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2013年早春，学校法人京都外国語大学における研究活動の中核をなす組織として，「京

都外国語大学国際言語文化学会」が設立されました。会員の皆様，関係の皆様には学会設

立に際しましてさまざまな方面からご支援・ご協力賜りましたことにあらためて厚くお礼

申し上げます。 

設立から約二年が経過しましたが，この学会の設立はたいへん意義深いものだったと実

感しております。広く学術・教育・社会の発展に貢献するのはもちろんのことですが，未

来社会を担う大学院生をはじめとした若手研究者の育成もさまざまな活動を通して活発に

なってまいりました。また，京都外国語大学内の各種研究会を本学会の研究活動の中に組

み入れることで，刺激し合い，触発し合うといった一層の相乗効果も生まれています。研

究活動は基本的には孤独であり，常に自分との闘いではありますが，学会活動を通して新

しい出会いや発見が生まれ，異分野に触れることによって互いの多様性を認め合い，さら

に研究の幅が広がるものと期待しています。 

本誌は，この学会の会員，京都外国語大学・京都外国語短期大学に勤務するすべての教

職員，本学園の学生や本学を卒業したすべての若手研究者が研鑽し，研究成果を公表する

機会を提供することを目的としています。本誌の刊行をもって会員の研究活動を共有でき，

会員の研究成果の一部を今後のさらなる発展につなげられることを大変嬉しく思います。 

最後になりましたが，本学会，および，本誌には「国際言語文化」が含まれています。

これは，京都外国語大学の建学の精神が「言語を通して世界の平和を」であることと関連

があります。この建学の精神を実現すべく，グローバルな視点からみた言語と文化に関す

る優れた論考が本誌から多数発信され，各研究・教育分野での学術的な議論を誘発するき

っかけとなればと願っております。 
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要旨 

En este artículo, se trata del período desde la inmigración de los anglosajones a Texas hasta la 

provocación de la Guerra texana. Muchos anglosajones eran colonos esclavistas que se dedicaban al 

cultivo del algodón y ellos quisieron buscar oportunidades de conseguir y extender las nuevas tierras 

para más cultivo de algodón. Cuando la población anglosajona llegó a triplicar a los mexicanos en 

Texas, le dieron demasiada oportunidad a los norteamericanos en Texas p ara independizarse. 

Durante la primera etapa, los inmigrantes norteamericanos a Texas proclamaron la separación de 

Texas con el Estado de Coahuila, pero un rato después, llegaron a proclamar su independencia desde 

México. Cuando declararon la separación del Estado de Coahuila, los texanos o mexicanos residentes 

en Texas aprobaban y asistían a este movimiento. Pero según los norteamericanos empezaban a apoyar 

la independencia de Texas desde México, salvo unos texanos importantes tales como Lorenzo de 

Zavala, Juan Seguín, Antonio Navarro entre ellos, menos texanos asistieron a este movimiento de 

independencia. En 1835, cuando Santa Anna tomó el mando de gobierno militar y promulgó la 

Constitución centralista que sustituyó a la Constitución federalista (1824 -1835). Los norteamericanos 

en Texas trataron de aprovechar esta oportunidad para independizarse. A través de las derrotas de la 

batalla del Alamo y Goliad, fue vencido en la batalla de San Jacinto el ejército mexicano de Santa 

Anna y él se hizo como prisionero. Santa Anna se vio obligado a firmar la independencia de Texas por 

la fuerza. Este trabajo tiene por objeto revisar las relaciones sobre el Álamo y los filibusteros, y 

también sobre las historias personales de tres héroes caídos en la batalla del Álamo: Jim Bowie, 

William Barrett Travis y David Crockett.  

【キーワード】テキサス分離独立，アラモ砦，トラヴィス，ボウイ，クロケット 

 

1．問題の所在 

1840 年代の米国膨張主義は米墨戦争をもって始まり完了したのではない。すでに 19 世

紀に入るとテキサスに対する米国人の関心は高まっていた。そして具体的に米国人がテキ
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サスに流入する大きな原因となったのが、まずはメキシコの独立運動への介入で、さらに

その後の 1821 年メキシコ建国以降の米国人のテキサス入植であった。以来、米国移民の

数は急増し、やがてはメキシコの領有権を揺るがす事態が発生することになった。その要

求は自治権の拡大にとどまらず、テキサスの分離独立に向けられた。そして 1836 年、テ

キサスは遂にメキシコから分離独立を強行する。メキシコ政府はこれを全く容認しなかっ

たが、財政赤字や反中央政府運動の高揚などにより、メキシコ軍による積極的な弾圧は回

避されていた。しかしサンタ・アナ大統領兼軍総司令官(Antonio López de Santa Anna)は遠

征軍を率いて、1836 年 3 月、アラモやゴリアッドでテキサス軍を破った。しかし翌月のサ

ンハシントの戦い（San Jacinto）で逆にメキシコ軍は敗れたのである。  

こうして 1836 年から 1845 年までは、テキサスはいわゆる単一の共和国を成立させた。

しかし 1845 年にテキサスが米国連邦へ加盟し、翌年 3 月、米国テイラー軍（Zachary Taylor）

がヌエセス河からリオグランデまで南下し、ヌエセス河以南の係争地域に突入したことに

より、同年 4 月に米墨戦争が勃発した。  

本稿の目的は、テキサス独立戦争の象徴である「アラモ砦事件」を取り上げ、再検討す

ることにある。従来、独立と自由のためにメキシコ軍と戦い英霊となったテキサス軍の戦

士たちは未だ米国建国史上に大きく寄与した人物として崇められ、またアラモ砦事件はそ

の歴史的意義だけでなく、それを超越したところでも脚光を浴び続けている。例えば、ア

ラモ砦はサンアントニオの代表的な観光名所であり、その意味で同砦は現代における観光

収益やこれに付随する消費文化の源泉としての重要性が考えられる。さらに、アラモ砦事

件が歴史的探究の対象としてばかりでなく、伝説や神話、あるいは独特の「物語」世界を

展開してきていることである。ところで、勝利を導いたサンハシントの戦いよりも、むし

ろ完敗したアラモ砦事件の方に後世の関心が高いのはなぜだろうか。人間の死やその流し

た血が本来もつインパクトに加え、後世の歴史的解釈や「巧みな」語りによって、概して

歴史にその名を馳せ、歴史上の「記憶」に深く刻み込まれることが少なくないからかもし

れない。 

他方、このように神話化されることが多いアラモ砦事件を歴代の歴史家はなおも客観か

つ冷静に検討してきた。その見解は大きく 4 つに分かれると考えられる。  

 第１に、テキサス独立およびその象徴的事件であるアラモ砦での戦いは、米墨戦争と並

んで、いわゆる米国領土拡張主義（Expansionism）をその主要因として重視する学説があ

る。この代表的論客としてプレッチャーをあげることができる１。 

 第 2 に、先の米国膨張主義の主導者は米墨戦争期と異なり、テキサス戦争期において、

米国南部の主導による土地拡張主義者、換言すれば米国南部の奴隷制支持者、とりわけ綿
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花農園を経営するプランターによるものであったという見解がある。この代表的な論客と

してジェイやリバモアをあげることができる２。 

 第 3 に、先の 2 つの見解は米国側からの分析であったように、従来アラモ砦事件は米国

側の史料や見解によるものが主流であった。反面、メキシコ人はアラモ砦事件を米国人ほ

ど研究の対象にしてこなかったという経緯がある。この意味で、メキシコ側からみたテキ

サス独立戦争の分析は重要であると考える。この代表的論客として、モヤノ・パイサの『テ

キサス喪失史』をあげることができる３。 

 第 4 に、テキサス独立戦争を外国人である不法
フィリバ

戦士
スターズ

による暴徒や占拠が最も成功した事

例として考えるメイの研究がある４。米墨戦争は国家間戦争であり、国家の政治外交史や

軍事史の観点からの分析である意味足るが、テキサス独立戦争においては米国政府の直接

介入はなかった。従って、メイの研究は現状を的確に捉え斬新であると言わなければなら

ない。テキサス軍は正規軍及び義勇兵や民兵で構成されており、その義勇兵に志願するテ

キサス住民は極めて少なく、多くの非テキサスの外国人が占め、その主流は米国人の「不

法戦士」であった５。 

 以上がアラモ砦事件を含めたテキサス独立運動史に関する代表的見解の概要であるが、

本研究は第 4 のメイ研究を修復するものである。ところで、そもそも不法戦士とは何か、

その定義から入っていかなければならない。  

 

2．米国政府のテキサス政策 

米国政府がテキサス領有に早くから関心があったが、実際には米墨戦争勃発まで国家の

関与はなかった。1803 年米国政府がフランス領ルイジアナを買収した頃、当時ヌエバ・エ

スパーニャの領域であったテキサスに対する関心がすでに米国人の間に浸透していた。従

って、1810 年代にスペインからの独立戦争がヌエバ・エスパーニャで展開されていたが、

これに干渉したのは米国の不法戦士であった。  

1819 年、米国はスペインからフロリダを買収し、テキサスの北の境界をサビーン河と定

めた６。このときに米国はフロリダ獲得を交換条件に、テキサスへの進出を断念すること

を余儀なくされたのであった。しかし 1825 年、アダムズ大統領（John Quincy Adams）は、

ポインセット（Joel R. Poinsett）をメキシコ公使に任命し、新境界をサビーン河とリオグ

ランデの間か、できればリオグランデ境界とする交渉を開始させた。またこれに並行し、

ニューメキシコ（当時のメキシコ領ヌエボ・メヒコ）、カリフォルニアの獲得がすでに画

策されていた。  

1829 年、アダムズの政策を引き継ぎ、ジャクソン大統領（Andrew Jackson）はポインセ
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ットに交渉額を 500 万ドルに引き上げ、ヌエセス河西方に境界を確定する交渉を続けさせ

た。さらに、ポインセットの次に派遣されたのが、ジャクソンが信頼する友人バットラー

（Anthony Butler）であった。しかし、無知、卑俗、不道徳と非難されていた同交渉人が、

両国間の関係をより悪化させていった７。彼の派遣の目的はまさに「米国に投げかけられ

たメキシコ人の侮辱に対し確固たる態度をとることで、二国間の緊張を緩和させる８」こ

とであった。  

  バットラーは 1830 年 1 月にメキシコ市に到着するが、彼はヴァン・ビューレンから、

テキサスの売却はメキシコの国益を左右するものであることを強調しなければならない

と訓告されていた。そのための切り札として、米国への債務返済を強要することが提案さ

れた。これが米墨間の交渉の際、つねに米国政府がメキシコ政府に提示された重要な交渉

カードであった９。しかし、バットラーの言動は威圧的で、しかもメキシコ政府高官に賄

賂を贈与するなど、その策略的な行動に非難が集まり、事態は紛糾した１０。苛立つバット

ラーは 1835 年 6 月 17 日付の米国務大臣フォーサイス（John Forsyth）に次のような報告を

している。 

 

テキサス併合は、その最善の気候、商業的機会、ルイジアナに匹敵する肥沃な土地か

らして、米国の富と資源を増大させることだろう。そしてこれによって、当該領域に急

速に人口が集中してくるであろう。また地図上の検討だけでも、テキサスを米国に割譲

する条約は、テキサス併合が一連の序幕にすぎないこと、つまり最終的にヌエボ・メヒ

コ、アルタ・カリフォルニア、バハ・カリフォルニアという名称で知られるこれら全領

域の占有をわれわれに可能にさせることは明白である。南はチワワ州の北東の端で分断

される境界、つまりリオグランデに並行して太平洋に達する境界で、北は北緯 42°線で

ある。グアナフアト、ハリスコ、サカテカスは最大ではないにしても鉱物の豊かな産出

地である。米国が先の領域を領有できれば、大西洋と太平洋を結ぶことができ、アメリ

カ大陸のいかなる拠点も経由できるであろう１１。 

 

 これを受けて、ジャクソン大統領はバットラーに、サンフランシスコ港を必ず包含する

ために、交渉額を 50 万ドルほど上乗せした１２。しかし、バットラーの強引なやり方はメ

キシコ側の反感を買う結果となった。その決定的な事件は、バットラーが一時帰国し、再

度メキシコにもどってくる際、途中テキサスに寄港し、ヒューストンと密会していたこと

が発覚したことであった。このためバットラーはメキシコ政府によって即刻退去を申し渡

され、交渉は決裂に終わったのである。このように米国政府はメキシコ政府に対し政府間
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レベルの交渉を続けてきたが、テキサス独立戦争以前の段階で交渉は失敗し、同独立運動

に直接米国政府が表舞台に出てくることはなかった。従って、米国人のプランターや商人、

あるいはいわゆる不法戦士がテキサスの独立期、および米墨戦争勃発までのテキサス共和

国期における暴徒の歴史に関与することになる。ただし、プランターの場合、多くはメキ

シコ国籍を取得しテキサスに定住していた。これに対し、土地の投機や通商に携わる者は

必ずしもメキシコ国籍を有する移民とは限らなかった。これらの中に合法・非合法定住者

がいたが、いずれにせよ、テキサス軍義勇兵に志願するものは概して少なかった。以上の

ことから、不法戦士とは、テキサスに居住するメキシコ国籍を有する移民、また合法的な

居住者は含まず、テキサス以外からの外国、とりわけ米国からの不法入国者で、自国政府

や国家を無視し時にはそれと敵対する形で、強引かつ不法にメキシコ領域に侵入し内政

（この場合はテキサスの分離独立）に武力を行使して干渉し、一獲千金を目的とする暴力

的で略奪的な非熟練武装集団と定義する１３。 

 

3．テキサスの独立までの過程 

1821 年、スペインから独立したメキシコ政府により、米国南部出身オースティン(Stephen 

F. Austin)がメキシコ領テキサスへの入植を認められる。オースティンの入植団は 300 世帯

ほどであったが１４、その後も大量の入植者が到来し、1823 年に 1200 人だった米国人も、

1835 年には 2 万 5000 人から 3 万人（3000～4000 人の黒人奴隷を含む）に膨大していた。

これに対し、メキシコ人は 4000 人から 7800 人にすぎなかった。この人口比の逆転は次第

にメキシコ政府に反抗的なテキサス住民を増加させていった１５。ところで、メキシコ政府

は当初から米国人によるテキサス分離独立を懸念していた。それは同政府が入植の条件を

厳しく設定していたことからもわかる。その課された条件とは、カトリックへの改宗、メ

キシコ憲法と法令の遵守、国境付近や沿岸部への入植禁止などであった１６。ところが反面、

テキサスにおける奴隷制の実施、7 年間の免税、輸入の自由などは認められ、実態はかな

り寛大であった１７。このような不確定な支配制度により、やがて法や規律を遵守しない傲

慢な米国移民が増えていった。  

1824 年、連邦制を基礎とする新憲法発布によってコアウイラ・テキサス州（Estado de 

Coahuila y Texas）が成立したことにより、テキサスは同連合州に組み込まれ、州都はコア

ウイラのサルティージョに定められた。ちなみにコアウイラとテキサスの境界はヌエセス

河であった。  

1830 年からの 2 年間外務大臣をつとめたアラマン（Lucas Alamán）はメキシコを代表す

る知識人、保守派の政治家として知られているが、彼も当時米国の侵略の危機を訴えてい
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た一人であった。アラマンは、米国は 50 年間も領土拡張政策に努めてきた国であり、そ

の戦略は、軍隊の代わりに入植者を派遣することであると述べている。そしてアラマンは、

テキサスでの暴動の影響が隣接の北部メキシコ諸州に波及することを最も懸念していた

１８。 

 アラマンの意見などを受け、メキシコ大統領ブスタマンテ（Anastasio Bustamante）は米

国人の脅威を察知し、先に述べた 1829 年にテキサスにおける奴隷制の禁止１９、1830 年に

は米国からの移民受け入れを禁止する法令２０をそれぞれ発布した。しかしながら、その後

も米国人によるテキサスへの不法入国は継続した。また 1830 年の移民法に反対する移民

たちの暴動も発生した２１。1832 年 10 月の代表者会議で、コアウイラ=テキサス州という

単一連合州から、完全独立自治州としてテキサスがコアウイラから分離することが提案さ

れた。しかし、オースティンはこれに反対し、自治州の提案を自重し、あくまでも連邦政

府や州政府の腐敗の改善を訴えることにとどめた。またテキサスのメキシコ系住民も、決

してコアウイラ＝テキサス州から分離独立することを望んでいたわけではなかった。一説

にはテキサスが単一州になった時点で、米国系移民による独立戦争が勃発し、やがては米

国連邦に併合されることをメキシコ人は懸念していたからである２２。オースティンもこの

点を配慮しテキサスの単一州要求には反対していたと考えられる。しかしながら、1833

年 4 月の大会で、単一自治州の要求が提出され、同大会でテキサスに移住して来てまもな

い独立派のヒューストン（Samuel Houston）がテキサス州憲法起草者として選出されたの

である。そしてオースティンはメキシコ政府との交渉役に任命され、即刻メキシコ市に向

かった２３。 

そのオースティンがメキシコ市での政府交渉を終えサルティージョまで戻ってきたと

き、当地で反逆罪の容疑で逮捕された。逮捕後の 1835 年 3 月、オースティンは恩赦によ

りテキサスへの帰還を認められたが、当面はテキサスの分離独立に反対の立場に立った。

しかし、やがてメキシコとの戦争の機運が高まり、独立・併合派のヒューストンが指導的

役割を担うようになると、オースティンは一気に戦争支持派に回った２４。その最中、1835

年 10 月 2 日、テキサスの独立運動はゴンサレスで開始されたのである。  

翌日、サンタ・アナ大統領は 1824 年憲法の廃止と中央集権制の樹立を発表し、以降、

中央集権制への移行を推し進めていった。後にこれは 1836 年 12 月に公布された七法（Siete 

Leyes）として明文化される。従来、テキサスの独立運動はサンタ・アナが中央集権制へ

移行したことが原因であると考えられてきたが、加えて、1833 年のゴメス・ファリアス

（Valentín Gómez Farías）の急進的自由主義改革による政情不安がメキシコ全土に波及し、

サカテカスやドゥランゴでは連邦制を支持する反政府運動が勃発していたため、これに危



7

 
 

た一人であった。アラマンは、米国は 50 年間も領土拡張政策に努めてきた国であり、そ

の戦略は、軍隊の代わりに入植者を派遣することであると述べている。そしてアラマンは、

テキサスでの暴動の影響が隣接の北部メキシコ諸州に波及することを最も懸念していた

１８。 

 アラマンの意見などを受け、メキシコ大統領ブスタマンテ（Anastasio Bustamante）は米

国人の脅威を察知し、先に述べた 1829 年にテキサスにおける奴隷制の禁止１９、1830 年に

は米国からの移民受け入れを禁止する法令２０をそれぞれ発布した。しかしながら、その後

も米国人によるテキサスへの不法入国は継続した。また 1830 年の移民法に反対する移民

たちの暴動も発生した２１。1832 年 10 月の代表者会議で、コアウイラ=テキサス州という

単一連合州から、完全独立自治州としてテキサスがコアウイラから分離することが提案さ

れた。しかし、オースティンはこれに反対し、自治州の提案を自重し、あくまでも連邦政

府や州政府の腐敗の改善を訴えることにとどめた。またテキサスのメキシコ系住民も、決

してコアウイラ＝テキサス州から分離独立することを望んでいたわけではなかった。一説

にはテキサスが単一州になった時点で、米国系移民による独立戦争が勃発し、やがては米

国連邦に併合されることをメキシコ人は懸念していたからである２２。オースティンもこの

点を配慮しテキサスの単一州要求には反対していたと考えられる。しかしながら、1833

年 4 月の大会で、単一自治州の要求が提出され、同大会でテキサスに移住して来てまもな

い独立派のヒューストン（Samuel Houston）がテキサス州憲法起草者として選出されたの

である。そしてオースティンはメキシコ政府との交渉役に任命され、即刻メキシコ市に向

かった２３。 

そのオースティンがメキシコ市での政府交渉を終えサルティージョまで戻ってきたと

き、当地で反逆罪の容疑で逮捕された。逮捕後の 1835 年 3 月、オースティンは恩赦によ

りテキサスへの帰還を認められたが、当面はテキサスの分離独立に反対の立場に立った。

しかし、やがてメキシコとの戦争の機運が高まり、独立・併合派のヒューストンが指導的

役割を担うようになると、オースティンは一気に戦争支持派に回った２４。その最中、1835

年 10 月 2 日、テキサスの独立運動はゴンサレスで開始されたのである。  

翌日、サンタ・アナ大統領は 1824 年憲法の廃止と中央集権制の樹立を発表し、以降、

中央集権制への移行を推し進めていった。後にこれは 1836 年 12 月に公布された七法（Siete 

Leyes）として明文化される。従来、テキサスの独立運動はサンタ・アナが中央集権制へ

移行したことが原因であると考えられてきたが、加えて、1833 年のゴメス・ファリアス

（Valentín Gómez Farías）の急進的自由主義改革による政情不安がメキシコ全土に波及し、

サカテカスやドゥランゴでは連邦制を支持する反政府運動が勃発していたため、これに危

 
 

機感を募らせていた保守派や中央集権派が連邦制を廃止したと見ることができる２５。ただ

し、テキサスの場合は、米国系移民と不法戦士の参加が顕著に見られたことが他のメキシ

コ北部諸州と根本的に異なる点である２６。 

1836 年 3 月 2 日、テキサスは分離独立を宣言し、暫定大統領にバーネット（Thomas 

Barnett）、副大統領にサバラ（Lorenzo de Zavala）が選出された。サバラはメキシコから亡

命してきた自由主義者であった。テハノのほとんどが連邦主義の再確立を目的としており、

独立志向ではなかったが、一部のテハノは米国系に加担する独立派であった。このなかに、

サバラのほかに、ルイス（Fancisco Ruiz）、ナバロ（Antonio Navarro）、セギン（Juan Seguín）

などがいた。  

さてテキサスの叛乱を鎮圧するため、1835 年 11 月末、サンタ・アナはメキシコ市を出

発し、翌年 2 月には総勢 6000 人の軍隊を率いてテキサス領内に入った２７。すでに 1835

年末、テキサスの叛乱に備えてサンタ・アナはリオグランデ河口のマタモロスにいたコス

将軍（Martín Perfecto de Cos）をテキサスに派遣し、サンアントニオにあったアラモ砦(the 

Alamo)を占拠させた。当該砦はかつてスペイン人聖職者が建設した伝道所であったが、こ

の頃には火薬庫や軍事施設として利用されていた。しかし 12 月 10 日、アラモ砦はテキサ

ス軍の手中に落ち、コスは降服した。アラモ砦ではボウイ大佐（James Bowie）とトラヴ

ィス中佐（William B. Travis）が指揮していたが、ボウイが病床についていたので、実質

はトラヴィスが指揮を執った。この後クロケット（David Crockett）がここに加わる。1836

年 2 月 23 日、メキシコ軍がアラモ砦を包囲し無条件降伏を要求した。サンタ・アナは援

軍を待って、13 日間の猶予をアラモ砦内の籠城者に与えた。しかし最終勧告を拒否したた

め、3 月 6 日午前５時頃、まだ薄明の世界に閉ざされていたアラモ砦を包囲し、攻撃を開

始した。この戦いで、アラモ砦のなかのテキサス軍 180 数人が戦死した２８。こうしてメキ

シコ軍はアラモ砦を奪回したが、メキシコ側の死傷者は約 600 人に上った２９。 

3 月 27 日、メキシコ軍はさらにゴリアッドで捕虜になったテキサス軍のファニン（James 

Fannin）らの刑を執行した３０。ところで、このような屈辱の体験こそが、テキサス軍の士

気を鼓舞し、「アラモを忘れるな！」（Remember the Alamo!）や「ゴリアッドを忘れるな」

（Remember Goliad!）という標語が生まれるきっかけとなった。彼らは報復のための戦い

に正義と自由精神を見出そうとしていたのである。そこで、遂に 4 月 21 日、サンタ・ア

ナ軍はサンハシントの戦いでヒューストン軍と交戦し、前者は敗れサンタ・アナは捕虜に

なった３１。サンタ・アナは処刑を免れたが、5 月 14 日、テキサス側はサンタ・アナに、

メキシコ軍の撤退とテキサスの独立を認めさせ、テキサスとメキシコの境界はリオグラン

デとすることを明記したベラスコ条約(Los Tratados de Velasco)への調印を強要された。こ



8

 
 

れを受けて、同月 17 日、憲法を発布し、テキサス共和国（The Republic of Texas）建国を

宣言したのである。  

 

4．アラモ砦事件と不法戦士 

ここでアラモ砦を占拠していた 180 数人の出身地の内訳は次の通りである３２。 

 

130 人（米国、大部分がテキサス、ケンタッキー、テネシー、バージニアの各州）３３ 

22 人 （イギリス、アイルランド、スコットランド、ドイツ、デンマーク）３４ 

10 人（テキサスのメキシコ系）３５ 

32 人（ゴンサレスからの援軍）  

 

籠城していた反メキシコ政府派は、表面的にはテキサスに入植してきた米国人の暴徒化

とみられがちであるが、メキシコ系のテキサス住民と、テキサス以外の米国人とヨーロッ

パ数カ国の出身者が含まれていたことがわかる。次に、不法戦士の暴徒化という側面でア

ラモ砦事件を分析する際、どの程度籠城者のなかにそれが含まれていたかが問題となる。

そこで、先にも述べたように、テキサス定住者ではない、当地にきて比較的日の浅い外国

人でテキサスに到着前後で義勇兵に登録した者をここでは、不法戦士とする。無論、その

大多数が米国人となる。そこで、アラモ砦に籠城していた「不法戦士」は、数名の例外を

除き、多くはテキサスに入る以前に米国で登録を済ませ、その後集団で不法にテキサスに

侵入していることが一連の史料でわかっている。ケンタッキーとテネシーで登録する者も

多かったが（デイビッド・クロケットは後者の募集に関与）、それ以上に、ニューオーリ

ンズ・グレイズ（New Orleans Greys）の一員が最大勢力を誇っていた。とりわけ、テキサ

ス入りの中継地としてのニューオーリンズの町はまさに不法戦士をテキサスに排出する

拠点であった。  

では、以上の不法戦士はアラモ砦を最後まで防衛した 180 数名中、どのくらいを占めて

いたのであろうか。アラモ砦事件より前の 1835 年 12 月に計画されたメキシコ・マタモロ

スの遠征隊はそのほとんどがテキサス内外出身の義勇兵総勢 530人により編成されていた

が、本来アラモ砦の防衛のために到着したが、その後マタモロス遠征隊に志願、配属され

ていった者も含めニューオーリンズ・グレイズの不法戦士に限れば 180 人にのぼったとも

言われている３６。その数は全体の 33％であった。これに対し、アラモ砦の場合は、不法

戦士は全体のおよそ 25％で、ニューオーリンズ・グレイズに限れば全体の 1 割程度で、ア

ラモ砦の場合は不法戦士が占める割合が少なかったことがわかる３７。また、アラモ砦事件
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の犠牲者は 180 数人に比べ、マタモロス遠征隊の 530 人、およびこの完遂を前に後退しゴ

リアッドでウレア（José Urrea）軍によって銃殺刑に処された 445 人（いわゆるゴリアッ

ドの虐殺）と比較しても極めてアラモ砦の軍備が手薄であったことがわかる３８。トラヴィ

スが再三にわたって当時のスミス暫定総督（Hanry Smith）やヒューストンに援軍を要請し

たが、結果的にこれは無視されている３９。その一方、アラモ砦には兵士たちの家族、女性、

子供、あるいは奴隷までもが籠城していたのである。ディキンソン夫人（Susanna Dickinson）

やエスパルサ（Enrique Esparza）少年のように、主人ないし父親が籠城していたという理

由で、あるいはサンアントニオに進攻するサンタ・アナ軍から身を守るために、夫は不在

中だったがアラモ砦に逃れたアルスベリ夫人（Juana Alsbury）などもいたのだ。あるいは

トラヴィスの奴隷ジョー、ボウイの女奴隷ベティの存在もあり、アラモ砦はまさに奴隷制

をめぐる問題という社会的背景の縮図でもあった。以上のことから、単順にアラモ砦事件

を不法戦士の暴徒化という枠組だけでは全体を正確に把握できないない状況にある。つま

り家族関係や生活環境を含めた社会史的アプローチが必要であり、またそれが、序章で述

べたように、アラモ砦事件が神話や伝説を創出する題材と化している所以でもあると考え

る。 

 

5．独立と自由の象徴としてのアラモ砦事件 

テキサスのメキシコに対する暴徒は独立と自由のための「革命」と称されることが多い。

第 3 章で見たように、不法戦士という性格には一獲千金的な冒険心、どちらかといえば、

国よりも個人的利潤の追求が暴徒化の背景にあることは想像に難くない。真の独立志向を

最大の目標として、自己の生命の危険を冒してまで戦闘に参加し国家に身体を捧げるとい

う、個を超越したより国家的で政治的な思考の下でアラモ砦事件が勃発したことを確証す

るにはさらに検討が必要である。現実は、そもそもテキサス内で義勇兵を志願する者が少

なかったため、テキサス政府はくじ引きで徴兵を行なわなければならないほどであった４０。

そこで、ボウイ、トラヴィス、クロケットの三大主要人物の生い立ちをふりかえり、彼ら

がどのような理由でアラモ砦にやってきたのかについて検討することは重要なことであ

ると考える。  

 

① ジム・ボウイの場合  

ボウイ（ブーイ）は 1796 年ケンタッキー州ローガンに生まれた。彼の家系は地元で有

名な最大の奴隷領主であった。しかし彼が 6 歳の時、父親は殺人罪で逮捕されたことをき

っかけに、一家はフランス領ルイジアナに移住した。そしてジムを含めて兄弟は入隊した。
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その後、兄弟たちは違法である海外からの奴隷密輸貿易に関わっていった。またテキサス

のガルベストンにあった奴隷市場から奴隷を米国南部へ運んだ。その後、奴隷貿易で稼い

だ資金で 700 ヘクタールもの広大な砂糖プランテーションを経営した。また通商も手掛け

た。1819 年、メキシコに攻撃する不法戦士隊に参加した。1829 年、24 歳のセシリア・ウ

ェルズと婚約したが、結婚前に彼女は死んだ。その 4 ヶ月後、ジムはテキサス行きを決意

する。 

1830 年、彼はテキサスのナコグドチェスやサンフェリッペに来て、オースティンとも出

会う。彼はメキシコ国籍を取得しカトリックに改宗した。彼がサンアントニオに来た頃、

メキシコ人に同政府は５千ドルで 1 万 6000 ヘクタールの土地を売却していたので、この

購入代金はメキシコ人コアウイラ＝テキサス州知事ベラメンディ（Juan Martín Veramendi）

から借りた。数年後には３万 300 ヘクタールの所有者になり、いわゆる不在地主で自らに

は勤労欲はなく、自適悠々な生活を送るに至っていた。1831 年、ベラメンディの 19 歳に

なる娘ウルスラと婚約したが、この頃までに米国南部に遺してきた土地財産を売却しよう

としている。しかし、ニューオーリンズへの新婚旅行費は身内からの借金で賄っていたよ

うである。結婚後はサンアントニオに住居を構え新婚生活を始めたが、決してその裕福で

幸せな生活は長続きしなかった。ジムの怠惰と事業の失敗により、ベラメンディ家の財産

で食いつないで生活していた。しかも何よりも最悪な結末は妻ウルスラが 33 年に病死し

たことであった。そしてさらにコレラはジムの二人の子供の命まで奪っていった（異説あ

り）。同年、失意のうちに、ジム自身も病に侵され始め、妻の死の翌月、彼は遺言書を書

き変え、全ての遺産は兄弟のレジンとマーシャに相続させると改めた。  

 

② Ｗ・Ｂ・トラヴィスの場合 

1809 年、サウスカロライナ州で生まれた。1818 年には家族はアラバマに移住しそこで

綿花プランテーションを経営し始めた。トラヴィスは最初学校の先生になり、のちに教え

子の一人と結婚する。フリーメイソンに加入する。1831 年、おそらく仕事上の悩みで彼が

精神的に追い詰められていき、やがてトラヴィスは妊娠 5 ヶ月になる妻を置き去りにして

突如メキシコ領テキサスに移住する。テキサス州アナワックに定住する。そこで弁護士ま

がいの仕事を始める。彼はメキシコ国籍を取得し、カトリックに改宗した。そして彼はテ

キサスで自分の土地を手に入れ奴隷を購入した。さらに 1832 年、ベラスコ港の占拠に参

加した。この頃から反メキシコ政府の意向を露わにする。彼は経済的困窮に見舞われてい

たという事実もある。彼にとって転機を期待してやってきたテキサスにおいても何ら人生

に喜びを感じなかったというわけである。酒におぼれることはなかったようであるが、勤
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労欲を失い、ギャンブルと女性との色事にふけった。別居中の妻と未だ会ったことのない

2 人の子供に対して養育費を送ることもなかった。ところが、1834 年、人妻で子持ちのレ

ベッカ・カミングスを好きになり、お互いに離婚が成立したら再婚する約束を交わした。

ほぼ同じ頃、アラバマ州から妻が 2 人の子供とともに離婚の承諾を求めてテキサスのトラ

ヴィスを訪ねてきた。子供たちにとって最初で最後となる父との一瞬の出会いであった。

トラヴィスは迷わずこれに合意した。そして数週間後にはレベッカと再婚している。しか

しレベッカの 6 歳になる連れ子と打ち解けることができず、やがてその生活は破綻する。 

 

③ デイビッド・クロケットの場合  

 1786 年、テネシー州に 9 人兄弟の第 5 子として生まれた。フランス・ユグノー派の家系

でアイルランドに渡りその後アメリカに移住した。学校には通っていたが、同級生とのト

ラブルにより、学校から退学を言い渡された。それ以来、狩猟に没頭していくことになる。

またトランペットの吹奏を始めた。20 歳の時、ポリー・フィンリーと結婚した。結婚当初

は農業をしていたが、性格的には「野生児」としてつねに狩猟をしている方を好んだ。1813

年、デイビッドは家族を残してインディアン遠征隊に志願した。しかしそれが 90 日の期

限付きであったので、それが終了すると故郷にもどった。1815 年、妻のポリーがマラリア

で死亡、その後、裕福な二人の子持ちの未亡人と再婚し、これ以降、政界に進出していく。

1821 年、デイビッドは州議員に当選し、さらに 27 年、米国議会の議員として 2 期務めた

（1827-1831）。しかし政治家は彼の本分ではなかった。そして第 3 期ではジャクソン大

統領のインディアン排斥法に反対したため、選挙戦では敗れ、自らも公に述べていたよう

に、米国を去ることを決意したのである。  

1835 年 11 月には仲間 2 人といっしょにテネシー・メンフィスを離れメキシコ領テキサ

スにやってきた。途中アーカンザス、オクラホマ、そしてテキサス北部の探検を続けなが

ら、36 年 1 月、テキサス・ナコドチェスに到着した。デイビッドは即刻テキサス自治政府

を支持し、テネシー義勇兵騎馬隊（Tennessee Mounted Volunteers）に登録した。1836 年 2

月 3 日、同隊がサンアントニオに到着した。そこでボウイとトラヴィスの軍隊と合流した

のである。アラモ砦事件はその 1 ヶ月後のことであった。  

 

以上の要点を簡単にまとめてみよう。3 人とも米国人で、テキサス生まれの者はいない。

ただし、メキシコ国籍を取得したボウイとトラヴィスはテキサス定住者であった。しかも

ボウイはメキシコ人と結婚している。テキサスにやってきた時期はほぼ同時期の 1830 年

代前半で、ボウイが 1830 年、トラヴィスは 1831 年、クロケットは 1835 年末から 1836 年
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始めにかけてであった。従って、クロケットは不法戦士と認定されることになる。ボウイ

はかつてはそうであった。現に、クロケットは 1836 年 2 月、自らテネシー義勇兵として

12 人とともにアラモ砦に入っている４１。職業については、ボウイはプランター、奴隷貿

易等、トラヴィスは教師、弁護士、ジャーナリスト、プランター等、クロケットは狩猟、

農業、州議員、連邦議員であった。つまり、ボウイとトラヴィスは綿花プランターの奴隷

主であった。しかしながら、より重要なのは、異なる生い立ちの 3 人に共通する点は、テ

キサスに移住してきた背景に「失意」の念があったことである。換言すれば、テキサスこ

そ、再生のための新天地として彼らが選んだ場所であったといえる。  

 

6. アラモ砦の中での心境の変化―いわゆる「線引き」をめぐって 

アラモ砦に籠城中に１人アラモから脱出した人物がいる。ルイス・モゼス・ローズ（Louis 

Moses Rose）である４２。このローズが生き証人として後世、トラヴィスによる「線引き」

の事実をわれわれに伝えている。ローズがアラモから真っ先に逃れたのがズバー家であっ

た。詳細はわからないがそこの主人がローズと親友で、ローズがアラモ砦での出来事の一

部始終を語ったとされている。そしてその内容を妻は知っていたが、それを子供であるウ

ィリアム・ズバーに初めて語ったのはアラモ陥落から 20 年以上たってからのことであっ

た。しかも、このウィリアムが自書ではじめてこの事実を明かしたのはさらにそれから 15

年ほど経った 1873 年のことであった。なぜか、それまで先に述べたディキンソン夫人も

マダム・カンデラリアもこの「線引き」の件について語ることはなかったが、ウィリアム

が語り出したあと彼女たちも同様の内容を語り出したのである。本論文の関心は、この｢線

引き｣と中にいた戦士たちの心理的描写について批判的に分析することにある。以下、ズ

バーの言説の要約である。  

 

1836 年 3 月 3 日早朝、トラヴィス大佐は軍隊行進をさせていた。やがて彼は皆にむけ

て演説し始めた。メキシコ軍の接近は予想外に早い。わが同胞にこのわれわれの置かれ

ている状況が情報として伝わっていないのではないかと思う。ファニン大佐（James W. 

Fannin）へ使いの者を送ったが一向に戻って来ていない。考えられることはメキシコ軍

の手中に陥っているか、あるいは経路が遮断されているかである。私は助けが来るまで

ここに留まることに決めた。同じ考えの者はここに残ってほしい。しかもメキシコ軍の

兵隊数がわが軍の 20 倍以上であり、ここから脱出することは不可能である。またメキ

シコ軍が降伏を要求してきているが、これは屈辱的である。戦力もない現状では決して

われわれは助からないと考える。われわれはだからといって敢えて降伏はしない。あと
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はここに最後まで残って戦うだけである。われわれ全員が虐殺されるのは時間の問題で

ある。サンタ・アナは容赦なくやるだろう。我々は死への運命にある。でも我々は、死

に様を選択することはできるのだ。アラモ砦で戦い、自分たちの命を売ることである。

メキシコ軍を出来る限り殺すべきだ。我々全員の命が果てるまでやるべきだ。そうする

ことで、きっと敵の勢力を弱め、我々の同志が事を解決してくれるだろう。そして独立

を獲得してくれるだろう。独立だけではない、われわれの国と家族のための財産と幸福

もである。私は、ここにとどまり祖国のために死ぬ。生きている限りは戦いぬく。私は

自分一人になってもこの気持ちは変わらない。私といっしょに死んで、死の瞬間に私を

安堵させてくる者はいないか。こう話してから、トラヴィスは自分の剣で地面に一本の

線を引いたのである４３。 

 

この「線引き」は何を意味していたのであろうか。第 1 に、アラモ砦の中の籠城者たち

の士気の低さとトラヴィスの統率力に低下が見られ始めていたことが考えられる。換言す

れば、この言説を批判的に解釈すれば、実際に国（正確に準国家であるテキサス）に対す

る忠誠心や独立の達成を願う意思は自らの「命」を代償としてまで等価なものではないと

考える者が少なくなかったという解釈ができる。第 2 に、なぜ彼らは「死」を選択しなけ

ればならなかったのか。それは同胞であるスミス総督やヒューストンからの援軍はなく、

かつ唯一の頼みの綱であったファニン軍も自らの敗退のために結果的にアラモ砦は見離

されたからであった。そしてこれに反比例してメキシコ軍はアラモ砦に集結したからであ

った。ヒューストンの立場からすれば、初期の段階でアラモ砦を爆破させて早期撤退を命

じて送り込んだボウイとともにトラヴィスは彼の指示に従わなかったという汚点として

アラモ砦の現状を見ていたのかもしれない。  

トラヴィスの 2 月 24 日付の回状の一節はきわめて意味深い。「私は出来る限り長くこの

状態を持ちこたえ、そして自己の、かつ祖国の威信のために貢献することを決して忘れる

ことなく一兵として死ぬ覚悟である。『勝利』か『死』かのいずれかである」と書いてい

る４４。しかし、これはメキシコ軍に対するメッセージではない。同胞のテキサス政府や軍

にあてて書かれたものであり、最後の嘆願書であったと考えればどうであろうか。トラヴ

ィスは同回状でメキシコ軍の脅威を訴え、次のように前置きを記している。「敵軍は赤旗

を掲げて攻撃態勢にいつでも出ることを示唆した。それに対し、われわれは一発弾丸をも

って回答した。砦のわが軍旗はいさましく風になびいている。『われわれは絶対に降参し

たり後退したりしない』。そこで、自由と愛国心の名の下にある同胞、および全ての米国

人に求む。援軍を送ってわれわれを助けていただきたい」。  
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以上のことから、アラモ砦の籠城者は、不法戦士をイメージさせる略奪性や攻撃性を感

じさせる人物像ではない。自由と独立を追求する彼らに、現実はその可能性への希望もな

く、同時に同胞から見放されたまさに陸の孤島のごとくであった。これはすでに理念の追

求前から「死」を強制されていることに等しかった。 

 

7．結論 

 メイの提唱するテキサス独立戦争を不法戦士の暴動として捉えると、少なくともアラモ

砦事件の場合はそれだけでは説明しきれない部分が出てくる。例えば、ボウイは不法戦士

の経験があったが、少なくとも主要な残り 2 人にはなかった。またアラモ砦事件は、ゴリ

アッド事件と並んでまさに「虐殺」の記憶である。逆に、メキシコ軍サンタ・アナの勝利

の記憶であった。しかし、アラモ砦事件がほかのサンハシントやマタモロスでの戦いと大

きく異なることがある。それは、アラモ砦の陣営は進撃せずに、敵軍が進撃してくるまで

ただ死の機会を待っていた観が筆者にはするのである。マタモロス遠征の場合はその逆で、

不法戦士を含む 500 人強の米国人が略奪と通商の権益獲得を目的に、リオグランデを越え

メキシコ領域内の主要港を積極的に攻撃しようとした。その結果、445 人がゴリアッドで

銃殺刑に処されている４５。サンタ・アナが襲撃してくる前にローズのように砦から逃げる

チャンスはあったはずである。テハノのセギンは夜間使者としてアラモ砦から飛び出して

無事にその役目を果たしている。テキサスの独立のために「死」を堂々と受け入れること

のできる精神力は、果たして真の愛国心から来るものなのか。少なからず先の精神力は、

すでに個々人がそれまでの人生の歩みやその経験を通じて、すでにアラモ砦に入る前まで

に培われていたという可能性を全く立ち切る理由もないであろう。また、アラモ砦の虐殺

の背景を考える際に味方によって見殺しにされたという解釈が可能であることもわかっ

た。では、彼らの死の選択は同胞に対する無言の「抵抗」であったのか。いずれにせよ、

単純に不法戦士による暴徒化か否かというだけで、テキサス独立戦争の兵士たちのそのよ

うな性格を追究することはできないのである。  

 

 
                                                   
注 
１ David M. Pletcher, The Diplomacy of Annexation, Texas, Oregon and the Mexican War (Columbia: 
University of Missouri Press, 1973). 

２ William Jay, A Review of the Causes and Consequences of the Mexican War  (Boston: B.B.Mussey 
and Company, 1849); Abie A. Livermore, The War with Mexico Reviewed  (Boston: William Crosby 
and H.P.Nichols, 1850). 
３ Ángela Moyano Pahissa, La pérdida de Texas,(México: Planeta, 1991). 
４ Robert E. May, Manifest Destiny’s Underworld: Filibustering in Antebellum America  (Chapel Hill: 
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要旨 

Meillassoux clarifies most of post-Kantian philosophers presuppose the “correlationism” according 

to which we cannot think about the world independently of its relation to our thought. The problem is 

the correlationism is incompatible with a certain scientific discourse on the world existing without 

human. That is why he proposes the “speculative materialism”. It denies the traditional philosophical 

presupposition on which the finitude of our knowledge is based: the unknowable laws exist in the 

world. Thereby it annihilates the divisions between our thought and the world. Meillassoux’s 

speculative materialism consists in abolishing all sorts of the metaphysical.   

【キーワード】カンタン・メイヤスー，相関関係主義，思弁的唯物論，事実性 

 

１．イントロダクション 

本論文はカンタン・メイヤスー(Quentin Meillassoux)というフランスの哲学者を取り扱う。

とりわけ 2006 年に出版された彼の著書の『有限性の後に(Après la Finitude)』に着目する。

本書でメイヤスーは思弁的実在論(Réalisme spéculatif)、または彼自身の言葉では思弁的唯

物論(Matérialisme spéculatif)と呼ばれる哲学的立場を打ち出した。現在、この立場に関する

論文がフランス語圏はもちろん、英米圏で相当な数で量産されている。しかしながらこう

した動向は、日本ではまだ本格的に紹介されていない。そこで本論文は、思弁的実在論に

ついての紹介と議論の整理に取り組む。このテーマについて数多くの欧米の哲学者たちが

論じているが、そのような展開を追うのは別の機会に譲るとして、本論文は議論の出発点

であるメイヤスーの思弁的唯物論を明らかにすることを目標とする。1 

 

２．相関関係主義 

メイヤスーの議論の射程は極めて広く、カント以来の現代哲学なり思想の多くの部分に

この議論が該当し、それらに対する根本的な批判が含まれている。「相関関係主義」

(Corrélationisme)と定義した概念でもって、彼はカント以来の現代哲学をひとまとめに俯瞰
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できる視座を提供している。この点が、彼のひとつの大きな仕事と言ってよい。  

カントの哲学についてまず見ておく。哲学史の中でのカントの革新性は、物自体(Ding an 

sich)と現象(Erscheinung)という哲学史上の伝統的な区別に関わっている。物自体とは、人

間の認識が介在せず、ありのままの姿である世界のありかたである。カント以前では物自

体が真実であり客観的であるとされていた。それに対して、現象は人間の目に見える世界

のありかたである。こちらには人間の認識が介在しているが故に、主観の見せる幻なり偽

物とされてきた。西洋哲学の礎に位置する古代ギリシアのプラトンによれば、私たちは洞

窟の奥に顔を向けて縛りつけられた囚人であって、背後の灯火によって壁に照らし出され

た影を眺めることしかできない。しかし真理、プラトンの言葉では善のイデアは洞窟の外

にあるとされる。2 プラトン以降、私たちが見ているものは影であって本物ではないとい

う考え方が、哲学史の伝統的な考え方となった。では幻の世界からどうすれば主観の外側

にある客観性の世界に到達することができるのか、どうすれば現象から物自体に到達でき

るのかということがカント以前の哲学の基本問題とされた。この伝統に対してカントの

『純粋理性批判』(1781, 1787)が革新的だったのは、物自体ではなく、現象こそがリアルな

のだと主張した点にある。  

 

私たちはこれまで、私たちの認識はすべて対象に従って規定されなければならないと考

えていた。しかし私たちがこのような対象に関して何かを先天的に概念によって規定し、

その何かによって私たちの認識を拡張しようとする試みはすべて、この前提のもとでは

失敗に帰した。そこで今度は、対象が私たちの認識に従って規定せられなければならな

いと想定すれば、形而上学のいろいろな課題がもっとうまく解決されはしないかどうか、

試みたらどうだろう。3 

 

このように、認識に従った対象であるところの現象を中心とする哲学をカントは構築する

ことを試みる。彼によれば、現象こそが「私たちにとって」真実であり客観的である。な

ぜ現象が私たちにとって客観的であるのかということだが、カントによれば、私たちが認

識する現象に付随する時間性、空間性、因果関係といった概念は、私たちの側の認識能力

に由来するものであって、外部の事象の属性ではない。仮に、私たちの認識能力が介在し

ない世界に、私たちが認識できない秩序があったとしても、それは認識できない以上、「私

たちにとって」は、時間性・空間性をもった現象のほうが客観的なのだ。このように、カ

ントは物自体に対する現象の優位を主張する。  

ここで、メイヤスーはカント以降の哲学史のとらえ方に関して、ひとつの提案をする。
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それが相関関係主義である。彼は相関関係主義について以下の定義を与えている。  

 

「相関関係(corrélation)」とは、思考と存在の相関関係にしか私たちはアクセスせず、孤

立した状態のこれらのひとつの項にアクセスすることは絶対にないという思想と理解

される。したがって、このように理解された相関関係の、超えられない性質を支持する

学派をすべて相関関係主義
、、、、、、

(corrélationisme)とこれから呼ぶ。4 

 

相関関係主義は、私たちは外部の事象をあるがままに、すなわち物自体として認識できる

とする考え方をナイーブだとして否定し、私たちが外部の事象を認識しているときは常に

私たちの思考が介在しているのだと主張する立場である。主観の領域と客観の領域がそれ

ぞれに独立して存在しているというタイプの考えはすべて斥けられるということは、逆に

言うと、私たちの思考は私たちの思考から独立したもの、または私たちの思考なしに存在

するようなものを考えることはできないということになる。この考え方が、カントが物自

体に対する現象の優位を説く際の根拠になっている。  

メイヤスーはこの相関関係主義という視点でカント以降の哲学の展開をとらえること

を提案している。たしかに哲学史はこの相関関係主義を発展させる形で展開していったと

言ってよい。カントの哲学は、物自体に対する現象の優位を主張したが、カント以降の哲

学は、さらに物自体という前提を消去して、現象だけにするという方向性で展開していっ

た。すなわち、人間の思考の外側には何も存在しないという想定をカント以降の哲学は絶

対化していったのである。カントにおいては物自体の存在がまだ許されたが、カント以降

の哲学では、現象のみが現実なのであって、そして物自体は存在しないことになる。世界

と私たちの思考は不可分であって、私たちの思考なしには世界は存在しない。ヘーゲルの

弁証法にしても5、フッサールの現象学にしても6、ハイデガーの存在論にしても7、『論理

哲学論考』の中で提示されたヴィトゲンシュタインの言語思想にしても 8、この観点にお

いては変わらない。現代思想と呼ばれているものの多くが、相関関係主義を前提にしてい

ると言ってよい。  

 

３．相関関係主義の難点 

ではなぜ相関関係主義は否定されなければならないか。相関関係主義はある種の科学的

言説と両立しがたいということをメイヤスーは指摘する。現代の科学は、いくらでも、人

類誕生以前の存在した事象についての言説を生み出している。たとえば宇宙が生まれたの

は 13 兆 5 千億年前であるといった言説が存在する。宇宙の年齢は、宇宙背景放射の観測
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と、宇宙の膨張速度の測定によって計算できる。しかしながら、このような言説は相関関

係主義に立つ哲学においてはうまく取り扱うことができない。次のような問いに対して、

相関関係主義は根本的な困難をもつ。  

 

思考、ましてや生命の出現より以前のものとされる、すなわち人間と世界の関係のあら
、、、、、、、、、、、、、、、

ゆる形式より以前のものとされる
、、、、、、、、、、、、、、、

世界の既知の事実についての科学的声明の意味
、、
はど

のように理解できるのか。9 

 

過去を取り扱う科学的言説を相対関係主義が取り扱うのは困難である。というのも、人類

誕生以前の出来事についての言説は私たち人間の存在なしに、ということは私たちの思考

なしに世界が存在しているということを指し示しているからだ。それは、世界は私たちの

思考なしには世界が存在しないとする相関関係主義とは両立しがたい。相関関係主義は、

思考の存在、つまり人間の存在を前提にしなければならないからだ。  

現代科学と現代哲学の思想的な対立がここにはある。科学の思想を考えた場合に、天動

説を否定し、地動説を主張したコペルニクスとガリレオの功績は大きい。天動説は、地球

は宇宙の中心にあり静止しており、全ての天体が地球の周りを公転しているとする説で、

これはとりわけプトレマイオスが完成させたものである。それに対して、地動説は、地球

は動いており、太陽を中心にして公転しているとする。天動説と地動説の違いは単に学説

の違いというだけではなくて、思想的に大きなパラダイムシフトが存在する。コペルニク

ス革命についてメイヤスーは次のように説明する。  

 

コペルニクス革命という言葉はすなわち太陽系内での地球の観測者の偏心というより

も、自然の数学化をつかさどる、もっと根本的な偏心として、すなわち認識プロセス内
、、、、、、、、、、、

における
、、、、

、世界に対する思考の偏心
、、、、、、、、、、、

として理解される。10 

 

つまりコペルニクス革命がもたらした思想的革新は、思考が世界を理解するための中心で

あることの否定であるということである。天動説には、アリストテレス以来のパラダイム

であるが、人間を中心に考えて世界を眺めるというパラダイムがある。あらゆる分野にお

いて人間を出発点にして物事を見ていこうという、科学における思想的パラダイムがアリ

ストテレス以来あった。つまり人間なしには世界は存在しえないというパラダイムがあっ

たわけである。しかし地動説はこのパラダイムを大きく変えた。人間および人間のいる場

所は宇宙において、特別な一点ではなく、他と変わらない一点として取り扱われるように
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コペルニクス革命という言葉はすなわち太陽系内での地球の観測者の偏心というより

も、自然の数学化をつかさどる、もっと根本的な偏心として、すなわち認識プロセス内
、、、、、、、、、、、

における
、、、、

、世界に対する思考の偏心
、、、、、、、、、、、

として理解される。10 

 

つまりコペルニクス革命がもたらした思想的革新は、思考が世界を理解するための中心で
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のあり方はわれわれの認識とは本質的に無関係だということになる。このようにして、世

界は我々とは無関係に存在しているというパラダイムに移っていったのだ。現代科学の思

想は、このように人間の脱中心化に本質があったとすると、カント哲学がなしたことは、
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でなしたのだ。  
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カントの「コペルニクス的転回」は、実際には再び人間を物事の中心に据えるという思想

を堅持するという、現代科学に対する反動的姿勢を示しているのだ。現代科学と現代哲学

には思想的に両立しがたいことがこのようにして明らかになる。  

 

４．思弁的唯物論 

そこで哲学と科学の対立を解消することを、メイヤスーは考える。相関関係主義は捨て

去られねばならないのだろうか。その際、カント以前の実在論なり独我論に戻ることはで

きないことを彼は強調する。  

 

したがって、私たちは絶対的なものの認識の要請に回帰し、それの可能性を禁ずる超越

論的なものと絶縁しなければならない。それは、私たちは新たに認識論的な批判以前の

哲学者にならなければならないということだろうか。それは、独断論者に再びならなけ
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、、、

であるということである。私たちはもはや形而上学者でありえないし、も

はや独断者ではありえない。この点において私たちは、カント主義の後継者でしかあり

えないのだ。12 

 

私たちはあくまでカント主義者でしかありえない。つまり相関関係主義の立場を放棄でき

ないというのがメイヤスーの主張である。現代思想のひとつの流れが相関関係主義だとし
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て、もうひとつの現代思想の流れとして、思考の外側を求める思潮が存在する。代表的な

ものとしてレヴィナスの他者論13、デリダの脱構築 14を挙げることができる。遡ると、マ

ルクスの思想もそのようなカテゴリーに含めることができる。15 メイヤスーの主張はこの

ような他者論の系譜が抱えている、ひとつの理論的困難を指摘していることになる。とい

うのも、私たちは私たちの思考の外側にある世界にアクセスしようとする主張はどのよう

なものであっても、本質的には相関関係主義に対抗できないと彼は主張しているからだ。

なぜ相関関係主義には対抗できないのか。それは、思考の外側にある何かを考えようとす

ること自体が、ひとつの思考であって、結局人間と世界の相関関係に戻ってしまうからだ。 

 

（……）世界「それ自体」と「私たちにとっての」世界を比べ、そのようにして、私た

ちと世界との関係に負っているものと、世界にしか属していないものを区別するために、

思考はそれ自身から外に出ることはできない。そのような企ては実に自己矛盾している。

そのような所有物が世界それ自体に属していると考える習慣に、私たちはそれをまさし

く考えているのである。そのような所有物はしたがってそれ自体、私たちがそれについ

て持ち得る思想に本質的に結びついていることが明らかになる。 16 

 

相関関係から離れようとする思考を精査するとき、このように私たち自身の思考の力から

逃れることができず、思考からの出口がないということが判明する。そこで相関関係主義

を捨て去らずに発展させる形で、しかしながら思考の外側には何も存在しないとする従来

の現代思想の態度を避け、思考の外側の実在を認めるにはどうすればよいかが問題になる。

その答えとして、思弁的唯物論の定義をメイヤスーは試みる。  

思弁的唯物論は、物自体は認識しえないとして、私たちの認識が外部の事象に直接アク

セスすることができないという前提を否定することを試みる。私たちが物自体を認識しえ

ないということは、物自体の領域に本来あるはずの秩序なり法則性を認識できないという

ことということである。そこで思弁的唯物論が提案するのは、私たちが物自体の領域に、

本来の法則性や秩序が隠されてあるとする、哲学の伝統的な前提を受け入れるのをやめる

というものである。ここで事実性(facticité)という概念をメイヤスーは導入する。彼は、事

実性を以下のように説明する。 

 

事実性は、所与のものが、その不変的なものと同様に、「非理由 (irraison)」である（理

由が欠如している）ということである。 17 
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この事実性としての事象のあり方について、これまでの哲学は事象の本来の姿ととらえて

こなかった。事実性のあり方で現れる世界の背後には必ず究極的な理由があるはずだと哲

学は考えてきた。ところが、メイヤスーが提案することは、この事実性としての世界のあ

り方が現実なのだと考えるのはどうかということである。  

 

事実性は絶対的なものの知として現れるだろう。というのは、私たちはやっと事物の中
、、、、、、、、、、、

に、私たちが思考の無力と錯覚していたものを戻す
、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、

からだ。言い換えると、あらゆる事

象に固有の理由の欠如を、究極の理由の追及において思考が出合う限界にするのではな

く、私たちはそのような理由の欠如は存在者の究極の
、、、

特性であり
、、、

、そうでしか
、、
ありえな

いということを理解しなければならない。事実性を、あらゆる事象の、理由なく存在し
、、、

、

その意味で理由なく実際に他のものになり得る
、、、、、、、、、、、、、、、、

あらゆる世界の現実的な特性にしなけ

ればならない。私たちは理由の究極的な欠如――それを非理由と名付ける――は存在論

的かつ絶対的な特性であり、私たちの知の有限性を印づけるものではないということを

理解しなければならない。 18 

 

このように、私たちの認識能力に問題があるから物自体の秩序を認識しえないのではなく

て、そもそも物自体は理由もなく存在しているのであって、理由、原因、法則性がないあ

りのままの世界の姿を私たちは直接的に認識していると考えてみるのはどうかとメイヤ

スーは提案する。プラトンは、私たちの目に見えない真理が存在し、その真理を明らかに

することを哲学者の仕事として定義し、これが哲学の基本的な共通了解となっていく。 19 

カントにおいては、人間の認識能力には有限性があるというテーゼの下、そのような真理

は認識しえないが故に問題にしえないものの、その存在自体は前提され続けることになっ

た。カント以降の「相関関係主義」はその前提さえも消し去るべく、思考の外側の世界の

存在を否定した。メイヤスーが提案するのは、認識の外側の世界の存在を否定せずに、認

識の外側に存在するとされる真理の存在を否定することである。事象にその存在法則を認

識することができないということであれば、それは存在法則が隠されていると考えるので

はなく、そもそもそうした法則が存在しないのだと考えてみてはどうかということである。

世界の秩序が直接目に見えないのは、私たちの認識能力の有限性が問題なのではなく、世

界がそもそもそのような法則をもっていないと考えてみるのはどうだろうか。そうだとす

ると、私たちの認識能力が有限なわけではなく、私たちは世界をありのまま認識している

と考えてよいことになる。このようにして思弁的唯物論は、あらゆる形のメタの思想、形

而上学的なものを排除し、そして思考が、思考が介入しない世界を思考することを可能に
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するのである。  

 しかしその場合、先ほどの宇宙の年齢等の科学的言説は思弁的唯物論にとってはどのよ

うな言説となるのだろうか。物理法則とみなすものに従って、人類以前の過去の時間をこ

れらの科学的言説は指し示している。思弁的唯物論は、思考が関係していない世界をその

ままの姿で思考はとらえているとする立場であるので、人類誕生以前の時間が存在するこ

と自体は問題にならない。しかしながら、思弁的唯物論が考える世界と時間は、決して不

変の物理法則に支配されているものではない。というのは、世界のあり方は「非理由」で

あり、すなわち理由も法則もないからだ。思弁的唯物論における時間は次のようなもので

あらねばならない。  

 

それは法則性なしに物理法則を破壊し得る、そして法則性に従ってあらゆる事象を破壊

し得るだけではない時間である。（……）決まった法則に従わず、あらゆる決まった現

実を破壊し得る時間だけが――理由も法則もなく事象としての世界を破壊し得る時間

だけが――、絶対的なものとして考えられ得る。非理性だけが永遠として考えられ得る。

というのは、非理性だけが非仮言的かつ
、、
絶対的であると考えられ得るからだ。 20 

 

自然科学が見出そうとする自然法則をいつでも理由なく破壊し得るような時間が、思弁的

唯物論における時間のあり方である。物理法則と考えられているものは決して必然的では

ないとされなければならない。物理法則は偶然的であり、今日までその法則に従っていた

としても、明日になるとまったく別の物理法則になっているかもしれないという世界像が

ここでは提示されている。自然科学が提示する物理法則が私たちの経験の範囲の中では正

しかったとしても、私の経験の外でも正しいと推論できるかどうかはわからない。したが

って、例えば宇宙の年齢の言説であれば、宇宙の始まりはあるかもしれないが、宇宙の膨

張速度が私たちの経験の超えた範囲でも同じ物理法則に従っているかどうかはわからな

いという立場をとらなければならないことになる。したがって別様ではあるが、しかし哲

学と科学の間の対立は依然として解消されていない。言い換えると、思弁的唯物論は決し

て科学的言説をそのまま受け入れる立場ではない。  

自然法則が理由なく変わり得るという思弁的唯物論の立場に対して、私たちの経験上あ

りそうにもないことだという批判が想定される。今日まで自然法則が突然変わるような経

験をしたことがない、自然法則は偶然的ではないはずだ。このような考え方に対して、メ

イヤスーはカントールの超限集合論に対するアラン・バディウの解釈を援用しながら21、

思弁的唯物論に対する確率論的な反駁は意味をなさないことを以下のように論じる。 
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  私たちが法則の安定性から直ちに法則の必然性に移行できるならば、それは、可能なも

のは先天的に総計できると、私たちが疑わないからだ。しかしこの総計はせいぜいいく

つかの公理の産物にすぎず、すべての公理の産物ではない以上、頻度主義的含意

(l’implication fréquentialiste)が疑いなく有効であることを肯定することはもはやできな

い。22 

 

確率計算は、問題となっている集合の要素をすべて数え上げられるときにのみ可能である。

しかし将来において可能なものを数え上げる方法はない。したがって、確率論的な反駁は

有効ではないということである。自然法則は理由なく変わり得るとする思弁的唯物論の立

場は、今この世界において物理法則が安定していることと決して矛盾しないのである。  

 

５．結論 

 メイヤスーは、カント以降の現代哲学の多くが、私たちは私たちの思考が関与しない世

界を思考することはできないとする「相関関係主義」を前提にしていることを明らかにす

る。しかし問題は、相関関係主義は、人間がいなくでも存在している世界に関しての科学

的言説と両立しえないということである。そこで彼は「思弁的唯物論」を提案する。それ

は、私たちの認識能力の有限性に根拠を与えている、世界には認識不可能な法則が存在し

ているという、哲学の伝統的な前提を否定する。そのことによって認識と世界の境界を取

り払うことができる。メイヤスーの思弁的唯物論は、形而上学的なものをすべて排除する

ことにその本質がある。  

 

注

 
1 「思弁的実在論」と「思弁的唯物論」という名称については、「思弁的実在論」のほうが一
般的であるが、今回はメイヤスーの用語法を尊重したい。また簡単に先行研究に関する紹介を

しておくと、2006 年に『有限性の後に』が発表された後、それに触発され、2007 年にロンド
ン大学で“Speculative Realism”というタイトルの会議が開催された。この会議の参加者たちがこ
の立場の主要な論客たちである。メイヤスー以外には、Ray Brassier、Iain Hamilton Grant、Graham 
Harman といった哲学者たちが参加している。彼らの著作の多くは哲学ジャーナルの Collapse
において発表されている。彼らに共通しているのは相関関係主義批判であるが、興味関心はそ

れぞれ異なっている。ニヒリズムの観点を論じる Brassier の Nihil Unbound: Extinction and 
Enlightenment (2007)、身体や物質（質料）の概念を再検討する Grantの Philosophies of Nature After 
Schelling (2008)、他の実在に対する人間の実在の優位性を批判する Harman の Prince of 
Networks: Bruno Latour and Metaphysics (2009)をまずは重要な先行研究として挙げておきたい。 
2 プラトン『国家』第 7 巻を参照のこと。  
3  Kant, Immanuel: Kant’s gesammelte Schriften, Band III, Herausgegeben von der Königlich 
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Preussischen Akademie der Wissenschaften, Berlin und Leipzig: Walter de Gruyter, 1904, S. 11 -12. 
4 Meillassoux, Quentin, Après la finitude : Essai sur la nécessité de la contingence  (2006), Paris : 
Seuil, 2011, p. 18. 
5 Hegel, Georg Wilhelm Friedrich: System der Wissenschaft. Erster Theil: Die Phänomenologie des 
Geistes, Bamberg und Würzburg: Goebhardt, 1807. 
6 Husserl, Edmund, Méditations cartésiennes (1947), traduction Emmanuel Levinas, Paris : Vrin, 1992
においてカントの「物自体」に対する明示的な批判を見出すことができる。  
7 Heidegger, Martin: Sein und Zeit (1927), Tübingen: Max Niemeyer, 2006. 
8 Wittgenstein, Ludwig: Tractatus logico-philosophicus (1921), Frankfurt am Main: Suhrkamp, 2003. 
9 Meillassoux, op. cit., p. 25. 
10 Ibid., pp. 171-172. 
11 Ibid., p. 175. 
12 Ibid., pp. 51-52. 
13 Levinas, Emmanuel, Totalité et infini : Essai sur l’extériorité (1971), Paris : Kluwer Academic : 
Librairie générale française,  2003 を参照のこと。  
14 デリダの脱構築の基本的なモチーフに関しては、Derrida, Jacques, L’Écriture et la différence 
(1967), Paris : Seuil, 1979 の中の « IV. Violence et métaphysique. Essai sur la pensée d’Emmanuel 
Levinas »がとりわけわかりやすい。  
15 この点に関しては、Bensussan, Gérard, Marx en sortant, Paris : Editions Hermann, 2007 を参照
のこと。  
16 Meillassoux, op. cit., p. 17. 
17 Ibid., p. 68. 
18 Ibid., pp. 84-85. 
19 真理を見ることができる哲学者と、それを見ることができない一般市民の対立をソクラテス
裁判が描き出すことによって、哲学のアイデンティティが形成されると同時に、哲学における

公共性に対する軽視が始まったとハンナ・アーレントは論じている。この点については、拙著

で詳しく論じたので参照のこと。(Kageura, Ryohei, « La doxa comme base existante de la pensée : 
une lecture de Joseph de Maistre », Doxa, textes réunis par Pascale Hummel, Paris : Éditions 
Philologicum, 2010, pp. 219-229.) 
20 Meillassoux, op. cit., p. 96. 
21 Badiou, Alain, L’Être et l’Événement, Paris : Seuil, 1988. 
22 Meillassoux, op. cit., p. 157. 
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クリステーロの乱の展開と軍事社会史における士気の問題 

古畑正富 

 

 

 

 

要旨 

The purpose of this paper is to discuss the development of the Cristero rebellion (1926－1929) and the significance of morale 

seen in it. In fact, we think, the Cristero movement reflects an essential part of the Mexican revolution, and more importance should 

be attached to the young soldiers among the Cristeros who were thrown into the vortex of war. Because many deserters appeared 

from the Federal army, due to the corruption of morale, while the young soldiers were killed in the bloody battlefield, mustering 

their boyish vigour and even fighting hand to hand, in order to keep the religious freedom (namely nationalism) of the Catholic 

church.  

As a result, there is reason to assume that the destruction of social and economic foundation of the Catholic church led to the 

casus belli of the Cristero rebellion. In the June 21, 1929, peace agreement, President Emilio Portes Gil’s statement made clear the 

utilitarian policy of the Federal government. Therefore it is certain that such military circumstances were decisively influenced by 

the idea of “Calles Law” (1926). 

【キーワード】「国民軍」，士気，少年兵，脱走兵 

 

1. はじめに 

 意外な書き出しに驚くかもしれないが，20世紀を襲った戦乱の時代に対して，ある程度のコメントを述べること 

からはじめよう。たとえば，ナチス・ドイツをめぐる出来事に関しては，すべてが悪夢の走馬燈を見るに等しく， 

現在に至るまで，この世のものとは思えない影像のごとく，夥しい人々の脳裏に焼きついたかの観がある。ならば， 

歴史上，それほどの戦慄や衝撃を人間精神に招来したナチ体制は，一体何であったか。この難問は政治史を基軸と 

して多角的に議論されてきたが，筆者の管見による限り，近年とみに社会史の研究が増えている印象を抱く。こう 

した動向は言うまでもなく，外的状況のもつ強い力が個人の孕む弱い力を上書きする，いわば平凡かつ素朴な成り 

行きに，多くの研究者が焦点を当てたことを示す(1)。 

実際，個人と状況が複雑に同調化しつつ，個人が状況の内的中核へ転じた場合，癒着したイメージを分離するこ 

とは容易ではない。なぜなら，運動するカリスマ支配が軌道に乗ったとき，まるで天空の《静止衛星》のように振 

舞うケースさえ存在するからである。そこでは，変化と安定が相対し，緊密な連続性を表している。かかる曖昧模 

糊とした動静を見晴かし，俯瞰的な全体像を与えるため，集団化し大衆となる以前の個人がどんな位相にあり，ど 

こに臨界点（critical point）が置かれるかを，我々は一層慎重に検討しなければならない。これらの作業を通じ， 
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論理的な側面から，個人と状況の対応関係を浮き上がらせた要因がよりよく理解されるだろう(2)。 

 それゆえ，戦争というテキストを脱構築し，その本質を「上からの歴史」よりも「下からの歴史」の主体である 

戦場参加者の広がりから再解釈する試みは，第二次世界大戦後，哲学や精神分析の影響を色濃く受けた歴史学の新 

しい波として，軍事社会史の方法論を推し進める鍵となる役割を果たした(3)。以上の問題意識のもと，本稿では， 

メキシコ史のクリステーロの乱（1926－1929年）を事例に，軍事社会史的な意味をめぐる考察を行ない，独自の道 

標を作るべく，私見を提示してみようと思う。なお，本稿の構成は，次のとおりである。1．はじめに／2．クリス 

テーロの乱の展開について／3．軍事社会史における士気の問題／4．おわりに。 

 

2. クリステーロの乱の展開について 

嵐が吹き荒れるメキシコ革命を駈け抜けた群像のうち，とりわけ眩いばかりの異彩を放つのが，エミリアーノ・ 

サパタ（1879－1919年）であろう。サパタは故郷モレロス州における自分の「小さな祖国（patria chica）」での 

戦いに終始した革命家であった(4)。「土地と自由」の価値をひたすら追求した，彼の「アヤラ綱領（Plan de Ayala）」 

にみる農地改革プログラムは，1917年憲法にも活かされたわけだが (5)，その余波に煽られ，大きく命運を左右され 

る組織と人々も存在した。彼らは鏡像のごとく「宗教と自由」の旗を掲げ，中央の連邦政府に対してクリステーロ 

の乱（1926－1929年）を起こした，地方に盤踞するカトリック教会の支持層であり，国本伊代が研究史の大略を辿 

って，その展開をわかりやすく説明する(6)。主要な4つの論点は，次のとおりである。本稿の記述とも密接に関係 

する事件なので，少し長いが整理したい［筆者が補足］。 

(a) クリステーロの乱に参加した諸勢力は，LNDLR (Liga Nacional Defensora para Libertad Religiosa＝宗 

教の自由を守るための国民連合）(7)，およびACJM (Asociación Católica de la Juventud Mexicana＝メキシコ青 

年カトリック教会），コロンブス騎士団，カトリック婦人協会などを中心とした，伝統的なカトリック信仰を継承す 

る比較的豊かな中産階級以上の人 （々地主＋自作農）と，彼らの周辺で暮らす敬虔な下層の人々であった。「カリェ 

ス法」(1926年) の施行に伴って加速するはずの，カトリック教会とアシエンダを源流とする慣性的かつ微温的な 

地域社会の解体に，これらの信徒集団は深刻な危機意識を表明し，連邦政府への反撥を強めていた(8)。 

(b) 「カリェス法」の正式名称は，Ley reformando el Código Penal para el Distrito y Territorios Federales  

sobre delitos del fuero común y delitos contra la Federación en material de Culto religioso y disciplina  

externa と呼ばれ，「宗教団体と外国人が犯す国家犯罪に関する刑法の改正」を趣旨とした，全33条から成る行政 

命令である。だから「カリェス法」の意図が，メキシコのカトリック教会を政治的なアリーナから追放するため， 

それを支える社会的・経済的基盤を崩すことに置かれていたことは間違いない。たとえば，第21条において，宗教 

団体の不動産の取得や所有が禁止され，とくに第22条は，「教会堂のみならず宗教団体が所有するすべての不動産 

が国に帰属するものとされ，教会堂は宗教目的で利用される場合に限り貸与される」と規定している。プルタルコ・ 

エリアス・カリェス大統領（在任 1924－1928年）は，アルバロ・オブレゴン政権下で内務大臣の職権を握り（1920 

－1923年），その卓越した公安・監視能力に基づき，教育を含む産業，通商，労働といった分野に，カトリック教 

会が浸透した事態も知悉していた。 
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 (c) 教会のストライキと宗教サービスの停止をへて，1927年1月1日，一斉に挙兵したカトリック信徒は，「キ 

リストは王なり，万歳（¡Viva Cristo Rey!）と叫んで激しく抵抗したことから，クリステーロと名づけられた。当 

初，メキシコ各地にクリステーロの戦線は拡大したが，やがて縮小・反転して，早くも1927年8月頃には，カトリ 

ック教会側の本拠地たる中西部方面(9) へ追い込まれ，戦争区域が限定されるに至ったことは重要である。その結果， 

LNDLRは，米国のカトリック教会を仲介する資金獲得に失敗し，連邦軍（Federal army）と戦うのに不可欠な兵力 

や武器，わけても消耗戦に耐えうる兵站（logistics）を整えることが叶わなかった(10)。だが，熾烈な信仰と地域社 

会の伝統的価値観に根ざすクリステーロの反乱軍を，圧倒的に有利な軍事力をもつ連邦政府さえ，簡単に鎮圧する 

ことができなかった。したがって，弾薬が不足する劣悪な環境に陥り，貧弱な装備で連邦軍と衝突したクリステー 

ロの多くが，教会護持のための殉教者になったことは確かである(11)。同時に，正規軍に抗して執拗なゲリラ戦術を 
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は総計で約4万人，そのうちの14,000人が「和平協定」（1929年6月21日）(13) により武装解除されたと，連邦政 

府のエミリオ・ポルテス＝ヒル大統領（在任 1928－1930年）は政治家らしく慎重に発言している。武力闘争が激 

化した1927－1928年および1929年前半の30カ月間で落命した人数は，24,000人から3万人に達したと推測され， 

ほぼ半分がクリステーロたちであった。しかし，内戦の混沌たる成り行きに照らしてみて，実働兵力と死傷者の数 

量を上方修正し，より大きな数値を提示する試算もあり，一説では10万人の戦闘員――連邦軍（6万人）＋クリス 

テーロ（4万人）が戦死したともいわれる(14)。他方，火力の差を利して進撃する連邦軍は，後述のとおり，7万人を 

超える兵力を投入しつづけ，戦略的な《包囲壁》の実現と反乱の平定に努めたのである。 

 かくして，メキシコ革命の渦へ呑み込まれ，所謂「まつろわぬ民」の典型と見なされるクリステーロだが，軍事 

上の利害損得から客観的に判断すれば，クリステーロの乱は不合理な戦争であり，カトリック勢力を政治的に統括 

するLNDLRが立案した戦争計画は不完全なものにすぎなかった(15)。それでは，何故，連邦軍はクリステーロの乱に 

おいて，予想外の苦戦を強いられたのか。その点，(a)(b)(c)(d)から炙り出されてくるのは，戦争とは畢竟，志操 

堅固な人間力を競い合う場であるという皮肉な現象に他ならない。 

 

3. クリステーロの乱と軍事社会史における士気の問題 

 ナポレオンのロシア遠征（1812年）を引き合いに出すまでもなく，地上部隊たる陸軍が抱えるアキレス腱は，理 

性を失って戦場離脱を選択した「ふつうの兵士」の登場であり，じわじわと迫りくる惨めな死に対する恐怖に取り 

憑かれ，群れなす脱走兵を未然に防ぐことが，軍隊の秩序と士気（morale）を維持するために絶えず要求された(16)。 

この側面は心の闇として，人間の主観性（ego）と分かちがたく結びつき，よく訓練された古代ローマ軍団すら，敵 

前逃亡を警戒するあまり，デキマティオと呼ばれる慣習法を編み出したぐらいである。デキマティオとはラテン語 

で，籤で十人につき一人の兵士を処刑するという罰則であり，上官の命令に服従しなかった部隊とか，戦場で臆病 
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風に吹かれた部隊があれば，十分の一の割合で兵士が無作為に抽出され，今まで戦友だった者たちが不運な犠牲者 

を棍棒によって殴り殺した(17)。そうした凄まじい「軍国精神」に触発され，ハドリアヌス帝（在位 紀元117－138 

年）の属州視察を機会として，軍紀（ディスキープリーナ）への祭儀が発展したのである(18)。 

 ここで，古代ローマ軍団の事例を扱うからには，それ相応の理由がある。ジーン・Ａ・マイヤーは，クリステー 

ロの乱の軍事社会史的な意味を探り，連邦軍の兵力（1927－1929年）と脱走兵（1926－1932年）の詳細な統計を明 

らかにしたが［表1を参照］，結果として，いくつかの面白い事実が浮かび上がる。第一に，連邦軍の兵力は正規軍 

の平均71,681（母標準偏差6,847），古代ローマ軍団でも馴染み深い，補助軍（auxiliaries）を加えた混成軍団で 

は，平均80,681（母標準偏差13,404）を記録し，ランダムな要素の分散が約95.8％（13,404÷6,847）も上回って 

いる。補助軍はラテン語でアウクシリアと呼ばれ，軍団（レギオー）を支援する地方の諸部隊である。しかし，連 

邦軍が短期間の梃子入れ（1928－1929年）を行なった副作用により，求心力より遠心力が際立ち，統制が弛緩し軍 

紀の紊乱へと直結していった。第二に，連邦軍の宿痾ともいうべき脱走兵は，平時（1926年＋1930－1932年）では， 

平均9,291（母標準偏差1,135）に及んでいるが，戦時の1928－1929年に限定すれば，平均24,607（母標準偏差3,393） 

のように2.03～3.43倍の増大を示し，同時期に投入した補助軍の規模――平均22,500（母標準偏差7,500）の水準 

を超える勢いを見せたことは看過することができない。 

 

表1 連邦軍の兵力（1927－1929年）と脱走兵（1926－1932年）の統計 

 

【連邦軍の兵力】        単位（人）    【脱走兵の統計】       単位（人） 

1927年6月 

1928年2月 

1928年6月 

1929年6月 

1929年12月 

79,759 

76,243 

72,441+15,000の補助軍 

70,367+30,000の補助軍 

59,596 

 1926年 

1927年 

1928年 

1929年 

1930年 

1931年 

1932年 

9,421 

不詳 

28,000 

1月～6月の間に21,214 

9,000 

7,784 

10,958 

(補説) 「和平協定」（1929年6月21日） 

の締結後，連邦軍は召集兵を削減した。 

出典: Meyer 1976, p.160.              出典: Meyer 1976, p.161. 

 

 にもかかわらず，連邦軍が脱走兵に対して，ことさら不安や困惑をおぼえた痕跡はない。そもそも組織から零れ 

落ちて《抜け忍》と化した人間は，それ自体の潜在的意志によって危険な行動へ踏み切る傾向にあるが，連邦軍の 

脱走兵たちがなし得たのは，総計144,252ペソを盗んで持ち逃げした程度にすぎない(19)。したがって，古代ローマ 

軍団のケースとは異なり(20)，つまるところ，連邦軍は兵員の補充に腐心すれば事足りると認識したのだ。軍事社会 

史の視座からいえば，クリステーロの乱の背景は，国本伊代が集計した「年別宗教団体所有不動産の接収件数（1920 

－1940年）」(21)  からも推定することができる。当時のメキシコでは，長年，ポルフィリオ・ディアス政権（1876－ 
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 にもかかわらず，連邦軍が脱走兵に対して，ことさら不安や困惑をおぼえた痕跡はない。そもそも組織から零れ 

落ちて《抜け忍》と化した人間は，それ自体の潜在的意志によって危険な行動へ踏み切る傾向にあるが，連邦軍の 

脱走兵たちがなし得たのは，総計144,252ペソを盗んで持ち逃げした程度にすぎない(19)。したがって，古代ローマ 

軍団のケースとは異なり(20)，つまるところ，連邦軍は兵員の補充に腐心すれば事足りると認識したのだ。軍事社会 

史の視座からいえば，クリステーロの乱の背景は，国本伊代が集計した「年別宗教団体所有不動産の接収件数（1920 

－1940年）」(21)  からも推定することができる。当時のメキシコでは，長年，ポルフィリオ・ディアス政権（1876－ 

 

1911年）(22) において，連邦政府とカトリック教会の間で互いに了解してきた暗黙の境界（ゾーン）を，無遠慮に 

踏みにじる事件が頻発した。すでに1920年（2件）の時点で予兆が見られるが，1926年の「カリェス法」の成立後、 

16件へと増加し、1927年には85件に達したことで，連邦政府による反カトリック教会の指針は本格化の局面を迎 

えたといえる。爾来，クリステーロの乱を挟んで，エミリオ・ポルテス＝ヒル → パスクアル・オルティス＝ルビ 

オ（在任 1930－1932年）→ アベラルド・ロドリゲス（在任 1932－1934年）とカリェス派の大統領が居並ぶけ 

れど，「和平協定」の締結をめぐり手控えた場合を除けば，全体的な流れとして，不動産の接収件数は扇状地のよう 

に広がってゆく(23)。そして，接収された資産が「教会堂」やその付属建物に集中している点は，クリステーロの乱 

の戦争原因が経済問題のほうへ傾斜していたことを示唆する。 

 してみると，日本近世史の豊臣政権に跋扈した，計数に通暁し，緻密な国家経営に長けた吏才の士のごとく，《戦 

争企業家》の色彩を帯びる連邦政府の軍事官僚団は，大規模な物資の集積・輸送・分配という業務を遂行すること 

により，あくまで感情を交えず，淡々と機械的に，クリステーロの乱の終息を目指したと考えられる(24)。その心象 

景観は，エミリオ・ポルテス＝ヒル大統領が「和平協定」で披瀝した功利主義的な立場と見事に合致するだろう。 

実際，金権政治の匂いが立ち籠める，カリェス流のカリスマを実体化し，統制された組織に相応しい政治路線とし 

て踏襲するべく，彼はカトリック教会の地下経済を撲滅しながら，地主・農園主からの大口献金を含めた，余計な 

経済力を所有しない，ミサに代表される宗教サービス専門の団体へ格下げすることを狙った(25)。要するに，クリス 

テーロの乱は，軍事学で定義される（間接的アプローチの）「通商破壊戦」の範疇に入るといっていい。 

 むろん，そんな荒涼とした環境は，連邦軍の兵士たちへ「国家意識」を植え付ける契機にはならず，むしろ殺伐 

な「傭兵部隊」の匂いを漂わせていた。菊池 2002の言葉を借りれば，連邦軍は正規軍（常備軍的傭兵）＋補助軍 

（非常備軍的傭兵）に二極分化され，前者より給与も糧食もはるかに悪い後者は，膠着した情勢に失望し，半ば自暴 

自棄の状態に囲まれた者たちの間では，大麻（マリファナ）が蔓延した。私見になるが，肝心の士気が著しく衰え 

た，その生々しい人間の風景へ向かう視線こそ，脱走兵の割合を膨らませた要因の一つではないか(26)。とすれば， 

「平和時に犬の生活であったなら，戦時には本物の地獄となった」というマイヤーの批評(27) は，どうやら口では言 

い表せない奇妙な翳りがまつわっている，クリステーロの乱を端的に表現したものと言わざるを得ない。 

 さて，マイヤーの試算によれば，クリステーロの軍隊は1929年5月において，45,000～50,000人の志願兵を動 

員したが，連邦軍との兵力差は埋めきれず，農民兵が蝟集したものの，人海戦術では活路を開けなかった(28)。実の 

ところ，クリステーロの軍隊の財政基盤は脆弱であり，誘拐や列車強盗といった非合法の手段に訴えることを余儀 

なくされた(29)。所詮，夜盗まがいの作戦では小火器しか入手できず，安定した補給ルートを確保することは難しい。 

それゆえ，物量面で追い詰められたクリステーロの軍隊は精兵主義に徹し，ウィンチェスター騎兵銃や拳銃を馬上 

で巧みに操る，ベテラン兵（30－39歳）を側面攻撃・後方攪乱の切り札として，出来るだけ温存する必要に迫られ 

た(30)。もっとも，これらの精鋭を保持するには，捨て石となる存在が求められ，一身をカトリック教会に捧げる意 

欲に燃え，世俗の苔に汚れていない純粋な少年たち，あるいは若き青年たちが包囲する敵軍へ正面から強襲・突撃 

しなければならない(31)。まるで「少年十字軍」の有様か，空しく散華した「特攻兵士」の無常な世界が思い出され 

るが，クリステーロの軍隊において，［前衛（少年兵）＋中衛（青年兵）］＋後衛（ベテラン兵）という三層構造の 
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戦闘序列――ラテン語のトゥリアーリイを，主戦場から離れた辺境の地でも貫いた様子が窺える［表2を参照］。 

 

表2 クリステーロの軍隊における徴募・動員状況 

 

年齢 全体の比率 
  

(補説)  この標本調査では，クリステーロの軍隊に 

 

おいて，少年兵（11－19歳）と青年兵（20－29歳） 

 

を合わせた，若い世代の比率が49 ％に上っている 

 

ことがわかる。そこで、少年たちは孤児になったか， 

 

あるいは兄弟を殺され，復讐心を煽られた場合も少 

 

なくない。また，壮年の兵士ばかりでなく，引退し 

 

た老人すら徴募されたことに注意を払うべきであろう。 

11－19歳 

20－29歳 

30－39歳 

40－49歳 

50－59歳 

60歳以上 

18 ％ 

31 ％ 

39 ％ 

8 ％ 

2 ％ 

2 ％ 

出典: Meyer 1976, p.98の表10「キンタナロー旅団（Brigade）の2,000人の 

兵士を標本調査した，クリステーロの年齢分布」。 

 

 興味深いことに，第二次世界大戦時のスターリングラード攻防戦（1942－1943年）で，ソ連軍は最前線に充分訓

練されていない少年兵を繰り出し，ドイツ軍が闇雲に発砲し，無駄な弾薬消費を計ったことが知られている。同様

に，弾薬の余裕がない以上，クリステーロたちにとっても，ハードな勇敢さが原動力（vigour）となり，防御陣地

での近接戦闘に効果的な武器の投入は急務であった(32)。その際，重視されるのは，フランス革命以降の19世紀的な

歩兵の白兵戦を蘇らせる，縦隊の一斉射撃に続き，浸透のため《銃剣突撃》を敢行する肉弾戦術だろう(33)。かつて

職業柄，山刀と棍棒，石の礫
つぶて

を手に取った農民層に似つかわしいが，純真な少年兵の死が戦場にもたらす血塗ら

れた地獄絵図は，おのずから戦意の低い連邦軍の兵士たちを動転させ，逆に彼らの心を殺いだと推察される。 

「･･････しかし我々のうち誰もが，希望を捨ててはいません。今日戦いを諦める者は，すべてを失うのです。我々

は勝利するほかありません。つまり我々は耐え抜かなければならないし，待ち通さなければいけません。あと数カ

月でどうなるかわかることでしょう」(34)。―― 小野寺 2012はこの野戦郵便（1945.4.11）などから，「防衛的」な

心理と結びついた兵士（軍曹）のハードさを読み解くが，徴兵忌避者や脱走兵の姿を顕在化しなかった，クリステ

ーロの軍隊における士気の在り方，ひいては民兵（militia）から成長する「国民軍」の萌芽を見極めるうえで有意

義であろう(35)。なぜなら，無力な批判は虚無へ逃げるよりほかに道がなかった封建制の原理とは別次元（ナショナ

リズム）に現前し，クリステーロの少年兵は平和な「ユートピア」を信じ，無償の愛に満ちて落命したからである。 

 

4. おわりに 

 これまで論及してきたとおり，本稿は，Meyer 1976並びに国本 2009などの先行研究に基づき，クリステーロの

乱（1926－1929年）について，軍事社会史の観点から記述したものである。紙幅の都合により，クリステーロの乱

を包括的に考察しなかったが，菊池 2002や小野寺 2012の分析に添って，古代～近現代に継起する戦場の心性やそ
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戦闘序列――ラテン語のトゥリアーリイを，主戦場から離れた辺境の地でも貫いた様子が窺える［表2を参照］。 

 

表2 クリステーロの軍隊における徴募・動員状況 

 

年齢 全体の比率 
  

(補説)  この標本調査では，クリステーロの軍隊に 

 

おいて，少年兵（11－19歳）と青年兵（20－29歳） 

 

を合わせた，若い世代の比率が49 ％に上っている 

 

ことがわかる。そこで、少年たちは孤児になったか， 

 

あるいは兄弟を殺され，復讐心を煽られた場合も少 

 

なくない。また，壮年の兵士ばかりでなく，引退し 

 

た老人すら徴募されたことに注意を払うべきであろう。 

11－19歳 

20－29歳 

30－39歳 

40－49歳 

50－59歳 

60歳以上 

18 ％ 

31 ％ 

39 ％ 

8 ％ 

2 ％ 

2 ％ 

出典: Meyer 1976, p.98の表10「キンタナロー旅団（Brigade）の2,000人の 

兵士を標本調査した，クリステーロの年齢分布」。 
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職業柄，山刀と棍棒，石の礫
つぶて
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リズム）に現前し，クリステーロの少年兵は平和な「ユートピア」を信じ，無償の愛に満ちて落命したからである。 

 

4. おわりに 

 これまで論及してきたとおり，本稿は，Meyer 1976並びに国本 2009などの先行研究に基づき，クリステーロの

乱（1926－1929年）について，軍事社会史の観点から記述したものである。紙幅の都合により，クリステーロの乱

を包括的に考察しなかったが，菊池 2002や小野寺 2012の分析に添って，古代～近現代に継起する戦場の心性やそ

 

こに息づく人間ドラマを抽出することが期待されるだろう(36)。クリステーロの乱において，連邦軍は圧倒的な戦力

を誇ったが，決定的な会戦が行なわれず，主として陰惨な消耗戦の様相を呈した。クリステーロの軍隊は兵站の不

備に苦しんだ結果，むしろ頑固な精兵主義に立脚し，一方，連邦軍は物量を頼むことで，敵方を枯渇させる辛辣な

戦略を変えなかった。それゆえ，クリステーロの乱を「宗教戦争」(37) と認識したカトリック教会側と一線を画しつ

つ，連邦政府の首脳たちは「通商破壊戦」として明快に割り切り，流民のような「傭兵部隊」を御するのに適した，

功利主義的な姿勢をくっきり映し出したことが注目される。 

しかし，人間精神は不可思議な働きをする。氷炭相容れずという言葉があるが，有利な態勢を保った連邦軍から

脱走兵の群れが続々と現われ，不利な状況に陥ったはずのクリステーロの軍隊は，少年兵の奮闘も相まって，熾火

に比すべき士気が一段と高揚し，戦術面の臨機応変によって互角以上の戦いを演出したことを忘れてはいけない。

それはいみじくも，民兵（militia）から成長する「国民軍」の萌芽へ繋がってゆくというのが，本稿なりの創意を

加味した結論であり，人間の「生活世界」に鑑み，我々が絶えず遭遇し悩むのは，大衆の根本的な価値観が打算的

か，もしくは利益を起点として機能するか否かという問題であることを，末尾ながら強調しておきたい。 

 

注 

 (1)  ゴールドハーゲン論争とそれ以後の「ミクロ過程論的転回」を含めた，最近のドイツ史学では，小野寺 2012（書評： 

一ノ瀬 2014）のアプローチが注目に値する。 

 (2) 単純な「ヒトラー神話」を否定した，イアン・カーショーの研究はもとより，アリー 2012が示唆に富む。それに 

よると，大衆を物質的利益へ誘導した，蠱惑的な社会に溢れた投機的気分の中で，多くの官僚や軍人たちが主として 

財政の観点から，戦争政策の立案とその実施に邁進したプロセスが把握されるであろう。 

 (3) 「狭義の軍事史（技術史）」から「広義の軍事史（社会史）」への遷移に関しては，石黒 2013の提供する見取図が要 

領を得ている。 

 (4) 増田 1968，pp.161-163；国本 2014，pp.49-91. 

 (5) 先駆となったチャルコの農民反乱（1868年）や無政府主義の影響に関しては，山崎 2012の見解が有益である。こ

の反乱を準備する局面において，指導者フリオ・ロペスは，フランシスコ・サラコスタを通じ，ロシアのアナーキ

スト、ミハイル・バクーニン（1814－1876 年）の思想に接触したと考えられる。その点，ロシアの諷刺文学の系譜

を振り返れば，ニコライ・ゴーゴリ『死せる魂 第1部』（1842年）から，我々が未だに学ぶところは少なくない。 

(6) 国本 2009，pp.207－239は広範な史料を渉猟し，クリステーロの乱における前史―本史―後史（1920－1940年）の 

要諦を抽出する。 

 (7) LNDLRの組織と流動的な構造に関しては，Meyer 1976, pp.75－82を参照。LNDLRは「米国への派遣団 (Delegates  

to the U.S.A.)」を擁していたが，彼らが連絡線を維持するために情報将校の責務を負ったと考えられる。 

 (8) 国本 2009，pp.225-227. 

 (9) 中西部方面の兵要地誌に関しては，Ibsen 2010が有意な情報を提供する。 

(10) 国本 2009，229頁（図8－1）。それによると，LNDLRが1925－1927年に組織した活動拠点は，中西部のハリスコ州 
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（17ヵ所），グアナフアト州（16ヵ所），ミチョアカン州（16ヵ所）に集まっていたが，北部のチワワ州（16ヵ所） や 

ドゥランゴ州（15ヵ所）にかけても抜かりなく設けられた。この方針は紛れもなく，闘争初期において，LNDLRが米

国のカトリック教会の支援を求め，両者の連携を模索していたことを意味する。クリステーロの軍隊の装備に関して

は，Meyer 1976, pp.118-120；クリステーロの軍隊が苦しんだ弾薬の不足とその節約に関しては，Meyer 1976, 

pp.167-168を参照。彼らにとって，弾薬筒（cartridge）は大事な支給品だったが，軍服・靴・医薬品・毛布，その

他の雑貨の欠乏も，戦闘に支障をきたすほど深刻であり，個々の兵士は至る処で不平を鳴らしていた。 

(11) Meyer 1976, pp.190-193 (Martyrdom). 

(12) 連邦軍の残酷な拷問と捕虜虐待に関しては，Meyer 1976, p.165を参照。 

(13) クリステーロの乱と「和平協定」に関しては，国本 2009，pp.227-233が平明である。 

(14) Meyer 1976, pp.178-180 (Statistical Summary). それによると，クリステーロの乱において，50 万人もの難民     

が発生し，米国領へ移動したと推測される。 

(15) 和平交渉と事後処理に際して，LNDLR の急進的な一部指導者が，ヴァチカンやメキシコのカトリック教会上層部に

よる政治的決断と対立し，抜き差しならぬ内紛を引き起こしたことは，その事実を裏づけるだろう。国本 2009，p.235. 

これが1934年に沸点へ達する「第二次クリステーロの乱」を誘発したことは異論の余地がない。 

(16) 本稿は第三節の記述に当たり、小野寺 2012，pp.53－125（第三章 戦友意識・男らしさ）から重要な知見を得た。 

(17) 本村 2011，pp.252-253. ギリシア人歴史家ポリュビオスは，『歴史』（Ⅵ 38）において，「･･････ローマ人の採用す 

     るこの習慣は，乱れを是正し軍紀を粛清するための最善の方法だといえよう」（原文ママ）と記している。 

(18) ゴールズワーシー 2005，p.109. 抽象的な概念がローマ社会の公的礼拝の対象になるのは特殊な有様ではないが，

この場合，忠誠心を鼓舞するだけでなく，軍事上の効率を向上させる目的もあったことは疑えない。また，忠誠宣誓

（サクラーメントゥム）は宗教的な意味を兼ね備えており，時には宣誓の守護霊（ゲーニウス・サクラーメンティ）

が礼拝されていたことが判明している。 

(19) Meyer 1976, p.161. 

(20) もちろん，軍紀の紊乱を警戒するのは，機密漏洩を防ぐという実利的な根拠が存在した。ローマ人歴史家アンナエ 

ス・フロールス『ローマ史概要（Epitome rerum Romanarum）』によれば，「スパルタクスの反乱」（紀元前73－71年） 

の指導者スパルタクスの出自は， 補助軍からの脱走兵が捕縛後，奴隷の身分へ落ちたものと伝えられ，軍事の専門 

知識を身につけ，ローマ軍の内情に通じていた可能性が見出される。本村 2011，p.153を参照。 

(21) 国本 2009，p.236 (表8-2). 加えて，国本 2009，pp.353-360 (資料3) を参照。 

(22) 大垣 2008，pp.177-194. 

(23) たとえば，1928年（2件），1929年（0件），1930年（11件），1931年（10件），1932年（52件），1933年（37件），

1934年（150件）という推移も挙げておく。 

(24) 豊臣政権の歴史的意義に関しては，川戸 2014 に詳しい。それによると，豊臣政権が第一としたのは列島全体規模

での統一的な軍役体系整備を最優先することであり，それはつまり軍役賦課の効率的遂行を可能にすることであった。 

司馬 2004，pp.323-345の見地も，これと軌を一にしている。 
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1934年（150件）という推移も挙げておく。 

(24) 豊臣政権の歴史的意義に関しては，川戸 2014 に詳しい。それによると，豊臣政権が第一としたのは列島全体規模
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司馬 2004，pp.323-345の見地も，これと軌を一にしている。 

 

(25) エミリオ・ポルテス＝ヒルの声明（statement）と，その真意を代弁する形になった，モレリア大司教・ローマ教皇

使節レオポルド・ルイス（Leopold Ruiz）の声明に関しては，Bailey 1974, pp.311-312に文章が掲載されている。 

(26) 補助軍の兵士たちの出自に関しては，Meyer 1976, p.106, p.160などを参照。それは明らかに，ごった煮の召集兵

が織りなす人間模様であり，（クリステーロ以外の）貧しい農民，労働者，囚人や無宿の浮浪人たちを内在する，い

ずれも命令違反の不平分子になりがちな人々から構成されていた。この問題に関して，菊池 2002，p.104 が「非常

備軍的傭兵」の身体に染み付いた，飲む打つ買うの三拍子揃う，刹那的で無軌道な暮らしぶりを紹介する。 

(27) Meyer 1976, p.162. 

(28) Meyer 1976, p.85およびp.225の注4を参照。クリステーロの軍隊の構成に関しては，Meyer 1976, p.86 (TABLE 6), 

pp.166-167を参照。それによると，農民兵と合流し，保守的な町人兵の集団も従軍していたとみなされる。 

(29) Meyer 1976, pp.120-121. 

(30) 米国政府は利権保護を動機として，メキシコ連邦政府の支持を決断したのみならず，一大補給基地の格好で北方に

鎮座し，第一世界大戦後で流通した武器の余剰在庫を売り捌くことに尽力した。Meyer 1976, p.163を参照。それに

よると，連邦軍は米国政府により便宜を図られ，大量の弾薬と武器を輸入し，まして57体の航空機をも有していた。

これらの条件を考慮すれば，連邦軍は，各国でロングセラーとなった，水冷・ベルト給弾方式のマキシム機関銃，あ

るいは米国製のブローニング機関銃を使用しても不思議ではない。対照的に，弾薬の不足から，クリステーロの軍隊

が戦場において，塹壕や鉄条網を採用し，機関銃の掃射とその弾幕を活かすことには無理があった。関連認識として，

佐藤亜紀『ミノタウロス』（2007年）にみる戦闘描写が面白い。 

(31) クリステーロの乱に参加した少年兵に関しては，Quezada 2012が提供する映像／写真を参照。また，① 90人に上 

る処刑された司祭（Meyer 1976, p.75 [TABLE 4]） ② 女性旅団の挺身（Meyer 1976, pp.131-137） ③ 学歴社会か

ら解放された疑似家族的な生活世界（Meyer 1976, pp.126-127）に刺激された少年兵たちの奮起も勘案しなければな

らない。これらの事情が縺れ合って，彼らの徳性（morality）を高進させ，単なる片隅の兵士から，死をも厭わない

戦士へ変貌させる機縁になったと考えられる。 

(32) Meyer 1976, pp.168-170 (Morality). 

(33) 連邦軍の主力をなす歩兵には，5 発クリップ式装填弾倉（magazine）を内部に組み込み，銃剣を装着することがで

きるモーゼルM98型（Gewehr 98）乃至スプリングフィールド小銃M1903型のような，ボルトアクション式小銃が配

備されていた。とはいえ，単発式や管状弾倉など，旧態依然だったクリステーロたちも，連邦軍から奪取してモーゼ

ル系統の小銃を携えたことは，5発クリップを収めた彼らの弾帯（Meyer 1976などの写真）からわかる。 

(34) 小野寺 2012，p.112. 

(35) 小野寺 2012，pp.110-114と共に，菊池 2002，pp.205-212が示唆に富む。さらに，桑原 1975；古畑 2010を参照。 

(36) 本稿が予め想定した，クリステーロの乱をめぐる根源的イメージは，デヴィッド・リーン監督の映画『ドクトル・
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(37) ちなみに，国本伊代はクリステーロの乱の性格について，自由主義派vs保守派というメキシコにおける内戦構造と

そのパラドックスを追究するとき，大切な手掛かりを与えるものと述べた。国本 2009，332頁の（第8章）注1。さ

らに，リヴェ 1968を参照。 

 

参考文献 

アリー，ゲッツ（2012）『ヒトラーの国民国家――強奪・人種戦争・国民的社会主義』，芝健介（訳），岩波書店． 

石黒盛久（2013）「書評：白幡俊輔『軍事技術者のイタリア・ルネサンス――築城・大砲・理想都市――』（思文閣

出版，2012年）」『史境』65，pp.110-116，歴史人類学会． 

一ノ瀬俊也（2014）「書評：小野寺拓也『野戦郵便から読み解く「ふつうのドイツ兵」――第二次世界大戦末期にお

ける 

イデオロギーと「主体性」――』（山川出版社，2012年）」『史学雑誌』123-2，pp.111-119，史学会． 

大垣貴志郎（2008）『物語 メキシコの歴史――太陽の国の英傑たち――』中公新書． 

小野寺拓也（2012）『野戦郵便から読み解く「ふつうのドイツ兵」――第二次世界大戦末期におけるイデオロギーと

「主体性」――』山川出版社．  

川戸貴史（2014）「奥羽仕置と会津領の知行基準――『永楽銭』基準高の特質をめぐって――」『史学雑誌』123-4，

pp.1-34，史学会． 

菊池良生（2002）『傭兵の二千年史』講談社現代新書． 

国本伊代（2009）『メキシコ革命とカトリック教会――近代国家形成過程における国家と宗教の対立と宥和――』中

央大学出版局． 

国本伊代（2014）『世界史リブレット人75 ビリャとサパタ――メキシコ革命の指導者たち――』山川出版社． 

桑原武夫（編）（1975）『世界の歴史10 フランス革命とナポレオン』中公文庫． 

ゴールズワーシー，エイドリアン（2005）『古代ローマ軍団大百科』，池田裕・古畑正富・池田太郎（訳），東洋書林． 

古畑正富（2010）「メキシコのグアダルーペ聖母信仰の軍事史的意味――軍事目的に利用された聖母に関する一考察

――」『京都ラテンアメリカ研究所紀要』10，pp.63-84，京都外国語大学 京都ラテンアメリカ研究所．  

司馬遼太郎（2004）『新装版 播磨灘物語(四)』講談社文庫． 

増田義郎（1968）『メキシコ革命――近代化のたたかい――』中公新書． 

本村凌二（2011）『帝国を魅せる剣闘士――血と汗のローマ社会史――』山川出版社． 

山崎眞次（2012）「チャルコの農民，フリオ・ロペスの反乱」『京都ラテンアメリカ研究所紀要』12，pp.79-99，京

都外国語大学 京都ラテンアメリカ研究所． 

リヴェ，ジョルジュ（1968)『宗教戦争』，二宮宏之・関根素子（訳），白水社文庫クセジュ． 

 

Bailey, David C. (1974) ¡Viva Cristo Rey!: The Cristero Rebellion and the Church-State Conflict in Mexico.  

Austin: University of Texas Press. 



41

 

(37) ちなみに，国本伊代はクリステーロの乱の性格について，自由主義派vs保守派というメキシコにおける内戦構造と

そのパラドックスを追究するとき，大切な手掛かりを与えるものと述べた。国本 2009，332頁の（第8章）注1。さ

らに，リヴェ 1968を参照。 

 

参考文献 

アリー，ゲッツ（2012）『ヒトラーの国民国家――強奪・人種戦争・国民的社会主義』，芝健介（訳），岩波書店． 

石黒盛久（2013）「書評：白幡俊輔『軍事技術者のイタリア・ルネサンス――築城・大砲・理想都市――』（思文閣

出版，2012年）」『史境』65，pp.110-116，歴史人類学会． 

一ノ瀬俊也（2014）「書評：小野寺拓也『野戦郵便から読み解く「ふつうのドイツ兵」――第二次世界大戦末期にお

ける 

イデオロギーと「主体性」――』（山川出版社，2012年）」『史学雑誌』123-2，pp.111-119，史学会． 

大垣貴志郎（2008）『物語 メキシコの歴史――太陽の国の英傑たち――』中公新書． 

小野寺拓也（2012）『野戦郵便から読み解く「ふつうのドイツ兵」――第二次世界大戦末期におけるイデオロギーと

「主体性」――』山川出版社．  

川戸貴史（2014）「奥羽仕置と会津領の知行基準――『永楽銭』基準高の特質をめぐって――」『史学雑誌』123-4，

pp.1-34，史学会． 

菊池良生（2002）『傭兵の二千年史』講談社現代新書． 

国本伊代（2009）『メキシコ革命とカトリック教会――近代国家形成過程における国家と宗教の対立と宥和――』中

央大学出版局． 

国本伊代（2014）『世界史リブレット人75 ビリャとサパタ――メキシコ革命の指導者たち――』山川出版社． 

桑原武夫（編）（1975）『世界の歴史10 フランス革命とナポレオン』中公文庫． 

ゴールズワーシー，エイドリアン（2005）『古代ローマ軍団大百科』，池田裕・古畑正富・池田太郎（訳），東洋書林． 

古畑正富（2010）「メキシコのグアダルーペ聖母信仰の軍事史的意味――軍事目的に利用された聖母に関する一考察

――」『京都ラテンアメリカ研究所紀要』10，pp.63-84，京都外国語大学 京都ラテンアメリカ研究所．  

司馬遼太郎（2004）『新装版 播磨灘物語(四)』講談社文庫． 

増田義郎（1968）『メキシコ革命――近代化のたたかい――』中公新書． 

本村凌二（2011）『帝国を魅せる剣闘士――血と汗のローマ社会史――』山川出版社． 

山崎眞次（2012）「チャルコの農民，フリオ・ロペスの反乱」『京都ラテンアメリカ研究所紀要』12，pp.79-99，京

都外国語大学 京都ラテンアメリカ研究所． 

リヴェ，ジョルジュ（1968)『宗教戦争』，二宮宏之・関根素子（訳），白水社文庫クセジュ． 

 

Bailey, David C. (1974) ¡Viva Cristo Rey!: The Cristero Rebellion and the Church-State Conflict in Mexico.  

Austin: University of Texas Press. 

 

Ibsen, Kristine. (2010) Maximilian, Mexico, and the Invention of Empire. Nashville: Vanderbilt University 

Press. 

Meyer, Jean A. (1976) The Cristero Rebellion: The Mexican People between Church and State 1926-1929 

(Cambridge Latin American Studies 24). Cambridge: Cambridge University Press. 

Quezada, Ruben et al. (2012) For Greater Glory: The True Story of Cristiada, the Cristero War and Mexico’s  

Struggle for Religious Struggle. West Covina, California: Ignatius Press. 

 





43

国際言語文化創刊号(2015 年 3 月) 

 

 

 

ブラジルにおける民主主義と政治指導者のカリスマ性 

住田育法 

 

 

 

 

要旨 

O trabalho discute a democracia, o carisma de Lula e a popularidade da então candidata Dilma Rousseff nas 

eleições presidenciais de 2002 e 2010. Comparam-se as eleições de 2002 com as de 2010 analisando-se a evolução 

nacional dos partidos políticos no Brasil e a regionalidade do fenômeno político no Nordeste pobre e no Sul e 

Sudeste rico. Sugere-se que a influência política de Getúlio Vargas terminou na década de 1990, com a emergência 

do governo de Fernando Henrique Cardoso. Observa-se ainda uma tendência de regionalidade nas eleições de 2010 

que difere da política de coronelismo do passado. Em 1980, o PT foi fundado como uma força paralela do 

socialismo em comparação ao PCB e o PC do Brasil, que tinham sua base na classe média. Lula foi presidente do 

PT depois de ser presidente do Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo do Campo. Lula era proveniente de 

uma família de agricultores pobres do interior do Pernambuco. Em 2002, Lula ganhou a eleição presidencial como 

candidato do PT. Nas eleições em 2010, Norte e Nordeste, as regiões mais pobres, apoiam Dilma; ao contrário, os 

mais ricos, sul e o sudeste, votaram majoritariamente em Serra. Também nota-se uma diferença entre os índices de 

popularidade de Lula, que atingiu ao final do governo quase 80% de aprovação, e o número do votos de Dilma, 

próximos de 56%. 

【キーワード】民主主義、新自由主義、ルーラ政権、労働者党、カリスマ性 

 

1．はじめに 

21 世紀のブラジル政治を考えるとき「未だ民主主義の歴史が浅い国である」ことがしばしば強調

される。そのレトリックは，「汚職や貧困など多くの問題を抱えるが，100 年前までは奴隷制度が存

在していたのであり，短期間で急速に進められた近代化の過程を理解すべきである」というもので

ある 1 。注目を浴びる BRICs 四か国の中で R のロシア，I のインド，C の中国は核保有国であるも

のの，B のブラジルは非核保有国であり，さらに R と C に比べて，民主主義の国であることは特筆

すべき点である。 

このブラジルが 20 世紀末の 1990 年代から 21 世紀初頭の 2010 年代において，新自由主義と直接

選挙による民主主義の進展によって，第三の波と呼ばれる新しい展開を経験している（Weykand 

2005）。それは，インフレを終息させたフェルナンド・エンリケ・カルドーゾ（Fernando Henrique 

Cardoso 生 1931 年，以下，カルドーゾと記す）大統領と卓越したコミュニケーション能力によっ

てブラジルの政治文化を転換させたルイス・イナーシオ・ルラ・ダ・シルヴァ（Luiz Inácio Lula da 

Silva 生 1945 年，以下，ルーラと記す）大統領によってであった。特にルーラは歴代のブラジル

大統領には前例のない極貧も経験しており，民衆を惹きつけるカリスマ性を指摘できる。ルーラ政

権を誕生させた 2002 年 10 月の選挙は，有権者が 1 億人を超える電子投票であった。第二次大戦後

の 1950 年に南部出身のジェトゥリオ・ヴァルガス（Getúlio Dornelles Vargas 生 1882～没 1954
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年，以下，ヴァルガスと記す）が PTB（ブラジル労働党）から立候補して選挙に勝利したが，PT（労

働者党）という「労働者」の名を冠する党の政権はルーラが最初であり，ブラジルはルーラ政権に

よって転換期を迎えた。 

2006 年の大統領選で再選を果たし，2010 年には憲法の規定に従い改憲による 3 選を望むことなく

ルーラは，同じ労働者党のディルマ・ルセフ（Dilma Rousseff 生 1947 年，以下，ディルマと記す）

の勝利を導いた。2014 年にはディルマがルーラの支援を受けて再選を果たした。ルーラが従来の指

導者と異なる点に注目し，近現代ブラジル史におけるブラジル指導者の本質を考察したい。 

 

2．大統領選挙とルーラのカリスマ性 

2002 年の選挙は有権者が１億人を超える電子投票であることで注目された。大統領選挙の有効得

票数は，第１回の候補者 6 名の合計が 8,492 万 8,204 票，ルーラがこの 46.44%の 3,944 万 3765 票，

決選投票は，合計が 8,616 万 4,103 票，ルーラがその 61.27%で 5,279 万 3,364 票であった 2。この

結果から分かるように，新自由主義を掲げる与党 PSDB が支持する候補者セーラに対して，ポピュリ

ズム 3とも呼べる新風を巻き起こした野党の PT ルーラの躍進が目立った選挙であった。PT は軍政下

の 1980 年にルーラを党首として結成された比較的新しい政党であるが，4 度目の大統領選挙に向か

うルーラは「ある 1 人の人間のために心から献身的に働いているのだという満足感を与える指導者

資質，つまりカリスマ的要素（ヴェーバー，10-11, 55）を備えていた。戦略としては，副大統領に

は PMDB 所属の財界出身のジョゼ・アレンカール（José Alencar Gomes da Silva 生 1931 年-没 2011

年）を立て，富裕層への支持を意図したことが大きかった。 

7 月 5 日に立候補者の登録が締め切られ，8 月 20 日から 10 月 3 日まで，テレビやラジオを使って

の無料の政見放送が行われた。国民の非識字率が高く，さらに新聞の全国紙が存在しないブラジル

では，テレビの役割は大きい。選挙の宣伝のために割り当てられる出演時間は，選挙法に基づき各

政党に所属する議員数に従うという，公平な方式である 4。カリスマ性の求められる選挙運動の中

で，10 月 6 日の 1 回目投票ではルーラとセーラが勝ち残った。一時期「ロゼアナ旋風」を巻き起こ

した PFL から立候補予定のロゼアナは，立候補を辞退し，10 月 27 日の決選投票に向けては，ロゼ

アナを始め，過去の大統領経験者のサルネイやイタマル，さらに，セーラを除く第 1 回目の立候補

者のシーロ・ゴメス（Ciro Gomes 生 1957 年，以下，シーロと記す ）やアントニー・ヴィリアム・

ガロティーニョ・マテウス・デ・オリヴェイラ（Anthony William Garotinho Matheus de Oliveira 

生 1960 年，以下，ガロティーニョと記す）らが PT のルーラ支持を表明した。 

Datafolha や Ibope(Instututo Brasileiro de Opinião Pública e Estatística)，Vox Populi

などの世論調査機関が小刻みに有権者の投票予測を発表し，この数字がテレビや新聞で大きく取り

上げられ，立候補者のイメージを演出する宣伝担当者の役割も大きいと評された。特に，米国で学

んだ有能な選挙参謀ドゥダ・メンドンサ (José Eduardo Cavalcanti de Mendonça 生 1944 年- ）の

緻密な指導が際立っていた 5。テレビなどを活用した国民の直接選挙の方式は，あたかもカーニバ

ルのようなお祭り騒ぎにも思える 6。結果はルーラが，「旋風」とも呼べる人気の中で，勝利して，

次期大統領に選出されたのである 7。 

冷戦後のグローバル化やインターネットの利用などの IT 革命などの変化を受けて，ブラジル国民

は，いわゆる国際規格を意識し始めており，積極的に政治参加を行ってきた。自由化，規制緩和，

民営化に向けて，国民の側に明らかな意識改革が生まれつつあると言えよう。さらに，PT のルーラ

の勝利は，カルドーゾ政権によって準備されたとも解釈できるのであって，平和的な政権移譲はブ
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ラジルに民主主義が定着していることの証であり，それは，単なる選挙結果を超える歴史的な変革
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ンソ）が匪賊（カンガセイロ）に変身し得るし，その逆もある。伝統的な支配者である地主が民衆

に勝利することも有るし，土地を持たない民衆が地主に勝利することもある。この映画で最後に勝

利したのは，奴隷のような立場の黒人の聖戦士であり，成敗されたのは悪しき竜たる地主であった。

今回の選挙運動の期間中，候補者のシーロはこの聖戦士を自らになぞらえて，「悪しき竜と戦う」と

主張していた。このシーロが選挙選の後半でルーラの支持に回ったのである。 

筆者はこのシーロに，ブラジル政治固有の多元性や移動性を見る思いであった。それは，時勢に

応じて，たくみに政治姿勢を変更し，2002 年大統領選挙の第１回投票に敗れはしたものの，国民統

合（Integração Nacional）大臣として，ルーラ政権に加わったからである。  

2002 年に野党から与党となった PT であるが，ルーラ大統領が選んだ 36 名の大臣・長官・総裁な

どのメンバーの内，過半数の 19 名を PT が占めた。副大統領には PMDB 所属のジョゼ・アレンカール

を置く。このように軍政野党から民政移管後は与党となった PMDB と共に，PT が与党として政権を

支え続けている。 
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3．2010年大統領選挙の地域性 

2010 年ブラジル総選挙における PT 所属の候補者，特に大統領候補のディルマに対する人気の背

景を，北東部貧農出身のルーラ人気と有権者の地域性に求めることができる。すでに見てきた 2002

年の選挙結果を踏まえて，2010 年の選挙動向を観察したい。 

ブラジル旧共和政（1889～1930 年）は「カフェ・コン・レイテ」の地方エリートの時代に「カフ

ェ」たるサンパウロのコーヒー地主と「レイテ」たるミナスジェライスの牧場主に代表される両地

域のエリートが交互に大統領に就任した寡頭支配体制の時代を経験している。これをヴァルガスの

独裁体制（1930～1945 年）が強く否定したのである。現代ブラジル政治史におけるヴァルガスの影

響は，民主的な選挙体制が確立した 1990 年代のカルドーゾ政権で終わったと考えられる。しかし

2010 年大統領選挙において，北東部諸州はディルマを推し，南部・南東部諸州は候補者セーラを支

持する，という傾向が顕著に見られた。過去の地方ボス政治とは違う，新しい民主的な地域性の表

れである(参照：第１表 ブラジルの地域区分とムニシピオ・人口分布)。 

2010 年の大統領選挙は決選投票では，赤いシンボルカラーの PT のディルマ候補者と，鳥のトゥ

カーノをシンボルとする青色の PSDB のセーラ候補者の争いとなった。対立の図式は 2002 年と同じ

であるが，2010 年は支持層の地域性のコントラストが強い。つまり，ルーラは広く均等に支持を得

たが，ディルマの場合，貧者と北東部地域の支持が際立っていた。 

 

表 1 ブラジルの地域区分とムニシピオ・人口分布（2000年） 
地域区分 州別ムニシピオ数 地域別ミニ 

シピオ数 

（％） 人口（人） （％） 

北東部 BA=415， PB=223， PI=221， 

MA=217， PE=185， CE=184，  

RN=166， AL=101， SE=75 

1,787 32.4 47,741,711 28.12 

南東部 MG=853， SP=654， RJ=91， ES=77 1,675 30.4 72,412,411 42.65 

南部 PR=399， SC=293， RS=467 1,159 21.0 25,107,616 14.79 

北部 PA=143，  TO=139，  AM=62， RO=52， 

AC=22， AP=16， 

RR=15 

449 8.1 12,900,704 7.60 

中西部 GO=242， MT=126， MS=77， DF=1 446 8.1 11,636,728 6.85 

国全体 5,516 5,516 100.0 169,799,170 100.00 

（出所）IBGE-2000 年国勢調査に基づき筆者が作成。 

略号 アクレ州＝AC，アラゴアス州＝AL，アマゾナス州＝AM， アマパ州＝AP，バイア州＝BA，セアラ州＝CE，連邦区＝DF，

エスピリトサント州＝ES，ゴイアス州＝GO，マラニョン州＝MA，ミナスジェライス州＝MG，マトグロッソドスル州＝MS，マ

トグロッソ州＝MT，パラ州＝PA，パライバ州＝PB，ペルナンブコ州＝PE，ピアウイ州＝PI，パラナ州＝PR，リオデジャネイ

ロ（以下，リオと略す）州＝RJ，リオグランデドノルテ州＝RN，ロンドニア州＝RO，ロライマ州＝RR，リオグランデドスル

州＝RS，サンタカタリナ州＝SC，セルジペ州＝SE，サンパウロ州＝SP，トカンティンス州＝TO。 

 

 州知事選を見ると，南東部のミナスジェライスとサンパウロでは野党の PSDB が強い。2010 年の

選挙で PSDB は有力なサンパウロ，ミナスジェライスを始め，パラナ，ゴイアス，トカンティンス，

パラ，ロライマ，アラゴアスと合計 8 州で知事を獲得した。与党の PT と PMDB は，前者が，連邦区

の DF を含めて，リオグランデドスル，バイア，セルジペ，アクレの 5 つ，後者が，リオ，マトグロ

ッソドスル，マトグロッソ，ロンドニア，マラニョンの 5 州であった。しかし全国レベルの投票と

なる大統領選挙では，PT のディルマが北東部などの支持によって圧倒的な強さを発揮した。 

 2010年 10月 3日の選挙前の 9月 27日実施の Datafolha のブラジル大統領選挙投票行動予測によ
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ると，ブラジル全体の投票行動予測は，ディルマが 46％，セーラが 28％，マリーナ・シルヴァ（Maria 

Osmarina Marina Silva Vaz de Lima 生 1958 年，以下，マリーナと略す）が 14％であったが， 地

域別では，北東部が，ディルマ 59％，セーラ 19％，マリーナ 11％，北部・中西部では，ディルマ

44％，セーラ 30％，マリーナ 17％，南東部では，ディルマ 41％，セーラ 31％，マリーナ 17％，南

部では，ディルマ 39％，セーラ 35％，マリーナ 10％であった。つまり北東部は，セーラとマリー

ナを合わせてもディルマの 59％に及ばないが，南部では，セーラとマリーナの合計が 45％となり，

ディルマの 39％を超えていた。まさに，地域格差を反映して，豊かな地域はセーラを，貧しい地域

はディルマを推す構図が鮮明となっていた。 

 選挙前の 9 月 28 日・29 日実施の Datafolha 10のブラジル大統領選挙投票行動予測によると，白票

や無効，不明を除く有効な投票行動予測は，ディルマが 52％，セーラが 31％，マリーナ 15%となり，

1 次選挙で決着するとの様相であった。地域別では，ブラジル全体が，ディルマ 47％，セーラ 28％，

マリーナ 14％，北東部が，ディルマ 59％，セーラ 21％，マリーナ 10％，北部・中西部では，ディ

ルマ 43％，セーラ 31％，マリーナ 19％，南東部では，ディルマ 43％，セーラ 30％，マリーナ 17％，

南部では，ディルマ 42％，セーラ 35％，マリーナ 10％と，ディルマの微増とマリーナの頑張りが

明らかとなった。 

この傾向は，グローボ TV が 9 月 30 日(木）の深夜に約 2 時間かけて行った，大統領 1 次選挙直

前最終討論後に，10 月 1 日（金）から 2 日（土）にかけての Datafolha が実施した世論調査結果に

おいても際立っていた。地域別では，ブラジル全体が，ディルマ 47％，セーラ 29％，マリーナ 17％，

北東部が，ディルマ 61％，セーラ 19％，マリーナ 12％，北部・中西部では，ディルマ 44％，セー

ラ 32％，マリーナ 18％，南東部は，ディルマ 41％，セーラ 31％，マリーナ 19％，南部では，ディ

ルマ 40％，セーラ 38％，マリーナ 12％であった。 

 地域性の傾向は，1 次選挙の 1 ヵ月前から観察できた。Datafolha の調査が 414 ムニシピオの 1

万 1，660 人に対して 9 月の 8 日，9 日に実施した１次選挙における主要な候補者の地域別の投票行

動予測は次のとおりであった。 

 

北東部：      ディルマ 63％  セーラ 18％  マリーナ  8％ 

北部・中西部：ディルマ 47％  セーラ 29％  マリーナ 14％ 

南東部：      ディルマ 446％ セーラ 29％  マリーナ 13％ 

南部：        ディルマ 43％  セーラ 35％  マリーナ  9％ 

 

このように，北東部ではディルマが強く，南部ではセーラが健闘しているという傾向を観察でき

たが，この地域性はさらに決選投票に向けても継続するのであって，単なる 1 時的な現象ではなく，

より永続的な傾向であったことが確認できる。10 月 3 日（日）の選挙結果では，ディルマの投票が

50％に達しな 

かった（大統領選挙集計投票数：1 億 1,119 万 2,908 票。ディルマ：4,765 万 1,434 票 46.91％。

セーラ：3,313 万 2,283 票 32.61％。マリーナ：1,963 万 6,359 票 19.33％。プリーニオ： 88 万

6,816 票  0.87％）ため，セーラとの決選投票となった。 

  高等選挙裁判所（TSE）の発表による 26 州 1 連邦区別 1 次選挙投票数の比率は南部と南東部の 7

州では，ディルマの得票率が，低い順に，エスピリトサントが 37.25％，サンパウロが 37.31％，サ

ンタカタリナが 38.71％，パラナが 38.94％と 30％台，リオが 43.76％，リオグランデドスルが
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46.95％，ミナスジェライスが 46.98％となっている。北東部のマラニョンが 70.65％，ピアウイが

67.09％，セアラが 66.30％，バイアが 62.62％，ペルナンブコが 61.74％と 60％台，パライバが

53.21％，リオグランデドノルテが 51.76％，アラゴアスが 50.92％であることとは好対照である。

なお，マラニョンの高い数字は，PMDB 所属のサルネイ元大統領の地盤であることの反映であろう。

ともあれ，地域格差がそのまま得票に影響を与えたことを推測できる。 

この傾向は，2010 年 10 月 31 日（日）の決選投票においても同じであった。ブラジル全体では，

ディルマが 56.05％，セーラが 43.95％とディルマの当選であったが，26 州 1 連邦区では次のとお

りであった。2002 年決選投票の結果 11も比較のために示しておきたい。 

  2010 年決選投票でも南部と南東部で，リオの 60.48％とミナスジェライスのディルマの 58.45％

を除いて，他の 5 州で得票率が低く，特にサンタカタリナが 43.39％，パラナが 44.56％，サンパウ

ロが 45.95％，リオグランデドスルが 49.06％，エスピリトサントが 49.17％と 50％を割っている。

逆に，マラニョンが 79.09％，セアラが 77.35％，バイアが 70.85％，ペルナンブコが 75.65％，ピ

アウイが 69.98％，パライバが 61.55％，リオグランデドノルテが 59.54％，アラゴアスが 53.64％

と北東部のすべてにおいて 50％を超えており，選挙結果は，ディルマ優位の北，セーラ優位の南と

なった。 

興味深いことは，2002 年の大統領選挙においては，26 州 1 連邦区すべてにおいてルーラがセーラ 

 

表 2 2010年・2002年 26州１連邦区12別決選投票比較（％） 

 

州・連邦区 

2010年 2002年 

ディルマ セーラ ルーラ セーラ 

AC 30.32 69.68 59.94 40.06 

AL 53.64 46.36 56.39 43.61 

AP 62.66 37.34 75.51 24.49 

AM 80.57 19.43 69.88 30.12 

BA 70.85 29.15 65.69 34.31 

CE 77.35 22.65 71.78 28.22 

DF 52.81 47.19 62.26 37.74 

ES 49.17 50.83 59.36 40.64 

GO 49.25 50.75 57.08 42.92 

MA 79.09 20.91 58.48 41.52 

MT 48.89 51.11 54.46 45.54 

MS 44.87 55.13 55.14 44.86 

MG 58.45 41.55 66.45 33.55 

PA 53.20 46.80 52.65 47.35 

PB 61.55 38.45 57.02 42.98 

PR 44.56 55.44 59.22 40.78 

PE 75.65 24.35 57.07 42.93 

PI 69.98 30.02 60.73 39.27 

RJ 60.48 39.52 78.97 21.03 

RN 59.54 40.46 58.64 41.36 

RS 49.06 50.94 55.84 44.16 

RO 47.37 52.63 55.56 44.44 

RR 33.44 66.56 65.55 34.45 

SC 43.39 56.61 64.14 35.86 

SP 45.95 54.05 55.39 44.61 

SE 53.56 46.44 57.50 42.50 

TO 58.88 41.12 54.03 45.97 

 

（出所） 

Folha on line  “ELEIÇÕES 2002” 
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に対して優位であったことである。2010 年のような地域格差に連動する現象は見られなかったので

ある。その背景は，当時野党 PT の名誉党首である北東部貧農出身のルーラが大統領選に勝利した 

2002 年 10 月の選挙結果は，ブラジル国民の大多数が変革を求めたことの証であると評することが 

できるからである。豊かな地域の有権者はセーラを，貧しい地域ではディルマを推す構図が鮮明と

なった。労働者党にとって，この展開は，明らかにルーラ主義の徹底によるものであった。 

 

4．2010年大統領選挙のリオデジャネイロにおける地域性 

大都市における大統領選挙決選投票における支持層の分布状況を，古都リオ市 13に関して示して

おきたい。 

 リオ市全体では，ディルマ支持が 60.48％，セーラが 39.52％という結果であるが，以下のポルト

ガル語で示した地区においては，反 PT のセーラが 5 割以上を占めて優勢であった。いずれも低所得

階層の少ない瀟洒なリオ南部（Zona Sul）の 25 の地区14である。 

 

Alto da Boa Vista，Andraí，Barra，Botafogo，Camorim，Copacabana，Cosme Velho，Flamengo，

Gávea，Grajaú，Humaitá，Ipanema，Itanhangá，Jd. Botânico，Lagoa，Laranjeiras，Leblon，

Leme，Maracanã，Recreio，Tijuca，Urca，Vargem Grande，Vargem Pequena，Vila Isabel。 

 

多くがリオの南部地区（Zona Sul）として知られる，上に示した地区を除く残りすべてにおいて，

ディルマが優勢であった。特に注目すべきは，セーラとの比較でディルマの得票数が 50％を超えた

のは，低所得者層の多い北部（Zona Norte）や中心街であった 15ことである。ブラジル全体の地域

性に貧しい北と豊かな南の格差が観察されるが，古都リオでも都市空間において南北の格差が存在

し，これが有権者の投票行動に反映したのである。以下のポルトガル語の地名は，PT が優勢であっ

たファヴェーラを含む 140 の地区16である。 

 

Abolição，Acari，Afonso Vizeu，Água Santa，Anchieta，Andraí，Anil，Augusto Vasconcelos，

Bairro de Fátima，Bancário，Bangu，Barros Filho，Benfica，Benjamin Dumont，Bento Ribeiro，

Bonsucesso，Brás de Pina，Cachambi，Caju，Caminho，Campo dos Afonsos，Campo Grande，

Cantagalo，Cascadura，Catete，Catumbi，Cavalcanti，Centro，Cidade de Deus，Cidade Nova，

Cocotá，Coelho Neto，Colégio，Cordovil，Cosmos，Costa Barros，Cucuia，Del Castilho， 

Dende，Deodro，Encantado，Engenheiro Leal，Engenho da Rainha，Engenho de Dentro， 

Engenho Novo，Estácio，Freguesia JPA，Freguesia，Fundão，Galeão，Gardênia Azul，Gávea，

Glória，Guadalupe，Guarabu，Guaratiba，Higienópolis，Honório Gurgel，Ilha Guaratiba，

Inhaoíba，Inhauma，Irajá，Jacaré，Jd. América，Jd. Bangu，Jd. Guanabara，Jd. Sulacap，

Lapa，Lins de Vasconcelos，Madureira，Magalhães Bastos，Mangueira，Mar. Hermes，Maracanã，

Maria da Graça，Méier，Moneró，Nova Sepetiba，Olaria，Oswaldo Cruz，Paciência。Padre Miguel，
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Paquetá，Parada de Lucas，Pavuna，Pechincha，Pedra de Guaratiba，Penha Circular，Penha， 

Piedade，Pilares，Portuguesa，Pq. Colúmbia，Praça Seca，Quintino Bocaiúva，Ramos，Realengo，

Riachuelo，Ribeira，Ricardo do Albuquerque，Rio Comprido，Rio das Pedras，Rocha Miranda，

Rocha，Rocinha，Santa Cruz，Santa Teresa，Santíssimo，Santo Cristo，São Conrado，São 

Cristóvão，São Francisco Xavier，São Jorge，Saúde，Sen. Vasconcelos，Senador Camará，

Sepetiba，Tanque，Taquara，Tauá，Tijuca，Todos os Santos，Tomás Coelho，Triagem，Tubiacanga，

Turiaçu，V. Isabel，V. Militar，Vaz Lobo，Vicente de Carvalho，Vidigal，Vigário Geral，

Vila Circular，Vila da Penha，Vila Kennedy，Vila Kosmos，Vila Valqueire，Vilar Carioca， 

Vista Alegre，Zumbi。 

 

古都リオの低所得者層がディルマに投票した理由は，ルーラ政権による貧者支援の政策を評価し，

労働者党政権の今後にも期待したからであろう。ファヴェーラを含む北部のすべての地区でディル

マが 5 割を超えたことの意味は大きい。「ディルマ＝ルーラ＝労働者党＝貧者の味方」の構図が広く

低所得者層に浸透した証しでもあろう。 

 サンパウロなどの他の大都市においても，富裕層がセーラを推す傾向が見られたものの，選挙結

果は，2010 年ブラジル総選挙の大統領決選投票において，「ルーラ主義」を継承する労働者党（PT）

のディルマ・ルセフ候補が，投票総数 1 億 660 万 6,214 票のうち， 5,575 万 2,529 票（56.05％）

を得て当選を果たしたのである。セーラ（PSDB）は，4,371 万 1,388 票（43.95％）であった 17。 

2010 年の大統領選挙においては，全国レベルでは，北東部の貧困地域，大都会では，古都リオの

ように低所得者層の居住区が PT のディルマを推し，裕福な南部・南東部や瀟洒な都市環境の住民は，

反ディルマの姿勢を鮮明としたのである。選挙に勝利できたのは，強力なルーラ主義を徹底させた

ことによるものであろう。それは，過去のいわゆるカリスマ的政治家のヴァルガスやクビシェッキ

が見せた，ブラジル国民への楽観的な期待の表現に繋がるものであろう。ヴァルガスの「ブラジリ

ダーデ」であり，クビシェッキの「50 年の進歩を 5 年」の意識の高揚政策である。ルーラが見せた

のは，貧者も富者も共に豊かな誇り高いブラジルの前進である。これを，BRICs の環境や資源大国

の現実，中間層増加などの現実が高い支持層に繋がったのである。決して，貧者を対象とした政策

のみが成功したのではない。 

 

5．おわりに 

第三の波と呼ばれる 20 世紀末から 21 世紀初頭にかけての民主主義の新しい展開において、ブラ

ジルは、本論で述べたとおり，卓越したコミュニケーション能力を有する新しい指導者ルーラを得

た。ルーラは歴代のブラジル大統領には前例のない極貧も経験しており，民衆を惹きつけるカリス

マ性を指摘できる。 

ルーラ政権を誕生させた 2002 年 10 月の選挙は，有権者が 1 億人を超える電子投票であった。第

二次大戦後の 1950 年に南部出身のヴァルガスが PTB（ブラジル労働党）から立候補して選挙に勝利

したが，PT（労働者党）という「労働者」の名を冠する党の政権はルーラが最初である。ブラジル

は，大統領制の国である。民主主義を謳う 1988 年憲法が軍政後のサルネイ政権の下で公布され，理

念上は格差是正の社会正義の枠組みが整った。公布後 9 年目の 1997 年のカルドーゾ政権の際に改正



51

 

 

Paquetá，Parada de Lucas，Pavuna，Pechincha，Pedra de Guaratiba，Penha Circular，Penha， 

Piedade，Pilares，Portuguesa，Pq. Colúmbia，Praça Seca，Quintino Bocaiúva，Ramos，Realengo，

Riachuelo，Ribeira，Ricardo do Albuquerque，Rio Comprido，Rio das Pedras，Rocha Miranda，

Rocha，Rocinha，Santa Cruz，Santa Teresa，Santíssimo，Santo Cristo，São Conrado，São 

Cristóvão，São Francisco Xavier，São Jorge，Saúde，Sen. Vasconcelos，Senador Camará，

Sepetiba，Tanque，Taquara，Tauá，Tijuca，Todos os Santos，Tomás Coelho，Triagem，Tubiacanga，

Turiaçu，V. Isabel，V. Militar，Vaz Lobo，Vicente de Carvalho，Vidigal，Vigário Geral，

Vila Circular，Vila da Penha，Vila Kennedy，Vila Kosmos，Vila Valqueire，Vilar Carioca， 

Vista Alegre，Zumbi。 

 

古都リオの低所得者層がディルマに投票した理由は，ルーラ政権による貧者支援の政策を評価し，

労働者党政権の今後にも期待したからであろう。ファヴェーラを含む北部のすべての地区でディル

マが 5 割を超えたことの意味は大きい。「ディルマ＝ルーラ＝労働者党＝貧者の味方」の構図が広く

低所得者層に浸透した証しでもあろう。 

 サンパウロなどの他の大都市においても，富裕層がセーラを推す傾向が見られたものの，選挙結

果は，2010 年ブラジル総選挙の大統領決選投票において，「ルーラ主義」を継承する労働者党（PT）

のディルマ・ルセフ候補が，投票総数 1 億 660 万 6,214 票のうち， 5,575 万 2,529 票（56.05％）

を得て当選を果たしたのである。セーラ（PSDB）は，4,371 万 1,388 票（43.95％）であった 17。 

2010 年の大統領選挙においては，全国レベルでは，北東部の貧困地域，大都会では，古都リオの

ように低所得者層の居住区が PT のディルマを推し，裕福な南部・南東部や瀟洒な都市環境の住民は，

反ディルマの姿勢を鮮明としたのである。選挙に勝利できたのは，強力なルーラ主義を徹底させた

ことによるものであろう。それは，過去のいわゆるカリスマ的政治家のヴァルガスやクビシェッキ

が見せた，ブラジル国民への楽観的な期待の表現に繋がるものであろう。ヴァルガスの「ブラジリ

ダーデ」であり，クビシェッキの「50 年の進歩を 5 年」の意識の高揚政策である。ルーラが見せた

のは，貧者も富者も共に豊かな誇り高いブラジルの前進である。これを，BRICs の環境や資源大国

の現実，中間層増加などの現実が高い支持層に繋がったのである。決して，貧者を対象とした政策

のみが成功したのではない。 

 

5．おわりに 

第三の波と呼ばれる 20 世紀末から 21 世紀初頭にかけての民主主義の新しい展開において、ブラ

ジルは、本論で述べたとおり，卓越したコミュニケーション能力を有する新しい指導者ルーラを得

た。ルーラは歴代のブラジル大統領には前例のない極貧も経験しており，民衆を惹きつけるカリス

マ性を指摘できる。 

ルーラ政権を誕生させた 2002 年 10 月の選挙は，有権者が 1 億人を超える電子投票であった。第

二次大戦後の 1950 年に南部出身のヴァルガスが PTB（ブラジル労働党）から立候補して選挙に勝利

したが，PT（労働者党）という「労働者」の名を冠する党の政権はルーラが最初である。ブラジル

は，大統領制の国である。民主主義を謳う 1988 年憲法が軍政後のサルネイ政権の下で公布され，理
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されて一期に限り大統領の再選が認められ，大統領の任期が 5 年から 4 年に短縮された。これによ

って 1999 年 1 月に再任されたカルドーゾ政権は 2002 年に終了した。過去，カルドーゾとの選挙に

2 度敗れたルーラは，2002 年の選挙ではカルドーゾと同じ PSDB（ブラジル社会民主党）所属のセー

ラに対して勝利した。 

1960 年代の軍政以来続いた，資源を活用して大国を目指す開発優先主義の政策が，このルーラ政

権によってその政治姿勢は大転換期を迎えた。ルーラは 2006 年の大統領選で再選を果たし，2010

年には憲法の規定に従い改憲による 3 選を望むことなく，同じ労働者党のディルマの勝利を導いた。

2014 年にディルマがルーラの支援を受けて再選に挑み，再選を果たしたのである。 

 

ルーラの政治姿勢の特徴は以下の諸点に要約できる。 

１ 政治の専門家の助言をよく聞く。ルーラ大統領の大統領特別補佐官のクシンスキや外交問題

担当のガルシア，報道官であったシンジェルが異口同音にこれを指摘している。 

２ 卓越したコミュニケーション能力の持ち主である。これは，過去に前例のない政治家ルーラ

の経歴によるところが大きい。 

３ 仲介者としての能力に優れている。これは上記の１と２にも関連している。国内外の立場を

異にするグループ間の調整役としての実績である。顕著な例は金属労組委員長である。 

４ 選挙運動におけるマーケッティングの有利さが幸いした。IT とテレビに支えられた広報の勝

利であったとも形容できる。 

５ 「社会正義」や「格差是正」に道を開いた。この継続のため，後続の政治家を支援している。 

６ 世界に対して，先進「中心」諸国ではなく新興「周辺」諸国を重視し，ブラジルが「周辺」

諸国の債務国ではなく，債権国として協力する，という姿勢を強調した。 

７ ルーラは北東部住民に対してはポピュリストとしての性格を指摘できるが，ブラジル国民全

体に対しては，過去の政治家ヴァルガスの内陸部開発志向の「ブラジリダーデ」やクビシェッキの

「開発優先主義」を感じることができる。 

 

要するに，ブラジルの今日の経済発展を成功に導いたのは新自由主義による経済政策である。し

かしこれを掲げる当時の与党候補者に対して，野党 PT のルーラは、反新自由主義と社会正義実現の

福祉政策を主張して選挙に勝利したのである。新自由主義と社会正義という相反する理念を同時に

受入れさせたルーラの政治運営は、そのカリスマ性ゆえに可能であったと言えよう。この撞着とカ

リスマ性こそが、すでに述べた 20 世紀前半の指導者ヴァルガスに通じる、近現代ブラジル史におけ

るブラジル指導者の本質の 1 つであると理解できるのである。 
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注 

                        

 
1 郵便局汚職疑惑に端を発して，ブラジルの政治危機が深刻になった 2005 年 7 月初旬，サンパウロのカ

トリック大学教授が，若者向けのグローボ TV の深夜番組 Altas Horas で，「ブラジルは永く黒人奴隷制

が続き，20 世紀になっても，独裁政治を経験した国であって，実は今，もっとも民主的になったといえ

る。もっと将来に希望を持って良い。それから，ルーラ大統領で凄いのは，彼の経歴だ」と，若者を励

ます発言をしていた。 
2 大統領選挙第１回投票結果（2002 年 10 月 9 日）（Folha de São Paulo のネットより） 

  ルーラ（PT）      3,944 万 3,765 票（46.44%） 

   セーラ（PSDB）      1,970 万 0,465 票（23.20%） 

   ガロティーニョ（PSB）  1,517 万 5,729 票（17.87%） 

   シーロ（PPS）          1,016 万 7,597 票（11.97%） 

  ジョゼ・マリア（PSTU）    40 万 2,040 票（ 0.47%） 

   ルイ・コスタ（PCO）       3 万 8,608 票（ 0.05%） 

大統領選挙決選投票結果（2002 年 10 月 27 日）（Folha de São Paulo のネットより） 

  ルーラ（PT）         5,279 万 3,364 票（61.27%） 

   セーラ（PSDB）         3,337 万 0,739 票（23.20%） 

有効総数             8,616 万 4,103 票（100.00%）（10 月 29 日集計終了） 

 
3 ルーラ勝利の選挙運動の報道官を担当したシンジェルは，ルーラをポプリストとは見ていない。仲介役

としてのコミュニケーション能力に優れた人物と評している（2011 年 8 月のインタビューより）。 
4 参照： 2002 年選挙高等選挙裁判所（TSE）決議通達ホームページの URL: 

http://www.tse.gov.br/eleicoes/eleicoes2002/instrucoes/inst_2002.html 

ブラジル大統領選の各候補の政見放送は，1 日で 100 分を 2 回に分け，50 分＋50 分。このうち，半分

を各候補者に平等に配分。残りを，ある時期の下院勢力にしたがって配分。その結果，主な 4 人の候補

者の配分は以下のとおりとなっていた。 

セーラ 1 日 20 分 46 秒 

ルーラ 1 日 10 分 38 秒 

シーロ 1 日 8 分 34 秒 

ガロティーニョ 1 日 4 分 26 秒 

5 2009 年 8 月 14 日にブラジリア大統領官邸でガルシア特別補佐官に面談し，「ルーラ勝利はドゥダによ

るところが大きいとの評価があるが」との筆者の質問に対して「相手候補に彼が協力しなかった，とい

う点で，彼を取り込んだのは良かった」と返答した。 
6 奇しくも決選投票の州別結果はカーニバルの地リオのルーラ人気が１位となった。（Folha de São 

Paulo のネットより） 

   ルーラ（PT）           78.97% 

    セーラ（PSDB）           21.03% 

有効総数  800 万 576 票（100.00%）（10 月 28 日集計終了） 
7 2002 年 9 月 25 日から決選投票ルーラ勝利の 10 月 27日までの 30 日間を撮影した記録映画『Entreatos
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（幕間）』によって選挙運動の状況を詳しく知ることができる。公開：2004 年，時間：117 分，監督：João  

 Moreira Salles。 

8 2006 年 10 月 29 日（日）の大統領決選投票の結果： 

ルーラ（PT）     5,829 万 3 千 345 票（60・83％） 

アルキミン（PSDB）    3,754 万 2 千 751 票（39・17％） 

9 ルーラ大統領のスピーチを分析すると，そのポルトガル語に，北東部の民衆言語の発音を観察できる。

つまり，名詞の複数形の語尾 s や，不定詞の語尾 r の欠落などの現象である。 

北東部セルタン（奥地）を舞台としている『Eu Tu, Eles（私の小さな楽園）』，『Abril Despedaçado

（ビハインド・ザ・サン）』，南東部リオと北東部のセルタンの口語の聞ける『Central do Brasil（セン

トラル・ステーション）』作品を取り上げ，サンパウロやリオのような都会の現象ではない，地方のセル

タン住民，つまりセルタネージョの訛りを調査した。参照：筆者「映画の台詞に基づく現代ブラジル民

衆言語研究―セルタネージョ（奥地住人）のポルトガル語―」京都外国語大学『京都ラテンアメリカ研

究所紀要』第 9 号， 2009年 12 月，33-45 頁。 

10 FOLHA.com 

http://www1.folha.uol.com.br/poder/806922-dilma-para-de-cair-tem-4-pontos-a-mais-que-soma 

dos-rivais-e-2-turno-e-incerto.shtml 

（アクセス日 2010 年 10 月 1 日） 

11 Folha on line. “ELEIÇÕES 2002” 

http://www1.folha.uol.com.br/folha/especial/2002/eleicoes/ 

（アクセス日 2002 年 11 月 1 日） 

 
13 「《麗しの都市》と歌われるブラジルの旧都リオデジャネイロの訪問者は誰でも，イパネマやコパカバ

ーナ海岸の瀟洒な風景と対照をなす山肌の低所得者層共同体の住居群，いわゆるファヴェーラの光景に

強烈な印象を受けることになる。リオ市ペレイラ・パソス研究所の SABREN の統計によると，ファヴェー

ラ数は 2002 年現在 752 に達し，居住者の人口はリオ市全体の 18.7％を占めている 。20 世紀後半，ファ

ヴェーラ人口はリオ市全体の約 2 倍を超える率で増え続けた。IBGE（ブラジル地理統計院）の資料によ

れば，1950 年はリオ市全体の人口 237 万 5 千人に対してファヴェーラ人口は僅かに 16 万 9 千人であった

が，1960 年は 330 万人に対して 33 万 5 千人，1970 年は 425 万 1 千人に対して 56万 5 千人，1980 年は

509 万人に対して 72 万 2 千人，1991 年には 548 万人に対して 96 万 2 千人に増加した」。参照：筆者「旧

都リオデジャネイロにおける低所得者層共同体誕生の歴史研究」京都外国語大学『京都ラテンアメリカ

研究所紀要』第 6 号， 2006 年 12 月，92-93 頁。 

14 “POLÍTICA” ESTADÃO.COM.BR 

http://www.estadao.com.br/especiais/o-2-turno-na-cidade-do-rio-de-janeiro-zona-a-zona,1

23646.htm  （アクセス日 2010 年 11 月 1 日） 

15 「建物が密集する旧市街に道幅の広い中央通りが造られると、蜂の巣（コルティーソス）は取り壊さ

れることになり、下町は商業専門の町として生まれ変わった。そしてカリオカたちは、ふた手に分かれ

て町の中心地から出ていった。まず蜂の巣の貧乏人たちは、建造物の建てられないような急斜面に広が

る「ファヴェーラ favela」と呼ばれる新しくできた山側の貧民窟にあばら屋を建てて暮らすか、北側の
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地区にのびる鉄道の線路脇に追い払われた。」Vianna、Hermano. O Mistério do Samba. Rio de Janeiro: 

Jorge Zahar Ed.:Ed. UFRJ、1995. pp.21-22.  ヴィアナ、エルマノ（武者小路実昭訳、水野一監修）『ミ

ステリー・オブ・サンバ』ブルース・インターアクションズ、2000 年、16-17 頁。 

16 “POLÍTICA”  ESTADÃO.COM.BR 

http://www.estadao.com.br/especiais/o-2-turno-na-cidade-do-rio-de-janeiro-zona-a-zona,123

646.htm （アクセス日 2010 年 11 月 1 日） 
17 2010 年の選挙結果は、投票数 1 億 660 万 6,214 票、有効数 9,946 万 3,917 票  （93.30％）、 白票 

245 万 2,597 票（2.30％）、 無効  468 万 9,428 票（4.40％）、  

棄権  2 千 919 万 7,152 票 。 

1 方、2002 年の結果（2002年 10 月 27 日）は、ルーラ（PT）が 5,274 万 6,341 票（61.28％）、 

セーラ（PSDB） 3,332 万 4,881 票（38.72%）であり、無効 376 万 9,223 票、白票 172 万 6,826 票、

棄権 2,353 万 1,545 票であった。 
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視覚障害をもつ留学生受け入れの課題 

――京都外国語大学における授業外支援の取り組み―― 
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要旨  

Kyoto University of Foreign Studies accepted an exchange student with visual impairment from an 

overseas partner university in 2013. A researcher and graduate students worked as  “Tutors” to support 

his studies. Through the experience in the first half-year, it was realized that there should be other 

forms of assistance as well. These forms of assistance should include1) accessibility on and off 

campus, 2) accessibility of information and 3) accessibility to establish social networks. Initially, this 

assistance was mainly carried out by “Tutors”, but in the later half, support activities were  improved 

through keeping in contact with faculty members, who were already involved.  Moreover, a manual was 

made about how to support students with visual impairment on campus to share this experience with 

others who would work with future students. Additionally this study presents the data for improvement 

of education quality and is the first step towards demonstrating “reasonable accommodation” on 

campus. 

【キーワード】視覚障害，留学生，学習支援，生活支援，合理的配慮 

 

1. はじめに  

京都外国語大学では 2013 年度秋学期より一年間、重度視覚障害をもつ交換留学生  (以

下、A さんと呼ぶ) を受け入れた。京都外国語大学はこれまでにも視覚障害をもつ学生を

受け入れてきているが、留学生という点では今回が初めてであった。筆者ら、日本語教育

を専門とする研究員、大学院生は Aさんが他の留学生と共に日本語の授業を履修すること

ができるよう、授業外で個別指導 (以下、チュートリアル) を行うチューターとして支援

に関わった。  

日本学生支援機構  (2014) が全国の大学等に対して行った実態調査によると、障害学生

が一人でも在籍する大学が全体の過半数を超えているにもかかわらず、障害学生に関する

規定や専門家が常駐する支援室などを設けている大学はごくわずかであったという。また、
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山本他 (2011) においても、障害学生の受け入れは多くの大学にとって看過できない課題

でありながら、組織的に対応できているところは少なく、対症療法的な対応をしながら模

索している機関が多いと指摘されており、京都外国語大学もその例に漏れない。現時点で

は障害をもつ学生を支援する専門部署が設置されていないため、視覚障害をもつ学生への

支援として、学習面においては点訳教材の提供などを行っている程度であり、生活面にお

いては学生本人の家族に多くを頼っているというのが実情である。  

 障害をもつ学生にももたない学生にも、すべての学生には充実したキャンパスライフを

送る権利が保障されるべきであるが、生活の基本的なニーズが満たされず、心身の面で不

安があれば、あるいは希望の授業を履修するための環境や教材などが整っていなければ、

充実したキャンパスライフを送るためのスタートラインに立つことすら困難になるであ

ろう。視覚障害をもつ留学生が充実した留学生活を送るためには、学習環境だけでなく、

最低限の生活環境の整備も必要であり、さらに、そのための支援を行い、継続的に支援の

内容や質を検証していくことが肝要であると考える。  

筆者らは、Aさんへの支援を半年間行った時点で、実践を振り返り、支援をよりよいも

のにするため、いくつかの課題を挙げた。その際に挙がった課題について、その後修正を

加えながら、さらに半年間実践を継続して行った。本稿ではその報告を行い、考察する。 

 

2. 本研究の目的  

2014 年、日本は国連において「障害者の権利に関する条約」を批准し、条約締結に合わ

せて国内において様々な法整備がなされた。2013 年に制定された「障害を理由とする差別

の解消の推進に関する法律」では、障害者が教育を受けるために必要となる「合理的配慮」

の義務化 (1) について触れられている。合理的配慮の具体的な内容として文部科学省の「第

３次障害者基本計画  (高等教育における支援の推進) 」では、授業等における情報保障や

教科書・教材に関する配慮、施設のバリアフリー化等が挙げられている。また、同じく文

部科学省の「障がいのある学生の修学支援に関する検討会」は、今後の課題として各大学

等の状況を考慮し、種々の事例、知見を蓄積し、さらに検討をしていくことが必要である

としている。  

今回の試みを振り返り、大学としての支援の在り方について考え、「合理的配慮」の具

体的に意味するものとは何なのかという検証への足掛かりとして、次へつなげる課題を挙

げることが本研究の目的である。  
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3. 支援の概要  

 先天性の重度視覚障害をもつ A さんはカナダにある京都外国語大学の協定校からの交

換留学生として 2013 年９月に来日した。来日前に既に約二年の日本語学習歴があり、中

級レベル相当の日本語能力を持ち合わせていた。  

Aさんは母国の大学において、チューターによる教材の提供および個別指導という学習

面の支援を受けてきており、日本での留学生活でも同様の支援を受けることを希望した。

そのため、筆者らは大学（京都外国語大学）側から依頼を受け、チューターとして Aさん

の学習面の支援を行うことになった。  

これまで受け入れてきた視覚障害をもつ日本人学生の多くは、大学の近くに住む家族の

支援を受けていた。しかし、日本で留学生として寮生活を送る Aさんにはそのような支援

がなく、また日本社会で生まれ育ったことで得られる経験的知識もないため、それらの点

を補う必要性があると考えるに至り、学習支援に加え、生活面の支援も行うこととなった。 

支援を行う際には、本人の自立を目指すことを基本方針とし、毎回手を貸すのではなく、

一人でできるようになるまで繰り返し指導や練習を行った。常に支援する側、される側と

いう一方向的な関係を打破したいと考えたためである。  

 

4. 生活支援  

「障害者の権利に関する条約」では、障害をもつ人が自立して生活し、あらゆる機会へ

参加することができるよう、交通機関や公的な施設、サービス等へのアクセスを妨げてい

る障壁を取り除くための適切な措置が取られるべきであると定めている (2)。 

今回、我々の支援においても同じ目的から「場所」「情報」「他者」への３つのアクセシ

ビリティを向上させるための支援活動を行った。  

 

4-1 場所へのアクセシビリティ  

 来日後、二ヶ月の間はほとんどの移動にチューターや友人の付き添いを得ていたが、一

人で好きな時に好きな場所へ行き、目的を達成することは生活する上で最低限必要なこと

であると考え、Aさんが行きたい場所へ一人で安全に移動できるよう、歩行指導を行うこ

とにした。 

 青柳他  (2012:100) は視覚障害者が視覚に頼らずに空間を理解し、視覚以外の感覚から

得た様々な情報を手がかりとして、行きたい場所へ安全に移動できるようになるためには、

系統的な指導が不可欠であるとしており、順序立てて練習を行う必要があった。  

歩行指導を行う前に、まず大学キャンパスおよび近隣の交差点の立体地図を作成した。



60

立体地図に触れることにより頭の中に地図が描かれ、移動の際にこの地図を思い描くこと

が手助けとなるためである。次に、立体地図の読み解き方を口頭で説明し、何度も触れな

がら理解させた後、チューターが少し離れて後ろを歩きながら適宜指導をし、繰り返し同

じ経路を歩く練習を行った。 

歩行指導の際には、日本の交通事情や、視覚障害者のために設置されている点字ブロッ

ク、音響装置付き信号機等についても説明を行った。また、視覚以外の聴覚や触覚を活用

して現在の位置、移動する方向を確認するための情報が得られるよう、歩行の手がかりと

なるものを確認しながら練習を行った。一、二週間後、チューターが後方から見守る形で

同じ経路を一人で歩いてもらい、一時的な理解にとどまっていないか、定着の確認を行っ

た。 

 

4-2 情報へのアクセシビリティ  

 健常者は日々、無意識のうちに多くの情報を視覚によって受け取っているが、重度視覚

障害をもつ Aさんの場合、視覚から受け取る情報はないに等しい。また留学生であるため、

日本社会に関する既有知識も少なく、情報を自ら得ることも難しい面があり、我々チュー

ターが間に入り、以下のような情報を必要に応じて伝えるようにしていた。例えばキャン

パス内の情報であれば、掲示板等に出される教室変更や休講の情報、学内で催されるイベ

ントや学生が利用できる様々なサービスの情報など、またキャンパス外の情報であれば、

交通機関の時刻表や鉄道の乗換、欲しいものがどこで購入可能かといった情報、さらに障

害者のための公的なサービスや民間企業が行っているサービス等の情報などである。 

 

4-3 他者へのアクセシビリティ  

重度視覚障害者は相手の表情やボディーランゲージを視覚によって読み取ることがで

きないため、表情などに表れる相手の関心や好意を確認しながら知らない人に自ら話しか

けることは困難である。このような困難点は、本人の性格が明るく、積極的であるからと

いって解決するような問題ではない。  

盲学校へ通う視覚障害者の友人関係を調査した永松他  (1996) は、視覚障害者が自ら働

きかけて人間関係を築いていく上でのもうひとつの困難点として、「場」が少ないことを

挙げている。視覚障害者は行動範囲が狭いことから、健常者との交流の機会がほとんどな

く、友人は盲学校内に限られるとされ、卒業後は地域のサークル活動など、機会を与えら

れることで友人関係が形成されることが多いとしている。  

大学では人との出会いの機会は多いように思われるが、実際には、なかなか交流の機会
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5. 学習支援 

 

5-1 教材の提供  

 A さんは日本語学習に点字を使用せず、スクリーンリーダ (4) を用いて学習するスタイル
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ため、授業で使用する教科書や配付資料などの紙媒体の教材類をテキストデータに打ち直

す必要があった。しかし、スクリーンリーダに漢字仮名交じり文を読み上げさせると、漢

字の読みを間違えることがある  (例：「外大前」（がいだいまえ）というバス停の名前を「が

いおおまえ」と読み上げるなど）。日本語学習者にとって漢字の読み間違いを、文脈から

の推測によって修正することは困難であると考えられたため、教科書の打ち直し作業では、

漢字仮名交じり文をすべてローマ字表記に打ち直した。Aさんが受講する授業の進度に合

わせ、予習に間に合うよう順次打ち直し作業を行った。  

 テキストデータへの打ち直しの際には、授業中、教員の指示に反応できるよう、教科書

に対応したページ番号を入れる、文字列検索がしやすいようにアルファベットの大文字・

小文字で区別をつける、といった工夫を施した。また教科書内の絵や図、表など文字に変

換できないものは描写説明を加え、地図などの、言葉での説明ではわかりにくいものにつ

いては模型を作るなどした。  

授業の担当教員らが Aさんの使用している教材を把握できるよう、事前に教科書などの

テキストデータをメールで送付していたが、その際、書き直した箇所や加筆した点などを

まとめた文書を添付するようにし、授業中の指示の出し方にも配慮がなされるよう図った。 

 

5-2 チュートリアル  

 2013 年度秋学期には週４回、2014 年度春学期には週３回、A さんが受講する「基礎日

本語」の予習、復習を中心に、１回 90 分のチュートリアル (5) を行った。  

授業を受けるための準備として、どのような手順で授業が進められるのか、また他の学

生が使っている教材の構成、挿入されているイラストや図表などについても口頭で説明を
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加え、授業の進行に戸惑わずについていけるよう図った。  

視覚障害者は、視覚から情報を得ることが困難であるため、限られた情報や経験の範囲

内で概念を形成する場合がある。特に実体や具体的経験を伴わないまま、言葉による説明

だけで事物・事象や動作を捉えてしまうバーバリズムと呼ばれる傾向がある (文部科学省

2009:230)。そのため、チュートリアルでは口頭での説明以外に、実物やレーズライター (6) 

で描いた絵を使用し、聴覚や触覚、味覚、嗅覚などによる理解を促した。  

通常、中級レベルの日本語教科書は漢字仮名交じり文で書かれていることが多く、学習

者は、同音異義語を表記の違いによって弁別し、複合語は使われている漢字から意味を類

推するというストラテジーを使うことができる。しかし、今回ローマ字に変換された教材

を用いたことで、そのようなストラテジーを使うことが困難となったため、導入する語彙

の英訳や例文、補足説明などをまとめた教材を準備し、指導の際にはその語がどのような

文脈で使われることが多く、どのような語と共起しやすいのかといった情報も与えるよう

にした。 

 

6. まとめと今後の課題  

 今回、筆者らは視覚障害をもつ留学生のチューターとして一年間、生活、学習の面から

さまざまな支援活動を行った。生活支援としては「場所」「情報」「他者」へのアクセシ

ビリティの向上を図った。普段、健常者が当たり前に行なっているこれらのアクセスを視

覚障害者の立場から捉えなおし、チューターは「場所」「情報」「他者」への橋渡しとな

るよう、支援にあたった。学習支援では、視覚障害をもっていても他の留学生と同じ授業

が受けられるよう、配慮がなされた教材の提供を行い、授業の予習、復習を中心としたチ

ュートリアルを行った。  

一学期間の支援活動を終えた時点で半年間の試みを振り返り、大学において視覚障害を

もつ留学生を受け入れる上での問題として、指導法や環境整備等に関する「専門性の欠如」、

障害をもつ学生を支援するコーディネーターや専門部署がないことで支援システムとし

ては不安定であることから「連携不足」「人手不足」であることを挙げた (7) 。そしてこれ

らの課題を解決するための策として、以下の具体案を挙げた。  

 

①支援ネットワークを構築する 

②障害教育や学生支援に関する知見を深める 

③各事例の支援内容や支援方法を記録し、共有する 

④各事例を障害教育や学生支援について学ぶためのリソースとして活用する 
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①から④に関して、二学期目の支援活動の中で以下のとおり修正を加えることができた

が、いくつかの課題も残った。 

①の支援ネットワークの構築に関しては、長期的目標として、障害をもつ学生の支援を

行う専門部署を設置し、専門家による支援が行える体制を整えていくことが必要であろう。

さらに教職員だけでなく、ボランティアとして支援活動を行う学生を養成するなど、支援

に携わる人員を確保していくことが望まれる。その上で、連携して円滑に支援が行えるよ

うな人的ネットワークを構築していく必要がある。今回の取り組みの期間中に、新しい施

設や人員を増やすことはできなかったが、既に支援に関わっていた教職員間の連携を強化

するため、次のようなことを行った。まず、予習の時点で気づいた、授業の中で配慮した

ほうがよい点等があれば、チューターから Aさんの授業を担当する教員らに報告するよう

にした。また、教員らの授業後の引き継ぎのメールをチューターにも転送してもらうよう

にし、双方向にやりとりができるように図った。チュートリアルで使用した模型などの教

材を教員らに授業の中でも活用してもらい、Aさんのクラスの学生にいつもとは異なる学

びの機会を提供することができたことも副次的なメリットである。また、生活の面でも、

買い物の同行を寮の職員と連携して行ったり、警備の職員とキャンパス内で移動する際に

注意が必要な事項について情報共有をしたりすることなどができた。しかしながら、前述

のとおり大学組織全体に関わる支援ネットワークの構築については、今後の課題となる。 

②に関しては、筆者らは障害教育の専門家ではなく、また、事前に十分な準備期間も取

れなかったため、学習面の支援においては多くの反省点が残った。しかし、支援活動のか

たわら他大学で開催されたセミナーなどに足を運び、障害学生支援に関して多くを学ぶこ

とができた。また、学内においては職員の集まりで今回の取り組みについて話す機会を得、

職員間で障害学生受け入れの課題や今後なすべきことについて共有することができた。今

後は専門家を招き、講演会やセミナーなどを開催していくことも検討したい。教職員のみ

ならず大学全体で関心を持ち、今後も知見を深めていくことが必要である。 

③の点に関しては、支援の取り組みが終わった時点から『視覚障害をもつ留学生を支援

する人のためのサポートブック』の作成に取り掛かり、今回行った支援の内容、方法につ

いて写真などを使ってわかりやすく記述したものを各部署に配付した。今後も、様々なニ

ーズをもつ障害学生の受け入れ事例を随時記録していき、支援の充実につなげていくこと

が必要であると考えられる。 

④の点に関しては、研究員が主催する「ニケの会」という勉強会において、Aさんと研

究員のトークセッションを企画し、学生に視覚障害をもつ留学生の日常や支援の様子につ
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いて学ぶ機会を提供した。教職課程の授業でも同様のセッションを行ったが、出席した学

生からは大きな反響があり、セッション後には「自身の大学でこのような取り組みが行わ

れていることに誇りを感じた」「将来教師になった時のヒントを得た」といったコメント

も寄せられた。このような、個々の事例から障害教育や学生支援について学ぶ機会を継続

的に提供できれば、障害をもつ学生への理解がより一層キャンパス全体に広がることも期

待できよう。  

 

7. おわりに  

筆者らは、すべての学生に等しく教育を受ける権利を保障し、充実したキャンパスライ

フを送るためのスタートラインに立てるよう環境を整えることこそが、「合理的配慮」で

はないかと考え、支援を行う上での指針とした。視覚障害をもつ留学生がスタートライン

に立つためには、障害に配慮した教材教具の確保や、環境のバリアフリー化だけでは不十

分であることに気づき、場所・情報・他者へのアクセシビリティを向上させるという生活

面の支援を行うに至った。しかし、大学として今後も「合理的配慮」とは何であるのか、

検討と改善を続けていくことが必要である。  

2016 年、「障害者差別解消法」が施行されれば、私立大学にとって、障害をもつ学生に

合理的配慮を提供することが「努力義務」となり、対症療法的な対応を続けていくことは

許容されない。多様性が活きるキャンパス作りの一環として、すべての学生が充実したキ

ャンパスライフを送ることができるよう、障害をもつ学生の受け入れ体制の整備に向けて、

今後も努力を重ねていくべきである。  

 

注 

(1) 第七条、第八条に記述がある。  

(2) 第九条に記述がある。  

(3) 日本語教員養成推進室では、日本語教育を専門とする研究員や TA (ティーチングアシスタ

ント) が常駐している。日本語教育に関する書籍や教材教具などが揃っており、主に日本語

教員養成コースを専攻、副専攻とする学生が授業や教育実習の準備をするために利用してい

る。また、留学生の利用もあり、日本人学生と留学生の交流の場ともなっている。  

(4) コンピュータの画面に表示された文字情報を音声で読み上げるソフトウェアである。  

(5) チュートリアルでの指導の工夫については、北川幸子・辻野美穂子・古澤純  (2014)「視覚

障害をもつ日本語学習者への指導の工夫：教授法と教材教具」 (『日本語教育方法研究会誌』

21-1, pp. 4-5) で詳述した。  
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(6) 表面作図器とも呼ばれる視覚障害者のための筆記具である。特殊なセロファンにペンで文  

字や図形を書き込むと、線が立体的に浮き上がり、指先で読み取ることができる。  

(7) 北川幸子・辻野美穂子・古澤純「全盲留学生のキャンパスライフを充実したものにするた

めに」 (京都外国語大学国際言語文化学会第１回大会 , 口頭発表) 
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要旨  

본 논문은 저자가 근무하고 있는 한국 대학교의 일본어 교육현장에서 저자가 진행한 2013

년도 2학기의 일본어 수업에 관한 연구이다 .  

한국의 일본어 교육에 있어서는 일본어 언어 환경이 열악한데다 또 자국어라는 공통적 언

어가 존재하기 때문에 학습자들이 일본어로 커뮤니케이션을 하고 자신의 생각을 표현할 수 있

는 기회가 많지 않다 .  

저자는 이런 문제점을 해소하기 위하여 일본어 수업에  '래버러토리 방식의  체험학습법 ’ 을  

도입하였다. 래보러토리 방식의 체험학습법은 주로 학습자간의 관계성에 초점을 두고 그룹 체

험활동을 통해 이루어진다 . 즉 공동적인 주제를 갖고 그룹 별로 발표하고  토론하는 과정에서  

서로에게 영향을 끼치며 자타가 함께 발전할 수 있는 유익한 학습법이다(쯔무라2010). 미리 

준비한 일본어 텍스트를 수업에 활용하여 언어 환경을 조성하고 학습자들이 일본어로 커뮤니

게이션이 가능하도록 유도한다 .  

본고에서는 래버러토리 방식의 체험 학습법의 진행 과정에 대해 구체적으로 분석하였으며  

또 학습자들의 의견을 수렴하여 필요한 보완책을 제시하였다 . 

【キーワード】外国語としての日本語教育  学習環境デザイン  教室活動  ラボラトリ

ー方式の体験学習  KJ 法  

 

1. 問題の所在と研究目的  

 近年、知識は獲得されるべきものとして先立ってあるものではなく、人々のインタ

ーアクションを通した協働によって編み直される関係性の中で創出され、主体的に学

ばれるものだという新しい学習観が広がりつつある（岡本 2007）。日本語教育におい

ても、「コミュニケーション主体である学習者は、自分の母語が何であるかにかかわ
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らず、日本語というコミュニケーション行為を通じて、自らの気持ち、思い、認識、

考え、意見などを他者と『伝え合う』こと、それを『積み重ねる』ことにより、一人

のコミュニケーション主体として学び、成長していく」（蒲谷・細川 2012:36）こと

が目指される。教師の役割はそうした学びを支援することにある。しかし、外国語と

して日本語を学ぶ環境において、そのような場を作ることはなかなか難しい。例えば、

筆者の勤務する韓国の地方私立大学の日本語学科の場合、日本語に強い興味・関心を

持つ学習者がいる一方で、全く学習動機を見出せないまま在籍している学習者も少な

くない。教室外で日本語に触れる機会も少なく、教室では学習者は共通の母語（韓国

語）を持つため、日本語を話さなければならないという必然性に乏しい。そうした環

境で教師に求められていることは、いかにして表現活動を活性化し、複数の学習者が

集う教室を、学習者同士が日本語での対話を通じて学びあう場にしていくことができ

るかということである。  

そこで、今回試みたのが「ラボラトリー方式の体験学習 （ １ ）」である。日本語で書

かれた実習教材を用いることで「学習者同士が教室で、日本語で対話する場」を作る

ことができないかと考えた。  

本稿では、筆者が 2013 年度２学期に行った実践内容と学習者のふりかえりレポー

トを分析し、海外の大学の日本語教育現場にラボラトリー方式の体験学習を取り入れ

ることにより、どのような「学び」が期待できるかを検討する。  

 

2. 授業実践の概要  

 

2-1 ラボラトリー方式の体験学習とは  

 ここでの“ラボラトリー”は、「自分が自分のことをいろいろと試みる場」を意味

する。特定の教科内容から離れ、特別に設計された場において学習者間の関係性に焦

点をあてたグループ体験活動を行うことを通して、自分自身のことや人間関係そのも

のを主体的に学んでいく学習方法である (津村 2010a）。  

本実践で行ったのは情報カードを用いた「問題解決実習」と、集団の合意形成を体

験する「コンセンサス実習」の２種の実習教材を用いた活動である。前者は、比較的

初期のグループ学習時に用いることができる実習とされ、各自がカードに書かれた断
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 ここでの“ラボラトリー”は、「自分が自分のことをいろいろと試みる場」を意味

する。特定の教科内容から離れ、特別に設計された場において学習者間の関係性に焦

点をあてたグループ体験活動を行うことを通して、自分自身のことや人間関係そのも

のを主体的に学んでいく学習方法である (津村 2010a）。  

本実践で行ったのは情報カードを用いた「問題解決実習」と、集団の合意形成を体

験する「コンセンサス実習」の２種の実習教材を用いた活動である。前者は、比較的

初期のグループ学習時に用いることができる実習とされ、各自がカードに書かれた断

 

 

片的な情報を持ち寄り、課題を解決していくものである。例えば、９週目に実施した

「トシ君のおつかい」（表１参照）では、情報が書かれたカードが全部で 20 枚あり、

１グループ５人の場合１人の持つ情報カードが４枚となる。カードには、【はじめに

おつかいをしたのは『くすりや』です】、【『でんきや』のとなりは『くだものや』で

す】といった部分的な情報が書かれている。それらの情報を繋ぎ合わせると、トシ君

がおつかいをした商店街の地図が浮かび上がってくる。情報カードには【『とうふや』

はトシ君が学校を出てから何番目に入った建物ですか？】といった課題文も含まれて

いる。参加者は手持ちのカードを他のメンバーに見せない、各自が持っている情報は

声に出して伝える、情報カードの情報をそのまま書き写さない（絵や単語をメモする

のは構わない）といったルールを守りながら、情報を持ち寄って課題の答えを導き出

していく。  

後者のコンセンサス実習は、“正解”がない中での合意形成の難しさや楽しさを体

験するもので、グループの各メンバーの価値観や考え方を大切に扱うことを重視して

いる。例えば、 13 週目に実施した「ぼくらのリーダー」は、リーダーとして望まし

い人柄を８つ選ぶというもので、すでに決まっている５つ（責任感がある、積極的で

ある、公平である、明るい、思いやりがある）に、３つ加えるとしたら何を選ぶか、

７つの選択肢から選ぶのが課題である。学習者はまず個人の意見として３つ選び、そ

の理由を考える。次に、グループ内でそれぞれの意見に耳を傾けながら、最終的にグ

ループとして何を選ぶか意見をまとめる（津村 2012）。コンセンサス実習の場合、答

えが１つとは限らない。30 人クラスの場合５～６グループに分かれて活動している。

活動の最後に各グループの結果やその理由を発表し、クラス全体で場を共有する時間

も有意味である。なお、本実践ではさまざまな学習者と活動することに意味があると

考え、毎回、くじ引きなどでランダムなグループ分けを行った。  

ラボラトリー方式の体験学習では、一般的に参加者に対して毎回の実習後にふりか

えりシートの記入を求めることが多い （ ２ ）。本実践でも毎回のふりかえりシートと、

全プログラム（９～ 14 週）終了後のふりかえりレポートの記述を求めた。この実践

は「教室で日本語を使う」ことに主眼があるが、学習者は日本語で書かれた実習教材

を用いてグループ活動を行い、シートに記入するまでの一連の活動の中で、日本語で

「読む、書く、話す、聞く」の４技能を求められる。  
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2-2 ラボラトリー方式の体験学習を実施した日本語クラスの概要  

【科目名】日本語学科専攻科目「高級日本語練習」  

（学部３年対象、日本語能力試験 N1 対策）  

【開講時期】 2013 年度２学期（９月～ 12 月）  

全 15 週（週３コマ：月曜 60 分×１コマ、火曜 60 分×２コマ）  

【受講者】韓国の大学で学ぶ学生 30 名  

   (内訳：学部３年 27 名、４年３名／日本語主専攻者 26 名、複数・副専攻者４名 ) 

【コースの流れ】  

１～７週目： N1 文法授業（月曜１コマ）  ＋  絵本の翻訳（火曜２コマ） 

      ８週目：中間試験  

      ９週目：中間試験のフィードバック＋本実践  

    10～ 14 週目： N1 文法授業（月曜１コマ）＋本実践（火曜２コマ）  

        15 週目：期末試験・ふりかえりレポート提出  

【使用教材】津村俊充（ 2012）『プロセス・エデュケーション』金子書房  

 

表 1 授業で用いたラボラトリー方式の体験学習の実習内容  

 実習名  実習の種類  ふりかえり  

９週目  「トシくんのおつかい」  問題解決実習  シート記入  

10 週目  「西海大学キャンパスマップ」（ ３ ）  問題解決実習  シート記入  

11 週目  「いろいろな人が住むマンション」  問題解決実習  シート記入  

12 週目  「東京観光マップ」  問題解決実習  シート記入  

13 週目  「ぼくらのリーダー」  

「なぞのランナー」  

コンセンサス実習  

問題解決実習  

シート記入  

14 週目  「５人のツアーガイド」  

「めざせワールドカップ 2014」  

コンセンサス実習  

問題解決実習  

シート記入  

15 週目  期末試験   レポート提出  

 

3. 調査概要  
 

3-1 目的  

 本調査の目的は、海外の大学で外国語として日本語を学ぶクラスにおいてラボラト
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3. 調査概要  
 

3-1 目的  

 本調査の目的は、海外の大学で外国語として日本語を学ぶクラスにおいてラボラト

 

 

リー方式の体験学習を活用することで、①教室は「日本語を使って学習者同士が対話

し、学び合う場」となったか、②この学習による「学び」の特色は何か、の２点につ

いて明らかにすることである。  

 

3-2 調査協力者  

調査協力者は、筆者が担当する「高級日本語練習」を受講した韓国の大学生 30 名

である。  

 

3-3 倫理的配慮  

 分析対象は、学期末に受講生全員に課したレポートである。調査に当たっては、筆

者が受講生全員に調査の趣旨を説明し、調査の協力を拒否しても成績には影響しない

こと、個人情報の守秘、得られたデータは研究目的以外に使用しないことなど倫理的

配慮について書面および口頭で伝え、同意を得られた者のレポートを分析対象とした。 

 

3-4 調査時期  

 2013 年 12 月 17 日までに提出されたレポートを 2014 年 1 月 29 日に分析し、同年

11 月 22 日に修正を加えた。  

 

3-5 調査方法  

学習者が考える本実践による「学び」を幅広く捉えるため、レポート課題の「これ

までの問題解決学習（ ４ ）をふりかえって、この学習からあなたが学んだこと、考えた

ことはなんですか。」「授業の感想があれば述べてください。」という問いに自由記述

（字数制限なし）で回答を求めた。データの分析にあたっては、KJ 法（ 1986 年版）を

用いた。学習者自身が語るふりかえり（意見や感想）をデータとし、分析する本研究

に適していると考えたからである（川喜田 1970）。  

まず、ふりかえりレポートを通読した上で、上述の２点の問題意識に依拠して記述

単位を抽出し、なるべく原文の表現のまま、１つの意味のまとまりごとに区切り単位

化した。単位化したデータをカードにして読みやすく並べ、内容の類似性に着目し、

質的に似ていると思われるカードを集めてグループ化した。グループの内容を表す一
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文を考え、見出し（サブカテゴリ）をつけた。類似したグループがある際には、さら

なるグループ化を行った。最後に見出しカードをもとに、さらに大きなグループ（カ

テゴリ）を編成し、整理した。  

 

4. 調査結果  

 ラボラトリー方式の体験学習を用いた日本語の授業による「学び」を学習者がどの

ように捉えたのかを、学期末のふりかえりレポートを分析した結果が表２である。  

学習者 30 名のふりかえりレポートを分析し、合計 188 個の意味のまとまり（単位）

が得られた。これらをグループにまとめた結果、本実践によって学習者が「学んだ」

と考えたことと、学習者が授業を通して感じたことの２つの大グループ（内容）にま

とめられた。なお、中グループ（カテゴリ）は７つ、小グループ（サブカテゴリ）は

22 個である（表２参照）。  

 4-1 以降で、それぞれのグループごとに、その内容についてふりかえりレポートの

記述例を引用しながら紹介する。なお、学習者による記述例は原文の意味を変えない

範囲で要約し、〈  〉に記した。また、該当するコメントの記入者数については、表

中（  ）に示した。  

 
表２  学習者のふりかえりレポートにみるラボラトリー方式の体験学習の「学び」  

内容  カテゴリ  サブカテゴリ  記述例  

学
習
者
が
「
学
ん
だ
」
と
考
え
た
こ
と 

対人関係  チームワー

ク・協力（ 19） 

  この学習の長所は協働して、多くの人と親しくなれること。  

  チームで課題を解決するにはみんなの協力が必要だった。  

  私の実力が足りなくても、チームワークを発揮することで私に

できることを最大限に引き出せる。  

  団体行動やチームワークは苦手で、他人と頭を抱えて考えられ

たことに驚き。  

親しくない学

生との交流

（ 14）  

  多くの学生と話す機会になった。  

  もともと人見知りが激しかったが、チームで集まって協力しな

がら親しくなって、授業時間が楽になって感謝している。  

傾聴（８）    違う意見を持つ人と話す事に興味があり、よい機会だった。  

  最大限ほかの人の意見を聞くようにした。  

リーダーシッ

プ（３）  

  リーダーシップのある人がいると意見の調整が早かった。  

  スムーズな進行のためには、みんなを導く役割も重要だった。 

個人的な気づ

き（４）  

  利己的に主張してはいけない。あるメンバーが自分の考えだけ

を主張した時「この人のようになってはいけない」と思った。  

  私はもともと個人主義でわざわざ人を助ける必要は感じなか

ったが、助け助けられ、私の認識にも変化があった。  

  「一人ひとりの才能は違うから、無視してはだめだ」と考える

ようになった。  

日本語学

習  

使用・活用

（ 11）  

  いろんな活動をしながら日本語を自然に使うことができた。  

  日本語を豪華に活用した。  

単語・表現

（６）  

  新しい単語や表現を学ぶことができた。  

  教材にない単語を見て、分かるようになったのがよかった。  
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文を考え、見出し（サブカテゴリ）をつけた。類似したグループがある際には、さら

なるグループ化を行った。最後に見出しカードをもとに、さらに大きなグループ（カ

テゴリ）を編成し、整理した。  

 

4. 調査結果  

 ラボラトリー方式の体験学習を用いた日本語の授業による「学び」を学習者がどの

ように捉えたのかを、学期末のふりかえりレポートを分析した結果が表２である。  

学習者 30 名のふりかえりレポートを分析し、合計 188 個の意味のまとまり（単位）

が得られた。これらをグループにまとめた結果、本実践によって学習者が「学んだ」

と考えたことと、学習者が授業を通して感じたことの２つの大グループ（内容）にま

とめられた。なお、中グループ（カテゴリ）は７つ、小グループ（サブカテゴリ）は

22 個である（表２参照）。  

 4-1 以降で、それぞれのグループごとに、その内容についてふりかえりレポートの

記述例を引用しながら紹介する。なお、学習者による記述例は原文の意味を変えない

範囲で要約し、〈  〉に記した。また、該当するコメントの記入者数については、表

中（  ）に示した。  

 
表２  学習者のふりかえりレポートにみるラボラトリー方式の体験学習の「学び」  

内容  カテゴリ  サブカテゴリ  記述例  

学
習
者
が
「
学
ん
だ
」
と
考
え
た
こ
と 

対人関係  チームワー

ク・協力（ 19） 

  この学習の長所は協働して、多くの人と親しくなれること。  

  チームで課題を解決するにはみんなの協力が必要だった。  

  私の実力が足りなくても、チームワークを発揮することで私に

できることを最大限に引き出せる。  

  団体行動やチームワークは苦手で、他人と頭を抱えて考えられ

たことに驚き。  

親しくない学

生との交流

（ 14）  

  多くの学生と話す機会になった。  

  もともと人見知りが激しかったが、チームで集まって協力しな

がら親しくなって、授業時間が楽になって感謝している。  

傾聴（８）    違う意見を持つ人と話す事に興味があり、よい機会だった。  

  最大限ほかの人の意見を聞くようにした。  

リーダーシッ

プ（３）  

  リーダーシップのある人がいると意見の調整が早かった。  

  スムーズな進行のためには、みんなを導く役割も重要だった。 

個人的な気づ

き（４）  

  利己的に主張してはいけない。あるメンバーが自分の考えだけ

を主張した時「この人のようになってはいけない」と思った。  

  私はもともと個人主義でわざわざ人を助ける必要は感じなか

ったが、助け助けられ、私の認識にも変化があった。  

  「一人ひとりの才能は違うから、無視してはだめだ」と考える

ようになった。  

日本語学

習  

使用・活用

（ 11）  

  いろんな活動をしながら日本語を自然に使うことができた。  

  日本語を豪華に活用した。  

単語・表現

（６）  

  新しい単語や表現を学ぶことができた。  

  教材にない単語を見て、分かるようになったのがよかった。  

 

 
  一人ひとりが考えて、日本語で意見を出す練習がとてもいい。 

実力向上（４）   少しずつながら日本語の実力が増えるのを感じられた。  

  漢字と日本語会話が上手になった。  

読解力（１）    読解が苦手だったが問題解決をしながらスピードや理解力が

向上した。  

作文（１）    最後の感想を書くとき作文の勉強になった。  

聞き取り（１）   知っている単語でも耳で聞くだけでは分からない事もあった。 

表現活動  表現するこ

と・伝えるこ

と（ 14）  

  この学習の意義は、皆が表現することにある。  

  情報を説明するのがこんなに難しいことだと初めて感じた。  

  意見の正否に関係なく、小さな意見でも話すことが重要だ。  

思考力  考える力（５）   思考力を鍛えることができる。  

  自分の頭で考えながらもっと深く理解するようになった。  

  このような頭を使う授業が増えてほしい。  

学
習
者
が
授
業
を
通
し
て
感
じ
た
こ
と 

情意面  楽しい（ 22）    授業中「楽しい」と感じるのは久しぶり。  

  問題を解く甲斐があった。推理パズルのようで楽しかった。  

  メンバーそれぞれの意見や考えを話すことが面白かった。  

  活発で創造的な活動。  

積極的参加

（８）  

  活動すべてが楽しくて積極的に参加した。  

  互いに参加すれば解決される問題なので参加度を高めている。 

集中力の向上

（７）  

  グループ活動だったので集中できた。  

  新しい授業方法が気に入ってもっと集中した。  

学習意欲（４）   日本語勉強をもっとがんばらないと、という自覚ができた。  

  語彙力や文法に限界を感じ授業外にも勉強するようになった。 

  未来に日本で就職したいので、日本語で会議する練習になっ

た。これからも一生懸命勉強して、日本語の仕事をしたい。  

自信感（３）    この授業のおかげで自分の意見を表現する自信がついた。  

  意見を言って、聞いて、整理することを繰返して自信がついた。 

気持ち・考え

の変化（ 10）  

  はじめは戸惑い、不安、緊張、推理の苦手意識、日本語で話す

ことへの負担感があった。  

→意識的に考え方を変えたら、いつの間にか楽しくなった。  

  他人とのコミュニケーションからも日本語の習得能力が向上

できると感じた。  

  日本語授業時間に日本語だけを学ぶという固定観念を捨てた。 

本実践に

ついて  

 

 

評価できる点

（ 22）  

  毎回のランダムなグループ分けが良かった。  

  親しくない人と話す機会になり、多くの気づきがあった。  

  表現することが苦手な人でもだんだん慣れていく。  

  消極的な学生も次第に積極的になって活動が楽しくなった。  

  授業内完結のグループ活動なので負担が減ってよい。  

  ふりかえる時間が考えを整理する機会になった。  

改善すべき点

（ 11）  

  日本語の使用を徹底してほしい。  

  この授業は日本人の先生の授業。韓国語で討論したのが残念。 

  個人間や課題ごとの日本語のレベル差の改善が必要。  

  後半はワンパターンで雰囲気がルーズになった。  

  自分たちで問題を作るなど、より創造的な活動にできないか。 

  固定式の机だったので、活動しにくかった。  

従来の授

業に対す

る意見  

授業スタイル

について（ 10） 

  試験準備の勉強ばかり。  

  みんなじっと座って聞く授業。  

  毎日一人で授業を聞いて、家に帰る授業が嫌だった。  

  日本語学科の授業は全部本を読んで単語を覚えるパターン。  

  平凡な授業にはスマフォや他のことをする学生もいる。  

  もっと日本語塾ではできない活動、頭を使う授業が必要。  

  日本について勉強できる科目や考える力を練る科目が増えて

ほしい。  

※  サブカテゴリ（）内は、該当コメントの記入者数（ 30 名中）  

 

4-1 本実践を通して学習者が「学んだ」と考えたこと  

 レポートの課題に対して、学習者が語った「学び」として多かったものは、【対人

関係】【日本語学習】【表現活動】【思考力】などであった。  
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 全体を通してどの項目でもグループ活動への言及が多く、【対人関係】に関しては、

「チームワーク･協力」「親しくない学生との交流」「傾聴（相手の意見に耳を傾けるこ

と）」「リーダーシップ」「個人的な気づき」への言及があった。例えば、〈これまでに

もグループ活動はあったが、メンバーと相談しながら協力しなければならない授業は

初めてだった〉、〈性格も日本語の実力も異なるのは当然。チームで課題を解決するに

はみんなの協力が必要だった〉などがあった。また、同じ学科の学習者同士であって

もなかなか話す機会がないらしく、〈親しくない学生同士が交流するよい機会になっ

た〉という記述も目立った。ほかに、こうした学習が〈この世を生きていくために重

要な人とのコミュニケーションにも役立つ〉と述べた学習者もいた。  

 【日本語学習】に関しては、〈日本語を使用・活用する機会になった〉という記述

が多くみられた。また、韓国語母語話者同士で日本語を使うことについても〈自分が

よく間違える日本語をキャッチすることができた〉と肯定的であった。【表現活動】

については、〈この学習は皆が表現することにある。自分で考え表現するのが言語の

基本だと考えれば、この学習は最も効果的だった〉という声があり、【思考力】には

〈ただ情報を受け入れるのではなく、自分の頭で考えながらもっと深く理解するよう

になった〉といった意見があった。  

 

4-2 学習者が本実践を通して感じたこと  

 本実践の感想として述べられたものには、【情意面】と【本実践の評価できる点・

改善すべき点】【従来の授業に対する意見】についての記述があった。  

【情意面】で最も多かったのが「楽しかった」「面白かった」という声である。本実

践を始めた当初は新しい学習スタイルへの戸惑いや不安、日本語で話さなくてはとい

うプレッシャーを感じたという学習者も少なくなかったが、仲間との交流やゲーム的

要素など「楽しい」ということが学習者の「積極的な参加」を促し、「集中力を高め」、

対人関係や日本語学習など本実践からの「学び」を支えたようである。また、日本語・

韓国語という言語形式にかかわらず〈自分の意見を表現することに自信が持てるよう

になった〉という意見もあった。さらに、〈もっと日本語の勉強をがんばろう〉と学

習意欲を刺激された学習者もおり、本実践が持つ外国語として日本語を学習する環境

において動機づけ（学習意欲）を高める教室活動としての可能性を感じさせる。  
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 全体を通してどの項目でもグループ活動への言及が多く、【対人関係】に関しては、

「チームワーク･協力」「親しくない学生との交流」「傾聴（相手の意見に耳を傾けるこ

と）」「リーダーシップ」「個人的な気づき」への言及があった。例えば、〈これまでに

もグループ活動はあったが、メンバーと相談しながら協力しなければならない授業は

初めてだった〉、〈性格も日本語の実力も異なるのは当然。チームで課題を解決するに

はみんなの協力が必要だった〉などがあった。また、同じ学科の学習者同士であって

もなかなか話す機会がないらしく、〈親しくない学生同士が交流するよい機会になっ

た〉という記述も目立った。ほかに、こうした学習が〈この世を生きていくために重

要な人とのコミュニケーションにも役立つ〉と述べた学習者もいた。  

 【日本語学習】に関しては、〈日本語を使用・活用する機会になった〉という記述

が多くみられた。また、韓国語母語話者同士で日本語を使うことについても〈自分が

よく間違える日本語をキャッチすることができた〉と肯定的であった。【表現活動】

については、〈この学習は皆が表現することにある。自分で考え表現するのが言語の

基本だと考えれば、この学習は最も効果的だった〉という声があり、【思考力】には

〈ただ情報を受け入れるのではなく、自分の頭で考えながらもっと深く理解するよう

になった〉といった意見があった。  

 

4-2 学習者が本実践を通して感じたこと  

 本実践の感想として述べられたものには、【情意面】と【本実践の評価できる点・

改善すべき点】【従来の授業に対する意見】についての記述があった。  

【情意面】で最も多かったのが「楽しかった」「面白かった」という声である。本実

践を始めた当初は新しい学習スタイルへの戸惑いや不安、日本語で話さなくてはとい

うプレッシャーを感じたという学習者も少なくなかったが、仲間との交流やゲーム的

要素など「楽しい」ということが学習者の「積極的な参加」を促し、「集中力を高め」、

対人関係や日本語学習など本実践からの「学び」を支えたようである。また、日本語・

韓国語という言語形式にかかわらず〈自分の意見を表現することに自信が持てるよう

になった〉という意見もあった。さらに、〈もっと日本語の勉強をがんばろう〉と学

習意欲を刺激された学習者もおり、本実践が持つ外国語として日本語を学習する環境

において動機づけ（学習意欲）を高める教室活動としての可能性を感じさせる。  

 

 

 また、本実践を通して〈これまでは一人で熱心に勉強すればいいと思っていたが、

他人とのコミュニケーションからも日本語の習得能力が向上すると感じた〉、〈日本

語授業時間に日本語だけを学ぶという固定観念を捨てた〉といった「学習観の変化」

と見てとれる記述もあった。  

次に【本実践の評価できる点】で多かったのが、〈ランダムなグループ分けで、そ

れまで親しくなかった学習者と話す機会を持てた〉ということだった。また、〈表現

することが苦手な人でもだんだん慣れていく〉、〈授業内完結なので負担が少ない〉と

いった声もあった。【本実践の改善すべき点】として多くの学習者が挙げたのが、「日

本語使用の徹底」である。回を重ねるごとに課題の難易度が上がったことから、一部、

韓国語を使用しても良いこととした。しかし、〈日本人の先生の授業だから、日本語

の使用を徹底して欲しかった〉という声が多かった。また、〈活動後半はワンパター

ンに感じた〉、〈問題を解くだけでなく、自分たちで作って問題を出し合ってはどう

か〉といった、より創造的な活動を希望する声もあった。  

レポートの課題を出した際に、口頭で「これまでに経験した日本語の授業を踏まえ

て、本実践の感想を書いても良い」と述べたため、本実践と対比する形で日本語学科

の【従来の授業に対する意見】が出された。具体的には、〈平凡な授業時間にはスマ

ートフォンをしたり、他のことをしたりする学生もいる〉、〈授業は全部本を見て、本

を読んで、単語を覚えるパターン〉、〈試験準備の勉強ばかり〉、〈みんなじっと座って

聞く授業〉や〈一人で問題解決する活動〉で、〈毎日一人で授業を聞いて家に帰る授

業が嫌だった〉といったもので、厳しい意見が目立った。  

 

5. 考察と結論   

 

5-1 教室は「日本語を使って学習者同士が対話し、学び合う場」となったか  

今回、本実践からの学びとして言及が多かったのは「対人関係」や「日本語学習」

である。学習者はクラスメートと意見交換する機会になったことを評価しており、

「日本語を使って学習者同士が対話し、学び合う場をつくる」という本実践のねらい

は、ある程度達成されたといえるだろう。ラボラトリー方式の体験学習本来のねらい

が十分に発揮された結果ともいえる。一方で、従来の日本語学科の授業スタイルにつ
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いては〈一人で、じっと座って聞く、試験準備の勉強ばかり〉と批判的な意見が目立

った。これは本来コミュニケーション行為の一つである言語活動を学ぶ日本語の教室

が、残念ながら「対話による学びの場」となり得ていなかったことを示しているとい

える。本実践に対する「日本語使用の徹底」を求める声も、学習者が日本語を使って

表現する場を求めていることの現れであろう。今後、学習者が日本語を使って意見を

交わす活動を、さらに充実したものにするとするならば、今回実施した２種の実習の

うちコンセンサス実習がより適しているように思われる。なぜなら、コンセンサス実

習は、話し合いによる意思決定過程を体験するためのもので、互いの意見を伝え合う

ことが活動の重要な部分を占めており、発言の機会も多いからである（ 5）。  

 

5-2 本実践による「学び」の特色は何か  

特筆すべきは、活動の「楽しさ」が学習者の「積極的な参加」を促し、上述のさま

ざまな「学び」や「学習意欲」を支えたということである。学習者の情意面に強く働

きかける点が、この学習の最大の特色である。また、「対人関係」の学びの中の「個

人的な気づき」にも注目したい。例えば、ある学習者はこの学習を通じて〈一人ひと

りの才能は違うから、無視してはダメだと考えるようになった〉という。それまでは

〈自分より日本語が下手だと無視したり、自分と意見が合わないと腹が立って声が大

きくなったりした。けれども、ある活動のなかで自分は日本語が得意だけれど、ある

人にとっては日本語より得意なものや興味があるものがあるということに気づき、以

前の自分が情けない〉と述べている。すべての学習者にこのような劇的な変化や気づ

きを期待するものではないが、とかく言語能力のレベル差が大きくなりがちな海外の

日本語教育現場（ 6）においては、言語能力の高低にかかわらず互いに尊重し合いなが

ら、それぞれの学習者が学びを得られる学習環境をデザインすることが必要だと思わ

れる。舘岡（ 2012:68）が言うように、教室で日本語を学ぶことの意味は、「複数の学

習者が同じ時間帯に日本語を学ぶという目的のもとにひとつの教室に集まって学ぶ

ことによる社会性」にある。日本語を使う必然性に乏しい海外の大学の日本語教育で

は、いかにして「教室で日本語を使う必然性」を創り出し、「日本語を学ぶという目

的」そのものを共有できるような場を作っていくかが課題となる。今回、学習者のふ

りかえりレポートを検討した結果、ラボラトリー方式の体験学習によって教室に日本
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いては〈一人で、じっと座って聞く、試験準備の勉強ばかり〉と批判的な意見が目立
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語を使う環境を創り出すことができるという手ごたえを得ることができた。     

 

5-3 今後の実践に向けて考慮すべき点  

今後、日本語教育現場においてラボラトリー方式の体験学習を活用する際に考慮す

べき点は、なんといっても「日本語レベル差への配慮」「日本語使用の徹底」である。

ここでは教師のファシリテーターとしての役割が重要になってくるだろう。例えば、

グループでの活動に入る前に学習者が日本語の単語や表現を調べられる時間を十分

に取り、必要に応じて助け船を出す。その上で、グループ活動で話し合いが滞ってい

たり、母語で話しているようならば、教師が日本語で問いかけるなどして日本語で話

す雰囲気を作っていく。日本語の授業では「日本語の使用」に主眼があることを忘れ

ず、学習者が日本語を使えるようフォローし、日本語の使用を促すのが日本語教師で

ある教師のファシリテーターとしての役割である。  

 

6. 今後の課題  

本調査はふりかえりレポートの内容を対象としたため、学習者の活動前後の変化や

変容過程を追うことはできなかった。また、学習者が「学んだ」と考えたものが、実

際に学ばれたのかどうかについては明らかにできていない。本調査で示唆された「外

国語として日本語を学ぶ環境において、学習者の動機づけを高める教室活動としての

可能性」の検証も含め、今後の課題としたい。  
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注  

(1)  ラ ボ ラ ト リ ー 方 式 の 体 験 学 習 (experient ia l  learn ing us ing the laboratory method:  

ELLM。以下 ELLM)は、「人間関係トレーニング (human relations  t ra in ing)」や「グループ

ワーク・トレーニング（ GWT）」と呼ばれる。 ELLM は 1946 年にグループ・ダイナミク

ス研究の創始者でアクション・リサーチでも知られる K.レヴィンらによって開発され、
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日本では 1950 年代後半に導入され教育機関のみならず、企業研修や環境教育といった成

人学習の場などで幅広く取り入れられている（中村・杉山・植平 2009、中尾 2013）。  

(2) ELLM における学びは「体験」と「ふりかえり」で構成され、「体験学習の循環過程

(EIAHE ’ )」、すなわち①体験（ Experience）→②指摘（ Ident ify）→③分析（ Analyze）→④

仮説（ Hypothesize）→⑤次の体験（ Experience’ )のサイクルを何度も繰り返すことによっ

て学習が深められていくとされる（津村 2010a、橋口 2010）。教師はファシリテーターの

役割を担うが、「ふりかえり用紙」（本実践ではふりかえりシート及びレポート）もまた、

体験からの学びを促進するためのファシリテーターの問いかけと同様の役割を果たすも

のである（津村 2010b）。  

(3) 池田・舘岡（ 2007:119-122）でジグソー・リーディングの実践例として紹介されて

いる。プレイスタイム行動科実践研究会（ 1996）の中の「匠の里」という課題を、筆者

らが初級日本語学習者向けにアレンジしたものである。  

(4) 授業のなかでは、ラボラトリー方式の体験学習を「問題解決学習」と呼んでいた。 

(5) コンセンサスは「全員の合意による決定」を意味する。メンバー間で意見の違いが

あったとしても徹底した議論の上に互いが納得してグループとしての結論を出す、集団

意思決定方法のひとつである。コンセンサスが成り立つためには、一方通行ではなく、

双方向の話し合いが必要となる。つまり、自分の意見を充分に伝えること、そのうえで

意識的に相手の意見や気持ちにも耳を傾けることが必要となる（グループファシリテー

ターの会 Seeds・杉山  2014）。したがって、コンセンサス実習は学習者自身の価値観や意

見の明確化（言語化）、自己開示（表現・伝達）、メンバーとの対話（傾聴）、ことばによ

る合意形成など、ことば（日本語）によるコミュニケーションを学ぶ学習者にとって非

常に多くの気づきがあるものと思われる。  

(6) 例えば、筆者の勤務校では日本語能力別のクラス分けをしていない。入学時にゼロ

初級の学習者も上級レベルの学習者も基本的に同じクラスで学ぶ。学年ごとに学習項目

のレベルは上がっていくが（例えば２年で日本語能力試験 N3 レベル、３年で N2 レベル

といった具合に）、クラス内の学習者間の日本語レベルの差はどの学年においても解消さ

れないままである。    
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第二言語習得の認知プロセスからみた協働学習の効果 

――平和を題材にした日本語授業での協働学習の実践―― 

中西久実子  

 

 

 

 

要旨 

In this article, I report the positive results of my practicing Japanese lessons concerning peace education by 

using peer-learning in 2014. I claim that the lessons using peer-learning are effective in raising students’ motivation 

as well as in terms of second language learning. Previous research says that the Japanese lessons using 

peer-learning are effective for the students Honor-roll students. On the contrary to this, my conclusion is as the 

following; Even the students who had often be absent from lessons before I started this lessons using peer-learning, 

started to take part in the lessons and actively cooperate with the other students. On top of this, I found that the 

results of the students whose academic results were not sufficient before I started this lessons using peer-learning, 

gradually rose to the sufficient level.  

 【キーワード】 日本語教育，協働学習，ピア・ラーニング，平和 

 

1. はじめに 

日本語教育では，協働学習の一つとしてピア・ラーニングがおこなわれている。ピア・ラーニング

とは「文字通りにはピア(peer:仲間)と協力して学ぶ(learn)方法（池田・舘岡 (2007:51)）」で，言

葉を媒介として，学習者同士が協力して学習課題を遂行（池田・舘岡 (2007:51)。）」することが特徴

的である。学習者どうしの学習法には相互教授(reciprocal teaching，Palincsar and Brown (1984))

もあるが，相互教授は“the teacher provided an opportunity for the students to respond at a 

slightly challenging level.（教員やグループ内の熟達度の高い者から熟達度の低い者へ読解スト

ラテジーが伝授される）（Palincsar and Brown (1984)，日本語訳は筆者による）”ものであり，この

点でピア・ラーニングと異なる。 

本稿の構成は次のとおりである。まず，2.で平和教育，外国語教育に関する先行研究を示し，その

問題点を指摘する。そして，3.では協働学習の実践の内容，そして，4.では実践の効果を示す。最後

に，5.で協働学習の実践の後の評価アンケートの回答を分析し，6.で本稿のまとめと今後の課題を示

す。 
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2. 先行研究と問題のありか 
 

2-1 平和教育とその問題 

日本における平和教育は，特に広島市においておこなわれている。たとえば，広島市教育委員会は，

独自の平和教育で使う小学３年用のテキストに漫画『はだしのゲン』の採用を決めている。2012年

度には，モデル校の市立小学校 4校でそのテキストを使った授業の試験的な実践を開始し，2013年

度には全校実施を目指すまでになっている。しかし，この実践はかなり限定的で，国内の小学校にお

いて日本語母語話者を対象にしかおこなわれていない。たしかに，アメリカの大学では『はだしのゲ

ン』を使用した授業がおこなわれているが，国内の高等教育機関での実践例は管見のかぎりない。 

 

2-2 外国語教育とその問題 

外国語学習において文法規則や語彙が覚えられないために習得が進まない学習者は多い。このよう

な学習者は図１に示すような悪循環におちいっているため，単に文法規則や語彙を暗記するように指

導するだけでは問題の解決はできない。筆者の担当する留学生の外国語科目「日本語Ｂ」でも同様の

問題を抱えている。 

語彙や文法規則が覚えられない 

 

無理矢理暗記しようとする              授業が理解できなくなる 

 

教師からの指導           学習意欲が低下する 

 

 

課題やテストを放棄する・多欠席になる 

図 1 外国語教育の悪循環 

小山・森岡・近藤・川崎 (2012:31)も，筆者と同様の問題を抱えており，外国語としての日本語科

目で「習得の進まない学部留学生に対して，大学教育として文法や語彙の習得を目的とした日本語を

繰り返し教えることに違和感を覚えた」と述べている。小山・森岡・近藤・川崎 (2012:31)は，次の

ような協働学習の実践によってこの問題が解決できたとしている。その協働学習は，日本語学習者が

戦争体験者にインタビューし，その結果を複数の学生間で共有，整理し，発表するものである。小山・

森岡・近藤・川崎 (2012:31)によると，実践の結果，「学生同士で積極的に議論し，教え合い，内容

を深めていく様子が見られた。学生たちは，出現する日本語を未習既習を問わず，使わなければなら

ない状況に遭遇したため，多くの学生がこの授業を通して日本語の力が伸びたと実感していることが

わかった」とのことである。 
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そこで，本研究でも小山・森岡・近藤・川崎 (2012:31)の実践に倣い，平和教育を題材にした外国

語教育で協働学習を取り入れた実践をおこなうことにした。 

 

3. 協働学習の実践 
 

3-1 協働学習の目的 

先行研究では協働学習には以下のような効果があるとされている。 

(1) 自分が言いたいことを相手にどう伝えるか，ピアと話し合いながら構築していく様子が外  

によく現れていた（立間 (2010:152)，王 (2012:512)） 

(2) 深く，理論的に，あるいは多面的に考え，産出するようになった。（立間 (2010:153)）。 

(3) 日本や日本人に関する情報量が増えたことにより，「日本人のいろいろな考えがわかっ  

た」という日本人に対するステレオタイプなイメージが緩和された（立間 (2010:153)）。 

本研究の協働学習も上記のような効果を期待しておこなう。また，以下のような日本語能力の向上

を目標として設定し，実践をおこなう前に学習者に明示した。 

(4)・読解力（読んだ内容の要点を把握する力） 

・討論する力（他者と議論し，協調しあって読んだ内容をまとめていく力） 
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・伝達力（読んだものの価値と自分の意見を効果的に伝える力） 

 

3-2 協働学習のプロセス 

本研究の協働学習は，京都外国語大学日本語学科の外国語科目「日本語 B」（非日本語母語話者対

象，上級）で 2014年５月～2014年６月のあいだの６コマ（１コマ 90分）でおこなった。参加者は

中国語母語話者６名，韓国語母語話者１名で，全員日本語能力試験のＮ１ないしＮ２に合格している。 

授業の進行は次のとおりである。まず，第１回の授業では，ウォームアップとして国立広島原爆死

没者追悼平和祈念館のホームページにあるスライドを見せ，歴史的事実のインプット（主に原子爆弾

の破壊力と被害状況）をおこなった。そして，読解を始める前のウォームアップとして『はだしのゲ

ン』の読解に必要な語彙を表１のようなリストにして配布した。 

表 1 授業で配布した語彙リストの一部 
ページ 表現 読み方 意味 

242 ノッポ   背が高い 

244 支度 したく 準備 

  軍艦 ぐんかん 戦争で使う船 

  ほうよ（広島方言）   そうよ 

  大好きじゃ（広島方言） だいすきじゃ 大好きだ 

245 空襲 くうしゅう 戦争のときの空からの攻撃 
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  敵機 てっき 敵の飛行機 

  警報 けいほう 危険の知らせ 

  発令 はつれい 命令を出す 

  書いてあるけえ（広島方言） かいてあるけえ 書いてあるから 

次に，クラスを３つのグループに分割し，各グループに『はだしのゲン』の３つの異なるエピソー

ド（約 40ページずつ）のコピーを配布してグループ活動で読解を開始した。このコピーは，『はだし

のゲン』１巻と２巻からあらかじめ教員が抽出したまとまりのある３つのエピソードである。各グル

ープでは，わかりにくい内容や語彙などをメンバーと話し合って確認し，確認できたら，その話を他

のグループのメンバーに伝達してもらった。 

第２回の授業は講義形式で，発表に必要な日本語表現のインプットをおこなった。インプットした

日本語表現の一例は表２に示すとおりである。図２のような原爆の被害を伝えるためには，一般的な

日本語表現でなく，極限的な被害であったことがわかる日本語表現が必要である。その極限状態を伝

えるために日本語表現の程度差のヴァリエーションをインプットした。 

表 2 授業でインプットした日本語表現の例 
 普通の日本語表現 原爆の極限的な被害を描写するための日本語表現 

(1)やけど やけどをする 皮膚がこげる 

皮膚が溶けて垂れ下がる。 

(2)爆風 窓ガラスが砕ける 窓ガラスが粉々に砕けて飛ぶ 

窓ガラスが粉々に砕けて飛んできて体中に刺さる 

(3)死体の処理 死体を焼く 死体は数が多すぎて焼けない 

死体は腐って虫（うじ）がわく 

死体はおなかの中の空気が腐って破裂する 

 
図 2 授業で使用した『はだしのゲン』(汐文社)第１巻の絵の一例（19ページ（左）と 257ページ(右)） 

 第３回の授業では，前半は講義形式でパワーポイントの作り方と発表の評価方法をインプットした。

その後，後半の授業ではまずグループごとに発表に必要な絵をグループで選択した。選択した絵は教

員がスキャナーで処理をして発表者に配布した。 

次に，個別作業で発表原稿の作文を書く作業を開始した。作文の内容は担当した話の要約と意見述

べで，以下の(5)に示すようなシートを配布して作文の雛形とするよう指導した。 

  (5) 発表のための作文シート 

これから（    ）という作品の一部を要約し，その作品の特徴と価値について説明したいと思
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  (5) 発表のための作文シート 

これから（    ）という作品の一部を要約し，その作品の特徴と価値について説明したいと思

 

います。この作品は，（    ）年に（    ）が描いた（    ）についての作品です。 

 私たちのグループが担当する話は（    ）巻の（    ）ページから（    ）ページま

での部分です。この部分では，（                        ）についての

話が展開しますが，その内容を要約すると次のようになります。 

 

                                                 

 

                                                 

 

                                                 

 では，原爆の投下によって人々はどのような被害を受けたのでしょうか。 

 

                                                 

 

                                                 

 

                                                 

この作品の価値は，（    ）つあります。 

第一に，                                                 

 

第二に， 

                                                 

 

この話を読んで考えさせられたことは次のようなことです。 

まず， 

                                                 

次に 

                                                 

私が伝えたい大切なことは，（    ）つあります。 

まず， 

                                                 

次に 
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以上で「はだしのゲン」（                       ）についての私の話

を終わらせていただきます。 

 第４回の授業では，上記の作文シートを返却した。その後，学習者一人ひとりと対話しながら発表

原稿の作文を推敲した。教師が一方的に修正するのではなく，学習者と話し合いながら，学習者が言

いたいことを尊重して修正を加えた。その後，学習者が原稿を読み，発音チェックをおこなった。教

師と作文の推敲・発音チェックをおこなっている以外の学習者は，個別作業で発表のためのパワーポ

イントを作成した。 

 第５回の授業では，一人一人の学習者が作文の内容をパワーポイントに加工して発表した。各発表

のあと，質疑応答の時間を設け，ディスカッションをおこなった。 

第６回の授業では，振り返りとして事後評価アンケートを実施した。 

 

4. 協働学習の効果 

 

4-1 語彙テストの成績からみた協働学習の効果 

協働学習を実践した結果，多欠席・低学力など問題を抱える学習者の出席率が上がるなど学習動機

の向上が確認できた。以下で，このことについて詳しく述べる。 

次の表３に示すのは今回の協働学習を実践したクラスの語彙テストの点数を記したものである。 

表 3 語彙テストの結果 
      月日 

学習者 
4/22 4/29 5/13 5/20 5/27 6/3 6/17 7/1 7/8 7/15 

NNS1 9 5 5 9 8 8 10 9 10 1 

NNS2 10 8 10 9 5 6 10 7 8 5 

NNS3 10 0 0 10 8 欠 9 10 6 4 

NNS4 5 0 1 10 3 9 10 10 10 7 

NNS5 4 0 3 10 5 5 9 7 9 2 

NNS6 9 2 5 10 7 9 10 7 2 3 

NNS7 欠 欠 欠 10 欠 1 5 7 8 8 

語彙テストは前の回の授業で学習した新出語彙から10問出題した（例文中の空欄に入れるのに適し

た語彙を答えて空欄を埋める問題）。着色した部分が今回の協働学習の実践期間中の語彙テストの点

数（10点満点）である。表３からわかるように協働学習の実践期間中は語彙テストの結果が高い傾向

がみられる。特に，NNS７に着目されたい。この学習者はこの科目を再履修している学習者で，協働

学習の前は欠席が多く消極的だった。しかし，協働学習を境にクラスで最も意欲的に活動に取り組む

ようになり，欠席しないようになった。 

この協働学習では，仲間と理解を深めあって，自分の言いたいことが言える場を与えられるため，

「内発的動機づけ」が満たされ，ドロップアウトすることが少なくなったのだと考えられる。「内発
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数（10点満点）である。表３からわかるように協働学習の実践期間中は語彙テストの結果が高い傾向

がみられる。特に，NNS７に着目されたい。この学習者はこの科目を再履修している学習者で，協働

学習の前は欠席が多く消極的だった。しかし，協働学習を境にクラスで最も意欲的に活動に取り組む

ようになり，欠席しないようになった。 

この協働学習では，仲間と理解を深めあって，自分の言いたいことが言える場を与えられるため，

「内発的動機づけ」が満たされ，ドロップアウトすることが少なくなったのだと考えられる。「内発

 

的動機づけ(intrinsic motivation)」とは，「あることをするのに喜びを感じるとか，自己の好奇心

を満足させるというように，喜びや満足感を求めてある行為をその行為自体のために行うこと（ドル

ニェイ (2005:11) 」」である。 

次に，表３のNNS5に着目されたい。この学習者は協働学習が始まるまではクラスで最も学力が低く

て授業でも理解が遅かった。その日本語能力は表４で言えばA2に相当するレベルである。 

表 4 CEFR の文法的正確さの基準（吉島・大橋 (訳・編)(2008:124)） 

C2 （例えば，これから言うことを考えている時や，他人の反応をモニターしているような時といった）他の

ことに注意を払っている時でも，複雑な言葉について常に高い文法駆使能力を維持している。 

C1 常に高い文法的正確さを維持する。誤りは少なく，見つけることは難しい。高い文法駆使能力がある。時

には「言い間違い」や，文構造での偶然起こした誤りや些細な不備が見られる場合があるが，その数は少

なく，後で見直せば訂正できるものが多い。 

B2 比較的高い文法駆使能力がある。誤解につながるような間違いは犯さない。馴染みのある状況では，割合

正確にコミュニケーションを行うことができる。多くの場合高いレベルでの駆使能力があるが，母語の影

響が明らかである。誤りも見られるが，本人が述べようとしていることは明らかに分かる。 

B1 比較的予測可能な状況で，頻繁に使われる「繰り返し」やパターンのレパートリーを，割合正確に使うこ

とができる。 

A2 いくつかの単純な文法構造を正しく使うことができるが，依然として決まって犯す基本的な間違いがある

― 例えば，時制を混同したり，性・数・格などの一致を忘れたりする傾向がある。しかし，本人が何を言

おうとしているのかはたいていの場合明らかである。 

A1 学習済みのレパートリーの中から，限られた，いくつかの単純な文法構造や構文を使うことはできる。 

具体例で説明すると，たとえば，(5)に示すように活用が不安定であったり，(6)のように名詞修飾

での「の」の多用が化石化していたりするなど不正確さが目立つ。 

(5) 待つ時間を短くすると，気持ちがよくになる。（正用，気持ちがよくなる） 

トイレの数が多くになると，人は待つ時間を短くなる。（正用，多くなると） 

 (6) 子供を連れての人は便利だ。（正用，子供を連れている人は） 

さらに，(7)の下線部分のような初中級レベルのイ形容詞とナ形容詞の識別でさえ不正確なことが

あるという問題も抱えている。 

  (7) 戦争は怖いだ（正用→怖い）。権力者のために戦争を起こるなんで（正用→起こすなんて）

本当にバカバカしい。その本当の場面は怖いすぎて(正用→怖すぎて)想像できない。 

NNS5の書く能力については，表５のB1に相当するレベルで，表６の使用語彙領域についてもB1レベ

ルで他の学部留学生と比べると低い。そのため，協働学習の前は授業内でも消極的で発話量も極めて

少なかった。 

しかし，協働学習を開始した後はNNS5の質問の回数は増え，テストの点数も高くなった。NNS5は中

国語母語話者であるが，『はだしのゲン』が韓国人に対する差別的な内容を含んでいることを知って

おり，このことについて発表で触れたかったと発表後に述べている。日本語能力は低いが，「何か外

国語で伝えたいことがある」という気持ちは学習動機を高める効果があるのだろう。 
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表 5 CEFR の総合的な書く活動の基準（吉島・大橋 (訳・編)(2008:65)） 

C2 適切で印象的な文体と論理的な構成を用いて，明瞭に調子よく，複雑なテクストを書くことができる。読

者には重要な点が分かるようになっている。 

C1 複雑な話題について，明瞭にきちんとした構造を持ったテクストを書くことができる。関連性のある重要

点を強調して，補助的事項，理由，関連する詳細な事例を付け加えて，論点を展開し，それを維持してい

くことができる。最後に，適切な結論で終わることができる。 

B2 いろいろな情報や議論をまとめて評価した上で，自分の関心がある専門分野の多様な話題について明瞭で

詳細なテクストを書くことができる。」 

B1 一連の短い別々になっている要素を一つの流れに結びつけることによって，自分の関心が及ぶ身近な話題

について結束性のある簡単なテクストを書くことができる。 

A2  「そして」「しかし」「なぜなら」などの簡単な接続詞でつなげた簡単な表現や文を書くことができる。

A1  簡単な表現や文を単独に書くことができる。 

表 6 CEFR の使用語彙領域の基準（吉島・大橋 (訳・編)(2008:121)） 

C2 定型表現や口語表現も含め，非常に幅広い語彙のレパートリーを使うことができる。コノテーションに対

する意識もある。 

C1 広い語彙レパートリーを使いこなせるし，言い換えで語彙の不足を埋めることができる。言葉を探したり，

回避方略の使用がはっきりと分かることはない。定型表現や口語表現の使い方も上手である。 

B2 本人の専門分野や大部分の一般的な話題に関して，幅広い語彙を持っている。語彙に不足があるために，

時々詰まったり，間接的な表現をすることもあるが，頻繁な繰り返しを避けて，言い方を変えることがで

きる。 

B1  家族，趣味や関心，仕事，旅行，時事問題など，本人の日常生活に関わる大部分の話題について，多少間

接的な表現を使ってでも，自分の述べたいことを述べられるだけの語彙を持っている。馴染みのあるA2 状

況や話題に関して，日常的な生活上の交渉・取引を行うのに充分な語彙を持っている。基本的なコミュニ

ケーションの要求を満たすことができるだけの語彙を持っている。生活上の単純な要求に対応できるだけ

の語彙を持っている。 

A1  特定の具体的な状況に関して，基本的な単語や言い回しのレパートリーを持っている。ただしそれらの間

の繋がりはない。 

NNS5の日本語能力は協働学習の後も特に向上したというわけではないが，社会文化能力という観点

からは明らかな変化がみられた。 

表７のCEFRの目的達成のための協同作業（文書を検討する，イベントを準備するなど）（吉島・大

橋 (訳・編)(2008:83）に関してはNNS5は協働学習の前は「B1レベル」だったが，『はだしのゲン』

の協働学習の後は「B2レベル」に向上した。 

表 7 CEFR の目的達成のための共同作業の基準（吉島・大橋 (訳・編)(2008:83)） 

C2 B2 と同じ。 

C1 B2 と同じ。 

B2 詳細な使用説明を確実に理解できる。他人に仲間に入るように誘ったり，意見を述べるように促したりす

ることによって，作業を先に進めることに貢献できる。原因や結果を推測し，異なるアプローチの利点と

不利な点を比較考量しながら，論点や問題の概略をはっきりと述べることができる。相手の話し方が速か

ったり長い場合には，繰り返しや説明を求めることもあるが，言われたことは理解できる。問題の在処を

説明し，次に何をすべきか検討し，代案を比較対照できる。他人の見方に対して簡単なコメントができる。

B1 言われたことはたいてい理解でき，必要なときにはお互いの理解を確認するために，言われたことの一部

を繰り返すことができる。自分の意見や反応を，次にすべきことや問題解決策との関連で，簡単に理由を

挙げて説明して，理解させることができる。仕事の進め方についての意見を言うよう他人を促すことがで

きる。理解できない場合は，単に繰り返しを求めるだけで，あまり苦労せずに簡単な日常の課題にうまく

対処できる程度に理解できる。提案したり，出された提案に応じたり，指示を求めたり出したりしながら，

次にすることを検討できる。 

A2  話について行っていることを分からせることができる。もし話し相手が面倒がらなければ，必要なことを

分かるようにしてもらえる。簡単な表現を使って日常の課題に関するやり取りができ，物を要求したり，

与えたり，簡単な情報を得たり，次にすることを話し合うことができる。 

A1 注意深く，ゆっくりと表現された質問や説明なら理解できる。短い簡潔な指示を理解できる。人に物事を

要求したり，与えることができる。 



89

 

結果として，プレゼンテーションの評価は，表８のC1レベルに達していた。 

表 8 CEFRの総合的な口頭発話の基準（吉島・大橋 (訳・編)(2008:62)） 

C2 聞き手が要点を記憶，あるいは後で思い出す際の足がかりになるような，論理的な構造を持った，流れの

よい，構成のしっかりしたスピーチができる。 

C1 複雑な話題について，明瞭かつ詳細な記述やプレゼンテーションができる。下位テーマをまとめたり，一

定の要点を展開しながら，適当な結論にもっていくことができる。記述とプレゼンテーションを明確かつ

体系的に展開できる。要点を見失わずに，関連する詳細情報を付け加えて，内容を補足できる。 

B2 自分の関心のある分野に関連した，広範囲な話題について，明確かつ詳細に記述，プレゼンテーションが

できる。事項を補足しながら，関連事例を挙げて，主張を強化，展開することができる。 

B1 自分の関心のあるさまざまな話題のうちのどれかについて，ほどほどの流暢さで，ある程度の長さの，簡

単な記述やプレゼンテーションができる。その際，事柄の提示は直線的に並べるにとどまる。 

A2 人物や生活・職場環境，日課，好き嫌いなどについて，単純な記述やプレゼンテーションができる。その

際簡単な字句や文を並べる。 

A1 人物や場所について，単純な字句を並べて，述べることができる。 

協働学習においては，外的な報酬（いい成績など）を手に入れるとか罰を回避するなど，目標への

手段としてある行為に取り組むという外発的動機づけ(extrinsic motivation)よりも，「何かを伝え

たい」などの内発的動機づけが優先的に働くとされている（ドルニェイ (2005:11)）。たとえ，語学

能力が低くても「何かを言いたい，伝えたい」という気持ちが記憶とアウトプットを後押ししたと考

えられる。 

協働学習を実践している期間にこの２名の学習者(NNS7,NNS5)をはじめ参加者全員の学習動機が向

上し，クラス全体の雰囲気も肯定的になった。語学力が低い学習者は，アウトプットの表現能力が不

十分なため，協働学習には困難を来すと思われがちだが，実は語学力が低い学習者ほど協働学習の効

果が高い結果となった。 

 

4-2 事後評価アンケーからみた協働学習の効果 

先述したとおり，第６回の授業で振り返りとして事後評価アンケートを実施した。このアンケート

は，評価シート（５段階評定の回答と自由記述回答）で行った。その設問は，砂川 (2008:95)のアン

ケートを参考に，「授業全般について」「活動の環境」「技能獲得の自覚」などについて作成し，下に

示すような５件法で集計した。以下でその結果をすべて示す。 

まず，アンケートの回答のうち，協働学習の効果がわかる結果を図３に示す。設問 2)5)は，協働

学習で何度も語彙や表現をアウトプットしたため，表現や内容がわかりやすかった，記憶に残りやす

かったという効果を大半の参加者が実感していることを示している。さらに，6)からは「グループで

議論したりしていると予想外の発見があった」ということを 70%を超える参加者が肯定的に評価し

ている。 

5 強くそう思う  4 そう思う    3 少しそう思う 2 そう思わない    1 全くそう思わない  
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図 3 振り返りの事後アンケートの結果① 

上の図３からわかるように，選択式アンケートでは，協働学習を肯定的に評価する学習者が大半を

占めた。 

ところが，次の図４の設問 4)に示すとおり，外国語で内容を仲間に伝える活動は難しいと感じた

参加者は半数を超えていた。設問 4)の結果は逆に考えると，「先生から受動的に講義を受けるほうが

楽だ」とも解釈でき，大変な活動をするより楽なほうがいいと考えている学習者もいるということで

ある。 

1)仲間とマンガを読んだり発表したりしたので，   2)グループでマンガを読んだり議論したりしたので，  
日本語学習の楽しさが向上した。           ことばや内容がよくわかった。   

    

 
5)グループでマンガを読んだり議論したりしたほうが，  6)グループでマンガを読んだり議論したりすると 
ことばや内容が記憶に残った。              予想外の発見があった。  

    
 
 
 

57.2
42.8

5 強くそう…
4 そう思う

71.4

14.3 14.3 5 強くそう思う
4 そう思う

3  少しそう思う

42.8

42.8

14.3

5 強くそう思う

4 そう思う

2  そう思わない

71.4

14.3 14.3

5 強くそう思
う

4 そう思う
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図 3 振り返りの事後アンケートの結果① 

上の図３からわかるように，選択式アンケートでは，協働学習を肯定的に評価する学習者が大半を

占めた。 

ところが，次の図４の設問 4)に示すとおり，外国語で内容を仲間に伝える活動は難しいと感じた

参加者は半数を超えていた。設問 4)の結果は逆に考えると，「先生から受動的に講義を受けるほうが

楽だ」とも解釈でき，大変な活動をするより楽なほうがいいと考えている学習者もいるということで

ある。 

1)仲間とマンガを読んだり発表したりしたので，   2)グループでマンガを読んだり議論したりしたので，  
日本語学習の楽しさが向上した。           ことばや内容がよくわかった。   

    

 
5)グループでマンガを読んだり議論したりしたほうが，  6)グループでマンガを読んだり議論したりすると 
ことばや内容が記憶に残った。              予想外の発見があった。  

    
 
 
 

57.2
42.8

5 強くそう…
4 そう思う

71.4

14.3 14.3 5 強くそう思う
4 そう思う

3  少しそう思う

42.8

42.8

14.3

5 強くそう思う

4 そう思う

2  そう思わない

71.4

14.3 14.3

5 強くそう思
う

4 そう思う

 

3)グループでマンガを読んだあと，                       4)先生から教えられるより，学生のグループ 

話を他のグループに伝えることは難しかったですか          で活動する授業が好きだ 

      
 

14.3 14.3

28.6

42.8 5 強くそう思う

4 そう思う

3  少しそう思う

2  そう思わない

57.2

42.8
5 強くそう思う

4 そう思う

              図 4 振り返りの事後アンケートの結果② 

しかしながら，図５からわかるように，全般的には 80%を超える参加者が協働学習でマンガを読ん

で仲間とのグループ学習で意見を述べたりしたことを肯定的に評価していることがわかる。 

7)グループでマンガを読むことに           8)グループでマンガ・平和について自分の 

満足しましたか。                   意見が言えたことはよい勉強になった 

    

 
 

86.7

14.3
5 強くそう思う

4 そう思う

71.4

14.3
14.3

5 強くそう思う

4 そう思う

3  少しそう思う

       図5 振り返りの事後アンケートの結果③ 

記述式の回答でも以下に示すように肯定的な意見が得られている。 

(8) はだしのゲンについて発表した時，私はもっと深く理解することができた。前のように

自分一人で考える時と違って，自分の考え方を皆に伝え，そして，皆の考え方も受け入れ

る。私は考えていないことがたくさん出てきて，聞くととても賛同する。事物は一つの面

で考えるよりはいろいろな視野に考えるほうがいいだと思う。（NNS4） 

     (9) 私は「はだしのゲン」について発表しながら，戦争についてもう一度考えました。そして，

戦争についての自分の考えを皆に伝えることができたと思うので，すごくいい経験になっ

たと思います。(NNS7) 
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5. 協働学習の事後評価はなぜ高かかったのか 
図３と図５でみたように，学習者による協働学習の事後評価はおおむね高かった。このように評価

が高かったのは，今回の協働学習が外国語の習得という観点からも有効だったからではないだろう

か。 

Gass & Selinker (1994)では，第二言語習得のインプットからアウトプットに至る過程には，

(１)apperceived input（気づかれたインプット）, (２)comprehended input（理解されたインプッ

ト）, (３) intake（インテイク）, (４) integration（統合）, (５) output（アウトプット）の５

段階があるとされている。今回の協働学習はこれを満たしており，外国語学習としても効果的だった

と思われる。以下では，それぞれの段階でどう効果的だったか詳しく述べる。 

まず，第１段階は「apperceived input（気づかれたインプット）」である。今回の協働学習のテー

マは『はだしのゲン』という漫画であり，日本語教育では通常使わないものである。このようにイン

プットの卓立性（目だっているかどうか）は気づきが起きやすかったと評価できる。 

第２段階は「comprehended input（理解されたインプット）」である。「気づかれたインプット」は，

言語形式，意味，機能の結び付きが理解されたときに「理解されたインプット」になる（奥山 

(2009:12)）。本研究の協働授業では，学習者どうしが読解でわからないことを確認しあうなど，主体

的に意味交渉（確認チェック，反復要求，明確化要求など）をおこない，ストーリー伝達に必要な情

報を伝達しあって理解が進んだ。この過程で「気づかれたインプット」は，言語形式，意味，機能の

結び付きが理解され，「理解されたインプット」になったと考えられる。 

第３段階は「intake（インテイク）」である。インプットされた内容が学習者の内部で熟成し，効

果的にインテイクされるためには，内在化が必要である。奥山 (2009:12)）によれば，「内在化は，

学習者がコミュニケーションの必要性に迫られて，『理解』のプロセスで学習者の中に生じた中間言

語の仮説に基づいて，話したり，書いたりすることによって進められる」。今回の協働学習では，日

本文化や日本人に関するステレオ・タイプ的なイメージが緩和されたり，何らかの意識変化が誘発さ

れるようなディスカッションをさせることによって，学習者の内部に入ったマンガの内容が再び活性

化して熟成して内在化され，インテイクに至ったと考えられる。 

 第４段階は「integration（統合）」である。「統合」は，学習した表現が長期記憶として学習者内

部に蓄えられ，自動的に使いこなせるようになった段階である（奥山 (2009:12)）。この協働学習で

は，話の要約をしたあと，プレゼンテーションをさせた。ディスカッションで何度もアウトプットし

た語彙がプレゼンテーションの練習で長期記憶になり，「統合」に至ったと考えられる。 

最後は，第５段階「output（アウトプット）」である。本研究では，プレゼンテーションのための

発音練習と，パワーポイントによるプレゼンテーションがアウトプットになっている。ストーリーと

作品の価値をどう伝達したらよいかを考えることによって，ディスカッションで話したことが再活性

化され，アウトプットされるに至ったのである。 
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5. 協働学習の事後評価はなぜ高かかったのか 
図３と図５でみたように，学習者による協働学習の事後評価はおおむね高かった。このように評価
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か。 
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(１)apperceived input（気づかれたインプット）, (２)comprehended input（理解されたインプッ
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段階があるとされている。今回の協働学習はこれを満たしており，外国語学習としても効果的だった
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最後は，第５段階「output（アウトプット）」である。本研究では，プレゼンテーションのための

発音練習と，パワーポイントによるプレゼンテーションがアウトプットになっている。ストーリーと

作品の価値をどう伝達したらよいかを考えることによって，ディスカッションで話したことが再活性

化され，アウトプットされるに至ったのである。 

 

以上確認したように，今回の協働学習は，第二言語習得のインプットからアウトプットに至る５つ

の過程，すなわち，(１)apperceived input（気づかれたインプット）, (２)comprehended input（理

解されたインプット）, (３) intake（インテイク）, (４) integration（統合）, (５) output（ア

ウトプット）を満たしている。参加者による協働学習の評価が高かったのはこのためであろう。 

 

6. おわりに 

本稿では，平和をテーマにした日本語授業でピア・ラーニング（協働学習）を実践した結果，特に

学力の低い学習者の学習動機を高める効果があり，また，協働学習は外国語学習としても有効だとわ

かったということを主張した。 

協働授業の結果，学習者たちは，自分自身で考えた問題点を仲間と共有して解決への道を探るとい

うプロセスを体験できた。特に多欠席の問題を抱える学習者や学力の低い学習者は自分の意見を言え

る場を得て，自らの存在意義を見出し，ひとりで読解するよりも深く，多面的に考え，そのストーリ

ーを内在化させたうえで，内容についての発表（アウトプット）をおこなうことができた。 

 しかし，今回の実践では，先行研究で指摘されているのと同様，問題点もいくつかあった。清水 

(2013:69)が，「コース開始時に教師側が想定した「客観的に分析し発表する」というレベルまで到達

したグループは少ない」と述べているように，学習者の日本語力が低いという問題があり，今後はこ

れをどう克服して協働学習をさらに活性化させるかが課題である。さらに，本実践で収集したデータ

は統計的には不十分な数値であり，今後データを蓄積してその妥当性を検証していかなければならな

い。 

また，協働学習のすべてのプロセスにおいてファシリテーターとしての教師の存在は重要であり，

議論が政治的に偏ったり，インターネットからのコピーに陥らないように教室活動を有効に組み立て

る必要がある。テーマの選定や政治的な議論の回避など問題点もあるが，マンガを活用した協働学習

は語学学習としても有効であると言ってよいだろう。 

 最後になったが，今回の協働学習は平和教育という観点からも得るところは大きかった。振り返り

の事後評価アンケートで「今回の授業を受けて，平和・原爆・核兵器について認識はどう変化しまし

たか」という問いを設けたが，それについて以下のような興味深い回答が得られている。注目したい

のは(11)である。 

  (10) 平和の意識をもっと強くなる。(NNS5) 

   (11) 前は戦争しないと平和もない。いまは戦争は何もならない。(NNS2) 

NNS2 にフォローアップインタビューで(9)の意味を確認したところ，「今までは戦争をしなければ平

和にならないと思っていた。しかし，『はだしのゲン』を読んでから「戦争で争っても国民が苦しむ

だけで何もならないとわかった」というようなことを言いたかったとのことであった。これらの回答

を読んで，平和教育の大切さを痛感させられた。 
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 『はだしのゲン』を教育現場で使用することについては賛否両論あるが，今回の協働学習の参加者

は以下のようにその価値を評価してくれたことを記して本稿をしめくくりたい。 

  (12) 「はだしのゲン」という作品の価値は二つあると思う。一つ目は歴史を正視し，このよう

な人間のさんげきを人々の心に残ることだ。そして，この結果に基づいて，読者が戦争の

悪い影響を考えられる。二つ目は，読者の戦争の悪い影響はより伝える。戦争を体験して

いない人々も同じように戦争を体験して，一人一人から努力して平和になるように気持ち

が感じられる。（NNS4） 

  (13) いまの社会においてる私たちは世界の平和を守るために，自分の力を尽くしなければなら

ない。核兵器のない世界を追っていく。世界の平和を守るのは私たちのやるべきことを意

識した。核兵器の恐ろしさを知ることができるということだ。（NNS2） 

 

付記  本研究は，2014 年度京都外国語大学学内共同研究（研究代表者：長谷邦彦）の助成を受け

ています。 
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『国際言語文化』原稿執筆要綱 
 

国際言語文化学会では、年１回（３月）に学会誌『国際言語文化』を刊行します。 

 
１．執筆資格： 
1)投稿の資格には制限はないが、投稿する時点で会員でならなければならない。 
2)複数名で投稿する際は、少なくとも筆頭執筆者が会員でなければならない。 
 
２．原稿の種類： 
1)原稿の種類は以下のとおり（研究論文と研究ノート）で、編集委員会が認めたものとする。 
研究論文：言語・文化の研究および関連領域について，先行研究に加えるべき新規性・独

創性のある研究成果が，具体的なデータを用いて明確に述べられており、

論証性のあるもの。研究課題が明確に設定されており，データの分析を

通して課題への解答が示されていることが必要です。研究論文では，新

規性・独創性，論証性を特に重視して査読が行われます。関連する先行

研究の内容が十分に把握され，かつ，その研究領域での当該研究の位置

づけが明確かどうかが求められます。  
研究ノート：新しい事実の発見，萌芽的研究課題の提起，少数事例の提示など，将来の研

究の基礎として，または中間報告として，優れた研究につながる可能性

のある内容が明確に記述されているもの。実践報告や調査報告も研究ノ

ートに含まれます。実践報告とは、研究の実践の内容が具体的，かつ明

示的に述べられているもので、実践の内容を広く公開し，共有すること

の意義が明確に述べられていることが必要です。調査報告とは、言語デ

ータ，史的資料，教育の現状分析や関連する意識調査の結果など，資料

的価値が認められる報告が明確に記述されているものです。 
2)すべての論文は「投稿論文」として扱い、複数の査読者による査読を行う。当号で査読に
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執筆者に公開しない。 
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、科研費などの報告書に掲載されたもの

は投稿できる。 
4)翌年 3月発行の学会誌に掲載されるものの締め切りは毎年 11月末日とする。 
5)投稿を希望する者は、年１回行われる大会において口頭発表し、その後修正を加えたもの
を投稿することが望ましい。 
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３．原稿の分量等： 
1）原稿の枚数：・論文は 38字×32行を 1ページとして以下の分量を目安とする。 

論文：約 12000字（A４で 10頁程度、400字詰め原稿用紙約 30枚程度）、 
上限はＡ４で 15頁とする。 

研究ノート：約 8000字（A４で 7頁程度、400字詰め原稿用紙 20枚程度）、 
上限はＡ４で 10頁とする。 

翻訳：約 12000字（A４で 10頁程度、400字詰め原稿用紙約 30枚程度、 
上限はＡ４で 10頁とする。 

書評：約 2000～2800字（A４で 1～2頁程度、400字詰め原稿用紙約５～７枚程度）、 
上限はＡ４で 2頁とする。 

2)欧文原稿については，論文は 5,000語程度，研究ノートは 3,000語程度とする。 
3)図表などは上記の枚数に含まれるものとする。 
4)原稿は，本学会ホームページからダウンロードした編集委員指定のテンプレートを用いて
作成すること。表記等の校正作業については編集委員会に一任となる。 
5)MS WORD使用の場合は，38字×32行を 1ページとして，上記の長さに相当する枚数
とし，ＰＤＦ化したものをメールの添付ファイルにして送信（islc-gakkai@kufs.ac.jp）す
る（締切日（日本時間）の午後 11:59まで受け付け）。 
6)原稿は完全原稿を提出する。 
7)締切日を過ぎた原稿は受け付けない。 
8)原則として、要綱、及び書式通りにすること。 
４．要旨などについて：論文の初めに要旨をつけること。用いる言語は執筆言語以外の言

語で執筆者が選択するものとする。要旨の分量は日本語・中国語の場合

は 800字、その他の欧米語の場合は 1600字までとする。また、タイト
ルは，目次ページに記載する際使用言語に関わらず欧文和文両方を必要

とする。 
５．校正：執筆者校正は原則として 2回までとする。以後の文章の訂正、加筆は認めない。 
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．編集委員会事務局（原稿の送付先）： 
  〒615-8558 京都市右京区西院笠目町 6 京都外国語大学国際言語平和研究所 
『国際言語文化』編集委員会  e-mail: islc-gakkai@kufs.ac.jp 

以上 
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３．原稿の分量等： 
1）原稿の枚数：・論文は 38字×32行を 1ページとして以下の分量を目安とする。 

論文：約 12000字（A４で 10頁程度、400字詰め原稿用紙約 30枚程度）、 
上限はＡ４で 15頁とする。 

研究ノート：約 8000字（A４で 7頁程度、400字詰め原稿用紙 20枚程度）、 
上限はＡ４で 10頁とする。 

翻訳：約 12000字（A４で 10頁程度、400字詰め原稿用紙約 30枚程度、 
上限はＡ４で 10頁とする。 

書評：約 2000～2800字（A４で 1～2頁程度、400字詰め原稿用紙約５～７枚程度）、 
上限はＡ４で 2頁とする。 

2)欧文原稿については，論文は 5,000語程度，研究ノートは 3,000語程度とする。 
3)図表などは上記の枚数に含まれるものとする。 
4)原稿は，本学会ホームページからダウンロードした編集委員指定のテンプレートを用いて
作成すること。表記等の校正作業については編集委員会に一任となる。 
5)MS WORD使用の場合は，38字×32行を 1ページとして，上記の長さに相当する枚数
とし，ＰＤＦ化したものをメールの添付ファイルにして送信（islc-gakkai@kufs.ac.jp）す
る（締切日（日本時間）の午後 11:59まで受け付け）。 
6)原稿は完全原稿を提出する。 
7)締切日を過ぎた原稿は受け付けない。 
8)原則として、要綱、及び書式通りにすること。 
４．要旨などについて：論文の初めに要旨をつけること。用いる言語は執筆言語以外の言

語で執筆者が選択するものとする。要旨の分量は日本語・中国語の場合

は 800字、その他の欧米語の場合は 1600字までとする。また、タイト
ルは，目次ページに記載する際使用言語に関わらず欧文和文両方を必要

とする。 
５．校正：執筆者校正は原則として 2回までとする。以後の文章の訂正、加筆は認めない。 
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．編集委員会事務局（原稿の送付先）： 
  〒615-8558 京都市右京区西院笠目町 6 京都外国語大学国際言語平和研究所 
『国際言語文化』編集委員会  e-mail: islc-gakkai@kufs.ac.jp 

以上 

 

 

編集委員会（◎は査読協力者） 

編集委員長  

中西 久実子（京都外国語大学外国語学部日本語学科教授◎） 

 

牛島  万（京都外国語大学国際言語平和研究所嘱託研究員◎） 

岡本 信照（京都外国語大学外国語学部スペイン語学科教授◎） 

影浦 亮平（京都外国語大学国際言語平和研究所嘱託研究員◎） 

北川 幸子（京都外国語大学国際言語平和研究所嘱託研究員◎） 

坂口 昌子（京都外国語大学外国語学部日本語学科准教授◎） 

島村  典子（京都外国語大学外国語学部中国語学科講師◎） 

福原  啓郎（京都外国語大学外国語学部英米語学科教授◎） 

 

事務局 

代表 

堀 川  徹 （ 京 都 外 国 語 大 学 国 際 言 語 平 和 研 究 所 所 長 

外国語学部イタリア語学科教授◎） 

村井  正美（京都外国語大学国際言語平和研究所職員） 

辰巳  遼（京都外国語大学博士後期課程言語文化領域） 
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編集後記 

 

『国際言語文化』創刊号の発刊に際しましては、本学会の母体である学校法人京都外国

語大学理事長・総長であり、本学会の名誉会員の森田嘉一先生にさまざまな側面からご高

配賜りました。ここに記して厚くお礼申し上げます。 

 

 

創刊号ということで編集委員会の作業はとまどうこともありましたが、会長松田武先生

（京都外国語大学学長）、事務局長堀川徹先生（京都外国語大学国際言語平和研究所所長）

はじめ、常任委員の皆様にご助言いただいたおかげで何とか発刊の運びとなりました。ま

た、本学会事務局の村井正美氏はじめ国際言語平和研究所スタッフの皆様にも事務的側面

からご支援いただきました。誠にありがとうございました。 

創刊号には合計 10編のお申し込みをいただき、８編について編集委員会で審査をおこな

った結果、最終的には７編の採用となりました。査読委員の先生がたにはご多忙のなかご

査読・ご指導の労をお取りいただきましたことに感謝申し上げます。おかげさまで内容的

にも各研究領域の重要性と面白さを再認識できる学会誌『国際言語文化』らしいものとな

りました。 

本誌は言語と文化をテーマにした萌芽的研究、先端的な研究の学術論文を掲載し、会員

の研究業績とすることを目的としていますが、同時に会員どうしをつなぐコミュニケーシ

ョンの手段でもあります。今後は研究に携わる会員の皆様の活発なご参加・ご投稿をお待

ち申し上げております。 

 

                  『国際言語文化』編集委員長 中 西 久実子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 






