函数，以 a 式为例，其表示需要一个论元 x，返回一个函数，这个函数又

需要一个论元 i，然后返回一个真值。a、b 两式的区别在于指数 i 的作用范围，a 式中 i 只作用于

“读”，不能表明“小说”对 i 的依赖性，而实际上，张三阅读这件事以及阅读的小说应该存在于同

一可能世界 i，所以 b 式更合适。

词项答语可以作为论元直接参与疑问句意义的函数运算。

（25） 张三读了什么小说？   λiλx∈小说i ［读i（x）（张三）］

   《红楼梦》                《红楼梦》

   函数运算： λi ［λx∈小说i ［读i（x）（张三）］（《红楼梦》）］

        ＝ λi ［读i（《红楼梦》）（张三）］

是非句的答语“是的”和“不是”（或“没有”）。“是的”是一个命题算子（propositional op-

erator），功能是保持命题的真值，表示为 λp［p］。“没有”也是一个命题算子，功能是否定命题的

真值，表示为 λp［¬p］。例如：

（26） 张三读《红楼梦》了吗？　λiλp［p（读i（《红楼梦》）（张三））］

   没有          λp［¬p］

   函数运算： λiλp［p（读i（《红楼梦》）（张三））］（λp［¬p］）

        ＝ λi［¬读（《红楼梦》）（张三）］

对于有些疑问句的分析还是存在问题，如“谁卖《红楼梦》?”和“哪儿卖《红楼梦》?”的逻

辑式都是 λx［卖（x）（《红楼梦》）］，未能区别两个疑问句意义的不同。这就需要在疑问句的逻辑

式中增加对函数定义域的说明，疑问词自身的信息也需要进行语义约束。例如：

（27）谁卖《红楼梦》？ λx∈人［卖（《红楼梦》）（x）］

   哪儿卖《红楼梦》？ λx∈地方［卖（《红楼梦》）（x）］

结构化意义法面临的问题主要是对间接疑问句的分析。例如：

（28） 张三知道李四是否买了《西游记》。

   张三知道李四买没买《西游记》。

   张三知道李四买了《西游记》还是《红楼梦》。

   张三知道谁买了《西游记》。

   张三知道李四买了什么小说。

   张三知道李四买了什么小说并且他是否喜欢那本小说。

   张三知道李四买了什么小说并且他很喜欢那本小说。

动词“知道”连接的成分属性应该具有同一性，而并列成分的属性也应该是一致的，所以上面

的间接是非问、正反问、选择问和特指问应该是同一的。而结构化意义法认为疑问句有不同的语义

类型，需要不同的答语，要分别处理，这与间接疑问句的属性分析发生了矛盾。对此，命题集合法

的分析更加符合上述语言现象，如 Groenendijk & Stokhof（1984）便认为所有的疑问句都是一个
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类型，疑问句的外延与 that 从句类型相同，疑问句和 that 从句也可以并列。

对此，可以通过改进结构化意义法来说明间接疑问句的问题，对于并列的多个间接疑问句、间

接疑问句与陈述句的并列，可以使用布尔结构的类型提升技术（the techniques of type-lifting of 

Boolean structures）进行分析（Krifka 2001）。具体来说，跨范畴成分的合取、析取、否定等遵循

下面的规则：

M 和 M’ 是两个表达式的意义，该表达式可以是疑问句、陈述句等，那么

a. ［M ∧ M’］ = λf ［f（M） ∧ f（M’）］

b. ［M ∨ M’］ = λf ［f（M） ∨ f（M’）］

c. ¬M = λf ［¬f（M）］

两个不同类型表达式意义的析取、合取等布尔关系，与以两个意义为论元的函数的布尔关系式

等同。也就是说不同类型的疑问句，可以作为同一动词（函数）的间接疑问句，并且可以并列出现。

例如：

（29） ［［李四买了什么小说］∧［李四是否喜欢那本小说］］

   = λf［f（李四买了什么小说）∧ f（李四是否喜欢那本小说）］

（30）张三知道李四买了什么小说并且他是否喜欢那本小说。

   ＝知道［λf［f（李四买了什么小说）∧ f（李四是否喜欢那本小说）］］［张三］

   ＝知道［［李四买了什么小说］∧［李四是否喜欢那本小说］］［张三］

   ＝知道［李四买了什么小说］［张三］∧ 知道［李四是否喜欢那本小说］［张三］

“李四买了什么小说”和“李四是否喜欢那本小说”分别是间接的特指问和是非问，（29）表

示二者的合取关系与以其为论元的函数 f 的合取关系一致，这样两句便可以并列后接于动词“知

道”后了。

4 ．结语

对疑问句意义的解释非常重要，是疑问句相关语义问题研究的基础，如量化成分对疑问句意义

的影响，不同类型汉语疑问句（如反问句、回声问句、条件问句、设问句等）的语义研究。也可以

为疑问句研究提供新的依据或角度，如根据答语集合的不同特点进行疑问句的次类划分等。

关于疑问句意义的解释方法，除了命题集合法和结构化意义法之外，国外学界还进行了许多其

它方面的尝试和探索。如 Groenendijk（2008）发展了询问语义学（inquisitive semantics），其疑

问句的逻辑式比较类似于命题集合法的分析，不过更注重命题间的逻辑关系，在这种框架下，疑问

句和陈述句的并列可以得到处理。

命题集合法和结构化意义法受到的关注较多，二者相比，结构化意义法较好，因为：

1. 有些疑问句的现象命题集合法分析不了，而结构化意义法则可以有效说明，比如汉语是非

问和正反问的一个区别是，前者用“是的”或者“不是”回答，后者却需要含有核心动词的答语。

例如：
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（31） 张三走了吗？

   命题集合法：｛张三走了， ¬ 张三走了｝

   结构化意义法：<λf［f（走了（张三））］，｛λp［¬p］, λp［p］｝>

（32） 张三走没走？

   命题集合法：｛走了（张三）， ¬ 走了（张三）｝

   结构化意义法：<λp［p］， ｛走了（张三）， ¬ 走了（张三）｝>

两种疑问句意义的命题集合法表示式是一样的，可见命题集合法没有表示出二者的差异。但是

在结构化意义法的分析下，对于是非问句，设置是非操作符｛λp ［¬p］, λp［p］｝对前面的命题形

成约束，使得答语可以是“是的”或者“不是”；对于正反问句，命题自身形成约束，所以答语是

命题 p“他走了”或者“他没走”。

2. 结构化意义法的分析可以派生出命题集合的分析结果，但是反过来不行。结构化意义法的

分析是形成划分法的基础，也可以转化为询问语义学的表达式，而且上述关系都是单向的。 
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〈Kurze Inhaltsangabe〉
  Japanische Übersetzung und Kommentare zu Hegels Fragmenten einer Kritik der 

Verfassung Deutschlands: Diese Übersetzung im Ganzen besteht aus den Teilübersetzungen 

von sechs Fragmenten. Im ersten Fragment wird erörtert die Problematik eines Staates, dem 

die Kraft bzw. Staatsmacht genommen ist. Im zweiten handelt’s sich um die Frage, was dem 

Deutschen Reich überhaupt das politische Schicksal der Staatslosigkeit gebracht hat. Hier 

wird eine große geschichtliche Bedeutung des Westfälischen Friedens für Deutschland 

hervorgehoben. Im dritten wird eine Verwechselung von Staatsrechen mit Privatrechten für 

schuldig an der Staatslosigkeit Deutschlands erklärt. Im vierten wird es klar gemacht, daß die 

Hauptursache der Niederlage vom Koalitionskrieg im Egoismus der deutschen Länder lag. Im 

fünften macht uns der Verf. auf die Abwesenheit eines einheitlichen deutschen Finanzwesens, 

das erst den auswärtigen Krieg ermöglichen kann, und deren Ursachen aufmerksam. Und im 

letzten und sechsten wird die Tatsache festgestellt, daß die Entwicklung der Lehensverfassung 

zum einheitlichen Staat im Deutschland, anders als in andern europäischen Ländern, unter-

wegs zur Scheiterung gezwungen wurde, woran der Westfällische Friede schuldig sein soll.

訳

【イェナ諸草稿並びに完成稿（1801年）諸断片】 1）

Ⅱ．

　他所の諸国家に対して自分を防衛する力を奪われた国家，国内にあっては，最高の司法を操る

権力をも，全体に関わる権限を我が物にしようとする諸個人に抗してそれを維持する権力をも，

もたない国家は，必然的に，戦争の中であらゆる掠奪と狼藉に曝されざるを得ず，味方も敵方も

受ける戦争の大損害を蒙らざるを得ず，他所の〔国家〕権力に〔自国の〕諸州を奪われざるを得

ない。そのような国家は，正義を政治と運命とに委ねざるを得ない。そのような国家は，若し

個々の構成員に対する国家権力を滅ぼされ，臣下に対する君主権を喪失するならば，主権的な諸

国家以外には何も自分の中に含まないことにならざるを得ず，それら主権的諸国家の中では，力

の強い方の諸国家が単なる権力と怜悧との法則に従って拡大していき，力の弱い方の諸国家はそ

れに呑み込まれていくことにならざるを得ない。そのような国家は，ラント平和令 2） 以前の状態

に陥らざるを得ない。但し，その状態は，人間の性格が変化し権力の道具立て〔が変化したこ
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と〕によって，外見上は〔以前よりも〕一層平和であるように見えるのである。【草稿中断】

A．他所の諸〔国家〕権力に対するドイツの運命

　ドイツ帝国が何世紀にも亙る〔時の〕進展の中で喪失した諸領土は，一つの長くて悲しむべき

リストを作り上げる。それでも，国法学者達は，ドイツが有する巨大な〔領土〕請求権の数々を

今もなお大いに誇りとしており，それらの請求権の数々を披露しては，心慰められる感動を得て

いるが 3），その感動は，正に，零落した貴族が，失われた栄光の最後の残影，先祖代々の肖像画

を保管しているときに得られる感動そのものである。両者〔国法学者と零落貴族〕は共に，彼等

の慰めを妨げられたことが殆ど無い。国法学者達の〔誇りとする〕請求権が〔外国の〕大臣に懸

念を覚えさせたこともまだ無いし，債権者が〔零落〕貴族の先祖の肖像画を欲しがることも無け

れば，〔肖像画の〕所有者が肖像画を売却したいという誘惑に駆られることも，肖像画の値段は

〔所有者の想定する〕価値よりも遙かに低いものとなるであろうから，無い。そして，前者の請

求権も後者の肖像画も静かに朽ち果てていく。〔両者の〕所有者は，折々，〔請求権の上に積もっ

た〕塵を払ったり肖像画を眺めて無邪気に悦に入ったりすることで，満足感を得るのである。

　仮令ハンガリー，ポーランド，プロイセン，ナポリ他に対するドイツ帝国の請求権が国法学者

達の許で話題になったとしても，〔そうした請求権が〕政治的重要性をもたないことに贅言を費

やす必要はない 4）。更にまた，これらの諸国と〔ドイツ帝国の間の〕嘗ての国家的結合について

は，以下の事を指摘しておかねばならない。即ち，これらの諸国は，ドイツ国家と結合していた

のではなく，キリスト教的世界の首長，〔世俗〕世界の主，その他の属性を嘗て有していたロー

マ皇帝と結合していたのであり，従って，その結合はドイツ国家には関わりがなかったのである。

換言すれば，ローマ皇帝〔であること〕とゲルマニアの国王〔であること〕は，称号でも分離し

ているように，本質的に分離しているのである。─ ローマ皇帝の支配領域に数え入れられたも

の〔への請求権〕，そうした〔数え入れによる〕諸国の不自然な統合を，主張しようという関心

や意志も，〔それを主張し得る〕力も，ドイツ帝国はもっていなかった。なにしろ，本来的な意

味でドイツ帝国との国家的結合の中にある諸国家，即ち，ドイツ帝国を構成している諸部分〔で

すら〕ドイツ帝国は維持することができなかったし，維持しようともしなかったのであるから。

　ランゴバルド王国はドイツと比較的緊密な関係にあったし，最近に至るまで，そうした関係の

痕跡が維持されていた。しかし，こうした痕跡は，ドイツの〔帝国〕等族と帝国の間の関係より

更に微弱なものである。従って，国家に関連して考慮されることはあり得ない。

　ドイツ帝国に本質的に帰属し，完全な〔帝国〕等族身分を所持している領邦に関して言えば，

帝国の行なうどの戦争も殆どは，帝国がそうした領邦を喪失することを以て終結した。この喪失

には二種類がある。即ち，ドイツの領邦が，外国の支配権の下に服属し，ドイツの領邦が帝国に

対してもっている総ての権利並びに義務から完全に引き離されること，こうした〔対外的な意味

での〕ドイツの喪失に加えて，以下のことも〔対内的な意味で〕国家にとっての喪失と看做され

なければならない。即ち，非常に多くの領邦は，確かに，皇帝と帝国に対して彼等が従来より有
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してきた法的関係の総ての中に留まりはしたが，しかし，同時に独立国の君主でもあるような領

邦君主を迎えることになったのである。こうした事態は，見掛け上は何ら喪失ではないし，見掛

け上は総てが昔のままである。〔しかし，〕国家の纏まりを支える主柱が掘り崩されてしまってい

る。何故なら，そのこと〔領邦君主の独立性〕によってこれらの領邦はドイツ国家の執行権力か

ら独立してしまっているからである。

　我々は，それ以前の時代までは遡らず，ヴェストファーレン講和条約以降に，ドイツの無力，

ドイツの運命が，外国の諸権力との関係の中で，即ち，ドイツの領土の拡がりの中で 5），どのよ

うに現れ出てきたか，その講和条約によってドイツが〔そうした関係の中で〕失なったものは何

であったか，その事について概観を与えようと思う。と云うのも，その〔三十年〕戦争による損

害は，どれだけ挙げても尽くし得ない程のものだからである。

　ヴェストファーレン講和条約に於て失われたものは，ネーデルランド連邦〔共和国〕とドイツ

帝国の結び付きの総てであるのみならず，スイスもそうである。スイスは，勿論，実際上は遙か

以前よりドイツ帝国から全く独立していたが，今〔ヴェストファーレン講和条約に於て〕ドイツ

帝国により公式に独立を承認されたのである。スイスに対するドイツの単なる請求権が失われた

に過ぎず〔現実的な〕占有物が失われたのではない此の喪失は，勿論，重要なことではない。何

故なら，ドイツ帝国は，自分に結び付いていたものですら維持することができなかったのである

し，況して，離反していった諸々の属州を到底引き戻すことなど到底できなかったのであるから。

しかし，ドイツの国法学者達は，勿論，そうした請求権のほうを遙かに高く評価していたのであ

り，彼等の物言いでは，属州を占有することなど，帝国〔の領土〕に対する空虚な請求権に比す

れば，どうでもよいことなのである。

　同様，ドイツはフランスに対して，メッツ，トゥール，ヴェルダンといった司教領並びに都市

を公式に割譲したが，これらは〔条約締結時点で〕既に一世紀に亙って失われていたものであっ

た。〔それに対して，〕帝国にとっての現実的な喪失は，オーストリアが占有していた方伯領エル

ザスの割譲と，以前の帝国都市ビザンツ〔ブザンソン〕のスペインへの割譲とであった。

　これらの領邦は，ドイツ帝国とのあらゆる結び付きの外に出たのである。しかし，これらより

多くの領邦が，確かに法的にはドイツへの依存関係の中に留まりはした。しかし，それらの領邦

がそこに留まると同時に外国の君主がそれら領邦の領主となったという事実は，それらの領邦が

〔ドイツ帝国から〕実際上は分離することになる根拠を据えたのである。即ち，フォアポンメル

ン，ヒンターポンメルンの一部，大司教区ブレーメン，司教区ヴェルダン，〔ハンザ〕都市ヴィ

スマールは，〔ドイツ帝国から〕スウェーデンへ移ったのであり，大司教区マグデブルク，司教

区ハルバーシュタット，〔司教区〕カミン，〔司教区〕ミンデンは，〔ドイツ帝国から〕ブランデ

ンブルクへ，即ち，プロイセンの大公そして後の国王へ移ったのである。仮令ブランデンブルク

の領主〔プロイセン大公そして国王〕が同時に主権者であった訳ではないとしても，ドイツの

〔帝国〕等族がその数を上述のようにして減少させ一つ
4 4

の群れ 6） へと融合していくことは，〔ブラ

ンデンブルクの領主が主権者であった場合と〕同じ結果を，即ち，非常に多くの〔帝国〕等族が
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一つ
4 4

の等族へと変化することを通して国家権力を作りあげ，この国家権力がドイツ〔帝国〕の国

家権力に対抗し得るようになるという結果を齎し得たと言えるだろう。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 7），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。ドイツの国家権力にとって破壊的であったのは，ドイツ帝国が，外

国の諸権力に対してドイツ帝国の国制と国内諸関係についての保証を与え，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〔帝国には〕欠如していることを

自ら認め，ドイツの国内問題に干渉する権利を外国の諸権力に譲渡したことである。

　ドイツの国家権力を弱体化させた別の内的要因，幾つかの地方〔領邦〕に附与された不上訴特

権，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が許可されたこと，更には宗教

問題に於てのみならず，帝国全体に関与する他の問題に於ても，帝国議会で票の多数が拘束力を

もつことはないとされたこと，ドイツ帝国は，帝国都市に担保として与えた主権的諸権利を請け

戻すことは許されないとされたこと，その他，これ等については，別の機会に言及する。

　次の講和条約，即ちナイメーヘン講和条約に於ては 8），─ この講和条約は，帝国代表者会議

を開催せ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も批准さ

れた。ブルグント伯領に対する帝国の高権（Hoheit）は放棄され，北ドイツの幾つかの地域はそ

の領主が変わり，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〕。

　ドイツ帝国は，他の諸国家では容易には現れない全く独自の諸現象を示した。即ち，平和時，

ナイメーヘン講和条約締結の後に，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，これら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をフランスが返還した〔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。

　バーデン講和会議には帝国代表者会議は関与せず，講和条約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。

　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，【草稿中断】
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d．政治的な原則，有力者達 9） に彼等の〔帝国に対する〕依存性を感じさせるための。

　Ⅱ．次には確定判決が生じた。〔しかし〕執行が欠落している。この側面には無政府状態が明

白である。如何なる国家権力も〔存在しない〕。

　Ⅲ．領邦君主の主権的な諸権利は，確かに，戦争〔宣戦〕や講和に迄は拡がらない。最近でも

そうである。実際上は，寧ろ，外国の諸権力との同盟迄である。従って，〔帝国〕等族の〔同盟

の〕権利が政治の対象となる。〔外国との同盟は〕元々〔政治の対象であるが，同盟の〕権利も

〔政治の対象となる〕 10）。〔帝国からの〕独立へ向かわんとする〔等族の〕こうした傾向が〔帝国

国制の〕改善を不可能にする。〔独立への傾向を隠蔽するための〕尤もらしい口実，即ち，「悪し

き司法」「悪しき司法から免れるため」。上述の傾向〔をもつ等族〕は，この口実を取り除くこと

を望まない。〔皇帝〕ヨーゼフ二世の下で〔帝国最高法院への〕査察 11） 〔が，試みられた〕。〔査

察を巡る議論の中で〕等族は，〔皇帝に〕攻撃されると，皇帝と帝国 12） を攻撃した。両者は，そ

の様にして〔応酬の〕成り行きに任せた。〔査察は〕両者にとって〔実は〕好ましくないもの

〔であった。〕何故なら，両者の無規定的な諸権利が規定によって失われる可能性があったからで

ある。帝国等族にとって，より好い司法は怖ろしいものであり，外国勢力の許に使節を派遣し政

治的交渉を通じて利益を得るという彼等の政治を無きものにしてしまう。両者〔司法と政治〕は，

完全に矛盾している。権利の問題は権力の問題，影響力等の問題ではあり得ない。確かに，等族

は相互に戦争する権利をもたない。しかし，同盟を介して間接的に戦争の権利をもつ。都市ミュ

ンスターは，そうした経緯で，司教区の支配の下に置かれた 13）。

　Ⅳ．しかし，非常に重要な事情は，国家権力と権利対象との間に生じる区別である。権利対象

は私的所有物であるが，国家権力は私的所有物ではあり得ない。国家権力は国家から流れ出てく

る。国家権力に対する権利は，国家の権利以外には存在しない。国家権力の範囲，国家権力の占

有は，国家に依存し，国家との関係に於て妥当するに過ぎない。裁判によって取り扱われる対象

ではない。私的所有物の取得は，偶然の事柄であり，〔個人の〕意思選択の事柄であるが，国家

権力は，全体との極めて密接な連関の中にある。国家は最高の命令者である。仮令只一つの

点 ─ 法律を防衛する，しかも他所の国家権力に対して防衛する ─ でそうであるに過ぎないと

しても，しかしその点で。総ての権利は国家に由来する。決定を下すのは国家でなければならな

い。偶然であってはならず，文書であってはならず，その他の権原であってはならない。

　コンリングとヒッポリトゥス・ア・ラピデは，ローマ法と国家法の間に斯様な区別を設けてい

る 14）。しかし，〔その区別を設けたのは，〕国家の結合のためというより国家の解体のためである

ように思われる。彼等は，〔帝国〕等族を国家として構成した。その時，勿論，私法を国家とし

ての等族に適用することができない。しかし，その時，ドイツは国家でなくなっている。

　〔二つの〕帝国裁判所により〔存立する〕帝国団体 15） は団体ではない。カール大公は，〔確か

に，〕帝国防衛を呼び掛ける何回かの布告の中でそうした帝国団体に言及したが，しかし，帝国

裁判所は a） 無力で如何なる実力をも有しておらず，b） 国家権力に関わる事柄は，裁判の対象で

はない，即ち，国家権力の分割に照らして〔裁判の対象ではない〕。〔裁判と権力との〕区別が際
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立つのは，有力な帝国諸侯〔領邦君主〕或は外国の君主が，帝国に対する権利や義務を相続する

場合である。〔即ち，〕法（権利）的には，そうした権利や義務は，帝国諸侯や外国君主に与えら

れるべきものであるという判決が下されなければならない。しかし，国家に鑑みるならば，正反

対である。と云うのは，そうした判決が下されることによって，巨大な下位の国家権力〔領邦の

権力〕が，最高位の国家権力〔帝国の権力〕からすら免れることのできる一人の
4 4 4

手 16） に帰する

ことになるからである。嘗て行なわれた〔帝国領土の〕諸分割 17） を ─ もし〔それらによって〕

等族が〔それぞれ〕独立の国家を成すとすれば ─ 国法的視点から等族を見て，認めないこと

〔が必要である〕。と云うのは，そうした分割は国家を瓦解させ，〔また，〕そうした分割は国家権

力を私法の流儀で分割する ─ もしドイツがひとつの
4 4 4 4

国家に留まるべきであるとすれば，〔ひと

つの〕国家権力が存在しなければならない ─ からである。〔そうした分割の結果〕今は〔皇帝

の〕家臣〔帝国等族〕が大きくなり過ぎて，個々の領邦は，統合される可能性があるというに過

ぎず，従って，国家にとって危険な存在となっている。

　この帝国団体は，権力をもたず目的にも従わず，国法と私法との混同という誤った原理に基づ

いている。【草稿中断】

帝国の敵を〔？〕，三番目の〔？〕は中立条約を〔？〕等々，そして，攻撃されている同朋等

族 18） を，助けもせず，破壊し尽くす敵の圧倒的軍勢に委ね，そして，同朋等族自身の弱さに委

ねる。或る等族に至っては，帝国議会の場で，〔フランスとの〕取り決めによって，帝国軍の編

成や戦費調達目的でのローマ月税の支払いに加わることが許されていないとして，〔それらに反

対の〕投票を行なっている。帝国等族にとって，帝国に対するレーエン制的義務よりも神聖な取

り決めが存在するであろうか？　否，存在しない！〔然るに，〕帝国の法律が，帝国等族に，外

国の権力と同盟を結ぶ権利を認めている。従って，帝国等族は，合法的に，帝国との取り決めと

外国権力との取り決めとの間で選択を行なう。帝国には，自らの構成員〔帝国等族〕を外敵から

守るのに十分なだけの強さをもつことを可能にする国家体制〔憲法〕を獲得しようとする意志が

ない。従って，危機に曝された等族は，自然状態に置かれることになり，為し得る限り自分自身

のために配慮する権利と義務を獲得することになる。防衛能力の無いことが知れ渡っているだけ

でなく，〈〔外国と〕同盟を結び〔帝国〕防衛のための出兵を分担しない権利〉を法律上乃至法的

に主張することで拒絶されるような，〔帝国の〕防衛〔能力〕に信頼を置けと要求することは，

極めて不自然なことであろう。〔帝国ではなく〕他所の権力〔強大等族〕の保護の下に身をおく

ことは，弱小〔等族〕にとっては必要なことであろう。そうした保護の下に身をおくことが必要

なのは，そうした他所の権力が同時に帝国の同朋等族であると云っても，その〔特殊的〕利害関

係と独立性とに拠りながら帝国の同朋等族と呼ばれているに過ぎないのである以上，尚更のこと

である。〔弱小等族に〕与えられる斯様な保護は，一時的に求められるものに過ぎないが故に，

保護統治ではない。それが保護統治でないのは，最近は，保護統治等の名前が避けられていて，

いずれの保護に際しても独立国家という称号が好んで許されているという理由にも拠る。実際，
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フランスも，チサルピナ共和国やバタヴィア共和国と〔締結した〕条約にあっては，これらの

国々に軍隊を駐留軍として派遣しその費用を毎年徴収するにも拘らず，自らを保護統治者とは称

していないのである。その費用も〔被保護国の支払う〕貢租と称されていない。また，それらの

条約の第一条は，常に他国〔被保護国〕の独立の承認を含んでいる。

　既に述べてきた事から明らかなように，ドイツ帝国が戦争に弱いのは，その住民が臆病である

ことからの帰結ではない。ドイツ人は厭戦的国民ではない。最近では勇気と同様に勝利に貢献し

ている技能という点に関しても，ドイツ人が不明であるということはない。今回の不幸な諸戦争

に於ても帝国分担兵達は様々な機会に，先祖に恥ずかしくない最大の勇気を示すことによって

〔上述の嫌疑に対して〕自らの証を立てたのである。しかし，そこには天の恵みが無い。全体の

無力と弱体の故に，即ち，すべての等族が一緒になって全体に協力することが無いが故に，個別

的な人間や兵団の努力や犠牲の総てが失われてしまう。（エーレンブライトシュタイン〔要塞攻

防戦〕） 今回の戦争全体の中で起こった総ての事をこうした視点の下に置いて〔見る〕ことがで

きるであろう。事実，それだけ〔見れば〕目的に適っていた個々の作戦の諸成果も，帝国がそう

した成果を支援しなかったが故に，再び無に帰してしまったのである。【草稿中断】

B．財政

　ドイツの国制は，古くからの相続財産であるが，ドイツ国家は，相続されるべき如何なる財政

をも所持していなかった。そして，最近でもドイツ国家は財政制度を整えるに至っていない。

　純粋のレーエン制では，最上位の封主は直轄地を有していて，それを，〔封土〕経営並びに支

配が必要とする費用を賄うのに充てる。戦争にかかる経費は，どの封臣も自分で賄わなければな

らない。国家収入は全く不要なのである。〔フランスでは，〕極最近になって，こうした財政〔制

度〕欠如の対極にあるものが見られるようになった。即ち，村落〔裁判所〕裁判官職に至るまで

の，更にはもっと下位に至るまでの官職に対して必要とされる如何なる支出も，最初は租税とし

て最高国家権力の許に集められ，その後に最高国家権力から再び末端の公職へと流れ下っていく

のである。財政に対する国家の最高指揮は病癖〔それ一辺倒〕になってしまっている。即ち，そ

れ程に重要でない国家権力〔の行使〕でもその職務のために，どんなに小さな範囲でのことであ

れ，要求されるすべてのことを最高権力に結び付けるのであり，村落の捕吏の俸給〔ですら〕村

落が支払うことを許さないのである。〔しかし，〕国家の斯様な配慮は不要であり，更には，有害

である。何故なら，もし〔国家〕権力が〔地方〕公共団体に，それが自分でできる事，自分でし

ようとしている事，〔しかも，国家〕全体に関わらない事を，行なわせないとすれば，斯様な不

要の干渉は専制政治として現象してくることになるからである。

　ドイツ帝国にあっては，〔帝国〕直属の等族のみならず，諸侯領の領邦等族 19） も，村落ですら

も，自分自身に関わりのある財政を，即ち自分達の市参事会員や裁判所〔判事〕等々の俸給を，

大抵は自分で手配している。すべては，〔彼等それぞれの中での〕最上位の者による監督の下に

ある。また，それらの支出の目的は極めて制限されたものであり，そうした〔自治への〕制限な
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くしては古来よりの伝統に依拠することも〔でき〕ないのであり〔支出額も〕僅かであるから，

国家は，普遍的なもの〔国家権力〕だけが関わりをもつ目的〔戦争〕以外には，全く介入する必

要がない。〔しかし，〕もし仮にそうした支出がこの普遍的なもの〔の目的〕を妨げる程に過大な

ものとなり，国家のための負担を困難にするとなれば，その場合には，国家は介入せざるを得な

くなる。

　国家の関心事は，専ら，法律が述べている事の維持〔司法〕そして外敵からの安全の維持〔防

衛〕を巡って国家権力に関わる支出と収入のみである。

　ところで，前者の権力，法律を維持するための権力〔司法権力〕に対する配慮は，個々の等族

の中で，個々の等族の権力によってなされる。通例，普遍的国家〔帝国〕は法律の維持に関わら

ず，それぞれの等族が自分の所の犯罪者を取り締まる。〔しかし，〕謀反の場合には，必ずしも

〔それぞれの等族だけで取り締まるわけでは〕ない。即ち，その場合には，近隣の等族に〔救援

を〕要請せざるを得なくなる。そして，（リュッティッヒ問題で判るように）近隣の等族はそう

した時に喜んで親切な救いの手を差し伸べる。勿論，〔近隣の等族が〕有力な等族であるならば

（リュッティッヒ問題の時のプロイセンのように），裁判所の判決の単なる執行官であることに満

足しようとは思わないであろう。寧ろ，自らの知性と善良な意図に則って問題を解決できる，換

言すれば，問題を司法の領域から政治の領域へ移す〔ことで解決できる〕だけの，影響力と知力

があると信じるのである。後者の領域，政治の領域では，権力が理に適っていて公正なものであ

れば，問題は往々〔既に〕改善されていると言えよう。〔問題が〕臣下〔領邦等族〕と〔領邦〕

君主との間の争いの場合は，特にそうである。この場合には通例，iliacos intra 20） 〔どっちもどっ

ち〕であるから，裁判官は冷徹な法に則って判決を下しさえすればいい。しかしながら，そのこ

と〔問題を司法の領域から政治の領域へ移すこと〕で，執行官の立場全体，〔国家〕体制の原理

全体 21） が狂わせられる。国家結合の支柱が打ち砕かれてしまうのであり，或は寧ろ，支柱は疾

うに打ち砕かれてしまっているということが，そうした機会に露わになるというのに過ぎない。

従って，法律が私人に対して行使されるべき場合には，法律が ─ 国家によってではなく等族に

よって ─ 行使されるであろう。謀反の場合ですら，恐らくは止むを得ずに〔法律は等族によっ

て行使されるであろう〕。何故なら，その場合に，〔領邦〕君主達の利害関心は共通なのであるか

ら。

　等族に対する法律〔判決〕の言い渡しを執行しようという場合には，〔私人に対する場合とは〕

事情が全く異なる。この点では，〔公正な行使に〕十分な国家権力が組織されていない。逆に，

法律は，〔公正に〕執行できないような在り方をしている。言うまでもなく，無力な等族が有力

な等族に屈従せざるを得ないのである。このことは，恐らく，法律がではなく強大な等族の要求

が口にされるに過ぎない場合でも，当て嵌まるであろう。しかし，強大な等族に抗して法律を

〔公正に〕執行する国家権力，裁判官が認めた弱小等族の権利を強大な等族に抗して現実に移す

執行権力，執行秩序は，どこに存在するのであろうか。

　20万人以上〔の常備軍〕をその指揮下に置いている〔領邦〕君主に対して〔法律を〕執行す
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るために，こうした害悪を除去しようとする諸提案は，どのような内容であるか。

　ハース 806〔頁〕。

　分担兵が〔兵を分担する〕等族自身によって賄われ給養されることによって，軍事は〔国家

の〕最高権力から全く徹底して独立なものとなる。仮に等族は人員を派遣するだけでよい〔給養

義務は無い〕というのであれば，国家は等族による〔給養義務の〕不履行から独立になるであろ

う。何故なら，国家は既に人員の面倒を見ること〔給養〕ができているであろうから。

　しかし，その意味〔最高権力との関係如何〕で言えば，外敵からの防衛に関しては，ドイツに

最高権力は，a） 法的な意味でも，b） 実際的な意味でも，存在していない。明文化された法が辛

うじて国家に残しておいたものすら，有名な全能の実際的原理が廃棄してしまった。

　C）等族自身の利益が等族を，ドイツを国家として纏めようという気持にさせたであろう，と

人が考えたとしても当然である。何故なら，個々の等族各々の存続は，〔ドイツ〕全体を一つの

統合されたものとして維持できるか否かに全く依拠しているからである。しかし，国家から自分

を引き離そうとする，国家に対する自然的反作用が生じてくる。租税の場合で言えば，一般には

〔確かに〕，すべての〔等族〕が，司法や統治を願望し要求するのと同様に，租税〔制度〕を必要

であると考え，租税〔制度〕を要求し，自分に納税義務があるとする。しかし，どの個別的〔等

族〕も，できる限り租税から免れようと努め，自分の貢献〔納税〕は全体との関わりの外にある

とし，自分の〔特殊的〕利益は普遍的なものから切り離されていると見る。従って，間接的租

税 22） の場合には常に，それで入る筈のものに較べて〔税収〕が遙かに少なくなる。ドイツに

あっては，〔租税の場合と〕同様のことが国家権力についても起こった。〔確かに，〕すべての等

族は，ドイツ帝国からの保護を要求し，ドイツ帝国の助力を求め，ドイツ帝国が自分達を保護し

てくれることを求める。特に弱小等族は，全体無くしては自分達が維持され得ないことを認める。

しかし，どの等族も同時に，国家権力から少しでも多くのもの〔特殊的利益〕を得ようとする。

等族自身の〔特殊的〕利益が普遍的格率となり，a） 政治 23） が体制 24） に取って代わった。〔等族〕

自身の利益が，帝国の繋がりに，帝国の繋がりを最高のものとして維持することに，取って代

わった。そこで先ず，自身の利益を図るための権力を手に入れなければならなかった。このこと

は，外国の権力との同盟によって達成された。このような同盟が合法的なものとなったのである。

ブランデンブルクの場合を除けばそれ自体は無力なものである〔等族〕自身の権力，軍隊の拡大

〔のためには〕─〔等族〕間の同盟が今もって最善であると思われる。〔しかし，〕それは可能で

あるに過ぎないと思われる。〔等族間の〕共生と協働が破棄された後では，粗野〔な等族達〕が

知るのは，国家権力による無法な支配の関係，盲目的な権力〔による支配〕の関係，奴隷的な服

従の関係だけである。共通の確固たる法律の下に在るという打開策は〔等族達の〕知らないこと

であるが 25），実践 26） が法なき支配に打ち勝った。しかし同時に，〔等族同士の〕あらゆる同朋的
4 4 4

な
4

結合は破棄された。専制体制は無政府状態によって破棄され，後者が合法化された。〔しか

し，〕専制体制は無政府状態に優る。何故なら，やはり，専制体制の中には一つの
4 4 4

国家への結合

が残存しているからである。
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　最高国家権力からの斯様な離脱は意図的に行なわれたものである。しかし，無政府状態や安全

性の断念と云った帰結は，拙劣なことに，見通されていなかった。

　b）国家〔帝国〕の意図せざる解体〔の原因〕は，諸〔領邦〕国民の諸側面については，宗教

であったように思われる。〔領邦〕君主達は，自分達が行なっていること〔自分達の宗教に領民

の宗教を従わせること〕を承知していた。到る所で窺えるように，諸国民は〔自分の領主の〕宗

教に対して誠実で律義であった 27）。誠実且つ律儀にも，諸国民は〔自分の領主の宗教と〕別の宗

教のことを考えたりはしなかった。〔それと〕同時に，諸〔領邦〕国家〔間の〕敵対関係が，〔宗

教を巡る〕戦争や掠奪や〔それらによって生じた〕相互の敵愾心によって生み出された 28）。

　こうした宗教分裂は〔ドイツでは〕驚くほどに重大な出来事となった 29） が，〔ドイツ以外の〕

他の国々では，国民〔としての意識〕，国家が，巨大な混乱に対して勝利を収めた。ドイツでは，

〔国民，国家が〕あまりに拙劣で，こうした〔勝利〕を得ることができなかった。皇帝には，帝

国諸侯を作る以外に〔帝国議会を支配するための〕いかなる手段も〔存在しなかった〕。何故な

ら，皇帝は〔帝国議会での〕票を〔それ以外の手段では〕最早獲得し得なかったからである。盲

目的にであれ意図的にであれ，国家は壊滅を強いられたのである。皇帝は，カトリック即ちそれ

自身一つの党派であったに過ぎず，フランスの〔国王の〕様に国家ではなかった。オーストリア

君主政の〔君主〕であった〔に過ぎない〕。従ってまた，プロテスタント〔諸侯〕も一つの党派

であったに過ぎない。〔国家の解体に対する〕外国の影響を口にすべきではない。国民が〔国家

の維持を〕意志すれば，できたのである〔から〕。

　無政府状態が福音派諸侯団〔の存在〕によって合法化されている。〔無政府状態は，〕単に宗教

問題であるに留まらない，租税やその他の問題でもあり，帝国最高法院や帝国宮内法院の中にも

あり，〔帝国議会での〕分離議決方式（itio in partes）の中にもある。宗教の明白な利用。政治的

な諸権利が宗教に結び付けられていたが故に，宗教〔内部の分離〕によって両方の部分〔カト

リック諸侯団と福音派諸侯団〕が国家権力から引き離されることになった。何故なら，両方の部

分の分離が〔国家の〕紐帯を引き裂いたからである。

　只一つの〔分離していない〕国家が可能であるためには，宗教と政治との分離が必要である。

最高権力に，宗教に対する権力〔の保持〕を求めるべきではない。それどころか，宗教に対する

権力，宗教に関わる権利〔の保持〕を求めるなど，全くあってはならないことだ。そうであって

初めて，対内的並びに対外的な防衛のための最高権力は可能になる。

　D．ドイツのように諸〔領邦〕国家が分離している所では，最高権力への信頼と恭順は必然的

に不可能となる。皇帝の帰属する国民，それ 30） がオーストリアのものであろうと，バイエルン

のものであろうと，ブランデンブルクのものであろうと，皇帝の言葉や皇帝を取り巻く者達の言

葉が他の者達に理解されることは一度と云えども無いであろう。このような〔最高権力への〕信

頼という点で，〔諸国家間の〕権利の相違は，〔諸国家間の〕疎隔の注目すべき源泉である。〔そ

のことは，〕租税に苦しめられることのより少ない〔者〕，より自由な者が，農奴に対して傲慢な

振舞をするならば，他方の者〔農奴〕が，嫉妬そして間もなく憎悪を感じる〔のと同じことであ
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る〕。相互の間の諸戦争が〔諸国家間の疎隔を〕大きくする。この〔以下に述べるような外国と

の〕戦争が〔諸国家間の疎隔を〕更に大きくする。〔例えば，〕南ドイツの，掠奪を受けた〔国

家〕には，嫉妬心を懐くことなく北部〔ドイツ〕の平穏を見つめることなどできないのであり，

同胞に見棄てられたという憤激を伴うことなくそうした窮状と惨状の中にあることなどできない

のである。〔一方，〕北部は，自分達が利口で要領も好く幸運だとして 31），南ドイツの〔国家〕を

見下すのである。

　E　ヴェストファーレン講和条約以来の進展

　イングランドで二つの王家の間に〔起こった〕一連の内戦

　領邦等族，彼等の権力の低下 ─【草稿中断】

　C）封建制はドイツに於ては，封建領主に対する封臣の独立性によって破壊された。侯爵や伯

爵などの貴族の出という出自が〈土地や人民を支配する権利〉を与えるという封建制の原理は，

侯爵〔やその他〕の家々に長子相続権が導入されることによって，大部分が廃棄されてしまった。

そして，封建制の原理からの最も重要な帰結のひとつ，即ち〈全体にとって封臣が危険でない状

態〉は，失われてしまった。替わって，領邦〔君主〕の権威や権力が ─ それが，〔領邦〕君主

の人格に結び付きながらも，同時に，君主の重要性を，君主〔個人〕の性格や個性に委ねるので

はなく普遍的国家権力の上におく限りで ─ 登場することになった。

　国家全体に対する，そして，諸等族が相互に国家同士としてもつ関係に対する，一つの等族の

権力の独立性の故に，ドイツの状態は，等族相互の関係の点で，原理的に「ラント平和令」以前

の状態に逆戻りした。彼の状態にあっては諸等族は，互いに対して主権者として振る舞い，相互

で戦争をし，相互に同盟を締結することができたのであるが，それでも，あらゆる等族の上には

猶も優越的権力が君臨していたが，今では，優越的権力は最早存在すらしていない。反対に，原

則や権利によりは寧ろ狡猾に関わる別の区別が登場している。

　即ち，時代の経過の中で，弱小の〔諸国家〕を取り巻いている〔強大な〕諸国家の権力が完全

に変化した。強大な諸領邦は，内部的な安定性に到達し，国家となった。それと共に，すべての

ヨーロッパの諸国家の間に，そうした〔安定した〕結び付きが成立した。その結果，ヨーロッパ

の諸国家には，内部的に落ち着きが出て，外側に注意を向け他の〔諸国家〕に関心の重点を置く

余裕が生じた。〔例えば，〕南ドイツの帝国都市同士の結合は，同じ南ドイツの侯爵や男爵の結合

に対する戦争を有利に進めた。ハンザ同盟の艦隊は北〔欧〕の諸王国にとって脅威的となった。

彼等は北の海を支配した。貴族と〔フランツ・フォン・〕ジッキンゲンの結合は選帝侯領を占領

した。ザクセン〔選帝侯〕モーリツは，強大なカール〔5世〕─ 皇帝にしてイタリア，スペイ

ン，ハンガリー，オランダ，メキシコそしてペルーの領主 ─ を震撼させ，講和 32） 〔締結〕へ強

いた。しかも，そのことは，外国の権力の助けを借りてのことではなく，カールが他事に係うこ

ともなく危機に臨んでもいない時のことであった。〔しかし，〕こうした時代は過ぎ去った。後に

カンブレー同盟に対抗することになったヴェネツィアの先例に，或は，ブランデンブルク辺境伯
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及び同辺境伯によるヨーロッパ最大諸権力の連合への抵抗という先例にすら〔自分を正当化する

ための〕論拠を求めたり後盾を求めたりしようとするドイツの帝国等族など〔最早〕存在しない

であろう。ドイツの〔帝国〕等族達の権力が強まったと雖も，権力関係は完全に変化したのであ

る。彼等は，巨人国家に比較すれば小人になってしまった。彼等は，個別的な権力である限りで

の彼等の権力からは，自分達の維持を期待することができなくなった。更には，彼等の権力の連

合からも，自分達の維持を期待することができなくなった。〔また，〕政治が独りでにあまりにも

打算的となったがために，どの個別の等族も，〔権力の〕結合の中に，損失を認めないではいら

れなくなったのであり，少なくとも他の等族よりは利益が少ないということを認めないではいら

れなくなったのである。そして，〔等族同士の〕嫉妬心，後塵を拝している〔という意識〕が彼

等を分離させずには措かない。しかも，それだけでなく，ドイツの〔帝国〕等族達は連合の只中

で，彼等が目指してきたもの，そのために彼等が戦ってきたものを，諦めてしまわざるを得ない

であろう。即ち，彼等は，普遍的なものに，連合の法律に従属せざるを得ず，全体的なものの権

力を自らの上に設定せざるを得ないのであるが，正にこの事こそが，彼等が努力して食い止めよ

うとしてきた事に他ならない。

　既に問題の性質の故に，ランデスヘルシャフト〔領邦支配体制〕 や〔領邦の〕主権は，諸々の

裁判所の〔管轄〕範囲を超えた所にある。ヴェストファーレン講和条約は明確に，外国の諸権力

を保証人と看做していた。〔裁判所の〕活動では，重要な案件は総て〔外交〕交渉か戦争によっ

て決着がつけられた。帝国法が定めていたところで〔も〕 33），そうした重要な案件は皇帝と帝国

〔議会〕の前に持ち出されるべきものであり，従って 34），司法権力によってではなく立法権力に

よって決着がつけられるべきものなのである。〔しかも，〕その決着がつけられるのには，有力な

等族の同意がなければならない。もし同意が無いとすれば，有力な等族は武力によって抵抗する

ことになる。即ち，有力な等族も，弱小等族と同様に，自分の権利と自称するものを支える保証

人として外国の諸権力を，助太刀に呼ぶ権利をもっているのである。そして，その闘いは，〔闘

いの当事者達〕がそれぞれに闘いに於て持っている勢力或は武運そして利害に従って，決着がつ

けられることになる。〔そこには，〕裁判での審理の痕跡も無い 35）36）。〔たしかに，〕ラント平和令

以前には拳や気違いじみた大胆さや個人の実力によって決着をつけられていた事が，今は，政治

によって，即ち，より有力な〔等族〕の支援によって，そして，目下の所では同じ利害をもつ権

力〔の支援〕によって，そして，対立する利害をもつ〔権力〕が目下は無能力であるという好条

件によって，決着をつけられるのである。突然の開戦には帰結の計算が，個人的な勇気には敵の

戦力の計算が，取って代わったのであり，拳には，或る者が自分の利害にとって有利になる力を

もつか或は不利になる力をもつかという力全般の計算が，取って代わったのである。その違いは，

丁度，若者同士がチェスをするか或は老人同士がチェスをするかの違いであり，〔騎士同士の〕

馬上槍試合とファビウスの如き人の戦
いくさ

との違いである。前者では，ライバル同士の突撃に次ぐ突

撃，命の危険を冒してでも，総ては婦人からの感謝を得るため，名誉を得るため。後者では，敵

方を慎重かつ巧妙に長年に亙って観察し〔場合によっては〕迂回する，総ては財産を得るため。
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〔しかし，〕裁判官は，フェーデを裁くのでもなく，今日の政治的闘争を裁くのでもない。

　ヴェストファーレン講和条約は，各々の〔帝国〕等族の財産に関する最も重要な〔帝国〕基本

法のひとつである。この条約並びにその他の諸々の帝国法や講和条約締結を維持したのは，如何

なる権力であるか？

　それ〔帝国基本法〕の神聖性をそれら〔諸々の帝国法や講和条約〕は頼りにしている 37），等々。

　ヴェストファーレン講和条約自身の中で，同条約によって確定されている諸権利を侵害された

総ての者に対して，自力救済によって〔権利を〕取り〔戻す〕ことが認められている。そのこと

を成し遂げ得るためには，〔当事者が〕それに十分なだけの権力をもっていなければならない。
─ 実力行使乃至自力救済は，計算即ち政治の問題となる 38）。【草稿中断】　（続く）

註

1）  この一連の訳出作業では，成立年代の最も新しい清書稿の訳出から始めたが，本稿では，成立
年代のより古いイェナ時代最初期の 1801年に成立した草稿群の訳出に進む。量的には，この
時代の草稿群が最も多く残されており，全集版テキストの 27頁から 158頁に亙る。（因みに，
清書稿は 159頁から 202頁に亙る。）

2）  フェーデ（Fehde）を国家の手で制限乃至禁止しようとする目的で中世後期 12世紀初頭以来
発布された一連の法律。茲では特に 1495年にヴォルムス帝国議会に於て定められた永久ラン
ト平和令を指示するであろう。

3）  【全集版編集者による註】「ヘーゲルが茲で論評している問題設定は，彼の時代のドイツ国法
関連書籍の中に，更にはそれより古い時代からの殆ど総ての関連学術著作の中にも，その都度
詳細さを異にしながら見られるものである。従って，茲でのヘーゲルの論述がどの特定の源泉
に負っているかを決定することは，只管困難であるか或は全く不可能である。他方で，ヘーゲ
ルが上述の叙述の源泉となる情報を，例外なく，同時代の入手可能な関連叙述から得たに相違
ないことは，明白である。そうした源泉となる作品や叙述で代表的なものとして，以下の様な
出版物をヘーゲルが用いていたことは，それらの著者の同時代に於ける名声や評価からして明
らかに卓越しており内容的にも十分に信頼のおけるものであるが故に，当然である。とは云え，
まだ茲で同時に以下の諸註について一般的に次の様な註を附しておく必要がある。即ち，或る
場合に，ヘーゲルが直接的乃至間接的に自分が読んだことを示唆している〔事実〕が付け加わ
るとか，或は場合によっては，当該の歴史的事実に関わる極端に明瞭な個性的見解乃至主張が，
十分に確実に，特定の著者が源泉であると推論させるように思われるとかでないとすれば，歴
史事実〔に言及されている〕場合に（歴史的事実との）自然的な諸対応を根拠として本当の原
テキスト〔が何であるか〕を問うことは，結局，いつも未決定のままに留まらざるを得ないの
である。当面の文脈に於けるヘーゲルによる内容的な確認や皮肉については，例えば，他のテ
キスト諸断片に加筆するに際してもヘーゲルが長々と抜粋している次の著作を参照せよ。
Pütter: Heutige Staatsverfassung. T.2. 157ff. また同様に以下の著作も参照せよ。Johann Christian 
Majer: Teutsches weltliches Staatsrecht abgetheilt in Reichs- und Landrecht. Bd 2. Leipzig 1775. 
72ff. Majerは，同書第 4章 Von dem Territorium des teutschen Reichsで，ドイツ帝国領につい
て論じているが，最初に，特にドイツ帝国領の範囲を詳述し，その後，同時代に帝国の領土と
看做されている範囲を，様々な地域乃至政治的支配領域に対するドイツ皇帝の（諸々の法原理
並びに相続権に則った）継承権乃至請求権のひとつひとつに基づいて，明らかにしている。そ
の際に，嘗てカール大帝によってフランク王国（die fränkische Monarchie）が創建された事
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実と，カール大帝が（800年のクリスマスに）ローマで帝冠を授けられた事実とから追加的に
導出された，帝権委譲（translatio imperii）という中世的理論 ─ この理論に拠って，ローマ
皇帝たるドイツ国王に，ローマのインぺラートル乃至カエサルとなる権利の連続的継承が認め
られた ─ へ立ち戻ることによって裏付けを得て，国法理論は，1806年に帝国が終焉するに
至るまで，皇帝と帝国のために（für Kaiser und Reich）支配〔権〕の斯くも具体的な主張を演
繹することができた。そのような，明白に国法理論の中でのみ政治的現実を顧みずに提出され
正当化された〔権利〕請求は，ヘーゲルの叙述での解釈では，諸々の地域，個々の村々，又は，
諸々のラント全体にすら該当するものであった。所で，帝国とフランス共和国との間のリュネ
ヴィル講和条約の外交的成立史並びに諸帰結とヘーゲルが立ち入って対決しているという事実
が初めて，ヘーゲルの詳細な論述は歴史への主観的な関心や〔気紛れな〕脱線に因るものでは
決してないことを明らかにし得る。何故なら，帝国国制の特殊構造を〔正当化しようとする〕
理論をヘーゲルは攻撃しているが，そうした理論に於ける国法上の問題的な諸要請並びに諸規
則が，リュネヴィル講和条約締結に向けて交渉を行なう両当事者間での外交的議論の中で，非
常に際立って中心的な役割を演じていたからである。所で，こうした事情からして，ヘーゲル
の課題設定全体にとって本来的なテーマが，真っ先に理解し得るものとなる。即ち，このテー
マの目標として設定されているのは，リュネヴィル講和条約での約定が帝国団体
（Reichsverband）全体に対してもつ著しい国法的並びに社会歴史的帰結 ─ ヘーゲルはそれを
分析している ─ を視野に入れながら，その約定を哲学的・政治的に解釈することなのである。
疾うに失われた皇帝の或る種の支配請求〔権〕のような大昔の諸々の権原をヘーゲルが調査し
数え上げているのは，往々にして，リュネヴィル講和条約締結交渉での皇帝使節による立論の
概要の再現以外の何物でもない。この使節が追求していたのは，同時代に広く認められていた
外交戦略及び国法的手法での目標である。この手法は，フランス革命の発生に先立つ数世紀の
間に，中世の封建的レーンを基礎として成り立つ超国家的な全ヨーロッパ的支配体制という国
法的条件の下でなされる外交的努力の総てに特徴的な解決糸口として形成されたものであり，
また，ヘーゲル乃至皇帝使節が引証している，別の講和条約締結の歴史的機会に，その都度の
情況に応じて解決可能性として推奨され，〔締結に〕関係し関与した当事者全員の同意を以て
最終的に確証されたものであり，従って，リュネヴィルでも，領土を整理し割譲するという懸
案の問題を調停し解決するための推奨すべき手段として，皇帝側から提案されたものである。
更にまた，中世末期の中で既に政治的・法的な手法が構築されたのであり，この手法にあって
は，或る帝国レーンを〔他に〕転用〔割譲〕する場合に，転用が如何に正当なものであろうと，
ドイツ帝国の根源的な権利結合からその帝国レーンを正式に法律上で割譲することは，断念さ
れたのであるが，その一方では逆に，そのレーンの新しい当該所有者は，この権原即ち「所有
権（dominium）」との関わりで，帝国団体に新しい等族領主として加わることになったのであ
り，そのようにして帝国団体での政治的発言権を手に入れたのであるが，勿論，反対に当該所
有者の側が，自分自身の家の領地の中での自分の主権的な支配を帝国団体の中へ統合すること
は，無かったのである。従って，他のヨーロッパでは何世紀にも亙って到る所で認められた，
国民国家的統合並びに合併へ向かう事実的傾向に反撃する形でドイツ帝国の結合が発展して
いったが，その発展は，ヘーゲルの見方からすれば，三十年戦争以降，ますます時代錯誤的な
封建的権利結合並びに国家結合へと向かう歴史的に不条理なものであった。この結合は，また，
ヨーロッパの心臓部にあるという地理的位置，並びに，（上で描いたように）変動しつつ周囲
の国々の主権的王位を囲い入れるように帝国等族身分を拡大していった事実によって，封建的
国家世界の内部で，世襲的レーンが王朝の中で絡み合う封建国家に特有で共通の所帯として，
超国民的な特徴を呈し始めた。別の箇所で，ヘーゲルは，関連する特別の問題とそれを巡る宗
派的対立点に詳細に立ち入って論じ，以下の点を明らかにしている。即ち，帝国団体の彼の歴
史的に逆行する発展 ─ その結果の予測は，一層容易であると思われた。「帝国」は，近代的
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な国家の決定的な徴表をすら最終的には失わざるを得ないと思われたし，所与の傾向に外挿す
れば，〔確かに〕ヨーロッパ共通のレーン結合に普遍的な法形式主義に則っている限りで超国
民的でもあり超国家的でもあるが，しかし「皇帝の主権」という虚構の最高権の下にある限り
で政治的には全く無力な制度へと，完全に雲散霧消せざるを得ないと思われた ─ は，プロテ
スタントの帝国等族の側では，カトリック的封建体制の主要特徴であるとして批判されたので
あり，大いに力を込め政治的な抵抗を伴なって拒絶されたのである。何故なら，本来のドイツ
帝国の強大な領邦君主 ─ 例えば，ベーメンとオーストリア =ハンガリーの中にハプスブルク
家によって何世紀にも亙り根を下ろしてきた皇帝支配権に対するライバルとしての，躍進する
ブランデンブルク =プロイセン ─ が，対立的な国家政治的発展を促進し推進したからである
が，そうした国家政治的発展は，その都度非常に異なる色彩をもつ国民国家的な利害関心を伴
なう一方で，伝統的即ち帝国法的にバランスのとれた宗派対立によって覆い隠されてもいた。
従って，ヴェストファーレン講和条約の中でより一層認められるに至った主権的諸権利に基づ
いて ─ ヨーロッパの政治的な権力ゲームの中での同講和条約の重み乃至軍事的・経済的意義
からは独立に ─ 法律上も，「帝国直属の帝国等族」はいずれも，帝国議会内部では行動の自
由裁量の余地が純然と相対的な意味で形式的に制限されていた反面，元々，包括的・全ヨー
ロッパ的政治ゲームの中で，恰も自立した強大権力の如くに振舞うことができた。その一方で，
上述の如く拡張され変容を遂げた帝国団体の形式的並びに公式的な（対外的）全権代表〔権〕
は，法律上は，引き続き「皇帝の主権」の許に留まった。しかし，失う物の多かった戦争と講
和条約締結の後での，嘗ての帝国レーンの割譲の（「帝国」のレーン結合への形式的には尚も
存続している国家法的な結び付きからの法的に正式な解除を伴わない）処置の全体は，ヴェス
トファーレン講和条約以来，ヨーロッパ列強全体の同意を得て，帝国法の正式な実践となった
のである。しかし，不幸な戦争経過の後に何等かの喪失が生じた際に，何世紀にも亙る以前か
ら行使されてきたこの手法こそは，ドイツ帝国とフランス共和国の間の講和条約を機縁として，
ヨーロッパ史に於て初めて〔即ち〕中世的国家構造としての古い封建的帝国団体が，統一的で
不可分な国家領域〔領土〕並びにそれまで知られていなかった仕方で「愛国主義的に」統合さ
れた国民という近代的国民国家のもつ新しい原理と初めて激突した時に，瓦解してしまったも
の，そして，彼我の政治的根本概念の間の不可通約性の故に，挫折せざるを得なかったもので
ある。何故なら，フランス共和国が領邦領主として封建的レーン体制に入る気があるなどとい
うことはあり得ず，また，フランス共和国には〔統治権を〕請求している領邦を封建的な帝国
団体の中に留めておくことができないということは，自ずから明らかだからである。─ その
限りで，ヨーロッパを横断する過去の大規模な諸対立に於ける諸々の講和条約に関するヘーゲ
ルによる上述の広範な論述は，諸対立の理解に関して事実に即した解説を必要とする。〔事
実，〕そうした論述は，総じて，ここで言及されヘーゲルにとっては同時代の切迫した目下焦
眉の問題であるライン左岸の〔領地を喪失した〕領邦君主に対する補償の問題，或は，他の場
合には主権的である領邦を包括する政治的枠組としての統一的帝国団体の孕む問題性が分析さ
れる所で，行なわれている。しかしながら，その時当然の様にフランス共和国が主張したリュ
ネヴィル〔講和条約交渉〕での立場は，18世紀末頃までの古臭い国法論〔の諸文献〕─ ヘー
ゲルはそれ等を引用せざるを得なかった ─ を参照するヘーゲルに対して，政治的統一たる帝
国団体全体の国法的基礎総体を全く予測不可能且つ根底的な仕方で破局的に転覆する事として
立ち現れてこざるを得なかった。帝国法に基づく伝統的な，抗争解決の外交戦略には，そうし
た事態を解決乃至克服するための準備が聊かなりともできていなかったのである。しかし，法
学説としての伝統的国法論は，その非妥協的姿勢の故にヘーゲルによって攻撃されたが，この
時代錯誤的な非妥協的姿勢に根差すそうした運命性こそは，リュネヴィル講和条約〔締結交
渉〕で皇帝側使節が最初から立たされていた劣勢的立場を物語るものである。皇帝には，帝国
法の伝統並びに諸々の選挙協約に従いながら，疑い深い帝国等族達の監視の下で，専ら自余の
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帝国等族から前以て得られている同意票全体との合致の中でのみ，戦争並びに平和に於ける帝
国の利益を擁護することが許されていたから，帝国の立場は，リュネヴィル〔講和条約〕締結
交渉でも，非常に重い負担を背負わされ制約を受けていた。政治的決定〔に際しての〕自由裁
量は，帝国法の伝統が要求するところによって，締結交渉に際しても交渉で諸規定が最終的に
締結されるに際しても皇帝の決定に関して，その余地を奪われた。フランス側がライン左岸の
帝国領全体の割譲を妥協も譲歩も無く要求し，その結果，〔ライン〕川の「谷線」によって新
しい国境の定義されたことが，帝国元首（Reichsoberhaupt）や帝国団体全体に，帝国法に即
して，ライン左岸地域に帝国レーンを以前は所有していて今回それを没収された者に対する補
償的弁済を強いることになった。その結果，当該地方そのものにとっては，統治に関わる権力
関係や秩序構造に根底的な変化が生じた。問題の補償措置は，主権的な帝国等族のもつ動かし
難い或る根本特権，即ち，1356年にカール 4世によって発布された金印勅書に於ける中心的
規定のひとつであり，取分け皇帝即ち帝国団体に於て当地で最上位のレーン領主による政治的
行為に対する強制的且つ義務的的な訓令と看做されていた根本特権の中に，その根拠を持って
いた。勅書の「判決」に謂う，即ち，当該の帝国レーンの如何なる喪失乃至その他の損害が生
じた場合にも，最上位のレーン領主としての皇帝は，自余の帝国団体〔構成員〕と協力して，
失われたレーン ─ それは，レーン法上の理解では，「（レーン領主からの）贈り物
（Donum）」として皇帝の責任に属するものとされていた ─ に対して，補償措置乃至は可能
な同等の回復措置を講じなければならない，と。リュネヴィル講和条約の極めて苛酷な条件に
従うことで，一方では，〔領土を〕没収された領邦領主の正当な要求やそうした要求と結び付
いた莫大な財政的及び物質的な補償請求に直面するという事態を前にして，他方では，領土が
失われたことから同時に生じた物質的資源の法外な損害，そして更に，政治的行動を強いられ
てもそれを全く実行し得ない所にまで立ち至った，ヨーロッパに於て帝国が置かれた全く見通
しの利かない政治的状況の全体，こうした事態を前にして，皇帝が自らを無力な者として認識
せざるを得なかったことは，明白である。ハプスブルク家は言うに及ばず，帝国団体に属する
ほとんど総ての有力な主権的等族は，フランスによる領土割譲の要求の故に，重い損害を，そ
して，完全な領土没収を含む最高度に重い損害を嘆かざるを得なかった。従って，帝国法の諸
規定に則るならば，〔失われた領土に対する〕補償〔の必要性〕の故に，前代未聞の政治的圧
力が，帝国団体の政治的構造の全体の上に圧し掛かることになり，その結果，唯一，帝国団体
内部の政治的並びに領域的な諸関係の包括的且つ革命的な新秩序のみが，可能な逃げ道を切り
拓き得ることとなった。

   聖界等族に関しては既にラシュタットでの 1798年の〔講和条約〕交渉の間に具体的に検討さ
れ推進されて聖界等族の世俗化にまで行き着いた道程は，リュネヴィルで〔ラシュタットでと
は〕比較にならない程に厳しい帰結を齎した後，今度は，政治的重要性に乏しい無数の小規模
な帝国直属等族の，1803年に実施に移された「陪臣化」に対しても，目論まれざるを得な
かった。1803年に実施された，これら二つの再編措置〔世俗化と陪臣化〕─ これらは，勿論，
帝国という名前の下で政治組織全体に革命を起こそうとするものであらざるを得なかっ
た ─ が，ドイツ帝国の内的並びに外的な政治状況に対する新しい構想を生み出した。そのよ
うな帝国の，新しくて，一千年来のレーン法の伝統の中では勿論全く準備されてこなかったグ
ロテスクな姿を，ヘーゲルは自分の著作の中で吟味し議論している。さらにまた，リュネヴィ
ル講和条約の準備に際して交渉に当った使節同士間の対立的論争は，何はさておいても，ほと
んど専ら斯様な問い乃至問題に向けられていた。そして，確認しておかなければならないこと
であるが，ヘーゲルは，彼の具体的な論述の細部に至るまで，事実上，〔講和会議での〕難解
で幾重にも込み入った交渉戦略や，皇帝使節が当地でフランスの要求に対して個々の覚書の中
で実際に述べた個別のレーン法的な視点や論拠を，批判的に分析しているのである。斯様な現
実政治的連関のみが，ヘーゲルの上述の議論や，全ヨーロッパ規模での同時代の巨大政治の中
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での極めて爆発力の強い問題設定に対してそれらの議論がもつ現実的な関わりを，十全な仕方
で理解することを可能にする。同様に，ヘーゲルの鋭いテーゼが伝統的な議論の全体を政治的
に時代遅れであると宣言しているのは何故か，も明かになる。その当時，伝統的議論の古典的
問題設定を有名な基幹的問いとして定式化していたのは，サミュエル・プーフェンドルフで
あった，と言ってよかろうが，そこでの理解では，政治・憲法的には「怪物」である古いレー
ン法的な帝国団体が，政治的な理論教養の中にあっては，それがアリストテレスに由来するも
のであろうと何か他に由来するものであろうと，国家として捉えられ得たのである。それとは
反対に，ヘーゲルの感じ取った所では，リュネヴィルで，国家的連関の二つの根本原理が和解
し難く且つ不可通約的な仕方で衝突したのであり，その限りで，次の時代に対して深刻な紛争
の火種を提供したのである。そして，その火種の爆発力たるや，ヨーロッパ全体にとって極め
て重要な此の契約〔リュネヴィル講和条約〕を以てしても信管を外すことなどできない体のも
のであることが歴然としていた。

   〔二つの根本原理とは，即ち，〕一方で，フランス共和国は，執政政府ヴァージョンにあって
も，ますます革命の主要原理即ち「一にして不可分の国民」という概念を代表していた。近代
的な国民国家の理念という根本概念それ自体が，フランス政府を，無制限的に，且つ，地域的
な自治組織即ち最も小さな地方自治体に至るまで統治の一貫性を以て，貫徹しようと目論んで
いたことは，自明である。他方で，古い原理即ち国家のレーン法的構築構造がリュネヴィルで
初めて破局的なまでの敗北を喫し完全に無効なものとなったことを，ヘーゲルは認識していた。
そうしたレーン法的な国家構造の長所と短所は，モンテスキューが〔既に〕彼の記念碑的主著
の中で最後にもう一度総括して，有名な批判的制限を附しつつ，全ヨーロッパに於ける将来の
国家的関係にとっても唯一の可能性であると認め評価していた。ヘーゲルは上で，〔レーン法
的な国家構造の〕不都合や政治的実施不可能性を，帝国法の伝統に基づき再三に亙って詳細に
主題化しながら，実質的には，〔リュネヴィル講和条約で〕障害〔となった問題〕即ち国法的
意味でもまた非常に重大な外交的意味でも負荷〔となった問題〕─ リュネヴィルでの皇帝側
交渉使節は，それらに苦しめられて，自らの〔交渉〕戦略や交渉目標を自ら毀損するという不
合理にまで追い込まれた ─ を順次詳論しているのである。ヘーゲルとその同時代にとって，
リュネヴィル〔講和条約締結交渉〕当時並びに以後の紛糾は，それを説明したり理解したりす
る場合であれ，それを解決する日が来る場合であれ，最早，彼の抽象的なアカデミズムの水準
では，即ち，伝統的な公式的帝国法の問題設定 ─ それは，アカデミズムの中で数世紀に亙っ
て形成されてきたものであると同時に，〔その間に〕益々に現実から乖離してきたものであ
る ─ を以てしては，なし得ないものであった。法学自体が，それが恰も重心に向かう様な仕
方で帝国法へと特殊化されていった限りで，ミュンスター並びにオスナブリュックでの講和条
約締結交渉以来，全く法外な影響力をもつに至ったが，そのことの原因となったのは，条約交
渉地で創り出され契約法に強く規定された，ドイツでの政治的諸関係の契約構造であり，更に
は，ヨーロッパ諸国の権力の内部で帝国が巻き込まれていた外交関係の複雑な縺れである。こ
の縺れを生んだ原因は，一方ではレーン法的でありながら，他方では相続法的な即ち家族契約
で規制された，主権相互の政治的関係，即ち，封建的な権力関係と地域的な統治秩序〔の二重
性〕にあった。〔法学が法外な影響力をもつに至った〕理由は，政治的行動の許容範囲の全く
不相応に大きな部分が，帝国の会議つまり帝国議会の政治的生命の外へ謂わば移転させられて，
二つの帝国最高裁判所の許で，複雑さで悪名高く諸々の形式で覆い尽くされた裁判手続きの硬
直した形式主義の中に埋没してしまい，政治的決断からは徹底的に引き離されたからである。
「皇帝陛下」並びに帝国会議の統治行為の多くは，時の経過の中で，帝国最高裁判所（「帝国最
高法院」と「帝国宮内法院」）での係争という形式張った姿をとるようになったのである。領
邦君主や皇帝の法律顧問達は，そうした場合に，対立的な立場に立って，それぞれの立場から
の学問的な演繹を行いながら，政治的な生活の中へ分け入っていくが，そうした生活は，元々
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から，〔国家〕体制の基盤に関しては，安定した法律形式主義によって或は普遍的拘束力をも
つ基本法の定義によって性格づけられているようなものではとてもなかった。しかし，この事
実に入念な注意を払ったのが，既存の諸関係を現実政治的に解釈するという意図をもつヘーゲ
ルの分析解明であった。〔以下，紙数制限のために割愛。〕」

4）  【全集版編集者による註】「前註を参照せよ。更に Häberlin: Teutsches Staatsrech.をも参照せ
よ。Häberlinは，同書第 1巻 42頁以下（Erstes Buch. Allgemeine Kenntniß des teutschen 
Reichs），その第 1章で既に「ドイツ帝国の境界について（Von den Gränzen des teutschen 
Reichs）」という表題の下に，ヘーゲルがここで暗黙裡に取り上げている区別について検討し
ている。即ち，同時代に於てもなお政治的に承認されている帝国領土の実際上の範囲と，彼の
（もはや形式的法律的な意味でのみ擁護されているに過ぎない）遥かに広範囲に及ぶ領土主張
との区別である。前者は，主権的な帝国団体全体の支配と裁判権の下にあったのに対して，後
者は，何世紀にも亙る伝統に基づく「皇帝陛下」の封建的称号或は権限と結び付いていて，国
法理論が，政治の実際的展開に抗してでも，決して放棄しようとしなかったものである。従っ
て，国家法的な記述という意味では完璧な，Häberlinによる枚挙〔的解説〕は，勿論，ヘー
ゲルが単に実例として挙げたに過ぎないブルグンド王国そしてブザンソン（Bisanz）等をも含
んでいる。最後には，ヘーゲルの場合と多かれ少なかれ同じような順序で，イタリアの諸領地
に対するドイツ帝国の皇帝権力による権利請求までもが，Häberlinの〔同書第 1巻〕第 2章で
「イタリア並びにローマ皇帝位とドイツ帝国との結び付きについて（Von der Verbindung 
Italiens und des römischen Kaiserthums mit dem teutschen Reich）」という表題の下に，ヘーゲ
ルが別箇に言及している帝国帰属分けてもナポリ =サルデーニャ王国を含めて，言及されてい
る（100頁以下）。従って，ヘーゲルの説明と内容を比較すれば，全体として，次のような明
確な印象が呼び起されてくる。即ち，ヘーゲルの説明は，ここでも次の（続きの）文脈でも，
事実上，〔Häberlinの〕国家学ハンドブックや Häberlinの著作の解説（或はまたヘーゲルが抜
粋を作成した Pütterの説明）に負うところが相当に大きい，と。このことは，特に，ここで
註を附した個所の後に続く諸頁での一般的な歴史的・政治的考察に対して当て嵌まる。それら
の諸頁でヘーゲルは，本質的に，Häberlin〔の著作〕で蒐集された情報の粗い調査報告以上の
ものを何も提示していないように思われる。特に，ヘーゲルによる直ぐ後の，ネイメーヘン講
和条約（1672）やレイスウェイク講和条約（1697）の解説を参照せよ。〔紙数制限のため，一
部省略。〕しかし，Häberlinは，彼の著作が公刊された年（1797）の近くまで途切れなく考察
を継続している限りで，ヘーゲルはやはり，このテーマについての他の（少し古い）標準的諸
著作の中でではなく Häberlinの説明の中での，ラシュタット講和条約締結交渉開始の殆ど直
前に至るまでのドイツ帝国の〔政治的〕状況に対する同時代では相対的に最も完備した国法的
説明を，当時自分が着手していた研究のために参考にして，特別に得るところがあった，と推
測される。更に，Häberlinの部分的に非常に豊かな諸註解の中でヘーゲルが，より広範囲の
関連論文や取分け帝国法に関する〔Häberlin〕以外の著作家達 ─ 例えば，Christian Ludwig 
Scheid，Johann Jacob Moser，Ludwig von Hess，Johann Schulz，そして勿論 Pütter ─ によ
る古典的な解説書やハンドブックからの情報の相当に重要な蓄積をも，利用できるようになっ
たことを付け加えるべきである。こうした事情は，相当に大規模ではあるが同時に〔誰・何を
指しているかが〕不明確な一群の著作家乃至著作へのヘーゲルの関わり ─ 繰り返し鏤められ
てはいるが追跡調査しても勿論極めて曖昧 ─ を明らかにするかもしれない。さりとてヘーゲ
ルは，そうした著作家乃至著作をオリジナルに当たって研究することを，例えば Häberlinの
著作の見立てによって，清算済みのこと〔もはやその義務を免れたこと〕と看做していた可能
性がある。」

5）  原文は „und den Umfang seines Gebiet“であるが，„und [in] dem Umfang seines Gebiet[es]“と
解釈する。
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6） 全集版の原文はMasseであるが，Lasson版ではMachtと読んでいた。
7）  原文は，„Aus dieser angeführten Verminderung“であるが，清書稿の対応部分（GW.5, S.190）
では，„Ausser dieser angeführten Verminderung“であり，意味的にも後者が整合的であるので，
清書稿に従って解釈する。

8）  原文は，„Im nächsten, nemlich im Nimweger Friedensschluß, der“であり，不完全な文章であ
る。

9）  「有力者（die Grossen）」とは，オーストリアやプロイセンに代表される有力な帝国等族を指
す。

10） 補完的に訳出している。原文は，„ohnehin und rechtlich“であるに過ぎない。
11）  Visitationenと複数形になっている。然し，Pütter, bd.3, S.121ff.では，単数形で言及されてい
る。

12）  原文はMainzであるが，意味不明。Pütterの該当箇所にもMainzは登場しない。文脈的には
「皇帝と帝国（Kaiser und Reich）」という結合が一番適切であろう。Pütterの該当箇所にも登
場している。

13）  ミュンスター再洗礼派の叛乱を遠因として，1647年から 1661年まで続いた都市ミュンスター
と司教との争いを指す。独立を目指したミュンスターは外国の支援を得られず敗北し司教の支
配の下に置かれる結果となった。

14）  【全集版編集者による註】「前〔全集版編集者による〕註を参照せよ。これら 17世紀の（古風
な）ドイツ国家法乃至帝国法の古典的著作家達について名前を挙げて言及がなされているとは
云え，一つの重大な疑惑を排除し得るとしても辛うじてのことでしかない。即ち，果たして
ヘーゲルは，実際に Conringや Hippolythus a Lapide（Bogislaw von Chemnitzの偽名）を独立
に研究したのかどうか，或は，果たしてヘーゲルは，最近の二次文献，例えば，Häberlinや
Moserの著作，或はひょっとして，以下で幾らか詳しく註解する，J.C.Krauseの紛れもなく特
別に有益な著作を利用した ─〔前記諸著作を独立に研究した可能性とは〕比較にならない程
にその可能性が高い ─ のかどうか。〔以下，詳細な解説があるが，紙数制限により割愛。他
日の訳書公刊に際して全体を提示する。〕」

15）  茲では帝国を成立せしめる団体的結合を指す。
16）  【欄外原註】皇帝はその限りで帝国宮内法院に重きをおかざるを得ない。ヴェストファーレン
講和条約締結交渉に際してのフォン〔ウント　ツゥー〕トラウトマンスドルフを見よ。何故な
ら，帝国を纏めているものが最早〔帝国宮内法院〕以外には存在しないからである。

17）  原文は複数形。（Lasson版では単数形。）ヴェストファーレン講和会議でドイツ帝国が幾重に
も分割されたことを複数形で表現したものと解釈できるであろう。

18）  原語は，Mitstandである。一般的な意味では，glied einer politischen körperschaft（Grimms 
Deutsches Wörterbuch）とされるが，茲では，等族という Standの意味が生きていると解釈す
る。

19）  原文は，Landstädteであるが，そのままでは意味を成さないので，Landständeの誤記と解釈
する。

20） iliacos intra muros peccatur et extraの省略形。
21） 此処には，司法制度が帝国の統一を支えているという考え方が前提されている。
22） 所得乃至利益に対して掛けられる租税の意味かと思われる。
23） 「政治」の下で，等族の特殊的利益の追求が理解されている。
24） 「体制」の下で，国家の普遍的利益を追求する仕組みが理解されている。
25）  【ヘーゲル自身による欄外への書き込み】「相続による諸〔領邦〕国家の拡大，特に，諸〔領
邦〕国家と他所の〔諸国家〕との結合。こうした状況は国家〔帝国〕にとって極めて深刻な打
撃である。〔確かに，〕こうした状況によって権利の点で〔帝国〕国制に毀損が生じることは無

239ヘーゲル著『ドイツ国制論』草稿断片



かった。尚もドイツを構成している，他所の〔諸国家〕の中の君主（Fürst）が帝国団体
（Reichsverband）を放棄することもなかった。（イタリアの諸レーエンについては事情が異な
る。）ドイツ帝国はその権利の総てを維持したのである。しかし，変化は驚くべきものである。
国家機構に対する諸等族の権力の関係は，全く変化した。それは革命と称すべきものであり，
ドイツの国法に少しの〔外面的〕変化を生じさせるまでもなく，ドイツの国法に突然襲い掛か
り全く瓦解させてしまったのである。〔しかし，ハノーファーと同君連合の関係にある〕イン
グランドについては事情が別である。何故なら，イングランドの最高権力とハノーファーの最
高権力とは，諸大臣が別であるが故に，統合されていないからである。王（König）は，確か
に，両者を統合することができるであろう。〔即ち，〕王は，開戦を宣言し講和条約を締結し
〔他の国家と〕同盟を結ぶ，〔両者に於ける〕最高の国家権力を有しており，両者に於ける税金
を管理し軍隊に命令する〔権力〕を有している。しかし，税金の管理をするに過ぎず，〔課税
に〕承認を与える訳ではない。因みに，ジョージ一世の下で両者の利害は統合されていた。も
し彼がもっと幸運であったならば，彼はプロイセンの役割を奪い取っていたかもしれない。し
かし，イングランドの利害はフランスに対立していて，オーストリアと共にあった。〔もし
ジョージ一世がプロイセンの役割を奪い取っていたとすれば，〕その時にはイングランドの利
害はフランスとオーストリアの両方に対立していたであろうし，〔両方に対して〕自分を維持
する事はなかったであろう。皇帝に対する対抗権力，小規模〔等族〕の保護，それによってド
イツの一部で皇帝権力に取って代わる役割〔それが，プロイセンの役割である。〕」

26） 「実践」の下で，実際政治が理解されている。
27）  „die Völker [waren] ehrlich und redlich für Religion“と解釈する。
28）  „NationenFeindschafft [wurde] durch Krieg und Plünderungen und gegenseitige Feindsseligkeit 

zugleich erzeugt.“と解釈する。
29）  „Diese ReligionsTrennung [ist] erstaunlich wichtig geworden,“と解釈する。
30）  テキストは „er“であるが，Lassonの校訂に従って „es“と読む。何れに解しても，不自然な点

は残る。
31） 文法的に不自然な構文である。ここでは，daher, daßまたは，damit, daßの省略形と解釈する。
32） 1552年に締結されたパッサウ条約を指す。
33）  【ヘーゲル自身による欄外への書き込み】「皇帝は，〔そうした重要案件を〕自分自身，自分の
もつ最高司法権力（obristrichterliche Gewalt）のために留保していた。即ち，〔最高司法権力
というよりは〕寧ろ，国家権力の最高部分，国家の代表者（Representant[en] des Staats）と
しての自分のために。」

34）  テキストでは „als“となっているが，極めて不自然であるので，„also“の誤記乃至誤読と解釈
する。

35）  テキストは „gerichtlichet Verhandlung“であるが，校訂註からも明らかな如く „gerichtlicher 
Verhandlung“と訂正されるべきである。

36）  【メインのテキストの上に，線で囲まれた，ヘーゲル自身による欄外への書き込み】「強大な
権力〔領邦国家〕間のこうした嫉妬心，〔領邦国家間の〕外交問題に従事する彼等の能力，ド
イツ帝国がもっていない〔外交〕能力，ドイツ帝国は何処で，〔領邦国家間の〕仲介を引き受
けたのか，或は，その重みで戦争を食い止めて平和〔講和〕に影響を及ぼしたのか？

   　こうした嫉妬心が，パルマ，モデナ，ジェノヴァ，ルッカ，挙句はサン・マリノをも維持し
ていた。しかし，一度嵐が吹けば，それらは崩壊した。これらの〔イタリアの〕諸国家は〔ド
イツのような〕帝国団体（Reichsverband）や〔帝国〕最高法院（Kammergericht）をもって
いなかった，等々。」

37）  テキストは，„seine Ehrwürdigkeit sie verlassen sich u.s.w.“であり，不完全な文章である。そ
の意味を訳者は，以下の様に解釈する。„Auf seine Ehrwürdigkeit verlassen sie sich u.s.w.“
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38）  【続く頁の左上部欄外へのヘーゲル自身による書き込み】「リッペに対するヘッセンカッセル　
補償〔請求〕権（Vergütungsrecht）　ヴェストファーレン講和条約で，そして，それ以後に，
失われた〔帝国〕直属〔身分〕。」
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〈Sommario〉
  La presenza straordinaria di Anne George Marion Vivanti, scrittrice cosmopolita e 

poliglotta d’origine ebraica è soltanto paragonabile a quella di Edith Wharton （1862-1937）, 
romanziera contemporanea di cittadinanza newyorkese nella storia della cultura internazionale 

dell’epoca moderna. La Cleopatra moderna pur avendo un successo formidabile nel pubblico 

dei lettori, non sarebbe dovuta nascere nel suo periodo. Infatti, non veniva compreso e valutato 

in un modo giusto il suo mondo romanzesco piuttosto scandaloso di carattere autobiografico.

  Nel racconto vivantiano, tradotto in giapponese per la prima volta nel presente saggio di 

traduzione, si tratta di un episodio un po’ aneddotico del rapporto amoroso della nostra musa 

giovanissima con il poeta doctus italiano di fama internazionale del tempo.

VIII. 太
ア ポ ロ ン

陽神の見
フ ェ ア ー

本市 ― カルドゥッチの想い出
（ L’ Apollinea Fiera ― RICORDI DI CARDUCCI ）

カルドゥッチが，私にこう云った。

「王妃と話したいかい？」

　「ええ，冥
オ

府
ル

神
コ

さん」― 大喜びで，私は返事をした。

　「ここで待っていなさい。その旨
むね

を伝えてくるから。」

　カルドゥッチは，グルソネエ・ラ・トリニテ 1） へと続く急な坂道に沿って進んで行こうとした。

丘の頂
いただき

に日の光りに照らされて将
しょう

校
こう

たちの一団がいた。

　彼らの中央で，水色の面
ベール

紗がヒラヒラと風にたなびき， 金
ブロンド・ヘアー

髪 がキラキラ光っていた。それ

が，阿
ア

爾
ル

卑
プ

斯
ス

大隊を閲
えっ

兵
ぺい

するマルゲリータの姿だった。彼女は絵のようなグルソネエ風衣装を

纏
まと

っていた。つまり，緋
ひ

色
いろ

の短い洋
スカート

袴に黒の天
ビ ロ ー ド

鵞絨の胴
コルセット

衣を着て，水色の大きな面
ベール

紗で顔を覆
おお

っ

ていた。

　「ちょっと待って。お願い。」― 私はカルドゥッチを追いかけた。彼は立ち止まって ―「王

妃に，どう話しかければよいのやら？」と訊
き

く。

　「あなたが話すのでなく，王妃の方が話されるはず。ちゃんと返事をして，私に恥をかかせな

243

ベル・エポックのイタリア社
サ ロ ニ エ ー ル

交界女性とその小説世界
― アニー・ヴィヴァンティ Annie Vivanti［アン・ジョージ・マリオン・ヴィヴァンティ 

Anne George Marion Vivanti ］ （1866-1942） 著短編小説集『感激 GIOIA! 』 

（ Firenze, R. Bemporad e figlio 1921 ）邦訳（その 2）

清　瀬　　　卓



いように注意して下さい。」

　再び，カルドゥッチは道を辿
たど

ろうとした。ところが，まだ何歩も進まないうちに，またまた立

ち止まって，私の方を振り向くと，「お願いだから，いつものように森をぶらつかないように。」

と手厳しく小
こ

言
ごと

を云った ―「分かったかい？ ぼくが呼ぶまで，じっとして居るのだよ。」

　「ここに居るわ。」― 私はそう返事をした。そして，私は落ち着かない気分で，大
おと な

人しくそ

の場に居残って，バッファロー・ビル 2） 風の大きな灰
グレイ

色の縮
フ

絨
ェ

獣
ル

毛
ト

帽を被
かぶ

った背の低い彼の逞
たくま

し

い姿が，洋
ステッキ

杖を突きながら遠ざかってゆくのを眺めていた。

　急に，私はパニック状態に襲
おそ

われた。丘の頂
いただき

でキラキラ光っている一団に彼がだんだん近づ

いて行くにしたがって，ますます私の不安は増大した。まるで自分自身がその坂道を上ってゆく

ような気がしたのだ。息が詰
つま

りそうになって，動
どう

悸
き

が早
はや

鐘
がね

のように打っていた。左手の方へ行く

と，こんもりした静かな樅
モミ

の林があった。林は，私にそこへ避難するようにと手招きをしていた。

　その時，私は炎上する貨物船の見習い水夫のことを詠
うた

った英語の詩《白
ホワイト

堊の
・

館
ハウス

》のことを想

い出していた。父親が，彼に向かって云っていた ―《俺
おれ

が戻るまでここに居るのだ》と。

《少年は炎上する甲
デッキ

板に突っ立っていた

　The boy stood on the burning deck

　彼以外の全員が立ち去ったその場所に…

　Whence all but he had fled. . . . 》

　水夫たちが救
カ ッ タ ー

助艇から《こっちへ来い，逃げるのだ！》と叫んでいたが，無
む

駄
だ

だった。少年は

《居残れ》と云われていた。だから，彼はその場を離れなかった。炎にまかれてしまった父親は，

無論のこと戻って来ない。少年は動こうともしない。彼もまた炎に呑み込まれてゆく。

　頭の中で，いつも私は雄々しく浪
ロマンチック

漫的な想像を逞
たくま

しくするのだった。平々凡々とした状況や人

生の些
さ じ

事の中でも，私は自分が筆
ひつ

舌
ぜつ

に尽くせない偉
い

業
ぎょう

の主
ヒ ロ イ ン

人公役を演じている気になるのだっ

た。

　確かに，それは普通に経験するような出来事ではなかった。王妃と話すことなど！ しかも，

ほんの一瞬こっそりと素敵な妖
フェアリー・テイル

精 譚から抜け出してきたように思える王妃とお話することな

ど。その妖
フェアリー

精たちは，雪を戴
いただ

く阿
ア

爾
ル

卑
プ

斯
ス

山脈と眩
まぶ

しい空を背景にして，水色の面
ヴェール

紗を靡
なび

かせてい

た。

　見ると，一団が分かれて詩人の方へ赴
おもむ

こうとしていた。やがて，人波が出来て二人の主要な人

物の周囲を取り巻いた。

　程なくして，一団は再び広がった。一人の人物が他の人々から離れ，私の方へ坂を降りてきた。

カルドゥッチではなかった。輝くばかりに垢
あか

抜
ぬ

けした一人の将
しょう

校
こう

 ― 砲兵隊長だった。いつも

詩句が頭の中で踊っている私は，ついこの間学校で覚えたばかりの素
す

敵
てき

なジョヴァンニ・リッ

ツィ 3） 作の童謡をふと想い出していた。
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《むかしひとりの礼
れい

儀
ぎ

正しい騎士がいた。

　学があって名門出の勇敢な男で，

　領国のために戦ってきたのだった。

　黄金の砲兵隊長と呼ばれていた。

　黄金製の拍
はく

車
しゃ

と兜
かぶと

を着けていたから。

　特に，その心根がそうだった。》

　黄金の砲兵隊長は私の前で立ち止まり，騎士らしく凛
りん

とした敬
けい

礼
れい

をしながら自己紹介をした。

　「アランソンです。」― 彼は云った。

　私はお辞
じ

儀
ぎ

をしながら返事をした。

　「王妃が，妃殿下のところへあなた様を連れてくるようにとお命じになりました。」

　「光栄です。」― 私は震えながら呟
つぶや

いた。彼と並んで，私は急な緑の斜面を登っていった。

　黄金の砲兵隊長！ …あの日以来，初めて貴
あな た

方に再会して，まだ間がない。貴
あな た

方は隊長ではな

かった。灰色の鬣
たてがみ

の中尉の制服を着ていたから。

　貴
あなた

方の側で，二人の令嬢が微
ほほ

笑
え

んでいた。

　貴
あなた

方は軍人風の威
い

厳
げん

ある雄
お

々
お

しい態度で挨
あい

拶
さつ

しながら，私に「アランソン」とあらためて自己

紹介をした。そして，あの遥
はる

か昔の輝かしい日のことに，またもや言及した…「グルソネエ…王

妃…憶
おぼ

えていますか？」

　そうだ，私は思い出した。

　そうだった。昨日もまた，私は貴
あな た

方に会った。昨日のことだ！ 貴
あな た

方は自分の寝
ベッ ド

台に横たわっ

て，ジッと身動きひとつしなかった。貴
あなた

方は誰にも挨
あい

拶
さつ

しなかった。貴
あなた

方がとても愛している王

妃が貴
あなた

方の部屋に入って来られたとしても，起き上がりもせず，ジッと横たわったままで，敬意

を表すか，あるいは芳
ほう

香
こう

であなたを包
くる

んでいる花の中から一輪だけを差し出したりはしなかった

だろう。

　貴
あなた

方の側で，二人の令嬢が泣いていた。

　貴
あなた

方は時間から抜け出て，勝ち鬨
どき

の声を上げていた。かの輝ける遥
はる

か昔の日と今日とを隔
へだ

てて

いた灰色の重苦しい歳
さい

月
げつ

は，擦
す

り切れた塹
ざん

壕
ごう

戦用外
マント

套のように，貴
あなた

方の手で終止符が打たれて，

もはや消え失
う

せていた。そして，貴
あなた

方は生死の境から抜け出て，美しい制服を着て自信に溢
あふ

れ，

胸に勲
くん

章
しょう

を付け，佩
サー

剣
ベル

を手にしていた…貴
あな た

方の姿を見つめると，何年も忘れていた古い詩句が

またもや思い出されてくるのだった。

　むかしひとりの礼
れい

儀
ぎ

正しい騎士がおりました。

　学があって名門出の勇敢な男で…

　《王冠の金
ダイヤモンド

剛石の光りに包まれて》，王妃は私を待ち構えていた。彼女の側で，カルドゥッチ
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は直立不動の姿勢を取っていた。私に向けられた彼の眼差しに，何か心配して気
き

遣
づか

っているよう

な様子を感じ取った。周囲の将
しょう

校
こう

たちも，黙って眺めていた。

　私の驚きは，ますます増大した。（ああ，樅
モミ

の森の静けさ！）

　ところが，王妃が微
ほほ

笑
え

みながら私に片手を差し伸べたので，その微
び

笑
しょう

に接すると，私の臆
おく

病
びょう

風
かぜ

は一挙に霧
む

散
さん

した。彼女は私に話しかけた。そのとたんに，この世で私たち二人だけのような

気がした。これが王
おう

侯
こう

貴族本来の徳性なのだろう，彼女は話しかけながら，私のことは何もかも

承知していて，私のこと以外は何も興味がないといった印象を与えた。

　…その日の午後のミーラヴァッレMiravalleの 宴
ターブル・ドート

席 では（私は，カルドゥッチとピエー

ロ・ジャコーザ Piero Giacosaとの間の席に着いていた），王室の一般参
さん

賀
が

が大きな話題になった。

私はほとんど話さなかったし，カルドゥッチは黙ったままだった。（そうなのだ。彼は《熊のよ

うな気質で》，別にことさら発言すべき重要なことがらでなければ，黙っていたいのだった。）で

も，ピエーロ・ジャコーザは大いにまくし立てていた。そして，午前中の催
もよお

しものから王妃の評

判に話題が移ると，彼は次のような意見を述べた。

「そう，マルゲリータMargheritaは実に王
おう

侯
こう

然としている。でも，同時に…根っからの女でも

ある。」

「というと？ どうしてなのでしょう？」― 居合わせた多くの婦人たちが訊
たず

ねた。

　ピエーロ先生は，私の方を振り向いた。

「初めて私が貴
あな た

女のことやその詩作品について彼女に話をすると，女王陛
へい

下
か

は即座に私の話 

を遮
さえぎ

って，まったく女らしい質問をしたものです ―《ところで…美人なの？》と。」

　他の婦人たちと唱和するように，私は訊
たず

ねた。

　「で，どうお返事なさったのです？」

　私は白状するが，彼の返事を待っていても，気がかりでなかった訳ではない。

　「私は返事をした。」― ジャコーザは，それから私の方を振り向いて，愛
あい

想
そ

のよい微
ほほ

笑
えみ

を浮

かべて云った ―「美人ですって？ 彼女は…女王陛下，最低です。」

　「最低ですって？ どうして？」― 婦人たちは訊
たず

ねた。

　「最低ですって？ どういう意味なのです？」― 少なからず侮
ぶ

辱
じょく

された私は詰め寄った。

　ジャコーザは，あらためて私をジッと見つめ，ニコッと笑った。

　「気を悪くしないで頂きたい。それは，ご機
き

嫌
げん

取りの返事だったのです。」― 彼は云った。

　そこで，私も大いに慰められて，微
ほほ

笑
え

んでいた。

　「的外れな返事だった。」― 不意にカルドゥッチが大声で窘
たしな

めた ―「同じ評判を下す権利が，

彼女に与えられていなかった。」

　呵
か

責
しゃく

の念を覚え恥ずかしくなって，一同は押し黙ってしまった。私は微
ほほ

笑
え

みながら，どう対

処したらよいのか分からなかった。私たちが沈黙しているなか，運よく給
ウェイター

仕たちが丸
ロースト・

焼き鶏
チキ ン

肉を

翡
エメラルド

翠色の生
サ

野
ラ ダ

菜の付け合せと共に広間に恭
うやうや

しく運んで来た。

　給
ウェイター

仕が慇
いん

懃
ぎん

無
ぶ

礼
れい

ながら悪
わる

気
ぎ

のない態度で，私の前に差し出した料理を眺めて，私は大きな黄色
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い声で警
けい

句
く

を口走っていた。

　《鶏
チキン

肉はビューン，七
タ ー キ ー

面鳥はヨチヨチ。》

　そして，私は手
て ば

羽肉から手をつけた。

　カルドゥッチは陰気な顰
しか

めっ面
つら

をして，咄
とっ

嗟
さ

にこちらを振り向いた。

　「ええ？ 何だって？ 何と云ったの？」

　私は洒
しゃ

脱
だつ

な警
けい

句
く

をもう一度くり返した。

　「これって詩
ポエム

なの。」― 私は説明した ―「その心は，鶏
チキン

肉は手
テ

羽
バ

を，…は腿
もも

肉
にく

を頂く必要が

あるってこと。」

　カルドゥッチは憤
ふん

慨
がい

したように私のことばを遮
さえぎ

ると，―「何が詩
ポエム

だ！」― 頭に来て我
が

慢
まん

な

らぬといった感じで，肩を揺り動かしながら，叫んでいた。

　誰かが笑った（おそらく私だったのだろう）。すると，嵐は去っていた。

　カルドゥッチが親友のピエーロ・ジャコーザに腹を立てたのは，その時だけではない。才
さい

気
き

煥
かん

発
ぱつ

のピエーロ・ジャコーザは，冗
ジョーク

談を口にするのが好きだった。カルドゥッチは冗
ジョーク

談が好きでな

かったし，そうした冗
ジョーク

談を飛ばすなら，まったく子供騙
だま

しの簡単なものでなければならなかった。

曖
あい

昧
まい

なことばとか，どうとでもとれる文句を彼は毛嫌いしていて，すぐに不
ふ

機
き

嫌
げん

になった。

　その通りで，彼はめったに笑顔を見せず，笑うことがなかった。

　その日の午後，ミーラヴァッレの庭園に，馭
ぎょ

者
しゃ

のチョッカがピアナッツォ Pianazzo 4） からやっ

て来た。ホテル住まいの 3名のセッラ-ザネッティ Serra-Zanetti夫人のひとりのためにと，彼は

一頭の乗用馬の手
た

綱
づな

を握
にぎ

っていた。でも，悪天候で，夫人は外出を望まなかった。お人よしの

チョッカは，その馬を連れて帰って行こうとした。私が彼の姿を見かけたのは，カルドゥッチを

誘って〈瀧
カスカータ

灘〉亭で昼食をとろうと，ホテルを出ようとしていた時だった。

　「あの馬のことはかまわないでおきなさい」― 離れた場所から，それと察しが付いたカル

ドゥッチが，私に向かって云った。私には馬を見かけると，鼻
はな

面
づら

に接
キ

吻
ス

する癖
くせ

があった。街
まち

なか

でも，私がどんな荒馬にも手を出そうとするので，彼はとても苛
いら

立
だ

っていた。カルドゥッチは，

舗
ほ

道
どう

沿
ぞ

いに鬱
うっ

陶
とう

しい駄
だ

馬
ば

が頭を垂れ膝
ひざ

を曲げてじっとしている姿を認めると，いつも遠くから叫

んでいた ―「あの馬のことはかまわないでおきなさい」と。

　でも，手の届く距離にじっとしているチョッカの馬をかまわないでおくことは不可能だった。

その茶色の鼻
はな

面
づら

は，長くて気品があった。鬣
たてがみ

は前髪のように切り揃
そろ

えてあって，額のまん中に

は白い星のしるしがあった。

　ピアナッツォへ赴こうとしていたので，チョッカは乗りなさいと誘い，すっかり興奮した私は

その申し出を受け入れた。

　でも，鞍
くら

にどうやって私を乗せたものか，彼もカルドゥッチも分らなかった。ちょうど給
ウェイター

仕が

持ってきてくれた踏み台を助けに，無
ぶ

様
ざま

な格好で，よじ登ろうと悪戦苦闘している最中に，ジャ

コーザが姿を見せ，近づいてくると，無
む

造
ぞう

作
さ

にヒョイと私を鞍
くら

の上に乗せてくれた。

　「変わった鞍
くら

ね，」― 私は鐙
あぶみ

に足をかけて，手
た

綱
づな

を 英
イングリッシュ・スタイル

国 流 に指に巻きつけると，意見
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を云った ―「角が一本多すぎるようだわ。」

　ジャコーザは笑って，「行く土地で…出遭うのは角
やっかい

」と云った。そして，彼はカルドゥッチの

方を向いてニッコリした。

　ところが，《冥
オ

府
ル

神
コ

》の方は，急に滅
め

入
い

った時の表情になって，先生を険
けわ

しい眼つきでジッと

睨
にら

み付けた。

　「それって，どういう意味なのだ？」― 声を震わせながら，彼は問い詰めた。

　「いや，別に意味なんてないよ。」― ピエーロは，愛
あい

想
そ

よく返答をした。

　その平静さが，なおさらカルドゥッチの機
き

嫌
げん

を損
そこ

ねたようだった。彼が歯を食いしばり，拳
こぶし

に

グッと力を入れる様子が分かった。

　「南
こりゃ、

無阿
た い へ ん だ わ

弥陀仏！ …」― 私は思った ―「仲
ちゅう

裁
さい

に入
はい

らなければ！」― そこで，馬上から

（今朝の評
う

判
け

を想い出して）宣告を下した ―《鶏
チキン

肉はビューン…》と。

　しかし，鶏
チキン

肉があったわけではなかったので，その文
フレーズ

句は空
から

振
ぶ

りしてしまい，カルドゥッチの

怒りは収
おさ

まらなかった。

　ジャコーザは早々と退
たい

散
さん

するにこしたことはないと機
き

転
てん

を利
き

かせ，私は私でそっと拍
はく

車
しゃ

を入れ

て，チョッカの馬を後
うし

ろ脚
あし

で立たせ，陽
よう

動
どう

作
さく

戦
せん

を展開しようと躍
やっ

起
き

になった。

　ところが，それは，後
うし

ろ脚
あし

で立てるような馬ではなかった。むしろ，思
し

案
あん

げな用心深い馬で，

蠅
ハエ

が邪
じゃ

魔
ま

する度
たび

ごとに，立ち止まっては面
めん

倒
どう

臭
くさ

そうに蹴
け

り上げるのだった。

　「チョッカ，待って頂
ちょう

戴
だい

，」― 私は云った ―「この馬はお座
すわ

りして，風景を眺めていたい

のよ。私は下りることにしたいわ。」

　「駄
だ

目
め

です，駄
だ

目
め

です！」― チョッカは手
た

綱
づな

を掴
つか

み，無気力な四
し

足
そく

獸
じゅう

を表
おもて

街
かい

道
どう

へと引っ

張ってゆきながら，大声で云った ―「どうぞ乗ったままでいて下さい。恐がらないで！」と。

　怖
こわ

がるですって，騎
ジョッキイ

手さながらの乗り手の私が…

　こんな格好で，私は片やカルドゥッチに，片や手
た

綱
づな

を握っているチョッカに先
エスコート

導されて，黄
たそ

昏
がれ

の夕
ゆう

陽
ひ

の中を進んで行った。誰にも出
で

遭
あ

うことがないようにと，私は心の中で願っていた。とこ

ろが，不運なことに，グルソネエやサン-ジャン Saint-Jeanやトリニテの休暇客が，その時間に

挙
こぞ

ってその通りで落ち合う約束をしていたかのようだった。ライ医師や，ヴィヴァンテ先生や，

デッツァ青年や，その谷間に集う婦
レデ ィ

人も令
れい

嬢
じょう

も皆が居合わせていた。私は，恥ずかしい思いで

いっぱいだった。もし王妃に見られでもすれば，死んでしまいたいと私は思ったほどだった。

　しかし，王妃は壮
そう

麗
れい

な〈ペッコーズ荘 Villa Peccoz〉 5） から外出しなかったし，馬の望み通りに，

私たちは〈瀧
カスカ－タ

灘〉亭に着
つ

いていた。

　私はしょんぼりと鞍
くら

から滑
すべ

り降りるようにして，地面に足をついた。

　「乗馬が上手だね」― 怒りを忘れてしまったのか，カルドゥッチが云った ―「君の姿を眺

めていると，ワルキューレ Valchirieのことを考えてしまった。」

　すると，チョッカは彼を歓
よろこ

ばせようと，毎日のごとく足並みの揃
そろ

わない彼の 駿
ブーケファロス

馬 bucefali

の一頭をホテルへ連れて来た。私は鞍
くら

に跨
またが

ると，小
こ

径
みち

や野原へと出かけた。カルドゥッチは話し
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かけもせず，私に眼もくれずに，身
ジ ェ ス チ ャ ー

振り手振りをまじえモグモグ独り言
ごと

を呟
つぶや

いては，思索と詩作

を重ねながら，歩いて付いてきた。

《金
ブロンド

髪のワルキューレよ，嬉
き

々
き

として馬を鞭
むち

打ち，

　黒雲の上を遊
ゆう

泳
えい

しつつ，大空を突くその鬣
たてがみ

は…》

　ある日の夕べ，トリニテ高原に佇
たたず

みながら，夕焼けの光りに照らされて燃えるような岩の高み

から，飛
しぶき

沫があたり一面に 迸
ほとばし

っている滝を眺めた。

　「ご覧よ，黄
こ

金
がね

色
いろ

の水面を」― 彼は私に云った。

　彼の云う通りにした ―「水じゃないわ」― 私は意見を述べた（カルドゥッチに私は思い浮

かんでくるたわいもないことを何でも話した）―「あそこの高いところに，妖
フェアリー

精たちが寝そ

べっていて，その解
ほど

けた髪の毛を岩伝いに垂
た

らしているのよ。」

　「たぶんそうなのだろう」― カルドゥッチは眼の前に片手をかざして，赤く染まって浪立つ

滝を見つめながら云った ―「まさにそうなのだろう。私だって，そう云うよ。」

　そして，彼は後に私宛の一通の手紙で，そのように書いて寄こした。その手紙は，彼の作品集

に《スプルーガ山Monte Spluga 6） の悲
エレジー

歌》と題して再版されている。

　夏は去っていった。やがて，カルドゥッチはボローニャへ戻らなければならなかった。でも，

私の方は居残って，寒気と荒天の中でも山地を徘
ブラブラ

徊するつもりでいた。

　馬車に座って立ち去っていく彼を，それでも私は見送る。チョッカは，もう馭
ぎょ

者
しゃ

台に乗ってい

た。大きな縮
フ

絨
ェ

獣
ル

毛
ト

帽子の影で，いつもちょっぴり怒っているような生気に溢
あふ

れた眼
まな

差
ざ

しで私を

見
み

詰
つ

めている。

　「さようなら」― 彼は帽子を高く掲
かか

げ，灰
グレイ

色の髪の毛を露
あら

わにして，私に云った。

　「さようなら，冥
オ

府
ル

神
コ

」― そして，私は続けて云った ―「忍耐強く親切に私の相手をして

下さって感謝しています。」

　「いいさ。」― 彼は云う。そして，もう一度「さようなら」をくり返す。それから，彼は，

すべてが凍
い

てつきキラキラ光っている平地と白いものを被っている樅
モミ

の樹林や寒々とした大空の

中で凍
い

てついた山
さん

頂
ちょう

の巨大な円
えん

弧
こ

をグルッと見廻す。確かに彼には，この私がその壮大な純白

の世界の中で困
こん

惑
わく

して孤
こ

立
りつ

しているように見える。というのは，不意に山々と大空に向かうと，

その方を向くように私に指図するかのように手を伸べて，彼が大きな声で叫んでいたので。

　「ほら，ご覧よ，小さなアニーがたった一人で雪に埋もれた世界へと立ち去ってゆくぞ！」

　チョッカはカルドゥッチお気に入りの大
おお

袈
げ

裟
さ

な身
ジェスチャー

振りで鞭
むち

をピシッと鳴らす。馬たちは早
ギャロップ

足で

渓
けい

谷
こく

へと発
た

ってゆく。

　私は，雪に埋もれた世界に一人ポツンと取り残される。でも，カルドゥッチが巨大な山
さん

塊
かい

の世

話を私に任
まか

せたように思われる。そして，私は，まるで山
さん

塊
かい

が私のぐるりを保護者のように親し

く取り囲んでくれているように感じる。
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　山
ヒ ュ ッ テ

小屋が雪
なだ れ

崩の下敷きになって姿を消し，松の木がたわみ，電線がズタズタにされ，〈峠
とうげ

〉が

不通になる頃，私は被
おお

いのない橇
そり

に乗せられて，二人の山
ガ イ ド

案内人と一人の羊飼いの側で棒のよう

に凍
こご

えたまま突っ立って渓
けい

谷
こく

を下ってゆく。

　ポワン-サン-マルタン Point-Saint-Martin 7） 市の〈郵
アルベルゴ・ポスタ

便旅館〉の亭
オーナー

主は吃
びっ

驚
くり

仰
ぎょう

天
てん

して私を迎え

ると，桜
キルシ

桃酒
ュ

入りの熱い冬
テ ィ ザ ー ナ

菩提樹茶を慌
あわ

てて作ってくれた。彼の妻は私のゴワゴワに凍
い

てついて

いる着衣を脱がせ，私が寝床に入ると，すぐにも一方の手で湯が入った水差しを提
かか

げ，もう一方

の手に大きな一切れの脂
ラード

身を持って戻って来た。

　「こちらは両足を暖
あたた

めるために，これはお腹のために」― 彼女は，毅
き

然
ぜん

として宣言する。

　私はぞっとする。

　「このようなものは，私には食べれません！」― 歯をくいしばって，彼女の手からぶら下

がっている白くテカテカした一切れの脂
あぶらみ

肪を眺めやって，私は云う。

　「食べるですって！」― 彼女は笑って云い張る。そして，母親のように，私の胸にそれを延

ばす。「まさか肺炎で死にたくはないでしょう！」

　冬
テ ィ ザ ー ナ

菩提樹茶と桜
キ ル シ

ん坊酒
ュ

と水差しと脂
あぶらみ

肪は有難い効力を発揮して，翌朝に私は目覚めると，心が

晴れ，空腹を訴える。

　ミラノ行きの列車に乗る。ミラノは標高 2千メートルの地点より，もっと寒く， 運
ナヴィーリオ

河

Naviglioが私の首筋に灰色の湿気をビューと吹き付けてくる。

　私は病気になる。私は発熱して咳
せき

をする。冬
テ ィ ザ ー ナ

菩提樹茶と脂
あぶらみ

肪を頼みの綱にするが，どうにもな

らない。医師は他の処方を指示する。

　枕元に，母と私の共通の優しい女友だちのエミーリア・ルッツァット Emilia Luzzatto 8） が控
ひか

え

ている。ひとり娘のエヴェリーナ Evelinaといっしょに私は学校に通っていた。その彼女は 

思
ししゅんき

春期を待たずして，窒
チ フ ス

扶斯 typhus 9） で亡くなってしまった。だから，私はエミーリアの大のお

気に入り。

　「エミーリア奥さん…こっちへ来て！ …（普段は敬意を失わないが，病気のせいで，どうし

ても私は馴
な

れ馴
な

れしくなる。）お願い…もし私が死ぬ運命なら…」

　出来ればそうして欲しかったのに，彼女がそのことばに反
はん

撥
ぱつ

もせずニコリともしないことに気

付く。彼女は「でもね？」と云う。そして，さめざめと涙を流す。

　「もし私が死ぬ運命なら…知らせてね…」

　「誰に？」

　誰？ 私も自問自答する。父さんは，〈お母さん〉と呼ぶことに抵
てい

抗
こう

を感じる新
にい

妻
づま

といっしょに

横浜に滞在中だ。私の兄妹たちは？ アルナルドは東京だし，フェッルゥッチョは紐
ニューヨーク

育 で，ア

ンセルモは倍
ブエノスアイレス

諾愛勒にいる。ルイーズは（倫
ロン

敦
ドン

郊外の）キュー Kew 10） に，エーヴァは彼
ぺテルスブルグ

得帝堡

にいる。一番身近な存在といえば…ミラノのプロテスタント墓地に眠っている母親だ。

　そこで，私は云う。

　「カルドゥッチに知らせて。」
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　そこで，彼女は彼に知らせる。

　カルドゥッチは，いつに増して暗い顰
しか

め面
つら

をして，やって来る。無言で，チラッと私を眺めて

から，彼は云う。

　「よくなるさ。ご褒
ほう

美
び

をあげよう。」

　「ご褒
ほう

美
び

って？」― 私は呟
つぶや

く。

　「まあ，お愉
たの

しみにするさ」― 彼は返事する。そして，出てゆく。彼の姿が見えなくなる。

ルッツァット夫人まで居なくなる…何もかも消えてしまう。

　死ぬためではない。私が眠っているせいなのだ。私は 4時間ぐっすりと寝込んで目覚めると，

熱が引いている。

　「ご褒
ほう

美
び

って？」― 再び姿を見せたカルドゥッチに向かって，私は目覚めるが早いか訊
き

いて

みる。彼のかたわらに，エミーリア夫人が喜
き

色
しょく

満
まん

面
めん

で控
ひか

えている。

　カルドゥッチがくり返して云う ―「お愉
たの

しみにしておくさ。今はよくなることを考えなさ

い。」

　私はよくなることを考えていた。カルドゥッチは平然とその場を立ち去って，その後数ヵ月

経
た

ってから再び私を見舞いに戻ってきた。

　私はミラノ中央駅 Stazione Centraleへ彼に会いに行った。彼の知り合いがたくさんいて，彼

に挨
あい

拶
さつ

していた。いつもの私に戻って，彼に二度しっかり接
キ

吻
ス

をする。頬
ほ

っぺたのこちら側と反

対側に。そして，彼はいつもの顰
しか

め面
つら

のままで，されるがままになっていた。私は彼の片腕に掴
つか

まって，駅構内を出た。私たちは，一台の小型馬車を呼び止めた。

　それに乗ろうとすると，やにわにカルドゥッチはこわい顔をして私の方を振り向き，「いつも

駅では接
キ ス

吻はしないで欲しいのだが」と云った。

　私は，驚くと同時に侮
ぶ

辱
じょく

感
かん

を覚えた。

　「他の場所で接
キ ス

吻はしません…あなたが出
しゅっ

立
たつ

したり着
つ

いたりする折だけに，接
キ

吻
ス

をします。」
― 私はきっぱりと云ってのけた。

　カルドゥッチは頭を横に振って，「当たり前だ，必要がないじゃないか」とうんざりといった

様子で云ってのけた。

　「いえ，必要ですよ。あなたに会えた嬉しさに，私はあなたが着
つ

くと接
キ ス

吻をするのです。出
しゅっ

立
たつ

の折には，あなたと別れる辛
つら

さに，そうするのです。」

　またまた頭に来たように，カルドゥッチは首を横に振った。彼は私に黙って欲しいと，唇
くちびる

に

指を付けながら，我
が

慢
まん

がならないといったいつもの素
そぶ

振りを見せた。馭
ぎょ

者
しゃ

が私たちのことをジッ

と見
み

詰
つ

めていなければ，きっと私は泣き出していたことと思う。

　私たちは馬車に乗って，彼の逗
とう

留
りゅう

先の旅
ホテ ル

館へ赴
おもむ

いた。私はすっかり塞
ふさ

ぎ込んでいて，ひとこ

とも話さなかった。

　「病気は治った？」― 彼がしばらくしてから云った。

　「ええ」― 私は呟
つぶや

いた。
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　「ご褒
ほう

美
び

を約束していただろ。」

　「でも，その時の私は病気だったし。」

　「約束のための約束じゃない。」― カルドゥッチは怒ったように云った ―「ご褒
ほう

美
び

を約束し

たから，貰
もら

ったら。」

　「どんなご褒
ほうび

美なの？」― 私は気のない返事をした。

　「馬を一頭あげようと考えていたのだ。」

　馬を一頭！ 私は咄
とっ

嗟
さ

に彼の首を抱きしめようとした。でも，彼の禁止事項のことを想い出し

て，その衝動を堪
こら

えた。彼の手をグッと握
にぎ

った。

　「それって，何時？」

　「今すぐに」― 彼は云った。

　「今すぐですって！ …」― 私は気が遠くなった。

　「で，馬をどこで買い求めるの？」

　「当てがない」― カルドゥッチは云った ―「〈サヴィーニ Savini〉亭の給
ウェイター

仕に訊
き

いてみるさ。

それはそうと，朝飯にしなければ。」

　彼は馬車を定
じょう

宿
やど

の〈アンコラ Ancora〉館に止
と

めて，そこに荷物を預
あず

けると，〈ガッレリーア

Galleria〉まで急いだ。

　〈サヴィーニ〉亭の給
ウェイター

仕も給
メトル・ドテル

仕長も支配人も異
い

口
く

同
どう

音
おん

に，馬は〈タタソール Tattersall〉クラ

ブで購
こう

入
にゅう

できると云う。彼らは早速，馬の所有者のロッシ氏のもとに使いを遣
や

って，私たちが

訪ねる旨
むね

を伝えてくれた。

　食
テーブル

卓につくと，疑問が湧
わ

いた。

　「〈冥
オ

府
ル

神
コ

〉，お金は充分あるの，馬を買うって云うけど。現金をお持ちなの？」

　「ああ，お金ならどっさりある。」― カルドゥッチは云った ―「昨日，ザニケッリ

Zanichelli社
しゃ

主
しゅ

に本を一冊売ったから。」

　「何の本？」

　「どうせ君が読む本じゃないから，気にしないことだ。それは昔の著作の新しい版だよ。する

と，ザニケッリはうんと金をくれたのさ。」― カルドゥッチは片手を上着の衣
ポケ

兜
ット

に入れた ―

「3千リラくれたよ。」

　「3千リラですって。」― その額面を前にして，私は茫
ぼう

然
ぜん

となった ―「3千リラ！ …」

　当初の驚きの気持ちがおさまると，私は意見を述べた ―「とすると，要するに…詩人という

のも，まんざらじゃないってことね。」

　カルドゥッチはニヤッとなって，「そうなのだ。いけるよ。話はここまでだ」と云った。

　でも，私は黙っておれなかった。しばらくして，私は話し始めた。

　「ちょっとお話
はなし

してはいけないかしら…色と形について…」

　「《色と形について》？」― カルドゥッチは眉
まゆ

を顰
しか

めて云った ―「知らないな。誰の作品

だったっけ？ どこかの学者さんのだろう。」
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　「誰の作品って？ …何のこと？」

　「君が話題にしている本さ。」

　「やめてほしいわ。ほんとに。それって馬の色と形のことよ。」

　「あっ，そうか。」― カルドゥッチは肩をすくめて，ボソッと云った ―「まったくお手上げ

だ…もうよそう，今は静かに食事をさせてくれないか。」

　形については，問題だった。馬は大型でなければならなかった。大きくって，がっしりしてな

くては。ところが，彼は大型でも，細身の馬にすると云っていた。しかし，他の特徴に関しては

折り合いがつかなかった。私は短い尻
しっ ぽ

尾の白
はく

馬
ば

が欲しかった。カルドゥッチは，長い尻
しっ ぽ

尾の

黒
ダークホース

馬が欲しかった。

　「でも，〈冥
オ

府
ル

神
コ

〉…」

　「もう，よそう。」― カルドゥッチは云った ―「静かに食事をさせて欲しいと云っただろ。」

　ところが，カルドゥッチは静かに食事ができそうになかった。他の洋
テーブル

卓で朝食をとっていたひ

とりの哲学教授が彼に気付いて，話しかけて来たのだった。彼らの四
よ

方
も

山
やま

話
ばなし

が一段落したので，

私はあらためて馬のことを話題にした。その教授は，〈タタソール〉クラブに連れて行ってあげ

ようと云った。

　私は，渡りに舟と思った。ひとりの教授が，選定に手を貸してくれるというのだから。しかも，

彼の兄弟は騎馬隊長ときているのだから，これは好都合だった。

　〈タタソール〉の支配人は，慌
あわ

てふためきながらも丁
てい

重
ちょう

に私たちを歓迎してくれた。彼の周

囲に多くの人々が控
ひか

えていた。調教師に馬
ば

丁
てい

に厩
きゅう

舎
しゃ

の小僧らは，グルリと輪になって，ジッと

私たちを見詰めていた。

　ちょうどその時，私たちの前を，灰
グレ イ

色と蒼
あお

色の馬や茶
ちゃ

褐
かっ

色
しょく

の馬や栗
くり

毛
げ

の馬や駁
まだら

の馬が通り過

ぎた。ゆっくりしているのもあれば，速
トロ

歩
ット

のもあった。右回りで全
ギ ャ ロ ッ プ

速疾走する馬もあれば，左回

りで全
ギ ャ ロ ッ プ

速疾走するのもいた。立ちあがる馬もあれば，左右に半旋
せん

回
かい

するのもあった。

　カルドゥッチと私は，思案しかねて馬を注視していた。新しい馬が姿を現す度に，私は「これ

が欲しい！」と云った。

　とりわけ私の心を捉
とら

えたのは，後ろ脚
あし

に綺
き

麗
れい

な白の足
あし

毛
げ

の生えた茶
ちゃ

褐
かっ

色
しょく

の素敵な馬だった。

　ところが，哲学教授は玄
くろ

人
うと

風を吹かせて，こうのたまわった。

　「白斑
ぶち

脚のは，牛の価値しかない。」

　それで，私は冷静になった。

　折りしも，まるで〈マルセルMarcel〉風縮
カ ー

れ毛
ル

でもあてたかのように縮
ちぢ

れた鬣
たてがみ

の尻
しっ ぽ

尾の長い

白馬が登場した。

　「これだ！」― 私たち三人は異
い

口
く

同
どう

音
おん

に云い放った。その仔
こ

馬
うま

 ― 純血の亜
ア ラ ビ

剌比亜
ア

馬 ― は，

米
アメリカ

国曲馬団 Circo Equestre Americanoの女性調教師の所有だったと，ロッシ卿は畳みかけるよう

に私たちに説明した。そして彼が，連れ戻したのだった。

　ところが，そこへ種馬がもう一頭登場した。背がすごく高い青馬で，かなり巨大だった。短い
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尻
しっぽ

尾を絶えず動かし，耳も神経質に動かしていた。鋭い眼光を放つ眼は，隅のところが珈
コーヒー

琲色を

点じた白の閃
せん

光
こう

がキラッと光っている。

　その馬は，まるで地面に触れるのが嫌
いや

で仕方がないように足を高く挙げて，踊るような足取り

で登場してきた。全身黒だったが，両の後脚には，靴
ソックス

下のように白色の足
あし

毛
げ

が生え，片方の前脚

もそうだった。

　「すごい！」― 私は讃嘆した。

　かたわらの教授が私に向かって，「三本脚の白斑
ぶち

馬，それは王様の馬！」と念を押した。

　「これだわ。私が欲しかったのはこの馬よ。」― カルドゥッチに向かって熱っぽく私は云っ

た。彼も駿
しゅん

馬
め

に見とれていた。

　「黙
アポカリプス

示録の馬のようだ」― 教授が云った。

　ロッシ卿は私の興奮した様子を見て，乗ってご覧になりますかと訊
き

いてきた。

　婦人用の鞍
くら

が用意された。ヒョイと私は鞍
くら

に跨
またが

った。背が高いので，まるで塔の天辺にいる

ような気持ちだった。

　先ず，私は調教場を歩いてグルッと一巡させた。とても歩いている感じではなく，ピョンピョ

ンと跳ね廻るような例の速
トロット

歩だった。ちょうど私と馬は揃
そろ

って『ミニョンMignon』作中の〈卵

の踊り〉を演じている格好だった。やがて，私たちは速
トロット

足で駆け出した。それがものすごい速
トロット

足

だったので，飛び跳ねた瞬間に紐
ひも

が解
ほど

けて帽子が落下した。それから，緩
ゆる

やかに疾
ギャロップ

駆を始め，全

力疾走を試みた。乗ってみて，申し分のない馬であることを実感した。まるで天
ペガサス

馬のようだった。

　馬を停止させ，鞍
くら

に跨
またが

ったまま，私は紐
ひも

を結び直した。カルドゥッチはこちらへ近寄ってく

ると，青馬の艶
つやつや

々した首を抱擁した。

　教授もこちらへ近寄って来たが，用心していた。

　「毛並みが何とも云えませんでしょう？」― 支配人は云っていた ―「この素晴らしい血管

網もそうでしょう？」

　事実，青毛の汗馬の首筋や肩に，絡み合った繊細な血管網の全体が浮き出て脈打っていた。教

授は，それを半信半疑で調べていた。

　「動脈硬化症 arteriosclerosis 11） のはじまりでなければよいが」― 彼は呟
つぶや

いた。

　私は鞍
くら

から降りた。支配人の要望に応じて，他のさまざまな馬を見て廻ったが，どれもその大

型の青馬に匹敵するものはないように思えた。そこで，4,5頭の馬が馬場を歩きながら巡回して

いる間に，カルドゥッチは沈黙を破って訊
たず

ねた。

　「馬の中で，3千リラ以上しないのはどれかね？」

　居合わせた人々は，一瞬シーンとなった。やがて，支配人は片手で 2度か 3度髭
ひげ

に触ってから

返事をした。

　「あそこの馬です。」

　それは，黙
アポカリプス

示録 Apocalisseの馬だった。三本の白斑
ぶち

脚の馬だった。

　「2700リラでお譲
ゆず

り致しましょう」― 太っ腹のロッシ卿が云った。
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　咄
とっ

嗟
さ

に，カルドゥッチは片手を財布に伸ばした。支配人は制止するような仕
し

種
ぐさ

をして，事務所

へ来てくれるようにと云った。彼らは連れ立って，その場を離れた。

　私はジッとしておれなくて，側
そば

に控
ひか

えていた飼
し

育
いく

係に向かって，「名前は？」と訊
たず

ねた。

　「フランチェスコ・インパッロメーニ Francesco Impallomeniです」との答えが返ってきた。

　「…あら，そう？」

　失礼にならないように，数分間
マ

を置いてから，こちらの意図を説明した ―「で，…その馬の

名前は？」

　「青馬ですか？ レベッカ Rebeccaです。」

　「レベッカですって！ 何て酷
ひど

い！ どうしてレベッカなの？」

　飼
し

育
いく

係は顎
あご

をグッと突き出して，蛙
カエル

みたいに口の隅を〈へ〉の字にした。

　「まあ…ご存知で？」

　「レベッカですって？」― やりきれなくなって，私は教授の方を振り向くと，もう一度くり

返した。

　「おそらくバビエカ Babiecaでしょう」― 博
も の し り

識家が云った ―「バビエカというのは，

勇
カンペアドル

者シッド Cid el Campeador 12） の駿
しゅん

馬
め

の名前です」

　「その名前って，気に入らないの」― 私は云った。（ロッシ卿と並んでニコニコしながら）

カルドゥッチがやって来たので，私は馬の名前を変えたいとせっついた。

　「で，どのような名前にしたいっていうの？」

　「〈歌謡の戦闘馬 Destrier della Canzoneサウロ〉とか名付けたいの。」

　「長すぎるよ」― カルドゥッチが云った ―「それに，栗毛じゃないしね。」

　教授は古典的な名前をたくさん引き合いに出した ―〈天
ぺガサス

馬 Pegaso〉…〈人
ケ イ ロ ン

頭馬 Chirone〉…

〈ベレロフォン Bellerofonte 13）〉…。私は，カルドゥッチが辟
へき

易
えき

して痺
しび

れを切らしているのが分

かった。

　そこで，私は単刀直入に云った。

　「ねえ，冥
オ

府
ル

神
コ

，あなたの名前を付けるとすれば，どうかしら？ どことなく眼つきとか性格

も，あなたに似ているような気がするもの。〈詩人ジョズエ〉と区別するために，〈ジョズエ

馬
カヴァッロ

之介〉と名付けることもできるわ。」

　カルドゥッチは機
き

嫌
げん

が直った。「結構だ。」― 彼は云った ―「今はこれぐらいにしておこう。

ヴィスコンティ・ヴェノスタ Visconti Venosta 14） 侯
こう

爵
しゃく

をスフォルツァ城に訪ねる約束をしていた

ので。」

　挨
あい

拶
さつ

もそこそこに，彼は立ち去った。

　教授もそそくさと私に挨
あい

拶
さつ

すると，彼の後を追った。

　で，この私は？ …それに馬は？ …どこへ連れていったのだろう？ どうしてやったのだろ

う？ 私は，ボルゴ・スペッソ Borgo Spesso 15） 通りのこじんまりした住
すまい

居に暮らす親しい友人の

ルッツァット夫人の客になっていた。彼女の玄関先に，この馬に乗って到着する自分の姿が眼に
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見えるようだった。…ロッシ卿に私は状況を説明した。彼は紳士だった。私が適当な馬小屋を見

つけるまでの間，〈タタソール〉でお預
あず

かりすると申し出てくれた。私は厩
きゅう

舎
しゃ

代だけを支払った

のだろう。それがほんの僅
わず

かな金額で，一日に付き 12リラだった。

　一日に付き 12リラなのだ！ 一種のむずがゆい感じが両膝
ひざ

を走った…一日に付き 12リラ。

　毎月，父親は私に 200リラの小切手を送ってきた。その度に，私は一月を田舎とか旅
ホテル

館で過ご

し，3ヶ月間は無
む

一
いち

文
もん

だった。そのような時には，田舎で医者をしている兄弟の家に出かけて

大
おとな

人しくしていた。あるいは，今回のように，ルッツァット夫人の家に世話になって，しばらく

のあいだ彼女の相手をした。

　私は早
さっ

速
そく

ボルゴ・スペッソ通りへ駆
か

けつけた。気が動
どう

転
てん

していた私は，蒼
あお

白い顔をして，彼女

の家に辿
たど

り着いた。

　「いったいどうしたっていうの？」― 気立ての優しい夫人は，心配そうに大声を出した。

　「馬がいるの！」― 私はボソッと云った ―「3本脚が白
しろ

斑
ぶち

の巨大な青馬が一頭。」

　「一休みしなさい。」― いつもの優しい風
ふ

情
ぜい

で，エミーリア夫人が云った ―「すぐ寝
ベッドルーム

室で

横になりなさい。」

　体温計を探しに医薬品棚
だな

の方へ彼女が行こうとしているのが判
わか

った。

　別に正気を失った訳ではないと，多少苦労しはしたが彼女に納得させた。よければ〈ジョズエ

馬
カヴァッロ

之介〉を見に来て欲しいと頼んでみた。でも，どのような獣
けもの

にも，とりわけ馬に対してはどう

しようもない恐怖感を抱いている彼女は，知りたいとも思わなかった。

　「じゃあ，どうするつもりなの？ どこで飼
か

うおつもりなの？」

　「それが…当てがなくて」― 困った私は呟
つぶや

いていた ―「リッカルド議員なら…たぶん…ど

こで飼
か

ったらよいか，ひょっとしてご存知だとは思わない？」

　「私の夫が？」

　「ええ。よかったら，何度か彼に乗って頂いてもいいわ。」

　ルッツァット夫人は，呆
あき

れて天を仰
あお

ぎ見た。

　「そのことは話さない方がいいわ」― 彼女は云った。

　そこで，私は黙っていた。

　その当時の私の生活は，〈ジョズエ馬
カヴァッロ

之介〉に振り回されていた。街で暮らしたいと思っただ

ろうか？ そうでもない。〈ジョズエ馬
カヴァッロ

之介〉に居心地がより快適だったし，お金もあまりかから

なかったので，私は田舎に行かなければならなかった。そこで静かな暮らしを望んでいただろう

か？ そうではなかった。山や谷間を越えてあちこち速
トロット

足でも疾
ギャロップ

駆でも走り回って，〈ジョズエ

馬
カヴァッロ

之介〉の調教をしなければならなかった。（二日でも厩
きゅう

舎
しゃ

にいると，凶
きょう

暴
ぼう

になった。）倫
ロン

敦
ドン

へ

旅をして姉妹に会いたいと思っただろうか？〈ジョズエ馬
カヴァッロ

之介〉を放置しておくことが出来な

かった。私に同行させることなど不可能だった。〈ジョズエ馬
カヴァッロ

之介〉に飼
し

料
りょう

を与え，泊まる場所

を用意し手なずけるために，ますます私は経済的苦境に陥
おちい

っていった。

　私の知人たちは，異
い

口
く

同
どう

音
おん

にあれこれ助言をくれはした。
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　「馬を返さなければいけない。売り払う必要がある。カルドゥッチに話す必要がある。」

　返却するですって？ 売り飛ばすですって？ そのようなことは考えたこともない！

　カルドゥッチに話せですって？ どのような利益があるっていうの？ 貧乏なのは，彼も私と

どっこいどっこいなのに。どうしてくれることが出来たっていうの？ それに，彼はこの贈り物

を私にしたことであんなにも喜んでいた。この世で，それと同じような嫌がらせを私が彼にして

やろうなどといったことが，どうして出来よう。早
さっ

速
そく

，購入した翌日，彼は野外で私が馬に乗っ

ている姿を見たがっていた。私たちは城
じょう

砦
さい

まで行った。私は何度も彼の前を疾
しっ

駆
く

して見せたの

だった。彼はご満
まん

悦
えつ

だった。

　「〈ジョズエ馬
カヴァッロ

之介〉は素晴らしい」― 彼は云っていた。

　「私はレニャーノに行くことになっているが，」― 彼は付け加えて云った ―「明日の朝，知

事といっしょの馬車で。君も来きたければ。馬に乗ってね。」

　私は行くことにした。〈タタソール〉で借りてきた婦人用鞍
くら

で。その鞍
くら

を日
ひな た

向で黒光りしてい

る〈ジョズエ馬
カヴァッロ

之介〉の背の天
てっぺん

辺に置くと，私は馬車の前に立ったり後ろに付いたり並んだりし

ながら速
トロ

歩
ット

も疾
ギャロップ

駆も思いのままで，それがカルドゥッチを大いに満足させるとともに，知事を愉
たの

しませることになった。

　道のりはかなりあった ― 実に 30キロ。それが，ずっと青馬の速
トロ

歩
ット

だと辛いものだった。約

1時間もすると，私の背骨の脊
せき

椎
つい

が一個一個バラバラになるような感じがした。首が捻
ねじ

れ，左腕

に名
めい

状
じょう

しがたい痛みが走った。〈ジョズエ馬
カヴァッロ

之介〉は，並
なみ

足
あし

で進むことがなかった。踊りのス

テップのような半旋
せん

廻
かい

様の弱速
トロ

歩
ット

を始める以外は，一瞬たりとも休むことなく，ピョンピョンと

跳
ちょう

躍
やく

するような速
トロ

歩
ット

を執
しつ

拗
よう

に続けた。その眺
なが

めは美しいが，乗馬を強いられている者からすれ

ば，ひどく疲れるものだった。

　ところが，カルドゥッチは私を眺めて悠
ゆう

然
ぜん

と微
ほほ

笑
え

み，ご満
まん

悦
えつ

だった。私は歯をくいしばって，

グッと苦痛を堪
こら

えた。

　束
つか

の間
ま

のレニャーノ Legnano訪問のことは，何ひとつ憶
おぼ

えていない。確かに，翌朝はかなり

元気を取り戻し，馬鹿げた行為を反省していた。カルドゥッチと知事が控
ロ ビ －

えの間に降りていった

間に，私は薪
まき

を幾
いく

束
たば

か使用人に持ってこさせた。そして，それらをバラバラにすると，カル

ドゥッチの鞄
バッグ

に詰め込んだ。やがて，帰途の途中，彼は知事に自分の備
メ モ

忘録を見せようと鞄
バッグ

を開

けてみた。すると，私が用意した〈レニャーノ土
みやげ

産〉が彼の眼に飛び込んできた。

　「どうしたっていうのだろう？ これは僕の鞄
バッグ

じゃないぞ。この薪
まき

はいったい何なのだ？」
― カルドゥッチは腹立たしく大きな声で云った。

　その時，私は疾
しっ

駆
く

して馬車をかなり追い越して走っていた。ふと振り向いて見ると，頭にきた

カルドゥッチが知事に助けてもらって，あたり一面に薪
まき

を放り投げていることに気付いた。

　「君がこんな馬
ば

鹿
か

騒
さわ

ぎをまた演じてみせるなら，」― 彼の声が聞こえる距離になった時，カ

ルドゥッチは私に向かって叫んでいた ―「馬を取りあげてしまうぞ。」しかし，彼の怒りを，

私はそれほど気にしていなかった。彼の渋
じゅう

面
めん

と偉大さに怖
おじ

気
け

付いた人々が彼の方へ近付いて，
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どちらかと云えばうんざりするような生
き ま じ め

真面目な隷
れい

属
ぞく

の雰囲気を彼の周囲に醸
かも

し出していたもの

だから，私は結果的に自分の悪ふざけが彼をたいそうな灰色の仰
ぎょうぎょう

々しさからリラックスさせた

ものと信じる。〈ジョズエ馬
カヴァッロ

之介〉を取りあげるとの脅
おど

しめいた処罰については，たとえ私が

「ええ，どうぞ。取りあげてもいいわよ。いずれにしろ，私にとっては大嫌いな物の代名詞なの

だから」と彼に云ったとしても，きっと彼は吃
びっくり

驚することも苦にすることもなかったに違いない。

　私はそんな科
せりふ

白を口にはしなかった。私に最高に素敵な贈り物をしたと納得して，彼はボロー

ニャへ戻っていった。彼は自分にも私にも〈ジョズエ馬
カヴァッロ

之介〉にも満足していた。羽
は ぶ

振りよく散

財したことに，大金持ちでも浪費家でもない彼は満足していたのだ。

　3ヶ月経って，〈ジョズエ馬
カヴァッロ

之介〉のせいで，私は破産の瀬
せ

戸
と

際
ぎわ

に立たされてしまった。馬の世

話ために，何とかお金を稼
かせ

ぎ続けようと，私は悪戦苦闘していた。そのために，絶えずお金を貸

してもらった近親者たちとの折り合いが悪くなってしまった。それに，私は新聞の広告欄
らん

に，英

語，獨
ド

逸
イツ

語，仏
フ

蘭
ラン

西
ス

語，伊
イ

太
タリ

利
ア

語に加えて，洋
ピアノ

琴やギターや歌
う た

唱の教
レッスン

授を致しますとの広告を出

した。馬のピョンピョン飛び跳
は

ねるような不
ふ

遜
そん

な足どりのおかげで，私は絶望の暗黒の奈
な

落
らく

から

質
しち

屋
や

の緑の旗印まで彷
さまよ

徨うハメになった。

　そして，馬に対して，私は情愛と憤
いきどお

りと懊
おう

悩
のう

と愛着と憎
ぞう

悪
お

の入り混じった複雑な感情を抱
いだ

く

ようになった。それは，多大の苦痛と卑
ひ

下
げ

と散
さん

財
ざい

を強いる者に対して人が抱
いだ

く感情だった。

　艶
つやつや

々した馬は，ますます傲
ごう

然
ぜん

と意
い

気
き

軒
けん

昂
こう

で傍
ぼう

若
じゃく

無
ぶ

人
じん

に脚
あし

を高く上げて進み，怒りにまかせて

地面を蹴
け

った。私はハラハラしながらも恍
こう

惚
こつ

として馬を眺
なが

め，その鞍
くら

に跳
と

び移ると，一目散に山

を越え谷を越え国境を越えて，カルドゥッチが気に入って謳
うた

ったヴィア・マーラ Via Mala 16） に

切り立つ深い断
だん

崖
がい

に到って，馬もろともその淵
ふち

に落下することを夢想した…

《さあ，太
ア ポ ロ ン

陽神のような獣
けもの

よ，私に翼
つばさ

ある背を差
さ

し出せ。

　ご覧，疾走中のお前の手
たづな

綱は悉
ことごと

く自
フリ ー

由だ…

　不屈の戦闘馬よ，

　飛
ひ

翔
しょう

しよう，ゼウスの雷
いかずち

光が雲を引き裂いて，

　我々を焦
こ

がし浄
じょう

化
か

してくれるか，騎士もろともに馬を

　急流がのみ込んでくれるまで。》

　何
な ぜ

故そうしなかったのだろうか？ それは，馬にとっても贈
プレゼント

与してくれた者にとっても，見

合った行為だっただろうに。そのような栄光ある最
さい

期
ご

に相
ふさ わ

応しい人物でなかったのは，おそらく

この私だった。私は腰が引けてしまっていた。《心
しんじゅう

中しよう》と誓
ちか

い合って，やがて最後の一歩

に到ると，片方が弱気になってしまう恋人たちのように，私は雄
お お

雄しく馬もろともに暗黒の中へ

身を躍
おど

らせる代わりに，〈ジョズエ馬
カヴァッロ

之介〉だけを死なせるようなことをしでかした。

　死んでくれたらと私は願ったのか？ それは分からない。今となっては，馬が骨折して，私ま

で死の一歩手前にゆくハメになった異常な破
は

局
きょく

を思い出したくもない。私が起こした事故で，
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私は勇敢であると同時に卑
ひ

怯
きょう

者
もの

でもあった。

　でも，一番卑
ひ

怯
きょう

だったのは，私がカルドゥッチにそのことを話さなかったことだ。

　話せば，彼にとって本当に大きな苦痛になることは分かりきっていた。現在，彼は普段より頻
ひん

繁
ぱん

に便りを書いて寄こし，〈ジョズエ馬
カヴァッロ

之介〉の近況を訊
たず

ねてきた。

　《かの天
てん

馬
ば

が君のものであると考えるだに，私は嬉
うれ

しくなる。素晴らしい贈
おく

り物を君に差し上

げることが出来たと考えるだに，私は嬉
うれ

しい。私の思念の頂
いただき

に，君と馬の姿が彷
ほうふつ

彿とする。そ

れは，黒い鬣
たてがみ

と君の長い髪を風にたなびかせながら，一
いっ

斉
せい

に疾
しっ

駆
く

し始めた姿だ…このように，

おお巡礼者ローレライ Loreleyよ，私の視界から君は飛び去っていった。》

　私は嘘
うそ

をつくことを毛
け

嫌
ぎら

いし憎
にく

んでもいる。騙
だま

していることを除外すれば，すべては納得でき

赦
ゆる

されることのように思われる。それでも，当時の私は ― その時だけだと云うことが出来ると

信じているが ― 嘘
うそ

をついて人を騙
だま

していた。彼の問いに，私は手短に云い逃れの返事を書き

送った。でも，本当のことを彼に告げる勇気がなかった。

　ある日，彼は近々そちらへ行くと云ってきた。

　私は体
からだ

躯が震えた。私は，すぐにも拿
ナ ポ リ

破里に赴かなければならないと書いた。かなり先の予定

のように思われたが。

　それでも，カルドゥッチは満足だった。

　《馬の金
ブロンド

髪の扇
せん

動
どう

女性よ，さあ，行きたまえ。もっと高貴な岸辺めざして！》

　彼も間もなくその地へ一日だけならやって来ただろう。さる王族の女友だちに挨
あい

拶
さつ

するべく，

そして紺
こん

碧
ぺき

の地中海浜
ビー チ

辺を《高貴な獣
けもの

の背に跨
またが

って》跳ぶように通過する私の姿を見たいがた

めに。

　そこで，拿
ナ ポ リ

破里に到着すると，私はひとりの詩人に私の窮
きゅう

境
きょう

を告白した。私に会いにやって

来てくれたアルトゥーロ・コラウッティ Arturo Colauttiに，お願いだからカルドゥッチに直接

会って真実をすぐにも話してもらいたいと。

　彼はそのような役は御
ご

免
めん

だ，勘
かん

弁
べん

してくれと云った。

　彼といっしょにいた将
しょう

校
こう

が，私に向かってこう云った。

　「どうしてそんな嫌な役を彼に押し付けるのか？ 彼がくれた黒毛の駿
しゅん

馬
め

に似た馬なら，当面

のところ一頭ぐらい手に入るだろう。」

　そこで，必
ひっ

死
し

になって拿
ナ ポ リ

破里中を黒毛の馬を探し廻
まわ

ってみた。（おそらく例の将
しょう

校
こう

 ― 当時は

狙
そ

撃
げき

部隊の隊長だったが，現在は恭
うやうや

しく国防省の職員におさまっているマッジョットは，まだ

そのことを憶
おぼ

えていることだろう。それから，リッロ・カタラーノ Lillo Catalano侯
こう

爵
しゃく

や…ブ

ルーノ・トッリ Bruno Torri伯
はく

爵
しゃく

も…）私が滞在していたカラッチョーロ Caracciolo通りの家

の露
バルコニー

台の前には，ずらりと競走馬の陰気な列が出来た。太った大型の青馬や痩
や

せた背の高い青馬

も，神経質な青馬や黒毛の駿
しゅん

馬
め

も，脚に白斑
ぶち

があったりなかったりする青馬もいた…ところが，

困ったことに，詩人が贈
ぞう

与
よ

してくれた馬とそっくりのは…まったく一頭もいなかった。

　結局，マッジョットが連れてきた一頭で決着がついた。
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　馬の名前は，〈ラス・アルラ Ras Alula〉だった。大型の黒馬で，3本の脚が白斑
ぶち

だった。しか

し，似ているところは，それだけだった。〈ラス・アルラ〉は大
おと な

人しく，従順で，生きることか

ら降りてしまった他人本
ほん

位
い

の馬だった。よく私の高貴な駿
しゅん

馬
め

にそうしたように，私が馬
は み

銜や鞭
むち

や踵
かかと

でカツを入れて鼓
こ

舞
ぶ

し，後ろ脚で立たせようとしても，〈ラス・アルラ〉は暢
のん

気
き

に頭を上下

に振って，小走りに駆け出すぐらいだった。くり返し手
た

綱
づな

を強
ごう

引
いん

に引き絞
しぼ

って鞭
むち

と拍
はく

車
しゃ

を当てる

と，疾
しっ

駆
く

させることが出来はしたが，尻
しっぽ

尾は垂
た

れたままで頭をフラフラさせて，揺
ロッキング・チェアー

り椅子式に

身体を緩
ゆる

やかに動かすので，私はお手上げだった。

　「驚かないで下さいよ。」― マッジョットは黒い髭
ひげ

を撫
な

でながら，大
おと な

人しい大型の〈ラス・

アルラ〉にジッと自分の馬の眼つき以上に熱い視線を送りながら云った ―「私が何とかしま

す。」

　そこで，彼に任
まか

せることにした。カルドゥッチ到着の知らせが別
ヴィッラ

荘に入るや，カラッチョーロ

通りの中庭で，先ほどから動きもしない巨大な〈ラス・アルラ〉に跨
またが

ったままで待機していた

私は，マッジョットが走ってこちらにやって来る姿を見た。兵士が馬の臀
でん

部
ぶ

へ廻る間，マッ

ジョットは手
た

綱
づな

をグッと握
にぎ

り締
し

めた。

　私は急に獣
けもの

の体
から だ

躯に震
ふる

えが走るのを感じた。馬は嘶
いなな

いて，片脚を激しく蹴
け

った。

　「何をなさるの？」― 私は叫んだ。

　「何でもないです。どうってことありません。」― マッジョットは笑っていた ―「尻
しっぽ

尾の下

へ生
ジンジャー

姜を少々！」― そうして，兵士が跳
と

び退
の

くと，彼は手
た

綱
づな

を放した。

　生
ジンジャー

姜の効果は摩
ま

訶
か

不
ふ

思
し

議
ぎ

なものだった。〈ラス・アルラ〉は身震いして後
うしろ

脚
あし

で立ち，空気中で

もがき，後ろへ倒れんばかりに突っ立った。私は手
た

綱
づな

を支えきれず，頭に鞭
むち

を一発ふるって，馬

を呼び戻そうとした。すると，馬は頭から飛び跳ねながら，正気を失ったように駆け出し，中庭

の砂
じゃ

利
り

で火花を散らせ，敷
しき

石
いし

の上を滑
すべ

りながら，もの凄
すご

い速さでキアイア Chiaiaの遊
プロムナード

歩道を

突っ走った。

　こうして，飛ぶように私はカルドゥッチの前を通過した。彼は他の人々の一団に混じって，

別
ヴィッラ

荘の建物の角
コーナー

のところで，ジッと私を待ってくれていた。私は，ただ一瞬チラッと彼が面
おもて

を

上げて私を見た姿は知っている。私は，〈ラス・アルラ〉やマッジョットや人生を憎悪した…何

よりも自分自身を憎悪した。こんなつまらない嘘
うそ

 ― 忘れ難い嘘
うそ

をしゃあしゃあと云ってのける

自分を憎んだ。私は，すでに正気を失っていた獣
けもの

を鞭
むち

と拍
はく

車
しゃ

で刺激した。すると，馬は稲
いな

妻
ずま

のよ

うに海浜沿いの道を直進した。

　と，不意に，私からまだ距離があったが，銀色と朱色の煌
きらめ

きを認めた。それは王室専用馬車で，

召使に先導されたマルゲリータ王妃が乗っていた。彼女は，王族の威
い

厳
げん

を失わず，いつもの海辺

の散策をしていたのだった。

　その時，私はどれほど力を込めて，手
た

綱
づな

をグイッと引いたことか。追い付いたり，追い越した

りしないために，馬の速度を緩
ゆる

めなければならなかった。そのようなことをすると，赦
ゆる

しがたい

作
マナー

法違反になってしまう。
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　〈ラス・アルラ〉は，云うことをきかなかった。私の声も聞かなかった。馬は歯をグッと喰
く

い

しばって，正気を失い狂ったように，疾
しっ

風
ぷう

のごとくがむしゃらに疾
しっ

走
そう

した。手
た

綱
づな

を交互にグイッ

と引っ張ったり，緩
ゆる

めたりしても無
む だ

駄だった。馬の口を鋸
のこぎり

で引くように，右に左に引っ張った

が，それでも駄
だ

目
め

だった…いきり立った獣
けもの

は，ひたすら疾
しっ

走
そう

した。王妃一行の列に突っ込んで行

かないために必要な距離のところで，ほとんど手首を捻
ねん

挫
ざ

するぐらい力を入れて，ようやくコー

スを逸
そ

れることが出来たのは奇
き

蹟
せき

だった。

　一瞬にして私は王妃の面前を通過した。彼女は，私のなで肩と普通でない〈ラス・アルラ〉の

たなびいている尻
しっ ぽ

尾が，まるで無
ぶ

礼
れい

な黒い稲
いな

妻
ずま

のように立ち現れて消える様子を見
み

届
とど

けたはず 

だ…。

　その時ほど，何もかもが，誰もが憎
にく

たらしく思われたことはなかった。鞍
くら

から真
ま

っ逆さまに海

の中へ身を投げてしまいたいほどだった。

　私が聖
サン

フェルディナンド教会堂のある高台に着くと，〈ラス・アルラ〉はすぐに大
おと な

人しくなっ

た。横道で，二度三度大きく滑
すべ

ったが，教会の中へ入ろうとするかのように舗
ほ

道
どう

の上に上がった

…そして，口を泡
あわ

まみれにした馬は喘
あえ

ぎながら停止した。

　ようやく私が勇気を奮
ふる

い起こして，〈ジョズエ馬
カヴァッロ

之介〉がもはや私の所有ではなく…誰の所有

でもない…とカルドゥッチに宛
あ

てて書いても，彼は返事を寄こさなかった。彼が何を考えていた

のか，私には分からない。

　人生の偶然が，私を遠くまで連れ去った。

　何年も経
た

ってからカルドゥッチに再会した時，私はそのことを敢
あえ

て彼に想い起こさせることを

しなかったし，彼もそのことに触れなかった……。

　現在〈拿
ヴィッラ・ディ・ナポリ

破 里 荘〉には，あの日猛々しい面
おもて

を私に向かって挙げた馬の姿を目撃した場所に，

その名前を刻んだ固い大
マ ー ブ ル

理石像が建っている。

　しかも，それは似
に

ていない。

註及び参考文献

　本稿で使用したテキストは，Annie Vivanti （1866-1942）, Gioia! （Firenze, R. Bemporad e figlio 
1921）で，本短編集所収の『太

ア ポ ロ ン

陽神の見
フ ェ ア ー

本市 ― カルドゥッチの想い出』と題する第 8章（151頁
から 185頁まで）を本邦初訳として試みに邦訳・紹介してみた。
　先に京都外国語大学『COSMICA』XLV（2016平成 28年 1月）誌上に，アニー・ヴィヴァンティ
の本短編集『感激』邦訳（その 1）で IV.《輝く妖

フェアリー

精》（Fata luminosa）を本邦初訳と題して邦訳・
紹介したが，彼女の別の短編集 Perdonate Eglantina（1926, Mondadori）が昭和 17年 5月 15日に
柏熊達生（かしはくまたつを）によって翻訳され，『女人心情記』（附現代伊太利短編選集）の標題
で解題を兼ねた譯者の言葉を冒頭に付して（株）日本出版社から《イタリヤ文學選書》の 1冊とし
て 3000部出版された際に，補遺として（273頁～288頁）Fata luminosaを『喜悦』所収《輝く天
女》の標題で，すでに翻訳・紹介されていることが判明した。
　柏熊達生氏の労作は，戦時下にイタリア文学研究家の岩崎純孝氏の要請で多忙裡に翻訳・編集さ
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れたにもかかわらず，一読して達意の譯であることは論を俟たない。柏熊氏はヴィヴァンティが当
時すでにノーベル文学賞受賞女性作家グラーツィア・デレッダや著名な女流詩人アーダ・ネグリ以
上に欧米世界に広い読者を有し，英・伊・佛・獨の四か国語を自由に操って，欧米諸国の新聞雑誌
に論陣を張る稀有な世

コスモポリタン

界市民であることに言及されている。『女人心情記』は 2001年正月 10日に
（株）本の友社から全 11冊セットで《イタリア文化選書》と改題した双書所収の 1冊として復刻版
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ことは，戦後進駐軍の占領政策下で関係訳者にとり少なからざるマイナス要因になったかと推察さ
れる。ご興味のある向きには，Fata luminosaの拙訳と柏熊達生訳とを読み比べてご覧になること
をお勧めする。
　本短編には，A.ヴィヴァンティ一家の世

コスモポリタン

界市民ぶりが，再婚した父親は新妻と横浜に，兄妹の
アルナルドは東京に，フェッルゥッチョはニューヨークに，アンセルモはブエノス・アイレスに，
ルイーズは（倫

ロン

敦
ドン

郊外の）キューに，エーヴァはペテルスブルクに在住だと，回想風に言及されて
いる。
1）  walser方言では，Greschóney, creschnauと称し，ドイツ語では Greschnoneytitschあるいは
略して Titschとか Kressenauと称された Valle d’Aosta州の村

2） カリフォルニア州のエル・ドラード県の町
3）  高等女学院をミラノに開設して，校長として 26年間教鞭をとった反ヴェリズモ詩人（Treviso, 

22 ottobre 1828 - Milano, 9 settembre 1889）
4） ロンバルディア州ソンドリオ県の一地区
5） サヴォイア家のマルゲリータ王妃とベック・ペコーズ男爵との秘められた愛の巣
6） ロンバルディア州ソンドリオ県マデジモ地区（海抜 1908メートル）
7） ヴァッレ・ダオスタ自治州
8） ウィーン生まれで，リッカルド・ルッツァットと結婚してミラノに暮らした社

サ ロ ニ エ ー ル

交界女性
9）  リケッチア Rickettsia prowazekiを保菌する鼠，蚤，蝨等に媒介される急性伝染病で皮膚発疹
と暗紫色の血液を特徴とする。

10）  ロンドン郊外のキュー Kewといえば，名実ともに世界随一の王立植物園 Royal Botanic 
Gardens, Kewでよく知られている。1980年代後半，英国セミナー期間中に筆者は〈ルネサン
スにおける大プリニウス〉という研究テーマに取り組んでいた関係で，『博物誌 Naturalis 
Historia』に記載されている植物の同定問題を解決するためにこの通称 Kew Gardensを訪れ，
1759年にジョージ 3世の母オーガスタ妃によって開設され，120万平方メートルの敷地に栽培
されている約 2万 5千の植物と，5百万点の標本を所蔵する標本館等をつぶさに調査する機会
を得た。

11） 形態学的に粥状硬化症 atherosclerosis，中膜硬化症 medial sclerosis，細動脈硬化症 arteriolo-
sclerosisに 3分類され，老化現象，遺伝的素因，高血圧，内分泌および脂質代謝異常，感染
や中毒など諸因子が考えられる個人差や臓器差の大きな病気

12）  ビバル城主ロドリゴ・ディアス（1043頃-1099）のことで，ムーア人に仕えながらバレンシア
を解放，アル・ムラビト朝のカリフ，ユーフスによって殺害された英雄

13） 古代コリント王ベッレロを殺した英雄
14） エミリオ・ヴィスコンティ・ヴェノスタ侯爵（1827-1914）
15） ミラノのモンテナポレオーネ通りとデッラ・スピーガ通りに囲まれた名店街
16） スイス・アルプス山中の深さ 300メートルの地峡
『南山堂医学大辞典』1985　南山堂
『最新医学大辞典』1990　医歯薬出版株式会社
Annie Vivanti, Racconti americani, 2005, Sellerio editore Palermo
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Annie Vivanti, Marion artista di caffè-concerto, 2006, Sellerio editore Palermo
永井荷風著『珊瑚集』1913　籾山書店
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〈要約〉
　本稿では，白隠慧鶴（1685年－1768年）の『遠羅天釜』の伊訳を試みた。『遠羅天釜』は，
三つの手紙で構成されている書である。三つの手紙は，「鍋島摂州殿下近侍書」を巻の上，
「遠方の病僧に贈りし書」を巻の中，「法華宗の老尼に贈りし書」を巻の下とするものである。
さらに，序文と下巻の付録を，漢文体で書いた書も含まれている。最後に「念仏と公案と優
劣如何という書に答ふる書」が収録されている『遠羅天釜続集』という書があり，『遠羅天
釜続集』の中には，斯経慧梁（？－1786年）という白隠の高弟の一人が書いた追加文が含ま
れている。これは「客の難に答う」という名義を表わし，原漢文体で書かれた書である。
　本稿で承前として伊訳している『遠羅天釜』巻の上は肥前蓮池藩の第四代藩主鍋島直恒に
宛てた手紙である。以前に『研究論叢』LXXXIIに掲載された翻訳の部分には，白隠禅師は
鍋島殿に動中の坐禅の優れた効果について説明していた。さらに，『研究論叢』LXXXIIIに
掲載された部分では，大乗仏教の一つの宗派としての禅の修行について細かく説明している。
今回の訳の部分では，白隠は「丹田気海」の詳細な説明と共に見性を開いた者と見性を開い
ていない者の違いについて述べている。さらに，師家の精神力や育てようとしている修行者
に対する態度を詳説する。
　本翻訳は，『白隠禅師法語全集』第 9冊（芳沢勝弘訳註，禅文化研究所，平成 12年）所収
白隠自筆刻本（鹿苑寺所蔵）の原文から行ったものである。

Oradegama, volume I

  Come ho già detto e continuo a ripetere, è estremamente importante non tralasciare la corretta 

pratica dell’introspezione （naikan）. Il metodo naikan consiste （nelle seguenti visualizzazioni）: la 

zona del mio corpo posta sotto l’ombelico e corrispondente al tanden kikai1, fianchi, gambe e pianta 

dei piedi è nel suo insieme il “carattere mu di Jōshū”2; qual è il principio contenuto da questo carat-

tere mu? La zona del mio corpo posta sotto l’ombelico e corrispondente al tanden kikai, fianchi, 

gambe e pianta dei piedi è nel suo insieme il “mio vero volto”3; dove sono le narici di questo volto? 

La zona del mio corpo posta sotto l’ombelico e corrispondente al tanden kikai, fianchi, gambe e 

pianta dei piedi è nel suo insieme la “Terra Pura presente nella mia stessa mente”4; che ornamenti 

ha questa Terra Pura? La zona del mio corpo posta sotto l’ombelico e corrispondente al tanden kikai, 

fianchi, gambe e pianta dei piedi è nel suo insieme il “Buddha Amida che è dentro me stesso”; che 
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legge predica questo Buddha Amida? La zona del mio corpo posta sotto l’ombelico e corrispondente 

al tanden kikai, fianchi, gambe e pianta dei piedi è nel suo insieme il “mio paese natio”; che notizie ci 

sono dal mio paese natio? 

  In ogni istante, quando si tossisce, quando si sputa, quando si agitano le braccia, sia che si 

dorma, sia che si sia svegli, il vero uomo （che pratica） prendendo il coraggio a due mani, come 

succede quando non si riesce a realizzare quello che si è stabilito di fare, se continua a impegnarsi 

ininterrottamente, la coscienza e le sensazioni della vita quotidiana si fermeranno completamente. 

Egli proverà un senso di freschezza e purezza in mezzo al petto, come se si trovasse nel mezzo di un 

blocco di ghiaccio dall’enorme spessore5. Se anche entrasse in una violenta battaglia o si recasse a 

una festa in cui si canta e si balla, per lui sarebbe come trovarsi in un luogo deserto. Inoltre, le 

stesse maestose attitudini mentali del maestro Unmon6, che venivano paragonate a quelle di un 

imperatore, gli si manifesterebbero in modo spontaneo nella loro luminosità, senza che egli debba 

cercarle （per ottenerle）. 

  In questa situazione, la differenza esistente tra i vari Buddha e gli esseri sensienti è sin dall’ini-

zio un’illusione, il ciclo di vita-morte e il nirvana sono come i sogni della notte appena trascorsa7. [Il 

vero praticante] vede chiaramente che il paradiso e l’inferno non sono due cose separate, e che le 

differenze tra il mondo dei Buddha e la dimora dei diavoli non esistono. Egli frantuma la visione di 

saggezza dei patriarchi fondatori del buddhismo8, non rimanendo in questo modo imprigionato 

dall’idea stessa del satori. Spiega così, come meglio crede, le innumerevoli verità della Via e i suoi 

misteriosi insegnamenti, numerosi come i granelli di sabbia del fiume Gange. Salva tutti gli esseri 

senzienti senza mai stancarsi. Si dedica eternamente alla predicazione degli insegnamenti, senza 

tralasciare nulla. È sceso dalla dimensione del vero Vuoto per compiere innumerevoli azioni nel 

mondo reale9 e la sua predicazione del Dharma, tramite svariati espedienti che salvano tutti gli 

esseri, si espande come un’eco nella valle10. Si attacca al gomito l’amuleto che ruba la vita11 e dalla 

bocca tira fuori le zanne e i denti12 che ha affilato nel monastero dell’addestramento zen, la [cosid-

detta] Grotta del Dharma13, facendo penare i monaci venuti da ogni luogo per praticare e liberandoli 

dell’attaccamento come se estraesse loro un chiodo o levasse un cuneo14. Senza tollerare la minima 

trasgressione, egli dedica se stesso ad addestrare uno o anche solo mezzo discepolo15, rendendolo 

un praticante coraggioso dai denti affilati come spade e la grossa bocca aperta simile a un vassoio 

colmo di sangue16, facendolo sembrare un essere efferato e senza moralità nonostante sia in realtà 

un uomo coraggioso ed eccellente nella pratica17. In questo modo, egli ricambia la profonda gratitu-

dine che nutre nei confronti dei Buddha e dei patriarchi. Questa condizione è conosciuta come il 

possesso dei meriti, necessari per edificare il regno di Buddha18, e delle dignità dei bodhisattva19. 

Queste sono le aspirazioni ordinarie di una persona che si distingue tra tutte le altre per 

eccellenza20. 
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  Una tale condizione non è immaginabile neppure in sogno a uno sciocco individuo privo dell’oc-

chio illuminato21, che si rifugia in un luogo silenzioso e deserto come quello di cui parlavo in prece-

denza e si mette a praticare lo zazen, che analizza i propri processi cognitivi22 scambiandoli per il 

Risveglio23, che pensa sia sufficiente eliminare le passioni levigandole e arrestare i moti del pensiero 

purificandoli. Costui è convinto di trascorrere tutto il giorno in uno stato di non attività24, non 

soggetto a condizioni causali e dipendenze, ma in realtà rimane in uno stato di continua attività25 che 

fa scaturire i processi di casualità del mondo fenomenico. Pensa di passare l’intera giornata in uno 

stato di non creazione26, mentre invece rimane tutto il tempo in uno stato di creazione27 che deter-

mina i processi di causa ed effetto. E questo perché?28 Perché la sua comprensione del Risveglio 

non è chiara, perché non è in grado di penetrare a fondo la vera natura delle cose29. È un peccato 

che egli trascorra questa vita umana, che difficilmente ci è concesso di sperimentare due volte, in 

modo inutile, come una tartaruga cieca che si perde in una valle deserta e non riesce più a muoversi 

o come lo spirito di un defunto che protegge la sua tomba. [È un peccato che] debba così ritornare 

nella sofferenza della sua vecchia dimora dei tre regni infernali30 a causa della sua cattiva pratica e 

dell’incapacità di penetrare la sua vera natura. Egli avrà sprecato inutilmente tutte le sue energie e 

alla fine non avrà ottenuto nessun risultato. È qualcosa di veramente triste.

注

1 ） 丹田気海 Tanden kikai. Come abbiamo spiegato in precedenza, i nomi che usa Hakuin per indicare 
questa parte del corpo sono kikai 気海 e tanden 丹田 . Il kikai si trova circa quattro centimetri e 
mezzo sotto l’ombelico, mentre il tanden circa nove. In questo caso il riferimento è al kikai basso, 
luogo in cui si concentra l’aria inspirata, e al tanden basso, punto di raduno di tutte le energie. 
Essendo entrambi situati sotto l’ombelico, sono spesso nominati insieme come un unico termine. 
Unʼaltra parte del corpo chiamata anchʼessa kikai è il kikai alto, che si trova nella zona dei polmoni. 
Secondo il daoismo il tanden è invece di tre tipi: il tanden alto, che si trova tra le sopracciglia, il 
tanden medio, sotto il cuore, e il tanden basso.

2 ） 趙州の無字 Jōshū no muji. Si tratta del primo kōan che, insieme al sekishu no onju di Hakuin, viene 
utilizzato dai maestri zen della scuola Rinzai per istruire i propri allievi alle prime armi con la 
pratica. È uno dei kōan della raccolta Wumen guan 無門關 （in giapponese: Mumonkan） e riporta un 
dialogo del maestro chan Zhaozhou Congshen 趙州從諗 （in giapponese: Jōshū Jūshin, 778-897） 
del periodo Tang. 

3 ） 自己本来の面目 Jiko honrai no menmoku. È un altro kōan utilizzato solitamente nel primo periodo 
di pratica.

4 ） 唯心の浄土 Yuishin no jodo. È l’approccio secondo il quale tutta l’esistenza è una manifestazione 
del nostro stato mentale e anche la Terra Pura ne è una sua manifestazione.

5 ） Hakuin usa spesso l’immagine del ghiaccio per descrivere il suo stato mentale durante la pratica zen.
6 ） 雲門大師 Si tratta di Yunmen Wenyen 雲門文偃 （in giapponese: Unmon Bun’en, 864-949）, 

maestro chan del periodo Tang e fondatore della scuola Yun-men.  
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7 ） Citazione tratta dal Sūtra della perfetta illuminazione o Yuanjue Jing 円覚経 （in giapponese: Engaku 
Kyō; cfr. Taishō shinshū daizōkyō, Tōkyō, 1914-1922, vol. 17, p. 915a）. Il titolo nella sua versione 
completa in sanscrito è Mahāvaipulya pūrṇabuddhasūtra prassanārtha sūtra （『大方広円覚修多羅了
義経』；in giapponese: Daihōkō engaku shutara ryōgi kyō） e si pensa sia stato tradotto in cinese da 
Buddhatrāta nel periodo Tang, nonostante rimangano molti dubbi sulla veridicità di questa tesi.

8 ） 仏祖 Il termine busso si usa per indicare i maestri fondatori di una particolare scuola o lignaggio 
zen. Qui Hakuin vuole spiegare che il vero praticante, superando la realizzazione dei grandi 
maestri del passato, non rimane attaccato all’idea del satori, il risveglio o illuminazione dello zen, 
ed è in grado di insegnare i principi e le verità della Via al loro posto. 

9 ） 空華の萬行 L’immagine qui utilizzata è quella di un “fiore nel vuoto”, che può avere il significato 
di illusione o allucinazione, ma in questo caso si riferisce ad azioni straordinarie compiute attra-
verso la consapevolezza dello stato di Vuoto o di Nulla, nella sua accezione buddhista, raggiunta 
da un vero praticante. Indica, quindi, una persona che ha esteso la manifestazione del vero Vuoto 
alle innumerevoli azioni del mondo fenomenico.

10）谷響の度門 Kotsukyō no domon. Anche qui, come nell’espressione precedente, troviamo un riferi-
mento alle straordinarie predicazioni di un individuo risvegliato che adatta i suoi insegnamenti 
alle capacità spirituali dei suoi ascoltatori, diffondendoli come fa l’eco di una mano che batte e che 
si propaga in tutta la vallata.

11）奪命の神符 Datsumyō no shinpu. Si tratta dell’amuleto che una volta posseduto rende libera la vita 
di una persona e simboleggia il potere spirituale che permette di spazzare via l’ignoranza （無明
mumyō） e di raggiungere il risveglio （悟り satori）. Per Hakuin è una metafora riferita ai kōan.  

12）法窟の爪牙 Hokkutsu no sōge. È un’espressione usata frequentemente dal maestro Chan Hongzhi 
Zhengjue 宏智正覺 （in giapponese Kōchi Shōgaku, 1091-1157）, per esempio nel suo Congrong lu 
（in giapponese: Shōyō roku 從容錄 ; cfr. Taishō shinshū daizōkyō, vol. 48, p. 272c）. Questa espres-

sione è usata in riferimento all’insegnamento di un maestro zen, che usa degli espedienti adatti a 
ogni praticante. Il maestro o il monaco addetto all’istruzione della pratica, chiamato shike 師家, 
viene paragonato a una tigre che usa i suoi denti e artigli per addestrare i giovani monaci. Hakuin 
si serve spesso di questa espressione nei suoi scritti, associandola solitamente alla pratica dei kōan.

13）La grotta del Dharma è una metafora utilizzata per indicare il monastero zen, luogo della pratica, 
spesso chiamato anche “grotta della tigre” （shishikutsu 獅子窟）. Si veda la nota precedente.

14）釘を抜き楔を奪て Tei o nuki setsu o ubatte. Anche quest’espressione è utilizzata per indicare le 
azioni del maestro zen che con i suoi insegnamenti aiuta gli altri a raggiungere il satori. 

15）Con queste parole Hakuin allude all’impegno di un maestro zen nell’istruire un discepolo, anche 
se quest’ultimo non dovesse esserne all’altezza.   

16）Anche queste espressioni indicano la forza spirituale del maestro. 
17）凶悪無義の鈍瞎漢 Kyōaku mugi no donkatsukan. Nonostante l’espressione utilizzata sia negativa, 

qui funge da complimento e indica un praticante eccellente. Questa consuetudine di lodare con 
parole dispregiative è una caratterista distintiva dello zen.

18）仏国土の因縁 Bukkokudo no innen. Bukkokudo indica la terra dei Buddha ed è sinonimo di butsudo 
仏土 e bukkoku 仏国 （in sanscrito: buddhakṣetra）. In alcuni contesti, può indicare la terra d’origine 
del Bhudda e quindi l’India. Innen indica la condizione causale dell’esistenza ed è un concetto 
fondamentale del buddhismo. L’espressione nel suo insieme descrive la realizzazione del regno in 
cui viene trasmesso il Dharma. 

19）菩薩の威儀 Bosatsu no igi. Esprime il corretto agire del bodhisattva, che oltre all’ottenimento del 
suo risveglio si dedica anche alla salvezza di tutti gli altri esseri senzienti. Questa espressione è 
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già apparsa in precedenza （si veda 『研究論叢』 LXXXIII, pag. 299, nota 14）.
20）Le parole qui usate da Hakuin riprendono quelle di un testo cinese del III sec. a. C., il cui titolo 

porta il nome dell’autore, il pensatore confuciano Junshi （in cinese: Xún Zǐ 荀子 , c. 313 a. C.- c. 
238 a. C.）, vissuto nel periodo degli Stati Combattenti. L’opera espone le argomentazioni etiche 
dell’autore ed era molto stimata nel periodo Edo. Possiamo dedurre che nell’utilizzare questo tipo 
di citazioni Hakuin facesse in qualche modo sfoggio del suo spessore culturale e della sua vasta 
conoscenza con il daimyō Nabeshima, non limitate solamente al buddhismo.

21）無眼禿奴 Mugan tokunu. È un’espressione dispregiativa e indica una persona che non ha ancora 
ottenuto il Risveglio. Questa condizione viene spesso descritta metaforicamente tramite l’apertura 
dell’occhio della consapevolezza o l’occhio del Buddha. Toku significa “pelato”, quindi Hakuin si 
riferisce ai quei monaci che pensano erroneamente e presuntuosamente di avere ottenuto il 
satori.

22）識神を認徳して Shikishin o nintoku. Una frase simile si trova nel Keitoku dentō roku （『景徳伝灯
録』 Raccolta della trasmissione della lampada; in cinese: Jingde chuandeng lu）, la più importante 
raccolta di mondō ovvero dialoghi tra maestri e discepoli chan, compilata nel 1004 （era Jingde 景
德 del periodo Song 宋） da Daoyuan 道原. Lʼopera presenta le biografie di 1701 Buddha e 
maestri, inclusi dei laici. Questo numero viene fatto coincidere con la quantità di kōan esistenti, 
anche se in realtà i kōan attualmente utilizzati nella pratica sono considerevolmente meno. La 
frase in questione si trova nel vol. 20 dell’opera, sotto la biografia di Changsha Jingcen 長沙景岑 
（in giapponese: Chōsa Keishin; cfr. Taishō shinshū daizōkyō, vol. 51 pp. 196-467）. Shikishin indica 
la comprensione soggettiva del sé （in sanscrito: vijñāna）.

23）In questo caso, per indicare il “risveglio” o “illuminazione” zen, Hakuin utilizza il termine kenshō 
見性, che letteralmente significa “visione della propria natura” ed è sinonimo di satori.

24）無為 Mui. Indica la non attività, passiva, neutrale e spontanea, che non è soggetta alle cause e 
condizioni della legge buddhista di causa ed effetto, ed è trascendentale e immutabile, non condi-
zionata dai sensi e non soggetta alle azioni del mondo fenomenico e alle loro conseguenze. Tra le 
sue caratteristiche è presente anche quella di essere incomposta e increata （in sanscrito: 
asaṃskṛta）. In particolare nello zen indica l’azione priva di attaccamento scaturita dallo stato 
mentale del satori.

25）有為 Ui. Il contrario di mui. Indica l’attività cangiante e fenomenica, che è sottoposta ai processi 
derivati dalla legge di causa ed effetto e dalle leggi del karma （in sanscrito: saṃskṛta o anche 
saṃskārata）. 

26）無作 Musa. Attività scaturita da uno stato di non pensiero, quindi non artificiale e priva di effetti. 
27）有作 Usa. Termine che esprime il contrario di musa. Attività determinata da una condizione di 

attaccamento e di dipendenza mentale e che produce cause e condizioni.
28）見道分明 Kendō bunmyō. Questi due termini indicano rispettivamente la visione della propria 

natura e il risveglio alla propria natura originaria o buddhità. Kendō è un’abbreviazione di kenshō 
godō 見性悟道 , la pratica che porta all’ottenimento del kenshō e del satori. Per Hakuin queste non 
sono condizioni che si ottengono una volta e per sempre, ma sono esperienze che si possono 
ripetere innumerevoli volte nel corso di una vita dedicata alla vera pratica zen. 

29）法性の實際 Hōsshō no jissai. La vera natura delle cose o realtà completa in se stessa （in sanscrito: 
dharmatā）. Jissai indica la verità assoluta insita nel reale.

30）三塗 Sanzu. Si riferisce alle tre forme di rinascita sotto le spoglie di esseri infernali, spiriti affamati 
e animali. 
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〈Résumé〉
  En français, L’expression morte saison signifie « période de déclin ou d’arrêt de l’activité 

dans un secteur de l’économie ». Son origine décrit la saison où la terre est morte, ne produit 

rien. être de saison signifie « être opportun, convenable, de circonstance », surtout un emploi 

négatif.

  A lʼopposé, lorsqu’on dit d’une chose qu’elle est hors de saison, on veut dire qu’elle est 

« déplacée, inopportune ». En français, en italien et en roumain, les expressions ayant pour 

thème l’été comportent souvent des noms de saints et expriment le temps. En japonais, les 

noms de saisons donnent naissance à des expressions permettant de parler du temps de 

chaque saison.

0．はじめに

　季節とは毎年，規則的に繰り返される天文または気象現象に基づき，一年を区分したもので，

慣習上一年を等分して四季とする。四季の変化は太陽高度の年変化によって生ずる日射量，気温

の変化に起因する。四季の概念は中緯度地方（温帯）固有のもので，北半球では春は 3～5月，

夏は 6～8月，秋は 9月～11月，冬は 12月～2月とする。これは科学的ではなく便宜的な区分で

ある。高緯度地方では夏は短いかこれを欠き冬が長い。低緯度地方（熱帯）では気温の変化が小

さく，雨期と乾期だけに区分され，太陽高度の高い時季（夏）に雨期となる。天文学的な季節で

は，春分から冬至を春，夏至から秋分を夏，秋分から冬至を秋，冬至から春分を冬とする。この

季節区分は日本に伝わり，長い間用いられ，現在でも用いられているが，この季節区分は機械的

なため，実際の天候の移り変りとはあわない点が多い。一方，自然季節では，実際の天候推移に

基づき分けた季節を言う。日本では春，梅雨季，盛夏，秋霖季，晩秋，冬の 6つに大別される。

日常生活や長い年月にわたって日数を数えるのに便利な方法として考えられたのが暦である。日

数を数えるといっても無限に，はじめ終わりなく続き日を何の区切りもなく際限なく数えていく

わけにはいかない。その区切りとして採用されたものが週であり，月であり，年である。さらに

紀元とか年号も用いられる。区切りの中で日，月，年などは地球，月，太陽などに関係した自然

の周期であり，一日の細分である時間とか週は人工的なものである。これらの周期を適当に組合
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せて日を数える方法を示すものが暦法ということができる。これらの周期のうち太陽によるもの

を主に考えた暦法が太陽暦，月の運行の周期を主にしたものが太陰暦，月によって毎月のはじめ

や長さを決めるが，季節と日付との調節を考えて適当に閏月を考えた暦法が太陰太陽暦である。

そこで本稿では，ロマン諸語と日本語の故事・諺・成句にみられる季節名，月名，曜日名による

比喩表現を比較し，日本と西洋諸国の文化の違いについて考察するとともに，ロマン諸語間の比

較を通して共通点および相違点を明らかにする。

1-1．saison・季節

季節 種類 表現 意味 転義

saison 隠喩
機会

donner saison （季節を与える→）機会
を与える

（農作業など
の）時期，収
穫期，（人間
活動の）活動
期，（服飾）
シーズン，湯
治（の時期），
時機，好機

隠喩
適切

être de saison R 1） （季節に属している→）
時宜にかなっている，適
切である

隠喩
不適切

être hors de saison R （季節外である→）時宜
にかなっていない，不適切
である，時期外れである

隠喩
季節労働

faire la saison R （季節を作る→）シーズ
ン客目当ての商売をする，
（農繁期に）季節労働する

隠喩
農閑期

saison morte （死んだ季節→）農閑期，
（経済活動の）沈滞期

（ital.）
stagióne

隠喩
繁忙期

alta stagióne （高い季節→）（観光に
ついて）繁忙期，

農耕，作物な
どの）節，旬，
行事などの）
シーズン，時，
時候，時代，
時機，機会

隠喩
客足が少な
い時期

bassa stagióne （低い時期→）客足が少
ない時期

隠喩
暇な時期

stagióne morta （死んだ季節→）商売の
暇な時期

隠喩
晴天の多い
時候

la bella stagióne （美しい時候→）晴天の
多い時候

隠喩
春・夏

la buona stagióne （良い季節→）春・夏

隠喩
悪い時候

la brutta stagióne （嫌な時候→）悪い時候

隠喩
秋・冬

la cattiva stagióne （悪い季節→）秋・冬
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（roum.）
anotímp

（esp.）
estación

隠喩
ガソリンス
タンド

estación de servicio （サービスの季節→）ガ
ソリンスタンド，サービ
スステーション

，［ラジオ・TV］ 
局，観測，研
究所施設，滞
地，生息隠喩

ワ ー ク ス
テーション

estación de trabajo （仕事の季節→）ワーク
ステーション

（port.）
estaçao

本義）立ち寄
り， 停， 駅 
（転義）季節
機会，チャン
ス，シーズン

　フランス語では，季節に属すから適切である。季節外であるから不適切である。イタリア語で

は季節あるいは時候の意で，良い時候から晴天の多い時候，良い季節から春・夏の意，嫌な時候

から悪い時候，悪い季節から秋・冬の意，スペイン語では季節と同様に駅，施設の意があること

からサービスの施設，仕事の施設から前者はガソリンスタンド，後者はワークステーションの意。

ポルトガル語では，本義が駅で，転義が季節である。

1-2．saison・季節による比喩表現の要因

特性 連想 諺 その他

フランス語 2 2 1

イタリア語 2 3

ルーマニア語

スペイン語 2

ポルトガル語

2-1．printemps・春

季節名 種類 表現 意味 転義

prin-
temps

諺

隠喩

Une hirondelle ne fait pas le 
printemps2）

C’est le printemps.

（一羽のツバメでは春が
来ない→）一事で万事を
計るな

春だ，青春だな（急に陽
気になったり，恋愛づい
たり，にきびがでた人な
どについて言う）

青春，若い盛，
発展期，変革
期，芳紀
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（ital.）
prima-
vèra

（希望に満ち
た）初期，青
春期，サクラ
ソウ

（roum.）
prima-
vára

（esp.）
prima-
vera

青春［期］，
盛の年，（若
い女性の）年，
サクラソウ

（port.）
prima-
vera

青春，［詩語］
歳，サクラソ
ウ

［成果］

　春植えざれば秋実らず：もとになることをしておかなくては，成果を得られないことのことの

たとえ。

［晴れ］

　春海秋山：春は海が，秋は山が晴れるとよい天気になるということ。

［にわか雨］

　春沖秋山：春は海の沖合が曇り，秋は山の方が曇れば俄雨が降るということ。

［日照り］

　春の朝焼けは日照り：ふつう朝焼けは雨の前兆だが，春は日照りになるということ。

［長いもの］

　春の日に継ぎをしたよう：長い春の日に，さらに継ぎ足しをしたよう。ながいもののたとえ。

［呑気なこと］

　春の日に庇をかける：呑気な人を評していう。

［思春期］

　春の目覚め：思春期になって性の欲望が生じること。

　フランス語の諺のみにギリシアのアリストテレスが引用した表現がある。

2-2．printemps・春による比喩表現の要因

特性 連想 諺 その他

フランス語 1  1

イタリア語
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ルーマニア語

スペイン語

ポルトガル語

3-1 été・夏

季節名  種類 表現 意味 転義

 été 隠喩
小春日和

 l’été de Saint-Luc R （聖ルカの夏→）聖ルカ
の祝日（10月 18
日）の頃の陽気：小春日
和（10月
中旬）

夏らしい夏

（l’）été de Saint-Martin
 R  S 3）

（聖マルタンの夏→）聖
マルタン記念日（11月
11日）の頃の陽気 :小春
日和（11月初旬から中
旬），老人の若返り

隠喩
北アメリカ
の小春日和

l’été indien = l’été des
Indiens ［des Sauvages］
 R  S

（インディアンの夏→）
（北アメリカの）小春日
和（10月中）

隠喩
夏服を着る

 se mettre en été R  S （夏に入る→）夏服を着
る

（ital.）
 estate

隠喩
小春日和

 l’estate di S. Martino （聖マルティーノの夏
→）聖マルティーノの祝
日の頃の穏和な天気，小
春日和，若返り

（roum.）
vára

隠喩
小春日和

 vara sfintilor arhangheli （聖大天使の夏→）小春
日和

（esp.）
estío

（port.）
 estio

成熟期

［楽あれば苦あり］

　夏歌う者は冬泣く：夏に遊びくらすと，冬になって貯えがなくて苦しむこと。

［痩せた人］

　夏の鰺で痩せっぽち：痩せた人をたとえていう。

［根性が悪い］

　夏の鰯で腹が悪い：夏の鰯の内蔵が腐敗しているの意の「腹が悪い」に腹が黒いの意をかけて
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いうしゃれ。

［雨が降る］

　夏の夕焼け雨が降る：夏の日の夕焼けは，翌日雨が降る前兆である。

［つまらないこと］

　夏の風邪は犬も引かぬ：夏に風邪を引くのは全くつまらないということ。

［不用］

　夏の小袖：小袖は冬着として用いるところから，時期はずれで不用なものをいう。

　フランス語とイタリア語では聖マルタンの祝日の頃の夏から 11月初旬～中旬の小春日和，

ルーマニア語も聖大天使の夏から小春日和，フランス語だけにみられるものとしては，10月中

旬の小春日和を聖ルカの夏と言い，夏に入るから夏服を着るの意。インディアンの夏から北アメ

リカの小春日和の意。スペイン語，ポルトガル語にはみられない。

3-2．été・夏による比喩表現の要因

特性 連想 諺 その他

フランス語 1 3

イタリア語 1

ルーマニア語 1 1

スペイン語

ポルトガル語

4-1．automne・秋

季節名 種類 表現 意味 転義

automne 隠喩
凋落期

être à l’automne de sa vie （人生の秋にいる→）凋
落期にいる

（人生の）成
熟期，凋落期

（ital.）
autunno

l’autunno della vita （人生の秋→）初老期 （衰退期の前
の）初老期

（roum.）
toámna

（esp.）
otono

el otono de la vida （人生の秋→）初老期 初老期

（port.）
outono

収穫期，衰退，
初老期

［雨］

　秋の朝焼けは雨が近い：秋に朝焼けがするのは，近いうちに雨の降る兆しである。
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［心変わり］

　秋の風：「秋」に「飽き」をかけて，物事がいやになること。心変わりすること。

　秋の空：秋は天候が変わりやすいところから，気持ちが変わりやすいのたとえ。

［飽きる］

　秋を吹かす：「秋」を「飽き」にかけていう。飽きて嫌になる。主として男女の愛情のさめる

ことをいう。

　人生の秋という表現でフランス語，イタリア語，スペイン語では成熟期（初老期）の意。ルー

マニア語を除くロマン諸語では，秋そのものが成熟期（初老期）の意である。四季を人生に見立

てたメトニミーである。

4-2．automne・秋による比喩表現の要因

特性 連想 諺 その他

フランス語 1

イタリア語 1

ルーマニア語

スペイン語 1

ポルトガル語

5-1．hiver・冬

季節名 種類 表現 意味 転義

hiver 隠喩
老年

 hiver de la vie［des ans］ （人生の冬→）老年 ［文章］星霜，
老年

（ital.）
inverno

（roum.）
iárna

（esp.）
invierno

（中米）雨期

（port.）
inverno

 inverno de vida （人生の冬→）晩年 ［ブラジル］
雨期，老年

［風の向き］

　冬西風に春東，秋北風に夏南：四季に吹く風向きをいう。

［雪］

　冬の南に雪連れる：冬，南風が吹くと雪が降る。
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［天候判断］

　冬，東風が吹けば雨：「西風が吹けば晴れ，西北風が吹けば雪」と続く。

［繁栄が間近い］

　冬来たりなば春遠からじ：つらい厳しいところを耐えぬけば，幸福な繁栄も間近いことのたと

え。

［考える］

　冬の蛙で考える：「寒蛙」と「考える」をかけたしゃれ。

　フランス語とポルトガル語では人生の冬から老年（晩年）の意。秋と同様に四季を人生に見立

てたメトニミーである。

5-2．hiver・冬による比喩表現の要因

特性 連想 諺 その他

フランス語 1

イタリア語

ルーマニア語

スペイン語

ポルトガル語 1

6．おわりに

　saison・季節による表現ではフランス語とイタリア語では季節であるが，スペイン語では施設

の意があり，ポルトガル語では本義が駅で，転義が季節である。春についてはフランス語では，

人生に見立てて青春の意，夏については，フランス語，イタリア語，ルーマニア語では聖人の日

の頃の夏（陽気）から小春日和の意，秋については，フランス語では人生に見立てて凋落期，イ

タリア語，スペイン語，ポルトガル語では初老期，冬についてはフランス語とポルトガル語では

初老期の意というようにメトニミーである。

注

1） Rは「ロワイヤル仏和中辞典」（旺文社）からの引用である。
2） 柳沼重剛編：「ギリシア・ローマ名言集」p. 12
3） S は「新スタンダード仏和辞典」（大修館書店） からの引用である。
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