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『国際言語文化学会 日本学研究』第２号 頭言 

 

2016 年に、「京都外国語大学日本語・日本語教育研究会」及び、「京都外国語大学カルチ

ュラル・スタディーズ研究会」の共同会誌とし、『京都外国語大学日本学研究』創刊号を発

刊しました。この記念すべき第一号は、京都外国語大学の修了生や大学院生など、若手研

究者を中心としてスタートしました。若手研究者が研究を研鑽し発信する場として、意義

のある会誌であったと思います。 

第二号にあたる今年度は、国際言語文化学会における組織として、会誌の名称を『国際

言語文化学会 日本学研究』に改め、発刊することとなりました。また、修了生や大学院生

のみならず、京都外国語大学で教鞭を取られている先生方、及び他大学の教育現場でご活

躍されている先生など、実に、幅広い方々による学術誌となりました。より学術的な発展

を目指す上で、大変意義があったと思います。そして、京都外国語大学の若手研究者にと

っても、知識を深める場、情報を共有する場として、刺激になったと思います。 

また、今回、掲載されたテーマを見ても、言語学、言語教育学、カルチュラル・スタデ

ィーズなど、さまざまな分野による論文が集まりました。諸学問を横断することで、多彩

的な学術誌となったと言えます。これには、前年度よりも、本研究会誌への投稿が増えた

ということもあります。こうした事情もあり、本誌を読んでくださる方々に配慮し、今年

度は、第２号の（１）を言語文化の内容、（２）を言語教育の内容と分けて掲載することと

なりました。このような新しい試みを行えたのは、やはり、投稿くださった先生方のおか

げだと思います。改めて感謝の意を表します。 

 今回の発刊にあたり、様々なご支援をくださった多くの方々に、厚く御礼申し上げます。

今後、本誌が多くの研究者が活躍する場になればと願っております。何よりも、研究者た

ちにとって研究を研鑽し、学術的知識を深める機会となれば幸いです。 

 

日本語・日本語教育研究会 会長

「国際言語文化学会 日本学研究」編集委員 辻 周吾
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マルティン・ハイデッガー 

「ヒューマニズム」書簡（1947）を読む＊ 

―シューベルト『冬の旅』（1827）理解のために― 

Reading the text of Martin Heidegger, Über den “Humanismus” Brief an Jean 
Beaufret, Paris (1947): To understand Schubert, Winterreise (1827) 

 
古畑正富 

 
Summary 

The purpose of this paper is to read the text of Martin Heidegger, Über den “Humanismus” Brief 

an Jean Beaufret, Paris (1947), in order to arrive at a better understanding of later Heidegger and Schubert, 

Winterreise (1827). Considering the symbolism characteristic of Heidegger’s terminology, consequently, it 

offers a close parallel to that of Schubert, Winterreise in literary terms. The reasons are as follows: 

 First, it is well known that Heidegger was deeply affected by the poems of Hölderlin. No wonder, therefore, 

that Heidegger gave much attention to Hölderlin’s destiny (Geschick) in the hidden places, after the 

interruption of Sein und Zeit. Second, it is remarkable that this fact reflects that Heidegger tried to effectively 

make the writing system of “metaphysics”, based on the duality of “light and shadow”, which should be 

essentially equal to the aspect of Lichtung in German. And then, we understand that such a unique idea of 

later Heidegger leads to the leitmotif of Schubert, Winterreise, through the glass of Hölderlin darkly. 

【キーワード】「ヒューマニズム」書簡、『存在と時間』、ヘルダーリン、シューベルト『冬の旅』 

 

 

１．イントロダクション 
 略年表 (1) に沿って、マルティン・ハイデッガー（1889－1976）の境涯を跡づけるとき、

人生の転変や因縁の巡り合わせは、およそ計り知れぬものがある。だからこそ、過酷な政

治史の足元に絡みつく、道義的責任の所在と異なる立場から、人間としてのハイデッガー

に関心を抱くのも無理からず、おそらく、それが両義性、あるいは才能の矛盾律を内包し

た、彼の〈大陸哲学〉と思考回路に浸透する門の役割を果たすと考えられる(2)。 
それでは、ハイデッガーとは何者であり、どのような発展を辿ったのか。四日谷敬子の

先行研究 (3) に則り、分水嶺と化した境域を挟み、鏡像のように前期ハイデッガーと後期ハ

イデッガーを扱うことが有意義であり、とりわけ「ヒューマニズム」書簡(1947)に端を発

する、後期ハイデッガーの段階は、彼の晩年の思惟を導く存在の「明け開け／開けた明る

み（Lichtung）」への問いに比重を掛けたといっていい。しかし、これは精緻であるけれど、

著しく演繹的に議論を進めたゆえに、「世間」という日常性を生き抜く我々の経験値にオ

ーバーラップさせる道筋が捉えがたく、同時に、ハイデッガーの「うつろう感情」が希求

態の歴史叙述へ結びつく契機を上手く掴めないことも間違いない(4)。 
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以上の観点を念頭に置き、ハイデッガーの術語 Zwiesprache（対話＝二重の言葉）を俎上

に載せつつ、後期ハイデッガーに照らしてみた、シューベルト『冬の旅（Winterreise）』(1827）

の理解について考察し、複合的な Lichtung の真意にアプローチすることが、類比的な文学

論の特徴を活かすべく、研究ノートの性格を残して構成・文章化された本稿の目的である。

この場合、後期ハイデッガーの原風景と化した、フリードリヒ・ヘルダーリン（1770-1843）

の詩 (5) が、拡張現実の次元すら実感させる、ハイデッガーの解釈学へ接近するために比較

の定点と見なされるのは妥当であろう。周知のとおり、ハイデッガーには独特の言語感覚

および斬新な造語能力が認められ、その意味から、構図の妙に彩られた、彼の作品を文化

史的視座で検討し、蓋然性をもつ見解を提示することに意を尽くすつもりである(6)。 
 
2．マルティン・ハイデッガー「ヒューマニズム」書簡（1947）を読む 

 渡邊二郎は、マルティン・ハイデッガー「ヒューマニズム」書簡（1947）の要諦を見出

しに設定し、1～103 点に整理したが、本稿では、彼の感情を如実に反映した、その前半部

(1～50 点）の骨法へ照準を合わせてみたい (7)。ハイデッガーは『存在と時間』（1927）に

おける議論を踏まえ、それと共に多岐に亘る問題提起を行なっているが、全体は浩瀚だか

ら思いきって縮めてみると、彼が人間の本質に関する規定を試み、「人間の本質は、存在

によって語りかけられ要求され、『存在へと身を開き－そこへと出で立つあり方』にある」

との言説を繰り返したことは注目に値する(8)。もちろん、こうした明瞭なリフレインの結

果、この書簡は読者に対し、入念かつ執拗な印象を与えるのみならず、重苦しく軋む心の

旋律のごとく、弧を描いて不安の波紋が広がる流れも作ったといえる(9)。そして、こうし

た不協和音の鳴り響く脈絡をあえて対話を通じて現出させたことは、逆説的ながら、感情

を刺激するハーモニーの創造と呼ぶべきであり、近代の孤独な群衆の動きに棹さし、彼ら

に大きな影響を与えたハイデッガーの文学的志向を示してあまりある(10)。 

 ここで、芥川龍之介（1892－1927）の心境を引き合いに出すまでもなく(11)、ぼんやりし

た不安（Angst）と、そこから派生する危うさの感覚
セ ン ス

が生活世界（Lebenswelt）の中で具体

的な恐怖（Furcht）へ結実してゆく様子を探ることは、人間を問うためにきわめて示唆的

である (12)。実のところ、ハイデッガーが『存在と時間』において不安に関する分析を展開

したことは、よく知られているが (13)、そこで重要なメディア (14) となったのは、自己（Ich）

にとって〈拡張現実〉たる「世間」という共同体ひいては共同存在（Mitsein）の在りよう

である (15)。次に、この問題に関連して、『存在と時間』から 2 つの箇所を引用しよう。 

 

① §26 からの引用 (16): Das “Mit” ist ein Daseinsmäßiges, das “Auch” meint die Gleichheit des 

Seins als umsichtig-besorgendes In-der-Welt-sein. “Mit” und “Auch” sind existenzial und nicht 

kategorial zu verstehen. Auf dem Grunde dieses mithaften In-der-Welt-seins ist die Welt je 

schon immer die, die ich mit den Anderen teile. Die Welt des Daseins ist Mitwelt. Das In-Sein 

ist Mitsein mit Anderen. Das innerweltliche Ansichsein dieser ist Mitdasein. 
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② §27 からの引用 (17): Entscheidend ist nur die auffällige, vom Dasein als Mitsein unversehens 

schon übernommene Herrschaft der Anderen. Man selbst gehört zu den Anderen und verfestigt 

ihre Macht. “Die Anderen”, die man so nennt, um die eigene wesenhafte Zugehörigkeit zu 

ihnen zu verdecken, sind die, die im alltäglichen Miteinandersein zunächst und zumeist “da 

sind”. Das Wer ist nicht dieser und nicht jener, nicht man selbst und nicht einige und nicht die 

Summe Aller. Das “Wer” ist das Neutrum, das Man.･･･Dieses Miteinandersein löst das eigene 

Dasein völlig in die Seinsart “der Anderen” auf, so zwar, daß die Anderen in ihrer 

Unterschiedlichkeit und Ausdrücklichkeit noch mehr verschwinden.（下線筆者） 

 

さて、リオ五輪（Rio 2016）の直前、ジャマイカの陸上選手ウサイン・ボルトが夢の中

で、自己の跡を追いかけてくる「その人（das Man）」から逃げきれないとインタビューに

答えたが、それは明らかに、社会に構築される「世間」の風から加えられた圧力や心の痛

みを象徴的に表現する (18)。すなわち、外的な風評がもたらす正負の効果は、作用・反作用

が綾なす物理的な力場に相当し、世界=内=存在（In-der-Welt-sein）そのものの雰囲気を決

定すると言わざるを得ない。おそらく日本人ならば、環境（Umwelt）に順応し「世間」の

支配に屈したとき、「恐れ入る」乃至「痛み入る」という内省の言葉を呟くと思う(19)。 

 それでは、我々にとって、「世間」とは一体何か。ドイツ語において、中性名詞の「その

人（das Man）」が不定代名詞の「人（man）」と異なった範疇
カテゴリー

を指示することは確かであ

る。したがって、高田珠樹は「日常的な現存在（Dasein）が誰（Das “Wer”）なのかと言え

ば、特に何という特徴のない中性名詞としての『ひと』である」と訳すが(20)、現実の社会

的構成を考慮しつつ、細谷貞雄が概念化された「世間」という相互関係性の場を、すでに

見極めていたことも理解することができる(21)。しかし、ハイデッガーの直観によれば、｢こ

の相互の共同存在は、各自の現存在を『他の人たち』の在りようの中に全面的に溶解させ、

他の人たちそれぞれの違いや明確な区別がいよいよ消し飛んでしまう（ Dieses 

Miteinandersein löst das eigene Dasein völlig in die Seinsart “der Anderen” auf, so zwar, daß die 

Anderen in ihrer Unterschiedlichkeit und Ausdrücklichkeit noch mehr verschwinden）」（高田珠樹

訳）わけであり、いみじくも彼自身の「カオス理論（chaos-theory）」(22) がそこに芽吹いて

いたことは疑えない。かくして、複合動詞の「溶解させる（auf-lösen）」について、その前

綴りの意味を考慮し、我々が生きる世界の〈しがらみ〉に比すべき構造―「世間」の中に

｢解き開く／解き開ける」と先験的に表現する必要があり、そこで個的な明示性の消滅す

る様相こそ、ハイデッガー流の混沌の 本 質
エッセンツィア

へ結びつくと考えられる (23)。 
 してみれば、ハイデッガーの史眼（Auge）に映った存在（Sein）と存在者（das Seiende) 

の思惟に「中性名詞」の要素が連鎖的に現われる状態は、決して理由のないことではなか

ろう (24)。もし、「生命（Leben）」≒｢混沌（Chaos）」から、まるで「水（Wasser）」のような

｢運命（Geschick）」の環流が生じ、さなきだに冬の定めなき詩歌（Gedicht und Lied）の調

べを想起すれば、そこでキーワードとなるのは、まさに「感情（Gefühl）」であり、混沌と

『国際言語文化学会　日本学研究』第 2号（1）

33



した世の中―時世を突き動かすのが世情と信じ込む人間の行動原理に他ならない。だから

アリストテレス『詩学』第 6 章（1449 b 27）の解釈に際し、レッシングが eleos（ヘブラ

イ語：חסד）に Mitleid という訳語を当てた有名なケースに照らしてみて、Mitleid/Mitgefühl

⇔Mitsein という洞察から、単なる同情（憐憫）よりも一層、心の底で共感する苦悩（痛み)

が「世間」で重視されることは言を俟たない (25)。なぜなら、それはシンプルだが、実質的

に断片化された市井の人々の気持へ血の通った「一体感」を呼び寄せるからである(26)。 

 これらの背景を観察することで、ヘルダーリンの詩作に接して後期ハイデッガーの成立

過程とその契機を突き詰めることが可能である(27)。一般に、前期ハイデッガーの代表的著

作が『存在と時間』である一方、後期ハイデッガーはその後の「転回（Kehre）」をもって

静かに始まり、「ヒューマニズム」書簡（1947）の公刊という動きにより顕在化すると見な

されるが、本稿は、分水嶺となる境域として、あたかも〈隠れ里〉に類する別天地を拓き、

そこに宿り、独自の生活を続けたにもかかわらず、第二次世界大戦後に「世間」という混

沌と交流・相対する運命に置かれた、ハイデッガーの肖像
ポルトレ

をクローズアップしたい (28)。ち

なみに、ハイデッガーは、それを 3 段階に区分し、1）『存在と時間』を導いていた「存在

の意味への問い」、2）『存在と時間』中断以後の「存在の真性（Wahrheit）への問い」、3）

彼の晩年の思惟を導く「明け開け／開けた明るみ（Lichtung）」への問いを析出した (29)。こ

こには、哲学への寄与を期しながらも、政治的活動に挫折し、雌伏することを余儀なくさ

れた彼自身の感情が煌めき、同様な心の傷を負ったと思しきヘルダーリンとの出会い、そ

して哀傷
ペーソス

／反撥という詩的情熱（Leidenschaft）に満ちた「恋愛モデル」―再魔術化の現象

が浮き彫りにされたといっていい (30)。 

瞠目すべきことに、ハイデッガーは、1966 年に行われた『シュピーゲル（Der Spiegel）』

誌との対話に際し、「私の思惟は、 ヘルダーリンの詩への不可避的な関連のうちに立って

いる」と述べた。だからヘルダーリンによるドイツ的運命の詩作に関しては、ハイデッガ

ー「ヘルダーリンの悲歌
エレギー

『パンと葡萄酒』に」（1943）、「夕べの国の対話」（1946/47－1948）

などの前提とされ、ヘルダーリンへの奥深い関心が、「ヒューマニズム」書簡（1947）でも

繰り返される(31)。それゆえ、根本において、1952 年に行われたトラークル解釈「詩の中の

言語―ゲオルク・トラークルの詩の論究―（Die Sprache im Gedicht: Eine Erörterung von 

Georg Trakls Gedicht）」と変わりがない。――四日谷敬子によれば、ハイデッガーの芸術の

本質への問いは、詩作の本質（das Wesen der Dichtung）への問いに遷移し、｢言葉は在るも

のを在るものとして初めて開けのうちにもたらす。･･･言葉自身が本質的な意味で詩であ

る」と強調したが、同時に「作品がそこへと退き、作品をこの退きのうちに現われしめる

もの」、つまり「隠れ」の様相へ辿り着く (32)。ハイデッガーのヘルダーリン解釈には大き

な文学史的解釈学的問題を残すけれど、それはまさしく、ハイデッガーによる創作と彼の

意図による詩人の「読み替え(Umschreibung＜umschreiben）」を如実に反映している (33)。 

 要するに、ハイデッガーは、詩人と「聖なるもの」の深い関連に、現存在と「存在の真

性」の性起との関連のアナロギーを見出し、神々は自己自身を隠すという仕方でのみ自己
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自身を顕示するとした詩人の陰陽の境地に、「存在の真性」に必然的と思惟される「隠れ」

のアナロギーを把握する (34)。それは取りも直さず、ジョセフィン・テイ『時の娘（The 

Daughter of Time）』（1951）他の歴史ミステリーや、山田風太郎の伝奇小説(35) にみるドラ

マトゥルギーと共通し、森または雑木林を切り拓いて作った空地に立つような、過去に根

ざすヨーロッパの庶民生活を思い出させるだろう(36)。この場合、彼らの方法論が、ヘルダ

ーリンの過ごした孤独な歳月と心象風景を体現した、天上／天下の二重性に基づく遠近法

主義（perspectivism) 、ましてや、そこから湧出する本来的な形而上学（Metaphysik）へと

立ち帰ることは言うまでもない (37)。事実、ハイデッガーは、自分の経験史に透かしヒュー

マニズムを語るとき、近代の人間中心主義に拘泥するサルトルを批判し、大地（ヘブライ

語：אדמה）が恵みを与え（es gibt）、時には奪うことに耐え忍び、自然＝ピュシスと共生

する原初的人間（ヘブライ語：אדם）の真実にも幽遠で暗示的な愛（Liebe）の想いを注ぎ、

｢これまでのあらゆるヒューマニズムに反対し、しかも非人間的なものの代弁者とはなら

ぬような、新たな存在の思索の立場」を提唱する［ヨブ記 1 章 21 節を参照］(38)。 

次節で補完するとおり、こうした状況は、シューベルト『冬の旅（Winterreise）』（1827）

を読み込むときに肝要であり、私見になるが、日本の歌曲『荒城の月』(1901／作詞：土井

晩翠、作曲：瀧廉太郎）に鑑み、後期ハイデッガーの詩的想像力が「光と影」を綾なし、

日本人の心の琴線に触れる姿容をもつことを力説しておきたい［資料 1 を参照］ (39)。 

 

〈資料 1〉 

日本の歌曲『荒城の月』（1901／作詞：土井晩翠、作曲：瀧廉太郎） 

 
1． 春高楼の花の宴 巡る盃影さして 

千代の松が枝分け出でし 昔の光今いづこ 
2． 秋陣営の霜の色 鳴きゆく雁の数見せて 

植うる剣に照り沿ひし 昔の光今いづこ 
3． 今荒城の夜半の月 変はらぬ光誰がためぞ 

垣に残るはただ葛 松に歌ふはただ嵐 
4． 天上影は変はらねど 栄枯は移る世の姿 

映さむとてか今も尚 ああ荒城の夜半の月 
 

 

3．シューベルト『冬の旅』（1827）理解へ向けた仮説の提示 

まず、森田直子の研究動向論文から、日本の感情史研究をめぐる説明に留意したい。「例

えば、歴史家が基本として用いる文献史料―とりわけ広義の公文書類―には、歴史上の行

為者が特定の状況において感情を表現したのか否か、どのように表現したのかが明示され

ていることは少なく、それゆえ伝記研究を除く伝統的な歴史研究では、行為者の感情が問
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題にされることは滅多にない。他方、文学としての歴史小説では、読者の感情移入の程度

がその作品の成否の鍵を握るため、彼らの『情』に訴えるべく作者は工夫を凝らす。また、

科学性を重視する歴史研究では、研究者自身の感情や主観は極力排除すべきとされる傾向

が強いのに対し、文学作品では形容詞や副詞が効果的に用いられる。つまり、歴史学と感

情とは一見したところ親和性を持っておらず、日本における歴史研究で『感情史』が地歩

を占めていないのも、それほど驚くべきことではない･･･」 (40)。 
むろん、日本の歴史学界における通説には首肯できる部分が多いにもかかわらず、いく

つかの問題が挙げられる。第一に、森鷗外の作品を含む、広義の史伝系列では、読者の皮

相的な感情移入を拒絶する技法が施され、それがかえって、彼らの興味を掻き立てる効果

を生むという現象が充分考慮されていない(41)。この状況は、多岐にわたる歴史小説の特性

に無頓着であることを意味する。第二に、他者に見せる文章であるなら、名誉（honor）や

恥じらい（blush）の気持が働き、何らかの修辞的表現を駆使するのが普通であり、こうし

た傾向は、古典教養や詩学を基礎とした歴史研究を志向する欧米の学会では、今日もなお

根強く残る伝統であろう。したがって、率直にいえば、日本における歴史研究で『感情史』

が地歩を占めていないのは、むしろ驚くべきことであり、欧米の先行研究の影響を受けた

文化史において、それを凌駕するがごとき、冷徹・非情な機械論的見解が主流になったと

も思えない。現実問題として、カトリック第七の秘蹟にも指定された〈結婚〉について言

えば、関連性の薄い a 点と b 点、つまり生の断片(fragment）を線として連結する努力を通

じ、男女の新しい生活の土台が固まり、やがて〈家族〉と呼ばれる枠組みの中で歴史叙述

の素材となる［表 1 を参照］(42)。かかる神秘的な出来事を凝視したうえでの詩的想像力が

学問を涵養し、切り拓いてゆく拠り所と化す論理は、おそらく自然科学者のほうが肉薄し、

まるで、せせらぎの音を聴くように〈法則〉の存在理由を直観的に見抜いてきたと推察さ

れる (43)。その結果、サブカルチャーと密接に関係し、社会の中で刻々と現実の拡張・敷衍

を続ける歴史小説について、ドクサ（doxa）の動きの背景を熟知することなく、ステレオ

タイプな感想を述べるべきでないことに、我々は改めて注意を払わなければならない。 

さて、萩原朔太郎の詩集『氷島』（1934）の序は、近代の抒情詩が詩的情熱の単一な原質

的表現を忘却したことを指摘し、次のように語る。「･･･しかしながら思ふに、多彩の極致

は単色であり、複雑の極致は素朴であり、そしてあらゆる進化した技巧の極致は、無技巧

の自然的単色に帰するのである。芸術としての詩が、すべての歴史的発展の最後に於て、

究極するところのイデアは、所詮ポエヂィの最も単純なる原質的実体、即ち詩的情熱の素

朴純粋なる詠嘆に存するのである。･･･かうした理屈はとにかく、この詩集に納めた少数

の詩は、すくなくとも著者にとつては、純粋にパッショネートな詠嘆詩であり、詩的情熱

の最も純一の興奮だけを、素朴直截に表出した。換言すれば著者は、すべての芸術的意図

と芸術的野心を廃棄し、単に『心のまま』に、自然の感動に任せて書いたのである。した

がつて著者は、決して自ら、この詩集の価値を世に問はうと思つて居ない。この詩集の正

しい批判は、おそらく芸術品であるよりも、著者の実生活の記録であり、切実に書かれた
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心の日記であるのだらう。著者の過去の生活は、北海の極地を漂ひ流れる、侘しい氷山の

生活だつた。その氷山の嶋々から、幻像のやうなオーロラを見て、著者はあこがれ、悩み、

悦び、悲しみ、且つ自ら怒りつつ空しく潮流のままに漂泊して来た。著者は『永遠の漂泊

者』であり、何所に宿るべき家郷を持たない。著者の心の上には、常に極地の侘しい曇天

があり、魂を切り裂く氷島の風が鳴り叫んで居る。さうした痛ましい人生と、その実生活

の日記とを、著者はすべて此等の辞意に書いたのである。･･･」 (44)。 

 

表 1 二重性の風景と囲い込み：対概念とシンメトリーの構造  

 

p (a, b) = 1/2 = p (-a, b) 

男 （父） 

 

集合（子） 

 

女 （母） 

現象 ← 事象／事実 ← 物体「仮説」← 風景（外部地平）

↓ 

現象／本質の中間「場」≒肖像 →（父）写像／（母）心像

 ↑ 

本質 ← 形象／真実 ← 基底「仮説」← 風景（内部地平）

不定性 ＝ 流動性

 

連続性 ＝ 二重性

 

安定性 ＝ 固着性

 

このライト・モチーフは、松本清張『半生の記』（1963-1964）と通底するはずであり (45)、

別の機会における平野謙の解説によれば、一般に近代日本文学の伝統には、いわゆるサク

セス・ストーリーの根が乏しく、概ね否定的な人間像を主人公に選ぶのが常道だが、松本

清張の初期作品はネガティヴな人間像といっても、常に陰に陽に権力者側と対峙して、そ

の挙句、身を破ったり、世を逃れたりする異端の人々を主人公としているところに特徴が

ある (46)。そして、平野謙は同時に、鋭い舌鋒で「つまり、ポジティヴなものとの対比にお

けるネガティヴなものの描出ではなくて、いわばポジティヴなもののなかにおける肯定的

と否定的のコンプレックスを描いてみせてもらいたいのである」と語りかけ、図らずも、

後期ハイデッガーの作風に示される「光と影」のメタ的な様相へ接近したことは看過でき

ない (47)。この問題を踏まえ、次に、ヘルダーリンの詩の特色を挙げ、シューベルト『冬の

旅（Winterreise)』（1827）へのミッシング・リンクを追跡してみよう。 

 たとえば、人口に膾炙した、ヘルダーリンの作品として、a) 『昔と今（Ehmals und Jetzt）』

(1798）；b) 『夕べの幻想（Abendphantasie）』(1799）；c) 『パンと酒（Brot und Wein: An Heinze）』

(1800/1801）；d)『回想（Andenken）』（1803）などを触媒（medium）として取り扱うが、こ

れらは総じて、夕方（Abend）→ 夜（Nacht）の様相、あるいは、それに随伴する個的な影

(Schatten）の表象が印象的なヘルダーリンの作品である (48)。もっとも、『昔と今』『夕べの

幻想』『回想』では文脈上、寂しさと孤独の景観を表すことにより、人生を彩る暗い輝きの

比喩として、影に関する間接的な造形がなされるものの、『パンと酒』では直接的な描写

が見られ、ヘルダーリンにおける影の用法をよりよく理解することができる。Duden など

の語彙的データを吟味し、「影の現象学」(49) と結合されるパターンは、次のとおりである。
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すなわち、①ドイツ語の男性名詞＝Schatten；②ドイツ語の複数名詞＝Schatten；③ドイツ

語の女性名詞＝Silhouette（フランス語からの借用語であり、「影絵」を意味する）；④メタ

ファーとしての影：影像（ドイツ語の中性名詞＝Schattenbild）、分身／影法師（ドイツ語

の男性名詞＝Doppelgänger）他である。興味深いことに、『パンと酒』を子細に読むとき、

①と④の要素が特徴的に出現することがわかる(50)。①「しかし澄んだ眼も時には影を愛し

(Aber zuweilen liebt auch klares Auge den Schatten）」；「影の国から人界に、神々の日は到来

する（Aus den Schatten herab unter die Menschen ihr Tag）」；「我らは心なきもの―影なのだ

から（denn wir sind herzlos, Schatten）」④「見るがよい！ 我らが地球―大地の影、月もま

た（Sieh! und das Schattenbild unserer Erde, der Mond）」。 

それゆえ、ヘルダーリンの詩と同時代の作品といえる、シューベルト『冬の旅』、とくに

第 1 曲の「おやすみ（Gute Nacht）」において、ドイツ語の男性名詞 Mond[en]schein（月光）

⇔ Mond[en]schatten（月影）という表裏一体の等置が我々の目を引く［資料 2 を参照］(51)。

さらに、Schattenbild について、中性名詞の Lichtbild/Photo（写真）との関係性も問われな

ければならない。実際、「（異質な）よそ者」を意味する Fremd がこの曲集の最初の単語

であることは重要である (52)。なぜなら、社会にとっての「よそ者」、恋人や家族にとって

の｢よそ者」の肖像、そんな寂寥とした孤独感が、序の巻から始まり、テクスト全体を一貫

して流れる明白なテーマと考えられるからである(53)。とすれば、そこで生々しく描写され

るのは、影を背負い、黙々と世界を歩き続ける旅人（＝旅の者）のイメージであり、ハイ

デッガーが｢ヒューマニズム」書簡のなかで、故郷喪失の運命に翻弄される理性的／近代

的人間の様子について、「存在の投げによって、人間は存在の開けた明るみ(Lichtung）の

なかに住み、この存在の近さが故郷であるが、近代的人間は故郷喪失の運命のなかにある」

のごとく諄々と説き(54)、「存在の近隣へと歩みゆく旅人として、あくまで途上（auf dem Weg）

にとどまる」ことを独白するに至ったのは特筆に値する (55)。 

 ベートーヴェンの作曲した『幻想曲風ソナタ＝月光ソナタ（Mondscheinsonate）』（1801）

と同様 (56)、Mond[en]schein を「月光」と訳すのが邦訳の定番だが、厳密にいえば「月の輝

き」を表し、ドイツ語では、中性名詞の Mondlicht がより原初的（anfänglicher）な位相に

置かれる。換言すれば、Mondlicht ∈ Mond[en]schein ⇔ Mond[en]schatten という記号論的

構図を注視しなければならず、我々の眼前にある現象としては、Mondlicht が内包（中核）

であり、Mond[en]schatten が外延（被膜）に相当すると推定することができよう。ドイツ

語史を振り返ると、中高ドイツ語の中性名詞 lieht（Licht）(57) から派生した動詞 liehten(58) 

は ①明るくなる ②夜が明ける ③輝く、光る、のように「間伐」の意味を潜伏させている

が、『木村・相良 独和辞典（新訂）』(博友社）は、licht machen の意味で森の伐採に関する

例文に取り上げ、やがて現代ドイツ語で、『独和広辞典』(三修社）の当該箇所が、Lichtung

の意味について、第一義的に「間伐」との訳語を用いるまでになった(59)。 

とまれ、後期ハイデッガーによる自己との対話（Zwiesprache）では、「光と影」の狭間

に佇むように、ドイツ語の Zwie- が語源的に「二重の、二度現われる、二倍の」を意味す
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るが、時として「ばらばらに、引き裂かれた、片割れ、分たれた、揺らいでいる」を示し、

そこから、Zwiesprache が Dialog および Gespräch と異なり、「（内的に行なわれる）モノ

ローグ」の性格を濃厚に映し出すと、日名淳裕はトラークル解釈の中で説明する(60)。この

解釈は、内面の対話で 2 つが鬩ぎ合うヘルダーリンの人生行路と共に、うら若い娘と恋に

落ちたが、彼女との結婚の望みを絶ち切られた若者=主人公の「僕」や、まどろみながら、

闇の森の「間伐」を続け、遙かなる彼方に光を求めゆく心象風景を描破した、シューベル

ト『冬の旅』の道のりと類似している。それは紛れもなく、影に包まれた異邦人(L’Étranger)

が掲げる夢の炬
トー

火
チ

であり、さすらう詩人の道連れに似通って、大地から浮上した気球のご

とく、かけらとなった魂の声を天空へ運ぶ様子を想起させるであろう(61)。 
 シューベルト『冬の旅』の「おやすみ」は 4 分の 2 拍子で書かれ、Mäßig（中庸に）と

記されている。――ポルタートの付された 8 分音符が主人公の歩みのリズムと重なり、さ

らに、47 小節目から「愛はうつろうもの」という歌詞の箇所に pp legato が付されている

ことに基づき、近野賢一・鈴木賢太は「恋に傷ついた者が愛を語るときに、自暴自棄にな

るのではなく、諦めの想いを込めながらこの状況を受け入れようとするところに私たちは

共感する」と述べる (62)。本稿では、旧約聖書的な哀歌
エレギー

を数多く手掛けてきた、イスラエル

の詩人イェフダ・アミハイの作品を勘案し、シューベルト『冬の旅』においても、中性名

詞の子供（Kind) から生まれた少年期の視点が「始まり」に組み込まれるが、やがて男子

→男（父）のように成長・変遷すると仮定したい。村田靖子は言う。「･･･『失われた子供

への哀歌』でうたわれている『失われた子供』は、アミハイ自身の、そしてまた読者一人

一人の中に住む『子供の要素』、またひとりひとりの〈無垢〉な子供時代、そして理想と希

望に燃えたイスラエルという国の失われた幼年時代と幾重にも層をなしている。いなくな

った『子供』の捜索の過程は、換言すれば『失うこと』の受容―『失う』ことが人生の中

で避けえないものだという深い認識と諦念に至るための道筋なのだ」(63)。 

ハイデッガーもまた、恋人であり、ある意味で故郷
ふるさと

というべき、フッサールの現象学を

失い (64)、後期ハイデッガーとして再生したとき、その手元に保持されていたのは、若き日

に親しんだヘルダーリン詩集であった。臨終の床で読み耽ったヘルダーリンは、ことによ

ると、シューベルト『冬の旅』の「辻音楽師（Der Leiermann）」だったかもしれない (65)。 
 

4. 結語 

これまでの議論から判明するとおり、後期ハイデッガーは人間の本質を規定するため、

｢光と影」のメタ的な様相を重視する姿勢を、Lichtung という語彙の二重性に練り込めた。

むろん、これは、彼が志向する隣接的な超越性の命題であり、ヘルダーリンの詩作からシ

ューベルト『冬の旅』へ流れゆく経路
ル ー ト

に包含された、ドイツ・ロマン主義の問題圏にみる

放浪と定着 (66) に関係するけれど、それが果たしてシューベルト『冬の旅』そのものに密着

した「日本学研究」のモデルへ転用可能か否かを検討することは、今後の課題である。 

 ここで、中立の視座により「文化を哲学する」ことを目標に掲げれば、日本人に宿る循
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環的な感情のみならず、ドイツ人が孕む運命という名の「星の時間（Sternstunden der 

Menschheit）」に重ね合わされる詩的想像力が、有意な比較検討の対象になるだろう (67)。

その際、本稿が殊のほか注目するのは、あたかもギリシア神話的な相貌をもつディアスポ

ラ文学に属す、中世ヘブライ語の「ピュート」（典礼詩）であり、落葉のように舞う離散

の民へと想いを馳せるこうした挑戦は、常套的見方を瓦解させ、立ち帰る思索（redire）を

することに繋がるはずである(68)。今回は、その一節を紹介することにより筆を置きたい(69)。 

「シオンよ、貴女に心を奪われた者たちの安否を尋ねないのですか。／貴女の群れの中

で今なお残った彼らは、貴女の安否を尋ねています。／西からも東からも、北からも南か

らも、遠くからも近くからも、／貴女の周り全てからの挨拶の言葉を受け取ってください。

／そして、あなたへの愛に捕われている者（＝私）の挨拶の言葉も受け取ってください。 

／この者は、ヘルモンの露のように涙を流し、その涙が貴女の山々に滴り落ちることを 

切望しています。／貴女の苦悩について嘆く時、私はジャッカルのようになります。／ 

しかし、貴女の捕われ人たちが帰される日を夢見る時、私は貴女の歌を奏でる竪琴
リ ラ

になり

ます。･･････」(70)。そして、解き放たれた「ジャッカル」という言葉を見るたび、我々は

シューベルト『冬の旅』の「獣の足跡を辿る」という回想へ身を焦がす気持になるのだ。 

 

〈資料 2〉 

シューベルト『冬の旅（Winterreise）』（1827）に付された、 

ヴィルヘルム・ミュラーのドイツ語原詩 

 
Gute Nacht「おやすみ」甲斐貴也（訳） 

http://members3.jcom.home.ne.jp/goetheschubert/kaitakayawinterreise.htm 

 

1. Fremd bin ich eingezogen,                  よそ者として来た僕は 

Fremd zieh’ ich wieder aus.                 またよそ者として去ってゆく 

Der Mai war mir gewogen                  五月は僕を慕って 

Mit manchem Blumenstrauß.                たくさんの花束をくれた 

Das Mädchen sprach von Liebe,              あの娘は恋心を口にし 

Die Mutter gar von Eh’.                    その母は結婚とまでも 

Nun ist die Welt so trübe,                   だが今世界は暗澹とし 

Der Weg gehüllt in Schnee.                  道は雪に覆われている 

2. Ich kann zu meiner Reisen                    旅立ちの時を 

Nicht wählen mit der Zeit,                   選ぶことはできない 

Muß selbst den Weg mir weisen        自分で道を探さねばならない 

In dieser Dunkelheit.                        暗闇のなかで 

Es zieht ein Mondenschatten                  月明りの影［法師］を 
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Als mein Gefährte mit,                       道連れとして 

Und auf den weißen Matten                   白い広野の上に 

Such’ ich des Wildes Tritt.                    獣の足跡を辿るのだ 

3. Was sol lich länger weilen,                    彼等に追われるまで 

Daß man mich trieb’ hinaus,                   留まる義理があろうか 

Laß irre Hunde heulen                        猛る犬たちは吠えるがいい 

Vor ihres Herren Haus.                        主人の家の前で 

Die Liebe liebt das Wandern,                   愛はさすらいを好むもの 

Gott hat sie so gemacht,                       神がそのように創り給うた 

Von Einem zu dem Andern,                    ひとつ所からまた別の所へ 

Fein Liebchen, gute Nacht.                    可愛い恋人よ おやすみ 

4. Will dich im Traum nicht stör en,                君の夢の邪魔をして 

Wär schad’ um deine Ruh’,                    安らぎを乱したくない 

Sollst meinen Tritt nicht hören,                 足音を聞かれないよう 

Sacht, sacht die Türe zu.                      そっと そっと ドアを閉める 

Schreib im Vorübergehen                      通りすがりに書きとめよう 

Ans Tor dir: gute Nacht,                       門に「おやすみ」と 

Damit du mögest sehen,                       君を想っていたことを 

An dich hab ich gedacht.                      わかってもらえるように 

 

注 

＊ 本稿は、「KGCS：カルチュラル・スタディーズ研究会＆日本語・日本語教育研究会  第 2 回

合同研究会」で行なった講演（2016 年 7 月 29 日／京都外国語大学）を加筆修正したが、新し

い角度から精査しつつ、そこで使用された材料も再考している。  

(1) マルティン・ハイデッガーの略年表に関しては、インターネットの Wikipedia に収録された

データを参照。その点、ドイツ・ルクセンブルク・フランス合作映画『ハンナ・アーレント

(Hannah Arendt）』（2013／マルガレーテ・フォン・トロッタ監督）の描法
メ チ エ

が面白い。 

(2) 京都学派におけるハイデッガーの影響を測定した研究は、枚挙にいとまがない。だが、その

射程をチェックすると、ややもすれば、後期ハイデッガーの位置づけが曖昧である。平子 1997

は注 1（HERMES-IR p.15）で、次のような前提を記す。「本稿におけるハイデガーは、『存在

と時間』におけるハイデガーである。本稿においては。いわゆる後期のハイデガーについては

全く論究することができない。･･･対象を和辻が熟知していたハイデガーに限定することが必

要であった。また後期ハイデガーの切開いた新たな理論的可能性を見極めるためにも、『存在

と時間』の論旨をとりあえず正確におさえておくことが不可欠であった」（原文ママ）。なお、 

     曖昧さ（Zweideutigkeit）という現象に関しては、Heidegger 1967, p.173-175 を参照。  

 (3) 四日谷敬子の先行研究は数多く挙げられるが、本稿では主として、四日谷 1988 に依拠した。 
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 (4) 近年、ベルリンのマクス・プランク人間形成研究所（Max-Planck-Institut für Bildungsforschung）

を拠点に、ウーテ・フレーヴェルト（Ute Frevert）を中心とした、「うつろう感情」を探究する

プロジェクトが実施されている。森田 2016、pp.46-48. 

 (5) ヘルダーリンの詩の訳文について、本稿は、ヘルダーリン 2002 を拠り所にしている。ドイ

ツ語の原文は必要に応じて、インターネットに公開されたものを参照した。なお、ドイツ文学

史の概観に関しては、手塚 1963 が平明である。 

 (6) たとえば、ハイデッガーの有名な術語のうち、身近な自然現象を連想させるものとして、

Zeitigung「時熟」＝「時（機）が熟すこと」という事例が発見される。ハイデッガーが英語に

堪能でなかった所以であろうが、殊さらドイツ語の様々な存在可能性（Seinsmöglichkeiten）に

執着してやまない、狷介な「国語学者」の感情と相貌が、彼にはおのずから垣間見える。  

(7) ハイデッガー 1997、pp.17-95. 1968 年、渡邊二郎はハイデッガーを訪問した。 

 (8) 最初にハイデッガー 1997、pp.40-50 で集中的に語られるけれど、その後もバリエーション

が投入され、全体の構造を支えるように配慮されている。 

 (9)  本稿では、ルッツ 2003 の個別の内容に立ち入らないが、ハイデッガーという特異な人物の 

風袋を知るために通読してみると、彼の私的書簡にみる筆致は時に露骨で圭角があるものの、 

それゆえに「撞着語法」に一脈通じる反復的・土俗的な音楽性を帯びてゆくと考えられる。 

(10) この問題に関しては、Riesman 1950 を参照。諸星大二郎の短編漫画『不安の立像』（1973）も

しくは『感情のある風景（初出時：心のある光景）』（1981）などのシナリオが示唆に富む。 

(11)「芥川龍之介の死」を巡る錯綜した経緯に関しては、松本 2005、pp.213-333 を参照。 

(12) この問題に関しては、Stearns 2006 を参照。そこでは、高度な不安が渦巻き、その想念が栄

養源となり、恐怖に転化される過程が活写される。さらに、松本  1971、pp.439-448 を参照。 

(13) Heidegger 1967, p.184-191. 

(14) メディアの社会的機能である「媒介作用」について、本稿は、第 22 回映画英語教育学会（ATEM）

で行われた、辰巳遼（京都外国語大学非常勤講師）の発表「メディア・テクノロジーとラップ

の物語―音楽の脱領土化とアラブヒップホップ―」（2016 年 7 月 9 日／於：早稲田大学）のレ

ジュメから貴重な知見を得た。それによると、Cultural as lived experience ← (Mediation)→

Culture as representation (Media) という図式が浮かび上がる。  

(15) 本稿が想定するのは、ギルド的共同体 ≒（誓約に立脚した）協同組合（Genossenschaft）で

ある。Schäfer-Lichtenberger 1983, passim. この様態は、自らの道具に誇りを抱く、一徹な

職人気質の芸術家が織りなす「手仕事」とその「手作りの愛（analog love）」を讃嘆した、ハ

イデッガーの言葉によって裏書きされるだろう。ハイデッガー 1997、pp.89-90.  

(16) Heidegger 1967, p.118. 

(17) Heidegger 1967, p.126. 

(18) 日本のテレビアニメ『新造人間キャシャーン』（1973－1974）の筋立てにも、人間関係の諸相

として、「世間」の風への気遣い（Sorge）や、それに伴う苦渋の気持がはっきり印される。 

(19)  古畑 2008、pp.25-26. 関連認識として、森田 2016、p.42 を参照。それによると、「権力地位
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モデル」では、人間の感情のほとんどが権力と地位を基本とする社会関係に起因する。 

(20) ハイデッガー 2013、pp.188-189. 

(21) ハイデッガー 1994、pp.276-277. 

(22) Wikipedia「カオス理論」を参照。 

(23) ハイデッガー流の混沌（ジンテーゼによる一元論的還元）とはいえ、それは必ずしも完全な

オリジナリティーの産物ではなく、むしろギリシア神話の世界観を彷彿させ、旧約聖書的な発

想との接点さえ浮かぶことを認めるべきだろう。畢竟、彼のイデアに着目してみれば、夢枕 

1995、p.19 の「･･･始まりと、終わりと、そして永遠とがその裡で溶け合い、羊水に浮かんで

時を夢見る胎児のように、真理がそこに眠っている」という感慨へ行き着くが、この基礎概念

は当然、創世記（בראשית）の記述と類似している。さらに、ハイデッガーは『存在と時間』

で「人間の魂（Seele）」について、｢人間の存在を形成している心（die “Seele”, die das Sein des 

Menschen ausmacht）」（細谷貞雄訳）と説明する。Heidegger 1967, p.14；ハイデッガー 1994、

p.51. そうした傾向は早くも、ドイツ中世のマイスター・エックハルトを含む、一連の神秘主

義の研究に従事した 1919 年の段階から作り出されたことがわかる。ローマ皇帝ハドリアヌス

(在位 117－138 年）の辞世、｢さまよえる、いとおしき魂よ／汝が客なりしわが肉体の伴侶よ

／汝はいまこそ辿り着かんとする／青ざめ、こわばり、露わなるあの場所に／昔日の戯れも、

もはやかなわで･･････」(多田智満子訳) という詩に関しては、ユルスナール 2008、エピグ

ラフと p.312 他；古畑 2009、pp.8-9 を参照。また、高橋洋子の歌『魂のルフラン』（1997）：

『新世紀エヴァンゲリオン劇場版 Death & Rebirth』の主題歌が、我々の胸に深く刻まれる。 

(24) ハイデッガーが『存在と時間』で、定冠詞により事物の判定基準を設けたことは無視できな

い。ドイツ語における中性名詞の性格に関しては、古畑 2005、p.70 の表 1「自然（女性 ナト

ゥール）形象によるドイツ語の分類：父〈母〉子の三項と概念図」を参照。これらは、①男性

名詞［der］②女性名詞［die］③中性名詞［das］のように、定冠詞付の単数 1 格表記である。 

(25) ドイツ語の Leid は古い言葉であり、各地を遍歴した、吟遊詩人たちの標準的な「詩人語

(Dichtersprache）」と称された中高ドイツ語（1050－1500 年）でも、ハルトマン・フォン・ア

ウエ『哀れなハインリヒ（Der arme Heinrich）』（ca. 1195）に中性名詞 leit として登場する：

｢可愛い娘っ子よ、もうそのことを言うのはおやめなさい。私たちもお前と同じように悲しい

気持なのだから(liebes kint, dâ von gedage:/ez ist uns alsô leit sô dir）」（下線筆者）。古賀 2011、

i-ii、p.303. したがって、ドストエフスキー『貧しい人々』（1846）は、『哀れな人々』と翻訳

することが可能であり、そのほうに我々は妙味を覚えるだろう。  

 

(26) 関連認識として、『一握の砂』（1910）所収の石川啄木の歌「石をもて 追はるがごとく ふる

さとを 出でしかなしみ 消ゆる時なし」が、我々の脳裏をよぎる。この作品に相応しいドイツ

語は、中性名詞の Fernweh であり、Heimweh（内なる郷愁）に対して「遠くへの憧れ」を意味

するが、綴りの後半の Weh は「苦しみ（痛み）」を指す。さらに、デーヴィス 1990 を参照。 

(27) ハイデッガーは『存在と時間』のその後を見つめ、みずから挫折しつつ思索することに目覚
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めたと述懐している。ハイデッガー 1997、pp.88-89. 

(28) 略年表によれば、ハイデッガーの暗転は 1944 年の出来事から窺える。国家に報復された彼

は、「不用」グループに属して国民突撃隊へ召集、ライン川堡塁工事の肉体労働に従事した。 

(29) 四日谷 1988、pp.104. 

(30) 哀傷
ペーソス

／反撥という主題論的な二重性に関しては、福田 1991、pp.74-77、81-82 を参照。それ

ゆえ、ハイデッガーの思考にも、愛（Minne）が想起（Erinnerung）に置換される中高ドイツ語

のパターンが密やかな形ながら、心の奥底に残存すると考えられる。古賀  2011、p.337. 

(31) ハイデッガー 2003；ハイデッガー 1997、p.79. ハイデッガーにとって、ヘルダーリンこそ

は、「詩の本質をことさらに詩作するという詩人の使命によって担われた」ところの、「詩人の

詩人（der Dichter des Dichters）」であった。四日谷 1988、p.110. 

(32) 四日谷 1988、p.109-110. 

(33) この問題に関しては、四日谷 1988、p.117 および p.128 の注 31 を参照。ハイデッガーによる

創作と彼の意図による詩人の「読み替え(Umschreibung＜umschreiben）」に関しては、日名 2011

の分析が正鵠を射ている。 

(34) 四日谷 1988、p.123. この問題に関しては、小岸 2002 が示唆に富む。さらに、ハイデッガ

ー 1997、pp.77-78 を参照。社会学的な立場で「隠れ」のアナロギーを俯瞰し、それを歴史学

の普遍文法（UG）と捉える努力をすれば、限定的な「教会的形態」を超える空気のような存

在を提示した、Luckmann 1967 による「見えない宗教」の概念に符合するものが感得される。 

(35) 戦前・戦後における日本の伝奇小説の特質とその趨勢に関しては、笠井 1999、pp.227-286 を

参照。本稿では、暗い時代としての「明治」の断面を描いた『築地西洋軒』（1980）の文脈を

取り上げる。この作品は、森鷗外『舞姫』（1890）並びに『普請中』（1910）に基づいて創作さ

れたが、とくに『普請中』がベースになったことは明らかであり、「まだ八時半頃であった。

燈火の海のような銀座通りを横切って、ヴェールに深く面（おもて）を包んだ女性を載せた、

一輌の寂しい俥が西の方へ駈けて行った」という終幕は、ほとんど同じである。山田 1997、

pp.236-238. ただし、『普請中』では元来、「･･･一輌の寂しい俥が芝の方へ駈けて行った」と

書かれ、作者による象徴的な読み替えが巧みに仕組まれた観が強い（場所→運命への変化）。

さらに、六草 2011 による事件後の考証が魅力的である。 

(36) ドイツ語でアイヘ（Eiche）と呼ばれるナラの木は、落葉樹であり、ヨーロッパでは「森林の

王」という異名を有する。今日とは正反対に、森が空地を、木が人を、夜が昼の世界を支配し

ていたのが中世だった。そんな森を切り拓いて道路を作り、点々と空地に光を求める人間の戦

いの日々に関しては、堀米  1991、pp.13-44（プロローグ）、なかんずく pp.14-17 を参照。 

(37) 要するに、ハイデッガーの〈作家的〉資質は、近代の時代精神に束縛された狭義の形而上学

を攻撃するが、その根源を破棄しつつ存在忘却することを狙っていない。「ヒューマニズム」

書簡の随所に読み取れるこの考え方に関しては、ハイデッガー 1997、pp.35-39 他を参照。  

(38) ハイデッガー 1997、pp.50-53、68-71、91-95. さらに、木田 2000、pp.232-235 を参照。 

(39) 土井晩翠は詩人・英文学者であるが、戦前、ホメーロス『イーリアス』と『オデュッセイア』
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の訳詩を 1940 年と 1943 年に発表した。ギリシア神話が擁する英雄伝説とその覚悟性ならび

に決意性（Entschlossenheit）について、土井晩翠の後継者のひとり、呉茂一は端的に、次のよ

うな言葉を発する。「･･･ギリシア人はけして明るい、おめでたい人種ではなかったのである。

彼らが明朗な翳を知らない民族のようにしばしば見受けられるのは、彼らの意志の力と、激し

い努力のためといえよう。近代的、逆説的にいえば、彼らの絶望が彼らを明るくしたのだ

と。･･･ソローンの言が真ならば、彼らは皆不幸である。いずれが真か、彼らはむしろ『幸福』

とは何かと、訊ねているようにも見える。あるいは彼らの価値は、『幸福』が唯一無二の価値

ではないと、身を以て提示するところにあるとも、判断されようか。ギリシア神話は、当然に

彼ら上代ギリシア人の世界観・人生観の結晶であるから」。呉 1969、pp.310-311. 

(40) 森田 2016、pp.39. 

(41) 本稿では、その好例として、山田風太郎の作品と対応する、北方謙三『道誉なり』（1995）の

ような外見的にハードボイルド的文体が際立つ小説も広義の史伝系列と捉えた。 

(42) 出典は、古畑 2008、p.27 の表 1 および p.31 の注 23 である。 

(43) これは本稿の論旨に沿って、ハイゼンベルクの方程式をアレンジしたものである。古畑 2014、

p.272 は、「光が通過し反射する確率を等分に位置づけた、p (a, b) = 1/2 = p (-a, b) という波

束の相対的確率の公式に着目したいが、ハイゼンベルクによると、a が『通過』ないし『伝達』、

-a（非
ナル

a）が『反射（reflection/Spiegelbild）』の現象を表わし、b は実験の環境である」と述べ

る。1935 年の秋、ハイゼンベルクはハイデッガーと数日間対話し、1953 年 11 月 18 日、オル

テガ・イ・ガセットと共に、ミュンヘン工業大学における講演「技術への問い」を聴いた。 

(44)  昭和 9 年初版本（http://www.kikuchi2.com/akiko/hyoto.html）。自他（Ich und Du）が否応なく

混淆した｢無為自然」の深淵を覗くような風趣を伝える、ドイツ語の非人称（3 人称）構文、

Es weht [der Wind ein Blatt vom Baum, von vielen Blättern eines] に関しては、小川 2000、pp.72-

76 だけでなく、古畑 2008、p.31 の注 14 における背景情報も参照されたい。  

(45) この回想的自叙伝の最終段落では、未だ不確定にすぎない「暗色調の中の風景」を形容する

ため、次のような文章を綴っている。「草の生えた線路みちの途中には、炭鉱があり、鉄橋が

あり、長屋があり、豚小屋があった。それが、そのころの私の道であった」。 

(46)  松本 2003、pp.476-477. 加えて、梅原 1967 は豊かな仏教的教養を活かし、「仏の中に地獄

がある」（同書 pp.48-64）という意見を披歴した。これは、「地獄の思想」に列なる天台思想

(十界互具) について整理した部分である。 

(47) 松本 2003、p.477. 

(48) 付言ながら、歴史小説的な長編漫画として、白戸三平『忍者武芸帳―影丸伝―』（1959-1962）

は、2 つの影―単体の影（Schatten）と群体の影（Schatten）を重ね合わせ、要所要所に起伏を

付けた作品のプロットを目指したと考えられる。  

(49) 「影の現象学」の心理学的側面を知るうえで、河合 1987 の事例が有益である。このように、

影を俎上に載せることは、2 つの「反事実の歴史（counterfactual history）」と巧まずして呼応

する。前沢 2016、p.39 によれば、歴史の決定論を論駁する「思考実験」として、「存在論的
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(ontological）」反事実と｢メタ言語的（meta-linguistic）」反事実の役割がそれぞれ評価される。 

(50) 中高ドイツ語では、男女同形の schate/schete （動詞：schatewen/schetewen）が Schatten と同

義の単語として現われるが、女性名詞は「幻影」という意味である。古賀  2011、p.414. 

(51) ヴィルヘルム・ミュラーの詩作と生涯に関しては、渡辺 2009 に詳しい。著者による論評は、

http://members3.jcom.home.ne.jp/goetheschubert/poesieundlebensmuellers.htm にも記録された。そ

れによると、ミュラー作品における特徴の多くは少年期に確立していたこと、解放戦争（1813

－1814）の前線兵士時代ならびに 2 度の失恋の苦悩が作品全体の根底にあること、ミュラー

が、近代社会へのとば口に立ったドイツ人の情熱と憂いを、深く内省的な詩行に結晶化させた

詩人であることが理解される。また、陰陽の調和を主とするミュラーの時間的空間的距離を考

えるとき、英語でいう「サイクル（cycle）」＝「ツィクルス（Zyklus）」の循環的構造をキー概

念として取り扱う必要があるが、それは『冬の旅』のドイツ語原詩にひと際顕著であり、シュ

ーベルトはそれに触発され、音形と音色によるライト・モチーフを構築したと考えられる。 

(52) 旧約聖書ひいては古代オリエントに散見する「よそ者」＝「局外者」の社会的地位に関して

は、Loretz 1984 が提供する研究史が役立つ。  

(53) それゆえ、文化史的視点に即して、シューベルト『冬の旅』の内容を、シリアのダマスカス

に生まれ、16 世紀に活躍した詩人イスラエル・ナジャラ（ca. 1545-1625）作の『わが冬の日々』

と比較することができる。この作品は、苦難の中にある人の気持を歌って、市井の人々に広く

愛された。「わが冬の日々、あなたは私を愛した。／私が悲嘆にくれるこの時、あなたは私を

見すてる。／どうか私を慰めてほしい。／あなたは私を長い間苦しませた。／わが最愛の人

（神）よ。／あなたは、あなたの望む高貴な住まいに住んだ。／あなたは、この民をもろもろ

の民の間から選んだ。／以前、私が読んだときあなたは答えた。／今あなたは私を追いやる。

／わが冬の日々、あなたは私を苦しませた。･･････」（水野信男訳）。池田 2004、pp.92-93. 

(54) ハイデッガー 1997、pp.75-77. 

(55) ハイデッガー 1997、pp.90-91. 

(56)  ベートーヴェンの変奏曲のような運命に関しては、手塚治虫『ルードウィヒ・B』（1987-1989）

が抒情的に描くが、『月光ソナタ』を作曲する場面で絶筆したことは忘れがたい。  

(57) 古賀 2011、p.307. 

(58) 古賀 2011、p.308. 

(59)『独和広辞典』では、Lichtung に licht machen を直結するのは、古語の用法とされている。 

(60) 日名 2011 の「3.1 Zwiesprache」は、ハイデッガーが提起する「詩の中の言語（Die Sprache 

im Gedicht）」のもつ問題として論究する。さらに、ブーバー  1979 を参照。そんな落し所を弁

えた「意見の相違」は、現代ヘブライ語 דעות-חלוקי   のニュアンスに程近いと考えられる。  

     略年表によれば、1957 年、ハイデッガーはボーデン湖マイナウ島でブーバーに会ったという。  

(61) 鹿島 2011、pp.11-32 は、ライナー・マリア・リルケ『マルテの手記』（1910）を通し、影に

包まれた異邦人の感情について考察した。「明治以来、日本人はパリに憧れつづけたが、その

憧れを分析し、心理の襞にまでさぐりを入れてみると、そこには、基本的に二種類のパリがあ
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ることがわかる。一つは明るく陽気で自由気ままな青春を謳歌できる『生都』としてのパリ、

もう一つは青春の暗いパトスを仮託するための陰鬱な『死都』としてのパリである。試みに、

前者を『陽パリ』、後者を『陰パリ』と命名してみよう･･･」（同書 p.13）、「･･･『マルテの手

記』の魅力の一つは、若者が若者であるがゆえにより敏感に感応する『落魄の気分』、つまり、

まだ年若く健康であるにもかかわらず、まるで自分が人生を投げた老人や敗残者であるかの

如くに感じるその『おちぶれ感』をうまく表出したところにある」（同書 p.25）といった言説

は含蓄の深いものであり、同時に、本稿の執筆を牽引する見解として働いた。結局のところ、

内在平面に安住できず、「他者のまなざし」に取り囲まれ、世間をさすらう異邦人の心象風景

が、人間にとって、正負の方向で「（明滅する）自他が見える｣ことに結びつくはずである。  

心境≒気分（Befindlichkeit）としての現存在に関しては、Heidegger 1967, pp.134-140 を参照。 

(62) この問題に関しては、近野・鈴木 2014、pp.133-134 が的確にコメントしている。 

(63) アミハイ 2004、p.145. 

(64) 結果として、『存在と時間』の門前で、甘やかな木陰の夢を育む「菩提樹（Der Lindenbaum）」

の表情を見せた、フッサールの「記念柱」こそが、今日では「糸杉」として痛々しく感じられ

る。バーデン・シュヴァルツヴァルト（黒い森）のトートナウベルクにて、1926 年 4 月 8 日

に書かれた碑文は「尊敬と友情を込めて、エドムント・フッサールに献呈する（EDMUND 

HUSSERL in Verehrung und Freundschaft zugeeignet）」だった。そうしたハイデッガーの憂愁と

｢心のある光景」を、我々の中性化された記憶（Gedächtnis）の中にひっそりと留めておきたい。  

(65)  シューベルト『冬の旅』の第 24 曲「辻音楽師（Der Leiermann）」に関しては、近野・鈴木 

2014、p.146 が要領を得ている。もとより、そこで、際立って印象的な言葉は、「不思議な爺さ

ん、ついていっていいのか。僕の歌に合わせて、手回しオルガンを回してくれるのか

(Wunderlicher Alter, soll ich mit dir gehn? Willst du meinen Liedern deine Leier drehn?）」といえよ

う。関連認識として、スウェーデン映画『野いちご（Smultronstället）』(1957／イングマール・

ベルイマン監督）；米国映画『2001 年宇宙の旅（2001: A Space Odyssey)』(1968／スタンリー・

キューブリック監督）などが考えるヒントを与えてくれる。その点、旧約聖書のヨエル書 3 章

1 節:「老人は夢を見、若者たちは幻を見る」が意味深長である。池田 2016、pp.44-45. 略年

表によれば、ハイデッガーがヘルダーリンの詩情に親しんだのは 1908 年（19 歳）であるが、

結婚したのが 1917 年(28 歳) という事情を斟酌し、当時は素朴な少年〈子供〉の面影を残す、

地方出身の瑞々しい青年だったと推量できるのではないか。爾来、ヘルダーリン詩集は刎頸の

友たる随伴者に擬せられ、ハイデッガーの心のうちで苦悩の調停者と化し、1976 年 5 月には

臨終まで毎日、ヘルダーリンの作品を読んだと伝えられる。  

(66) 心性史の立場に照らしてみた、一般的なドイツ文化における放浪と定着の問題に関しては、

巡礼者の動機や心の巡礼に焦点を合わせた、Ohler 2000 の主張がわかりやすい。フランスで一

世を風靡した心性史の研究動向に関しては、森田 2016、pp.43-44 を参照。 

(67)  この詩的表現は、Stefan Zweig, Sternstunden der Menschheit: Fünf historische Miniaturen（1927）

の表題から採った。ドイツ語では「運命の星」として、男性名詞の「星（Stern）」から派生し
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た Gestirn という中性名詞も用いる。｢迷える者たちは、いかなる星の下に生まれ、どんな軌跡

を描いたか｣という紙背眼光に徹する訴求力の源泉は、「ツヴァイク年譜」と「文献案内」に

点描される。河原 1998、pp.264-280. 

(68) 立ち帰る思索（redire）に関しては、ハイデッガー 1994、pp.87-88 を参照。  

(69) 今回、引用したのは、切々としたシオン（エルサレム）への望郷の念を詠んだ、スファラデ

ィー（スペイン）の偉大な詩人、イェフダ・ハレヴィ（1075－1141）作の『ツィヨン・ハロ・

ティシュアリ』である。勝又 2016、pp.307-314.  

(70) これは、『ツィヨン・ハロ・ティシュアリ』の冒頭部である。勝又 2016、pp.309-310；池田 

2016、p.9. さらに、本稿の立場からすれば、「アバリム山とホル山。そこには、貴女に光をも

たらし、貴女に知恵を教えた、二つの大いなる光が眠っています」（勝又 2016、p.311）」や「貴

女が繁栄している時、彼らは喜びます。貴女が荒れ果てている時、彼らは痛みを覚えます。そ

して、貴女が破壊される時、彼らは涙を流します」（勝又 2016、p.313）という、形影相伴う

人間の苦悩について象徴的に表現した文章に心惹かれざるを得ない。関連認識として、スペイ

ン内戦（1936－1939）を回顧するため、Pablo Neruda, Explico algunas cosas (1937) を参照。  
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今宮祭をめぐる争論 ―祭礼運営秩序の維持― 
The logic of the festival management 

 
村山 弘太郎 

 
Summary 

I examined the logic of the festival management in the Edo-era with citing a festival of Imamiya Shrine(今

宮神社) which is the Guardian God of the Nishijin(西陣) area, in this report. 

As a result, as for the logic of the festival management maintenance, "Kokaku(古格)" and "Kyu-rei(旧例)" 

that is "a tradition(仕来)" greatly acted, but it was intended to maintain whole constitution of the Imamiya festival(今

宮祭), and I’ve cleared that the tradition was destroyed as far as the maintenance was accomplished. 

 

 
はじめに 
 近世京都の祭礼に関連する史料の内、比較的まとまった形で残存するものには、内容的に

二つの傾向が見受けられる。一つは禁裏御所をはじめとした貴所から祭具類を拝領すること

に関するものであり、いま一つは争論に関するものである。 
 祭具の拝領に関してはこれまでも分析対象として扱われ一定の見通しが立てられる状況に

ある（1）。しかし争論に関するものはこれまで本格的な検討対象とされてはこなかった。そ

こで本稿では、それら争論を素材としながら、近世京都において祭礼がどのような論理で運

営されていたのかについて検討したい。その際、西陣の氏神である今宮神社（近世の表記で

は「今宮社」。以下、今宮社とする）の祭礼、今宮祭を事例とする。 
 近世都市祭礼研究は、1980 年代以降の近世都市史研究の進展の中で急速に発展した分野

である。そこでは都市史あるいは都市社会史の中における当該分野の様々な可能性が示され

たが（2）、特定の祭礼についての総合的・多面的な研究はわずかである（3）。京都に目を向

けると、祇園祭に関しては分厚い研究の蓄積が存在するものの、残る祭礼については筆者に

よる今宮祭に関するものを除けば、総合的・多面的な研究はいまだ十分な蓄積があるとはい

いがたい状況である。そのため本稿では今後の京都の祭礼研究に比較事例を提示すること、

および今宮祭をより総合的・多面的に理解するために、今宮祭をめぐる争論をできる限り復

元し、諸争論に直面した今宮祭がどのようにそれを克服したのかについて検討することにで、

祭礼運営体制維持の論理を考える。 
 
一 神輿・社殿修覆料の負担体制 
  

ここではまず、神輿および社殿の修覆料負担体制について検討する。これらは今宮祭自体

に直接関わる問題ではないが、今宮社の氏子により修覆がなされる限りにおいては今宮祭運
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営体制維持と同じ論理体系の中で行われるものである。争論にまで発展しなかったこれらの

問題について検討することにより、いわば平常時の問題解決の論理を考察する。 
 
 一 神輿修繕費用徴収体制の改正 
 享保 7 年（1722）の今宮祭で、神輿の小損が発生した。今宮社の神輿は他の神社の神輿と

同様に多くの飾りが付属しており、通常の使用・舁き方でもそれらの破損は避けられないも

のであった。その修復費用の徴収方法がこの年、一人の意見により改正された。 
一去ル寅年大猪熊組四町祭行事町之時、神輿少損シ候ニ付、如例下組江入用半割申遣   

シ候所、五辻町年寄慶和老被申候者、以前ハ左様之事ニ候ヘ共嗛敷儀ニ候間、只今ゟ  
ハ手前之組ニ怪我候共、修覆料其許江御頼申間敷可申候ニ付、無是非以後ハ両組分々

ニ可致約諾申、大猪熊ヘ右之訳申候而造作料為出候、依之此已後銀百目迄之損料者時

之行事町ゟ為勤、百目以上ハ上組中ゟ出シ申定ニ年寄中相談之上相極メ申候、且又此

以後、神輿一社行事町壱町宛割入供奉可被成候、為後日之帳面書印者也、 
享保八年 癸卯七月三日 

常悦 
長左衛門 
与兵衛 
市左衛門（4） 

享保 7 年に神事行事町を担当した「大猪熊組四町」とは上西陣組の組町、大猪熊八町組に

属する 4 町を意味するが（5）、神輿の少損が生じたために修復費用を「如例」下組、つまり

下西陣組に半額を請求したところ、下西陣組五辻町の年寄・慶和老から神事行事町を担当し

た町組が全額を請け負うことを提案され、それを受け入れて上西陣組では銀 100 目までの修

復費は担当した神事行事町が、100 目以上は上西陣組が負担する体制へと改正された。 
これによると享保 7 年以前は上西陣組・下西陣組どちらの町組に所属する神事行事町が今

宮祭を担当した場合も、神輿の修復費用は均等に両町組から負担されていたことになる。つ

まりその段階ではいまだ上・下西陣組の町組諸入用の内、祭礼に関する部分は未分化であっ

たのではないかと考えることができる。これは上西陣組・下西陣組という町組は元来、「西陣

組」という一つの町組が二つの町組へと分解したものであり（6）、その名残が、少なくとも

今宮祭という場面においては残っていたものであると捉えることができるだろう。 
下西陣組からの神輿修復費徴収体制改正の提案の背景には、そのような未分化であった今

宮祭の諸入用を分化する意図があったと考えられる。享保 7 年は少損であったが、これが大

破の場合、自らの町組の責任ではないにもかかわらず多分の出費が課せられることになる。

これを回避するためにも祭礼関連費用の分化は必要であった。そしてそのような大破を未然

に防ぐことにより巨額の出費を避けるために 3 社の神輿を神事行事町が 1 町宛担当すること

により事故防止も目指されるようになった。 
享保 7 年にこの問題が取りざたされるようになった理由は不明であるが、一つに氏子意識
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の変化が作用したと考えられる。氏神を維持・運営することは氏子や氏子町の義務である。

本来は氏子全体で支えるべきものであるため、金額の大小にかかわらず上・下西陣組により

神輿修復費の折半がされることはしかるべき方法である。しかし二つの町組により運営がな

されている限り、やがては所属する町組への帰属意識が強くなることにより、特に出費など

の負担が生じた場合には氏神への信仰心を超越する事態が発生する。それがこの時期であっ

たのだろう。町組の今宮社・今宮祭以外の諸入用がどのような状態にあったのかを合わせて

考えるべきであるが、この点は今後の課題として残す。 
 

二 神輿・社殿修復費積立体制の確立 
次に、嘉永 5 年（1852）に定められた神輿・社殿の修復費積立体制についてみてみよう。

やや長文の史料であるが、他に関連史料もないことから全文を挙げて検討する。 
一氏神今宮御社者社地大ニして建物数ヶ所ニ付、連年破損所相廻り来候得共、元来修覆 

手当金無御座候ニ付廻シ置、後大破及候節修覆相かへ候故、費用も多分相掛候得共、

御町之寄進相頼義毎度之事故、眼前之損ト者乍存延引いたし候、右修覆寄進年・之義

ニ付、氏神之御事ト者乍申聞キ古ひ、又寄進哉ト申様之事聞及実ニ痛心致候、然ル処

此度今宮御社東表之鳥居柱破損シ乍今難保ニ付、両柱取替之様両組談置候得とも、寄

進申出兼差ひかへ罷在候、猶又御神事之節神輿損シ候得者、其年之行事町ゟ取繕被致

候処、去ル弘化三年神輿修復度ゟ定金相成、壱社ニ金壱両ツヽ為修復料行事町ゟ被差

出候、同年中神輿義当組へ引請修復仕り候以来者神輿新ニ付右金ニ而取賄候得共、年

数相立候ニ付而者追々破損所相増、当年等者別而之破損迚も壱両ニ而者難出来候、右

寄進も御頼申上度候得とも、鳥居并神輿重年々々寄進相願候事、実ニ心配いたし候、

依之当組示談之上、以来者度毎ニ寄進相願候事相止メ、当七月ゟ壱軒役ニ月四銅掛之

定寄進御願申上、其取集ヲ以御社頭并神輿等無滞連々ニ修復仕度候、然ル時者御出銭

も被成下安く、且又前□ニ修復相かへ候得者、費用も少ク御社頭之為方宜敷ニ付、乍

御苦労様右銅掛之御寄進奉願上候、 
        上西陣組 

   嘉永五子年六月 
右願書御遣シ候ニ付、町代申合月々百文宛寄進いたし候ニ付、外ニ寄進等ト参り候とも

此書付ヲ以相断可申候、（7） 
 幕末の今宮社は、「社地大ニして建物数ヶ所ニ付」とあるように敷地が広く建築物が多かっ

たために修覆が追いつかず、荒廃した雰囲気を漂わせる部分もあったようである。少損した

部分はそのままで放置し、大破に及んだ際にまとめて修復するという手段がとられていたた

めである。そのような中、東門の鳥居が大破したために上西陣組・下西陣組へと修覆を相談

したところ寄進が集まらず、また弘化 3 年（1846）に導入された神輿修覆費徴収方法である、

担当した神事行事町より神輿 1 社につき金 1 両の計 3 両を差し出す体制では修復費を賄えな

かったこともあり、それまでの必要が生じる度に寄進を募る体制を見直し、1 軒役につき月
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4 銅、年間 48 銅を「定寄進」として設定した積立金体制を確立した。 
 ここでまず指摘すべきは、この体制が「当組示談」とあることから上西陣組独自の体制で

あったことである。下西陣組に関してはこのような体制がとられた形跡を認められず、これ

以後も従来の必要に応じた寄進の募集が行われていたものと考えられる。それは先の史料の

末尾に「外ニ寄進等ト参り候とも」とあることから、寄進の募集が消滅したわけではなかっ

たこともその証左となるだろう。 
 いま一つ注目すべきは、寄進を断る際の態度である。それがたとえ度々の寄進依頼であっ

たとしても、氏神に対して「又寄進哉」と発言する氏子が生じているのである。勿論、この

ような発言をする氏子は一部に限られたものであるだろうが、それでも氏神に対する信仰心

の温度差のようなものをこの時点で確認することができるのである。幕末において氏神への

信仰心の温度差が生じることは今宮社に限らず祇園社などでも確認することができる事象で

あるが（8）、このような態度は近世的信仰体系のほころびであるとすることができるだろう。 
 これまで享保 7 年と嘉永 5 年という時期の違う二つの事例をみてきた。両者の間には 100
年以上の開きがあるが、一つの共通点を指摘することができる。それは両者の問題解決に上

西陣組・下西陣組が関与していることである。今宮祭が両町組により運営・執行されていた

事実（9）から神輿の修覆に町組として関与するのは当然であるが、実際にはそれにとどまら

ず、社殿修覆などにおいても町組として対応していたことが明らかになった。両者の事例に

関して周辺史料が少ないため解決に至るまでの経緯を検討することはできないが、町組とし

ての意向がそこに所属する各町の意向より優位にあったことを読み取ることは可能である。

これらの事例では町組がその優位性を発揮して問題解決を行ったと評価することができるだ

ろう。 
 
二 鉾町と町組の争論 
 
 前章ではどちらかといえば今宮祭・今宮社に関する軽微な事例とその解決について検討し

た。ここではそれに対して今宮祭の根幹を揺るがしかねない重大な事例を検討し、その解決

の方法や論理を考察する。 
 
 一 文政六年今宮神事鉾町々大組引合一件 
 文政 5 年（1822）の今宮祭で、大廻りで遅延が発生したことに端を発して上西陣組・下西

陣組をはじめ鉾町、今宮社をも巻き込んだ争論へと発展した(10)。この事件を上善寺町では

「文政六年今宮神事鉾町々大組引合一件（11）」と題して冊子を作成して後世に遺した。ここ

ではこの史料を手がかりに、まず極めて入り組んだ事件の全貌を明らかにしたい。 
 文政 5 年の今宮祭は上西陣組の神事行事町 6 番組である元伊佐町・北猪熊町・西船橋町の

3 町により神事行事町が勤められた。5 月 6 日の宵廻りまでは例年の通り滞りなく執行され

たが、翌七日の大廻りで遅延が発生した。その様子を次のように伝えている。 

今宮祭をめぐる争論

2424



（前略）大廻り之儀昼過頃ニ被参候筈之処、暮過候而茂沙汰無之、其夜五ツ過頃ニ今宮  
神主ゟ松鉾町・枇杷鉾町江使参り、扇子鉾町ニ而町代之儀ニ付神事行事与引合有之、大

ひニ遅刻ニ相成候事被申越、何分神事御勤サセ可被下候様被頼越候、然ル処亦当行事町

ゟ鉾町々江使参り被申候者、例年大廻り案内之儀町代弐人ニ而相勤候処、当年者酒井左

衛門頭様御上京御下向発足被遊候ニ付町代御見立ニ参上仕候故、何卒今年之処者壱人ニ

而相勤申度候間、此儀例式ニ者致不申候間宜敷奉願上候義被申越候、（後略）（12） 
 例年は昼過ぎに来るはずの神事行事町による大廻りが、この年に限り暮れ過ぎになっても

何の連絡もなく、夜 5 ツ時過ぎにようやく今宮神主から松鉾町（歓喜町）・枇杷鉾町（花車

町）へと使いが参り、扇鉾町（東千本町）において町代の儀について引合を神事行事町と行

っていたために遅くなったが、神事を始めてほしい旨を頼んできた。またそれとは別に神事

行事町よりも鉾町各町へ使いが参り、例年は大廻りの案内に町代二人が供奉するが、当年は

酒井左衛門頭が上京するため、その見送りに下西陣組下町代岸惣八が参加する必要があるこ

とから（13）当年に限り町代一人の供奉で勤めたい旨を頼んできた。 
 東千本町を除く 11 の鉾町は「扇子鉾町ニ如何様之引合御座候哉存」ないが、夜も遅くなっ

てきたため神事の差支えにもなり、「御上江之恐」にもなることから、町代は一人でも名代で

あったとしても構わないので神事行事町の大廻りを始めるように指示した。その後ようやく

夜明けに大廻りが済み、翌 8 日 5 ツ時過ぎに鉾立を行った。 
 鉾立後、東千本町を除く 11 の鉾町は御旅所へと集まり、今後もこのような事態が発生し

た場合、神事の差し障りにもなることから、相談の上、東千本町へ掛け合いに及んだが何か

と言い逃れをして話合にはならなかった。そこへ歓喜町の執り成しで千本上立売上ルの瑞雲

院に席が設けられ、11 の鉾町が集まったところへ東千本町が出席し、歓喜町年寄から和談が

成立したことを告げられた。東千本町年寄は町に帰り和談を披露したが、町内としては承知

できないとして和談は取り止めとなった。 
 それ以後も 11 の鉾町は寄合を重ね、東千本町へ掛け合うのだが、東千本町は取り合わず、

事態の収拾は望めなかった。このままでは神事の差し障りだけではなく、奉行所よりお尋ね

があった場合に 11 の鉾町として申し開きもできないことから、今宮神主へと掛け合い、「行

事鉾」を定めて神前で鬮取をしたところ、当年は蓮鉾（芝大宮町）が行事鉾となり、以後順

に行事鉾を 11 の鉾町で回すこととして東千本町を「破談」とした。 
 翌文政 6 年（1823）は皇嘉門院の停止のため今宮祭は 8 月へと延引された。しかし昨年の

東千本町破談のため、3 月以来 11 の鉾町は相談を重ねていた。そのような中、今宮神主から

相談があったのか、あるいは噂を聞きつけたのか、上西陣組・下西陣組が東千本町へ掛け合

いに及び、7 月 27 日にその返事がある旨通達があり、そのことを今宮神主へ連絡したとこ

ろ、今宮神主から行事鉾へその件に関して東千本町から返答があるので席を設けてほしいと

頼まれたので早速準備した。しかしその席は今宮神主の都合により延引となった。 
 その後 8 月朔日の暮前に「只今御出席被下」と急に使いが来たので、上立売大宮東入ル徳

圓寺へと参上したところ、その席に今宮神主も出席して何の前置きもなく「鉾一件之儀、両
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大組方へ貰ひに相成候」と告げられ、11 の鉾町から次の一札を申受けたい旨聞かされた。 
      一札 

一去ル年神事之節、混雑仕候而刻限遅刻ニ相成候段奉恐入候、依之此已後カ様之儀無之  

様双方 陸
（ママ）

間敷致合御神事差障不相成よふ神妙ニ相勤度奉存候ニ付一流申合左之通 
り、 

一御鉾拾壱本之内、為行事鉾鬮を取順々ニ相定メ置、御鉾ニ付引合万端行事鉾ゟ懸合可  
申候事、 

一十五日御旅所ニ而鉾待合セ之節、宮本并町代ゟ触通達之儀者鉾並之南ゟ通達致候様  
可致、且又右之除者是迄之仕来り之通相定メ候事、 

     文政六未年八月    
今宮神主 

                                 佐々木河内守 
                                 何町年寄誰 
 
    上西陣御組中 
    下西陣御組中 
 その場には年寄名代も出席していたため判断がつきかね、各町内へ持ち帰り町内での話し

合いの上で返答する旨を伝えてその日は終了した。 
2 日後の 8 月 3 日、歓喜町・西千本町から田畑町の一文字屋佐治兵衛方に席を設けたとい

うので参上したところ、11 の鉾町は町内での話し合いの結果、徳圓寺での今宮神主よりの申

し出は承知できないということになり、今宮神主を呼び寄せ伝えた。すると上西陣組・下西

陣組から「行事」（＝担当者）がその席に参り、11 の鉾町と直接話がしたいと伝えてきた。

とりあえずは後で返事をすることにして両町組行事を退出させて 11 の鉾町で話し合いをし

たところ、東千本町とのみ掛け合いをしながらこの件について「双方貰ひ」とする上西陣組・

下西陣組の態度はとても納得できるものではないので、神主を呼び寄せ「両大組親町様与存

居候処、以外成御取斗ひニ候得者、左様之親町方へ面談仕候而茂、何之弁茂無御座候与被存

候」と上西陣組・下西陣組との面談を拒否する旨伝えた。 
今宮神主から 11 の鉾町の面談拒否を聞いた上西陣組・下西陣組は「大ひニ立腹被成」たの

か、ここにきて突然「当年神事行事町倹約之儀」を「西陣百六拾町ゟ茂此義相頼」まれてい

るとして提示してきた。そのような「新規ヶ間敷義」は理解できないと上西陣組・下西陣組

と掛け合いをしている最中、8 月 6 日に当年の神事行事町である下西陣組 24 番組今小路町・

寺西町が「新規を以」って蝶鉾（観世町）へと宵廻りにやって来た。 
しかし対談中のことでもあり、「先例之通」であれば受けることもできるが、「新規」の方

法では受けることができないと退出させた。ところが同夜、今度は沢瀉鉾（上善寺町）へと

宵廻りにやって来たので同様にこれを拒絶し、さらに「先例」では龍鉾（西五辻東町）を先

に廻るべきはずのところ、どのような理由で上善寺町へとやって来たのか尋ねると、神事行

事町は「龍鉾町へ者只今相廻り候所、御請被下相済候」と返答するので西五辻東町に問い合

わせたら、これが「虚言」であったことが明らかになった。その後は「一向懸合埒明不申」

ないので、このような状態が続くようであれば今宮祭を開始できないと、翌 7 日早朝、東町

奉行所へと出訴に踏み切った。 
    乍恐奉願口上書 

一私共拾壱町・西陣東千本町都合拾弐町之義ハ、往古ゟ今宮出輿并神事之節壱町ゟ壱本

宛鉾差出シ古格仕来りを以神事相勤来り、氏神今宮神主方ニ而茂出輿之節古格拾弐町

之鉾相添不申候而者、旅所神輿舁入不申候儀仕来りニ御座候、勿論右神事ニ付上西陣・

下西陣組町々之内ニ例年行事町有之、出輿并神事前日宵廻りト唱、行事町役鉾町江挨

拶に罷越候儀古格仕来ニ御座候、然ル処今七日今宮出輿ニ御座候所、上・下西陣組之

者共如何ヶ了簡御座候哉、当年ニ限り時六日夕七ツ時分書附を以右仕来り相崩シ候、

当年ゟ新規之取斗ひ方相改候旨申出シ候故差懸り候義ニ付、当年之儀者仕来り通り相

勤、神事相済候後得与及示談旨申聞候処、承引不仕候ニ付、左候而者及混雑ニ候間、

今七日之儀者是迄之通ニ致、神事迄之内ニ取極メ可致旨申聞色々引合候得共、何分新

規申張、何事も頓着被仕候ニ而、無是非不顧恐をも急訴奉申上候、右躰新規之儀申立

候而者眼前今日出輿之差支、第一 御上様江対シ奉恐入如何斗迷惑仕候間、何卒恐多

御願ニ御座候へ共、上・下西陣組頭町左之四町役共急速被召出差懸り候儀ニ付、当年

之義者仕来り通無滞相勤、神事後及示談候様乍恐御理解被成下候ハヽ難有可奉存候、

尤鉾町拾弐本之内東千本町之儀者右ニ携不申故、私共拾壱本連印仕奉願上候以上、 
    文政六未年八月七日 

    （鉾町一一町連名略） 
 訴状は受理されたが、東町奉行所公事方の加納万五郎から今宮祭当日に先方を呼び出して

対談に及んでも神事の差し支えになるだろうから、今一度話し合いを持ち、それでも収拾が

付かない場合は、今日のところは「新規」を受け入れ明日にでも再出訴するように諭された

ので願を取り下げ、徳圓寺へ席を設け 11 の鉾町相談の上、神事行事町を呼び寄せて掛け合

ったところ、神事行事町は大組（＝下西陣組）よりの差図がなければ勤めることはできない

と退出した。そこで観世町・作庵町（柏鉾）から行事を上西陣組・下西陣組に遣わし掛け合

ったところ、両町組から次のような一札を申し入れるように指示された。 
     一札 

一此度御神事ニ付双方惑乱致嘆ヶ敷奉存候、然ル処我等ゟ心得違之取斗ひ致候に、御神   
事差支ニも可相成候段、神慮ニ奉恐入候、依之段々取噯仕候而、神事行事勤方之儀者  
追而對談ニ可及候、今年之儀者神事前々ゟ仕来り之通御願申上候処、御承知被下忝仕  
合ニ奉存候、若御一統様方之内ニ而茂御不承知之御方も有之候ハヽ、是又我等方ゟ其 
御組様落度ニ不相成候様申開キ可仕候、為後日之一札仍而如件、 

    未八月 
                                  鉾町々 

今宮祭をめぐる争論
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事町は「龍鉾町へ者只今相廻り候所、御請被下相済候」と返答するので西五辻東町に問い合

わせたら、これが「虚言」であったことが明らかになった。その後は「一向懸合埒明不申」

ないので、このような状態が続くようであれば今宮祭を開始できないと、翌 7 日早朝、東町

奉行所へと出訴に踏み切った。 
    乍恐奉願口上書 

一私共拾壱町・西陣東千本町都合拾弐町之義ハ、往古ゟ今宮出輿并神事之節壱町ゟ壱本

宛鉾差出シ古格仕来りを以神事相勤来り、氏神今宮神主方ニ而茂出輿之節古格拾弐町

之鉾相添不申候而者、旅所神輿舁入不申候儀仕来りニ御座候、勿論右神事ニ付上西陣・

下西陣組町々之内ニ例年行事町有之、出輿并神事前日宵廻りト唱、行事町役鉾町江挨

拶に罷越候儀古格仕来ニ御座候、然ル処今七日今宮出輿ニ御座候所、上・下西陣組之

者共如何ヶ了簡御座候哉、当年ニ限り時六日夕七ツ時分書附を以右仕来り相崩シ候、

当年ゟ新規之取斗ひ方相改候旨申出シ候故差懸り候義ニ付、当年之儀者仕来り通り相

勤、神事相済候後得与及示談旨申聞候処、承引不仕候ニ付、左候而者及混雑ニ候間、

今七日之儀者是迄之通ニ致、神事迄之内ニ取極メ可致旨申聞色々引合候得共、何分新

規申張、何事も頓着被仕候ニ而、無是非不顧恐をも急訴奉申上候、右躰新規之儀申立

候而者眼前今日出輿之差支、第一 御上様江対シ奉恐入如何斗迷惑仕候間、何卒恐多

御願ニ御座候へ共、上・下西陣組頭町左之四町役共急速被召出差懸り候儀ニ付、当年

之義者仕来り通無滞相勤、神事後及示談候様乍恐御理解被成下候ハヽ難有可奉存候、

尤鉾町拾弐本之内東千本町之儀者右ニ携不申故、私共拾壱本連印仕奉願上候以上、 
    文政六未年八月七日 

    （鉾町一一町連名略） 
 訴状は受理されたが、東町奉行所公事方の加納万五郎から今宮祭当日に先方を呼び出して

対談に及んでも神事の差し支えになるだろうから、今一度話し合いを持ち、それでも収拾が

付かない場合は、今日のところは「新規」を受け入れ明日にでも再出訴するように諭された

ので願を取り下げ、徳圓寺へ席を設け 11 の鉾町相談の上、神事行事町を呼び寄せて掛け合

ったところ、神事行事町は大組（＝下西陣組）よりの差図がなければ勤めることはできない

と退出した。そこで観世町・作庵町（柏鉾）から行事を上西陣組・下西陣組に遣わし掛け合

ったところ、両町組から次のような一札を申し入れるように指示された。 
     一札 

一此度御神事ニ付双方惑乱致嘆ヶ敷奉存候、然ル処我等ゟ心得違之取斗ひ致候に、御神   
事差支ニも可相成候段、神慮ニ奉恐入候、依之段々取噯仕候而、神事行事勤方之儀者  
追而對談ニ可及候、今年之儀者神事前々ゟ仕来り之通御願申上候処、御承知被下忝仕  
合ニ奉存候、若御一統様方之内ニ而茂御不承知之御方も有之候ハヽ、是又我等方ゟ其 
御組様落度ニ不相成候様申開キ可仕候、為後日之一札仍而如件、 

    未八月 
                                  鉾町々 
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                                   連印 
   上西陣組惣中様 
   下西陣組惣中様 
 一札の雛形を行事は持ち帰り徳圓寺の席で披露されたが、7 月 27 日の一札にもまして理

解できない内容であることから、先とは違う行事を遣わし一札を返却させた。ところが両町

組の席はすでに終了しており、席を設けたと思われる「伊勢太」方に一札返却を申し置き、

徳圓寺の席も終了とした。 
 翌 8 日、昨日の鉾町行事 2 人が作庵町からの行事と共に一札返済の件で再度晴明町年寄方

を訪ねたところ、晴明町会所座敷にて両町組の席が設けられているのでそちらへ出席してほ

しいと頼まれ、すぐさまそこへ参上し両町組と面談した。すると両町組から 11 の鉾町と直

接面談したいので席を設けてほしいと依頼され、鉾町行事からの行事はそれを 11 の鉾町と

して受諾、翌九日暮 6 ツ時より千本上立売上ルの瑞雲院で 11 の鉾町と上西陣組・下西陣組

との直接対決の場を設けた。 
 瑞雲院の席は大下之町（牡丹鉾）を行事として設定された。出席者は 11 の鉾町から年寄・

五人組各 1 名、一昨日からの鉾町行事 2 名、剣鉾（五辻町）から後見人 1 名の 25 名であっ

た。11 の鉾町の年寄・五人組と行事・後見人は 8 ツ時に瑞雲院へと集合し、まず作庵町の行

事から昨日の晴明町会所座敷でのやり取りの披露がなされ、意見の共有化が図られた。その

後しばしの休憩の後、暮早々に上西陣組の年番である伊佐町・天神竪町、下西陣組の年番、

晴明町・横大宮町入来の連絡があり、昨日の行事と付き添いのものが本堂へと案内した。 
 話し合いは扇鉾一件から始められた。まず上西陣組・下西陣組から徳圓寺、田畑町一文字

屋の席での 11 の鉾町の拒否につき、「鉾町ゟ之言ハ半ハニ而勝手まゝに被申一ツト而相分り

申さ」ないと、その態度が理解できないことを告げられ、開始早々場は混乱した。鉾町から

は「大組様ニ者古格を崩シ新規を被仰候者、如何成分合ニて御座候」と質問が出され、両町

組はそれに「新規ニ而ハ無之倹約ニ而候」と答え、続けて 2 月 27 日の「家見之儀」を廃止

してはどうかと提案がなされた。しかし「家見之儀」は神事行事町が鉾町の場所や鉾当家を

確認するためのものであり、今宮祭とは直接関係ない行事であるため、鉾町から「勝手次第

に被致」と返答されたので両町組は「大ひに席面（赤面）」した。そこに鉾町は、両大組は倹

約とはいいながら、鉾町への使いのみを減らそうとしているため、鉾町の目には「新規」と

しか映らない。「新規」なのか「倹約」なのか、この点をわかるように説明してほしいと畳み

掛け、重ねて倹約というのなら神事行事町の年寄から直接口上に参るのが「古格」ではない

のかと告げた。両町組は答えに窮し、あまりに気の毒な様子のためしばしの休憩を提案した。 
 そこへ今宮神主が見舞いに参り、両町組と共に色々と申し入れられたのだが、鉾町は「一

ケ条」も「新規之儀」を承知せず、ついに今宮祭は「古格之通」に定まり、今宮社へ次の誓

文を奉納することでその場は決着した。 
     誓文 

一鉾町々御鉾之以威光我意之取斗ひ致間敷候事、 

一上・下西陣組行事町相務方之儀、旧例之通以実意相勤可申候事、 
一七日・十五日、於御旅所宮本并町代ゟ順達之儀、南之御鉾町順并ニ可差相達候事、 
一拾弐町御鉾之内ニ而鉾当番相定メ、行事町掛合万端右当番町江可被相達候事、 

     右之条々於相背者御神罰可奉蒙者也、 
    文政六未八月     上西陣組 町代誰印 
               下西陣組 町代誰印 
               十二町鉾町中 年寄誰印 

今宮大神宮 御宝前 
 その作庵町行事は両町組に招かれ、扇鉾の件の和談を取沙汰してほしいと告げられたので、

11 の鉾町にこの件を披露したところ、鉾町としては「和談之事ニ候得者何レ共宜敷、大組方々

之御賢慮ニ相任セ可申」と両町組へと一任した。そこで両町組は誓文の調印と合わせて東千

本町へと申入れ、11 日までに返答すると約束して退席した。ようやく扇鉾一件と「新規」排

除に終わりが見えたことで鉾町も安堵し、寅刻まで続いた瑞雲院での話し合いは終了した。 
 しかし 12 日になっても何の返答もないことから、蓮鉾町（東石屋町）に集まっていたとこ

ろ、上西陣組年番の伊佐町から使者が参り、東千本町からの回答がいまだ来ないので返答は

明日まで待ってほしいこと、また 7 日の「新規」の神事行事町勤方の案文を返却してほしい

旨伝えてきた。案文はその場に持参していなかったので「何角事済仕候上御返弁可仕」と伝

え使者を帰し、鉾町からも伊佐町へ使者を送り、「先規之通」神事行事町が勤めることの確認

と返答の催促を申し入れた。 
 その夜 11 の鉾町は神事行事町である寺西町、今小路町を招き話し合いを持ったところ、

神事行事町年寄は両町組からの差図もなく、また誓文の調印も済んでいないため神事行事町

を勤めることはできないと宣言し退席した。 
 翌 13 日、五辻町会所座敷へと集合した 11 の鉾町は、上西陣組年番町へ 6 町、下西陣組年

番町へ 5 町、それぞれ年寄と行事で面談へと参上した。 
 まず上西陣組年番横大宮町で扇鉾和談はどのようになったのか質問すると、横大宮町年寄

は東千本町からの返答がないので返答が遅れていると答えた。そこで五辻町から東千本町へ

使者を送り確認すると、東千本町には両町組からの連絡が来ていないことが判明した。もし

これが本当ならば両町組の「虚言」となるのだが、とりあえずは扇鉾一件を今宮祭終了後に

延引とした。次に神事行事町の勤方について尋ねると、これは本日（13 日）の昼に「先規之

通」勤めるように伝えたという。続けて誓文調印について尋ねると、「何角ときまぎと被申、

とんと治定之詞等一切無之」、そのような態度であれば晴明町でも確認の上、もし「不始末」

があれば訴訟に踏み切る決心をした。 
しかし下西陣組の晴明町、上西陣組の伊佐町、天神竪町では年寄と面談することがかなわ

ず、五人組に申し入れたのみで終わったので、すぐさま今宮神主を呼び寄せ、両町組が調印

する気配がないので誓文は破談とする旨を伝えた。今宮神主はこれに驚き、「拙者両大組江参

り得ト談合仕候而、各々方江御返答可致」としばしの猶予を願い退席した。 
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一上・下西陣組行事町相務方之儀、旧例之通以実意相勤可申候事、 
一七日・十五日、於御旅所宮本并町代ゟ順達之儀、南之御鉾町順并ニ可差相達候事、 
一拾弐町御鉾之内ニ而鉾当番相定メ、行事町掛合万端右当番町江可被相達候事、 

     右之条々於相背者御神罰可奉蒙者也、 
    文政六未八月     上西陣組 町代誰印 
               下西陣組 町代誰印 
               十二町鉾町中 年寄誰印 

今宮大神宮 御宝前 
 その作庵町行事は両町組に招かれ、扇鉾の件の和談を取沙汰してほしいと告げられたので、

11 の鉾町にこの件を披露したところ、鉾町としては「和談之事ニ候得者何レ共宜敷、大組方々

之御賢慮ニ相任セ可申」と両町組へと一任した。そこで両町組は誓文の調印と合わせて東千

本町へと申入れ、11 日までに返答すると約束して退席した。ようやく扇鉾一件と「新規」排

除に終わりが見えたことで鉾町も安堵し、寅刻まで続いた瑞雲院での話し合いは終了した。 
 しかし 12 日になっても何の返答もないことから、蓮鉾町（東石屋町）に集まっていたとこ

ろ、上西陣組年番の伊佐町から使者が参り、東千本町からの回答がいまだ来ないので返答は

明日まで待ってほしいこと、また 7 日の「新規」の神事行事町勤方の案文を返却してほしい

旨伝えてきた。案文はその場に持参していなかったので「何角事済仕候上御返弁可仕」と伝

え使者を帰し、鉾町からも伊佐町へ使者を送り、「先規之通」神事行事町が勤めることの確認

と返答の催促を申し入れた。 
 その夜 11 の鉾町は神事行事町である寺西町、今小路町を招き話し合いを持ったところ、

神事行事町年寄は両町組からの差図もなく、また誓文の調印も済んでいないため神事行事町

を勤めることはできないと宣言し退席した。 
 翌 13 日、五辻町会所座敷へと集合した 11 の鉾町は、上西陣組年番町へ 6 町、下西陣組年

番町へ 5 町、それぞれ年寄と行事で面談へと参上した。 
 まず上西陣組年番横大宮町で扇鉾和談はどのようになったのか質問すると、横大宮町年寄

は東千本町からの返答がないので返答が遅れていると答えた。そこで五辻町から東千本町へ

使者を送り確認すると、東千本町には両町組からの連絡が来ていないことが判明した。もし

これが本当ならば両町組の「虚言」となるのだが、とりあえずは扇鉾一件を今宮祭終了後に

延引とした。次に神事行事町の勤方について尋ねると、これは本日（13 日）の昼に「先規之

通」勤めるように伝えたという。続けて誓文調印について尋ねると、「何角ときまぎと被申、

とんと治定之詞等一切無之」、そのような態度であれば晴明町でも確認の上、もし「不始末」

があれば訴訟に踏み切る決心をした。 
しかし下西陣組の晴明町、上西陣組の伊佐町、天神竪町では年寄と面談することがかなわ

ず、五人組に申し入れたのみで終わったので、すぐさま今宮神主を呼び寄せ、両町組が調印

する気配がないので誓文は破談とする旨を伝えた。今宮神主はこれに驚き、「拙者両大組江参

り得ト談合仕候而、各々方江御返答可致」としばしの猶予を願い退席した。 
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次に神事行事町を呼び寄せ勤方について尋ねると、「先規之通」勤めると答えた。鉾町は続

けて昨日の東石屋町での神事行事町の発言をどのように考えているのか尋ねると、両町組よ

り「別段御断」があったために「一統承知」したという。しかしそのように「折々変心」す

るのであれば「大組殿若さしかゝり候節、彼是被申候ハヽ如何ヶ可被成」という鉾町の問い

に、「最早大組ゟ如何様之儀も申て茂不参」「先規之通」勤めるべきであると考えていること

を伝えた。しかし鉾町はこれまでの経緯からすぐには信用せず、「此後大組ゟ如何成凶事申越

シ候て茂先規之通り御勤被成候哉、何れ成共治定可仕処御申被成候こそ誠之御返答」と告げ

た。神事行事町はそれに「御尤」答えるが、年寄の一存では返答しかねるため町内での相談

のため猶予を願い退席した。 
やがて上西陣組・下西陣組との掛け合いから戻った今宮神主は、両町組が誓文調印に踏み

切らない理由を明らかにした。それによると、鉾町の意見は両町組としても「御尤」なこと

と考えるが、調印に関しては「当時我々枝町にて茂色々悪セつ申居候折ニ候得者、只今調印

仕候て者大組之我々共面皮ニも相加わり候」ため調印できずにいるという。この件に関して

今宮祭終了まで猶予を求め、今宮神主からも「暫之事故、此河内守（＝今宮神主佐々木河内

守）ニ面シ御猶予被下」と頼まれたため、やむを得ず延引とした。 
そこへまた神事行事町から年寄が参り、先刻の件を町内で相談したところ「譬大組ゟ如何躰

之義申参り候共古格之通り神式相勤申上候」ことに決定したと伝えてきた。 
結局扇鉾の破談に関しては決着をみなかったが、ようやく上西陣組・下西陣組との間での

神事行事町「新規」勤方に関する争論は幕を閉じた。 
 
 二 今宮祭をめぐる主導権 
 文政 6 年の今宮神事鉾町々大組引合一件は前節でみたように極めて入り組んだ争論であっ

た。それは争論に関係する存在が鉾町、上西陣組・下西陣組、神事行事町、今宮社と多く、

また各鉾町、集合体としての 11 の鉾町、上西陣組と下西陣組の年番町、町組と上下関係にあ

る鉾町や神事行事町をはじめとする西陣の各町など、諸階層が入り乱れていることも争論を

複雑化させる要因となっている。 
 大変乱暴にではあるが仮にこの争論を単純化したとすると、東千本町とその他の鉾町、そ

して鉾町と上西陣組・下西陣組という二つの対立図式であるとすることができる。以下それ

らの対立図式を検討することで今宮神事鉾町々大組引合一件が深刻化した背景を検討する。 
まずこの争論の根本的原因は、町代が 2 人揃って供奉できないという問題を今宮社・神事

行事町と東千本町の 3 者のみで相談していたことにある。東千本町以外の 11 の鉾町は神事

の開始が遅れたことや神事の一部に変更が加えられたことではなく、それがたとえ当年のみ

の事態であったとしても、神事の変更という重要な事案の相談に参加できなかったことを問

題視しているのである。 
このような事態が生じた背景には、鉾町間での意識の違いが存在する。東千本町としては

扇鉾が他の鉾とは違い、鉾町間での序列の最高位にあると自負していた。扇鉾の優位性は朝
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廷からも認められたものであり(14)、また今宮社においてもその優位性に裏打ちされた重要

性からか、鉾町への諸連絡は東千本町へとなされ、そこから各鉾町へと連絡される体制が整

えられていたと考えられる。換言するならば今宮祭の 12 の鉾町の代表として扇鉾は機能し

ていたのである。だからこそ東千本町を「破談」つまりは今宮祭の鉾町から排除した際に、

残る 11 の鉾町はそれに代わる今宮社との連絡体制が必要となり「行事鉾」を定めたのであ

る。このような扇鉾の優位性を背景として、東千本町は町代不参に関する判断を下す権利を

鉾町の代表として有するという自負のもと、他の鉾町に相談することなく今宮社・神事行事

町との三者間で相談・決定していたのである。 
 しかし東千本町の優位性の自負とは裏腹に、残る 11 の鉾町は東千本町の態度に違和感を

抱いていたのである。11 の鉾町が扇鉾や東千本町を平常時においてどのように捉えていたの

か、その意識を明らかにすることはできないが、文政五年時にはその絶対的優位性や鉾町の

代表として捉えてはいなかったものであると思われる。それゆえ一言の相談もなく町代の不

参に関する判断を下したことを認めることができなかった。 
 双方のこのような意識差のため和談はかなわず、東千本町を破談することにより、今宮祭

は扇鉾と 11 の鉾という対抗図式が生じることとなった。 
 次に鉾町と上西陣組・下西陣組の関係をみてみよう。扇鉾一件に関与してくるのは、今宮

神主の都合により結果としては延引となったが文政 6 年 7 月 27 日が最初である。その介入

は「今宮神主ゟ西陣両大組親町江扇子鉾町破談之儀御頼被成候哉、右親町御承知ニ而哉」と

推察されており、また瑞雲院での対談の際にも「扇子鉾町和談之義、先達而ゟ段々相頼まれ

候」と上西陣組・下西陣組自らが依頼を受けてのことであると述べている。この場合の依頼

者は鉾町の推察にもあるように今宮神主であったと考えるべきだろう。今宮神主としては今

宮祭に 12 の鉾が供奉しないという状態、しかも最重要である扇鉾が破談されるという異常

な状態や、それが原因となり今宮祭に遅れが生じることなどの諸問題を早急に解消する必要

があった。その際に今宮社をめぐる問題解決方法として、常套手段として確立していた氏子

である西陣個別町の上位組織、上西陣組・下西陣組へと仲裁を依頼したのである。 
上西陣組・下西陣組も本件を従来と同様の方法で解決できると考え、上位組織としての優

位性を背景として鉾一件の「お預かり」という強権発動を行い、強引な収束を目指したもの

であると思われる。しかし享保 7 年や嘉永 5 年の場合とは違い、当事者が今宮祭において今

宮社祭神に次ぐ神聖性を有する鉾町であったために双方の論理が衝突することとなった。 
また上西陣組・下西陣組の介入当初から鉾町との間で問題認識に齟齬が生じていた。とい

うのも今宮神主からは「扇鉾町破談之儀取扱ひニ付」返答があるとの伝言であったが、8 月

朔日に今宮神主は扇鉾一件が上西陣組・下西陣組の「双方貰い」となったことを告げたのみ

で、両町組から提示された一札には扇鉾に関しての事項が触れられず、文政 5 年の今宮祭が

遅延したことを 11 の鉾町が詫びる内容となっている。この齟齬は今宮神主の問題認識から

生じたものであろう。 
今宮神主にとって扇鉾が他の鉾町より破談されるという事態は当然問題ではあるのだが、
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それはどちらかといえば鉾町間での問題であり、破談されたとしても扇鉾が今宮祭に供奉す

ることは変わらず、12 の鉾が供奉するのであれば体裁的にはそれほど問題とならないのであ

る。むしろ問題は今宮祭の遅延であった。文政 5 年の今宮祭が遅延した際には「関白様ゟ御

内意御聞合も有之（15）」と、朝廷からの原因について問い合わせがあったのである。   
これは京都の、特に御霊祭系の祭礼の特徴だろうが、近世期においても祭礼の動向は朝廷

の監視下に置かれていたのである。文政五年の件に関しては今宮社や今宮神主が朝廷から処

分を受けたことを確認できないが、すでに朝廷から目を付けられている状態であり、仮に今

後も祭礼の遅延など明白な混乱が生じた場合、朝廷が介入して何らかの処分が下される可能

性もあり、そのことを避けるためにも今宮祭の遅延は避けるべき事態であった。 
そのような意識から、上西陣組・下西陣組への仲裁依頼は扇鉾の和談もさることながら、

今宮祭の遅延を防止することに重点が置かれ、結果として先の一札の内容となったのだろう。 
しかしそれでは 11 の鉾町は納得することができなかった。先にもみたように 11 の鉾町が

問題視しているのは今宮祭に関する重要事項の決定を東千本町のみの参加でなされたことで

あり、なおかつ今宮祭が遅延したのは彼らが参加しなかったその相談の場が長引いたためで

ある。その点に関して詫び状を取られることは到底理解することはできない。またこの時点

では東千本町が上西陣組・下西陣組と内通している可能性もあることから、両町組との面談

を一切拒否するという対決の道を選んだのであるが、11 の鉾町に上位組織でもある町組との

衝突を選ばせた背景はどのように評価すべきだろうか。もちろん争論の全体像を正確に把握

していない可能性のある上西陣組・下西陣組からの理不尽な解決策に屈することがなかった

ということもこの争論の特徴であるが、やはり当事者が鉾町であったこともそれを後押しす

る要因であったと考えるべきである。 
鉾町は、東千本町も含めて、他の氏子町との強力な差異性・特殊性を志向し、そして自負

していた。それを明確化・可視化するために朝廷とのつながりや朝廷権威を求め、菊御紋付

祭具の拝領を行ってきた（16）。そのような鉾町にとっては社会生活上の上位組織である町組

も、少なくとも今宮祭という場においては、年番で勤める鉾町以外の氏子町である限りは上

下関係という面において下位の位置付けがなされていたと考えられる。下位存在が鉾町間で

の争論を預かるということ自体、鉾町の理解を超えた問題であった。 
上西陣組・下西陣組側（また今宮神主も）も今宮祭という場において上位組織としてのあ

る種の強権が通常のように鉾町には通用しなかったことから、逆に今宮祭という場を利用し

た説得を試みた。それが 8 月 7 日の一札である。基本的姿勢としては「我等（＝鉾町）ゟ心

得違之取斗ひ致候に、御神事差支ニも可相成候」と 8 月朔日の一札と同様に鉾町側の落ち度

として詫び状の形式となっているが、ここで「神慮ニ奉恐入候」と氏神を味方につけようと

したのである。この時にはすでに上西陣組・下西陣組にとって扇鉾の和談や「新規」の神事

行事町勤方など問題ではなく、西陣という地の社会関係における上下関係の再確認、上位組

織であることの面目を保とうとすることが第一義となっていたのではないだろうか。それを

裏付けるのが 8 月 13 日に上西陣組・下西陣組が「大組之我々共面皮ニも相加わり候」と返
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答した誓文調印延引の理由である。「当時我々枝町にて茂色々悪セつ申」されており、上位組

織としての町組の権威は、この争論に起因したのかどうかは明らかではないが、やや下降傾

向にあった。そのような中、たとえ鉾町であったとしても下位組織である西陣の個別町と同

列の誓文にそれが町代であったとしても調印することは権威の更なる失墜を招く可能性もあ

り譲歩することができない最後の砦となったのである（17）。また問題が面目の保全へと移っ

たことは鉾町側にとっても同様であり、争論は今宮祭という場における上下関係の確認へと

移行する。 
しかし鉾町以外の氏子町にとっては上西陣組・下西陣組は今宮祭という側面においても上

位組織であり続けた。だからこそ文政 6 年の神事行事町である今小路町・寺西町は両町組が

提示した「新規」の神事行事町勤方に従い今宮祭を執行しようとし、「大組ゟ御差図」がない

限りは神事行事町を勤められないと拒否したのである。神事行事町が鉾町からの「古格之通」

の勤方の願い出を拒否した理由は、神事行事町の上西陣組・下西陣組への帰属意識・両町組

の代表意識の高さもあるだろうが、いま一つ注目すべきは上西陣組・下西陣組が争論の過程

において突然提示してきた神事行事町の「新規」勤方の内容である。 
上西陣組・下西陣組からの「新規」神事行事町勤方の提示はこの争論において唐突なもの

であった。それは鉾町側が「両大組親町方大ひニ立腹被成候哉」と感じたように、町組に恭

順しない鉾町に対する制裁的意味合いもあったのかもしれないが、提示の理由として「神事

行事町倹約之儀被申出、且者西陣百六拾町ゟ茂此義相頼ニ付」とあげているように、事実と

して「西陣百六拾町」からの「倹約」を志向する態度もあったのではないだろうか。「新規」

神事行事町勤方の主要な内容は、8 月 9 日の瑞雲院における対談で鉾町に「花美を餝り変を

不厭只鉾町江之使斗りを倹約被成」と指摘されたように、鉾町への挨拶を減らしたことであ

る。この処置は一面、鉾町の権威を失墜とまではいかないものの、鉾町の神聖性に対する不

敬・無礼な行為である。倹約という意味ではこの挨拶を減じたところで金銭的には何ら利す

るところはないだろう。だが神事行事町は金銭的負担と共に人員的負担も大きく圧し掛かっ

ていた（18）。同じような挨拶を繰り返すという行為を合理化して減少させるという意味では

倹約であるとすることも可能である。「新規」の神事行事町勤方が適用されることで少しでも

負担が軽減するのならば、神事行事町としても歓迎すべきことである。文政六年の神事行事

町が当初は上西陣組・下西陣組に与したのも、上位組織からの指示というだけではなく、自

らの町の負担軽減が望めたことが大きかったのではないだろうか。 
しかし争論が進み上西陣組・下西陣組が次第に劣勢となる中、神事行事町も鉾町から個別

に論破されることにより、上位組織の論理から離脱して鉾町側の論理の中へと組み入れられ

ることとなったのである。 
以上みてきたように文政 6 年の今宮神事鉾町々大組引合一件でもっとも重要となる争点は、

上西陣組・下西陣組と鉾町の今宮祭という場における面目をめぐる対立であり、それは日常

社会における上位組織と非日常社会（＝祭礼）における上位組織あるいは優位組織の対立と

して捉えることができる。結果としてその対立は非日常社会の優位組織の勝利として収束し
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た。これは従来指摘されてきた近世京都の町組が有する一定の自治権や行政代行権が非日常

社会においては機能しなかったことを意味する。では逆に非日常社会の優位組織も日常社会

においては無力な存在であったのだろうか。祭礼における権力関係は日常社会を如実に反映

したものであるということはこれまでも指摘されている（19）。ならば鉾町も日常社会におい

て何らかの権力を有していたと考えるべきであろう。それを詳細に検討する材料を現在持ち

合わせないが、鉾町はその多くが糸屋を中心とする町人構成の町で、どちらかといえば裕福

な存在であり（20）、だからこそ多額の金品贈答が必要となる菊御紋付祭具の拝領を繰り返し

行うことができたのである。財政的な余裕を後ろ盾として権勢を振るったと想定することは

十分に考えられることであろう。詳細な検討は今後にゆだねるが、つまりは日常社会も町組

内部の一部の町の影響下にその行動指針が決定されていた可能性が指摘できるのである。こ

れまで近世京都の社会構造は「惣町―町組―町」、「親町―枝町」、「古町―新町」という重層

構造の中で説明されてきた。しかし実際には町組内部の親町間においても緩やかな上下関係

（21）が存在し、場合によっては文政 6 年の争論のように表面化することにより、相克する

中で厳格な上下関係へと移行していくものもあったのだろう。 
 
三 鉾町間、鉾町と神事行事町の争論 
 
 一 鉾町間の争論 
 文政 6 年の今宮神事鉾町々大組引合一件とは、上西陣組・下西陣組という日常社会におけ

る上位組織と、そこに所属しながら非日常社会において優位組織となる鉾町との対立であっ

た。では非日常社会における優位団体である鉾町間では何を理由として、どのような争論が

発生するのだろうか。ここでは古鉾（千本鉾）と新鉾（京・狂鉾）（22）の対立を通してその

関係を検討する。 
 弘化 3 年（1846）の今宮祭は神輿と「相殿車」つまり牛車の修覆が遅れたため延引され

（23）、閏 5 月に執行された。閏 5 月 7 日の御出祭の際、新鉾である剣鉾を守護する五辻町

の年寄が「赤井文三」なる人物を引き連れ「狂鉾ゟ御祝相始メ候」ことを伝えてきた（24）。
しかし先例に照らし合わせると古鉾への「御祝」つまり清祓いが済んだ後に新鉾への清祓い

があるべきであると、古鉾八町が申し合わせ今宮社の社役人上田源吾を呼び出し詰問した。

その時の古鉾の論理は次のようなものであった。 
（前略）千本鉾儀往古ゟ狂鉾之上ニ置候儀、宮本ゟ茂兼而御承知之処、当年ニ限何故先  
格ニ相振レ候儀御承知在而赤井文三を被添候哉、猶又千本鉾義途中ニ而狂鉾与行逢候節、

為差扣先ゟ参り候儀先格ニ御座候、且又天保十弐丑年御出神事之例ニ御鉾一統相双候様

相成候、其以前七日朝御しね入ト唱御鉾社参仕候、其頃迄者狂鉾儀夜之内ニ社参仕御祝

相済し申候、是者千本鉾与行合不申候様之心得ト相見へ候、然共依年行合候事茂在之候、

其大切ニ□□狂鉾為差扣千本鉾御祝相済シ候後、狂鉾残り鉾御祝可仕儀先礼ニ御座候、

是等を以千本鉾重キ事御承知可在之候事不申迚も兼而御承知之事ト、尤天保十弐丑年ゟ
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一躰御祝仕候様相成候得共、無子細為任先格ニ千本鉾ゟ御祝相始メ来リ候（後略） 
 今宮祭の剣鉾の間にある新古の序列とは単純に成立の新旧ではなく、現在でも語られる上

下の序列意識が近世期にはすでに存在していたことがここから確認できるが、「往古ゟ狂鉾

之上ニ置候」とあるのみで上下の序列が生じた理由に関する説明がない。後に続く文面から

もそれに関する説明をしたほうがより相手を納得させられると思われるものの、あえてそれ

を省いた理由について、次の二つが想定される。一つは、古鉾が新鉾の上位に立つことはあ

まりに自明のことであり、それを説明するために序列発生の理由まで述べる必要を感じなか

った、ということである。しかしそれでは、後でみるように、これまで古鉾が新鉾より上位

に位置付けられた取り扱いがなされていたことに関する説明があまりにも饒舌に語られてい

るのではないだろうか。もし仮に古鉾の上位性が自明のことで、新鉾や今宮社、あるいは社

役人の上田源吾もそれを認知しているのならば、「千本鉾儀往古ゟ狂鉾之上ニ置候」の一文の

みで、これまでの取り扱い方に関する説明は必要としないだろう。 
 次に想定されるのは、古鉾・新鉾の上下の序列を担保するものが成立時期の新旧以外に存

在しない、あるいは存在しなくなったということである。そしてその古鉾・新鉾の成立につ

いても現在、伝承が付帯しているのみで史料的な裏付けをすることはできない。このような

状況は近年生じたことではなく、近世期にはすでに伝承以外にそれを保証するものがなくな

っていた可能性がある。というのも明治初年の菊御紋付祭具の使用許可願において、鉾町の

成立について説明があるものは歓喜町（松鉾）のみであり（25）、それも根拠となる証文類の

添付はみられず伝承に依拠したものであった。つまり上下の序列を担保する鉾町成立の新旧

についてもそれを証明するものがなく、にもかかわらず上位性のみは存在したため説明する

ことができなかったのである。それは古鉾側も認識していたようで、特に近世中期以降は古

鉾・新鉾とは称さず、千本鉾・狂（京）鉾と称することが多くなった（26）。このような理由

からそれまでの今宮祭における古鉾と新鉾の関係を説明する必要が生じたのだろう。 
 では次に古鉾側が語る今宮祭における新鉾との取り扱いの違いについてみてみよう。古鉾

が主張するのは次の四点である。 
 一点目は、古鉾が新鉾と道すがら鉢合わせた場合、新鉾を差し控えさせて先に通行した事

例があるということであり、二点目は御出祭の朝に「しね入」と称して社参し鉾へ清祓いを

受けていた時代は、新鉾は夜のうちに社参を済ましており、これは古鉾と鉢合わせすること

を憚っての行いであるということ、三点目は「しね入」の際にも古鉾と新鉾は鉢合わせする

ことがあり、その際には古鉾の清祓いを済ませた後に新鉾の清祓いを行っていたということ、

そして四点目は天保 12 年（1841）以降「しね入」に代わり 12 の鉾が揃って清祓いを受ける

ようになった後も、「無子細為任先格」せて古鉾への清祓いから始めるようになったことであ

る。一点目に付いては「先格」にあるとするだけで具体的な年代などを記していない。また

二点目についても「行合不申候様之心得ト相見へ」と推測しているのみで具体性に欠ける。

つまり実際に古鉾が新鉾より上位の扱いを受けたとする可能性のある事例は三点目と四点目

である。 
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提示された半分の前例は根拠が乏しいものの、古鉾はこれらを例証としてあげることによ

り、今宮社は古鉾が新鉾の上位にあり「重キ事」であるとの認識があると理解していた。こ

れらのことからわかるように、少なくともこの頃には古鉾の上位性のみが残り、実際そのよ

うな扱いを受ける場合もあったが、それを担保するに値する史料や伝承は失われていたもの

と考えられる。つまりは起源伝承（27）が付帯していなかったのである。 
このように起源伝承が欠落した、いわば実体のない上位性は、新鉾にとってもはや厳密に

遵守すべきものとは感じられなかったのであろう。その後新鉾より古鉾への回答で、先に清

祓いをはじめようとした理由が「先江参り居候而甚待兼候ニ付、御祝相始メ之儀申被入候」

と、長時間待たされていたところに、恐らくは今宮社から清祓いの開始が申し入れられてい

たことが明らかになった。結局は古鉾からの申し立てに従い「先格ト御座候得者、千本鉾ゟ

御始メ可被成」と新鉾が折れることで事態は収拾するのだが、そこには古鉾に対する畏怖を

感じることはできない。 
また今宮社による古鉾に対する認識や取り扱いも、この時すでに低下していた。本件の発

端を作ったのはとりもなおさず今宮社だったのである。文政 6 年の事例でも確認したように、

今宮社にとって今宮祭が遅れることは避けるべき事態であった。そのために先に集合してい

た新鉾へと清祓いの開始を勧めたものと思われるが、仮に古鉾の上位性が儀礼として今宮祭

に組み込まれていればこのような事態にはならなかったはずである。今宮社による古鉾に対

するこのような認識は他にも見受けられる。先にも指摘したように、弘化 3 年の今宮祭は神

輿・牛車の修覆が遅れたため延引となったのだが、「先格」によると今宮祭の延引や祭日の決

定は古鉾に相談の上取り決められることになっているにも関わらず、それを行うことなく延

引が決定されていた。このことに関しても古鉾は異議を申し立て「旧例ニ相違無之証文取置」

くこととしたの（28）だが、ここにも相談を必要としないという態度に今宮社の古鉾に対す

る重要度・上位性の認識の低さを読み取ることが可能である。その背景にはやはり実態のな

い上位性という認識があったと考えられる。 
そして新鉾や今宮社によるそのような認識を古鉾は敏感に感じていたのだろう。たとえ実

態のない上位性であったとしても代々古鉾町として受け継いできた伝統は守らなければなら

ない。そのためには人々の記憶から古鉾の上位性が消失してしまわないように、その地位を

保全し続ける必要がある。その結果が先に清祓いを受けようとする新鉾を差し控えさせるこ

とであり、相談なく延引を決定した今宮社から証文を取るという行為として現れたのである。 
 
 二 鉾町と神事行事町間の争論 
 鉾町に対する畏敬の念の低下は今宮社のみのものではなかった。西陣の他の氏子町もまた

同様であった。神事行事町の中には鉾町に対する畏れを忘れた町も登場し始めたのである。 
一弘化四未年、当年神事行事町元北小路町・西北小路町・竪亀屋町以上三町、然ル処西

北小路町年寄和久屋茂作兼々申触候悪説、出ものはれもの所をきらわずと申せハ仮 

令鉾町内たるとも小便こき流しに仕と申居候儀追々風聞有之、是迄御行事町ニ右様不
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敬之勤方被致候町分無之、尤鉾町内ニおゐて小便致し不申候義ハ御鉾江之恐れニ而不

礼無之様相慎ミ被申候儀旧例之処、右西北小路町年寄茂作、不埒之申方用捨難致、依

之牡丹鉾町ニて寄合席相立、社役人上田源吾殿相招き、右茂作之申分相違無之ニおゐ

てハ千本鉾急度可申旨有之趣申入候処、社役人早速神事行事頭町元北小路町年寄長右

衛門殿方江右之次第演舌ニおよひ、元北小路町より改ニ罷出られ決而左様之不礼致間

敷旨西北小路町年寄茂作江申付置候間、用捨致し呉との頼ミゆえ用捨いたし遣事、（29） 
 弘化 4 年（1847）の神事行事町は、下西陣組 10 番組である元北小路町・西北小路町・竪

亀屋町の 3 町により担当された。その中の西北小路町年寄茂作が、兼ねてより鉾町に対する

不遜な言動を発していることが鉾町の耳に入った。鉾町の町内、特に剣鉾の当家において今

宮祭の期間中、剣鉾の清浄性を保つために外部の人間の便所の使用が制限されることは、現

在では行われないが、近年まで厳格にではないにせよそのようなことがあったと伝えられる。

おそらく西北小路町年寄茂作もこのような事実を認識した上で右のような発言をしたのだろ

う。茂作にこのような発言をさせた背景は、氏神今宮社や今宮祭に対する畏敬の念の低下で

はなく、鉾町に対する意識の変化から発せられたものだと考えられる。神事において一部の

氏子が他の氏子の上位に立つ場合、その状態を維持・安定させるためにいくつかの条件が必

要となる。そのうち特に重要なのが起源伝承と経済力である。しかし今宮祭の鉾町で起源伝

承を有しているのは朝廷から神社へ下賜された剣鉾を願い出て永代守護しているという松鉾

を守護する歓喜町のみであり、さらに経済的にも巨大な同業者町である西陣という地域特性

から、鉾町のみが突出しているとはいいがたい状況にあった。つまり、ある程度の経済力と

朝廷への人脈さえあれば他の氏子町も鉾町へと成長することも可能であり、そして実際にそ

れを試みた町も存在した（30）。 
 自らの町と明確な差異が存在しないにもかかわらず、他の氏子町の上位に立つ鉾町に対し、

西北小路町の年寄茂作は疑問を感じたのではないだろうか。 
 弘化三年・四年の事例とも当事者の意識の変化が引き起こした事件であった。このような

意識変化が発生した理由を説明する材料を現段階では有さないが、幕末という時代性が作用

したことは想像に難くない。幕末の時代性が信仰や、その発露の一つである祭礼に与えた影

響などについては、京都の他の祭礼の事例を発掘し、比較することで検討すべき今後の課題

である。 
 
おわりに ―祭礼運営維持の論理― 
 
 本稿では今宮祭に関わる争論や、それに発展する可能性のあった事件を検討することで、

それらの発生の背景や、どのように解決されてきたのかを考察してきた。本稿で検討した事

例から今宮祭をめぐる争論の特徴をあげると以下のようになるだろう。 
①神輿や神社の修覆費用など氏子全体の問題となる案件は上西陣組・下西陣組の主導の下、

比較的容易に解決される。 
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②争論の当事者に鉾町がいる場合、争論は深刻化し、町組の力では解決することができない。 
③鉾町の関与する争論、つまり深刻化する争論は、鉾町の地位保全を原因として発生する。 
 これまでみてきた争論はすべて、今宮祭の運営維持に起因して発生したものであった。こ

れらの中でも特に鉾町が関わる争論には一つの共通した論理が見られる。「仕来り」である。 
 文政五年の争論は「古来ゟ仕来り」であった大廻りが、「例年」大廻りの案内に町代が二人

付き添うべきところ、「例式」にはしないので一人の案内で勤めることを決定する相談が長引

いたことが原因となった。そしてそのために破談された扇鉾の和談についての相談の過程に

おいて上西陣組・下西陣組が提示してきた神事行事町の勤方は「新規ケ間敷」ものであり、

それに従い「新規ヲ以」って神事行事を勤めようとした文政六年の神事行事町に鉾町が申し

入れたのは「先例之通りニ而」勤めることであった。これに関し出訴に及んだ際の訴状の内

容も神事行事町の勤方を「是迄之通」つまり「古格仕来」に従うように求めるものであった。

また瑞雲院において対決に挑んだ際、議論の中心となったのは上西陣組・下西陣組が「古格

を崩シ新規を被仰」たことについてであり、結果として鉾町は「上・下西陣組行事町相務方

之儀、旧例之通以実意相勤可申候」と、「先規之通」の神事行事勤方を認めさせることに成功

した。 
 弘化 3 年の争論も、新鉾や今宮社が「先格ニ相振レ」古鉾より先に新鉾への清祓を始めよ

うとしたことが発端となったもので、「先格」や「先例」にある古鉾の新鉾に対する上位性を

主張することでそれを保全しようとし、新鉾も「先格ト御座候得者、千本鉾ゟ御始メ可被成」

とその主張を認めた。また弘化四年に神事行事町が鉾町に対して無礼な発言をしていること

に鉾町が申し入れをおこなった際の根拠も「不礼無之様相慎ミ被申候儀旧例之処」というも

のであった。 
 これらはいずれも「先例」や「古格」、「先規」「旧例」といった「仕来り」を崩し「新規」

の執り行いを実施しようとした際に問題が発生し、「仕来り」の再確認により事態は収拾した。

これらの争論はすべて「仕来り」へと収斂することが可能なのである。つまり今宮祭は「仕

来り」が遵守されることにより、その運営体制が維持されていたとすることができるだろう。

しかしもちろん「仕来り」も各時代・時期の社会的要請から変更されることもある。例えば

「しね入」が廃止され、12 の鉾町が集合した後に剣鉾への清祓いを行うように改めた天保 12
年の例がそれである。だがここで注目すべきは天保 12 年の例が、「仕来り」としても把握す

ることが可能な「しね入」を廃止したものの、「無子細為任先格ニ千本鉾ゟ御祝相始メ来リ候」

と、古鉾・新鉾間の相互関係は維持されている点である。ゆえにこの変更は「新規」の執り

行いとして問題化することはなかったのだろう（31）。つまり重要なのは「仕来り」それ自体

の遵守ではなく、「仕来り」の中に組み込まれた、今宮祭に参加する諸存在の相互関係の秩序

保全なのである。前例主義社会である近世において「仕来り」という論理を提示すると、他

には何の説明をせずともそれは遵守すべきものとして認識されたのだろう。事実、今宮祭に

おいて「仕来り」を守らなければならない理由についての説明は見出せない。 
祭礼に参加する諸存在間の相互関係についての具体的な起源伝承に乏しい今宮祭では、特

に上位組織にとって自らの位置付けを確認・保全するために「仕来り」を提示することは理

にかなった行為であり、それ以外の方法を見出すことができなかったのである。 
 
注釈 
（１）吉岡拓「近世後期の京都町人と朝廷―祇園祭山鉾町を主な事例として―」（『日本歴史』

703、2006）、拙稿「近世京都における朝廷よりの祭具拝領」（『京都民俗』26、2009）、同「貴

所からの祭具拝領」（京都の民俗文化総合活性化プロジェクト実行委員会編『京都剣鉾のまつ

り調査報告書 1 論説編』京都市、2014）など。 
（２）久留島浩「近世における祭りの「周辺」」（『歴史評論』439、1986）、同「祭礼の空間

構造」（高橋康夫・吉田伸之編『日本都市史入門Ⅰ』東京大学出版会、1989）、高牧實『近世

の都市と祭礼』（吉川弘文館、2000）など。 
（３）宇野功一「近世博多祇園山笠における当番町制度と当番費用徴収法」（『国立歴史民俗

博物館研究報告』121、2005）をはじめとする宇野による一連の祇園山笠研究などが特定の

祭礼についての総合的・多面的研究として挙げることができる。 
（４）京都市歴史資料館架蔵写真版「歓喜町文書」A3。 
（５）拙稿「近世京都における祭礼運営と町組―西陣・今宮祭を事例として―」（『京都外国

語大学研究論叢』86 2016）。 
（６）杉森哲也「近世京都町組発展に関する一考察―上京・西陣組を例として―」（『日本史

研究』254 1983。後に同氏『近世京都の都市と社会』東京大学出版会 2008 に収録）。 
（７）京都市歴史資料館架蔵写真版「作庵町文書」1。なお史料中の虫損は□で示した。以下

の史料も同じ。 
（８） 富井康夫「維新期の祇園祭について」（秋山国三先生追悼会編『京都地域史の研究』

国書刊行会 1979） 
（９） 前掲注（５）拙稿。 
（10）今宮祭の運営方法に関しては前掲注（５）拙稿。 
（11） 京都市歴史資料館架蔵写真版「上善寺町文書」D2-25。なお上善寺町文書以外でも牡

丹鉾町などで本件に関する史料を確認することができる。 
（12）前掲注（11）。以下、本史料により経緯を復元する。特に注記しないものは本史料から

の引用。 
（13）京都市歴史資料館架蔵写真版「上善寺町文書」D2-31。 
（14）明治 3 年の菊御紋付祭具使用許可申請にともなう扇鉾由緒では、文化 7 年（1810）の

鉾修覆の際に「上様 御上覧ヒ為有候而、御下之節山丘内記様御執次ニテヒ仰渡候、扇御鉾

之儀ハ第壱番之御鉾故、今宮同様被 御思召」（京都市歴史資料館架蔵写真版「歓喜町文書」

F37）とあり、またその前年の明治 2 年の申請の際には東千本町の扇鉾使用につき「御所様

よりも別段被仰立可被下筈ニ御座候」（京都府総合資料館所蔵「菊号調書」明 2-25～28）と

注記している。 
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に上位組織にとって自らの位置付けを確認・保全するために「仕来り」を提示することは理

にかなった行為であり、それ以外の方法を見出すことができなかったのである。 
 
注釈 
（１）吉岡拓「近世後期の京都町人と朝廷―祇園祭山鉾町を主な事例として―」（『日本歴史』

703、2006）、拙稿「近世京都における朝廷よりの祭具拝領」（『京都民俗』26、2009）、同「貴

所からの祭具拝領」（京都の民俗文化総合活性化プロジェクト実行委員会編『京都剣鉾のまつ

り調査報告書 1 論説編』京都市、2014）など。 
（２）久留島浩「近世における祭りの「周辺」」（『歴史評論』439、1986）、同「祭礼の空間

構造」（高橋康夫・吉田伸之編『日本都市史入門Ⅰ』東京大学出版会、1989）、高牧實『近世

の都市と祭礼』（吉川弘文館、2000）など。 
（３）宇野功一「近世博多祇園山笠における当番町制度と当番費用徴収法」（『国立歴史民俗

博物館研究報告』121、2005）をはじめとする宇野による一連の祇園山笠研究などが特定の

祭礼についての総合的・多面的研究として挙げることができる。 
（４）京都市歴史資料館架蔵写真版「歓喜町文書」A3。 
（５）拙稿「近世京都における祭礼運営と町組―西陣・今宮祭を事例として―」（『京都外国

語大学研究論叢』86 2016）。 
（６）杉森哲也「近世京都町組発展に関する一考察―上京・西陣組を例として―」（『日本史

研究』254 1983。後に同氏『近世京都の都市と社会』東京大学出版会 2008 に収録）。 
（７）京都市歴史資料館架蔵写真版「作庵町文書」1。なお史料中の虫損は□で示した。以下

の史料も同じ。 
（８） 富井康夫「維新期の祇園祭について」（秋山国三先生追悼会編『京都地域史の研究』

国書刊行会 1979） 
（９） 前掲注（５）拙稿。 
（10）今宮祭の運営方法に関しては前掲注（５）拙稿。 
（11） 京都市歴史資料館架蔵写真版「上善寺町文書」D2-25。なお上善寺町文書以外でも牡

丹鉾町などで本件に関する史料を確認することができる。 
（12）前掲注（11）。以下、本史料により経緯を復元する。特に注記しないものは本史料から

の引用。 
（13）京都市歴史資料館架蔵写真版「上善寺町文書」D2-31。 
（14）明治 3 年の菊御紋付祭具使用許可申請にともなう扇鉾由緒では、文化 7 年（1810）の

鉾修覆の際に「上様 御上覧ヒ為有候而、御下之節山丘内記様御執次ニテヒ仰渡候、扇御鉾

之儀ハ第壱番之御鉾故、今宮同様被 御思召」（京都市歴史資料館架蔵写真版「歓喜町文書」

F37）とあり、またその前年の明治 2 年の申請の際には東千本町の扇鉾使用につき「御所様

よりも別段被仰立可被下筈ニ御座候」（京都府総合資料館所蔵「菊号調書」明 2-25～28）と

注記している。 
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（15）京都市歴史資料館架蔵写真版「上善寺町文書」D2-26。 
（16）前掲注（１）吉岡および拙稿など。 
（17）上西陣組・下西陣組は誓文の調印を今宮祭の終了後へと延引することを望んでいるの

だが、管見の限りこの誓文が奉納されたことは確認できていない。 
（18）前掲注（５）拙稿参照。 
（19）森田三郎『祭りの文化人類学』（世界思想社、1990）。 
（20）拙稿「近世の今宮祭と巡幸路」（『京都民俗』23、2006）。 
（21）親町間の上下関係は、基本的には成立の新旧が作用したと考えられ、そのような意味

では「親町―枝町」「古町―新町」関係の延長線で把握できる側面もある。しかし注（20）の

拙稿であきらかにしたように鉾町は必ずしも西陣の地において最古の段階で成立した町では

ないことから、他の要因も検討すべきである。 
（22）今宮祭に供奉する鉾の新旧については、坂本博司「今宮祭と西陣」（『芸能史研究』72、
1981）、前掲注（20）拙稿などを参照。 
（23）京都市歴史資料館架蔵写真版「上善寺町文書」D2-31。 
（24）京都市歴史資料館架蔵写真版「上善寺町文書」D2-29。 
（25）拙稿「近世京都における朝廷よりの祭具拝領」（『京都民俗』26、2009）。 
（26）なお「千本鉾」とは称しながら、千本通沿いの五町に加え大宮通に程近い 3 町が存在

する。このことからも千本鉾という名称が後付け的な苦肉の策であることがうかがえる。 
（27）宇野功一「都市祭礼における起源伝承の創出と活用―近現代の博多祇園山笠を例に―」

（『国文学 解釈と鑑賞』73-8、2008）、同「儀礼、歴史、起源伝承―博多祇園山笠にかんする

一考察―」（『国立歴史民俗博物館研究報告』136、2007）。 
（28）前掲注（23）。 
（29）前掲注（23）。 
（30）前掲注（25）拙稿。 
（31）天保 12 年の変更に関する争論は管見の限り見受けられない。関係史料の散逸も考え

られるが、12 の鉾町や神事行事町、今宮神社に伝存する史料群から見出せないため、本件に

関しては特に問題化しなかったと思われる。 
 
〔付記〕本稿は 2008 年 11 月に関西大学に提出した博士論文の一部を原案としながら、京都

民俗学会 291 回談話会（2016 年 9 月）および国際言語平和学会日本語日本文化研究会（2016
年 12 月）での報告を文章化したものである。 
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廣松哲学はいかに言語的であるか 
―「認識論的主観に関する一論攷」の射程― 

How linguistic Hiromatsu’s philosophy is 
 

渡辺恭彦 
 

Summary 

In this paper, we are concerned with the linguistic concept of Hiromatsu Wataru, the 

Japanese Marxism philosopher. Tracing the development of his thought, we can find the linguistic 

concept embedded in his philosophical concepts. His article on the linguistic concept concentrated in 

the 1960s, when he started to publish academic articles, and he continued referring to it. In the 1980s, 

structuralism and post-structuralism originated in France was prevalent in Japan. Respecting such 

situation, Hiromatsu published some articles on semiotics. Moreover, two conversations with Keizaburo 

Maruyama, an eminent Saussure scholar, were held.  In this paper, tracing Hiromatsu’s theory from 

the perspective of linguistics, we try to illustrate that linguistics has been his main theme.  

The results from this paper indicate that intersubjectivity, his main philosophical concept, is 

inseparable from the linguistic concept, and this cogitation dates back to his graduation thesis on 

epistemology. 

 
 
戦後の哲学者廣松渉の業績は、独自の認識論である共同主観性論、物象化論、役割行為論、

そしてマルクスの文献的研究などで知られていよう。廣松が生涯を通じて彫琢し続けたこ

れらの諸概念は、未完の大著『存在と意味』に結実していくことになる。 
廣松の生涯の思想形成を辿っていったとき、数々の概念の星座のうちに見出されるのは、

様々な変奏のもと織り込まれた言語論である。廣松独自のいかめしい概念群のなかでは、一

見すると目立たないテーマではあるが、あたかも通奏低音のように思想展開のうちに響い

ているといえよう。廣松が言語論を扱った論文は、学術的な論文を公表しはじめた時期であ

る 1960 年代から 70 年代に集中しているが、その後も言語論の執筆は続いている。1980 年

代には、フランスから構造主義、ポスト構造主義が流入していたことを受け、記号論が定ま

った領域を持たぬまま日本にも広まりつつあった。こうした思想的な状況を受けてのこと

と思われるが、廣松も記号論に関する論文の執筆やソシュールの研究者である丸山圭三郎

との対談を二回にわたって行っている。さらに、マルクス関連の著作においても、言語をメ

タファーとした叙述を多く見つけることができる。廣松が言語をもってすべてを説こうと

したとまでいうことはできないが、こうした経緯を見るなら、廣松体系のなかで言語はまぎ

れもなく重要な位置を占めているといえよう。 
本稿では、言語という視角から廣松の体系を辿り直すことにより、初期から晩年に至るま
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で言語が廣松の主要な関心事であったことを描き出すことを試みる。その手続きとして、廣

松が言語に着手した端緒を彼の学部卒業論文である「認識論的主観に関する一論攷」に見定

め、その言語論がどのように展開されていったのかをみていく。その過程でわれわれは、カ

ントや新カント派の学説に学びつつ、同時代的に流入してきていた構造主義や記号論とい

った潮流と対峙していた廣松の思考の軌跡を目撃することになるだろう。 
 
一.「認識論的主観に関する一論攷」 
 1958 年、廣松渉は東京大学文学部哲学科に卒業論文「認識論的主観に関する一論攷」を

提出する。廣松 25 歳のときであった。この論文が収められている著作集第十六巻の解説に

よれば、分量にして 200 字詰め原稿用紙で約 560 枚という長大なものであった。廣松自身

が序文で述べているところでは、当初の構想では、カントの訓古解釈を行う第一部、西南学

派を中心とした新カント学派の改釈を討究する第二部、「思い付き」を素描する第三部から

構成される予定であった。執筆をすすめるなか、紙数の制約もあり、いずれを卒業論文とし

て提出すべきか思い悩んだことが記されている。手堅いカント改釈の第一部か、それとも思

い付きを素描した第三部か。廣松が意を決して選んだのは、第三部であった。 
 つまり、提出を予定していた構想の一部分たる「思い付き」の第三部が長大な卒論として

提出されたというわけである。新カント派の西南学派に数えられるリッカート、ヴィンデル

バントへの参照も随所に見られることから、第二部の内容も組み込まれたと推測される。さ

らに、廣松が晩年まで哲学体系の中に取り入れたフッサールやカッシーラーといった哲学

者がすでに多く参照されている。廣松が学部時代にマッハの研究に従事していたことはよ

く知られているし、卒論からは目配りの広さと勉強量の多さを伺うことができる。 
 こうした経緯をみるとき、あらためて廣松の早熟ぶりと学問的野心の強さに驚嘆せざる

をえない。しかし、この論文を廣松の若き日の記念碑的労作として位置づけるだけにとどま

るわけにはいくまい。晩年廣松自身がふりかえっているように、この卒業論文は言語論にほ

かならず、主著の一つ『世界の共同主観的存在構造』（1972）のリライトであるともいうの

である。それゆえ、廣松の学部卒業論文の分析からはじめることで、廣松の思考の軌跡を追

っていくのが、本稿の試みである。 
 まずは「認識論的主観に関する一論攷」のなりたちを見ておこう。全体は、序文、緒論、

第一章 言語的意味の発生的考察、第二章 言語的意味の存立的考察、第三章 判断と認識、

第四章 補攷 から構成されている。みられるように、第一章、第二章で言語を主題的に扱っ

ており、それを踏まえて第三章では判断論が考察されている。廣松自身の断り書きでは、第

三章が暴挙であり、「初めの二章を読み飛ばしていただくために」という箇所もあることか

ら、第三章の判断論がこの論文において核心部に当たるといってよい。ただし一方で、第二

章の方が、相対的に出来がよい旨を述べてもいる。第一章、第二章で理論的道具立てを整え、

第三章で踏み込んだ自説の展開を試みているといってよいだろう。 
 当該論文をひもといてまず目を引くのは、随所に挿入されたおびただしい数の範式であ
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る。論理学の式を援用しているのか、それとも廣松自身の独創によるものなのかは検証が必

要であるがここでは措く。われわれのみるところ、この諸々の範式が廣松哲学の凝縮された

形式なのである。廣松自身がのちに述べているように、『世界の共同主観的存在構造』の諸

論文は、卒論のリライトであるという。こうした言から「認識論的主観に関する一論攷」に

廣松哲学の萌芽をみることもできよう。事実、その後の廣松の思考展開をみれば、大樹の枝

が分かれているさまになぞらえることにもうなずける。1しかしとりわけわれわれが焦点を

当てたいのは、廣松がいかに言語に軸足を置いて、オリジナルな認識論を構想していたのか

ということである。 
 当該論文の課題は、冒頭部分で次のように掲げられている。 
 

端的に真であるとは,φ’と主張する乃至φ’は真なりと主張するまさにその Behaupten―
勿論,爰では Aussagen から自由であって,Denken,Anschauen,Urteilen,Erkennen,etc.
を未分のまま,差当り斯う呼んでおく―によって真であるの謂いであって,カントの判断

力の類別〔廣松が参照している箇所にあるのは Die reflektierende Urteilskraft〕から名

を藉れば reflektierendes Behaupten と云えよう.2  
 
これをわれわれなりに言い換えれば、主張内容、すなわち「然々であること」という命題

をなりたたしめている者とでもなろうか。それがここでは、reflektierendes Behaupten〔反

省的主張者〕3と言い表されているのである。われわれが何かを主張するとき、現実的な主

張者でありながら、それと同時にその主張を裏から支える der reflektierende Behauptende
〔反省的に主張されるところのもの〕でなければならないと廣松は述べる。どういうことだ

ろうか。 
すべての主張は「φは真である」という主張に帰着するという仮定を考えてみよう。廣松

は古くから伝わるクレタ人のパラドックスを例に引いて、問題の所在を明らかにしている。

廣松の説明は緻密なものであるが、ここでは少々簡略化して示しておく。「私を含めたすべ

てのクレタ人は嘘つきである」という命題を考えてみたとき、この命題の内容が真であると

するなら、この命題を発しているクレタ人も嘘をついていることになる。そうすると、この

命題の真偽は決定が不能となる。逆に、この命題の内容が偽であるとした場合、命題を発し

ているクレタ人は嘘をついていないことになり背理に陥る。このように、この命題の真偽は

無限に退行していくほかない。命題の真偽を決定するには、無限の遡行を止めなければなら

ない。そのためには、「der reflektierende Behauptende は、一回きり登場すれば足るので

はない。」と廣松はいう。廣松は論文の主題を、〈個的認識主観は、如何にして認識論的主

観（der reflektierende Behauptende）として gelten するか〉というものとして掲げてい

                                                  
1 廣松渉『廣松渉著作集第一巻』における野家啓一氏の解説、および『もの・こと・ことば』の熊野純

彦氏による解説を参照。 
2 廣松渉『廣松渉著作集第十六巻』（岩波書店、1996 年）、p.9。 
3 訳語は著作集所収の村田純一氏の解説に倣った。 
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た。つまり、個的認識主観はものごとを認識するたびごとに、認識論的主観としてもあらね

ばならないというのである。 
このパラドックスは、アメリカの文化人類学者グレゴリー・ベイトソンが精神分裂症者を

分析したさいに定義した「ダブルバインド」理論とパラレルの構造にある。ベイトソンの「ダ

ブルバインド」理論は、ラッセルの「論理階型理論」を基にしており、クラスとメンバーの

間に連続性がないというものである。オブジェクトレベルとメタレベルとでは、論じる位相、

すなわち〈論理階型〉が異なる。クラスはクラス自体の一メンバーにはなれず、いずれのメ

ンバーもそのメンバー自体が属すクラスにはなることができない。分裂症者はこうした論

理階型を識別する能力がないため、日常のコミュニケーションに支障をきたすという。4 ベ
イトソンのダブルバインド理論は、貨幣論や形式化の諸問題とともに 1980 年代の日本の思

想界において人口に膾炙するものとなった。5 たとえばマルクスは、『資本論』冒頭におけ

る価値形態論において、さまざまな商品（オブジェクトレベル）の中から貨幣（メタレベル）

が生成してくる過程を考察した。廣松が扱った問題は、『資本論』にも流れ込んでおり、そ

の後も連綿と受け継がれる普遍的な問いであったのである。 
してみれば、廣松がマルクスの『資本論』を想起させる叙述を卒業論文の随所に盛り込み、

他方でマルクスを扱った文章においても言語のメタファーを用いていることは、相即不離

の関係にあるとみてよいだろう。卒業論文執筆当時すでに、廣松がマルクスの著作に通じて

いたことはいうまでもない。マルクスの唯物史観を踏まえつつ、論理的な分析に限定した言

語論、判断論を卒業論文で扱ったというわけである。つまり、廣松が自覚していたか否かは

定かではないが、後の思想形成を推進する潜勢力をこの論文は秘めていたということがで

きよう。 
さて、廣松は論文の主題を次のように定義づけている。「本稿の究極的主題は、如何にし

て個的認識主観は認識論的主観として gelten〔妥当〕するかの論考、否かかる認識論的主観

の das Was の究明である。」6 ここで注目したいのは「gelten〔妥当〕」というタームであ

る。ここではさしあたり、左辺と右辺を結びつける等号として理解しておいてよい。廣松は、

この時期から価値哲学の祖たるヘルマン・ロッツェの Logik をよく参照しているが、「gelten」
とはロッツェを援用したものである。独自の資本論解釈を行った『資本論の哲学』（初版

1974 年）行文中の価値形態論解釈においても、リンネルと上衣の等置関係をこう説明して

いる。「A にとって上衣の生産・所有者たる B は、現与のリンネルと上衣との等値関係が、

第二形態の一モメントとみなされるかぎり、没具体的＝抽象的な主体であり、そのような抽

象的な生産主体の所産たる上衣は、労働生産物であるとはいっても、抽象的人間的労働の体

化物として gelten する。もちろん、眼前の上衣はあくまで具体的な使用価値物たることを

やめない。詳しくいえば、眼前の具体的な上衣という生産物が抽象的人間的労働の生産物と
、

                                                  
4 G・ベイトソン『精神の生態学 改訂第 2 版』（佐藤良明 訳、新思索社、2000 年）、pp.288～300。 
5 浅田彰『逃走論 スキゾ・キッズの冒険』（ちくま文庫、1986 年） 
6 廣松渉『廣松渉著作集第十六巻』（岩波書店、1996 年）、p.11。 
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して
、、

、つまり、B にとっての具体的有用労働の生産物が A にとっては抽象的人間的労働の

生産物として二肢的二重性の相で gelten するのである。」7 商品の等値関係に置かれたと

きに、ある具体的なものは、同時に抽象的なもの〈として〉ある。このように、二重の相に

あることを「gelten」というタームで表しているのである。 
1982 年に公刊された主著『存在と意味－事的世界観の定礎― 第一巻』の行文では、「妥

当」（Geltung）の概念についてロッツェを引いて説明している。「概念的普遍は、ロッツ

ェの考えでは、存在するのではなく「妥当する」（gelten）であって、心的存在でも物的存

在でもない。それは「妥当」（Geltung）という独特の存在性格を呈する。」8 『存在と意

味 第一巻』は認識論に限定された叙述であるため、マルクス研究や『資本論』に対する言

及は極力排されている。 
みられるように、『資本論の哲学』と『存在と意味』という外在的にみれば異なる領域の

著作においても、廣松は「gelten」という用語を議論の重要な場面で用いているのである。

廣松が体系を志向した哲学者であることにもよるだろうが、卒業論文で掲げられた「如何に

して個的認識主観は認識論的主観として gelten〔妥当〕するか」という主題はかくして廣松

哲学体系を貫いていることが確認できる。 
廣松は当該論文の緒論で「認識論的主観」を討究するにあたって、カント、新カント学派

による Bewußtsein überhaupt〔意識一般〕の概念史をたどるところからはじめている。廣

松は新カント学派の潮流にあるリッカートの論によりつつ、Bewußtsein überhaupt には二

つの途、すなわち、先験心理学的な途、先験論理学的な途の二つがあるという。後には、こ

の二つの途の対立の地平は乗り越えられるべきことがもはや前提とされているが9、卒業論

文時点では精密に両者が検討されている。 
行論をつぶさにみることはできないが、廣松の思想展開を踏まえたうえで注目すべきは、

「意識一般 Bewußtsein überhaupt」を実在する Gebilde〔形象〕としては立てていないと

いうことである。廣松は端的な無意識と区別した to be conscious〔意識にのぼること〕を

「es gibt Gebilde」と表現している。廣松にならって例を引けば、夢中で観劇している場合

に、“es gibt Gebilde”に気づかずに没入している場合と、（ハッと我にかえって）それに

気がついている場合がある。廣松は前者を“es gibt Gebilde”an sich〔即自〕、後者を“es 
gibt Gebilde”für sich〔対自〕として、両者の関係を次のように定式化する。“es gibt Gebilde”
für sich＝“es gibt Gebilde”an sich＋etwas のように erscheinen〔現象〕する。 
この定式をわれわれなりに解釈してみよう。周囲の状況に埋没している心理状態から、自

己の意識が前景化してくる。etwas とは、観劇に没入し観劇と自己が未分化である状態から

自己意識が立ち上がってくるときにあらわになる〈剰余〉のようなものであろう。廣松はこ

の etwas は重層的に現れるとし、次のように定式化する。 
                                                  
7 廣松渉『資本論の哲学』（平凡社、2010 年）、p.190、傍点ママ。 
8 廣松渉『存在と意味 第一巻』（岩波書店、1982 年）、p.274。 
9 廣松渉「判断論の認識論的基礎構造」『論理学のすすめ 学問のすすめ 19』（筑摩書房、1971 年）、

p.227。 
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[ {（“es gibt Gebilde”＋etwas� ）＋etwas� } ＋ etwas� ] 

 
われわれが現実に生活しているとき、反省的に自己を振り返るという場面はその都度起

こってくる。いいかえれば、自己意識の前景化は不断に起こっているといえよう。それゆえ

etwas もつぎつぎとあらわれ出てくるというわけである。この etwas は後年廣松によって

etwas Anderes「以外の或るもの」として概念化される。廣松は 1972 年に公刊された著作

『世界の共同主観的存在構造』の行論中で、サルトルの「まなざし」論を援用して役柄的主

体としての自己について論じている。鍵穴を覗いていることの羞恥心をサルトルは扱うが、

廣松は違う例を擬説して自論を展開する。「私は見張番をしている。一向に別状はない。や

がてうたたねしかける。突然、私は人眼を感じる。ハッと我にかえって、私は見張番らしい

態度 Verhalt を執る」10 反省的に自己意識があらわれるのは、人間存在が対他的対自＝対

自的対他としての役柄存在であるためであるという。 
先に見たように、ハッと我にかえるということを廣松は定式化したわけであるが、そのモ

チーフをサルトルの「対他存在論」やレーヴィットの「共同現存在」を摂取しつつ彫琢して

いったということができよう。 
Gebilde との関係でみておかなくてはならないのは、事物の意味はそれ自体としては

Gebilde ではないという廣松の主張である。廣松は「認識論的主観に関する一論攷」冒頭の

緒論において、意味は虚の焦点として現象する das Ideale であるという。虚焦点（focus 
imaginarius）とは、カントが『純粋理性批判』の「純粋理性の統整的使用」の項で使った

用語であり、端的にいえば理念のことを指す。廣松にあって虚焦点とは、端的な無ではなく、

所与に意味をあたえ認識を可能にする積極的なものとして、晩年の著作『存在と意味』にい

たるまで用いられた概念であった。虚焦点に関して注意しなければならないのは、それは端

的な無ではないものの、実体があるというものでもないということである。こうした消極的

な言い方しかゆるされないわけだが、ただ虚焦点がある
、、

という Vermeinung〔思想〕は

Gebilde として成立すると廣松はいう。 
廣松は「認識論的主観」を討究するにあたって、意味という概念を「虚の帝国」という機

知に富んだ表現であらわしている。いわく、das Ideale 意味を超越的な次元に求めるまでも

なく、「虚の帝国」で十分であるという。das Ideale や「認識論的主観」といった概念が、

超越的次元から天下り的に与えられるわけではないことを廣松は明確に述べる。「吾々の立

場にとっては、超越的存在体は容る余地がない（§21 参照）。」11  
超越を立てず世界に内在する立場から理論を構築するのは、廣松が生涯を通じて目指し

たところであったが、その道程はこのときすでに始まっていたのである。 
このように学説史的な検討を経て、廣松はあらためて各章の課題を挙げている。第一章の

                                                  
10 廣松渉『世界の共同主観的存在構造』（講談社学術文庫、1991 年）、pp.233-234。 
11 廣松渉『廣松渉著作集第十六巻』（岩波書店、1996 年）、p.25。 
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課題は、虚の帝国の建国史から始め、Vermeinung〔思想〕の成立を辿ること。第二章では、

虚の帝国の内部構造と、これと実の帝国との外交関係が課題となる。第三章では、虚実両帝

国の一外交関係として、判断、認識が考察される。機知に富んだ言い回しは、若き日のみず

みずしい思索が目に浮かぶようでそれ自体興味深くもある。 
本節では、廣松の卒業論文「認識論的主観に関する一論攷」のなりたちの概要を、のちの

主要な著作と重ね合わせながら考察してきた。次に、第一章、第二章の言語論と第三章の判

断論をみていく。言語論と判断論は廣松哲学体系にあって相即不離の関係にあるが、行論の

便宜上、言語論と判断論とを節を分けて扱い、それぞれの理論の展開を辿っていくことにす

る。 
 
二.言語論 
 本節では、「認識論的主観に関する一論攷」の第一章言語的意味の発生的考察、および第

二章言語的意味の存立的考察を検討の俎上に載せる。場違いの附録であると廣松自身が述

べ、審査員にこの二章を読み飛ばしてもらう旨を記した但し書きまでつけているが、その後

の言語論の展開と突き合わせてみると、言語に関連する中心的概念が荒削りながらもすで

に提示されていることが分かる。 
 このような看過すべからざる点をひとつひとつ剔抉していくのが本節の課題である。ま

ずはあらかじめ、「認識論的主観に関する一論攷」における問題設定が見やすい形で接続さ

れている諸論稿を挙げておこう。まず一つ目は「意味論研究覚書」（1966 年 4 月『名古屋

工業大学学報』）である。同論文は、短いながらも、言語の四つの機能を定義し「意味」が

普遍性と函数的性格を持つことを明らかにした。「認識論的主観に関する一論攷」は、独特

の範式を駆使して廣松の哲学的構想が綴られていた。さらに、叙述も通常の論文とは異質な

スタイルであったため、範式をもって廣松が何を目指そうとしているのか一見して判然と

しないところがあった。しかし、「認識論的主観に関する一論攷」の後にはじめて発表され

た言語論である「意味論研究覚書」においては、範式がまったく用いられておらず、叙述も

明快なものとなっている。「意味論研究覚書」は、後に広がりを見せる言語論の骨子を凝縮

した内容であるといえよう。 
 二つ目に挙げられるのは、1969 年 7 月に『思想』で発表された「言語的世界の存在構造

―意味の認識論的分析の視角」である。同論稿は、時代と共振し一世を風靡した『世界の共

同主観的存在構造』（1972）に収められている。『世界の共同主観的存在構造』の収録論文

を貫くテーマとして近代認識論の「主観-客観」図式の超克が掲げられている。その中に収

められた「言語的世界の存在構造―意味の認識論的分析の視角」には、言語から近代知を捉

え直すという問題意識が前面にあらわれている。廣松は近代言語理論の基本シェーマはロ

ックの言語哲学のうちに完成しているという。ロックは、「言語とは、まずそれを用いる人

の心のなかにある観念を表わす感性的記号にほかならない」12 という。しかし廣松は、こ

                                                  
12 廣松渉『世界の共同主観的存在構造』（講談社学術文庫、1991 年）、p.82。 
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のような見方は、「外なる事物」、「内なる観念」、「言語的記号」という「世界-表象-記
号」の三項図式にほかならず、近代の地平にとどまっていると見ている。「内なる観念」な

るものはそもそも存在しないというのである。そして、そのほかの言語学者の理説もロック

の理説の変様であるという。この論文は「意味論研究覚書」の 3 年後に発表されたものであ

る。両者を見比べてみると、重複する内容もあるが、ラフスケッチにとどまっていた「意味

論研究覚書」をさらに敷衍したものであることが分かる。参照する言語学者の範囲も広がっ

ており、日常的な場面に定位した具体例を盛り込むなど、叙述も分かりやすいものとなって

いる。学部卒業論文であった「認識論的主観に関する一論攷」にはじまり、勤務先の紀要雑

誌に発表した「意味論研究覚書」、そして一般読書界向けに発表した「言語的世界の存在構

造―意味の認識論的分析の視角」へと、廣松の言語論は問題設定を残しながら深められてい

ったといえよう。その後も、1970 年代なかばからいくつかの言語論を発表し、単行本『も

の・こと・ことば』（1979 年）に収録されて公刊された。同書からは、日本語学者の大野

晋の議論や、固有名論やヴィトゲンシュタインの「言語ゲーム」論といった同時代の議論を

参照し、みずからの言語論に組み込んでいることが分かる。 
 このようにみてくると、廣松の言語論は、卒業論文「認識論的主観に関する一論攷」を端

緒として、同時代の言語学の知見をつねに参照しながら、螺旋上に発展していったことが分

かる。こうしてわれわれは、言語論を深めていくことで廣松が手にした諸概念をより精錬さ

れた形で捉えることができる。つぎに、こうして練り上げられていった過程を踏まえつつ

「認識論的主観に関する一論攷」における言語論へとさかのぼって考察することで、廣松が

どこに焦点を見定めていたのかを浮き彫りにしていこう。 
 まずは独特の範式を解読することからはじめよう。当該論文には、24 もの範式が挙げら

れている。それらは、論証の過程であらわしている事態を示すものだが、すべてを従前に理

解するのは筆者の手に余る。幸いにして、はじめの二章の全所論は、二つの範式にまとめる

ことが出来ると廣松は述べているので、二範式を足場にしつつ解読をすすめていきたい。そ

して第三章の課題は、判断と認識をすべてこの範式に還元することであるという。その二つ

の範式とは以下のようなものである。 
 

（  als [a] ⇔ A（a）） ⊂  als [M] 

（  als [a] ⇎ A（a）） ⊂  als [M] 

梗概では、  , (a) , [a] , [M]の相互関係が論考されると述べられている。さらに、そのなか

でこれらといわゆる Materie〔質料〕, Form〔形式〕 , Wesen〔本質〕 , Inhalt〔内包〕 , 
Gegenstand〔対象〕, etc との関係が論考される。上の二つの範式のモメントとして廣松は

四つを定式化している。 
 
（イ） と（a）との関係が Hingeltung 
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（ロ） と [a]との関係が Für-Haltung 
（ハ）  と [M]との関係が Als-Geltung 
（ニ） [a]と[M]との関係が Entgegengeltung 

 
  は極めて広義の「もの

．．
」 こと

．．
 心的事態

．．．．
（Gebilde） 

 A は極めて広義の「音声」 所謂記号側面一般 
 ⇔ は,  と  との同立

．．
のもとで等値化的に統一されていること 

 ⇎ は,  と  との異立
．．

のもとで等値化的に統一されていること 

 ⊂ は （  ）が  に所属
．．

（融即）
．．．．

されること 
 
 
まず注目したいのは、gelten を変化させたタームが使われていることである。本論の一節

で、gelten〔妥当する〕こそ「認識論的主観に関する一論攷」のキーコンセプトであること

を示したが、ここで gelten が変化したタームが使われているのは、その派生体であると考

えてよいだろう。さらに上のタームが少しずつ形を変えて晩年の著作まで使われるに至っ

た。Hingeltung 、Für-Haltung、 Als-Geltung、Entgegengeltung というタームは廣

松による造語であろう。この時点では、これらのタームに日本語表現は当てられていな

いが、後の論文や著作ではドイツ語の読みを日本語表記のルビとする表記法へと変遷し

ていった。こうして、 gelten は「向妥当
ヒンゲルテン

」と「対 妥 当
ゲーゲンゲルテン

」というタームとなって定着した

というわけである。 
 次に、第一章 言語的意味の発生的考察と第二章 言語的意味の存立的考察との関係につ

いて一言しておこう。マルクスが『資本論』を執筆するにあたり、叙述の方法について苦心

していたことはよく知られている。廣松もマルクスにならって叙述のスタイルには周到に

配慮している。第一章で掲げられている発生的考察とは、言語が事実としてあることを踏ま

えて事実問題（quid facti）として考察するということである。そのため、〈なぜ言語が存

在するのか〉といったことはひとまず括弧に括られて、現に言語が存在するという地点から

考察ははじめられる。廣松は子供が叫び声をあげることを言語形象の一例と見てこう述べ

る。「叫喚が言語形象の中に算入されるのも、それが何ごとかの表出として、―例えば母親

などに―把住される限りにおいてであって、単なる生理・物理的形象が言語的形象に転成す

るためには、斯かる把住（者）が前提されねばならない。しかも、是は決して単なる論理的

前提ではなく、事実的前提である。従って、言語の歴史的発生は、かかる事実的前提の成立

によって劃される。しかるに、事実的前提たる「把住」は、「音声」と「もの」との等値化

的統一に外ならない。是が、言語形象発生の事実的（且論理的な）端初である。だから、吾々

の考察は、等値化的統一の原基的形態のそれを以って始まる。」13 このくだりは、いやおう

                                                  
13 廣松渉『廣松渉著作集第十六巻』（岩波書店、1996 年）、p.43。 
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なく『資本論』の叙述を想起させる。マルクスは『資本論』を次のようなよく知られた文章

ではじめている。「資本主義的生産様式が支配的におこなわれている社会の富は“巨大なる

商品集成”として現われ、個々の商品がその富の原基形態として現われる。われわれの研究

は、だから、商品の分析を以って始まる。」 
言語の発生の起原に関する廣松の文章と『資本論』の冒頭の文章を見比べてみると、廣松

が言語の考察を『資本論』になぞらえていることが分かる。ポストモダニズム的言説におい

て貨幣や言語がパラレルな論理構造を持つものとして盛んに論議されたが、廣松が 1958 年

の時点でこうした構造を自覚していたことは留目されてしかるべきである。 
 それでは、廣松は言語の発生をどのように捉えているのだろうか。廣松はこう述べている。 
 

言語が成立するためには、一定の音声
．．

と特定のもの
．．

（ごと）とが、或る結合、に齎さ

れることが必要である。14 
 
この結合を廣松は独自のターム「等値化的統一」というタームで言い表している。「等値化

的統一」というタームは「意味論研究覚書」（1966）で「記号と意味との本源的結合」を表

すものとして言及された後、表立っては用いられなくなったが、『存在と意味』（1982）で

ふたたび頻繁に用いられている。言語成立のためにはさらに、この「等値化的統一」だけで

は不十分であり、「音声」と「もの」とが結合された「等値化的統一体
．
」が M に帰属する

ことによって、M は表現者であるとともに理解者となるという。「此の「帰属」によって甫
．．．．．．．．．．．

めて、
．．．

M
．
は表現
．．．

者となり、帰属者は理解者となる。
．．．．．．．．．．．．．．．．

」15 しかし、表現者であり、かつ理解

者であるとはどのようなことだろうか。 
 「認識論的主観に関する一論攷」（1958）での説明はやや言葉足らずだが、「意味論研究

覚書」（1966）ではより丁寧な説明がなされている。「言語表現が言語表現として成立する

のは理解者を俟ってである。言語記号にせよ意味にせよ、それは表現者に帰属せしめられる

とはいえ、現実には理解者の意識に所属する。理解者が自己の意識に属する形象を表現者に

帰属せしめることによって、云い換えれば自己の意識事実を表現者の意識だと見做すこと

において、言語表現が成立する。」16 つまり、言語を発したとしても、その意味する内容が

帰属する理解者がいなければ表現したことにはならないということになろう。ここに廣松

哲学のもっとも知られた概念である共同主観性のモチーフをみることができる。つまり、廣

松にあって言語とは、発話者のみで成立するものではなく、他者の了解を必要とするものな

のである。さらに、『世界の共同主観的存在構造』所収論文においては、同様のことがより

明確に示されている。「叙示されている事態」に関する措定意識
、、、、

、この入れ子型の全体が、

発話者の
、
意識事態として、聴取者の意識において

、、、
、発話者に「帰属

、、
」せしめられること、こ

                                                  
14 廣松渉『廣松渉著作集第十六巻』（岩波書店、1996 年）、p.35。 
15 廣松渉『廣松渉著作集第十六巻』（岩波書店、1996 年）、p.40。 
16 廣松渉「意味論研究覚書」『名古屋工業大学学報』17 号（名古屋工業大学、1966 年 4 月）、pp.150-
157 所収、p.157、傍点ママ。 
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の「融即」participation が「表出的意味の伝達」の内実をなす。」17 
 すなわち、如上の「等値化的統一体」の M への帰属という事態は、Intersubjektivität〔共

同主観性〕をあらわす事態にほかならない。ここにこそ共同主観性論のはじまりを見るべき

であろう。かくして、廣松の共同主観性がまさに言語を媒介にするものであることが証示さ

れた。 
 ところで、ここで使われている M とは「音声」と「もの」の「等値化的統一体」が帰属

する理解者であるというが、その実、一体なにを表しているのであろうか。先にみたように、

廣松にあって言語は、発話者の発した意味内容が理解者に帰属することによってなりたつ

ものであった。このことをより簡潔に次のように述べている。「レアールな観点からいえば、

言語は、発話的に表現され聴取的に理解されるたびごとにその都度、生産（再生産）される

といわねばならない。しかも、表現者と理解者との“共犯行為”が成立するかぎりでのみ、

またその場面でのみ、言語ははじめて真に実在する。」18 表現者と理解者との“共犯行為”

とは「言語的交通」のことを意味し、このとき表現者と理解者は「言語的交通の主体」とな

る。したがって、M とは「言語的交通の主体」をあらわしている。 
言語がその都度生産（再生産）されるとは、たとえば「日本語」なるものが実体としてあ

るわけではなく、その都度発せられる個人の言葉によってわれわれの会話はなりたってい

るということである。その都度発する言葉は人によって訛りがあったりイントネーション

に違いがあるわけだから、当然といえば当然である。それでは、なぜ個別の言葉が他者に伝

わるのだろうか。それには、カッシーラーを援用して廣松が用いる Funktionsbegriff 函数

概念が好便な手がかりを与えてくれる。 
廣松は「認識論的主観に関する一論攷」の第二章 言語的意味の存立的考察においてこう

述べている。「従って das Ideale は抑々、明確に、一義的に規定できない。吾々は函数的

に、しかも近似函数としてのみ―というのは、数値が無限個たりうるのみならず項が亦無数

なのだから―das Ideale を、 を介して、規定しうるのみである。意味、das Ideale は、

抑々、充全には把え得ないのである。」19 たとえば、「日本語」という函数を考えてみよ

う。「日本語」という実体はなく、かぎりなく「日本語」に近いものが想定されている。個々

の人間が話す日本語は千差万別であるわけだが、聴き手と会話が成立しているとき、それは

「日本語」として他者に伝わっていることになる。まわりくどい言い方になるが、ここでい

う「日本語」とは、個々の人間が話す日本語が「日本語」とされているところのも
、、、、、

のである。 
 次に、言語が伝達されるとはどのようなことを意味するのか、いますこし詳細に立ち入っ

てみていきたい。廣松は「意味論研究覚書」（1966）において、言語のもつ機能として四つ

の機能を挙げている。それは、指示、述定、表出、喚起の都合四つの契機である。「認識論

的主観に関する一論攷」（1958）の段階では言及されてはいなかったが、その後『世界の共

                                                  
17 廣松渉『世界の共同主観的存在構造』（講談社学術文庫、1991 年）、p.120。 
18 廣松渉『世界の共同主観的存在構造』（講談社学術文庫、1991 年）、p.114。 
19 廣松渉『廣松渉著作集第十六巻』（岩波書店、1996 年）、p.77。 
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同主観的存在構造』（1972）所収論文や『存在と意味 第一巻』（1982）における「言語の

四重的機能」論へとそのままの形で展開されていく。ここでは『世界の共同主観的存在構造』

における説明を参照しよう。 
 廣松によれば、言語のもつ機能は、①対象的事態を叙示

、、
する機能、②対象的事態に関する

発話者の措定意識や感情状態を表出
、、

する機能、③聴取者に一定の精神的感応や身体的反応

を喚起
、、

する機能、の三つにまず大別されるという。さらに①の叙示機能は、陳述さるべき関

心の対象を指示
、、

する機能とその対象をしかじかの或るものとして述定
、、

する機能に分かれる

という。20 言語的交通が行われる場合、これらの四つの機能は渾然一体となっている。わ

れわれが言葉を発するとき、こうした機能を意識しているというわけではない。あるコンテ

クストにおいて発せられた言語を分析した場合に、このような機能を見出すことができる

ということである。言語の表現が聴き手に伝わる機制を廣松はこうまとめている。「言語の

諸機能は、しかも、単に並存しているのではなく、指示を核とする陳述の全体が発話者に帰

属するものとして表現され、以上の三契機を含む表現内容の全体が理解されることによっ

て聴取者に一定の反応が喚起される―というように謂わば「入れ子型」の構造になってい

る。」21 ここでわれわれは、「陳述の全体」という表現に注目しよう。言語が発せられたと

き、指示対象に「述定的意味」が結合される。このとき、指示対象と「述定的意味」は「叙

示されている事態」をなしている。このように何かをたんに指示することも、一つの事態と

して捉えられるのである。廣松はこうした機制を超文法的主語-述語構造と言い表し、主語-
述語構造は「判断意味成体」をなしているという。かくして、言語の伝達は判断論へと接続

されているのである。 
 
三.判断論 
 「認識論的主観に関する一論攷」全三章のうちで、暴挙であるといいながらも、おそらく

廣松がもっとも論じたかった問題系が判断論である。その後も、1971 年に発表され、『世

界の共同主観的存在構造』に収録された「判断の認識論的基礎構造」、「判断における肯定

と否定―日本語の「是認・否認」構制の“特質”に定位して」『理想』（1980 年 1 月）と

判断論に関する執筆が続く。さらに、『弁証法の論理』（1980）や『存在と意味 第一巻』

（1982）においてかなりの紙幅を割いて判断論を展開している。このように、廣松は断続

的に判断論に取り組んでいることが分かる。研究の過程で発達心理学、精神病理学、現代物

理学などさまざまな分野へと越境していく点に廣松の思想形成のひとつの特徴がある。廣

松のこうした特徴を考えると、卒業論文の段階から主著『存在と意味』にいたるまで一貫し

て判断論の討究を続けたことからは、判断論という問題系に廣松がなみなみならぬ関心を

寄せていたことが伺える。ここで問いたいのは、なぜ廣松はこれほど執拗に判断論にこだわ

り続けたのかということである。 

                                                  
20 廣松渉『世界の共同主観的存在構造』（講談社学術文庫、1991 年）、p.91。 
21 廣松前掲、p.93。 
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 もとより判断論への着目は廣松の独創というわけではない。学説史的にふりかえるなら、

アリストテレスの命題論に端緒を求めることができるし、カントの『判断力批判』を経て、

新カント派まで引くことができるだろう。日本では、京都学派の二大巨峰として戦間期から

日本の哲学をリードした西田幾多郎と田辺元も判断論に言及している。西田幾多郎は『善の

研究』（1911）において、二つの表象を統一する思惟の作用のうちで単一のものを判断とし

て位置づけた。22 田辺元も「種の論理と世界図式―絶対媒介の哲学への途―」（1935）に

おいて、西田の「述語の論理」を暗に批判しながら判断論に言及している。田辺は、否定的

なものを考慮に入れない同一哲学的論理であるとして主語の論理と述語の論理に批判的で

ある。田辺にあって判断とは次のように繋辞〔である〕の論理を意味する。「絶対媒介を本

質とする論理は、未だ推論に展開せられざる判断の段階においても、媒介の所在としての繋

辞に判断の中心を認めるいわゆる繋辞の論理でなければならない。」23 
 判断論に関して言えば、西田や田辺が独自の哲学を打ち立てるためにウィリアム・ジェイ

ムスやヘーゲルといった西洋哲学を参照していることに比べると、廣松は判断論の学説史

的な議論を踏まえて慎重に検討を行っている。判断論史に対する廣松のサーヴェイの広さ

は目を見張るものがあり、「認識論的主観に関する一論攷」（1958）、「判断論の認識論的

基礎構造」（1971）、「判断における肯定と否定」（1980）の諸論稿においては、それが

特に際立っている。検討されている代表的な論者と概念を挙げてみれば、ジグワルトの命名

判断 Bennungsurteil、ヴィンデルバントの事実判断／価値判断という二重の判断、リッカ

ートの価値判断、フッサールの事態 Sachverhalt、マイノングの対象論 Gegenstandstheorie、
仮定 Annahme、ボルツァーノの命題自体 Satz an sich、ブレンターノの態度決定、ラスク

の超文法的主辞-賓辞論など枚挙に暇がない。 
『弁証法の論理 弁証法における体系構成法』（1980）では、カントの綜合判断、ヘーゲ

ルの原始-分割（Ur-teilen）などに言及した後、全十二信（書簡に擬した連載稿のため、章

ではなく信で分けられている）のうち三信が函数論、判断論、「主辞-賓辞」論となってい

る。主著の『存在と意味 第一巻』（1982）にいたっても、全九章中二章が判断論に関する

叙述となっている。 
『存在と意味』（1982）では、学説史的討究は前面には打ち出されてはおらず、主に参照

軸となっているのは、E.ラスクの超文法的主語という概念に限られている。このときにはす

でに、先学の学説が廣松独自の判断論へと昇華されていたとみてよいだろう。 
こうした廣松の判断論の展開をみると、西田や田辺に比べて、判断論を哲学体系の一部と

して完全に取り込んでいることが分かる。それではしかし、これほどまでに判断論にこだわ

ったのはなぜだろうか。それは、先回りして述べておけば、廣松は認識が判断を俟って成立

するものと考えているからである。『存在と意味 第一巻』ではそのことが明確に述べられ

ている。「認識の分子的基本単位はむしろ「判断」であって、概念は判断の構造的一契機が

                                                  
22 西田幾多郎『善の研究』（岩波文庫、1950 年）、p.28。 
23 田辺元『種の論理 田辺元哲学選Ⅰ』（岩波文庫、2010 年）、p.200。 
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自存的な形象とみなされたものにすぎない。」24 「認識論的主観に関する一論攷」の第三章

が「判断と認識」と銘打たれているのもそのためであろう。それがまっすぐに『存在と意味』

の認識論の考察へと結実していったのである。次に「認識論的主観に関する一論攷」の叙述

につきしたがうことから始めて、判断論の展開を辿っていきたい。 
 『存在と意味』で判断論を扱った箇所では「S ハ P ナリ」という表現が頻出する。これ

は、主語-述語によって成り立つ判断の構造を考察するためなのだが、西田幾多郎や田辺元

がそうした論理を踏まえながらもその分析に深入りせずに「述語的世界」、繋辞による絶対

媒介へと自説を展開していったことに比べると、廣松の文法体系へのこだわりは異様な相

貌を呈している。そしてそれは、「認識論的主観に関する一論攷」での判断論に淵源するも

のであったのである。廣松は同論文第三章 判断と認識の冒頭でこう述べている。「“直接

所与”としての“主辞表象”（上の x）が、主辞 dies〔コレ〕によって賓述に供される、と

いう表現をとろう。」25 廣松が S is P という表現にこだわるのは、もとを辿れば、カント

が『純粋理性批判』B.129 で定言的判断の機能を主語-述語の機能としたことに端を発して

いる。 
 「S is P」と表現したときに、S という対象を表象し、他方で P という対象を表象して、

「S is P」は二つの表象の結合関係であるとみる見方には、廣松は明確に反対する。上の引

用にあるように、所与としてのコレがあるときに、それがどのように認識されるのかを廣松

は問題とするのである。『存在と意味』の行論で異様な厚みを持って論じられる「S is P」
という文法構造の分析は、さかのぼれば「認識論的主観に関する一論攷」の次のような表現

に源流を持つものである。「S is P においては、賓述とは、主辞被指示体
．．．．．．．．．．．．．．．．．

（これが sachlich
には賓辞被示体でもある）に賓辞被表体が

．．．．．．．
hingelten
．．．．．．．．．

し、以ってそれが、賓辞被指体となる
．．．．．．．．．．．．．．．．．

こと
．．

に外ならない。」26 
独特の表現が理解を困難にしているが、廣松によるいくつかの判断論と照らし合わせな

がら、意味するところを明確にしておこう。まず、被示的意味、被表的意味、被指的意味に

ついては、「認識論的主観に関する一論攷」第二章§12 ですでに説明がなされているが、

それをさらに敷衍した「判断論の認識論的基礎構造」（1971）における説明がより簡明であ

る。われわれなりにパラフレーズしつつみていきたい。 
まず「被示的意味」について。われわれが主語によって何かを指示するとき、第一次的に

は特個的な対象であるという。たとえば、「この犬」といった指示がそれにあたる。このよ

うに対象が特個的に指示されているかぎりで、それを概念の「第一次的外延」としての「被

示的意味」と呼んでいる。 
次に被表的意味について。このタームは「述定的意味」と形を変えている。これは従来の

用語で概念の「内包」を意味する。「主語対象が述語概念によってそれ
、、

として述定されると

                                                  
24 廣松渉『存在と意味 第一巻』（岩波書店、1982 年）、p.263。 
25 廣松渉『廣松渉著作集第十六巻』（岩波書店、1996 年）、p.83。 
26 廣松渉『廣松渉著作集第十六巻』（岩波書店、1996 年）、p.84、傍点ママ。 
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ころのこの規定性の一総体」27 を「述定的意味」と呼んでいる。これも回りくどい表現であ

るが、たとえば目の前にいる犬を見たときに、われわれはそれを犬であると述定することが

できる。目の前の四本足の動物を猫ではなくて犬とみなすことができるのは、見た人間がか

くかく然々の特徴を持った動物が犬であるということが頭にあるからである。このように、

頭に思い描いている「犬」が「述定的意味」ということになる。 
最後に被指的意味について。たとえば、はじめに目の前の犬をみたときに、「この犬」と

指示するのが「被示的意味」であった。そしてしばらくその犬を見ていると、犬は様々に動

き回り、はじめに見たときと見え姿が変わってくる。しかし、依然としてその犬は「犬」に

ほかならない。このように、「述定的意味」が目の前の犬に肉化されると、はじめの見え姿

は偶有的なものだとされてしまう。それから「犬」と指称される目の前の犬は、第二次的外

延としての「被指的意味」であることになる。 
 「S is P」という判断の意味成体は、これら三つの意味的契機によって成り立っているが、

いずれも実在的 real なものではなく、理念的 ideal なものであるという。判断意味成体は、

「S is P」という文法体系をもって表されていることからも分かるように、言語過程と不可

分である。先に廣松の共同主観性が言語と切り離せないものであることをみてきたが、判断

と共同主観性とはどのようにかかわるのだろうか。 
 廣松のみるところ、個々の「私」の判断は、その都度、それが共同主観的にも妥当であろ

うということを「観念的に扮技」することによって成り立っている。「観念的に扮技」とは、

回りくどい表現になるが、そうであろうというところのものを先取り的に読み取るという

ことである。28 そのさい、共同主観的な判断主観一般というものは、超越的な次元にある

ものではなく、歴史的・社会的に近似的に形成されてきたものであるという。これは「認識

論的主観に関する一論攷」の主題であった〈個的認識主観は、如何にして認識論的主観とし

て gelten するか〉という問いとパラレルな構造を持っている。それを直截に言い表してい

るのが次の文章である。「判断意識において判断主観が即自的に自己をそれとして僭称して

いるところのこのイデアールな主観性、判断意識において即自的に提有されているこの構

造的契機―それはちょうど、言語学が言語の構造論的分析において、ideal speaker-listener
という理想化されたラング主体を不可欠的な構造的契機として見出すのと類比的であるが

―われわれは、それが言語的交通を媒介とする判断の共同主観性の体験に基礎をもち、この

体験の構造的契機を理念化 idealisieren したものであるかぎりで、このイデアールな判断主

体を「判断主観一般」と名づけ、判断意識の構造的分析の虚焦点 focus imaginarius 的な記

述概念として用いる。」29 
                                                  
27 廣松渉『世界の共同主観的存在構造』（講談社学術文庫、1991 年）、p.333。 
28 「観念的扮技」というタームが廣松哲学においてしめる位置については拙稿を参照。「物象化論と役

割理論―廣松渉の思想形成における『資本論の哲学』―」『文明構造論』第 10 号（京都大学大学院人

間・環境学研究科現代文明論講座文明構造論分野、2014 年）、pp.181-217 所収、p.215。 
29 廣松渉『世界の共同主観的存在構造』（講談社学術文庫、1991 年）、pp.345-346。 
Ideal speaker-listener というタームは言語学者チョムスキーのものである。これを廣松は「日本語の

言語主体一般」とパラフレーズし、この文脈では肯定的に用いている。しかし他方で、言語による間主
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 前節では言語によって共同主観性が成り立つことをみてきたが、判断もほぼ同じ機制で

成り立っているのである。つまり個々の判断主観は、判断するそのたびごとに「判断主観一

般」が妥当であるとみなすところを「観念的に扮技」しつつ判断しているといえよう。 
 
四.構造主義との対質から表情論、役割行動論へ 
前節まで「認識論的主観に関する一論攷」から展開していった言語論の変遷をみてき

た。1980 年代になると廣松の言語論は新たな局面を迎える。それは、廣松の内的な要因に

よるというよりも、外在的な要因によると思われる。1960 年代、構造主義やポスト構造主

義などの思想的潮流が日本にも流入してきており、廣松も早い段階からその流れに応じる

形で論文を発表していた（1968 年 7 月「人間主義対科学主義の地平を超えるもの―世

界・内・存在と歴史・内・存在―」『現代の理論』）。 
構造主義は知の広範な領域を覆った思想運動ともいうべきもので明確に定義することは

難しいが、言語などに通底する形式を取り出す思考方法であると一応はいうことができよ

う。構造主義の源流として挙げられるのは、まずは構造主義言語学を拓いたソシュールで

ある。さらに、部族間で女性を交換するものとして婚姻を分析し、その方法には規則があ

ることを描き出したレヴィ＝ストロースの構造人類学がある。 
廣松のソシュールへの言及は「認識論的主観に関する一論攷」においてすでに確認でき

る。しかし廣松は、もともと構造主義とのかかわりでソシュールに着目したというわけで

はなかったように思われる。ソシュールへの着目は、廣松が文学部の学部生であった頃、

言語学者である時枝誠記と服部四郎がソシュール解釈をめぐって論争をしていたことに由

来しているのではないだろうか。国語学概論の講義で時枝のソシュール批判に対して質問

をしたことを回想しており、ソシュールの言語学には当初から強い関心を抱いていたこと

が伺える。30 廣松はデュルケームの社会的事実の概念から独自の物象化論を着想したとい

う。そして、デュルケームとソシュールの理論に近いものを感じたことからソシュールへ

と接近していくことになったのである。これらの事情に鑑みれば、構造主義の隆盛からソ

シュールへと立ち戻ったというよりも、廣松はもともと言語学への関心を抱いており、自

身の言語論へとソシュールの理論を取り込んでいったとみることができよう。 
構造主義やソシュールとのかかわりで見過ごすことができないのが、ソシュール研究者

であり独自の言語哲学を展開した丸山圭三郎との学問的交流である。丸山圭三郎は『文化の

フェティシズム』（1984）でソシュールの言語学を援用しつつ文化諸現象を分析した。丸山

によれば、人間は、シンボル化能力としてのコトバを持ったことで動物とは異なる分節をす

ることになり、現実に起きている事象を過剰な〈意味＝現象〉として捉えるようになった。

                                                  
体的交通を可能にするものとしてアプリオリな同型性を措定する見方には批判的である。チョムスキー

の生成文法論を可能にする「深層構造」をアプリオリな同型性と捉える趨勢があるが、これに対して廣

松は明確に異を唱えている。廣松渉『もの・こと・ことば』（ちくま学芸文庫、2007 年）、p.122. 
30 廣松渉・丸山圭三郎「《対談》記号・意味・物象―構造主義を超えて―」『思想』718 号（岩波書店、1984
年 4 月）、pp.164-208 所収、p.168. 
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31 物象化現象やフェティシズムを扱っているという点で、廣松と丸山は共通している。廣

松がとりわけ資本主義社会で生じる物象化現象を念頭に置いていたのに対して、丸山はコ

トバを持ったことで生じるフェティシズムを対象とした。丸山は『文化のフェティシズム』

（1984）で廣松の理論を多く参照しているが、なにより二人の理論の共通点や相違点が明

らかになったのが、二回にわたって行われた対談である。 
一つ目は、1984 年 4 月の『思想』第 718 号に掲載された「《対談》記号・意味・物象―構

造主義を超えて―」であり、この号の特集は構造主義を超えてと銘打たれていた。二つ目は、

1985 年 4 月の『思想』730 号に掲載された「《対談》文化のフェティシズムと物象化」であ

る。この対談も特集のテーマである現代社会論を糸口に始められている。二つ目の対談が発

表される前には、丸山の『文化のフェティシズム』が公刊された。畢竟、二回目の対談では、

丸山の著作が俎上に載せられている。 
 本節では、二つの対談をもとに廣松と丸山の理論を比較することにより、構造主義との対

質を経て廣松の言語観がどのような形をとったのかをみていく。 
 対談では、丸山の重要な概念である〈身分け〉構造と〈言分け〉構造に焦点が当てられた。

われわれ人間を含む動物は、ある環境に投げ込まれた存在としてある。そのとき、投げ込ま

れた周囲の環境を分節化して認識しているわけだが、その分節には二種類あるとして丸山

が提示したのが、〈身分け〉構造と〈言分け〉構造という概念である。ここではまず丸山の

定義をみておこう。丸山は〈身分け〉構造を次のように定義している。「第一次分節が生み

出す構造は、種のゲシュタルトで、これは人間が他の動物と共有する（ゲシュタルト自体は

相違しても）〈身分け〉構造である。」32 ここでいう「身」とは単に身体のことをあらわす

のではなく、身体と心の分離以前のものとされる。種に固有の〈生の関与性〉にもとづいて

周りの世界を分節化するのが〈身分け〉構造なのである。〈身分け〉構造は、人間と動物に

共通しており、言語以前のものであると丸山は明確に述べている。 
 丸山はコトバを持つ存在として動物とは異なる特異性を人間に認めている。人間はコト

バを持ったことによって、〈身分け〉構造とは別に、過剰な〈意味＝現象〉群をもつことに

なった。それが〈言分け〉構造である。丸山は作業仮説と断りを入れつつ〈言分け〉構造を

こう定義している。「その網の目は「シンボル化能力とその活動」という広い意味でのコト

バによるゲシュタルトにほかならない。」33 丸山は第二次的分節である〈言分け〉構造を、

単に周りの環境を識別するだけではなく、実践的なレベルでの行動をもたらすものとして

位置づけている。「〈予見と計画〉に基づいて現実を変化させる行為こそ、人間だけがもっ

てしまったシンボル化能力としてのコトバが生み出す過剰な〈意味＝現象〉に基づく行動で

あった。」34 このように丸山は、人間の二重分節のあり方として〈身分け〉構造と〈言分

け〉構造という二つの概念を提示した。とりわけコトバによる分節が、〈いま、ここ〉とい

                                                  
31 丸山圭三郎『文化のフェティシズム』（勁草書房、1984 年）、p.102。 
32 丸山前掲書、p.71。 
33 丸山前掲書、pp.73-74。 
34 丸山前掲書、p.102。 
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う時間・空間を超えた、いまだ見ぬものを表象することを可能にしたという。それを丸山は

〈非在の現前〉と言い表している。つまり丸山は、現実に働きかける実践的なモメントはコ

トバによって可能になると捉えているのである。 
先に挙げた対談の中でも、丸山の二つの概念が中心的な論点となった。廣松は丸山の議

論はフェノメナルな場面から説き起こしている点でソシュールを超えているのではないか

という。廣松のみるところ、ソシュールは依然として事物と観念という二元的な図式を残

しているが、丸山は二元的な分離以前のフェノメナルな場面に立っているという。「〈身

分け〉ということをおっしゃるときに、〈事物〉と〈観念〉という二元的分離以前の場面

に自覚的に立っておられる点です。」35 廣松自身、近代認識論における主体と客体という

二元論を超えることを目指していたが、丸山もそうした二元論分離以前の段階から出発し

ている点で共通している。そして廣松は自身の分節化の二つの区分が丸山の二つの概念に

対応するという。「〈フェノメナルな世界〉のいちばんベーシックな相として、―これも

権利は丸山さんのおっしゃる〈身分け〉と同じですけれども―、前言語的なフェノメナル

な分節という次元を一つ置いておりまして、私流にいえば、そこの中で言語的分節も成立

してくる。その点で〈身分け〉と〈言分け〉とおっしゃることが、コグニティヴ（認知

的）な場面で言う限り、私のいう「言語介在以前的な分節」と「言語介在以後的な分節」

とほぼ重なると思います。」36 つまり、廣松もフェノメナルな世界を分節する契機とし

て言語をどう位置づけるかに着目しているのである。丸山は周りの環境を識別するだけで

はなく、現実的に変化させる道具として言葉を捉えた。そして、〈言分け〉構造を生み出

すシンボル化能力を〈ランガージュ〉と名づけ、特定の共時的文化の中で構造化されてい

る言語を〈ラング〉と区別している。37 分節化とは網の目を通してみることであり、そ

うした作用を丸山は〈als〉構造という。これは廣松が事物をそれ以上の何かとして捉える

というときの、〈als（として）〉構造と非常に似通っているように思える。しかし、丸山

が〈als〉構造があるということを前提としているのに対して、廣松は網の目の網が生じる

原基的な機制が〈als〉構造の根柢にあるのではないかと疑問を呈しているのである。「レ

アールな与件を単なるそれ以上のイデアールな何かとして把握できるということ、〈als
把握〉ができるという能力をもってシンボル化能力と広く定義したいわけです。」38 この

ように廣松は、〈als 構造〉を把握する能力として象徴的機能を位置づけ、丸山のいうラ

ンガージュよりも広い概念であるとした。廣松は言語を重くみているが、言語以前の機制

を捉え直そうとしているといってよい。 

                                                  
35 廣松渉・丸山圭三郎「《対談》記号・意味・物象―構造主義を超えて―」『思想』718 号（岩波書店、1984
年 4 月）、pp.164-208 所収、p.172。 
36 廣松渉・丸山圭三郎「《対談》文化のフェティシズムと物象化」『思想』730 号（岩波書店、1985 年 4 月）、

pp.2-40 所収、p.11。 
37 丸山圭三郎『文化のフェティシズム』（勁草書房、1984 年）、p.108。 
38 廣松渉・丸山圭三郎「《対談》記号・意味・物象―構造主義を超えて―」『思想』718 号（岩波書店、1984
年 4 月）、pp.164-208 所収、p.185。 
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廣松は丸山の〈身分け〉、〈言分け〉構造と自身の「言語介在以前的な分節」、「言語

介在以後的な分節」とが重なると述べていた。ここでわれわれは、その前提として「コグ

ニティブ（認知的）な場面」においてと限定を入れている点に注目したい。丸山が実践優

位の概念としてコトバを捉えたのに対して、廣松は認識の場面に限定して言語を想定して

いるのである。 
このことは、「認識論的主観に関する一論攷」をはじめとした言語論を辿り直すことで

浮き彫りになった、共同主観性が言語を媒介としたものであるという廣松の主張と相即不

離の関係にある。前節までみてきたように、廣松の認識論は言語をもとにして構築されて

いる。丸山圭三郎との対談のなかで、さらに前景に現れてきたのが、廣松は言語を身振り

言語的な次元や表情言語的な次元まで含めて広義に捉えているということである。39 廣松

の他者認識の理解にあっては、他者の認識は表情や身振り言語といった次元で可能となっ

ている。『存在と意味』（1982）においてすでに、表情や身振り言語をもとにした認識論

を展開していたが、丸山圭三郎との対談や記号論の流行を経たのちに公刊された『表情』

（1989）は、表情現象や言語論に加えて、ギブソンのアフォーダンスや記号論学者 U.エ
ーコのコードの問題をも配視しながら叙述されている。同書で廣松は、ユクスキュールの

環境世界（Umwelt）論やハイデッガーの用在（Zuhandensein）論を意識しつつギブソン

のアフォーダンスを扱っているが、〈身分け〉構造を打ち出すさいに丸山が援用したのが

ユクスキュールの環境世界論であったことを踏まえれば、丸山との対談を経たのちに、廣

松独自の方法で言語以前の場面に定位して理論を構築していったとみてよいだろう。 
それでは、廣松は言語の射程をどのように捉えているのだろうか。先にも見たように、

丸山はコトバを持ったことに人間の特異性を見出し、言語や記号をモデルとして現代社会

の具体的な文化現象を分析した。これに対して廣松は、言語や記号をモデルとする場面を

コグニティヴ（認知的な）な場面に限定している。本論でみてきたように、廣松独自の認

識論である共同主観性は、共同主観的な言語的交通によって個々の主観が同型化していく

機制を明らかにするものであった。共同主観性が成り立っている場面では、言語モデルが

有効であると廣松はいう。しかし他方で、世の中の文化現象全般においては、共通のコー

ドを持たない者同士の対立が起こりうるという。それゆえ、コードが共有されていない者

同士では言語的交通による同型化が想定できないことになる。「そういう場面まで含めて

文化現象全般、歴史的・社会的な現象全般を議論していく際のモデル設定ということにな

ると、どうも言語とか記号とかに即したモデルでは狭くなる危険性がある。」40 つまり廣

松は、文化現象や歴史的・社会的な現象を包括的に捉えるモデルとしては言語モデルでは

狭くなるとみているのである。コードが共有されるには、すでに既存のコードが水平的に

成り立っていることを前提とする。コードが共有されていない者同士のあいだで新たなコ

                                                  
39 廣松渉・丸山圭三郎「《対談》文化のフェティシズムと物象化」『思想』730 号（岩波書店、1985 年

4 月）、pp.2-40 所収、p.16。 
40 廣松渉・丸山圭三郎「《対談》記号・意味・物象―構造主義を超えて―」『思想』718 号（岩波書店、1984
年 4 月）、pp.164-208 所収、p.187。 
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ードを垂直的に形成するには、間主観的・間主体的な実践的な営みが必要となるが、その

分析のために廣松が展開したのが役割行動論である。晩年廣松が注力した役割行動論に

は、言語で捉えていた共同主観性の次元を超え出て行くという意図があったといえよう。 
このような廣松の理論展開は、構造主義、ポスト構造主義への見方にもあらわれてい

る。構造主義は言語体系等に通底する形式を取り出すものであったが、静態的であるとい

う批判を受けた。そうした批判を受け、ダイナミックなモメントを出そうと台頭してきた

のがポスト構造主義である。廣松はこういった同時代の思想的潮流を受け止めつつも41、

それに追従することなく、次のように述べる。「動態的な構造主義、構造の内在的自己止

揚の構制を方法論的に理論化した構造論としては、物象化論と相即するマルクスの構造論

が何といっても最大の注目に値する。管見にふれるかぎり、自称ポスト構造主義は、個別

的な論点では評価できる業績を挙げているとしても、パラダイム的な次元でいえば遠くマ

ルクスに及ばない。〈中略〉俗流“構造主義”を超える鍵としては、役割論的な協働の編

制に立脚した動態的な物象化論ということになります。」42 つまり廣松は、既成の体系と

してのコードの構造分析ではなく、そういった体系を不断に生み出している協働や実践の

場面に目を向けることを説いたといえよう。そして下部構造から構造変動をもたらす概念

装置として役割行動論に注目し、その理論構築へと注力していったのである。 
以上、廣松が言語に着目した端緒を学部卒業論文「認識論的主観に関する一論攷」に見

定め、のちに展開された言語論、判断論の諸論稿と突き合わせることで、数多ある範式ゆ

えに近寄りがたい印象を与える論述の中から廣松の哲学的モチーフを剔抉した。それによ

り、〈個的認識主観は、如何にして認識論的主観として gelten するか〉という廣松の主題

は、その後の言語論、判断論に関する諸論稿のうちに脈々と受け継がれていることが明ら

かとなった。廣松の言語論、判断論は、独特なターミノロジーや叙述のスタイルと相俟っ

て、一点から眺めるなら一知半解なものになりかねないが、先にあげた主題を導きの糸と

しつつ全体像を辿っていくことで相互に有機的に結びついていることが示された。共同主

観性という廣松哲学を代表する概念の背後には、つねに言語論が控えていたのである。さ

らに、丸山圭三郎との学問的対話や構造主義、ポスト構造主義の流入を受け止めつつみず

からの立場を明示することで、廣松の言語論は射程がより明確になっていった。それゆ

え、認識論の言語以前の場面に表情論を強く押し出し、実践論においては役割行動に可能

性を見出すこととなったのである。 
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2016 年米国大統領選挙におけるヒスパニック/ラティーノ票の 
普遍的特徴とその変容 

―各種アンケート調査結果をもとに― 
 General Characteristics of the Hispanic/Latino's votes in the U.S. Presidential Election of 2016 and their 

transitions: Focusing on the several election polls 
 

牛島 万 
 

Sumario 

Las elecciones presidenciales de Estados Unidos que se realizó el 8 de noviembre del año 2016 atrajeron la atención 

del mundo entero. El tema de los inmigrantes legales e ilegales en dicho país es sin falta uno de los puntos más discutidos. Los 

votantes latinos han sido considerados un sector muy importante y decisivo sobre todo en caso de las campañas muy reñidas. 

Este trabajo tiene por objeto considerar las tendencias de los ciudadanos latinos a través de varios sondeos durante la campaña 

electoral corrriente, concretamente nos referimos a dos estados, Texas y Florida, en los cuales reside la mayoría de los latinos.   

【キーワード】2016年米国大統領選挙、ヒスパニック、ラティーノ、テキサス、フロリダ 
 
 
はじめに 
 2016年 11月 8日に米国大統領選挙をひかえ、米国はさまざまな選挙キャンペーンが繰り広げ
られた。10月下旬において、民主党候補のヒラリー・クリントンが、共和党候補のドナルド・ト
ランプより優勢であるという一定の予想がなされていた。しかしながら、トランプ候補の女性蔑
視発言など、その資質に問題があるということで、マスメディアはこぞってこれをとりあげ問題
視し、彼の支持率は低迷を続けているかと思えば、ここにきて逆に、クリントン側にとっては打
撃的ないわゆるメール問題に対する調査が再び浮上し、このたびの大統領選は、それぞれにおい
て「問題ある」両候補による茶番劇的な様相さえ指摘されている。そして、われわれはすでに承
知のように、選挙前の大半の予想を覆すかのごとく、トランプ新大統領が勝利したのである。 
 さて、近年の米国大統領選挙で注目されているのがマイノリティ票と呼ばれるものである。そ
の最たるものはヒスパニック/ラティーノ票（以下、ヒスパニック票）である。本稿では、まず選
挙前に実施されてきたいくつかの世論調査やアンケート調査等をもとに、ヒスパニック票の意義
とその選挙における効力について分析及び考察し、今回の選挙動向を各種調査結果をもとに予測
する。その際に、従来言われてきたヒスパニック票の普遍的特徴を確認すると同時に、新たな動
きについて言及したいと思う。そして、最後に、補論として、選挙後の限られたデータをもとに、
選挙前の予想と対比しつつ、若干の分析を加えることにする。 
 
Ⅰ ヒスパニック/ラティーノとは誰か 

2000 年の国勢調査をさかいに、従来の最大のマイノリティは黒人からヒスパニック系にかわ
った。現在、2010年の国勢調査によると、ヒスパニック系は 5500万人に達しており、人口比で
は全体の 16%を占める1。従って、1100 万から 1200 万ほどいるといわれている不法入国者は含
まれない。そして不法入国者もヒスパニック系が最も多い。 
 ヒスパニックとは、スペイン語を公用語とするスペインを含むラテンアメリカおよびカリブ諸
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国の出自者およびその子孫をさしている。従って、概して、ブラジルはポルトガル語圏であるの

でこれに含まないとされる。ヒスパニックと合わせてよく用いられるのがラティーノである。ラ

ティーノはラテン系と関係のある言葉であるが、このコンテクストでは、ラテンアメリカ出自の

米国居住者をさす。そして、ブラジルやカリブ諸国のフランス語圏をも含む概念として捉えられ

るが、ヒスパニックとラティーノは重なる要素が多い2。ヨーロッパの不況が主な要因となって、

近年スペイン出自のヒスパニックが急増しているが、全体的にはラテンアメリカ出自の、しかも

人口的に多いのは、メキシコ、キューバ、ドミニカ共和国、グアテマラ、エルサルバドル、ホン

ジュラスを中心とする中米を筆頭とする出自のラテンアメリカ出身者であり、その意味でヒスパ

ニックとラティーノをさす対象に大きな違いはないとみてよいであろう。 
 あとは自らのアイデンティティに従って、さらに別の呼称が選択されることがある。国勢調査

ではこの点を踏まえて、Hispanic, hispanos/ latinos /Spanish という複数の用語を併用してい

る。白人、黒人等との比較でいえば、ヒスパニックやラティーノが文化的絆であって、人種では

ないとする。従って、White のヒスパニックか No-White のヒスパニックかという区分が統計上

なされる。そこで次のデータをみていただきたい3。 
 

 
 
 以下、ピュー・リサーチ・センター(Pew Research Center's Hispanic Trends Project)のデータ

による4。2012 年の大統領選のときに投票権を有するヒスパニック系は 2332 万 9 千人で、黒人

の 2575 万 3 千人より 242 万 4 千人ほど少なかった。ところが、2016 年の投票権を有する者は

ヒスパニック系が 2730 万 2 千人で、この 4 年間で 17%の増加である。これに対して、黒人はわ

ずか 10 万ほど多い 2740 万 2 千人であり、4 年前の 6%増に過ぎない。白人は 1 億 5608 万 4 千

人で全体の 69.1%（2016 年）を占めているが、4 年前との比では 2%増にすぎない。 
こうして見ると、ヒスパニック系の投票者は全体の 12%で、黒人もほぼ同じである。ただし、

黒人の場合、この数年間は 12%を維持し続けており、その意味で、すでに黒人人口を上回ってい

るヒスパニック系が投票権者数においても上回るのは時間の問題であろう。しかも、ヒスパニッ

ク系の事前登録者の増加率は最大である。この背景には、次の要因が考えらえる。 
 一つは、従来、たとえその要件を満たしていたとしても、市民権取得の申請や帰化に消極的で

ある者がヒスパニック系に多いとされてきたが、この 4 年間で 116 万 7 千人が新たに市民権を得
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た。この数値は、白人は 64万 4千人、黒人は 41万 3千人、アジア系は 93万人と比べても多い。
もう一つの理由として、18 歳人口が増え投票権を新たに有する市民が急増していることである。
加えて、この 4年間で 18歳になったヒスパニック系は、321万 4千人で、2016年に若年層（18-
35歳）は 1190万人になっている。この若年層はヒスパニック有権者全体の 44%に当たり、白人
の場合はこれが 27%である。つまり、ヒスパニック系の過半数近くは若年層が占めており、まさ
に 21世紀の政治動向を掌握している新世代であるといえる5。 
一般に、若年層には、政治離れや、選挙人名簿登録率や実際の投票率の低迷というマイナス傾
向が見られる。とりわけヒスパニック系はその傾向が最も高い。2012年の選挙において、ヒスパ
ニック系の選挙人名簿登録者のうち実際に投票した者は 48%で、白人 64.1%、黒人 66.6%に比べ
て低いことがわかる6。これがヒスパニック系若年層になると、37.8%まで下がる。しかし、高学
歴化と選挙への関心は概して比例していると考えられる。2014年のデータであるが、選挙人名簿
登録率は高卒 57.6%、大卒 74.1%、また投票率は、高卒 33.9%、大卒 53.2%である7。しかし、ア
ジア系や白人に比べると、高卒以上、大卒以上ともにヒスパニック系が最も低学歴傾向にある8。
その一方で、学歴以外の別の要因による影響も軽視できない。 
 

米国ヒスパニック系の学歴傾向（他の人種との比較）  
 2000年 2015年  

高卒以上 大卒以上 高卒以上 大卒以上 大卒以上の増加率 
(2000-2015) 

白人 83.6 26.1 88.8 32.8 1.26 
黒人 72.3 14.3 87.0 22.5 1.57 
アジア 80.4 44.1 89.1 53.9 1.22 
ヒスパニック 52.4 10.4 66.7 15.5 1.49 

               国勢調査局データによる. 単位は％. 

 
Ⅱ  世論調査やアンケート調査による大統領候補に対する支持率の動向 
 大統領選挙前にピュー・リサーチ・センターや各メディアがこぞって出口調査や各種の調査に
乗り出している。この結果がいつも以上に本年は多様な結果を生み、これがまたその後の票の動
向に少なからず影響を与えているといえよう。データの恣意性が懸念されるほどに、トランプと
クリントンの優位性は対等のものから双方のいずれかが相当有利であるという、10ポイント以上
の優位性を与えるデータに至るまでさまざまである9。 
 基本的に同じリサーチにおいても支持率には変動があって当然である。CNN調査の 2016年 7
月 18日に、共和党トランプ 42%、民主党クリントン 49%であったが、共和党大会以後の 7月 25
日には、トランプ 48%、クリントン 45%となり逆転した10。さらに同調査の 8月 2日では、トラ
ンプ 43%、クリントン 52%と再びクリントンは大きくリードしたのである11。しかし、9月 6日
の同調査では、それまで通り事前登録者に限る調査結果では、トランプ 41%、クリントン 44%と
クリントンが 3ポイントほどのリードにすぎない。つまり、このことは接戦状態にあることを意
味している。同時に、9 月の調査では、事前登録をまだしていないが投票可能なものも含めた調
査がなされ、この結果、トランプが 45%、クリントンが 43%でトランプが 2ポイントほどリード
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する結果となっている12。 
 ところで、9 月 26 日の第 1 回テレビ討論会の生中継の放映後、CNN はテレビアンケートを実

施した。とりわけ日本の報道ではトランプ 27％、クリントン 62％の数字だけをもってクリント

ン優勢ということが大々的にアピールされていた13。同じ頃の FOX による同様の調査でも、クリ

ントン 61％、トランプが 21％、引き分けが 12％であった14。しかし FOX が第 1 回テレビ討論

会直後に行った別の調査では、双方の支持率はクリントン 43％、トランプ 40％で（討論会前で

は 41％と 40％15）、その差 2 ポイントにすぎなかった16。加えて、CNN が 10 月 3 日に行った調

査では、クリントン 51％、トランプ 45％、しかしリバタリアンや緑の党まで入れると、クリン

トン 41％、トランプ 42％、ジョンソン 7％、スタイン 2％となっている17。これは何を意味して

いるか。クリントンとトランプの大きな格差を生んでいる CNN や FOX の先の調査は、テレビ

およびその関連のネット視聴者対象であり、前者の調査の場合、事前登録者として含まれている

のは 521 人にすぎない。また質問の内容は、「テレビ討論を見て誰が次期大統領になると思うか」

というものであり、それまでの調査とは質問内容の点で性格を異にする調査であったことが考慮

されなければならない。従って、例えば、自分の支持政党ではなくても、テレビ討論会を通じて

客観的にみて相手の候補者が有利だとすれば、正直に討論会での負けを認める被験者もいたこと

が想定される。加えて、両者が互角であるとした者はこの数値には出てこない。以上のことをふ

まえてのクリントン候補完全勝利のデータが出てきていることはデータを理解するうえで包含

されなければならない。10 月 9 日第 2 回テレビ討論会終了後の翌 12 日では、クリントン 44％、

トランプ 37％（ロイター）18となっており、トランプの女性差別発言等が物議を醸しだしている

が、またトランプ勢力は完全に低迷しているわけではないことがわかる19。ちなみに、NBC の同

日の調査結果では、クリントン 52％、トランプ 38％、他方、リバタリアンや緑の党まで入れる

と、クリントン 46％、トランプ 35％、ジョンソン 9％、スタイン 2％となった20。 
第 3 回討論会以後に実施された最新調査では、CNN 調査（10 月 24 日）で、クリントン 49％、

トランプ 44％、ジョンソン 3％、スタイン 2％で、なおも 3.5 ポイントは誤差の範囲であるとし

ている21。NBC 調査（10 月 25 日）で、クリントン 46％、トランプ 41％、ジョンソン 7％、ス

タイン 2％、FOX 調査（10 月 26 日）で、クリントン 44％、トランプ 41％、ジョンソン 7％、

スタイン 3％、ピュー・リサーチ・センター（10 月 27 日）調査で、クリントン 46％、トランプ

40％、ジョンソン 6％、スタイン 3％となっている22。以上の結果から、クリントンの優勢が理解

できるが、レアル・クリア・ポリティクスの調査では、クリントン 252、トランプ 126 で、クリ

ントンも当選確実とされる 270 議席にはもう一歩である。そして、スイングする可能性を有する

州（160 議席）に、フロリダ、オハイオ、ネバダ、アリゾナの常時着目されている各州に加えて、

ペンシルバニア、ノースカロライナ、アイオワ、ジョージア、メインＣＤ２と、意外にもここに

きてテキサスを入れているのである23。逆に、10 月 27 日の CNN 調査に基づくと、テキサスは

共和党の勝利の可能性が高く、アイオワ、ジョージアでも若干共和党寄りで、RCP ではなかった

ユタ州がスイング・ステイトに加えられているが、その議席数は 87 と見込まれている。ゆえに、

CNN のデータでは、クリントンはすでに現段階で 272 議席に達していると予想されている24。 
 
Ⅲ ヒスパニック票の意義 
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 以上のことをふまえて、クリントンとトランプが接戦状態にあるため、ヒスパニック系をター

ゲットに事前投票をすすめるキャンペーン、及び事前登録者の投票のそれが支援者や支援団体に

よって積極的に進められてきている。ヒスパニック票自体は全体の 12％を占めるものであり、必

ずしも効力をそれ自体がもっているわけではない。しかし、両派が接戦の場合、きわめてヒスパ

ニック票の意義が重視されるわけである。加えて、ヒスパニック系の当該州で占める割合が 12％
以上の州においては、ヒスパニック票は極めて重視すべきであり、ヒスパニック票には開拓の余

地が十分に残っていることも一つの大きな理由となっている。例えば、ヒスパニック系人口の割

合が高いことから、全国平均では 12％だが、ネバダ、コロラド、フロリダ州では 14％25、カリフ

ォルニア州 18％26、テキサスは 28％、ニューメキシコは 40％となる27。換言すれば、2012 年選

挙では、1120 万のヒスパニック系が実際に投票したが、一方、260 万のヒスパニック系は事前登

録しておきながら実際には投票しなかった。また投票資格を有する 2330 万のうち、1210 万は事

前登録をしなかった。それでも 2008 年に比べると事前登録者は 15%増でその 4 年間でヒスパニ

ック票は 150 万ほど増加した28。もう一つの理由は、ヒスパニック系は特定の政党支持に固執す

る傾向が白人に比べると低いと考えられている。それは、ヒスパニック系の多様性ということと

関係している。従来、ヒスパニック系は概して民主党寄りであった。その傾向は現在も続いてい

る。オバマはヒスパニック票を 70％得票して勝利したといわれている29。しかし、テキサスのメ

キシコ系やフロリダ州のキューバ系にみられるように、カトリックの伝統を重んじ中絶や同性婚

に否定的である保守的な富裕層のヒスパニック系は共和党支持が原則である。つまり、この点に

限れば、テキサスやフロリダは、共和党の白人層との協働が相当以上に可能な州であることを意

味している。しかし、トランプの政策や資質の特異性は、共和党の協働を難しくしているといえ

よう。そして逆に、共和党内部で団結させる要因として、経済・雇用問題が最優先となっている

のである30。さらに、トランプの移民政策については概して強硬策を続けており、経済・雇用と、

移民問題の両方を重視するヒスパニック系は、どうしても民主党のクリントンに流れる傾向にあ

るのも今回の大統領選の特徴である。テキサス州は 1994 年以来、共和党の勢力圏であるが、一

部の見解として、あと 60 万のヒスパニックが民主党に投票すれば、テキサスにおいてもスイン

グすると言われている31。その真偽は別として、その程度に今回の選挙は激戦であることがいえ

よう。他方、フロリダ州は 2012 年と 2008 年は民主党であったが、2004 年と 2000 年は共和党

であり、まさにスイング傾向にあるといえよう。 
 このように、ヒスパニック票自体の特徴としてスイングしやすい側面を持っている。そのスイ

ングが注目される場合としては共和党と民主党が接戦のときである。70%近い白人票で接戦にな

っているときに、非白人票、とりわけヒスパニック票によってスイング現象が起こりやすい。こ

の背景には、従来のヒスパニック票の特徴にも含まれているが、ヒスパニック系候補に票を入れ

る場合が考えられる。つまり、ヒスパニックは同じ出自やその言語や文化的背景に親近感をもつ

場合が少なくなく、支持政党は二の次という場合もある。以下、テキサスとフロリダの事例をみ

ておこう。 
 

Ⅳ テキサス州 

元来、共和党の有力な勢力圏であるが、この州においてもスイングが起こる可能性が少し出て
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きている32。その背景の一つは、このたびの選挙戦の特徴であるが、共和党の分裂と、双方の候

補者に対する否定的な解釈が完全に払拭されていないことの 2 点が考えられる。そこで共和党内

部の事情についてまず見ておこう。 
11 月の大統領選にむけて共和党候補を選出する予備選挙で、テキサス州ではテッド・クルーズ

が選出された（43.8%）。第 2 位がドナルド・トランプで 26.8%、第 3 位がマルコ・ルビオで 17.7%
であった。クルーズ、ルビオともにキューバ系の出自であるヒスパニック系共和党上院議員であ

る。もしクルーズが共和党の候補者に選出されていれば、初のヒスパニック系大統領の誕生に一

歩近づいたであっただろう。 
テキサス州でテッド・クルーズが選出された理由は彼がヒスパニック系であることだけではな

い。しかし、彼がヒスパニック系であることは一つの理由であることには間違いない。クルーズ

がティーパーティ派の共和党議員で反オバマ派の草の根的な新勢力であったが、移民問題につい

ては包括的改革案を提示した。従って、反不法移民の立場にある共和党保守派の批判を受けてき

た。 
スペイン語テレビネットワークのウニビシオン Univision が 2016 年 2 月の予備選挙前に行っ

たヒスパニック系を対象とした調査では、ヒスパニック系による共和党支持者は、ルビオ 27%、

トランプ 22%、クルーズ 19%となっている33。ところが、8 月下旬にヒスパニック系に行った別

のアンケート調査では、ヒスパニック系の 70%はクリントン支持、トランプ候補は 19%が支持し

ているにすぎない34。2016 年 2 月のウニビシオンのアンケートの時点から、ヒスパニック系は民

主党支持が圧倒的に多かった。同アンケートでクリントン 61%、ルビオ 31%がそれぞれ支持して

いた。このアンケートで興味深い点は、共和党の大統領候補がルビオではなく、トランプならあ

なたはどうしますか、という質問があった。それに対して、クリントン 73%、トランプ 16%とい

う結果が出ている35。ここで考えられることは、共和派支持のヒスパニックのなかに、活路を見

いだせないで路頭に迷っているティーパーティ派よりも、古き良きアメリカ、つまりホワイトネ

スと強い国家を想起させるトランプの政策に期待を寄せる反オバマ派が登場してきたと考える

と、ティーパーティとトランプはその存在する背景や要因において共通する部分を多くもってい

るとも解釈できる。またトランプが共和党代表にならないように、民主党にシフトすることもあ

るだろうし、どちらともいえない者が最終的に投票しない可能性もあるのである。 
アトランタ・ジャーナルの 8 月に実施されたアンケートによると、クリントン 44%、トランプ

40%で 4 ポイントほどクリントンが高い。これを 2012 年の選挙と比べると、ミット・ロムニー

は 8 ポイントの差をつけてテキサス州では共和党を勝利に導いた36。 
 他方、テキサスのヒスパニック系の共和党支持は伝統的に根強いものがある。この州がブッシ

ュ父子のような共和党出身の歴代大統領を選出してきたという長い歴史があるからだ。ただし、

この場合のヒスパニック系は中・上層の市民権保有者であり、彼らの関心は移民問題よりも経済・

雇用にある。移民問題に関心をもつものはむしろ民主党を支持することが予想される。とりわけ

今年はトランプ候補の政策や個性などの特異性により、従来の共和派支持者に分裂、亀裂が起こ

っている。その点では、ヒスパニック系にしても保守的なヒスパニック系は反トランプの立場に

立ち、クルーズ支持にまわったことが推察される。ところが、クルーズが敗れ共和党候補がトラ

ンプに決定したことで、もともとヒスパニック系は民主党寄りであることが、その傾向がより高
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まったことが考えられる37。そしてその勢いが大きいからこそ、テキサス州においてもスイング

が起こるのではないかと、言われているのである。 
では、テッド・クルーズとトランプの差異は何であったか。クルーズはティーパーティ派の保

守派で、トランプはオバマ的な民主党路線を打破しようとする革新派であった。不法移民に対す

る取り締まりの強化という点では一致しているが、前者はその緩和策として包括的な政策を提案

していたことに対し、後者は概して強硬案を提示し続けてきた。そして、トランプ候補の場合、

より伝統的なホワイトネスあるいは強いアメリカ国家の追求を支持している。テキサスという土

地柄、伝統柄から一般にメキシコとの通商等を重視するが、後者は隣国に対しても威圧的である。

しかし、後者はこれまで白人の中・下層の支持を受けている。大衆迎合的な政治戦略が展開され

ている。つまり、ティーパーティとトランプを支持する大衆は重なる部分がある。それは、ティ

ーパーティによる反オバマ政策が失敗した結果、強い米国や伝統的価値観を掲げるトランプに市

民の支持が変わっていったことは十分考えられることである。 
さて、このような状況のなかでヒスパニック系はこれにどう立ち向かっていくのであろうか。

テキサス州には全米のヒスパニック系の 19%を占める 1020 万人が居住しており、2016 年の事

前登録者数はうち 500 万と見込まれている。しかし、実際に事前登録する者は例年どおりであれ

ばさらにこの半分である。現に 2012 年選挙では最終的な登録人数は 260 万であった。さらに事

前登録者のうち 39%しか実際に投票していないことになり、このテキサス州の数値は、全国平均

の 48%よりかなり低い。さらにいえば、2014 年の中間選挙では、この状況はさらに悪化し、事

前登録者数は 230 万、さらに実際に投票した者は全体の 22%、全国平均の 27%より低い。この

ことは、アンケート調査の結果に反して投票を断念するものが例年並みか例年以上の可能性も想

定されうる。一つの見解であるが、クリントン優勢、トランプ批判がメディアによって浸透する

ことはその予測が現実のものとなる可能性が高くなる。それは逆にクリントン側に不利益をもた

らすことにもなりうる。テキサスが 1994 年以来継続している根強い共和党支持州であり、共和

党の勝利を確実にする要因となっている。2014 年の中間選挙でテキサス州内のヒスパニック系

は 19 ポイントの差をつけて民主党を支持した者が多かった。しかしこの数値は、全国平均の 30
ポイントをかなり下るものであった38。以上のことからも、テキサス州のヒスパニック票には、

民主党、共和党ともに開拓の余地が残っていることを示唆している39。 
 

Ⅴ フロリダ州 

しかし、フロリダ州の事例はヒスパニック系が同じ出自であるヒスパニック系候補者を支持す

るという特質を踏襲する反面、それ以外の要因、一つは経済や雇用の重視する共和党支持者がト

ランプ支持にまわったこと、もう一つは、フロリダ州における民主党支持者の拡大があろう。無

論、それはヒスパニック系にも広がってきているといえる。 
フロリダ州の共和党予備選では、トランプ 45.72%、ルビオ 26.99%、クルーズ 17.09%、ジョ

ン・ケーシック 6.77%であった40。この結果からわかるように、マルコ・ルビオは敗退しトラン

プが圧勝した。フロリダ州出身の上院議員マルコ・ルビオはキューバ系であったが、フロリダ州

のマイアミ南部の一つの郡（マイアミ・デイド郡）でのみトランプに勝利した。しかし、このこ

と自体は、テッド・クルーズと同様に、ルビオがキューバ系で同州のなかでもマイアミ南部にキ
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ューバ系が集中して居住している同郡で彼が勝利したことは彼のエスニシティが大きな要因の

一つになっていることは理解できよう。近年、このマイアミ南部はプエルトリコからの移住者が

集まってくる。これまでは同地域にはキューバ系移住者が多く、いずれにしてもラテン系の割合

が高い地域である。プエルトリコはマルコ・ルビオが勝利した（ほかにミネソタとコロンビア DC
で勝利）。ちなみに、このキューバ系が多いマイアミ・デイド郡にクルーズも選挙前の 3 月 10 日

に最後の演説をしていた。つまり、ルビオもクルーズも最後の最後で出自であるヒスパニック系

をターゲットに選挙キャンペーンを展開していたことがわかるであろう41。ルビオはスペイン語

でもメッセージを述べていたこともこのことを証明している。2015 年のデータではあるが、

Univision のアンケート結果によると、「候補者が流暢なスペイン語を話すかどうかはあなたの投

票に影響するか」という質問をしたところ、影響しないと答えたのは 54%であったが、反面、ス

ペイン語を話すものに投票したいと答えたものは 39%も占めた42。以上のことからも、ヒスパニ

ック系が同じ出自や文化的絆、および地元出身者等に対する愛着の度合いが比較的高いことがわ

かる。 
 しかし、逆にフロリダ州ではトランプが圧勝したという事実は、ヒスパニック系の出自や文化

の絆よりも実質的な権益を重視する側面がこの場合優先されたということになろう。つまり、ト

ランプの支援者の多くは白人の中間・下層が中心で、最大の関心は経済・雇用の改善にあると考

えられるが、加えてティーパーティ派との決別も意味している。ヒスパニック系がこれに便乗す

る動きを全く否定はできない。なぜなら、キューバ系の古い世代はティーパーティ派や伝統的な

共和党の保守派への支持が主流であったが、2 世、3 世となるにしたがってキューバ系のなかか

ら民主党支持派が増えている。またプエルトリコ系は概して民主党寄りである。このことは、ト

ランプが重視している経済や雇用政策に関心をもっているのも事実である。さらに、フロリダ州

の場合は、ラティーノのなかでもキューバ系とプエルトリコ系が主流であり、メキシコ系とはそ

の一般的な背景が異なる。つまり、キューバ系は難民認定や永住権、市民権を比較的取得しやす

い。極端な言い方をすれば、キューバ人は亡命目的で米国に到着した時点から難民認定されるの

である。ひいては、今後のキューバとの政治的、経済的関係やその政策に関心をもっている43。 
またプエルトリコ系はすでに米国市民権をもっていることから、移民問題よりは雇用経済問題

により関心をもっていた。8 月に行ったラティーノ・ボイスの行った調査によると、フロリダ州

の場合、投票者本人の最大の関心はどこにあるか、という問いに対し、第 1 位は経済雇用 38 %、

第2位は移民問題34%、で、一般的に重要な政治的課題としてヒスパニック系が考えているのは、

第 1 位は雇用経済 45%、第 2 位は移民問題 31%となっている44。さらに別の調査で、Univision
が 9 月に実施したアンケートによると、経済・雇用 25％、移民問題 12％、教育 11％となってお

り、やはり経済・雇用問題が移民問題より関心が高い45。さらに Univision が 10 月 7 日に発表し

た調査でも、経済・雇用が 32％、移民問題 13％、教育 7％となっている46。つまり、このことは、

ヒスパニック系ならば、不法移民を含む移民問題を考慮し、反トランプの立場にあると断定する

ことはできないことがわかる。 
フロリダ州における 8 月のワシントンポスト紙の調査で、クリントン 46%、トランプ 44%で接

戦にあること。これをヒスパニック系に限ると、フロリダ州の場合、共和党 43%、民主党 47%で、

４ポイントの差である47。他方、Univision の先の 9 月の調査では、フロリダ州に限ると、クリン
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トン 52％、トランプ 27％、ジョンソン 5％、ステイン 1％であるが、気になることはこの段階に

来て「まだわからない」としているのが 15％もあり、これが選挙にどう反映されるのかというこ

とである。加えて、同調査で、「クリントンはうそつき（liar）だと思いますか」という質問に 46％
がそうだと答えていることも気になる。いずれにせよ、フロリダ州においても、ヒスパニック系

はクリントン支持が多数派である。しかし、米大統領選挙においては選挙人である上院議員を選

出するわけで、民主党のパトリック・マーフィが 39％、共和党のマルコ・ルビオが 46％で、保

守派のキューバ系が多いフロリダ州では、トランプの人気低下はマルコ・ルビオには悪影響を与

えていない48。このことからわかることは、共和党支持のヒスパニック系は、トランプの経済、

雇用に期待し、かつヒスパニック系候補に対する愛着の両方が反映されていることである。 
 このことをふまえて、2012 年のフロリダ州における選挙戦はまさに接戦状態にあり、スイン

グ・ステイト（揺れ動く州）としての可能性を有する代表的な州となっている。CNN 調査（2016
年 9 月 1 日～9 月 4 日）によると、全国ではクリントン 43％、トランプ 45％になっているが、

これを事前登録者に限ると、クリントン 44％、トランプ 41％になっている。他方、同じ CNN 調

査でフロリダ州に限ると（2016 年 9 月 7 日～12 日）、クリントン 46％、トランプ 50％になって

いる49。いずれにせよ、このようなアンケート調査は 2、3 ポントの誤差は寛容の範囲であり、つ

まり接戦州である証拠といえる。 
 オバマの民主党がフロリダ州では 2012 年と 2008 年に勝利しているが、2004 年と 2000 年に

はジョージ・ブッシュの共和党が勝利しているのである。また、2012 年、共和党のミット・ロム

ニーは民主党オバマに 0.9％の小差で敗北したという歴史的事件があった50。この意味において、

マイノリティ票の最大を占めるヒスパニック系の動向に左右される可能性が高いといえよう。 
では、フロリダ州のヒスパニック系の動きはどうか。ニュー・ラティノ・ボイスのオンライン

調査が 2016 年 7 月下旬に実施されたが、トランプ支持は 12.9％にまで下がっている51。ちなみ

に 9 月上旬時点の同調査によると、11.2％に下がっている52。キューバ系は従来共和党寄りであ

った。しかし時代や世代の変化で反カストロ世代よりも新しい世代が活躍するようになっていっ

た。その好例が全米キューバ系アメリカ人財団（CANF）の強硬路線の修正にもみられる。キュ

ーバ系の新しい世代はむしろ民主党寄りのキューバとの通商の自由化を求める。 
ここに興味深いデータがある。10 月に実施した Univision の調査によると、フロリダのキュー

バ系に限定した調査で、クリントンとトランプの支持率はともに 41％になっている53。誤差は 7.5
ポイントとしているが、このデータに信憑性があることを前提に言えば、キューバ系のヒスパニ

ックの共和党支持派と民主党支持派が互角になってきていることを意味している。そのうえで、

このたびの大統領選は従来の状況と少し違うことも考慮しなければならない。このことによって、

従来の共和党と民主党の壁は見方によってはそれほど大きなものではなく、スイングが必然的に

起こりやすい状況にある。より具体的にいえば、トランプは 9 月のフロリダでの演説で、共和党

のティーパーティ的な厳格なキューバの民主化に転換していくことを明らかにしている。つまり、

キューバとの国交正常化をはじめるが、キューバの民主化が推進されることが完全な通商の自由

化の大前提であるという強硬路線を改めて提唱し、オバマの寛容政策を真っ向から批判したので

ある。この影響が少なくないかと思われるが、キューバ系の共和党支持率は上がっている。これ

に対して、民主党側は、1998 年にトランプの経営する会社がキューバへの経済封鎖に違反してい
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たということを主張し、これに対抗する。ヒスパニック系票を得ることができなければ、トラン

プが敗北する可能性は高いといえる。 
ところが、フロリダ州のプエルトリコ系には従来民主党支持者が多いことから、フロリダ州の

ヒスパニック系全体では民主党寄りであることがわかる。また同時に、共和党支持するヒスパニ

ック系はフロリダ州でまだ勢力として大きいという見方もできる。加えて、ヒスパニック系がリ

バタリアンに 13％も流れており、この数値は決して少なくない。ここからの共和党ないし民主党

への鞍替えは全く否定できないであろう54。 
ピュー・リサーチ・センターによると、オバマは 2008 年選挙でフロリダのヒスパニック票の

58%を得票した。当時の共和党候補者ジョン・マケインの場合、全国のヒスパニック票の 31%を

得票したが、フロリダ州ではヒスパニック系の 42%を得票したのであった。またミット・ロムニ

ーの場合も、全国的にはヒスパニック票の 27%を得票したが、フロリダ州ではヒスパニック票の

39%を得票した。この意味で、フロリダ州のヒスパニック系では共和党支持率が全国平均に比べ

て高いことがわかる。換言すれば、フロリダ州のヒスパニック票の開拓の余地がまだ残っており、

かつその結果次第でスイングしやすい激戦州であることが予想される。 
 
結びに変えて 

 以上のことから、2016 年米国大統領選挙が、両党の候補者の「特異性」により、きわめて選挙

自体につねに問題が生じている。それはすでに述べたように、トランプに限ったことではなく、

クリントンにも同様のこととなっている。そのなかで、投票する市民の立場からすれば、どちら

の候補者に投票すべきか実に悩ましい事態が起こっている。それは未だ相当数の市民が両候補に

対する不信感をもっていることからもわかる55。従って、投票に行かない割合が例年並みか例年

以上かによっても接戦州ではスイングの起こりうる要因となっている。このような今回の米国大

統領選に格別にみられるこのような事態をふまえて、ヒスパニック票が従来通り、民主党を支持

し、テキサスやフロリダのような共和党支持のヒスパニック系が多く居住する州では、ヒスパニ

ック系の一部が共和党に投票するという動きが予想される。変容する要因としては、ヒスパニッ

ク系は移民問題を最優先していないことはデータ上証明されており、経済・雇用問題を最優先立

場では、少なからず白人の中・低所得者を中心に人気を集めているトランプ支持に、ヒスパニッ

ク系の一部はまわることが考えられる。この時期にきてクリントン陣営に極めて不利になること

が予想されるメール不正問題の再調査などにより、票の動向は寸前まで不透明と言わざるをえな

いだろう。そして、その投票結果を支えている市民パワーのなかに確実にヒスパニック系が入っ

ているのである。 
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【補論】 

選挙後の調査をふまえて 

 

 今回の選挙では、事前登録者の 60.2％が実際に投票した（U.S. Election Project による）56。

ヒスパニック系については、現時点でデータが公表されておらず、2016 年事前登録者の 2332 万

9 千人のうち、実投票者の実数は不明である。2012 年の実投票者は事前登録者の 48％であった

が、それを上回っていたのかが注目される57。ただし、そのことを予想し得る間接的な情報はす

でに入手できている。その一つに、フロリダ、ネバダ等のスイングする可能性が高いことが予測

されていた州やヒスパニック系が多い州では、例年よりも多くのヒスパニック系が 11 月 8 日の

投票日に選挙会場にいち早く足を運んでいることがわかっている。フロリダ州では初期実投票者

のヒスパニック系はその時までに投票した者の 15％を占めており、2012 年選挙の最終的なヒス

パニック系実投票者が実投票者全体の 12％であったので、すでにそれを上回っている58。また同

じ事態を別調査では、2008 年のフロリダでのヒスパニック系初期投票者は 26 万 263 人で投票者

全体の 9.6％を占めていたが、2016 年選挙では、59 万 6146 人で全体の 14.1％を占めるに至って

いる。これは 2008 年との対比では 129％増となっている59。 
 選挙が終わって数ヶ月が経っているが、調査は選挙前ほど実施されていない。これから次第に

結果が集計されてくるものと期待している。しかし、この限りある調査結果をもとに、ヒスパニ

ック系の選挙における動向や成果について、とりわけスイングステイトと言われたフロリダ州と、

根本的に共和党の勢力圏で、かつヒスパニック系人口も多いテキサスの 2 州におけるヒスパニッ

ク票の動向について、若干の考察をして本稿を締めくくりたい。 
 
１． フロリダ州 

 フロリダ州はまさにスイングステイトとして注目されていたが、実際、共和党が 8 年ぶりに勝

利した。CNN 調査では、トランプが 49.0％、クリントンが 47.8％となっており、予想通りの接

戦であったことがわかる。これを人種別にみると、白人系の場合、トランプが 64％、クリントン

が 32％で、トランプが 32 ポインも引き離している。しかし、ヒスパニック系の場合、従来、概

して民主党支持率が高いと言われているが、実際に、クリントン 62％、トランプ 35％で、クリ

ントンが 27 ポイント上である。ヒスパニック系以上に今回の選挙で、ある意味衝撃的だったの

は、黒人系票の動向であろう。黒人系の場合、クリントンが 84％、トランプが 8％で、これは全

国的にもこのような選挙結果が見られている。人種差別的な発言などが黒人系の民主党およびク

リントンへの支持力を高めたのであろうか。 
 ここで問題になっているのは、ヒスパニック系は黒人系に比べ、意外にもトランプや共和党を

支持していたことがわかってきているが、果たして、ヒスパニック系のトランプ/共和党支持は本

当に 30％前後だったか否かという論争である。フロリダのヒスパニックの間でトランプ支持者が

多い理由は、伝統的な共和党支持者であるキューバ系が居住しているからである。エディソン・

リサーチによる全国出口調査では、全国のヒスパニック系のうち、29 ないし 28％がヒスパニッ
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ク系でトランプに投票した者となっている60。ところが、ラティーノ・ディシジョンズ選挙前日

調査では、ヒスパニック系でトランプに投票しようとする者は全国平均 18％で、双方の開きが 10
ポイントもあることを疑問視する声も多い61。しかし、同調査においても、フロリダ州の場合は、

それぞれの得票が、クリントンが 67％、トランプが 31％と算出されているのである。ここで従

来から継続する傾向としては、ヒスパニック系には概して民主党支持者が多いが、キューバ系の

ヒスパニックを中心に、フロリダ州では、共和党支持が根強いということである。このことは今

回の選挙結果からも肯定できるであろう。実際、同調査のフロリダ州のキューバ系のみに対する

結果では、クリントンが 47％、トランプが 52％で、トランプ支持者がヒスパニック平均よりも

21 ポイントも高い。合わせて、フロリダ州在住で、キューバ系に匹敵する人口を擁するプエルト

リコ系には、従来、民主党支持者が多いとされているが、同調査でも、クリントンが 72％、トラ

ンプが 26％となっている。同調査を総合的に検討すると、次のことがわかる。 
 

① キューバ系において、共和党支持は高いが、同時に、キューバ系の民主党支持者が少なく

ないことがわかる。下でも触れるが、世代の違いや育った環境の違いが原因していること

が予想されうる。 
② キューバ系住民が 9 割を占めるマイアミ・デイド郡をはじめ、タンパやオーランドなどの

大都市部では民主党が勝利している。共和党は、それ以外の地方都市では白人人口が多い

ので、共和党が勝利している62。 
 

 そこで、年齢別のデータを対比させておこう。ヒスパニック系 18～39 歳においては、クリン

トンが 76％、トランプが 21％、ヒスパニック系 40 歳以上においては、クリントンが 61％、ト

ランプが 37％となっており、若年層のトランプ離れは全国的な傾向ではあるが、これはヒスパニ

ック系についても当てはまることである63。 
フロリダ州はこのたびの選挙で 8 年ぶりに共和党が勝利し、まさにスイングを果たした。では、

ヒスパニック票はこの選挙にどのような影響を与えたのであろうか。プリンストン大学のバレン

スエラ助教らの研究によると、共和党を勝利に導いたトランプは、結果的にロムニーよりも得票

できず、またクリントンはオバマ以上の得票を得たという64。換言すれば、民主党の白人離れが

目立った反面、ヒスパニック系や黒人系が民主党を支持することにより、結果的に惜敗したもの

の、クリントンはオバマを上回る得票を得て、小差までもっていったという見方ができるのであ

る。この意味では、2016 年の大統領選挙は国政を左右する極めて関心の高い選挙だったと言える

だろう。 
 
2. テキサス州 

 テキサス州は連続で共和党が勝利した（トランプ 52.5％、クリントン 43.5％）。しかし、2016
年の大統領選挙の投票結果をみると、ヒスパニック系の 80％がクリントン支持であった。しかも、

ヒスパニック系人口が比較的多いテキサス南部（カメロン、サパタ郡及びエル・パソなど）及び

主要都市圏（ヒューストン、オースティン、サンアントニオ、ダラス）において民主党が勝利し

た。この点ではフロリダと同じ現象が起こっている。 
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 まず CNN 調査によると、白人の場合、クリントンが 26％、トランプが 69％、ヒスパニック系

の場合、クリントンが 61％、トランプが 34％である。ちなみに、黒人系は、クリントンが 84％、

トランプが 11％になっている。しかし、若年層は人種を問わず、クリントンの支持率の方が高い

65。 
 他方、ラティーノ・ディシジョンズ選挙前日調査では、先に述べたように、ヒスパニック系の

場合、クリントンが 80％、トランプが 16％である。多くがメキシコ系であるので、これに限れ

ば、クリントンは 80％、トランプが 16％、非メキシコ系については、クリントンが 71％、トラ

ンプが 27％で、若干差が見られる。またメキシコ系の関心は、やはり移民問題（40％）で、次に

経済・雇用問題（30％）となっている。しかし、非メキシコ系については、これが逆になり、第

1 に経済・雇用問題（29％）、次に移民問題（25％）となっている。さらに、18～39 歳のヒスパ

ニック系においては、クリントンは 79％、トランプは 13％、40 歳以上においては、クリントン

が 80％、トランプが 18％である66。若年層の投票を棄権した者が中高年層に比べて若干多いが、

これは従来からヒスパニック系の政治参加の一つの問題である。換言すれば、政治に無関心な若

年層が少なからず存在していることになる。この理由が、このたびの両候補に限る問題であるか

どうかについては別の検討を待たなければならない。 
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エスペランザ・スポルディングの実践とアメリカ 
The Practice of Espearnza Spalding and America 

 
辰巳 遼 

 
Summary 

In this paper, I look at the musical performances of Esperanza Spalding who is the jazz bassist and the 

Grammy winner as the representations of American identities during the Obama administration. She has, indeed, been 

attempting to combine some aspects of her various backgrounds and music to create a new American image which 

represents the keyword so called “Change”. In 2017, however, United States is about to be changed again. It seems to 

turn out that US reproduces its history. I would like to indicate the unstable identities of the State through Esperanza 

Spalding’s music performances.    

 
 
はじめに 

オバマ元アメリカ大統領は 2009 年の 4 月 5 日、チェコのプラハでの演説で、核なき世界

の追求を宣言すると同時に、自由というキーワードを多用しながら、いかにアメリカが、世

界が変容してきたかを語った。オバマが言うように半世紀前には、黒い肌を持った人間がア

メリカの大統領になることを予想していた人はほとんどいなかった。核なき世界の演説を

きっかけとしてノーベル平和賞を受賞するオバマの姿は、約半世紀前に同じ賞を受け取っ

たキング牧師に重なる身体であった。オスロで行われた授賞式の演説でオバマは、キングの

言葉を重ね合わせる。 

 

何年も前に、キング牧師がノーベル平和賞授賞式で語った。「私は歴史のあいま

いさに対する最終回答として絶望を受け入れることを拒む。『いまこうあること』

が人間の今の状態だから、人間の前に永遠に立ちはだかる『こうあらねばならな

い』というものに達することは道徳的に不可能だとする考え方は受け入れない」

(キング引用部分)。こうあるべき世界を目指そうではないか。我々の魂をなお揺

り動かすあの神の輝きに到達しようではないか。(オバマ Web) 

 

オバマはキングの言葉から核なき世界を説明しているが、キングの「こうあらねばならな

い」という言葉は言うまでもなくアメリカの理想の姿であり、ナショナル・アイデンティテ

ィのことである。 

この演説が数々のメディアによって複製され広がっていくことで、キングに同一化した

アメリカのトップの示す理想は、人種問題の射程を自由と平等と平和の実現へと拡大させ

ていくはずだった。おそらくこの時、かつて黒人の大統領が想像されなかったのと同じ程度、
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ドナルド・トランプ大統領の誕生を予想した人はいなかったであろう。 

本論ではこの短い時期でアメリカが見せた不安定さをエスペランザ・スポルディングの

実践に注目して読み取ってみたい。音楽はあらゆる意味を生産し、アイデンティティを表象

するメディアである。アメリカは多様性の共存という理想に向けて出発したはずであり、誰

もがそのことについて物語っていた。スポルディングはアメリカを代表するアーティスト

であり、オバマが進めてきたアメリカの政治を明らかに意識した音楽制作を行ってきた。こ

こではメディア理論を土台にしながら、スポルディングの音楽制作の変遷を見ることで、オ

バマ政権時に経験されたアメリカの自己認識の揺れを探ってみたい。 

 

 

1.エスペランザ・スポルディング 

 グローバルかつ政治的な場であるノーベル平和賞の授賞式、及びノーベル平和賞コンサ

ートで、オバマの招待を受けて演奏したのが、ジャズ・ベーシストでヴォーカリストのエス

ペランザ・スポルディングだった。スポルディングは、オバマが大統領に就任した 2008 年

に出した作品 Esperanza でビルボードのジャズ・チャートに 70 週以上ランクインし続け、

アメリカの大統領の目に留まることとなった。 

1984 年にオレゴン州のポートランドで生まれたスポルディングは、バークリー音楽院を

卒業後、同音楽院の最年少講師としても活躍しながら演奏活動をしていた。ウッド・ベース

を抱えながら歌う斬新なスタイルは、アフリカを思わせるアフロ・ヘアと相俟って、聴き手

を身体のパフォーマンスへと強く引きつける。同時に英語以外のスペイン語等の歌詞を駆

使し、ときに歌詞のないスキャットで自らの世界を構築し、ラテンやクラシック、ブルース、

ソウル、フュージョンといった様々な要素の混合によって、境界線が曖昧な音楽スタイルを

生みだす。スペイン語を使用したラテン調の音楽は、スポルディングがアフリカ系でありな

がらもヒスパニックの血をひいていることから、彼女の複雑なアイデンティティを立ち起

こしている。 

またモデルとして活動しているスポルディングの身体は、いわゆる女性らしさというよ

り、音楽性と同化するようなハイブリッドなスタイルを提示する。本人もまた語っているよ

うに、スポルディングの音楽実践は、女性性にとらわれない彼女自身の経験の質を身体に記

述しようとする(Pen
~
a)。 

授賞式に多様な背景を持つジャズ・アーティストであるスポルディングが選ばれたのは、

「チェンジ」を彩るための政治的な思惑からだろうか。アメリカ再生の上演の場として用意

されたノーベル平和賞授賞式でのスポルディングの姿は、当時のアメリカ人に欲望された

多様性を内包する新しい身体であった。このときスポルディングは、アメリカを代表するア

イコンとして、新しいアメリカを上演する主役のひとりとなった。 
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2．ハイブリッドな身体 

前述した 2008 年の Esperanza は、メジャーデビューにしてジャズのチャートに 70 週以上

居座り続け、新人ジャズ・アーティストとしてはもっとも売上げを伸ばしたアルバムとなっ

た。中でも“Ponta de Areia”はスポルディングの個性ともいえるラテン色の濃い内容で、中南

米やヨーロッパを意識させる。 

80 年代から 90 年代以降、ヒップホップ文化がアメリカ全土に広がったことで、ヒスパニ

ック系の身体はメディアのなかで次々と可視化されるようになった。ジャズのラテン性と

ヒップホップによってメインストリームに上がったヒスパニック系音楽の台頭は、アメリ

カのポップカルチャーをラテン化させ、中南米やヨーロッパ、アフリカまで人々の感覚を拡

張させていった。この頃からヒップホップや R&B、ポップスなどのビルボードを彩る楽曲

に、ラテン色の濃いものが増え始めていく。 

ジャズやラテン色の濃い楽曲のほかに、ノーベル平和賞の授賞式の式典でも演奏された“I 

know You know”は、キャッチーなベースリフ(ウッド・ベースではなくエレクトリックベー

スが使われているため、不安定さはなく、曲調自体もポップなもの)に軽快な歌をのせた聴

きやすさを特徴とし、それまでになくポップ・ミュージックに寄せた内容であった。 

スポルディングは自らの音楽を、“I know You know”のような歌詞がついたポップ・ミュー

ジック的なものか、あるいは個人的かつ室内楽的なものかという大きく二つに分けた見方

をしている。その分類を具現化したものが 2010 年の Chamber Music Society と 2012 年の

Radio Music Society である。Chamber Music Society はその名の通り室内楽的な曲調が多く、

ベースとピアノ、ドラムに加えてヴァイオリンなどのストリングスが重なり合い、歌声も歌

詞のあるものよりもスキャットの方が多く、どこかクラシカルで静かなジャズ色の強いア

ルバムである。Chamber Music Society はビルボードのコンテンポラリー・ジャズ・チャート

で１位を獲得し、また同アルバムが発売された 2011 年の第 53 回グラミー賞で、スポルディ

ングは女性ジャズ・アーティストして初めて最優秀新人賞を受賞した。アルバムの売り上げ

とグラミーの受賞によってジャズ・ベーシスト、ヴォーカリストとしてスポルディングの知

名度は飛躍的に上昇することになる。 

Chamber Music Society に対して翌年に発売された Radio Music Society では、ウッド・ベー

スの使用を極力減らし、ジャズだけではなく、ソウルやゴスペルの要素を汲んだ何より歌声

と歌詞を強調した曲を多く収録している。アルバムのタイトルにもラジオという単語が使

われているが、冒頭の“Radio Song”は、ラジオから流れてくる音楽の一部が人の心を捕らえ

てしまう曲の瞬間的な力、すなわち顔の見えないアーティストと、同じく顔の見えない聴衆

と聴衆とが互いにつながっていく魔術的な音楽の力について歌っている。ラジオはずっと

アフリカ系アメリカ人をつないできたメディアだったからだ。 

Chamber Music Society と Radio Music Society という二部作の分割にみることができるよう

に、スポルディングはジャズとポップスという二つのジャンルの差異を横断して自らのス

タイルをつくり上げようとした。音楽実践の身体が差異を横断するメディアであることを
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スポルディングの実践は示唆してくれる。この二部作ではクラシックや初期のジャズに代

表される高級音楽的な上演と、ポピュラー音楽のカジュアルな日常性の上演を自らの身体

によって結びつける。 

ダン・ラフィ(Dan Laughey)によれば、音楽ジャンルによる差異やコミュニティは、グロー

バル化に伴い「シーン」へと移行していると言う。音楽の「シーン」は、伝統的なジャンル

ごとのコミュニティのように安定したものではなく、多数の差異を取り込んでつねに変容

していくものである。 

 

The Shift from genre communities to scenes is a combined outcome of eclectic consumer 

behaviour and subsequent changes in global music-industry trends….a scene is a complex 

fusion of global and local influences that doesn’t follow a particular genre tradition, but 

instead embraces a range of genres, sub-genres and localised narratives in its system of 

production and consumption. (Laughey 133)  

 

「シーン」はグローバルとローカルな実践の複雑な融合である。だとすればそれは数多くの

主体実践の場を包括するネットワークであり、そこではそれぞれのローカルな場が互いに

独立して存在しながらつながっている。スポルティングの音楽はジャンルという分類とし

てではなく、この「シーン」のなかで立ち起こる。 

ラジオや CD、インターネットなどによって音楽が人々をつなぎ、コミュニティやネット

ワークをつくり上げていくなかで、あらゆる文化や差異を越えていくことは、テクノロジー

の発展に伴う聴覚的なコミュニケーションが、いかにグローバルな領域で展開されている

かを表している。そしてグローバルなコミュニケーションをつないでいく媒体がスポルデ

ィングの身体であり、現在のメディア・テクノロジーにおいて、ジャズやソウル、ラテンと

いった伝統に深く根ざしている音楽はスポルティングによって現代のアメリカの文脈で再

生産されていく。 

アフリカ系の血だけでなく、ウェールズやヒスパニック、スペイン、そしてネイティブア

メリカンといった多様な民族の混血として生まれてきたスポルディングの音楽が、ジャズ

を土台としたポップスやソウル、ラテン、ゴスペルなどの混成によるものであることは、決

して偶然ではない。スポルディング自身、どんなジャンルが混ざっているとされているかを

決めることなく彼女の音楽のありとあらゆる要素を、何の既成概念もない形で耳を傾けて

ほしいと願うと述べる(Spalding)。 

それぞれの音楽の融合は、多様な背景を持つ文化の再生産であり、人種、民族、国境で分

割されたジャンルの脱構築である。つまり国境や民族を横断する実践は、伝統や特定のコミ

ュニティに根付いたジャンルを融合させながら、ひとりのアーティストの身体によってア

メリカの音楽として再生産される。ヒップホップが人種の差異を越えて実践したように、ス

ポルディングの音楽もまた、差異を横断しながら意味を変容させていく。このハイブリッド
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な身体はアメリカ再生の代表者として申し分ない存在であったことは容易に想像できる。 

 

 

3．解放の物語 

アメリカにおける黒人の歴史は、奴隷制度によってはじまったといってよい。奴隷は最も

典型的な抑圧構造のひとつである。しかし奴隷が解放されてから 100 年以上たってなお、人

種的抑圧は継続的に行われてきた。公民権運動から 90 年代以降にかけてのマイノリティの

様々な声は、単に法律上の権利を求めたわけではなく、政治的、経済的立場やアイデンティ

ティ、生活のあらゆる障害に対しての抗議である。 

このような抑圧の構造は、いまだ根強く世界中に残っている。しかも国家の利益や衝突、

境界の曖昧な民族対立など、あらゆる問題と関連してますます複雑なものになってきてい

る。抑圧は世界中の弱者―それは犯罪者かもしれないし、国家のイデオロギーに対する反逆

者かもしれない―を生産し、また再生産するような負のネットワークを構成してしまう。し

かもグローバル化に伴い抑圧する側とされる側の差異はあいまいになりつつある。もはや

この問題は、単純な二項対立の構造としてではなく、グローバルな枠組みから問い直さなく

てはならない。 

スポルディングはアフリカ系アメリカ人の歴史と伝統を“Black Gold”という楽曲で再生産

する。“Black Gold”の歌詞には奴隷制以前のアフリカ系アメリカ人の伝統が語られており、

植民地時代よりももっと以前の祖先たちとのつながりが描かれている。同曲のミュージッ

クビデオでは、あるアフリカ系アメリカ人の父親が、二人の子供にアフリカの偉人たちを教

えていくというストーリーからはじまるが、最終的に父親と子供は、ストリートから聞こえ

てくるスポルディングの演奏へとひきよせられていく。 

 

Hold your head as high as you can 

High enough to see who you are, little man 

Life sometimes is cold and cruel 

Baby no one else will tell you so remember that  

 

You are Black Gold, Black Gold 

You are Black Gold 

 

Now maybe no one else has told you so 

But you're golden, baby 

Black Gold with a diamond soul 

Think of all the strength you have in you  

From the blood you carry within you 
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Ancient men, powerful men 

Built us a civilization 

 

“Black Gold”という言葉には光輝く崇高な黒人の伝統という意味が含まれている。“Black 

Gold”や“diamond soul”というキーワードを繰り返し使用しながら、スポルディングはたとえ

どのような環境であっても、子供たちは頭を上げて生きていける強さを持っていると歌う。

ミュージックビデオはそれを高らかに歌っている広場に、黒人のみならず様々な人々が集

まっていくというものである。ビデオは音楽行為で集結した人々によって、新たなコミュニ

ティとアイデンティティを構成する特異な場所が創り上げられる瞬間を描く。 

YouTube などのインターネットによってこのビデオが世界中に拡散するとき、Black はも

はやアメリカにおける黒人という言葉の持つ意味を越えていく。つまりここで表象された

Black は、白人によって排除された奴隷黒人ではなくて、グローバルに広がるディアスポラ

的な Black へと意味が移動しており、空間と歴史を飛び越えたネットークによって結びつく

アイデンティティを表現している。“Black Gold”は、夢を語るキングの実践を反復するもの

であり、音楽によってひきつけられた誰もが、差異を越えた特異性の場で共存できることを

示す。すなわち“Black Gold”とは人種を越えた共生を可能にする文化実践のことであり、言

ってみればアフリカ系アメリカ人にとっての理想の自己である。 

貧困や奴隷、飢餓の問題に関心のあるスポルディングの上演は、世界中に張り巡らされて

いる抑圧の構造をつなげようと試みる。例えば“Vaque Suspicious”では、戦争に苦しむ国や、

戦争によって犠牲になる小さな子供を含む多数の民間人について、先進国に住む人たちの

関心が薄く、あるいはそのことについてわれわれが実感できないことを題材にしている。戦

争の犠牲者を少しでも思い出し、考えさせるようこの楽曲は訴えかける。 

さらに“Land of the Free”において、スポルディングは刑罰制度の不当さや冤罪について物

語る。冤罪によって 30 年間もの苦しみを背負ったコーネリアス・デュプリー・ジュニアと

いう人物を題材に、日常に潜む制度の犠牲を必要最低限の静かな伴奏で歌う。この曲の売り

上げはすべてコーネリアス・デュプリー・ジュニアを支援したイノセント・プロジェクトと

呼ばれる弁護士の団体に寄付され、冤罪の撲滅に向けた理想へと聴衆の関心を向けさせる。 

さらにスポルディングは、抑圧の歴史の範囲や領域をグローバルな視点へと切り替える。

すなわち、アメリカのマイノリティの記憶と経験を脱領土化させていく。 

 スポルディングは自身の公式サイトで、世界中で強制労働させられている奴隷たちを見

つけ出し、解放することを目指す Free the Slaves といわれる組織への寄付を募っていた。ス

ポルディングはファンに向けて次のように述べている。 

 

今日 27 万人にものぼる奴隷がいまだに存在しており、給料を受け取ることもな

く逃げることもできずに暴力で脅されながら労働を強制させられています。彼

らの労働は売春宿や工場、鉱業場、農場、レストラン、工事現場、そしてときに
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家のなかにまで至ります(…)奴隷制度は世界のどこであれ違法なのにもかかわ

らず、どこにでも存在しているのです。Free the Slaves の活動はそのような世界

中に存在する奴隷の解放に捧げています。政府やビジネス、国際援助組織、消費

者、そしてあなた自身、その解放に向けた役割を果たすことができるのです。

“Radio Music Society”は皆が Free The Slaves に波長を合わせてくれることを願っ

ています。5 月に行った北アメリカツアーの売り上げの一部はこの価値ある組織

に寄付されます。一度 www.freetheslaves.net へ訪れてみてください。(Spalding, 

Official Website of Esperanza Spalding. Web) 

 

Free the Slaves はケビン・ベイルを代表としたアメリカの NGO 団体である。その活動は

主に奴隷たちの物語を記録し、伝達することで多くの人々を振り返らせ、様々なアプローチ

で広く蔓延する奴隷を根本的に解放させることを目的としている。Free the Slaves によれば、

人々が経済的な安定の欠如や教育、健康、そして正直な政府に出会うことができない状況に

おいて、奴隷は広がりをみせてしまうと指摘する(Free The Slaves)。終わりをみせない人身

売買の背景に、貧困や社会不安、性、人種、民族差別があるからだとすれば、人種やジェン

ダーといった実際に抑圧を生んでいる差異は、結果的に民主主義を脅かしているといえる。 

黒人奴隷の歴史と世界中にある奴隷制度の点と点をつなげながら、アメリカにおける奴

隷解放の再演をスポルディングは Free The Slavesを通して呼びかける。2012年の 12月 4日、

スポルディングはニューヨークですべての収益を Free the Slaves に寄付する名目のコンサー

トを自身がホストとして行った。スポルディングは Free The Slaves のサポーターとして、幾

度もこの手のコンサートを開いており、音楽活動のほとんどを人権問題に深く関連させて

いる。彼女の実践は遠くで起こっている奴隷や貧困という問題を、アメリカ人として、無関

係なものからグローバルなネットワークのなかで身近で関係のあるものとして捉えなおす。 

民主主義的なメッセージを含むスポルディングの音楽スタイルは、言説によって固定化

された狭義の差異から、ネットワークによって生じるコミュニケーションの実践、すなわち

ハイブリッドなアイデンティティ生産のプロセスとして、社会の負から解放された姿を音

楽のなかで浮かび上がらせる。彼女の上演は、オバマのアメリカが示す民主主義の理想の提

示である。つまりスポルディングの実践は、アメリカによる奴隷解放と民主主義の成功理想

例であり、世界はそれに続くことが出来るという、アメリカの政治姿勢を色濃く反映してい

るものであるといえる。 

 

 

 

4．新たなアメリカのジレンマ 

スポルディングが自らの音楽で問うているのは、アメリカ国家そのものである。9.11 以

降、アメリカ政府の意向によりテロ関連で捕えられた者はすぐさま拘束され、アメリカのグ
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アンタナモ海軍基地内にある収容施設へと移送されていった。そのなかには有罪だと判断

できない人々が多数含まれていた。テロとの闘いが正義化されていくなか、これまで 800 名

近くの人々を拘束し、30 か国 100 人以上の被疑者をいまだ違法に収容している(Amnesty 

International)。いまやグアンタナモはアメリカの帝国主義的なシンボルとして表象されるま

でになっている。 

“We Are America”(2013)は、グアンタナモ収容所の閉鎖を強く訴えるミュージックビデオ

である。この曲は説教のように歌いだすエスペランザ・スポルディングに続いて、コールア

ンドレスポンスによって不特定多数の人々の歌が繰り返されるところからはじまる。 

ミュージックビデオのなかでは、演者によるパフォーマンスと同時に、メッセージが字幕

のようにして文字化された状態で表示されていく。2014 年の 1 月 29 日の演説で再び収容所

の閉鎖を約束したオバマも、グアンタナモは「法律を馬鹿にしているアメリカのシンボルと

なってしまった」とメッセージを寄せている。 

10 年以上にわたって 779 名が拘束されてきた収容所が不必要かつアメリカ的ではないと

主張する“We Are America”の歌詞やビデオは、グローバルなネットワークによってアメリカ

の姿勢を変容させようとするひとつの例である。すなわちアメリカを脱領土的なグローバ

ル・ネットワークの一部として節合させるよう呼びかけることで、グローバルな視点からア

メリカの意味を生産する。 

「議会は今こそ効果的な行動をとる時だ」と書かれたカードを持つスティービー・ワンダ

ーを筆頭に、ジャネル・モネイ、セヴィアン・グローバー、「グアンタナモ＝非道徳的」と

掲げるハリー・ベラフォンテらが次々に登場する。カードを掲げたアーティストの身体は、

実践を導くネットワークを創り出す。そしてビデオは最後にホワイトハウスへコンタクト

し、「理由が明確ではない拘留や不公平な裁判はアメリカ的ではなく不必要。閉鎖を目指す

オバマを支持するべきだ」と声をあげるよう促している。 

“We Are America”の特徴は、黒人という差異よりもむしろグローバルなネットワークのな

かで、「われわれのアメリカ」として意味を再生産しているところにある。エスペランザ・

スポルディングはこの曲とグアンタナモについて次のように述べる。 

 

Part of the message of the song is, this (Guantanamo) is not our America. We are America. 

I'm America. Esperanza Spalding's America. And all the people in this video are America. 

And no, we don't condone this behavior and we don't want it anymore. We don't want our 

America to be doing this. And that's why the song is really celebratory, you know? It's 

not heavy. It's not sad. It's not angry. We're saying, yes, let us celebrate this freedom that 

we have. And make sure that our voices are heard. That this is not the country that we 

believe in. (Spalding, 90.9 WBUR  Web) (Parentheses mine) 

 

彼女が主張しているのは、グアンタナモが決してアメリカを表象するものではないこと
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に加えて、多様性を持つアメリカのナショナル・アイデンティティ、多様な背景を持つそれ

ぞれのアメリカ人のアイデンティティである。 

オバマ大統領が誕生するまで黒人にとってアメリカとは政府のことであり、対抗すべき

権力のことだった。しかし“We Are America”では、黒人のみならず、多様な人種、民族的背

景を持った人々がアメリカ人を上演する。アメリカの主権―アメリカを定義する権限―を

アーティストや不特定多数の聴衆へと流し込み、もはやこれまで創り上げてきた歴史だけ

で捉えることができないアメリカを表象する。 

しかしながら、アメリカは今 60 年代からはじまった変容の最中にありながら、再び二重

の意識、自我の分裂に悩まされているといえるだろう。このことは、90 年代に多文化主義

の注目に伴って盛んに議論されたアメリカの分裂、すなわち多様性をいかに統合しうるの

かといったアメリカ国内の問題とは少し傾向が異なる。1 これは自らを二重の自己としてみ

てきた移民や人種の問題が、民主主義や差別、人権問題と絡み合ってグローバルなアメリカ

の位置づけの問題として問われるようになったからだといえる。すなわちマイノリティの

問題が自由や平和、民主主義といったアメリカの理念と重ね合わされる一方で、複雑な世界

情勢と広がる経済格差のなかでアメリカ政府は必ずしもその変化に対応してはいられない。

端的に言えば、アメリカの国家の在り方を問う理想と現実の間の亀裂である。 

今アメリカは軍事力とは相容れない「核なき世界」や世界の民主化という使命、多様性を

内包する国としての姿勢と、軍事力でしか対抗できないと思われる世界情勢を含めた諸問

題、国内の帝国主義的な感情の間で分裂している。 

民主主義がこれだけ謳われても、グアンタナモのようなアメリカの例外主義的な正義の

暴力はいまだ終焉をみせようとしない。イラク戦争時の 70%、あるいはアフガニスタン紛

争での 90%の支持率の高さは、アメリカの国民国家としての位置づけが簡単に転換できな

いことを表している。つまりアメリカはグローバルな秩序維持のための戦争を展開してお

り、帝国主義と平和的な民主主義の実現との狭間で両義的な立場にある。2013 年のリビア

の軍事介入に対する米国民の 9%という支持率や、米議会に承認を求めたオバマの対応は、

アメリカがいかにグローバル社会を単一でコントロールできないかを示す。2 世界の秩序や

経済、政治は一元的なものではなく、ネットワークの分散型の形態へと確実に移行してきて

おり、アメリカ国家の対応を葛藤させている。 

スポルディングの身体は、まさにその葛藤のなかにある。グローバルに繰り広げられる音

楽文化の実践は、常に政治的なフィールドで奮闘し、われわれの理想や欲望を提示する。 

“We Are America”の We とは白人や黒人のどちらかではなく、人種を越えた「誰か」という

理想の自己である。そして同時にそれはグローバルな他者でもある。 

1990 年代から 2000 年にかけて議論されたサミュエル・ハンチントンの著書にもある“Who 

Are We”(アメリカ人とは誰なのか)という問いが国内の多文化主義とそれに対するバックラ

ッシュの対立であったとすれば、2008 年以降のアメリカでは、グローバルな領域と射程に

おいてアメリカとは何なのか、“We”とは誰なのかが問われているといえよう。 
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最後に 

スポルディングは 2015 年に Emily’s D＋Evolution というプロジェクトを立ち上げている。

ここでスポルディングは髪形を変え、眼鏡をかけて、服装も変えて、新たな別人格「エミリ

ー」として演奏する。「エミリー」という名は彼女のミドルネームだが、その人格は誕生日

の前の日に夢で見た女性なのだという。それが自己であると感じ取ったスポルディングは、

あまりに今の自己のイメージと異なるため、別人格として夢のなかの新しい自己に同一化

し、舞台の上で上演した。スポルディングは次のように解説している。 

 

This sounds really freaky deaky, but it’s true. And it scared the bejesus out of me, so I 

guess that means that’s what I’m supposed to do. Because usually when something seems 

freaky and impossible that’s when it gets really good, so that’s what we’re doing. (Rosa 

Web) 

 

このプロジェクトでは、通常のものとは異なり、まるで物語が展開されるような流れと、

演劇の舞台のように装飾されたステージで上演される。舞台の上で、人がどんな人物にもな

りえることを彼女は音楽を通した上演によって体現する。Emily’s D＋Evolution は、自己が決

して固定されたものではなく、アイデンティティがひとつの選択肢以上であることを演劇

的に伝えていく。 

 多重人格的なアメリカの分裂は今に始まったことではない。しかし留意しておかなくて

はならないのは、今アメリカはマジョリティ対マイノリティといった単純な構図ではなく、

移民と不法移民、テロとの戦い、連邦と州、国民保険の有無などの多面的かつ網目状に広が

る意見の相違が、結果的にアメリカを二分していることである。 

 スポルディングの音楽は多様な背景を融合する試みからはじまったが、その音楽のなか

で彼女は終始別の何かになろうとし続けてきた。スポルディングが We を問い、別の人格を

作り上げなくてはならなかったのは、結局のところアメリカが多様性を容認する姿勢を見

せながら、不安定なまま自己を探し続けなくてはならないジレンマをずっと抱え続けてい

るからである。このことから分かるのは、オバマ政権が多くのアメリカの理想を内包してい

たこと、そしてそのすべてに焦点を合わせることの難しさと不可能性である。ハイブリッド

なアイデンティティを本当の意味で可能にするためには、グローバルとローカルの間のバ

ランスをつねに考慮した検証、実践がさらに必要なのではないだろうか。 

 

注 

1. アメリカの分裂という問題は主にアーサー・シュレージンガー(Arthur Meier Schlesinger )の The Disuniting 

of America: Reflections on a Multicultural Society (1998)やサミュエル・ハンチントン(Samuel P. Huntington)の

エスペランザ・スポルディングの実践とアメリカ
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Who Are We?: The Challenges to America's National Identity (2004)(『分断されるアメリカ』)において問われ

た。 

2. 支持率、数字はともにキーティングを参考。ジョシュア・キーティング「米軍史上、最も不人気な戦争 

がはじまる？」『Newsweek―日本版』。27 Aug. 2013、 Web. 6 Jun. 2014。 
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2016 年度研究会 講演会報告 
 
カルチュラル・スタディーズ研究会、日本語・日本語教育研究会、第 2 回合同研究会 
日時 2016 年 7 月 29 日（金）場所：京都外国語大学 
「マルティン・ハイデッガー「ヒューマニズム」書簡（1947）を読む 
―後期ハイデッガーの思索に照らしてみた、シューベルト『冬の旅』の理解について―」 
講演者：古畑正冨 (京都外国語大学ラテンアメリカ研究所客員研究員） 
 
 本講演は、後期ハイデッガーの思索の原点となった、「ヒューマニズム」書簡（1947）を読み、

その要諦を考察することにより、シューベルト『冬の旅（Winterreise）』（1827）を彩るヴィルヘ

ルム・ミュラーのドイツ語原詩との比較を試みた。ここで重視されるのは、ハイデッガーの感情

に深甚な影響を与え、「ヒューマニズム」書簡の中でも言及されるドイツの詩人ヘルダーリンの

作品であり、とくに、『パンと酒（Brot und Wein: An Heinze）』（1800/1801）は示唆に富む。 

 ちなみに、ヘルダーリンの詩作を特徴づけるのは、彼の魂の奥底を暗く照らす「大いなる影」

が残したターミノロジーに他ならず、これらの要素を痕跡として、ハイデッガーの文学的志向に

隠された「光と影」のメタヒストリーおよび「影の現象学」へ接近することが可能である。そし

て、シューベルト『冬の旅』の冒頭「おやすみ（Gute Nacht）」から続くライト・モチーフに重ね

合わせることで、日本の歌曲『荒城の月』（1901／作詞：土井晩翠、作曲：瀧廉太郎）に鑑み、

ハイデッガーの「詩的想像力」が日本人の心の琴線に触れる内在平面をもつことを指摘した。 

 
日本語・日本語教育研究会  
日時 2016 年 10 月 15 日（土） 場所：京都外国語大学 
「日本語初級クラスにおける『文脈化』・『個人化』の意義と方法」 
講演者：川口義一（言語・生活研究所 代表 早稲田大学名誉教授） 
 

ご講演では、実践の中で編み出された教授法、および教授理念についてご説明いただいた。 
「文脈化」は、教室内の学習者に対し、リアルで意味のある言語行動を通し、語彙や文法を学

ぶ機会を与えるというものである。ご講演中、実際に、教室文脈を体現したものとして「出欠ゲ

ーム」や「文法スキット」といった活動を紹介いただいた。 
また、「個人化」は、自分のことについて、語らせたり書かせたりすることで、個々人の表現

力を伸ばすというものである。個人化に関しても、実際に氏が現場で行っている「個人化質問」

や「個人化作文」などの教室活動をご紹介いただいた。 
「文脈化」「個人化」による教室活動は、文化的な行事や企業内の会話など、従来の教室外の

コミュニケーションを扱った内容と比較し、学習者にとって馴染みのある活動である。そして、

学習者が確実に日本語を身につける上で、極めて効果的な教授法である。（代筆：辻） 
 

91



第８回国際言語文化学会 日本語・日本語教育研究会 
日時：2016 年 12 月 22 日（木） 場所：京都外国語大学 
「京都の祭にみる由緒の機能」 
講演者：村山弘太郎（京都外国語大学 日本語学科講師） 
 
 本報告では、江戸時代の京都で行われた祭礼が直面した争論を通して祭礼運営維持の論理に

ついて考察した。素材として扱ったのは西陣の氏神である今宮神社の祭礼、今宮祭である。いく

つかの祭礼に関わる争論について検討した結果、祭礼運営維持の論理として古格や先格といっ

た「仕来り」の遵守が重要視されているが、それは祭礼内における諸存在の序列維持が目的であ

り、序列に影響がない場合においては「仕来り」は崩されることを指摘した。 
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『国際言語文化学会 日本学研究』原稿執筆規定 
 
京都外国語大学日本語・日本語教育研究会、カルチュラル・スタディーズ研究会では、年１回、研

究会誌『国際言語文化学会 日本学研究』を刊行する。 
 
１．執筆資格： 
その年度の研究会において口頭発表することを原則として条件とする。 
２．原稿の種類： 
1)原稿の種類は以下のとおりで、編集委員会が認めたものとする。 
研究論文：日本学または文化の研究および関連領域について、新規性・独創性のある研究、かつ、

論証性のあるもの。 
2)すべての論文は「投稿論文」として扱い、2 名の査読者による査読を行う。査読に当たった者の

一覧は公開するが、個々の論文における査読者の氏名は公開しない。 
3)論文は未発表のものに限る。他誌に同時に投稿していることがわかった場合は不採用とする。た

だし、未公刊の修士論文、博士論文の一部は投稿できる。 
4)翌年 3 月発行の会誌に掲載されるものの締め切りは 1月の第1日曜日とする。 
３．原稿の分量等： 
1)論文は、原則として 20 ページまでとする。 
2)図表などは上記の枚数に含まれるものとする。 
3)締切日を過ぎた原稿は受け付けない。 
４．要旨などについて： 
論文の初めに英語の要旨をつけること。要旨の分量は 800 字までとする。また、タイトルは、欧

文和文両方を必要とする。 
５．校正： 
原則として、査読以後の文章の訂正、加筆は認めない。ただし、査読者の指示があった場合に限り、

その箇所を修正できる。 
６．原稿の採否： 
編集委員会による査読によって締切日から約１か月で決定される。 
７．原稿の掲載： 
当該号の投稿論文数、その他の事情により次号に繰り越す場合がある。その場合、編集委員会は投

稿者に連絡し、協議するものとする。 
８．その他： 
必要な事項については、編集委員会の議を経て決定する。 
９.著作権について： 
掲載原稿の著作権は、執筆者に帰属する。ただし、編集委員会は、掲載原稿を電子化し、インター

ネット公開・配布するための権利を有するものとする。 
10．原稿の送付先： 
r_kageura@kufs.ac.jp（影浦） 
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