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“May the force be with you!”“May the force be with you!”

• What is the Force?

– Obi-Wan Kenobi in the original Star Wars film as, 
"An energy field created by all living things. It 
surrounds us, penetrates us, and binds the 
galaxy together.“

– ルーク・スカイウォーカーはフォースを体得するた
め、ジェダイ・マスター、ヨーダの元で訓練を受け
ます。ヨーダはフォースが善悪両面を持っている
こと、フォースが全ての物質と人の間に生じるエ
ネルギーであることをルークに伝えます。

The Force is depicted as…The Force is depicted as…

• Telepathy（テレパシー）, 

• Psychokinesis （念力）, 

• Prescience （予知）, 

• Clairvoyance （透視）, 

• Mental Control

• ジョージ・ルーカスは「宗教に関心を持たなく
なった若者に、このフォースを“スピリチュアリ
ティー”として考えてもらいたい」

Two aspects of the Force：
the light side and the dark side

Two aspects of the Force：
the light side and the dark side

• the light side 

– the aspect aligned with good（公正さ）, benevolence（慈
悲）, and healing（癒し）

• the dark side

– aligned with fear（恐怖）, hatred（憎しみ）, aggression（攻
撃性）, and malevolence（悪意）; 

• this (dark) side of the Force seems more powerful, 
especially to those who use it, because it is driven 
by rage and hatred — its effects are more direct 
and easier and faster to achieve. 

As Both Sides of a CoinAs Both Sides of a Coin

• neither the light nor the dark side of the 
Force is stronger than the other, each 
possessing its own advantages and 
disadvantages.

• the dark side conveys an inherent 
disadvantage to its users, which is arrogance
and overconfidence in their own abilities 

Light to Darkness: Jedi to SithLight to Darkness: Jedi to Sith

• this aggression allows its acolytes（初心者）
to become more formidable warriors 

• when Luke is able to finally overcome his 
father in battle because of his anger at the 
thought of his sister turning to the dark side. 
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Soft and CalmSoft and Calm

• Jedi can occasionally become crippled（情緒
不安定になる） by their compassion and act 
"soft." This is balanced by an ability to 
remain calm even in extreme circumstances. 

2 elements found in Star Wars2 elements found in Star Wars

• Western thought（西洋思想）

– (Puritanism（清教徒主義） based on Judaism（ユ
ダヤ教）+ Christianity(キリスト教） )

• Eastern Thought （東洋思想）

– (based on Buddhism（仏教） and Confucianism（儒
教））

BuddhismBuddhism

• 色即是空、空即是色

– あらゆる物質的現象はとどまることなく移り変わ
り滅びるという過程にあるのだから、物事に拘泥
せず、変化を自然な出来事として受け止める

– =>愛するパドメを出産時の死から救うためSithに
なろうとするAnakin Skywalker

– =>愛するレーアを助けるためDars Vadarの罠に
落ち、Sithへの道へ迷い込むLuke Skywalker=>
色即是空の心得がない＝＞未熟なジェダイ

– ＝＞無常観へとつながる

ConfucianismConfucianism

• 孔子(Confucius)の思想「中庸」(Medium)

• 宇宙、人間にも共通するずれることない筋が
ある。この根本的な領域を守れば、個人、国
も安定する。

• （孔子：前５５２－４７９、中国、春秋時代の
学者、思想家、諸国を遍歴し仁の道を説く。
儒教の祖。言行録『論語』The Analects of 
Confucious）

中庸：Medium中庸：Medium

• アリストテレス(Aristotele)の倫理学(Ethics)よ
り。徳の中心概念。過大と過小の両極端を悪
徳とし、徳は正しい中間（中庸）を発見してこ
れを選択する。

The Republic  vs The Organization（スターウォーズ）
戦争とアメリカ史上の戦争モチーフの類似

The Republic  vs The Organization（スターウォーズ）
戦争とアメリカ史上の戦争モチーフの類似

• イギリス本国 ｖｓ アメリカ植民地の戦い

– ＝＞独立戦争（第一次対英戦争）（１７７６年）

• アメリカ合衆国 ｖｓ イギリス の戦い

– ＝＞第二次対英戦争（１８１２年）

– 一方が他方を飲み込もうとする争い（どちらが正
しいかは見方次第）
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the Confederacy of Independent Systems
(CIS)

the Confederacy of Independent Systems
(CIS)

• the Confederacy of Independent Systems
(CIS) is an organization that existed in the 
latter years of the Republic（共和国）. 

Separatists (the Organization)Separatists (the Organization)

• The organization was made up of organizations and 
star systems that wanted to leave the Republic, 
numbering “thousands” and with at least “ten 
thousand ready to join”. Several corporations 
including the Trade Federation（貿易商）, Techno 
Union（技術者）, Commerce Guild（商人）, Corporate 
Alliance（連合国）, the Geonosians（識者？）, 
InterGalactic Banking Clan（金融業者） also joined. 
The organization's main goal was to split from the 
Republic and form their own government, stating 
that the Republic had become too corrupt. The 
members of this organization are called Separatists.

もう一つの隠れたモチーフもう一つの隠れたモチーフ

• キリスト教内での宗教闘争

– Catholic vs Protestant

• イギリス国内での宗教闘争

– イギリス国教会 vs プロテスタント

ヨーロッパでの宗教改革
Religious Revolution

Catholic(旧教） to Protestant（新教）

ヨーロッパでの宗教改革
Religious Revolution

Catholic(旧教） to Protestant（新教）

• Ｍａｒｔｉｎ Ｌｕｔｈｅｒ（１４８３－１５４６）の改革

• 免罪符（Ｉｎｄｕｌｇｅｎｃｅ）ーローマ・カトリック教
会の財源を売るための免罪符の過度な発行
に抗議

• 聖書のみが信仰のよりどころとする改革をお
しすすめる。

• 教皇の権威を否定

Ｊｏｈｎ Ｃａｌｖｉｎ（１５０９－６４）の改革Ｊｏｈｎ Ｃａｌｖｉｎ（１５０９－６４）の改革

全ての職業を天職(Vocation)とし、勤労
(Industrius)を重視

• その結果得られた富(wealth)を神の恩恵
(Bless)と考えた

• 成長しつつあった市民階級に支持され

• 資本主義社会の形成・発展に大きな影響

イングランドでの宗教改革イングランドでの宗教改革

• １５３４年、Ｈｅｎｒｙ ＶＩＩＩ（１４９１－１５４７）は王
妃を離婚しようとして、ローマ教皇に破門
(excommunicated)され

• 首長令により国王がイギリス教会の最高の
首長へ
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• 後にＥｌｉｚａｂｅｔｈ Ｉ（１５３３－１６０３）が１５６３
年イギリス国教会 Church of Englandを設立

• カトリック教徒やピューリタンには厳しい態度

ピューリタン革命(１６４２年)ピューリタン革命(１６４２年)

• Charles I(1600-49)はPresbyteriansの勢力が
強い、スコットランドへ国教を強制

• Oliver Cromwell(1599-1658)の議会派が勝利

• 共和制（republic=The Commonwealth)を樹立

• 厳しい軍事的独裁政治 （アイルランドやス
コットランド でも）

• 商工業は奨励され資本主義が発展

王政復古, Restoration （ １６６０年）王政復古, Restoration （ １６６０年）

• Cromwellの死後、ピューリタンに対する迫害
が強まる。

アングロサクソンによる
北米植民地の創設

アングロサクソンによる
北米植民地の創設

• １６０７年、Virginia CompanyのJamestown設
立

• １６２０年、Pilgrim Fathersが宗教革命を推進
するために、the MayflowerでPlymouthへ到
着

Ｐｉｌｇｒｉｍ Ｆａｔｈｅｒｓの社会Ｐｉｌｇｒｉｍ Ｆａｔｈｅｒｓの社会

• リーダーの一人、Cotton Mather（１６６３－１
７２８）は彼らをイスラエルの民になぞらえた
（モーセに率いられて約束の地、カナンを目
指してエジプトを出発した）:旧約聖書

イスラエル人Israelis
＝選民（思想）The Elected

＝アメリカ人

イスラエル人Israelis
＝選民（思想）The Elected

＝アメリカ人

• 予定説:『旧約聖書』(Old Testament)において
イスラエル民族は、その卑小さにもかかわら
ず神の選民としてたてられており、背信と亡
国ののちも、その「残れる者」は究極的な救
いに予定されている =>選民思想
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選民とJedi Nights (Light side)選民とJedi Nights (Light side)

• Padawan: (修行者）

• Ｊｅｄｉ Masters: Forceを自由に操る力のある
特別な人

• Obi-Wan & Anakin & Luke

選民とSith (Dark side)選民とSith (Dark side)

• Darth Vader & Palpatine & Duku & Darth 
Maul & Grebus

Pilgrim の社会
（神政政治：theocracy ）

Pilgrim の社会
（神政政治：theocracy ）

• 個人の宗教的目覚め（回心体験、conversion 
experience）を重視

• その体験をした「見える聖徒」visible saint の
教会員のみが、政治的、社会的に重要な権
限を持つ＝＞パダワンに厳しい修行を課し、
ジェダイに育て上げる。

Massachusetts Bay Colony建設
（１６３０年）

Massachusetts Bay Colony建設
（１６３０年）

• John Winthrop（１５８８－１６４９）にひきいら
れたピューリタンによって建設される

• City upon the Hill,丘の上の町(世界から仰ぎ
見られる理想の社会)を建設しようとした

• ＝＞ジェダイの目指した世界観

Ｔｈｅ Ｈａｌｆ-ｗａｙ Covenant(１６６２年)Ｔｈｅ Ｈａｌｆ-ｗａｙ Covenant(１６６２年)

• 半途契約がマサチューセッツ教会会議で行
われる

• 教会員の子どもたちが 悔悛の経験を持たな
くても、 教会員たる資格と彼 らの子どもの洗
礼を許可する決議を行った、一種の妥協案

• ピューリタニズムの衰退をあらわす＝＞Ｐａｄ
ａｗａｎが殺されて、ジェダイの数が大変少なく
なる

• １６９２年、セイレムの魔女裁判、Salem 
Witchcraft
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ピューリタニズム衰退の原因ピューリタニズム衰退の原因

• 経済面での発展

• 人口増加に伴う、北部の貿易商業主義、南
部での黒人奴隷を使ったプランテーション農
業の発展。

• 世界を合理的・科学的に観察する啓蒙思想
（enlightenment）

• 絶対的な神の主権を主張するカルビン主義
思想を弱体化

Myth & Heroへの高い関心Myth & Heroへの高い関心

• 科学技術（合理的思想＝啓蒙思想＝理性）
は人間を救わない

• 自分の直感（非合理的感情）、自分の真の存
在に頼らねばならない

– （スターウォーズについてｂｙ Joseph Campbell）

• Heroが象徴すること
– 暗い情念（明るい情念）を克服することによっ

て、理不尽な内なる野蛮性を抑制出来る能力を
象徴する

Ｍｙｔｈ とは？Ｍｙｔｈ とは？

• 我々の精神的潜在力を解放するための鍵となる。

• 様々な文化社会の物語と共通する要素を持つ

• 多元的文化の未来像をしめす＝＞様々な星に住む
生き物が連合する

• 肉体的(physical)、世俗的(secular)、物質的
(materialistic)な関わりの中で生きる人間を、

• 精神的(spiritual)、来世的(otherworldly)、心情的
(sentimental)、夢想的（＝＞映画）世界へと引き上
げる働き

President Lincoln mythologized President Lincoln mythologized 

Myth connect you with 
Mystery = Fantasy

Myth connect you with 
Mystery = Fantasy

• That which is beyond even the concept of 
reality, that which transcends all thought. 
The myth puts you there all the time, gives 
you a line to connect with that mystery 
which you are (Campbell, 1988:57).

Fantasy and History (his story)Fantasy and History (his story)

• 口承物語(oral story)、伝説(leged)、民話(folk tale)
（空想＝ファンタジー＝目に見えるようにすること）
歴史(history)（事実）

– Ex. シュリーマン（１８２２－９０）、ドイツの考古学者、ホメ
ロスの詩を史実を歌ったと信じて、トロイアの遺跡を発見
した。

• 物質的想像力Material Imagination (by ガストン・バ
シュラール

– 想像力は現実を材料にして空想世界を作り上げる

– ＝＞理性の現実機能＋心の非現実機能＝Ｆａｎｔａｓｙ
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The Historical Atlas of World MythologyThe Historical Atlas of World Mythology

• myth evolved over time through four stages:

• The Way of the Animal Powers
– (the myths of Paleolithic（旧石器時代） hunter-gatherers with their 

focus on shamanism and animal totems), 

• The Way of the Seeded Earth
– (the myths of Neolithic（新石器時代）, agrarian cultures with their 

focus on the mother goddess and fertility rites),

• The Way of the Celestial Lights
– (the myths of Bronze Age（青銅器時代） city-states with their 

pantheons of gods（八百万の神） up in the heavens), 

• The Way of Man
– (religion and philosophy as it developed after the Axial Age（プラトン

以来の現代宗教の時代). 

Archetype:原型Archetype:原型

• a generic, idealized model of a person, object or 
concept from which similar instances are derived, 
copied, patterned or emulated. 

• In psychology, an archetype is a model of a person, 
personality or behaviour.

• Archetypes have been present in mythology (神話）
and literature（文学） for at least hundreds of years. 

• The use of archetypes to analyse personality was 
advanced by Carl Jung early in the 20th century.

Spirituality＝＞ForceSpirituality＝＞Force

• He believed all spirituality is searching for 
the same unknown force from which 
everything came, in which everything 
currently exists, and into which everything 
will return. 

• He referred to this force as the connotation
of what he called “metaphors", the 
metaphors being the various deities and 
objects of spirituality in the world.

George Lukas recognizes it!George Lukas recognizes it!

• The Western was possibly the last generically American 
fairy tale, telling us about our values. And once the Western 
disappeared, nothing has ever taken its place. In literature 
we were going off into science fiction...so that's when I 
started doing more strenuous research on fairy tales, 
folklore, and mythology, and I started reading Joe's books. 
Before that I hadn't read any of Joe's books...It was very 
eerie because in reading 'The Hero with a Thousand Faces' I 
began to realize that my first draft of 'Star Wars' was 
following classic motifs...so I modified my next draft [of 'Star 
Wars'] according to what I'd been learning about classical 
motifs and made it a little bit more consistent 

アメリカ社会の三重構造アメリカ社会の三重構造

• 第一の層：物質生活materialの快適さを追求する世
界
– 金、権力、セックス

• 第二の層：宗教的religious、精神的世界spirit
– キリスト教の教え

• 第三の層：神秘Mystery、超自然supernatural、夢、
予感の世界
– 様々な預言と奇蹟：神の７日間での世界創造ノアの箱船、

キリストの蘇り、バベルの塔、

アメリカを形成する４つの価値観アメリカを形成する４つの価値観

• 1. アメリカの精神文化の基盤は、キリスト教が形成した中世、
ローマ帝国、古代ユダヤにさかのぼる西欧の歴史にある

• 2. アメリカ人は心の深層に宗教性をしまい込んでいる。(見え
ざる国教）

• 3. アメリカ教（＝建国の精神＝自由＆平等＆幸福追求の権
利への信念

• 4. 創造主の前では人は平等で、人を導くのは神の意志だと
いう信念

• (all men are created equal, that they are endowed by their 
Creator with certain unalienable Rights, that among these 
are Life, Liberty and the pursuit of Happiness. ）

• Declaration of Independence 
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神話神話

• Oedipus Complex (父と息子）

• Electra Complex （母と娘）

• 原型的、普遍的物語

宗教宗教

• 仏教、禅（多神教）

• ユダヤ・キリスト教（一神教）

歴史歴史

• アメリカの建国史

• ピューリタン思想、開拓者精神

• アメリカの現代史

口承伝説・民話・おとぎ話口承伝説・民話・おとぎ話

• 騎士物語（アーサー王伝説）

ＳＦＸ(Special Effects)史ＳＦＸ(Special Effects)史

• Science Fiction映画の歴史と技術の発展

科学 ｖｓ 神秘主義科学 ｖｓ 神秘主義

• ロボット

• フォース
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Gender Gender 

• 男女の社会的役割

多文化社会多文化社会

• マルチカルチュラル社会

• ホモジーニアス社会

カルチュラルスタディーズカルチュラルスタディーズ

• ６０年代、７０年代より、主流文化に属さない
人々によって作り上げられている文化（大衆
文化）を研究する


