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〈Summary〉
  It is well known that emotions can affect a person’s temperament and motivation. As 

emotions play a critical role in people’s behavior, we think that they can facilitate social interac-

tions and enhance creativity. Constantly looking for strategies to increase student investment, 

motivation and performance, we attempt to describe and explain in this article, based on our 

own experiences as teachers, how using humor in the classroom can create a positive learning 

environment. We think that teacher enthusiasm also plays an important role in holding 

students’ attention, motivation and memory. Then, we try to understand the impact of the 

teacher on students’ learning and how the relationship between the teacher and the students 

can stimulate their interest in the process of soliciting their affective memory.

« Pourquoi dit-on apprendre par cœur ?»

  Depuis l’antiquité, on considère le cœur comme l’organe qui dirige notre intelligence et notre 

mémoire. Il a été mis en évidence très tôt que faire battre le cœur favorisait la mémorisation. 

Autrement dit, l’accélération du rythme cardiaque peut être liée à l’activité cérébrale. Mais ce n’est 

qu’au XIXe siècle que le lien avec le cerveau est établi et que son étude est approfondie. 

L’expression française « apprendre par cœur » date donc de l’antiquité, époque durant laquelle le 

cœur représentait le centre de l’affectivité et de la mémoire. Par la suite, le lien entre les émotions 

et l’apprentissage a été prouvé par de nombreuses études. Nous pouvons remarquer nous-même 

que nous retenons plus longtemps les évènements marquants, autrement dit ceux qui ont un fort 

impact émotionnel.

  En défendant l’idée que l’on ne peut pas apprendre sans émotions, cet article a pour but de 

proposer des méthodes d’enseignement qui vont stimuler la mémoire affective de l’apprenant pour 

lui permettre d’optimiser son apprentissage.

Enseigner avec le sourire

  La classe de langue étrangère est un terrain idéal pour développer un climat convivial où l’état 

d’esprit et les sentiments de chacun vont jouer un rôle primordial dans l’apprentissage. L’être 

humain est un être affectif et ce trait de caractère peut favoriser l’intégration d’une langue si nous 

arrivons à utiliser nos émotions positives. En effet, l’apprenant a ses facteurs personnels qui 
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peuvent l’enfermer dans la timidité ou l’introversion, dans l’angoisse ou l’anxiété. Ses ressentis vont 

évoluer selon sa situation sociale et relationnelle dans la classe. Avec notre enseignement actif, nous 

favorisons la communication et nous donnons une place importante aux échanges. Nous considé-

rons donc l’enseignant comme un élément important dans la mise en place de la stratégie affective. 

Il va influencer directement sur l’apprentissage avec le rayonnement de ses propres émotions.

  En ce sens, avoir recourt à l’humour peut aider à créer une ambiance joviale pour dépasser des 

obstacles de façon plus détendue. En plus d’installer une certaine complicité, le but est de dédrama-

tiser l’erreur et d’encourager ainsi les étudiants à prendre des risques. Nous pouvons de cette façon 

éviter une situation gênante ou un silence pesant. Il ne s’agit pas de faire le clown mais de réussir à 

corriger discrètement, sans traumatiser ni faire naître la peur de prendre la parole.

  Par exemple, lorsqu’une étudiante nous dit «  Pendant les vacances, je suis devenue une 

coréenne » au lieu de « Je suis devenue amie avec une coréenne », nous plaisantons en parlant de 

chirurgie esthétique jusqu’à ce qu’elle réalise elle-même son erreur. De même, quand un étudiant 

nous dit «  Le week-end dernier, je suis allé à un fesse  », nous lui expliquons que si en japonais 

«  fèss  » （フェス） signifie «  festival de musique  », la sonorité de ce mot évoque une toute autre 

chose en français et nous lui suggérons d’en vérifier le sens. Nous projetons toujours nos étudiants 

dans un contexte de communication réel et nous pensons qu’il est important de clarifier ce genre de 

maladresses de vocabulaire. Nous pensons que c’est le rôle de l’enseignant de leur éviter des situa-

tions gênantes dans des conversations avec des natifs, tant que le contexte s’y prête et surtout 

quand il s’agit d’erreurs récurrentes. Nous favorisons l’explicitation dans la classe en ayant recours 

à l’humour.

  Prenons comme dernier exemple une situation qui arrive souvent  : l’utilisation de l’article 

défini au lieu de l’article indéfini. Cela peut donner une phrase comme «Hier, je suis allé dans un 

grand magasin et j’ai acheté le pantalon. » Dans ce cas, nous répétons ce qu’a dit l’étudiant en exagé-

rant nos gestes et le ton de notre voix : « Tu as acheté le pantalon ! Oh là là, c’est toi qui a acheté le 

pantalon ! Le seul pantalon ? Il y avait un pantalon dans le magasin et tu l’as acheté. . . » Le sens de 

l’humour n’étant pas le même selon les pays et le niveau des étudiants ne permettant pas toujours 

de faire des blagues qui vont être comprises, il nous semble important de faire preuve de tact et de 

mettre en relief subrepticement ce qui est drôle dans la conversation. A chaque fois, nous remar-

quons que l’étudiant se rend très rapidement compte de son erreur et que cela l’amuse beaucoup 

quand il comprend la situation. En général, tout le groupe classe réagi aussi de façon positive et 

profite de la situation. Pour tous, l’exemple va s’enraciner plus profondément dans la mémoire que 

si nous l’avions corrigé de façon pragmatique car il serait devenu un souvenir neutre émotionnelle-

ment. Nous le vérifions en y faisant référence quelques semaines plus tard.

  Comme nous l’avons dit précédemment, le rôle de l’enseignant n’est pas de se donner en 
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spectacle mais plutôt de réagir avec bonne humeur et légèreté aux interventions de ses étudiants. Il 

nous semble important de rester subtil et de laisser l’apprenant se rendre compte tout seul qu’il se 

trompe pour qu’il puisse s’autocorriger et s’en souvenir plus facilement. En effet, deux personnes 

qui vivent la même situation, dans le même lieu, ne vont pas retenir la même chose car l’impact sur 

elles est différent. Dès que cela prend du sens, on peut retenir un évènement ou une information 

durant plusieurs mois voire plusieurs années.

  Alors, tout en restant délicat et prudent, il faut faire écho à des interactions passées pour 

activer la mémoire de l’apprenant. Il va, au fil du temps, se prendre « au jeu » et devenir acteur de 

son apprentissage. Dans une de nos classes, nous avons eu la bonne surprise de voir un étudiant 

d’ordinaire introverti, se lever pendant une activité d’expression orale, pour ouvrir la porte et nous 

dire « j’ai ouvert la porte pour faire cette phrase avec le verbe ‘ouvrir’».

  Comme le montrent nos expériences, l’apprentissage comme un divertissement peut encoura-

ger les apprenants à écouter et à participer davantage. Cela aide aussi à contrer l’ennui qui peut 

s’installer dans la routine de la classe, malgré les efforts de l’enseignant pour la changer. Pour 

Arnold （2006）, l’humour va «  favoriser les relations entre les camarades » 1）. C’est un atout qui va 

nous aider à diminuer les effets des facteurs négatifs tout en enrichissant la relation affective 

positive entre les apprenants et l’enseignant. Il s’agit de favoriser les interactions et de détendre 

l’atmosphère pour oublier les contraintes de la classe en intégrant la notion importante du plaisir 

dans l’apprentissage de la langue.

La relation enseignant-apprenant

  Dans notre première partie, nous avons constaté que le fonctionnement social et scolaire de 

l’apprenant peut se développer grâce à une relation chaleureuse et ouverte avec l’enseignant. Il est 

important de noter qu’à l’inverse, une impression négative peut se créer à son insu et entraver la 

communication.

  En ce sens, il est indispensable que l’enseignant ait conscience de son impact sur l’apprentis-

sage de ses étudiants. Un geste ou un regard, quelque chose d’insignifiant pour lui peut pourtant 

avoir des conséquences importantes. La construction du Soi dépendant en partie des évènements 

vécus avec émotion, une parole peut devenir un évènement émotionnel qui va contribuer au 

développement de leur personnalité au sein de la classe comme à l’extérieur. Le souvenir d’un 

professeur reste présent longtemps et il est fréquemment évoqué comme la motivation pour avoir 

choisi une langue étrangère （nos étudiants nous disent souvent qu’ils ont choisi d’étudier le français 

sur les conseils d’un de leur professeur de lycée）.

  Cela est d’autant plus représentatif au Japon, car si la discipline est réputée pour être stricte à 

l’école, les relations entre les professeurs et les élèves sont plus détendues. Ici, les professeurs, 
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même à l’université, consacrent beaucoup de temps et d’attention à leurs étudiants. Il existe un 

véritable suivi. Les professeurs japonais agissent parfois comme des parents, ils les épaulent et les 

encouragent réellement dans leurs études et dans leurs choix par rapport à leur avenir.

  Un problème qui peut venir entraver cette relation est le poids du groupe. Face à des classes de 

20 à 30 étudiants, il peut s’avérer difficile de répartir l’attention portée à chacun d’entre eux. Il faut 

pourtant se souvenir que ce sont des individus qui forment le groupe et qu’ils sont tous à prendre 

en compte. Il faut accorder à chacun une attention particulière. Pour cela, nous veillons d’abord à 

répartir la parole lors de nos activités orales. Ensuite, nous essayons de nous souvenir d’informa-

tions qui les concernent （connaître leur prénom nous semble indispensable ; nous tâchons de nous 

souvenir aussi de leur ville natale, de leur loisir ou d’une anecdote qu’ils nous ont raconté dans la 

classe）. De plus, mesurer leur tempérament est important dans notre démarche pour intégrer des 

émotions dans le processus d’apprentissage d’une langue étrangère. Cela demande de la concentra-

tion et de l’énergie mais c’est ce qui permet de renforcer les liens et le sentiment de relation privilé-

giée pour tous.

  Cette approche a également pour but de cerner au mieux les difficultés de chaque apprenant. Il 

faut pouvoir ajuster le niveau de nos demandes pour qu’elles soient adaptées aux capacités des 

apprenants. Sinon, le stress va empêcher le processus de l’apprentissage et de la mémorisation. En 

créant une relation affective, nous allons favoriser la confiance et de ce fait faciliter les échanges. Un 

de nos objectifs principaux doit être de créer une atmosphère éducative positive d’écoute, 

d’échanges et de partages pour déclencher le désir d’apprendre. En diminuant la pression, le plaisir 

prend le dessus et entraîne une hausse de la motivation. Cela se construit peu à peu, jour après jour, 

il faut se laisser le temps de développer ses habitudes.

  Nous retrouvons cette idée dans le guide Belin pour l’enseignement du FLE （2005）  : « （. . .） 

l’enseignant est avant tout animateur. Il doit favoriser la prise de parole et veiller à ce que tous les 

apprenants participent pour qu’une cohésion s’instaure au sein du groupe-classe. L’aspect assez 

ludique n’empêche pas un travail lexical ou même syntaxique à partir des productions des appre-

nants, mais il faut éviter les corrections intempestives et systématiques qui nuiraient a l’objectif de 

l’activité : donner l’habitude, l’envie et le plaisir de parler en français. » 2） Nous pensons que l’engage-

ment de l’apprenant dans l’apprentissage relève en partie de la capacité du pédagogue à attirer son 

attention. Il faut le placer au sein du dispositif pédagogique et faire appel à ses différents degrés 

d’émotivité et de sensibilité.

Conclusion

  Étudier dans un environnement qui motive favorise la concentration et la mémorisation de 

connaissances sur le long terme. À l’inverse, moins les émotions et la sensibilité sont sollicitées, 
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plus la rétention d’informations devient difficile.

  À travers nos expériences d’enseignement, nous en venons à la conclusion que le rire est une 

des meilleures façons d’encourager les interactions positives entre des individus. C’est un langage 

universel qui va consolider les liens affectifs. De plus, augmenter le degré de satisfaction des appre-

nants en faisant appel de façon positive à leur mémoire émotionnelle a des conséquences favorables 

sur leurs études. L’enseignant doit aussi identifier et essayer de comprendre leurs humeurs et leurs 

ressentis pour optimiser leurs résultats. L’utilisation de la mémoire affective peut transformer les 

pratiques de l’enseignement et de l’apprentissage de façon significative. Elle va permettre en rédui-

sant l’appréhension de prendre la parole en public, une meilleure assimilation des connaissances. 

De ce fait, les étudiants qui ont perdu de l’intérêt pour leurs études peuvent être à nouveau stimulés 

et motivés dans un nouvel environnement de travail.

  Nous aimerions poursuivre notre recherche sur la relation enseignant-apprenant et ses liens 

avec la facilité d’apprentissage car nous pensons qu’elle est un facteur clé. Pour cela, nous pensons 

faire des enquêtes auprès d’étudiants français et japonais pour faire une étude comparative.

 Laura Ariès
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〈Summary〉
  Nihon Denkodokan Judo, established by Jigoro Kano in 1882, has prevailed in six areas̶
Europe, Asia, Africa, North-America, South-America, and Oceania̶because of predecessors’ 
vigorous actions to assure the prevalence of the sport. Now, it is well- established in each 

country characterized by its own unique culture. We can identify 200 signatories and regions 

affiliated with the World Judo Federation.

  Our study group has been engaged in a series of investigations into the consciousness of 

Judo, taking its trainees in foreign countries as objects since 2011 to clarify the factors influenc-

ing its spread and development. There is similar research regarding the population of Judo 

enthusiasts in France and Germany. The present study is an investigation of the registered 

number of individuals in the Judo populations in both countries and their ages, and its findings 

reveal the efforts and problems associated with the spread of Judo. For this study, our group is 

reporting on the incentives for trainees to enter Judo, their purposes, the charm of Judo, their 

goals （i.e., what they want to acquire）, their influences, and anticipated personal changes 

resulting from practicing Judo.

1．目　　的

　西暦 1882年，嘉納治五郎によって創設された日本伝講道館柔道 1） は，先人達の心血を注ぐ普

及活動によりヨーロッパ，アジア，アフリカ，北アメリカ，南アメリカ，オセアニアの 6大陸に

発展し，各国独自の柔道文化として定着している。今年，柔道創立 134年目を迎える世界柔道連

盟への加盟国と地域は，200ヶ国を数える。

　本研究グループは，柔道の普及・発展に関する諸要因を明らかにするために 2011年より諸外

国の柔道練習生を対象に「柔道の意識調査」を実施して来た。類似研究としては，フランス，ド

イツの柔道人口の調査 2） がある。この研究は，両国の柔道登録人口と年齢等を調査し，柔道普及

の取り組みと両国が抱える問題を報告している。今回，本グループは，各国の練習生が柔道と向

き合う姿勢や取り組み方に重点を置き，練習生の柔道を始める動機や目的，魅力，柔道練習を通

して身に付けたいと思う事柄，練習による影響や自身の変化等について追究したので報告する。
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2．調査方法

⑴　調査対象： 日本（199名），中国（96名），ラオス（44名），ミャンマー（31名），ベトナム

（24名），アルゼンチン（123名），フランス（64名），スイス（70名）の柔道指

導者のもとで練習する合計 651名を対象とした。

⑵　調査時期： 平成 23年 3月から平成 27年 8月の期間，現地にて調査を行った。

⑶　調査方法： 各言語の質問紙を作成し，無記名質問紙法を用いた。各国の調査使用言語は，次

の通りである。日本（日本語版），中国（中国語版），ラオス（ラオス語版），

ミャンマー（英語版），ベトナム（英語版），アルゼンチン（スペイン語版），フ

ランス（フランス語版），スイス（フランス語版）

⑷　調査内容： 〇年齢，〇性別，〇練習の頻度，〇練習時間，〇試合経験，〇練習する「きっか

け」，柔道の魅力，練習の目的，得意技の修得に影響のあった人物，練習をする

ようになってからの自分自身の変化等。

⑸　分析と比較の方法：国別・性別に整理し，割合を比較した。

⑹　本研究の仮説

　本研究では以下の仮説を検証する。①柔道を始める動機や目的，魅力は国別，性別に差が

見られる。②柔道の練習を通して身に付けたいと思う事柄は国別，性別に差が見られる。③

練習による影響や自身の変化は国別，性別に差が見られる。

3．結　　果

⑴　調査対象の概要

　今回の調査は，諸外国の柔道練習生を対象に柔道に対する意識調査を通して，柔道の普及活動

の指針を明らかにする事を目的として，各国の指導者の理解と支援を頂きながら同一のクラブ

チームに偏らない調査対象となるように配慮した。各国の調査対象を以下に記述する。日本：愛

知県柔道研修会の参加者，及び京都学生柔道連盟に所属する京都産業大学，同志社大学，立命館

大学，龍谷大学の柔道部員。中国：上海の龍心館道場，上海体育学院の柔道部員。ラオス：ラオ

ス柔道強化選手と地方のクラブチーム。ミャンマー：大学の柔道部員。ベトナム：大学の柔道部

員。アルゼンチン：ブエノスアイレス柔道連盟傘下の 4つのクラブチーム。フランス：フランス

南部のサンテチエンヌで開催された国際柔道研修セミナーの参加者。スイス：ローザンヌの柔道

クラブチーム。
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表 1－1　国別・性別調査対象

国別

性別

日　本 中　国 ラオス ミャンマー ベトナム アルゼンチン フランス スイス 合　計

N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％

男　性 131 65.8 47 49.0 26 59.1 16 51.6 16 66.7 99 80.5 45 70.3 59 84.3 439 67.4

女　性 68 34.2 49 51.0 18 40.9 15 48.4 8 33.3 24 19.5 19 29.7 11 15.7 212 32.6

合　計 199 100.0 96 100.0 44 100.0 31 100.0 24 100.0 123 100.0 64 100.0 70 100.0 651 100.0

1）表 1－1は，調査した対象者の欠損値を除く 651名の国別・性別人数の内訳である。

表 1－2　国別・経験年数（内訳）

経験年数

国　別

5年未満 5～10年未満 10～20年未満 20～30年未満 30～40年未満 40年以上 合　　計

N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％

日　　本 60 30.2 60 30.2 71 35.6 1 0.5 3 1.5 4 2.0 199 100.0

中　　国 77 80.2 16 16.7 3 3.1 0 0.0 0 0.0 0 0.0 96 100.0

ラ オ ス 31 70.5 8 18.2 5 11.3 0 0.0 0 0.0 0 0.0 44 100.0

ミャンマー 13 41.9 12 38.7 5 16.1 1 3.3 0 0.0 0 0.0 31 100.0

ベトナム 2 8.3 12 50.0 10 41.7 0 0.0 0 0.0 0 0.0 24 100.0

アルゼンチン 30 24.3 24 19.5 24 19.5 16 13.0 11 8.9 18 14.6 123 100.0

フランス 5 7.8 15 3.4 22 4.4 9 14.1 8 12.5 5 7.8 64 100.0

ス イ ス 6 8.6 26 37.1 26 37.1 6 8.6 4 5.7 2 2.9 70 100.0

合　　計 224 173 166 33 26 29 651

2  ）表 1－2は，柔道経験年数をまとめたものである。この表から調査対象の全体の 65.6％以上

の者が経験年数が 5年以上であった。この内，最年少者は 10歳のフランス人女性で，最高齢

者は，経験年数が 65年の日本人男性であった。また性別と経験年数の関連については，男性

の方が女性と比較して柔道の活動歴が長い，このことは社会的な要因が関与していると推定で

きる。

表 1－3　練習日数（内訳）

週/日数

性別

1　日 2　日 3　日 4　日 5　日 6　日 7　日 合　計

N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％

男　性 20 64.5 100 80.0 97 81.5 31 81.6 70 56.9 114 56.2 7 58.3 493 100.0

女　性 11 35.5 25 20.0 22 18.5 7 18.4 53 43.1 89 43.8 5 41.7 212 100.0

合　計 31 100.0 125 100.0 119 100.0 38 100.0 123 100.0 203 100.0 12 100.0 651 100.0

3  ）表 1－3は，1週当たりの練習頻度についてまとめたものである。この表から「6日」と回答

した者が，全体の 651名中。203名（31.2％）と男女共に多く，次いで「2日」の 125名

（19.2％）であった。特に週 5日以上，練習に励んでいる者は全体の 51.9％であった。（文中の

（％）の数値は，全体の 651名の中で，占める割合を示したものである。）
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表 1－4　練習時間（内訳）

1回/時間

性別

1時間以内 1時間 2時間 3時間 4時間 5時間 6時間以上 合　計

N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％

男　性 4 50.0 26 74.3 269 70.2 91 59.9 28 77.8 9 64.3 12 52.2 439 100.0

女　性 4 50.0 9 25.7 114 29.8 61 40.1 8 22.2 5 35.7 11 47.8 212 100.0

合　計 8 100.0 35 100.0 383 100.0 152 100.0 36 100.0 14 100.0 23 100.0 651 100.0

4  ）表 1－4は，1日の練習時間について調査した結果である。この表から「2時間」と回答した

者が，全体の 383名（58.8％）と最も多く，次いで「3時間」の 152名（23.3％）であった。

また，この傾向は男女共に類似しており，全体の 8割の者が練習時間（2時間から 3時間）取

り組んでいる事が判明した。（文中の数値（％）は，全体の 651名の中で，占める割合を示し

たものである。）

表 1－5　試合経験（内訳）

大会区分

性別

世界大会 国内代表 府県大会 地域大会 経験なし 合　　計

N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％

男　性 30 76.9 106 75.2 237 70.3 26 50.0 40 48.9 439 67.4

女　性 9 23.1 35 24.8 100 29.7 26 50.0 42 51.2 212 32.6

合　計 39 100.0 141 100.0 337 100.0 52 100.0 82 100.0 651 100.0

5  ）表 1－5は，調査対象者の試合経験についてまとめたものである。この表の内訳から全体の

517名（79.4％）の練習生が府・県大会レベル以上の大会に出場経験があることが分かった。

また少数ではあるが，全体の 39名（6.0％）の者は，各国の代表選手として国際大会への出場

経験者である。（文中の数値（％）は，全体の 651名の中で，占める割合を示したものであ

る。）

表 2　柔道を始めた動機（きっかけ）

国別

項目

日　本 中　国 ラオス ミャンマー ベトナム アルゼンチン フランス スイス 度数合計

N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％

友　人 56 28.1 15 16.7 18 38.4 5 16.1 10 40.0 31 22.3 19 29.7 21 30.0 176 26.2

先　生 27 13.6 43 44.9 8 17.0 21 67.7 7 28.0 31 22.3 6 9.4 3 4.2 146 21.8

両　親 96 48.3 20 20.8 11 23.4 4 12.9 8 32.0 54 38.9 23 35.9 34 48.5 250 37.3

雑　誌 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 0.7 2 3.1 2 2.9 5 0.8

広　告 0 0.0 0 0.0 3 6.4 0 0.0 0 0.0 0 0.0 1 1.6 2 2.9 6 0.9

試合観戦 12 6.0 14 14.6 6 12.8 0 0.0 0 0.0 12 8.6 1 1.6 2 2.9 47 7.0

本 0 0.0 1 1.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 7 5.0 1 1.6 0 0.0 9 1.3

テレビ 8 4.0 2 2.0 1 2.1 1 3.2 0 0.0 3 2.2 0 0.0 0 0.0 15 2.2

その他 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 0 0.0 11 17.1 6 8.5 17 2.5

度数合計 199 100.0 96 100.0 47 100.0 31 100.0 25 100.0 139 100.0 64 100.0 70 100.0 671 100.0

調査人数 199 96 44 31 24 123 64 70 651
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6  ）表 2は，「柔道を始めた動機」について複数回答者も含め，まとめたものである。この表か

ら全体の傾向として「両親の勧め」250名（37.3％），次いで「友人の勧め」176名（26.2％），

「先生の勧め」146名（21.8％）の順であり，この 3つの動機要因が 572名（85.2％）であった。

また国別，性別に見ても同様の傾向が窺える。但し，中国とミャンマーでは「先生の勧め」に

より柔道を始める「きっかけ」となったと回答し，柔道普及の推進策が両国の「始めた動機」

に反映されていると推察できる。今回の研究テーマである「柔道の普及活動」と「柔道を始め

る動機」は，大変密接な関連が考えられ，諸外国の教育事情や社会的な背景を充分に理解し，

柔道の普及発展について考察する必要がある。

表 3　柔道の魅力

国　別　

　項　目

日　本 中　国 ラオス ミャンマー ベトナム アルゼンチン フランス スイス 度数合計

N　　　
　　　％

N　　　
　　　％

N　　　
　　　％

N　　　
　　　％

N　　　
　　　％

N　　　
　　　％

N　　　
　　　％

N　　　
　　　％

N　　　
　　　％

身体鍛錬 115
22.8

67
20.0

34
15.0

0
0.0

11
24.4

78
16.9

36
11.5

43
12.5

384
17.0

精神修養 99
19.7

54
16.1

28
12.4

2
5.5

5
11.1

76
16.5

36
11.5

40
11.7

340
15.0

自身の健康 25
5.0

40
12.0

30
13.3

6
16.6

6
13.4

59
12.6

49
15.6

56
16.3

271
12.0

護身術の体得 39
7.7

32
9.5

27
12.0

10
28.0

12
26.7

46
10.0

25
8.0

23
6.7

214
9.5

投げる技術の体得 60
11.9

30
8.9

24
10.6

15
41.6

5
11.1

40
8.7

35
11.1

27
7.9

236
10.4

練習後の充実感 32
6.4

34
10.2

16
7.1

0
0.0

1
2.2

77
16.7

20
6.4

40
11.7

220
9.7

友達との友好 43
8.5

12
3.6

26
11.5

3
8.3

3
6.7

44
9.5

27
8.6

28
8.7

186
8.2

東洋的な服装 1
0.2

7
2.1

6
2.7

0
0.0

0
0.0

5
1.1

4
1.2

5
1.4

28
1.2

技の素晴らしさ 39
7.7

30
8.9

15
6.6

0
0.0

1
2.2

36
7.8

43
13.7

45
13.1

209
9.2

互いに真剣に取り組
むこと

51
10.1

29
8.7

20
8.8

0
0.0

1
2.2

1
0.2

39
12.4

36
10.5

177
7.8

度　数　合　計 504
100.0

335
100.0

226
100.0

36
100.0 

45
100.0

462
100.0

314
100.0

343
100.0

2265
100.0

調　査　人　数 199 96 44 31 24 123 64 70 651

7  ）表 3は，「柔道の魅力」と感じる事柄について，複数回答可としてまとめたものである。こ

の調査結果から全体として「身体鍛錬」が 384度数（17.0％），次いで「精神修養」340度数

（15.0％），「自身の健康」271度数（12.0％）の順に多い項目である。国別の比較では，ミャン

マーの「投げる技術の体得」（41.6％），「護身術の体得」（28.0％）の各項目が高い数値を示し

た。またベトナムにおいても「護身術の体得」（26.7％）と回答した者が多く，他の国と比較

して「柔道の魅力」として捉えているという特色が見られる。また性別による男女の比較につ

いても「柔道の魅力」について同様の傾向であった。
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表 4　柔道の練習の目的

国　別　

　項　目

日　本 中　国 ラオス ミャンマー ベトナム アルゼンチン フランス スイス 度数合計

N　　　
　　　％

N　　　
　　　％

N　　　
　　　％

N　　　
　　　％

N　　　
　　　％

N　　　
　　　％

N　　　
　　　　％

N　　　
　　　％

N　　　
　　　％

身体能力の向上 53
16.2

47
22.8

24
17.9

0
0.0

7
16.7

38
12.3

28
12.7

56
20.7

253
16.4

精神力の強化 71
21.7

28
13.6

23
17.2

1
3.0

4
9.5

38
12.3

35
15.9

42
15.6

242
15.7

心身の健康 27
8.2

25
12.1

17
12.7

6
18.0

12
28.6

66
21.4

44
20.0

50
18.5

247
16.0

護身術の体得 14
4.3

26
12.6

18
13.4

1
3.0

6
14.3

23
7.5

17
7.7

18
6.7

123
8.0

柔道技術の向上 52
15.9

24
11.7

16
11.9

6
18.0

4
9.5

65
21.1

45
20.5

37
13.7

249
16.2

試合で優勝すること 32
9.8

14
6.8

13
9.7

16
48.5

4
9.5

18
5.9

18
8.2

26
9.6

141
9.1

人間的に成長すること 78
23.9

42
20.4

23
17.2

3
9.1

5
11.9

60
19.5

33
15.0

41
15.2

285
18.5

度　数　合　計 327
100.0

206
100.0

134
100.0

33
100.0

42
100.0

308
100.0

220
100.0

270
100.0

1540
100.0

調　査　人　数 199 96 44 31 24 123 64 70 651

8  ）表 4は，「柔道の練習を通して，最も身につけたいと思うこと」について，国別・項目別に

調査対象 651名の複数回答 1.540度数）の結果をまとめたものである。この表から全体の傾向

として「人間的に成長すること」が 285度数（18.5％）で最も多く，次いで「身体能力の向

上」の 253度数（16.4％），「柔道技術の向上」249度数（16.2％）の順となっている。国別に

見ると各項目に僅少ながらばらつきが認められ，各国の最も多い回答数は以下の通りである。

日本：「人間的に成長すること」（23.9％），中国：「身体能力の向上」（22.8％），ラオス「身体

能力の向上」（17.9％」，ミャンマー：「試合で優勝すること」（48.5％），ベトナム：「心身の健

康」（28.6％），アルゼンチン：「心身の健康」（21.4％），フランス：「柔道技術の向上」

（20.5％），スイス：「身体能力の向上」（20.7％）であった。この調査結果から各国共に複数回

答の為に 20％台を超える数値の項目が最も高くなった。中でもミャンマーの「試合で優勝す

ること」（48.5％）とベトナムの「心身の健康」（28.6％）の数値が高く，国の一つの特徴とし

て捉えることができる。また性別による全体の比較では，女性の方が「心身の健康」（12.4ポ

イント），「人間的に成長すること」（5.6ポイント）と男性に比べ，2つの項目に高いポイント

（％）数値を示した。
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表 5　技の体得に影響力のあった人物

国　別　

　項　目

日　本 中　国 ラオス ミャンマー ベトナム アルゼンチン フランス スイス 度数合計

N　　　
　　　％

N　　　
　　　％

N　　　
　　　％

N　　　
　　　％

N　　　
　　　％

N　　　
　　　％

N　　　
　　　％

N　　　
　　　％

N　　　
　　　％

友人の教え 2
1.0

0
0.0

2
3.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

4
0.5

先生・コーチの教え 7
3.5

6
5.7

7
10.4

1
2.9

2
6.5

5
3.4

4
3.7

7
5.6

39
4.8

自分自身の創意工夫 159
79.1

81
76.4

42
62.7

31
91.2

23
74.2

82
55.8

63
57.8

64
51.2

545
66.5

他の人の技を見て 15
7.5

4
3.8

1
1.3

0
0.0

3
9.6

29
19.7

17
15.6

16
12.8

85
10.3

テレビや VTRを観て 12
6.0

7
6.6

4
6.0

0
0.0

2
6.5

22
15.0

19
17.4

29
23.2

95
11.6

そ　の　他 6
3.0

8
7.5

11
16.4

2
5.9

1
3.2

9
6.1

6
5.5

9
7.2

52
6.3

度　数　合　計 201
100.0

106
100.0

67
100.0

34
100.0

31
100.0

147
100.0

109
100.0

125
100.0

820
100.0

調　査　人　数 199 96 44 31 24 123 64 70 651

9  ）表 5は，「あなたがよく掛ける技は，どのような人物の影響力があったと思いますか？」の

質問に対する調査結果（複数回答可）である。この表から全体の傾向として「自分自身の創意

工夫」と回答した者が 545度数（66.5％）と最も多かった。また国別に見ても数値の高低はあ

るものの「自分自身の創意工夫」による者の回答数が多かった。このような技の修得の仕方は，

柔道競技の特性上，複雑な技術獲得の在り方が大きな要因と推測する事ができる。

表 6－1　柔道を始めてからの自分自身の変化の有・無

国別

項目

日　本 中　国 ラオス ミャンマー ベトナム アルゼンチン フランス スイス 合　計

N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％ N ％

有　り 158 79.4 76 79.2 44 100.0 31 100.0 24 100.0 117 95.1 58 90.6 68 97.1 576 88.5

無　し 41 20.6 20 20.8 0 0.0 0 0.0 0 0.0 6 4.9 6 9.4 2 2.9 75 11.5

調査人数 199 100.0 96 100.0 44 100.0 31 100.0 24 100.0 123 100.0 64 100.0 70 100.0 651 100.0

10 ）表 6－1は，「柔道を始めてからの自分自身の変化の有無」についてまとめたものである。こ

の表から「自分自身の変化」について「有り」と回答した者は，全体の 651名中 576名

（88.5％）と高い数値を示した。また国別に見るとラオス（100.0％），ミャンマー（100.0％），

ベトナム（100.0％），アルゼンチン（95.1％），フランス（90.6％），スイス（97.1％）の各国で

は，9割以上の者が柔道を通して，自分自身が変化したと認識している。しかしながら日本と

中国では「自分自身の変化」について「無し」と答えた者が２割を占めた。この結果が如何な

る意味を持つものであるか大変興味深い。

　日本と中国の練習生が柔道を始めてから自分自身の変化について「変化無し」と回答した一

つの要因として，試合で自分自身の成績が思うような記録を達成出来ないことが，自分自身が

変化していない「理由付け」となっているのではないかと推察できる。
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表 6－2　柔道を始めてからの自分自身の変化した事柄

国　別　

　項　目

日　本 中　国 ラオス ミャンマー ベトナム アルゼンチン フランス スイス 度数合計

N　　　
　　　％

N　　　
　　　％

N　　　
　　　％

N　　　
　　　％

N　　　
　　　％

N　　　
　　　％

N　　　
　　　％

N　　　
　　　％

N　　　
　　　％

体力の向上 16
9.6

22
42.3

26
30.2

1
3.1

20
76.9

35
16.0

0
0.0

4
4.6

124
16.8

身体能力の向上 6
3.6

3
5.8

2
2.3

1
3.1

0
0.0

6
2.7

9
13.0.

22
25.0

49
6.6

精神力の向上 52
31.4

13
25.0

26
30.2

19
59.4

3
11.5

80
36.5

5
7.3

6
6.8

204
27.6

自信の獲得 15
9.0

4
7.7

11
12.8

8
25.0

0
0.0

36
16.4

7
10.2

3
3.4

84
11.4

筋力の向上 13
7.8

1
1.9

3
3.5

0
0.0

0
0.0

1
0.4

11
15.9

10
11.3

39
5.3

技術の向上 19
11.5

2
3.9

6
7.0

2
6.3

2
7.7

10
4.6

7
10.1

16
18.2

64
8.7

忍耐力の向上 10
6.0

5
9.6

5
5.8

0
0.0

0
0.0

21
9.6

1
1.4

0
0.0

42
5.7

集中力の養成 6
3.6

1
1.9

3
3.5

1
3.1

0
0.0

3
5.9

3
4.4

4
4.6

31
4.2

礼儀作法の修得 20
12.1

1
1.9

1
1.2

0
0.0

0
0.0

14
6.4

14
20.3

16
18.2

66
9.0

友達ができた 4
2.4

0
0.0

3
3.5

0
0.0

1
3.9

3
1.4

5
7.3

1
1.1

17
2.3

そ　の　他 5
3.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

0
0.0

7
10.1

6
6.8

18
2.4

度　数　合　計 166
100.0

52
100.0

86
100.0

32
100.0

26
100.0

219
100.0

69
100.0

88
100.0

738
100.0

調　査　人　数 199 96 44 31 24 123 64 70 651

11 ）表 6－2は，柔道を始めてから自分自身が変化したと思う事柄についてまとめたものである。

この表から全体では，「精神力の向上」が 738度数中，204度数（27.6％）と最も高く，次いで

「体力の向上」が 124度数（16.8％）であった。また国別に見ると日本では「精神力の向上

（31.4％），中国：「体力の向上」（42.3％），ラオス：「体力の向上」と「精神力の向上」が同率

で（30.2％），ミャンマー：「精神力の向上」（59.4％），ベトナム：「体力の向上」（76.9％），ア

ルゼンチン：「精神力の向上」（36.5％），フランス：「礼儀作法の修得」（20.3％），スイス：「身

体能力の向上」（25.0％）と各項目が高い比率を占めた。また性別の全体比較では，男女共に

同様の傾向であるものの「精神力の向上」において女性の方が 9ポイント高い数値を示した。

この調査結果から各国独自の傾向が伺えるが，中でも柔道を通して「自分自身に自信を持てる

ようになった」と回答したミャンマー（25.0％）とアルゼンチン（16.4％）は，人間の精神的

支柱を養成する要素として特筆に値すると考える。

4．考　　察

　今回，諸外国の柔道の普及・発展に関する諸要因を明らかにする為に，日本，中国，ラオス，

ミャンマー，ベトナム，アルゼンチン，フランス，スイスの各国を訪問し，多くの指導者との懇

談により得た情報と柔道に熱心に取り組む練習生のアンケート調査結果をまとめた。この度の調
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査対象の概要については，表 1－1から表 1－5に示した通り，柔道の経験年数が 5年以上の者が

65.6％以上を占め，また練習量は 2時間から 3時間取り組んでいる練習生が全体の８割であった。

従ってアンケートへの回答は誠実かつ信頼性の高いものであると確信している。

　さて柔道の普及・発展に大きな要因となる「柔道を始めた動機（きっかけ）」は，各国の全体

の傾向として「両親の勧め」（37.3％），次いで「友人の勧め」（26.2％），「先生の勧め」

（21.8％）と 3項目による影響が強いことが判明した。また国別に各項目の比率を比較すると柔

道普及の歴史が古い国（日本：1882年柔道誕生，アルゼンチン：1906年柔道普及開始，フラン

ス：1935年柔道普及開始，スイス：1937年柔道普及開始）は，「両親」や「友人」の影響が強く，

柔道普及歴史が浅い国（中国：1979年柔道普及開始，ミャンマー：1997年柔道普及開始，ラオ

ス：1997年柔道普及開始 3, 4） では，「先生の誘い」の影響が大きいことが伺える。この傾向は，

柔道普及の 1つの特色として捉えることができる。特にフランスは，世界の中でも柔道登録人口

が 80万人と多く，近年では公立小学校の必修科目として取り扱われるまでに，柔道教育の普及

が推進されている。このフランスにおける柔道普及の大きな要因は，第一に子供達の長期の休暇

中の受け皿として，各種スポーツクラブは激しくクラブ員獲得の勧誘を展開する。中でも柔道ク

ラブは，お稽古事や躾の場として教育的効果が高いと評価されていること。今一つは，1956年

に柔道指導者の国家資格を導入 3） して，指導者への信頼性を保証していることがフランス国民に

柔道が支持されている所以と考えられる。しかしながらフランスの登録人口は，平成 26年の資

料によると未就学児と初等教育（6歳から 11歳）を含めて全体の登録者数の 58.9％を占めると

報告されている 2）。この事象はフランス柔道界の大きな課題となっている。

　各練習生が自分自身の活動を通して感じる「柔道の魅力」は，各自の気持ちの表現であり，大

変興味のある調査項目であったが，複数回答可とした為に回答が平均化したことが否めない。全

体の 2,265度数の回答の中で「身体の鍛錬」（17.0％），次いで「精神修養」（15.0％）の順であっ

た。また国別では，「投げる技術の体得」ミャンマー（41.6％）や「護身術の体得」と回答した

ミャンマー（28.0％），とベトナム（26.7％）は，共に 20％台を超える回答項目として挙げる事

ができる。特に，練習生が感じる「柔道の魅力」に関しては，各国の柔道理念や指導方法が強く

影響していると推察できる。

　日々の練習する目的に対する質問では，複数回答（1,540度数）の内，各国を含む全体で「人

間的に成長すること」（18.5％）が最も高い数値であった。中でもミャンマーの「試合で優勝す

ること」（48.5％）の目的意識は高い比率を示した。

　柔道の技の体得に影響力のあった人物の調査結果は，各国を含む全体で「自分自身の創意工

夫」（66.5％）と最も高い回答率であり，各国を見ても同様の傾向を示した。この特徴は，柔道

の複雑な技修得の仕方が大きな要因と推考することができる。

　柔道を始めてからの自分自身の変化の有無については，調査対象 651名中，576名（88.5％）

の者が｛変化有り｝と答えている。また変化した具体的な事柄として，各国を含む全体の回答と

して「精神力の向上」（27.6％）が最も高い比率を占め，次いで「体力の向上」（16.8％）であっ
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た。また国別に見ると「礼儀作法の修得」の項目がフランス（20.3％），スイス（18.2％）と他国

に比べて高い比率を示した。この背景としてフランスでは，フランスの騎士道精神と日本の武士

道精神を融合した柔道 8つの精神（礼儀・勇気・友情・自制・誠実・謙虚・名誉・尊敬）を提

唱 8） し，啓蒙活動を展開されている事が，その要因と推察される。

　今回，各国の柔道練習生の意識調査により，柔道に励む目的や練習を通してどのような事柄が

身に付けられたかについて，国別・性別に明らかにすることができた。諸外国の柔道は，1964

年の東京オリンピックの翌年から JICA青年海外協力隊柔道隊員の派遣がなされた。現在に至る

まで世界 45カ国，延べ人数 280名を超えている 5）。また民間による親善交流により多くの柔道

経験者が各国の柔道指導支援を行い，現在では独自の普及活動を展開している。

　日本の柔道普及の現状は，登録人口が約 20万人とされているが，経験者の多くが登録制度に

未加入という状況が改善されれば，現登録人口の数倍の数値になると推察できる。

　柔道創始者の嘉納治五郎は，柔道の精神として「精力善用，自他共栄」を提唱された。また柔

道は「体育・勝負・修心」の三つが相俟って柔道であり，いずれか一つでも欠如すると柔道では

ないと説かれている 1）。日本では 2010年 3月 27日，全国柔道事故被害者の会が発足され「柔道

事故の被害に遭われた方とその家族の支援とその活動を通じて柔道の安全に貢献すること」を目

的として結成された 6）。また 2012年から中学校教育で武道が必修科目となり，柔道授業への安

全配慮が強く求められている。全日本柔道連盟は，2014年 4月 1日「柔道MINDプロジェクト

特 別 委 員 会 」 を 発 足 さ せ｛M（MANNERS）： 礼 節，I（INDEPENDENCE）: 自 立，N

（NOBILITY）：高潔，D（DIGNITY）：品格｝柔道人にふさわしい人間育成に取り組む活動を展

開している。

5．ま と め

　今回，8カ国の柔道普及の現状について明らかにする為に，柔道練習生の「意識調査」を実施

した結果，以下のような事柄が判明した。まず柔道を始めた動機要因は，調査対象者 651名中の

（37.3％）の者が「両親の勧め」，次いで友人や先生の誘いと練習生に身近な人物が関与している

事が分かった。また柔道の魅力については，各国に多少の違いが認められるものの全体では「身

体の鍛錬」（17％），次いで「精神修養」（15％）であった。また柔道を始めるようになってから

の自分自身の変化に対する質問に関しては，全体の 651名中。576名（88.5％）の者が変化した

と回答し，その変化した内容については，全体として「精神力の向上」（27.6％）が最も多く，

「体力の向上」（16.8％）の順であった。また各項目についての男女の比較では，同様の傾向を示

したが「柔道を通して最も身に付けたいと思う事柄」につては，「心身の健康」の男性（1.7％）

対して女性（14.1％）と女性の健康観の意識が高いことが伺えた。

　この度の調査により柔道の人間形成の有効性や各国独自の活動の現況について，その概観を把

握する事ができた。今後，日本をはじめ世界柔道の教育普及・発展は，競技力の向上と人間的成

長の育みが培われる諸活動が両輪のごとく推進されることが重要であると考察される。
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〈Abstract〉
  Walter Benjamin’s work on The Origin of German Tragic Drama dictates the reception of a 

dramatist in the Spanish Golden Age, Pedro Calderón de la Barca, in Germany: Calderón is 

understood as exemplar of German baroque tragic drama （Trauerspiel）. But what Benjamin 

considers as motifs of German baroque tragic drama in Calderón’s works comes less from 

Calderón’s original works than the parts falsified by German romantic translators in Calderón’s 

German translation.

1．イントロダクション

　本論文では，17世紀スペイン・バロック演劇の代表的な作家といって差し支えないカルデロ

ン・デ・ラ・バルカ（Pedro Calderón de la Barca, 1600－1681）について，そのドイツ語訳がド

イツにおける受容においてどのような役割を果たしたかということを考えるためのひとつの視点

を提供したい。

　客観的な事実として，ドイツにおいてカルデロンの翻訳の多くは 1800年代になって出版され

ており，オリジナルとドイツ語訳の間には 200年近くの時差が生じている。つまりドイツにおい

て 200年間，カルデロンは無視され続け，19世紀のロマン主義全盛の時代において初めて発見

されたということである 1）。そして翻訳に携わったのはアウグスト・ヴィルヘルム・シュレーゲ

ル（August Wilhelm von Schlegel, 1767－1845）やヨハン・ディーデリヒ・グリース（Johann 

Diederich Gries, 1775－1842）といった，ドイツのロマン主義において一定の役割を果たした翻

訳者たちであった。とりわけアウグスト・シュレーゲルは，弟のフリードリヒ・シュレーゲルと

ともに，ドイツ・ロマン主義運動の媒体として知られた雑誌『アテネーウム（Athenaeum）』を

主宰し，ドイツ・ロマン主義の始祖のひとりとして評価されている。カルデロンのドイツ語訳は，

そうした当時のロマン主義の文脈の中で成立したものである。

　カルデロンがドイツ・ロマン派の中で盛んに称賛された成り行きについては，マックス・コメ

レルが次のように説明している。

歴史的脈絡において語るべき最も重要な点は，すでにアウグスト・ヴィルヘルム・シュレー

ゲルが先駆けて述べているが，その弟の講義は，カルデロンに話が及ぶと，ほとんど讃歌の
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音色を帯びる。それこそ聖なるものの詩人なのである。さらにアイヒェンドルフが，ほとん

どの人から等閑視されていたカルデロンの力量のもう一つの側面，聖餐神秘劇をなんと深く

理解していたことだろう。なにしろ彼は，これまでに見る最もすぐれたカルデロン劇のドイ

ツ語訳，『大世界劇場』をわれわれに贈ってくれたではないか。またインマーマンは，模範

舞台を世界文学に役立てようと力を尽くしていたが，いわばその中心をなしているのも，あ

る一晩のために設けた『虚空の娘』である。かてて加えて，インドの思考世界に最も深く通

底した戯曲，『人生は夢』に対する哲学者ショーペンハウアーの崇拝がつづき，さらにこの

戯曲に対しては，ホフマンスタールが終生をかけて取り組むことになる 2）。

カルデロンはこのように，シュレーゲル兄弟に加えて，アイヒェンドルフ（Joseph Karl 

Benedikt Freiherr von Eichendorff, 1788－1857），インマーマン（Karl Leberecht Immermann, 

1796－1840），ショーペンハウアー（Arthur Schopenhauer, 1788－1860），ホフマンスタール

（Hugo von Hofmannsthal, 1874－1929）といったドイツ・ロマン派に属する，または関係してい

るひとびとに広く受け入れられ，そしてこのサークルの中でカルデロンの翻訳が生みだされて

いったのである。尚，カルデロンがドイツ・ロマン派の中で受容された際，ゲーテ（Johann 

Wolfgang von Goethe, 1749－1832）が果たした役割が重要とされている。コメレルは，「ゲーテ

は，この作品（『不屈の王子』）の演出でそのすばらしさを実証し，ロマン派運動に影響を与え

た」 3） としている。ゲーテを通じて，ドイツ・ロマン派の中でカルデロンは崇拝対象となったの

であった。

　以上の状況から次の仮説を本論文は念頭に置いている。すなわち，このようにドイツのロマン

派のひとびとが揃ってカルデロンを翻訳しているということは，ロマン主義に通底する何らかの

要素を彼らはカルデロンに見出していた，もしくは見出そうとしていたのではないかという仮説

である。もっと言えば，カルデロンの翻訳でもって，彼ら自身の思想を何がしか語ろうとしたの

ではないかという仮説である。以上の仮説を検証する用意は本論文にはない。この作業に本格的

に取りかかるとすれば，まず，ドイツ・ロマン主義とは何なのかといったところから本来は論じ

始めなければならないはずである。しかし本論文はドイツ・ロマン主義を全体的に論じることは

避ける。本論文がこの仮説に対して部分的にでも示唆を与えるべく取っ掛かりとしたいのは，

ヴァルター・ベンヤミンによるカルデロン論である。ベンヤミンはロマン主義者たちのカルデロ

ン訳を通じて，カルデロンの思想のエッセンスであると彼がみなすものを提示した。この彼が提

示したものが本論文では検証される。そして論証されるテーゼとは，ベンヤミンがカルデロンに

見出したのは，カルデロン自身の思想というよりも，ドイツのロマン主義者たちがカルデロンに

負わせようと創作したものであった，というテーゼである。このテーゼでもって，カルデロンの

ドイツ語訳がドイツにおけるカルデロンの受容においてどのような役割を果たしたかという問い

に対する，部分的な回答としたい。すなわち，カルデロンのドイツ語翻訳はドイツ・ロマン主義

の運動を補完する役割をカルデロンに負わせたということである。

20 ベンヤミンのバロック悲劇論に関連したカルデロンのドイツ語訳の問題 



2．ベンヤミンの『ドイツ悲劇の根源』の中のカルデロン

　ロマン主義者たちの翻訳を通じて，ヴァルター・ベンヤミン（Walter Benjamin, 1892－1940）

は主著である『ドイツ悲劇の根源』（1925）においてカルデロンを論じた。この著作はドイツに

おいてカルデロンについて初めてまとまった議論をした著作とみなせるもので，ドイツにおける

カルデロン評価において一定の役割を果たしていることは議論の余地がない。さて，彼の提示し

たカルデロンの解釈であるが，それは，カルデロンはドイツのバロック悲劇の範例である，とい

うものである。ベンヤミンは次のようにカルデロンについて論じている。

実際，バロック悲劇の完成された芸術形式を研究するには，カルデロンにおいて他にない。

何よりも，「悲しみ（Trauer）」と「戯れ（Spiel）」が合致しうる精密さが，悲劇

（Trauerspiel）の威信を ― つまり，悲劇という言葉の威信と，悲劇という対象の威信

を ― 生み出している 4）。

このようにドイツのバロック悲劇の研究のために範例としてベンヤミンが挙げるのは，スペイン

の劇作家のカルデロンであるのだ。そしてカルデロンが範例たる所以は，悲劇を意味するドイツ

語の「Trauerspiel」が指し示しているものの本質であると考えられる「悲しみ（Trauer）」と

「戯れ（Spiel）」をカルデロンの劇は合致させているからだとされている。それは，超越的なも

のに到達しえない救済なき「悲しみ」の状態が「戯れ」に記述される事態を指している。この

「戯れ」について，バロック悲劇とロマン主義双方に見られる特徴として，ベンヤミンは以下の

ように論じている。

生は「重大」であっても，作品は「快活」であり得るが，しかし，絶対的なものを目指す激

しさのために生もまたその最後の重大さを失ってしまっても，作品は戯れとしてしか現れ得

ない。バロックとロマン派に見られるのも，どれほど違った形であるにせよ，そうした事態

だった。しかも両者とも，世俗的な芸術創作の形式と素材によって，この激しさを表現する

しかなかった。この激しさは，戯れの要素を演劇においてこれ見よがしに強調し，超越に究

極の言葉を語らせられるように，超越に戯れに戯れを重ねる世俗的でしかない姿をさせた 5）。

このように「戯れ」は超越的なものから疎外された世俗領域にあって，決して超越的なものに到

達することのない形で超越的なものを目指す激しさとして定義される。したがってベンヤミンに

とってバロック悲劇的なもの（そしてロマン主義的なものでもある）とは，超越的なものからの

疎外と，超越的なものへの志向という二律背反した態度の共存である。そして彼は，世俗領域で

の奇跡を保証する「善行」を否定しながら，市民的な徳を示すよう義務付けるという，ルター派

の二律背反した態度との関連を指摘している 6）。ベンヤミンはしたがってこのようなルター派の
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二律背反的態度の範例をカルデロンに見出しているということになる。

3．『人生は夢』のドイツ語訳

　以上のカルデロン解釈が可能にしているのは，カルデロンのテクストそのものよりも，ドイツ

語訳のほうではないのかというものが，本論文が示唆したいことである。以下，ベンヤミンがそ

のような議論を組み立てる際に引用したカルデロンの『人生は夢』（1636）のグリース訳の一節

を精査したい。このたったひとつの一節に，示唆的なことが多数含まれていることを以下，示し

ていく。まずはベンヤミンが引用したグリース訳を引用する。

Doch sey’s Traum, sey’s Wahrheit eben: 

Recht thun muß ich; wär’ es Wahrheit, 

Deßhalb, weil sie’s ist; und wär’ es

Traum, um Freunde zu gewinnen, 

Wenn die Zeit uns wird erwecken. 7）

日本語に翻訳するなら以下のようになるだろう。

しかし，夢であろうと，現実であろうと，

正しいことをなさなければならない。現実であれば，

それは現実であるのだから。そして，

夢であれば友を得るために，

時がわれわれを目覚めさせるときに。

これに対して，スペイン語の原文での該当箇所は以下の通りである。

Mas, sea verdad o sueño, 

obrar bien es lo que importa. 

Si fuere verdad, por serlo; 

si no, por ganar amigos 

para cuando despertemos. 8）

こちらも日本語にすれば以下の通りになるだろう。

しかし現実であろうと，夢であろうと，

良いことをすることが大切なことだ。
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現実であれば，それは現実であるのだから。

現実でなければ友を得るために，

われわれが目覚めるときに。

ここで日本語訳について若干補足しておくと，ドイツ語の “Wahrheit“とスペイン語の ”verdad”

に対して，「夢」という言葉に対になる言葉として「現実」という日本語を当てた。ただし，

“Wahrheit“にしても ”verdad”にしても，真理という意味が原義である。したがってここで言う

「夢」は，真理に到達しえない世界，つまり幻なり偽物，または仮象の世界という意味を含意し

ていることになる。

　さて，スペイン語の原文とグリースによるドイツ語訳を比較すると，特徴的なのは 2行目であ

る。スペイン語の ”bien”には “Recht“という訳語が当てられ，”lo que importa”には “muß“とい

う訳語が当てられている。こうした訳語選定には，原文よりも真理の存在を意識させる意図を受

け取ることができる。“Recht“は法や正義といった意味を含んでおり，超越的な真理と関係する

ことを含意した言葉であるが，スペイン語の ”bien”にはそのような含意はない。またスペイン

語の ”lo que importa”は大切なり重要であると言っているにすぎず，行為を遂行することが義務

であるということを含意してはいない。しかしドイツ語訳の “muß“は行為を遂行する義務を指

す言葉である。したがって二行目のドイツ語訳は原文と比べると，超越的な真理の存在と，その

真理のための行為をなすのが義務であると意識させる翻訳となっていることがわかる。

　さらに一行目に目を移すと，スペイン語の原文とドイツ語訳では，「夢」と「現実」（または

「真理」）の順番が入れ替わっている。スペイン語の原文では「現実」が先であるにもかかわらず，

ドイツ語訳では「夢」が「現実」より先に置かれている。それは修辞的効果を考えた場合に，ド

イツ語訳は「夢」を強調したいという意図があるということが言えるだろう。つまり，真理の中

にいる状態である「現実」が問題なのではなく，真理から隔てられている「夢」の状態のほうが

問題になっているということがここで強調されているのである。真理とは隔たっている仮象の世

界である夢の中にあるということを強調するために，ドイツ語訳はこの言葉の並び替えを行って

いると言ってよいだろう。

　以上のことは単なる表現の異同の問題ではなく，思想面に関わっている。グリースによるドイ

ツ語訳は，夢という，真理から遠ざけられた状況の中にいるという状態にあっても，真理を目指

すことが義務であるという解釈を提示しており，この解釈においては真理との関係が明確に重要

視されている。スペイン語の原文はそのような解釈を許容はするかもしれないが，ドイツ語訳が

提示する真理追及の意味合い，そして義務的な意味合いは乏しい。「良いことをすることは大切

なことだ」というのは，良いことをすることが義務とは言っていないし，また良いことというの

も必ずしも真理との関係で定義されるものではない。その点，真理から遠ざけられていること，

それにも関わらず真理を志向することが義務であることというふたつの思想をドイツ語訳は提示

している。したがって，超越的なものからの疎外と，超越的なものへの志向というルター派的な
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二律背反した態度の共存というモチーフは，スペイン語の原典よりもグリースのドイツ語訳に

負っているものだということが，以上の比較検討から見えてくるのである。ベンヤミン自身はこ

の一節について，「カルデロン劇は，存在の内実に触れたいという要求を否定することができな

い。しかし世俗劇は，超越の一歩手前で踏みとどまらなければならない以上，回り道をして，つ

まり戯れながら，超越を確認しようとする」 9） と論じているが，それはグリースが意図したカル

デロン解釈に沿ったものであるという実情が，たった一節の比較検討に過ぎないが，示唆される

のである。

4．『最大の怪物は嫉妬』のドイツ語訳

　超越的なものからの疎外と，超越的なものへの志向の共存こそがドイツ・バロック悲劇を特徴

づけるものであるとベンヤミンが論じていることを確認したが，この共存は，ドイツ・バロック

悲劇の言語論（ベンヤミンの言葉を用いれば，アレゴリー論）にも対応していると，ベンヤミン

は『ドイツ悲劇の根源』の後半部で論じる。ここでは言葉の本来の原義が超越的なものに対応し

ている。本来指していたはずの意味から言葉が引きはがされるというのがドイツ・バロック悲劇

に特徴的な言語使用法であるとベンヤミンは主張するのである。本来の意味を引きはがされた言

葉には，新しい非本来的な意味が付与されるので，そこには対立が生じる。ベンヤミンはその対

立を，原義と言葉の「弁証法」であると見定め，そこに積極的な意味を認めようとする。「バ

ロックの神化（Apothose）は弁証法的である」 10）。つまり，神に対応する原義と，言葉の関係は

「弁証法」として理解されるということである。ただし，ここで言う「弁証法」とは，対立が総

合によって回収されるようなヘーゲル的な弁証法とは異なる。総合なき弁証法こそがバロックの

弁証法であるとベンヤミンは論じる。

　さて，このドイツ・バロック悲劇の言語論を論じる際，彼が参照するのはまたしてもカルデロ

ンである。カルデロンの『最大の怪物は嫉妬』（El mayor monstruo del mundo, 1637）の中の，ヘ

ロデの妻マリアムネが，偶然，一通の書簡の切れ端をいくつか見つける場面にベンヤミンは着目

する。ばらばらの状態になっている書簡が問題になってくるわけだが，この書簡は，元々は部下

に対してのヘロデの命令が書かれたものだった。ヘロデは，自分が殺された場合，妻を奪われて

名誉が危うくなると思ったので，自分の名誉を守るためにマリアムネを殺せというのが，元々の

書簡の中身である。しかし書簡はばらばらになっているので，もはや元々何が書かれていたのか

はわからず，ただ文中のいくつかの言葉が，本来の文脈を失って，マリアムネの目に飛び込んで

くるのである。その際のマリアムネの言葉をベンヤミンは引用している。

いったいこの紙切れには，何が書いてあるのだろう。

まず目に入る言葉は，「死」（Tod）だ。

ここには，「名誉」（Ehre）と書かれている。

そしてここには，「マリアムネ」（Mariamne）と読める。
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これはどういうことか。天よ，助けてくれ。

とても含みの多い三つの言葉，

「マリアムネ」，「死」，「名誉」とは。

ここには，「秘密裏に」（in der Stille）とある。

ここには「威厳」（Würde）。ここには「命じる」（heischt）。ここには「追及」（Streben）。

そしてここには，「私が死ぬ」（sterb’ ich）と続いている。

やはり，私は何を疑うのか。すでに教えてくれている，

この紙の折り目が。

それはこんな悪事を繰り広げながら，

お互いにつながっている 11）。

以上のように，ここでマリアムネの目に現れるばらばらの言葉とは，「死」（Tod），「名誉」

（Ehre），「マリアムネ」（Mariamne），「秘密裏に」（in der Stille），「威厳」（Würde），「命じる」

（heischt），「追及」（Streben），「私が死ぬ」（sterb’ ich）である。これらの言葉はバラバラにされ

て，部下に対するマリアムネの殺害の命令という本来指していた意味を失いつつも，彼女は，そ

れらの言葉が「お互いにつながっている」と確信している。ここから，ベンヤミンが引用した部

分の続きであるが，マリアムネ自身は，彼女の名誉や威厳が彼女の死の追求を命じている，とい

う意味をこれらのばらばらの言葉は指していると理解することになる 12）。自分の生死が脅かされ

ているというメッセージを，ばらばらの言葉から彼女は受け取ったのだ。逆に言うと，このよう

にして，本来指していたはずの意味とは必ずしも同じではない意味を彼女はこれらのばらばらの

言葉に与えたことになる。さて，ベンヤミンはこれらのばらばらにされた言葉そのものについて

論じ，次のような解釈を施している。

これらの言葉は，ばらばらに切り離されてもなお，不吉であることを示している。いや，そ

れどころか，ついこう言ってみたくなるのだが，言葉がこのように切り離されてもなお，何

かを意味しているという事実は，すでにそれだけで，言葉にまだとどまり続けている意味の

残滓に，何か脅かすようなものを与えている。このように言葉が破砕されるのは，断片とな

ることで，表現を変貌させ，高めるのに力を貸すためなのである 13）。

ばらばらにされた言葉は，もはや元々の意味を指し示していないが，しかし「何かを意味してい

る」。この「何かを意味している」ということは，元々の意味とは異なる意味を作りだすという

ことである。この新しい意味に対して，ベンヤミンは次のような性格を与えている。すなわち，

「何か脅かすようなもの」（etwas Drohendes）としての性格をもっていると。しかし何を脅かし

ているのか。それは，言葉の元々の意味である。新しい意味の生成は，元々の意味の消失と表裏

一体の関係にあり，新しい意味の生成はそのまま元々の意味の存立を危機的状況におくことにな
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るからだ。ただし，ベンヤミンはこの危機こそが「表現を高める」ことであるとすることで，こ

の危機に積極的な意味を見出そうとしている。

　ここでベンヤミンは「drohen」（脅かす）という語のイメージをばらばらにされた言葉に結び

付けているが，それはなぜなのか。それは，これらの言葉の中に「死」と「命じる」という言葉

が含まれているからであろう。このふたつの単語が結びつけば，死が命じられるということで

（実際，マリアムネはそのように解釈するわけだが），生命が危険な状態に無理やり置かれるとい

うイメージが生み出される。それは「drohen」のイメージに近接するものであろう。この強制

的に危険な状態に置くイメージから，ベンヤミンはばらばらにされた言葉の状態に見出される，

ドイツ・バロック悲劇の本質的な思想を説明しようとしている。

　次に，ここでスペイン語の原文ではどうなっているのかを確認したい。ここでは今問題になっ

ているばらばらの言葉に着目したい。これらの言葉に対応する言葉は，スペイン語の原文では以

下の通りである。「死」（muerte），「名誉」（honor），「マリエーネ」（Mariene），「秘密」

（Secreto），「敬意」（respeto），「奉仕」（servicio），「適する」（conviene），そして「私が死ぬ」

（muerto yo）である 14）。こうした言葉から，スペイン語の原文の場合は，マリエーネ（マリアム

ネ）は，彼女の名誉と敬意のためには，彼女の死が適している，という意味を受け取ることにな

る 15）。

　さて，このスペイン語の原文とグリースのドイツ語訳を改めて比較すると，グリースがドイツ

語に翻訳する際，「死」（muerte）は「死」（Tod），「名誉」（honor）は「名誉」（Ehre），「マリ

エーネ」（Mariene）は「マリアムネ」（Mariamne），「秘密」（Secreto）は「秘密裏に」（in der 

Stille），「敬意」（respeto）は「威厳」（Würde），「適する」（conviene）は「命じる」（heischt），

「奉仕」（servicio）は「追及」（Streben），「私が死ぬ」（muerto yo）は「私が死ぬ」（sterb’ ich）

と翻訳されたことがわかる。この比較を通じて見えてくることは，スペイン語の「適する」

（conviene）と「奉仕」（servicio）については，意味範囲がまったく異なるドイツ語をグリース

は当てはめているということである。「適する」（conviene）と「命じる」（heischt），「奉仕」

（servicio）と「追及」（Streben）は，同じ事象を指し示していない。

　ここでは，とりわけ前者の組がより重要である。二者の適合性を問題にする「conviene」とい

うスペイン語の動詞（convenir）は，一方が他方に何かを強制させるという事態を指すドイツ語

の「heischt」という動詞（heischen）は同じものではない。つまり，スペイン語の「convenir」

には強制的な性格を含んでいない。したがって，ばらばらにされた言葉の中に，強制性の性格を

もつ言葉を入れ込んだのはカルデロンではなく，グリースのほうだということである。このこと

はベンヤミンがカルデロンの中に見出したとされるドイツ・バロック悲劇の言語論にも直接的に

関わってくる。ベンヤミンはばらばらにされた言葉のうちの「命じる」という言葉のイメージを

使って，元々の意味から引きはがされた言葉に担わされる新しい意味の脅迫的な性格を説明した

ことを先ほど確認した。しかし，この「命じる」という言葉こそ，グリースのドイツ語訳の創作

であるのだ。したがって，ドイツ・バロック悲劇の言語論の典型をカルデロンにベンヤミンは見
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出そうとしたが，実情としては，ここでも，カルデロンというよりもグリースの文章の中に，ベ

ンヤミンはバロック的だと彼がみなしているものを見出したということになる。

5．結　　論

　ドイツにおいて初めて本格的にカルデロンを論じたベンヤミンの『ドイツ悲劇の根源』は，ド

イツにおけるカルデロンの受容を決定づけるものであった。すなわち，ドイツ・バロック悲劇の

模範としてカルデロンを理解するというものである。しかし，ベンヤミンがドイツ・バロック悲

劇のモチーフとしてカルデロンの作品に見出したものは，実際のところ，カルデロン作品そのも

のというよりも，そのドイツ語翻訳の中でドイツ・ロマン主義者たちが創作したもののほうに負

う部分が多いというのが実情である，と評価すべきである。

注

1） 尚，日本でカルデロンが紹介されたのも 19世紀に入ってからのことである。日本における最
初のカルデロンの紹介者は森鴎外である。彼が実弟の三木竹二とともに，1889年に『サラメ
アの村長』の翻訳を読売新聞紙上で発表した。（コメレル，マックス，『カルデロンの芸術』
（1946），岡部仁訳，法政大学出版，1989，p. 261）
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Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1991, S. 260.（以下，GS1: 260というように略す）
5）GS1: 261.

6）GS1: 317.
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‒2427.
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〈要約〉
　時間と空間は，近代の思想において次第に実在の最も根本的な形式とみなされるように
なった。自然科学ではすべての物理現象を空間的・幾何学的に説明する傾向が強まってきた
一方，哲学では逆に時間が経験の中心的な次元として強調されるようになった。『無の自覚
的眼底』の諸論文の中で発表された西田幾多郎の時間論は，こうした歴史的な背景において
生まれた。拙論では，西田の処女作から晩年の論文まで登場する「永遠の今」の概念の発展
を辿った上で，それに基づいた後期西田の時間論のさまざまな様態を明らかにしたい。永遠
の今の自己限定の説によって，西田は自分の前期の抽象的な時間観において生じていた様々
な問題を解決できた。この点を踏まえた上で，西田がいかに自然科学や哲学の抽象的な時間
観の起源を説明し，その限定的な妥当性を根拠付けることができたのかを示したい。結びに，
西田の時間論において解決し難いいくつかの問題点を指摘したい。

Introduction

  In his early philosophical works, Nishida Kitarō gave little attention to space and time as basic 

categories of reality, cursorily dealing with them only in the context of other themes, such as the 

problem of the inter- and intrapersonal unity of experience. In later years, however, he delved into 

the idea of space and time as basic dimensions of the process of actualization of experience. Finally, 

in the last phases of his thought, he formulated his own original philosophy of time, as a develop-

ment of the new ideas he had been formulating since the introduction of the concept of locus （場所）. 

Such original philosophy of time must be understood in the historical context of the development of 

the complementary ideas of time and space in modern western thought – of which Nishida was 

keenly aware – with its dichotomy between the naturalistic, space-based idea of time predominant in 

modern science, and the subjectivistic idea of time predominant in philosophy.

  Time and space are two of the most basic features of experience, and their role as primary 

categories for any fundamental understanding of reality has been growing steadily in the modern 

age. In the field of the natural sciences, since Descartes interpreted matter as pure extension, 

whose properties can be described in merely geometrical terms, space has become one of the most 

important concepts. Physicists now regard space and time as the very fabric of the cosmos 1）, and a 

strong tendency has emerged to reduce time to just another dimension of space. Physicists have 

obviously always been acutely aware of the empirical fact of the irreversibility of time – the fact that 
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we experience time as an “arrow” moving in a one-way direction, and physical systems accordingly 

change states in a non-reversible way, expressed in the laws of thermodynamics. However, classical 

physics has made it theoretically possible to treat time mathematically as a coordinate in a spatial 

continuum, formulating its basic laws as time-reversible, and since the advent of relativity theory 

and quantum mechanics, the reductionist tendency has become stronger, to the point that some 

physicists have explicitly proposed to eliminate time from the basic equations of physics 2）.

  In contrast, in the field of theoretical philosophy time has gradually come to occupy the privi-

leged position of most fundamental ontological category. Kant interpreted space and time as forms 

of sensibility upon which the perceptual world is synthetized, and considered time as the form of 

the inner sense （Form der inneren Sinnes）. This implies that, for Kant, time is not only the immedi-

ate condition of inner intuition, but also the a priori formal condition of all appearances (formale 

Bedingung a priori aller Erscheinungen überhaupt), as outer appearances as well are perceived as 

situated in time through the mediation of the inner experience of the knowing subject 3）. The first 

edition of the Critique of Pure Reason contains a detailed reconstruction of the genesis of experi-

ence, based on the interpretation of the concepts of understanding as temporal schemata, through 

which our experience of the world is unified 4）. Kant rewrote the whole section in the second edition, 

dropping the genetic reconstruction, and it has been argued that, in his quest to find a foundation 

for geometry-based scientific knowledge, he ultimately privileged space over time 5）. However, there 

is little doubt that, in idealistic or non-objectivistic readings of Kant’s philosophy, his characteriza-

tion of time as the form of inner intuition upon which concrete experience is shaped can easily lead 

to the interpretation of time as a more fundamental form of experience than space.

  In reaction to the strong reductionist attitude of modern science – which, albeit still fledgling, 

was rapidly gaining momentum in the 19 th century – Kierkegaard and Dilthey tried to formulate a 

description of reality as directly experienced by human beings in their concrete existence. Their 

attempts revisited the notion of time mostly on the basis of a theological or historical understanding 

of human experience, rather than from a Kantian standpoint, and both thinkers stressed the fact 

that actually experienced time cannot be interpreted as a mere succession of instants separate from 

each other, but must be understood as a dynamic interplay of future and past within the present 6）. 

Kant’s epistemological approach, Kierkegaard’s theological position, and Dilthey’s historical stand-

point came together in Heidegger’s Being and Time, which constitutes the most radical attempt in 

the history of western thought to reconsider time as the single most fundamental ontological 

category for the understanding of reality. Early Heidegger grounded the happening of experience in 

ursprüngliche Zeitigung, the primordial unfolding of time that makes it possible to be in the world 

and encounter things, trying – albeit, by his own admission, unsuccessfully – 7） to derive space from 

time 8）.
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  It is in this historical context that we must understand the evolution and the final results of 

Nishida’s philosophy of time. In his early ideas of time, sketched in An Inquiry into the Good （『善の

研究』, from now on referred to as IG） and developed in Intuition and Reflection in 

Self-Consciousness （『自覚に於ける直観と反省』, from now on referred to as IRSC） 9）, Nishida 

accepted without much questioning the then-dominant Neo-Kantian philosophy of time. The turning 

point in his conception of time was the original concept of eternal now （永遠の今）, developed in the 

writings collected in The Self-Aware Determination of Nothingness （『無の自覚的眼底』, from now on 

referred to as SADN）, which are often recognized as the starting point of the later phase of 

Nishida’s philosophy. In this essay, I will first delineate the development that led to the formulation 

of Nishida’s mature concept of time, then I will analyze some of its meanings and implications. In 

particular, I will analyze the concept of eternal now formulated in SADN, focusing on the intrinsic 

dialectical dynamic of the present that Nishida sees as the origin of time and of different time-based 

interpretations of reality. I will thus make clear how the notion of eternal now allows Nishida not 

only to solve the conceptual problems that had emerged in his earlier position, but also to encom-

pass and mediate the differences between the naturalistic and the subjectivistic views of time, by 

providing an original synthesis of the two positions in a third, wholly original view. In the end, I will 

point at some problems and limitations in the concept of eternal now, hinting at its insufficiency as 

an ultimate explanation of the phenomenon of time.

Nishida’s early ideas of time

  Nishida’s first major work, IG, begins with a description of Nishida’s concept of pure experience 

（純粋経験）, followed by an attempt to build a metaphysics based on that concept. As I mentioned 

above, the concepts of time and space do not play any significant role in either of the two endeavors. 

In the description of pure experience, nevertheless, time makes its debut very early, since for 

Nishida the temporal quality of experience constitutes an essential trait of pure experience. Nishida 

stresses that the focus of pure experience is the present, and argues that, although the present can 

appear as a complex construction interwoven with mnestic elements, such elements from the past 

are always synthetized in one unitary reality in the experience of the present moment. When there 

is no interference by reflective thinking, the synthesis results in the flow of a seamless present, 

which constitutes pure experience in the strictest sense of the term, described in Nishida’s famous 

examples of people performing engrossing activities. Reflective thinking, by producing the opposi-

tion of subject and object, breaks the primal continuity of the flow of time, objectifying and separat-

ing single present contents of consciousness as perceptions, memories, and anticipations.

直下の純料経験であっても，之が過去の経験の構成せられた者であるとか，又後にて之を単
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一なる要素に分析できるとかいふ点より見れば，複雑といってもよからう。併し純粋経験は

いかに複雑であっても，その瞬間に於ては，いつも単純なる一事実である。たとひ過去の意

識の再現であっても，現在の意識中に統一せられ，之が一要素となって，新なる意味を得た

時には已に過去の意識と同じとはいわれぬ。（中略）純粋経験の現在は，現在に就いて考ふ

る時，已に現在にあらずといふやうな思想上の現在ではない。意識上の事実としての現在に

は，いくらかの時間的継続がなければならぬ（中略）即ち意識の焦点がいつでも現在となる

のである。それで，純粋経験の範囲は自ら注意の範囲と一致してくる。しかし余は此の範囲

を必ずしも一注意の下にかぎられぬと思ふ。我々は少し思想も交わず，主客未分の状態に注

意を転じて行くことができるのである。例へば一生懸命に断岸を攀ずる場合の如き，音楽家

が熟練した曲を奏する時の如き，全く知覚の連続 perceptual trainといってもよい。（I, 11） 10）

  Pure experience flows as a continuous stream of present consciousness, and this implies time 

as one of its dimensions. What is, then, the interpretation of the nature of time within the conceptual 

framework that Nishida develops on the foundation of pure experience? Such interpretation should 

be able to account for the fact that reflection is able to tell past, present, and future apart, in spite of 

their all being experienced as present contents of consciousness. Nishida accepts, without further 

investigation, the answer provided by post-Kantian idealistic thought: Time and space are just forms 

according to which the content of experience is synthetized. 「時間空間といふ如き者もかかる内容

に基づいて之を統一する一つの形式に過ぎないのである。」 （I, 27） Experience itself, consequently, 

is not thought to be in time, as the unifying act that synthetizes its content in time and space must in 

itself be prior to time and space. As Nishida famously wrote, the fact that experience knows time 

and space （and the individual humans that we always are） means that experience is beyond time 

and space. 「経験は時間，空間，個人を知るが故に時間，空間，個人以上である。」 （I, 28） Our 

experience appears to be divided into multiple individual acts of consciousness, separated by space 

and time, but the ultimate reality of experience is for early Nishida that of a unitary absolute activity 

that synthesizes all contents of experience in one single act. Nishida calls it “one great intellectual 

intuition” （一大知的直観） 11）, and ascribes it to God as the ultimate foundation of reality that 

transcends both its content and the forms a priori according to which it synthetizes its content. 「神

はかかる意味に於て宇宙の根抵に於ける一大知的直観と見ることができ，又宇宙を包括する純粋

経験の統一者と見ることができる。」 （I, 186） Nishida metaphorically interprets such act, quoting 

Jacob Böhme, as God reflecting on itself by making itself a mirror, and thus creating the world by 

giving birth to the separation of subject （the reflecting God as activity of consciousness）, and object 

（the reflected God as content of consciousness）. （I, 191） As I have argued elsewhere, according to 

this metaphor, time and space can be considered as the basic dimensions of the mirror, which 

determine the structure of the projected world, but not the structure of the projecting conscious-
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ness itself 12）.

  For God as cosmic consciousness everything is present in an “eternal “now” （永久の今）, and 

there is no past or future. This begs the questions: What is the relationship between present as 

eternal now, present as the temporal reality of our concrete experience, and present as a moment in 

time separate from past and future? What is the difference between past and future that character-

izes time as irreversible, in contrast with the symmetry of spatial directions? Nishida states that 

time originates from the eternally present act of consciousness, which he qualifies as simultane-

ously static and dynamic, but his argument does not go much further than the intuitions of the 

western mystics and theologians he quotes in this respect. （I, 184） 13）

  In IRSC, Nishida elaborates on the nature of time and space, answering to some of the 

questions left open in the system of pure experience. The starting point of the analysis is the same 

as in IG: time and space are the transcendental forms of the synthesis of the world of experience. 

「所謂個人とか，事実的原因とかいうことは，時間，空間といふ如き形式によって，我々の経験

界を統一した後に考へ得るものではなかろうか。」 （II, 25） Nishida states, as he had already done 

in IG, that the synthesis is rooted in the primordial act of self-awareness. Following Fichte, he 

regards self-awareness as the act of self-creation by absolute consciousness, and ascribes to it the 

form of the logical self-identity “A is A” （「甲は甲である」） 14）, in which the predicate A （A as appre-

hended by itself） is dialectically opposed to the subject A （A as apprehending itself） as non-A （非

甲 ). （II, 69）The distinction between A and non-A, from a formal point of view, is the distinction 

between mere quantitative units, and the recursive nature of self-awareness – whereby A as subject 

becomes object of a new act of self-reflection – generates a series of discrete units that constitutes 

the series of numbers, which is interpreted, in Kantian terms, as the temporal succession. The 

succession is unified and apprehended as simultaneous （as a geometric line） within the arena of 

the spatial continuum, which is identified as the condition of possibility of the whole process 15）.

  This analysis not only clarifies the transcendental structure of time that was left unexamined in 

the system of pure experience, but it also interprets time and space as deeper realities than simple 

forms of the objectified world. They constitute the transcendental form of the act of consciousness 

itself, the basic relationship – to elaborate again on Böhme’s metaphor – between the God that 

reflects itself and its image reflected in the mirror, rather than just the internal relationships of the 

image reflected in the mirror. However, the relationship between the eternal nature of the absolute 

and the temporality of its manifestation remains problematic. Though Nishida does not explicitly 

state the eternally present nature of the absolute at this stage, nothing suggests that his position 

has changed since IG. Dealing with space, which he now sees as more primordial than time, 

Nishida makes clear the simultaneous existence of the elements of the act of self-reflection that 

originates the temporal series: 「余は空間的直覚の基たる同時存在といふことは，自覚的体系の欠
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くべからざる一面であると思ふ。「甲は甲である」といふ自同律の判断は主語の「甲」と客語の 

「甲」とその位置を交換し得るといふことも，即ち主語の「甲」と客語の「甲」との同時存在を

意味するのである。」 （II, 191） Nishida cautions that such simultaneity is not the same as temporal 

simultaneity, as it simply refers to the symmetrical relationship between A as subject and A as object 

in self-awareness. However, this only begs the question of the nature of the relationship between 

this relational simultaneity and temporal simultaneity – between the reversibility of spatial relation-

ships and the irreversibility of temporal relationships – made more urgent by the fact that the 

Japanese word here translated as “simultaneous” （同時） includes the Chinese character for “time” 

（時）.

  The final chapters of IRSC mark a significant step forward in Nishida’s conception of time and 

its relationship to eternity. Unable to explain the metaphysical contingency of experience within the 

logical framework of his idea of self-awareness, Nishida famously resorted to a notion of absolute 

free will inspired by Christian mysticism. He interpreted the act of self-projection by which God 

creates the world as an act of absolute free will, not bound by any logical or transcendental formal 

structure. The act is not a single event in which the beginning of time is created, so that the world 

then develops deterministically from its initial temporal state to successive temporal states （from 

the instant of creation to to successive instants tn ... t n+m ... t n+m+p …）. As the free activity that 

opens up time, the absolute is an eternal now that transcends time （永久の今）, whose center is 

always the concrete present expressed by the demonstrative “this”: 「此意志の中心が何時でも現在

であって，「此」いといふ語を以て表はされる」 （II, 331） This means that every instant of experi-

ence （every tn） is an expression of God’s freedom, and every single act of will of a finite individual 

is free, as concrete expression of God’s free will 16）. In IG, the fact that God sees the world as 

eternally present seems to imply that time is ultimately an illusion, and the universe as seen by God 

seems to be a block-universe, similar to the universe imagined by cosmological theories of eternal-

ism. God as absolute free will, however, sees the world not as a unitary, ever unchanging block, but 

rather as the result of countless instants of free creation, interrelated but independent of each other. 

Each instant in time is an independent focus of the creating activity of God, and the temporal 

relations that make the future appear to be asymmetrically (irreversibly) determined by the past are 

a secondary feature of reality, as time is, from the standpoint of the absolute that opens it, 

reversible.

一瞬の過去にも還ることができないと考へられたが，意志に於て時間を超越し，却って時間

を創造する絶対的自由の我に返ることができると考へることができる。（中略）「我が意志す

る」といふ時，我は時間的関係を超越するのである，目的論的因果関係に於ての様に意志は

時間的関係を離れた原因である，時間的関係は却って意志によって成立つのである。（II, 
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265 f.）

  Reversibility in this context does not imply determinism, as it tends to do in physical eternalism 

– and in the eternalism of IG, in which determinism is explicitly affirmed, （I, 184 f.） and free will 

explicitly denied. （I, 111 ff.） It rather seems to imply that, from the standpoint of the absolute, the 

network of temporal （and spatial and causal） relations is freely interwoven starting from each 

individual knot, i.e., from every individuated act of will, rather than from one single starting knot or 

all at once from outside the network. The image on the mirror in which God sees itself is not a 

monolith projected in an unmoving instant, but is rather shaped by infinite acts of reflections that 

freely relate to each other as originating in the same absolute will.

The eternal now in Nishida’s later philosophy

  Nishida – a non-theistic thinker with a strong need to provide a comprehensive rational expla-

nation of reality – 17） could not be satisfied with resorting to a mysterious will of God to justify the 

apparent irrationality of concrete experience. Moreover, with regard to the concept of time, the 

questions left open in the metaphysics of pure experience had remained largely unanswered. The 

fact that absolute will freely creates all present moments as mutually related but independent events 

can, to some degree, explain the relationship between eternal now and concrete, transitory present: 

Our perception of the uniqueness of each moment depends on the fact that each moment is an origi-

nal expression of the freedom of absolute will. However, it does not explain why we actually 

perceive concrete present moments not only as individualized, but also as transient in a temporal 

sense. It does not explain why, in other words, we experience the unicity of the present moment as 

its passing away and never coming back. The reversibility of time from the standpoint of the 

absolute, which seems to imply the absolute symmetry and simultaneity of all moments of reality, 

relegates the asymmetry between past and future that we experience as one of the most dramatic, if 

not tragic, features of our lives to the subaltern role of just one among the many secondary relation-

ships that absolute will establishes among the contents of its activity.

  With the introduction of the concept of locus （場所）, Nishida gained a firm foundation on 

which to build the further developments of his thought. By interpreting the ultimate foundation of 

reality as locus of absolute nothingness, he became able to provide some rational explanation to 

those features of reality, such as the contingency of experience and its fragmentation in individual 

selves, that he had previously only been able to justify as the result of a principle beyond rational 

understanding. In the first stages of development of the logic of locus, the notions of time and space 

were not explicitly thematized, and were still relegated to a largely secondary ontological role, as 

mere formal categories for the synthesis of experience 18）. However, Nishida soon focused his atten-
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tion on the nature of time, formulating his original theory of time as fundamental form of reality 19） in 

the essays included in the volume SADN.

  In the framework of the logic of locus, concrete reality is not considered the result of an act of 

self-projection by some absolute lying behind the world of appearance, such as the God of IG or 

IRSC. Concrete experiential reality originates itself in an act of self-aware self-determination, which 

is a self-referential movement whose only elements are the manifested elements of experience itself, 

with no room for any transcendent metaphysical or mystical principle. The essence of the 

movement is the self-contradictory relation （自己矛盾） between subject and object – between noesis 

and noema, interiority and exteriority – which co-determine each other in a dialectical interplay of 

mutual negation qua mutual affirmation. The self-aware self-determination of nothingness is the act 

by which reality simultaneously creates and sees itself, as consciousness relating to itself in the 

form of a content that is apprehended at the same time as external, as the seen must logically and 

phenomenologically differ from the seer, and as internal, as the seen is nothing but the seer itself. 

Not only is such dialectical self-aware actualization not a process taking place in time, as was already 

the case with the self-projection of God in early Nishida’s thought, but its logical structure is also 

not describable in any temporal terms, even if metaphorical. The seer is not something logically and 

ontologically prior to the seen, as some Godhead prior to creation, which in a successive phase 

projects itself within itself. The seer and the seen, the act of consciousness and its content, God and 

the world are the two mutually determining elements in a relationship of absolute logico-ontological 

simultaneity. This is the ontological meaning of nothingness as the “subject” of self-determination: 

There is nothing prior to determination that determines itself in the act of determination, nothing to 

which self-determination can be attributed as predicate of a substratum.

  As in his previous works, Nishida stresses the concrete immediacy of present as the fundamen-

tal dimension of the self-determination of reality. In the context of the logic of locus, however, he 

gives a new ontological meaning to present. As there is nothing behind self-determining factual 

reality, and factual reality is always actualizing itself as self-determining present, the present 

moment （瞬間） is the ultimate substratum of reality, the true hypokeimenon. This new conception of 

present constitutes thus the culmination of Nishida’s effort to ground his description of reality in 

the actuality of concrete experience. Such effort had taken a detour in the metaphysical systems of 

IG and IRSC, in which there was a tendency to hypostatize an absolute subject as the wellspring of 

reality, and it is only within the framework of the logic of locus as self-determination of absolute 

nothingness that Nishida can find a way to reconcile his need to adhere to concrete experience with 

his need to provide a theoretical explanation of reality. However, even in his most “mystical” 

moment – the metaphysics of absolute free will – Nishida had never given up on his drive to put the 

immediacy of present experience at the center of his system. Indeed, the way in which Nishida 
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qualifies the present moment in the essay My Notion of Self-Aware Determination of Nothingness 

（「私の絶対無の自覚的限定といふもの」） is reminiscent of the final chapters of IRSC: in both texts 

the concreteness of the present is expressed by the term “this” （although signified by different 

Chinese characters, 「是」 and 「此」, respectively）. The difference between the two positions is 

explicit in the fact that in his earlier work, Nishida opposes the concrete “this” to a logically prior 

absolute, of which the concrete present is the actualization, whereas in his more mature work, he 

opposes it to a complementary “I”, which he conceives as the noetic side of the self-actualization of 

reality, of which the “this” constitute the dialectically complementary noematic side.

事実が事実自身を限定するといふ意味があり（中略）事実の背後には何物もない，物とは事

実に即して考へられたものである，限定するものなくして自己自身を限定する所に事実とい

ふものがあるのである，事実とは現在が現在自身を限定する真の現在の内容でなげればなら

ない，事実に於ては瞬間がヒポケーメノンとなるのである。之を掴まれた今の立場から云へ

ば，即ちノエマ的に云へば，「是」といふものであり，之を掴む今の立場から云へば，即ち

ノエシス的に云へば，「私」といふものである。「是」といふものの裏にはいつも「私」とい

ふものがなければならない，この花が赤いといふことは私が見るといふことである。（VI, 

142 f.）

  This self-determining, self-conscious present takes center stage at this stage in the develop-

ment of Nishida’s philosophy, and is qualified, once again, as eternal now （永遠の今）. As the 

meaning of “now” has changed, though, so the meaning of “eternal” is not the same as in earlier 

works. Since behind concrete phenomena there is no atemporal absolute seeing the temporal world 

as a simultaneously present totality – be it as the unchanging nunc stans of eternalism, or as the 

dynamic network of acts of free will of the standpoint of God’s absolute free will – the meaning of 

eternal cannot be simultaneity sub specie aeternitatis. The eternity of the now lies in the fact that it 

contains within itself the interplay of past and future, thus transcending mere temporality under-

stood as being a single instant of time only extrinsically related to other instants of time. 「事実が事

実自身を限定するといふことは限定するものなくして自己自身を限定するといふことでなければ

ならぬ，それは過現未を包む現在の内容でなければならぬ，一々瞬間が無限の過去未来を包む瞬

間でなければならぬ。」 （VI, 52）

  The eternal character of the present thus expresses the fact that our actual experience of time 

extends to past and future. Albeit phenomenologically obvious, this temporal feature of experience 

has not been adequately thematized until the XX century. The prima facie interpretation of 

memories and expectations as present representations, reproducing past perceptions or simulating 

future ones, cannot adequately account for the awareness of past and future as such. My present 
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recollection of yesterday’s dinner undoubtedly takes the form of a present image I am experiencing 

right now, and not in the past; however, the mere presence of the image cannot explain its mnestic 

nature. When I am aware now of yesterday’s dinner, I am aware of it as something that happened in 

the past, whereas when I am aware now of tomorrow’s breakfast, I am aware of it as something that 

may happen in the future, in spite of their both being present contents of consciousness. Through 

present recollections or anticipations, we relate to the past as past and to the future as future, and 

our ability to be aware of moments in time that do not exist anymore, or do not yet exist, attests to 

the fact that our consciousness, although always in the present, is not confined to the single instant 

of time in which its material content – in the sense of Husserl’s hyle – happens to exist, but extends 

to the time span of its intentional content.

The eternal now and time

  The coexistence of past and future in the present moment is not only recognized in Nishida’s 

concept of eternal present, but is also dialectically explained. Nishida’s drive to provide explanations 

prompts him to look for the origin of past and future in the dialectical structure of the self-determi-

nation of the present. Self-determination has the dialectical nature of self-negation qua self-affirma-

tion, which Nishida would in later essays define as absolute contradictory self-identity （絶対矛盾的

自己同一）. The self-actualization of reality as self-aware takes the form of the identity qua contradic-

tion of simultaneous moments that constitute each other, actualized as the opposing elements of 

concrete experience. Self-determination thus implies the two co-essential moments of the deter-

miner and the determined, which Nishida had already made explicit in his earlier works as the 

complementarity of subject and object, act of consciousness and content of consciousness, or A and 

non-A – although in his earlier works he was still espousing a processual form of dialectic （過程的

弁証法）, in which the determiner tended to be seen as prior, more fundamental than the 

determined.

  As the determined, noematic element, the self-aware self-determination of nothingness is the 

world we experience as given, the object of apprehension whose reality cannot be changed insofar 

as it has already been determined. In this respect, our relationship as subjects of experience to the 

noematic element of self-awareness has the character that Heidegger describes as facticity 

（Faktizität） and throweness （Geworfenheit）: We cannot change the situation in which we already 

are, insofar as we cannot not be where we are and what we are right now. However, as the determin-

ing, noetic element, the self-aware self-determination of nothingness is the very activity that shapes 

the world and acts upon it, constantly changing it insofar as the determined nature of the object can 

never exhaust the determining nature of the subject. From the point of view of Nishida’s dialectical 

logic, the projected self, as the world, cannot be given all at once, like the block-universe of eternal-
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ism, because such projected object would not only dialectically negate the projecting self, but rather 

completely eliminate it from the equation of reality, by denying its active nature: A as subject would 

disappear from the identity “A is A”, as it would be completely transformed into A as predicate, 

leaving only a single, lifeless, non-contradictory A. In other words, the symmetric nature of the 

relationship of absolute contradictory self-identity implies that, as the determined is produced by 

the determiner, so the determiner is produced by the determined, in a dialectical relationship that 

Nishida would later express as dialectic between the individual and the environment. In this 

respect, our relationship to the noematic element has the character that Heidegger qualifies as 

project （Entwurf）: Although we cannot not be where and what we are right now, we can act upon 

our situation in order to change it, inasmuch it is not yet completely determined 20）. The self-aware 

self-determination of reality thus unfolds dialectically as past, in the form of the noematic moment of 

reality, and as future, in the form of its noetic moment, opening up the temporalization of time 21）.

  Nishida’s explanation of the nature of time makes it possible to give an answer to the problems 

left open in his previous attempts. The difference between noesis and noema, created and creating 

– their asymmetry with regard to their dialectical function, which does not imply a hierarchical 

asymmetry in their logico-ontological relationship – accounts for the difference between past and 

future, and hence for the irreversibility of time, which Nishida now stresses as one of its essential 

features. The relationship of dialectical negation between noesis and noema, moreover, allows 

Nishida to stress the dramatic character of the flow of time as experienced in our daily lives. The 

created is denied by the creating, and this means that the already-determined present moment, 

substituted by a new present moment, vanishes into the past never to be directly experienced 

again 22）. As for the problem of the difference between eternal now and the transitory present 

moment, Nishida’s foregoing of any absolute point of view in his later thought changes the nature of 

the question itself. The problem now collapses into that of the relationship between the eternal now, 

as enfolding （包む） past and future, and the now perceived as a transient instant in time that is 

distinguished from the moments that precede or follow it, and its solution too is contained in the 

dialectical structure of the self-actualization of reality. The present as transient instant in time, the 

nunc fluens, is the present projected as noema, the content of consciousness that we experience as a 

single snapshot of reality. In this respect, the meaning of presence can be understood as somewhat 

similar to Heidegger’s interpretation of presence as Vorhandensein and Zuhandensein: What is 

present is what lies in front of us, either as mere object of apprehension, or as environment to act 

upon. As such, the moment becomes the determined that is negated by the noetic side of reality, 

being obliterated by a newly created instant in time.

  The self-determining present as eternal now, on the other hand, is not one element of time 

diachronically opposed to other elements within the temporal flow of reality. It is the act itself of 
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self-aware self-determination of nothingness, the fundamental act of projection of itself within itself 

that creates reality as flowing in time. 「永遠の今が自己自身の中に映す永遠の今の姿といふことが

できる。永遠の今と考へられるものかゝる意味に於て時を包み時を基礎附けるもの」である。

（VI, 368） It is therefore the dialectical act of temporalization itself in which time is opened up, and it 

possess the paradoxical, self-contradictory character of being present moment that does not belong 

to time, movement that becomes stillness, stillness that becomes movement.

それは過去からの限定に対しても，未来からの限定に対しても非通約的なものでなければな

らぬ，時の限定を越えたものでなければならない。そこにプラトンがパルメニデスに於て，

運動と静止との間に位し，そこから運動が静止に変じ，静止が運動に変ずると考へた，時に

属せざる瞬間の意味がなげればならない。それは時を包む永遠の今の自己限定として，自己

自身を限定することによって時を限定すると考へられるものでなげればならぬ。（VI, 376）

  The eternal now, having the nature of enfolding locus 23）, can be conceived as the arena in 

which time unfolds and moves. 「真に絶対の無と考へられるものは，かゝる時の流を包んだもの

でなければならぬ，時は永遠の今の中に回転するのである。」 （VI, 377） In this respect, although 

Nishida still writes about space as a derived dimension on a par with time 24）, he nevertheless often 

uses the term “spatial” （空間的） in a seemingly more fundamental sense, to denote the character of 

openness of the self-determining present, explicitly qualifying the eternal now as “something 

spatial.” 「時を包み時を内に限定する永遠の今の自己限定（中略）時そのものを限定する空間的

なるもの。」 （VI, 400） 25） Such spatial character is related to the social dimension of the self-determi-

nation of the eternal now: The self-determining present is not a private reality confined to a single 

individual, being rather the mutually determining interaction of countless humans （無数の人）, and 

the interaction between humans – between I and you （私と汝） – has a spatial nature. Inspired by 

Pascal’s metaphoric description of God, Nishida describes it as an infinite circle with no circumfer-

ence, whose center is everywhere; that is to say, an infinite openness that determines itself in count-

less temporally simultaneous, but spatially separated （as constituting different individual humans） 

individual acts of consciousness it enfolds. 「絶対無の自覚的限定といふのは周辺なくして至る所が

中心となる無限大の円と考へることができる。」 （VI, 188） Heidegger’s terminology might help us 

once again in understanding the meaning of Nishida’s concepts, in spite of the many differences 

between the two philosophers’ positions. The self-determination of the eternal now appears to be 

the same fundamental act that Heidegger was trying to describe as the event （Ereignis） that creates 

reality as the mirror-play （Spiegel-Spiel） of elements that are what they are only in relation to each 

other. As enfolding locus – openness that enfolds what it creates, allowing it to be – it has the nature 

of space open for the play of time （Zeit-Spiel-Raum） 26）, the spatial arena described by Heidegger in 
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Contributions to Philosophy as the opening whose movement consists of the temporalization of 

time 27）.

Eternal now and abstract interpretations of time

  Nishida’s eternal now is thus not a nunc stans that constitutes a timeless eternity. The 

well-known statement about the relationship between the transitory now and the permanent now – 

nunc fluens facit tempus, nunc stans facit aeternitatem, the now that passes produces time, the now 

that remains produces eternity – could be rephrased by Nishida as nunc aeternum facit tempus et 

nunc fluens, the eternal now produces time and the now that passes 28）. As time is generated in the 

dynamic of self-determination of the present, all modes of time should be describable in terms of 

the elements of self-determination. Having explained the concrete modes of past and future as the 

noematic and noetic side of self-determination, Nishida proceeds to explain the abstract modes of 

time – that is to say, the conceptual interpretations of reality based on abstractions from the 

concrete reality of the self-determining present.

  The transient now, as noematic element of reality, disappears into past as it is substituted by a 

new now that, as noetic element, was future before becoming present. However, since the opposi-

tion of past and future is a dialectical relationship of contradictory self-identity – since they are, in a 

fundamental sense, one and the same thing, the dialectically self-determining eternal now – past 

and future coexist in the eternal now. Therefore, by removing the noetic element from concrete, 

experienced reality, it is possible to consider abstractly the totality of the transient nows as simulta-

neous totality of juxtaposed instants in time. By virtue of its changing into future now the present, 

already-determined now, the noetic element is what constitutes the flowing character of time, and 

its subtraction from the image of time produces the abstract image of a timeless （非時間的）, spatial-

ized continuum. Its spatial character derives from the fact that time as diachronic succession is 

projected onto the spatial dimension of simultaneity of the eternal now. This is the origin, in 

Nishida’s view, of the physical eternalism espoused, more or less explicitly, by many modern scien-

tific theories. Noematic eternalism is a legitimate way to see the world and to deal with it mathemat-

ically, insofar as it is based in an abstract, but real aspect of time. However, it is a theoretical mistake 

to elevate an abstract view of time to the status of privileged expression of the fundamental nature of 

concrete time, as is the case with many reductionist forms of physicalism. As abstractly considered 

noema is pure being free of becoming and non-being, abstraction from the noetic element is also 

the origin of ideas of absolute being, including mystical ideas of the world such as the idea of 

fullness of time （Vollendung der Zeit） expressed by Meister Eckhart 29）. 「永遠の一面には時を超越

し時を否定した意味がなければならない。それが所謂「時の充実」と考へられるものであり，そ

こに絶対の有があると考へることができる，絶対無のノエマ的自覚に於て絶対の有が見られるの
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である。」 （VI, 141） Although Nishida does not explicitly refer to his own earlier works, it is clear 

the abstraction from the noetic element is at the origin of the eternalism espoused in IG, where, as 

mentioned above, the world is conceived as the eternal, unchanging object of God’s cosmic intellec-

tual intuition 30）.

  On the opposite end of abstraction, lies the view of time that abstracts from the noematic 

element of reality. When reality is seen as pure noema, the world appears as a block-universe, and 

temporal relations vanish, or are reduced to the deterministic causal relations of the physical word, 

in which the future （noesis） is completely absorbed by the past （noema）, insofar as it is fully deter-

mined by it. On the contrary, when the noematic element is absorbed in the noetic element, the 

world appears as ever changing environment determined by the future: It is the world of conscious-

ness, individual self, freedom and teleology interpreted by the human sciences as sciences of spirit 

（Geisteswissenschaften）. When the absorption of the noema into the noesis is carried to the extreme, 

the individual consciousness rises above itself and becomes God （神となる ; X, 228）, as Nishida 

explicitly states in the later essay Artistic Creation as Historical Formative Activity （「歴史的形成作

用としての芸術的創作」） 31）. This is the origin of notions of reality as grounded in a transcendent 

subject that unilaterally creates and enfolds the world as object, including mystical ideas of Godhead 

as consciousness beyond consciousness, intellection beyond intellection （hypernoesis）. The concept 

of absolute free will in IRSC as well may be said to derive from the abstraction toward the noetic 

pole of subjectivity and freedom, whereas the concept of God abstract from the world in IG may be 

said to derive from a similar abstraction that disregards freedom.

  As is the case with the abstraction toward the noematic pole, the abstraction towards the noetic 

pole is a legitimate way of describing reality only insofar as it does not claim to be complete and 

exclusive. Reality is always constituted by the dialectical interaction of the two identical but contra-

dictory poles, and any worldview that relies only on one of them is inevitably incomplete and unilat-

eral 32）. In the earlier essays of SADN, Nishida still tends to see the noetic, subjective pole of deter-

mination as somewhat more relevant than the noematic, objective pole – in keeping with his 

idealistic tendency to interpret reality as phenomena of consciousness – and, consequently, to see 

future as the dominant temporal mode 33）, in line with the existentialist tradition from Kierkegaard to 

Heidegger. However, he is already aware of the fundamental symmetry between the two dialectical 

elements of awareness and temporality, which he would later on stress with increasing emphasis 34）.

  Between the opposite worldviews of physicalistic objectivism and idealistic subjectivism, lies 

the historical worldview, which Nishida sees as closer to the concrete, social reality of the self-aware 

self-determining present. （VI, 146） Nishida states that the historical worldview is still an abstraction 

on the noetic side of reality, as historical time is determined by the future, having the form of a 

circular movement （円環的運動） in which the future acts back onto the past changing it, as 
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opposed to the linear movement of time determined only by the past of the natural sciences. （VI, 

240 ff.） However, it is less abstract than mere subjectivistic views based solely on the noetic pole, 

being rather the result of the consideration of the noema as enfolded in the noesis, i.e., of the objec-

tive world as acted upon by subjects. In layman terms, the world of history is the world of the inter-

action between humans and their environment, in which the future is the main mode of time, insofar 

as human actions teleologically determine the present, but in which the past as factually given 

environment is nevertheless still seen as influencing the present. The historical world is thus quali-

fied by Nishida as the world of the mutual determination and interaction between subject and 

object, born out of the concrete social world of the eternal now, and opposed to the abstract worlds 

born out of the separation of the two dialectical poles.

永遠の今の自己限定として客観界と考へられるものが，絶対愛のノエマ的限定の内容として

社会的意義を有つと考へられる時，それは永遠なる生命の流と考へられる。そこに歴史の世

界といふ如きものが考へられ，かゝる世界に於ていつも主客相対立し，之に於てあるものは

何処までも主客両面を有って居るのである。広義に於ける行為的一般者に於て主客の対立が

考へられ，之に於てあるものは主観的・客親的に自己自身を限定するのである。併し何処ま

でも結び附かない両極端と考へられる所に，相対立する主客の両界といふ如きものが考へら

れるのである。（VI, 254 f.）

Conclusion

  The notion of eternal now that Nishida developed in SADN is a powerful conceptual tool that 

allows for an elaborate philosophy of time, and provides an answer to the problems raised by his 

previous, less elaborated views of time, while justifying the validity of such problematic views within 

given limits. Nishida is thus able to build an adequate theoretical foundation for our concrete 

experience of time, while at the same time safeguarding the validity of more abstract approaches to 

the phenomenon. Albeit influenced by the developments of the concept of time in western philoso-

phy, Nishida’s achievement is made possible by the internal development of his own philosophical 

views, and it is a testimony to the refinement and depth of his philosophical endeavor.

  An evaluation of Nishida’s theory of time, however, would not be complete without pointing out 

some of its limitations and unsolved problems. I will mention three problems that I believe are 

particularly significant for an evaluation of Nishida’s ideas. First, Nishida’s theory is predicated on 

the postulation of free will. Freedom is one of the key features of the idea of self-determination of 

the eternal now – as causal determinism would reduce the determination of the present to passive 

determination by the past – and as such it is an essential element in the distinction between past 

and future, natural sciences and humanities. In spite of having expunged the idea of free will in IG  

43Time and Eternal Now in the Philosophy of Nishida Kitarō



（I, 111 ff.）, Nishida reintroduced it at the end of IRSC as a sort of deus ex machina, an otherwise 

unjustified solution to the problem of the contingency of concrete experience. Since then, Nishida 

simply assumed freedom as an experiential datum, without arguing about its validity. However, 

although the acceptance of the data of immediate experience is a defensible philosophical position, 

it is not unassailable 35）, and given that the denial of free will is a widely held position in many fields 

of human knowledge, （like, for instance, neurophysiology）, the simple postulation of the validity of 

the direct experience of free will seems to be a rather shaky foundation for a solid philosophical 

system.

  Furthermore, there is one important feature of time that Nishida’s theory seems to be unable 

to explain. Time as a linear flow is not perceived as a single unitary process, in which any event at a 

given instant can be equally related to any event at a successive or previous instant. As physicists 

use the concept of “world lines” – specific sequences of events causally interrelated in a linear 

temporal progression, and as such referred to the same object – in our concrete experience we 

perceive our past as radically different from other people’s past. The train of events that made us 

what we are now （our world-line） is different from the train of events that made other people what 

they are now, as the train of events that made the Earth what it is now is different from the train of 

events that made some extra-solar planet what it is now. Such difference is not accounted for in 

Nishida’s analysis of time. On the contrary, he stresses that the relationship between the I of today 

and the I of yesterday is the same relationship of “I and you” that defines interpersonal relations, 

and possesses the same character of discontinuous continuity （非連続の連続）. 「今日の私は昨日の

私を汝と見ることによって，昨日の私は今日の私を汝と見ることによって，私の個人的自己の自

覚といふものが成立するのである，非連続の連続として我々の個人的自覚といふものが成立する

のである。」 （VI, 413） Accordingly, there seems to be nothing in his theory of time that makes it 

possible to distinguish between individuals in the ordinary sense of the word, as temporal entities 

whose continuity is stronger than the continuity between different humans 36）.

  Finally, the usage of the term “eternal” by Nishida can be questioned. The eternity of the 

self-determining present lies in the fact that it does not belong to time, since it opens and enfolds 

within itself potentially infinite past and future, as attested by their present accessibility to memory 

and anticipation 37）. In this respect, “eternity” only expresses the difference between the temporal 

locality of the projected moment （the fact that it is perceived as one single instant in time, separated 

from other instants） and the temporal non-locality of the self-determining now （the fact that it 

enfolds time, rather than being contained in it）. Indeed, Nishida makes clear that such eternity is 

not the eternity of God conceived by mystical thinkers, which he now sees as a mere abstraction.「永

遠の今 nunc aeternumなど云へば，すぐ神秘的と考へられるかも知らぬが，神秘学者はそれに

よって「永遠なるもの」即ち神を考へた。併し私の永遠の今の限定といふのは唯，現在が現在自
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身を限定することを意味するのである。」 （VI, 138; see 148） However, mystical thinkers may have 

conceived an eternal God by abstracting from the concreteness of the present, but mysticism is first 

and foremost a concrete experience, and only derivatively an abstract viewpoint. Nishida does seem 

to attribute to the self-determination of the present some deeper spiritual, even mystical （VI, 40） 

meaning. God as “true time, absolute time” is not just an abstracted thought, but something we can 

touch in the present moment, a transcendence we can see in the depth of ourselves. 「我々は（中

略）瞬間の尖端に於て真の時に触れると考へることができる，即ち絶対時に接すると考へること

ができる，個人の先端に於て神に接するといふことができる」。（VI, 190）「神は何処までも我々

の底から働くものでなければならない。（中略）我々は我々の底に超越を見るのである。」 （VI, 

425） However, it is difficult to see how the experiential content of such contact with the absolute 

can be conceived in the context of Nishida’s thought. In particular, it is difficult to see how it can be 

conceived the temporal （or atemporal） quality of such a contact with the eternal. Since Nishida 

describes God as the self-determination of nothingness in the eternal present itself 38）, there seems 

to be no place in his system for any transcendence we can touch, and it is hard to see what it could 

experientially mean to touch the self-determination of nothingness. If to touch God and eternity just 

means to be aware of the self-determination of nothingness as coexistence of past and future in the 

present, one may then wonder what is actually eternal in Nishida’s eternal now 39）.
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the creating （作るもの）. See, for instance, IX, 159 f.

22） S. Odin’s unsubstantiated remark that the fact that for Nishida the future is already contained in 

the present implies symmetry, reversibility, and determinism appears to be mistaken. Odin, Steve 

Process Metaphysics and Hua-Yen Buddhism: A Critical Study of Cumulative Penetration Vs. 
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Interpenetration, Albany, SUNY Press, 1982, p. 80.

23） As Nishida wrote to Mutai Risaku in 1940, the inquiry into the theory of time elucidates the logic 

of locus: 「時間の論理を究明することによって場所の論理が明になって来るとおもひます」 
（XIX, 141）

24） 「私のの所謂今の自己限定かも所謂時間空間が限定せられるのである。」（VI, 168）
25） 「永遠の今の白己限定として，今の限定の底には空間的なるものがあるのである。」（VI, 331）
「現在が自己自身の中に自己自身を流動的に限定すると考へることができる，時を包む時の空
間的限定，時の外延的限定といふ如きものが考へられる。」（VI, 403） See VI, 360 f.; XI, 225:

「時の背後に空間がなければならない」; XI, 45:「時間はその成立の根低に於て空間的でなけれ
ばならない。」; XI, 14 f., et al.

26） As H. Ruin remarks, “for the important German term Spielraum, literaly “playspace,” there is no 

good English translation,” Ruin, Hans “Contributions to Philosophy,” in Dreyfus, Hubert L. and 

Wrathall, Mark A., eds. A Companion to Heidegger Oxford, Blackwell Publishing, 2005, p. 368.

27） Heidegger, Martin Beiträge zur Philosophie. Frankfurt a. M., V. Klostermann, 1989, see pp. 380 

ff. Needless to say, there are many differences between the two philosophers’ positions. Leaving 

aside more general differences, it can be remarked that Heidegger does not elaborate on the 

social, interpersonal dimension of the opening event emphasized by Nishida, neither does he 

express his thought in explicit dialectical terms （although I believe that it would not be difficult to 

reformulate the dynamic of his Zeit-Spiel-Raum and the mirror-play of the Fourfold, Geviert, as an 

explicitly dialectical relationship）.
28） The saying is a paraphrases from Boethius’ De trinitate by Thomas Aquinas, in Summa theologiae, 

1a, 10, 2.

29） Nishida quotes Meister Eckhart’s Von der Vollendung der Zeit at the beginning of The 

Self-Determination of the Eternal Now （「遠の今の自覚的限定」）. （VI, 181）
30） It seems plausible that Nishida had originally borrowed the term “eternal now” from Meister 

Eckhart, whom he quotes in the section on religion, albeit in different contexts. （I, 185 f.） In The 

Self-Determination of the Eternal Now Nishida explicitly refers to Eckhart’s notion of eternal now. 

（VI, 182）
31）See VI, 238.

32） These abstract temporal modes are discussed in The Temporal and the Atemporal （「時間的なる
もの及び非時間的なるもの」）; for the abstraction from the noetic element see particularly VI. 

237 ff.

33） 「現在が現在自身を限定するといふところに，時が未来から限定せられるといふ意味が含まれ
て居るのである。」（VI, 243）

34） On Nishida’s evolving position on the primacy of the future, and his stance towards Kierkegaard 

on this topic, see 太田裕信「瞬間と歴史」，『日本の哲学』，第12号，京都，昭和堂，2011/12年 , 

pp. 112 f., 119.

35） In the paper quoted in note 2, physicist C. Rovelli argues that, “The notion of time is extremely 

natural to us, but only in the same manner in which other intuitive ideas are rooted in our 

intuition because they are features of the small garden in which we are accustomed to living （for 

instance: absolute simultaneity, absolute velocity, or the idea of a flat Earth and an absolute up 

and down）. Intuition is not a good guide for understanding natural regimes so distant from our 

daily experience.” （p. 9）
36） Nishida does mention the bond （結合） between past and present experience as an essential 
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feature of the individual self, （VI, 358）, but he does not provide any theoretical justification of 

such bond （see also VI, 399）. The problem of personal identity in Nishida’s philosophy has been 

a topic of interest for western interpreters, but the problem of the difference between separate 

trains of present moments constituting different personalities seems to have gone unnoticed, as 

the difference is generally taken for granted. G. Kopf remarks that “Nishida’s self is a momentary 

awareness event which arises in mutual determination… and mutual correlation… with other 

individual awareness events.” （Kopf, Gereon Beyond Personal Identity: Dogen, Nishida, and a 

Phenomenology of No-Self, Richmond, Curzon Press, 2001, p. 248.） J. Tremblay, as well, deals 

extensively with the problem of the unity and continuity of consciousness in Nishida （Tremblay, 

Jacynthe Auto-éveil et temporalité: Les défis posés par la philosophie de Nishida, Paris, 

L’Harmattan, 2007, pp. 49 ff. and 141 ff.）, and underlines the link between self and present. 

However, neither of them explains how a particular sequence of present individual awareness 

events can be connected diachronically as a single human personality, and how the same relation-

ship of discontinuous continuity can account for both intrapersonal and interpersonal dialectical 

unity. S. Odin believes that the difference lies in the fact that, for Nishida, “I and Thou interact 

directly but only through communication using the intersubjective medium of language.” （Odin, 

Steve The Social Self in Zen and American Pragmatism, Albany, SUNY Press, 1996, p. 89） 
However, Nishida stresses the fact that the direct interaction between the I of today and the I of 

yesterday too is mediated by linguistic expressions （言表）, and is a form of dialogue （話し合う） 
based on a semantic bond （意味的結合）. （VI, 399, 343） Linguistic mediation cannot therefore 

account for the difference between intrapersonal and interpersonal relationships.

37） This position remained unchanged in later years. See XI, 379:「時の瞬間は永遠に消え行くもの
なると共に，永遠に生れるもの，即ち瞬間は永遠である。」

38） See VI, 350 ff., and 238:「神といふのは（中略）我々が之によって之に於て成立する場所とい
ふ如きものでなければならない。」The latter passage shows some ambiguity in the use of the 

term “God,” as it is qualified both as the locus itself, and as noesis enfolding the noematic side of 

reality.

39） I have criticized Nishida’s later position on God and mysticism in Leonardi, Andrea “Mysticism 

and the Notion of God in Nishida’s Philosophy of Religion,” in Philosophy East and West, 64: 2, 

2014.
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〈Résumé〉
  Dans cet article, j’essaye d’examiner le débat entre Alexandre Kojève et Léo Strauss dans 

la perspective de la philosophie politique, en supposant que ces deux philosophes ont discuté 

des problèmes autour de la liberté et l’égalité dans l’État. D’abord, je traiterai le contenu de la 

critique de Strauss sur la théorie autour de l’État telle que conçue par Kojève. Pour le premier, 

il est tout à fait impossible que l’État universel et homogène conçu par le second puisse 

persister longtemps. En effet pour Strauss, si des révolutions peuvent éclater dans cet État, 

c’est parce qu’il y a encore des insatisfactions chez les gens, lesquelles proviennent de la 

conscience du manque de liberté. Et pourtant, pour Kojève, même si les citoyens ne sont pas 

complètement satisfaits du régime, tant que la reconnaissance réciproque est réalisée, nous 

n’oserons pas considérer théoriquement des tentatives de révolutions ou de guerres en vue de 

renverser l’État. Ensuite, je démontrai que Kojève a considéré que l’on pourrait surmonter les 

défauts de l’idée d’élitisme chez Strauss et celle d’égalitarisme, en laissant ces deux idées 

s’annuler. En suivant ainsi le débat Kojève-Strauss, nous devrons nous demander s’il est 

vraiment possible et comment il est possible de réaliser à la fois la liberté et l’égalité dans l’État 

contemporain, en tenant également compte des aspects négatifs des phénomènes.

⑴　はじめに

　1926年からフランスに居住していたコジェーヴにとって，1938年からアメリカに住んでいた

ユダヤ系ドイツ人のシュトラウスは遠い場所に住む近しい友人であった。シュトラウスとの交流

は，コジェーヴの思想に少なからず影響を及ぼしたと考えられる。シュトラウスに加えて，やは

りユダヤ系ドイツ人の哲学者でアメリカに亡命していたクラインを別にすれば，コジェーヴは何

かを学ぶことのできる人物を見つけることができないとまで，1962年 3月 29日にシュトラウス

に宛てた手紙の中では書かれている 1）。二人が最初に知り合ったのは，1920年代ベルリンにおい

てであり，当時二人とも宗教思想に興味を持っていた 2）。その後，1932年から 1934年までの間

にシュトラウスがパリ及びケンブリッジに滞在していた頃にも何度も会っていたと推測される。

シュトラウスがイギリスにわたった 1934年から 1962年までの間に，コジェーヴはシュトラウス

から 23通の手紙を受け取り，1934年から 1965年までに 38通の書簡をシュトラウスはコジェー

ヴから受け取ったことが確認されている。

　コジェーヴの生涯及び思想形成にとって，シュトラウスを初めとするユダヤ人たちとの交流は，
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ことさら重要な意義を持っている。ただ，コジェーヴの姪クーズネットゾフが筆者に個人的なイ

ンタビューで語ったところによれば，彼はユダヤ系ではなかった。だが，彼がユダヤ人との間で

親密な関係を結んでいたことは，何ら驚くべきことではない。その理由は，コジェーヴの伝記を

書いたオフレによると，以下の通りである。

「彼〔コジェーヴ〕にはきわめて早くから独特のすばらしいユーモアと知性とコスモポリタ

ン的精神がそなわっていた。（彼のこの特質は，これまでの叙述から明らかなように，生物

的な意味での人種の概念に全く無縁で，むしろディアスポラと結びつくユダヤ人の文化的な

特質に近かった。）あらゆる自然的なものに『超越する』存立根拠を持つ普遍国家（l’Etat 

universel）は，自然発生的な成立過程をもつ冥界の国家（l’Etat chtonien）に対立すると理

解していた点で，彼はユダヤ人と立場を共有していたのである。」 3）

　コジェーヴは哲学を学ぶ過程ですでに，ストア派から世界市民主義的発想を受け継いでいたの

かもしれないが，オフレは彼がユダヤ人との交流の中で，人工的な理想の国家像を築き上げて

いった可能性を示唆しているのである。しかし，ユダヤ系のシュトラウスはコジェーヴの普遍同

質国家の構想に対して懐疑的な立場を取った。

　本稿では，二人の論争が国家における自由と平等の問題をめぐるものであったのではないかと

仮定し，政治哲学的な視点から検討を加える。我々はまず，シュトラウスによるコジェーヴの国

家論に対する批判の内容を考察する。その後で我々は，コジェーヴがシュトラウスの卓越主義に

対し，平等主義という相対立する観念を付加しながら止揚することで，二つの観念が含む欠点を

克服することを，普遍同質国家の名の下で構想していたと考えられることを論証する。

⑵　コジェーヴの意見修正

　まず，シュトラウスはコジェーヴの国家論に対して，いかなる批判を加えたのだろうか。コ

ジェーヴの論文「僭主政治と知恵」 4） を読んだシュトラウスが，論文「クセノフォン『ヒエロ

ン』についての再説」 5） （以下，「再説」）の中で示した見解では，普遍同質国家においては，ニー

チェの言う「最後の人間」6） （ないし末人）がいるだけであり，そこでは，もはや本来的な意味で

の人間における人間性は喪失している 7）。シュトラウスが初めて末人について言及したのは，

「再説」ではなく，コジェーヴに宛てた 1948年 8月 22日の手紙においてである。なお，「再説」

が執筆された時期は，1950年 9月 14日にコジェーヴからシュトラウスに宛てた手紙の内容から，

その手紙が送られる少し前であると推定される。そして，1954年にフランス語版の『僭主政治

について De la tyrannie』が出版された際に，初めてシュトラウスの「再説」が出版された。

　コジェーヴはシュトラウスの前述の見解を受けて，歴史はすでに終焉しており，ポスト歴史的

人間は動物に過ぎないという有名なテーゼを展開することになる 8）。『ヘーゲル読解入門』の第

一版が書かれた 1946年当時には，歴史の終焉以降の「人間は自然あるいは所与の存在と調和し
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た動物として生存し続ける」 9） とだけ書かれており，人間が完全に動物になってしまったとは断

定されていない。その後，第二版が世に出された折に，コジェーヴは次のように明言している。

「前期の注を記していた頃（1946年），人間が動物性に戻ることは将来の見通し（それもそ

れほど遠くない）としては考えられないことではないように私には思われていた。だが，そ

の後間もなく（1948年），ヘーゲルやマルクスの語る歴史の終焉は来たるべき将来のことで

はなく，すでに現在となっていることを把握した。」 10）

　堅田研一によれば，コジェーヴの思想に根本的に不相違を示すシュトラウスは，コジェーヴか

ら学ぶことは何もないとする 11） が，その是非はここでは問題にしない。問題にしたいのは，普

遍同質国家を支える理念である自由と平等についていかに考えられるか検討することである。

⑶　自　　由

　シュトラウスによると，コジェーヴの言う普遍同質国家という体制の下で，人々は現状に不満

を抱き，「いかなる積極的目標によっても照らされることのない否定，ニヒリスティックな革

命」 12） を起こすであろう。したがって，たとえ普遍同質国家が成立したとしても，「それは遅か

れ早かれ滅び去るであろう」 13） と，シュトラウスは辛辣に述べる。つまり，シュトラウスには普

遍同質国家が長きにわたって持続するなどとは毛頭考えられなかった。シュトラウスとコジェー

ヴの議論を止揚すれば，普遍同質国家としての「アメリカ帝国」が崩壊の途上にあると解釈する

ことも可能ではある。確かに，シュトラウスが指摘する通り，このような国家は最善でも最終で

もないかもしれない。しかし，それが革命によって瓦解し，そこに新たな国家が形成されるよう

な状況ではないこともまた確かであり，その政治方針や経済政策を軌道修正ないし改革しながら，

これまで通り存続していく可能性もあると考えられる。シュトラウスはあえて革命という極端な

言い方をすることで，修正主義的発想から目を背けている。

　彼の主張では，普遍同質国家において革命が起こり得るのは，人々に不満があるからであり，

その不満の根底には自由の欠如という意識がある。「満足には程度というものがある。人間的尊

厳が普遍的に認められ，その慎ましい市民の満足と，国家の頭首（the Chief of State）の満足と

では比較にならない」 14）。つまり，シュトラウスにすれば，「本当に満足して」いるのは「真に自

由」である国家の頭首だけであるため，そのような国家は，ヘーゲルに倣って言えば単なる「東

洋的専制」に他ならない，と厳しい調子で批判する 15）。ヘーゲルは歴史哲学についての講義の有

名な箇所で，「世界史とは自由の意識が前進していく過程であり」，「東洋人はひとりが
4 4 4 4

自由」で

あると述べたとされる 16） ことから，シュトラウスの批判はヘーゲルに正しく即応していると言

える。さらにまた，シュトラウスはそのような理想的な「最終国家」において，満足している人

が他にもいるとしても，それは古代の哲学者が説いたような観想的生活に身を捧げることのでき

るほんの一部の人々に過ぎないとも指摘している 17）。つまり，全ての市民が対等に扱われるはず
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の普遍同質国家においても，不平等はなくならないという矛盾を抱えたままであるとシュトラウ

スは述べたいのであろう。

　このような批判に対し，コジェーヴはシュトラウスに宛てた 1950年 9月 19日の手紙の中で，

「普遍同質国家が『善い』のは，ただそれが最後のもの
4 4 4 4 4

であるからだ。（なぜなら，そこでは戦争

も革命も考えられないからだ。つまり ― たんなる『不満』だけでは不十分なのであって，それ

は武器も取り上げる）」 18） と応酬している。武器を取り上げられた市民には，もはや革命を起こ

す手立てがないとコジェーヴは考えていると言えよう。ロシア革命の直後に亡命したコジェーヴ

にとって，革命とは単に変革を求める運動ではなく命がけの否定的行動であり，したがって「血

生臭いもの」でなくてはならなかったことから，フランスの五月革命ですら，彼にすれば学生の

お遊びに過ぎなかった 19）。上述したコジェーヴの武器論に基づいても，空軍を指揮下に置いてい

るのは国家であるから，革命軍には太刀打ちしようがないと我々には思われる。また，最終の状

態が最善であるという発想は，現実的なものは合理的であるというヘーゲルの考えを踏襲するこ

とから出てきたのであろう。このように，未来の世界において普遍同質国家が実現されることを

予言するコジェーヴではあるが，彼のアーギュメントの是非は未来になってみなくては判明しな

いというアポリアを抱えている。

⑷　平　　等

　シュトラウスはコジェーヴの普遍同質国家の普遍的な性質よりも同質的性格について，批判的

であると結論付けて良いだろう。シュトラウスによると，理想とされる国家においては，性別，

出身国，収入などと個人の能力を切り離すべきであるとされる。シュトラウスの手によりコ

ジェーヴ哲学を要約した文章の一部を引用しよう。

「国家は，その現在も有効な原則により，その国内で『機会均等』が存在していれば，すな

わち，全体の善に関して，全ての人間が自分の能力に応じた機会を有し，そして自分の功績

に見合った妥当な報酬を受け取り，自分に適したものを得るならば，本質的に正当である。

性別，美しさ，人種，生まれた国，豊かさなどと勲功のある行ないができる能力とが結びつ

いているとする決定的な理由はないため，性別や醜さなどに由来する差別は不正である。」 20）

　ここでいう「機会均等」の原則とは，より一般的な言い方をすれば社会の各成員を差別するこ

となく取り扱うべきであるという発想，すなわち平等主義のことであると考えられる。コジェー

ヴは，平等を達成するため，そして普遍同質国家を築き上げるために強力な指導者と彼の行動の

基盤を示す哲学者が必要であると考えており，この点において彼は卓越主義者である。歴史を

遡って見られる，そのような指導者の格好の例こそが，「人－神」としてのナポレオンであり，

そのような哲学者の典型例がヘーゲルであった。ナポレオンは，人間を普遍的な個人へと仕立て

上げるべく，フランス革命において主導者の役割を果たした。このことに関して，『ヘーゲル読
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解入門』からコジェーヴの言葉を引用しよう。

「〔神学の〕理想の完璧な形は個体性
4 4 4

の観念により開示される。すなわち人間の現存在の個

別主義的かつ普遍主義的な傾向を現実にあるいは行動により総合することで得られる充足の

観念により開示される。この観念は，まずキリストあるいは神－人の（神的な）個体性とい

う（キリスト教）神学の観念の下に人間に開示される。この思考－理想はフランス革命にお

いて，そしてこの革命により実現されるのだが，この革命はキリスト教世界の発展をナポレ

オンという人－神の現実の（かつ同時に象徴的な）人格の中で仕上げる。」 21）

　コジェーヴの考えでは，ナポレオンのこのような行動を把握したのがヘーゲルであり，その内

容を開示するために『精神現象学』が編まれた。コジェーヴは，自分が生きていた時代の指導者

をスターリンに，その行動を理解する哲学者をコジェーヴ自身に置き換えようと試みたものの，

途中でその試みは頓挫したが，ここではこのことにこれ以上立ち入らない。

　一見したところ逆説的に思われるであろうが，コジェーヴは平等主義者であると同時に卓越主

義者でもあると解釈することで，彼の思想を理解することができる。換言すれば，平等主義

（égalitarisme）と卓越主義（élitisme）― これらの語は，コジェーヴ自身が用いたものではない

にせよ ― との両立こそが，コジェーヴの取り組んだ政治哲学的課題であると考えられる。第一

章で取り扱った本『ユリアヌス帝の著述技法 L’Empereur Julien et son art d’écrire』（執筆された

のは 1958年だが，死後出版）の中で，コジェーヴ自身がエリートという語を用いている。この

本の中で彼は，「素人」である大衆（la masse des «  profanes  »）と対比して，哲学的エリート

（l’élite philosophique）という言い方をしている 22）。コジェーヴがこのような用語を用いるよう

になったのは，哲学者をエリートとみなすシュトラウスからの影響である。『ユリアヌス帝の著

述技法』は最初，シュトラウスに対するオマージュを集めた論文集「古代人と現代人 ― レオ・

シュトラウスへの敬意を込めた，政治哲学の伝統に関する評論集 Ancients and moderns – essays 

on the tradition of political philosophy in honor of Leo Strauss」（1964）の中に英訳版が所収され，

コジェーヴもシュトラウスからの影響を明示したうえで，議論を展開している。

　他方で，シュトラウスはコジェーヴとはまた異なった意味で卓越主義者である。シュトラウス

にとっては哲学者こそが国家を統治すべきであり，この点において彼がプラトン哲学を継承して

いることは明らかである。それでは，20世紀における「哲人統治」は古代のそれと，いかなる

違いを持つのであろうか。石崎嘉彦によれば，「現代の哲人統治者は，直接支配者として登場す

るのではなく，民主主義の下で，人民の統治のなかで，ある種の統治者として立ち現われてく

る」 23）。すなわち，シュトラウスの唱える「哲人統治」説においては，民主主義という覆しがた

い前提があり，その前提に基づいて正当な形を取ることによってのみ，現代の哲人王は登場し得

るのである。

　シュトラウス自身は，大学の教員として古代哲学の研究を行ないながら自らの思想を形成し，
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その著述活動及び弟子への指南を通じて，哲学的探究を志す者の啓蒙を努める役割を果たそうと

した。シュトラウスは「哲学的人間と非哲学的人間という二つの人間集団の区別」 24） を徹底して

行っていたことから，彼の意見からすれば，そもそも哲学に向いている者と不向きな者が世の中

には存在することになるように思われるが，前者が哲学書を読むことで哲学に目覚めることを

シュトラウスは期待している。このようなシュトラウスの「哲学的選民思想」はコジェーヴにも

影を落としている。

　仮にエリートという発想がユダヤ－キリスト的教選民思想に起源を持ち，平等の由来がいわゆ

る「神の前の平等」というキリスト教的教義の中にあるとすれば，コジェーヴとシュトラウスの

対立は，キリストがユダヤ的選民思想を批判して平等を説いたと解釈できることに震源を持つこ

とになる。つまり，コジェーヴは平等と選民思想とを和解させようとしている点でキリスト教的

発想に，シュトラウスは選民思想をより重要視するという点でユダヤ教的発想に基づいている。

コジェーヴは，キリストが啓示を受けた神－人として，キリスト教に固有の普遍的観念を地上で

実現しようとした指導者であると考えており，自らの思想がキリスト教に一つの源泉を持ってい

ることに自覚的である。その根拠として，キリストの「神人性についての表象（Vor-stellung）」

にコジェーヴが言及する際，以下のように述べたことを挙げたい。

「完全な人間，すなわちあるがまま
4 4 4 4 4

の自己にあますところなく決定的に充足する人間，これ

は個体性というキリスト教的
4 4 4 4 4 4

観念の実現である。― このような人間の絶対知による開示は

キリスト教神学と同一の内容をもっているが，その超越
4 4

の観念は含んでいない。すなわち絶

対的神学すなわちキリスト教神学から絶対的哲学すなわちヘーゲルの学に移行するためには，

キリスト教徒がその神について述べることをすべて人間について述べるだけで良い。」 25）

　ここまで，コジェーヴがシュトラウスの卓越主義に対し，平等主義という相対立する観念を付

加しながら止揚することで，二つの観念が含む欠点を克服することを，普遍同質国家の名の下で

構想していたと考えられることを確認した。管見では，コジェーヴのこのような折衷的な試みは，

ともすれば平等と卓越の片方に不可逆的にまで傾きがちである。このような難点を察したシュト

ラウスは，完膚なきまでにコジェーヴの意見を反駁すべく，普遍同質国家の崩壊が必然的である

と唱えたのであろう。シュトラウスはただ単に，そのような国家が荒唐無稽で絵空事であるから

コジェーヴを批判したわけではなかったと考えられる。

⑸　自由主義とニヒリズム

　以上で論じてきたように，シュトラウスがコジェーヴの普遍同質国家の理念には全く以って共

感を示さないことは疑いようのない事実ではあるが，それゆえに彼はコジェーヴから学ぶことが

なかったと結論付けるのは早計である。彼らは自由主義とニヒリズムの問題をめぐって，意見を

共にしていたように思える。そのことを説明するために，コジェーヴによるシュトラウスへの反
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論の内容を見ていかなければならない。シュトラウスによる「再説」を読んだコジェーヴは，彼

に宛てた 1950年 9月 19日の手紙の中で，歴史の終焉における人間がいかに満足するかの程度に

応じて，「自動機械」あるいは「動物」に過ぎないか，または「神」となり得るか，冷徹な視座

から論じている。

「『非人間的である』ということは『動物』（あるいは，より良ければ ― 自動機械）である

と同様に「神」でもあることを意味しうる。最終国家においては，我々が歴史的
4 4 4

人間存在と

いう意味での『人間的存在』は，当然なことながらもう存在しない。『健康な』自動機械は

（スポーツ，芸術，エロティシズムなどに）『満足』し，『病んだ』自動機械は監禁される。

『無目的な活動』（芸術その他）に満足できない人々についていえば，彼らは哲学者である

（彼らは十分に『観想』すれば賢知を獲得できる）。そうすることによって彼らは『神々』に

なるのだ。僭主は行政官，つまり自動機械によって，自動機械のためにデザインされた『機

械』の歯車となるのだ。」 26）

　「僭主」あるいは「国家の頭首」ですらも，「自動機械」の歯車に過ぎないのであれば，彼も

また「無目的な活動」に従事しているに過ぎない。したがって，哲学者を別とすれば，最終国家

の市民全員がニヒリスティックな状況に陥ってしまっているとコジェーヴは認識していると述べ

て差し支えないであろう。

　コジェーヴは近代思想を信奉していたからこそ，近代の行き着く先にニヒリズムがあることを

十分理解していたのではないだろうか。究極的な価値の徹底的な崩壊を意味するニヒリズムは，

哲学が目指してきた真理の探究が終局に達した後にやってくる必然的な帰結である。シュトラウ

スもまた，同時期にコジェーヴと同様の見解を抱いていたように思われる。シュトラウスは

1949年の講義に基づいて著した『自然権と歴史』（1954）の中で，真理の存在に疑問を投げかけ，

近代の自然権を否定し，価値相対主義へと陥る現代の風潮に危機感を抱いていたのであった 27）。

このような価値相対主義は自由主義という名の仮面をかぶることで肯定される。人々は本来，無

価値の中では生きられないはずであるが，国家や社会などのパターナリスティックな存在が価値

を強制することをやめた時に，何らかの価値を自由に選ばなくてはならなくなったことから，ニ

ヒリズムへと至るのである。以上のことに関して，シュトラウス自身は次のように述べている。

「現代の社会科学は，もしそれが ― 理由は神のみぞ知る ― 寛大な自由主義を論理の一貫

性より優先させなくなれば，かつてマキャベリが実行したように思われることを実際にやっ

てのけるだろう。すなわち，自由な人民に対してのみならず圧制者にしても，同等の能力と

敏速さをもって助言を与えることだろう。（中略）もし我々の原理が盲目的選考の他に何の

支えも持たないとすれば，人がやってみようと思うことは，すべて許されることになろう。

現代における自然権の否定は，ニヒリズムに至る。いやむしろそれはニヒリズムと同じこと
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なのである。」 28）

　自由主義を標榜し，世界に広めようとしている諸国家の中でも筆頭に位置するのがアメリカで

ある。コジェーヴは，シュトラウスに宛てた 1965年 6月 3日の手紙の中で，「君が私と全く同様

に合衆国のリベラルに対し批判的であることが分かって，私は嬉しかった」 29） と心情を吐露す

る 30）。コジェーヴは当時体調を悪くしており，シュトラウスに会うためにアメリカに赴くことは

できなかったが，ギルディンという共通の知り合いを通じて，シュトラウスの政治的見解を耳に

していた。シュトラウスは『リベラリズム　古代と近代』の中で，アメリカのリベラリズムに対

して批判的見解を示している。彼によれば，自由主義と保守主義は一般に考えられているほど明

瞭に対比をなすわけではなく，むしろ親和性がある。さらに，自由主義は共産主義とすら目指す

ところが共通していると言うことすら可能であり，その目標とは「普遍的で無階級的な社会，あ

るいはコジェーヴによって提案された修正表現を用いて言えば，普遍同質国家（the universal 

and homogenous state），すなわち，すべての大人たちが全構成員であるような普遍同質国家と

いうことができるであろう」 31） とシュトラウスは書いている。つまり，シュトラウスの意見では，

コジェーヴの提唱する普遍同質国家は自由主義を基盤に据えたものである。この意見は，先に見

たヘーゲルによる自由の拡大こそが歴史の哲学的意味であるという考えから導出されたものであ

ろう。しかし，コジェーヴは自由主義に関して多くを語ってはおらず，自由の観念自体について

言及するのみである。彼によると，「自由を定義できないとしても，我々は皆それが何であるか

の観念」を有しており，そもそも「自由がなければ人間は動物にすぎない」と考えている 32）。彼

は，アリストテレスのように人間を特殊な動物であると捉えるのでなく，人間とは「歴史的かつ

自由な個体」 33） であると把捉した。

おわりに

　以上のことから，コジェーヴとシュトラウスの論争における一つの主題は自由の観念をめぐる

ものであると思われ，自由に対する懐疑はさらに民主主義批判にも通ずる。そもそもシュトラウ

スの考えでは，国家において本質的な自由を実現すること自体が困難である。自由とは価値判断

の自由でもあり，自由主義に基づくのみでは，何かを選択する際に確実で絶対的な根拠は存在し

ないことになる。このような相対主義的陥穽に嵌った現代の状況を克服することがシュトラウス

の問題意識の中にあった。皮肉にも，人々は自由の中で価値を喪失し，徳を持たない独裁者の台

頭に対してすら，寛容になってしまう。民主主義はいわば多数派による専制であり，それを受け

入れる国家においては，全ての価値観が同等に扱われる中で，多数派の意見が何の根拠も問われ

ることなく，正しいものとして扱われるものと我々には考えられる。そのような風潮が独裁者と

してのヒットラーの台頭を許してしまったのであろう。それゆえにシュトラウスは，彼が生きて

いた時代の社会科学が，現代における僭主政治の形態を認識することに失敗してしまったと診断

を下す。
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「社会科学が，たとえば医学が癌について語るのと同様の確信をもって，僭主政治について

語ることができないとすれば，そのような社会科学は，社会的諸現象をありのままに理解し

ているとは言いがたい。それゆえ，そのような社会科学は科学的ではない。今日の社会科学

は，気がついてみると，まさにこのような状態にあるのである。」 34）

　最後に，本文でコジェーヴとシュトラウスの論争に関して論じてきたことを要約しておきたい。

コジェーヴの構想した普遍同質国家が，シュトラウスには長きにわたって持続するとはとうてい

考えられなかった。シュトラウスの主張では，この国家においてもやはり革命が起こりうるのは，

人々に不満があるからであり，その不満の根底には自由の欠如という意識がある。だが，コ

ジェーヴが主張したように，普遍同質国家においては，人々はその支配体制に完全に満足しない

にしても，相互承認がなされている限りでは，そのような国家を転覆するために革命や戦争が起

きることは理論上ありえない。

　コジェーヴとシュトラウスの論争を追いながら，我々は現代国家において，本当に自由と平等

を実現することができるか，そしてそれはいかにして可能か，その弊害も含めて，いま一度，考

え直していく必要があるだろう。

※邦訳については，原文を参照しつつ適宜改変を加えた。
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河伯娶婦在殷商 

——甲骨文祀河卜辭研究 

 

常 耀華 

 

〈Summary〉 

The custom of finding a bride for Hebo in the State of Wei during the 

period of Warring States in ancient China has been well known since it was 

recorded in Shi Ji-Funny Biographies. In fact, the custom took place even 

earlier. In Late Yin Dynasty there existed the oracle inscriptions of Qu Nv, 

marrying a girl, and Xian He, dedicating to the river. And that was the custom 

of Hebo’s Wedding in Yin Dynasty. The custom of finding a bride for Hebo is a 
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《史記·滑稽列傳》裡有一篇《西門豹治鄴》非常有名，是中學語文課本的經典篇目。

文章不長，迻錄於此，以便討論： 
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河伯娶婦，以故漸貧。‛豹問其故，對曰：‚鄴三老、廷掾常歲賦斂百姓，收取其錢得

數百萬，用其二三十萬為河伯娶婦，與祝巫共分其餘錢持歸。當其時，巫行視小家女好

者，云‘是當為河伯婦。’即娉取。洗沐之，為治新繒綺縠衣，閒居齋戒，為治齋宮河

上，張緹絳帷，女居其中，為具牛酒飯食，行十餘日，共粉飾之，如嫁女床席，令女居

其上，浮之河中。始浮，行數十里乃没。其人家有好女者，恐大巫祝為河伯取之，以故
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多持女遠逃亡。以故城中益空無人，又困貧，所從來久遠矣。民人俗語曰：‘即不為河

伯娶婦，水來漂没，溺其人民’云。‛西門豹曰：‚至為河伯娶婦時，願三老、巫祝、

父老賓女河上，幸來告語之，吾亦往賓女。‛皆曰：‚諾。‛ 

至其時，西門豹往會之河上。三老、官屬、豪長者、里父老皆會，以人民往觀之

者三二千人。其巫，老女子也，已年七十。從弟子女十人所，皆衣繒單衣，立大巫後。

西門豹曰：‚呼河伯婦來，視其好醜。‛即將女出帷中，來至前。豹視之，顧謂三老，

巫祝、父老曰：‚是女子不好，煩大巫嫗為入報河伯，得更求好女，後日賓之。‛即使

吏卒共抱大巫嫗投之河中。有頃，曰：‚巫嫗何久也？弟子趣之？‛復以弟子一人投河

中。有頃，曰：‚弟子何久也？復使一人趣之！‛復投一弟子河中。凡投三弟子。西門

豹曰：‚巫嫗、弟子，是女子也，不能白事。煩三老為入白之。‛復投三老河中。西門

豹簪筆磬折，向河立待良久。長老、吏傍觀者皆驚恐。西門豹曰：‚巫嫗、三老不來還，

奈之何？‛欲復使廷掾與豪長者一人入趣之。皆叩頭，叩頭且破，額血流地，色如死灰。

西門豹曰：‚諾，且留待之須臾。‛須臾，豹曰：‚廷掾起矣。狀河伯留客之久，若皆

罷去歸矣。‛鄴吏民大驚恐，從是以後，不敢復言為河伯娶婦。 

 

這篇文章，繪聲繪色，狀兩千多年前之情景如在目前。 

有趣的是，甲骨文中也有類似河伯娶婦的記載。《甲骨文合集》8935版： 

貞見河。|…取于 。 

見通獻，河指河川，亦指河神，亦即魏國鄴地所稱的河伯。取通娶， ，地名，也是族名。

‚取于 ‛極有可能是取 族之女。或曰以此殘辭孤證，似不能推定商代有為河伯娶婦習俗，

不妨再看以下辭例： 

令須 多女。  《甲骨文合集》675 

，有徵集之義。 

取 女。  《甲骨文合集》676反。 

，地名。 

甲午卜，□，貞于“河 ”報。 

貞 于河，報。   

貞 王亥。   

貞乎雀 河五十“牛”。   
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勿五十牛“ ”于河。 

五十牛于王亥。 

五十牛。 

河三十牛，以我女。  《甲骨文合集》672 

丁酉卜，貞于河女。   

惠四牛。  《甲骨文合集》683 

，侑，祭名。《詩·小雅·楚茨》：‚以為酒食，以享以祀，以妥以侑，以介景福。‛ 毛傳：

‚侑，勸也。‛ 孔穎達疏：‚為其嫌不飽，祝以主人之辭勸之。‛《儀禮·特牲饋食禮》：

‚尸三飯，告飽。祝侑，主人拜。‛ 鄭玄注：‚侑，勸也。或曰，又勸之使又食。‛ ，

亦祭名，應與酒食有關，有人認為 祭實際就是酒祭。王亥，又名振，契的六世孫，冥的長

子，上甲微之父。王亥協助父冥治水，有大功。殷人祀河伯時同時也祀王亥或其他先祖。 

來辛亥燎于王亥三十牛。   

我 于河女。 

河。  《甲骨文合集》1403 

…圭、女…四 。《甲骨文合集》15147 

上揭辭例中‚ 于河女‛，‚乎雀 河五十〔牛〕‛，‚ 五十牛于河‛諸語，與褚先生筆

下的‚巫行視小家女好者，云‘是當為河伯婦。’即娉取。洗沐之，為治新繒綺縠衣，閒居

齋戒；為治齋宮河上，張緹絳帷，女居其中，為具牛酒飯食，行十餘日。‛何其相似乃爾！ 

褚先生‚為具牛酒飯食‛的話，一筆帶過，略嫌籠統，甲骨文則交代得很具體：‚ 五

十牛于河‛，‚燎于王亥三十牛‛，‚圭、四 ‛與‚女‛並列。 

 貞 河。 

 王占曰：其 隹羌。 

 翌辛亥乎往于河， 于女。  《英國所藏甲骨集》1163 

第(1)條中的 字從卣從皿，當為酒器，也應是祭河神之祭名。王占曰‚其侑隹羌‛，所選

擇的河女當是羌女。羌是殷商的敵國，甲骨文中常有伐羌的記載。‚ 于女‛， 亦祭名。 

鄴地為河白娶婦的習俗為何能夠風行？褚先生沒有明言。甲骨祀河卜辭有這樣的內容： 

貞亡其 。   

貞勿取河。 

貞翌癸卯其雨。    《甲骨文合集》14576正甲 
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貞其有 。 

貞取河。 

貞翌癸卯雨。    《甲骨文合集》14576正乙 

庚申卜，殼，貞取河， 从雨。    《甲骨文合集》14575 

‚亡‛通‚無‛。‚其‛，語氣詞，表推測。‚ ‛，當是‚ ‛（疾）字之簡寫。 ‚其有

‛ ‚亡其 ‛是卜問會有疾嗎？不會有嗎？疾，痛苦，困苦。《管子·小問》：‚凡牧民

者，必知其疾，而憂之以德。‛《漢書·溝洫志》：‚﹝治河 ﹞可以上繼禹功，下除民疾。‛

从，‚ 縱 ‛的古字。‚从雨‛即‚縱雨‛也。 

‚上繼禹功，下除民疾‛，禱雨祈年，才是帝王祀河原因之所在。應劭《風俗通義》卷

八《祀典》云：‚日月星辰，昭印也。地理山川，所生殖也。功加於民，祀以報之。‛祭祀

山川河流，是為了報答其生殖之功，沒有山川生殖萬物，烝民將無以為生。故《西岳華山廟

碑》亦云：‚天子祭天地及山川，歲遍焉。自三五迭興，其奉山川，或在天子，或在諸侯，

是以唐虞疇諮四岳，五歲以巡狩，皆以四時之仲月，親至其山，柴祭燔燎。‛依此，奉祀山

川，可溯至三皇五帝時代。三皇五帝的確切資料難易確定，坐實可信的最早資料當屬甲骨文。

陳夢家在其《殷墟卜辭綜述》中指出：‚卜辭中山川之祭是存在的。除了岳和河……，尚有

其它的山川之神。‛ 1）魏國鄴地為河伯娶婦實際上是上古祭祀山川禮俗之孑遺。甚至可以

直截了當地說，鄴地為河伯娶婦之上水可以直接導源于殷商。為什麼敢於這麼肯定？因為鄴

本來就是殷商故地。《漢語大辭典》鄴字條下云：‚古都邑名。春秋齊桓公始築，戰國魏文

侯建都於此。秦置縣。漢後為魏郡治所。東漢末年又先後為冀州、 相州治所。 袁紹鎮此。 

建安十八年(西元213年)，曹操為魏王，定都於此。曹丕代漢，定都洛陽，鄴仍與洛陽、長

安、譙、許昌合稱五都。晉避司馬鄴 (湣帝)諱，改名臨漳 。十六國時後趙、前秦、北朝東

魏、北齊皆定都於此。有二城：北城曹魏因舊城增築，週二十餘裡，北臨漳水 ，城西北隅

列峙金虎、 銅爵、 冰井三台。舊址在今河北省臨漳縣西南。南城築于東魏初年，大於北城，

今屬河南省安陽縣轄境。隋開皇十年(西元590年)復名鄴縣，宋(熙寧)六年(西元1073年)併

入臨漳。‛ 

西門豹治所治之河，並非是古漢語中所謂的黃河，而是安陽西北邊的漳河，漳河發源於

山西長治。由於流域上游的清漳河、濁漳河，落差巨大，下游下泄不暢，所以歷史上漳河就

是一條災害頻發之河，甲骨文中之所以有數百版祭河卜辭，蓋緣於此。漳河非旱即澇，其旱

尤烈，安陽‚紅旗渠‛就是與天地河岳之神抗爭的奇跡。 

吃飯是人類永恆的主題。天地山川風雨雷電諸神，主宰著天下烝民的命運，人類靠天
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吃飯，所以，不能不乞靈於天地山川諸神。 

于河禱年。  《甲骨文合集》10080 

戊午卜，賓，貞 禱年于岳、河、 。  《甲骨文合集》10076 

戊寅卜，爭，貞禱年于河，燎三〔小〕 ，沈三牛，宜 。 

辛亥卜，古，貞禱年于岳，燎三小 ，卯三牛。二月。 

     □□“卜”，殼，貞我受年。 

     …我受黍年。二月。 

…禱年于河，燎三 ，“沈”□□，卯三牛，宜 。  《甲骨文合集》10094正 

[王占曰：吉。]甲其雨。受年。 

乙巳卜，殼，貞于河禱年。  《甲骨文合集》10094反 

乙巳卜，殼，貞于河禱年。  《甲骨文合集》10092 

□卯卜，殼，貞 年娥于河。  《甲骨文合集》10129 

□□“卜”，賓，貞侑報于“河”。  《甲骨文合集》10942 

丁未卜，爭，貞 雨，匄于河。十三月。   

□子卜，“殼”，貞王令…河，沈三牛，燎三牛，卯五牛。王占曰：丁其雨。九日丁酉

允雨。   

□□卜，殼，“貞”“王”勿令…河。二月。  《甲骨文合集》12948正 

丁。王亦占曰：其亦雨。之夕允雨。  《甲骨文合集》12948反 

從上揭卜辭看，祀河、祀岳多系祈雨禱年。史載:‚湯克夏而正天下，天大旱，五年不收，

湯乃以身禱于桑林……用祈福於上帝，民乃甚說，雨乃大至。‛2）殷人對於旱災的印象難以

磨滅。 

往“于”河… 

    往于河，亡“其”从雨。  《甲骨文合集》8333 

貞“京”受黍年。 

辛丑卜，□，貞往于岳，有从雨。  《甲骨文合集》9981 

既然祭祀河岳之神關乎著天下烝民的福祉，那麼，為河伯娶婦的媚神之舉也就不是什麼匪夷

所思之事了。《甲骨文合集》14755中以下幾條刻辭確有可能是祈雨取女之占：  

貞翌丁卯禱舞，有雨。   

翌丁卯勿亡其雨。   
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貞有从雨。   

貞 王亥十牛。   

貞 東。  

貞 允其取女。 

上辭‚取女‛應即娶婦。 ，祭名，大概是一種用牲方式。由此辭看，禱雨的祭儀相當熱鬧，

所謂‚禱舞‛，應該就是美輪美奐的桑林之舞。《書》傳：‚湯伐桀之後，大旱七年。湯乃

翦髪斷爪，以身為牲，禱于桑林之社，而雨大至，方數千里，或謂禱桑林以得雨，遂以名其

樂。‛
3）

《左傳·襄公十年》：‚宋公享晉侯於楚丘 ，請以《桑林》。‛ 杜預注：‚《桑林》，

殷天子之樂名。‛《莊子·養生主》：‚ 庖丁為文惠君解牛，手之所觸，肩之所倚，足之所

履，膝之所踦，砉然向然，奏刀騞然，莫不中音，合於《桑林》之舞，乃中《經首》之會。‛

用牲十牛，可以想見其場面之宏大。《甲骨文合集》14588辭曰：‚丙子卜，賓，貞 、玨，

河。‛該辭是說：丙子日卜人賓貞問，要不要用 、玨為犧牲 祭河伯。 字不識，從

字形看，兩人挾一女，很容易讓人想到河伯娶婦的場景。為河伯娶婦之事若發生在殷商，一

點也不應該感到驚奇，大凡參觀過殷墟者，相信對殷代人殉的淒慘場景一定揮之不去。身首

異處者，有老有少，有男有女。甲骨文裡不止一處提到活人祭： 

□亥卜， 二方白其用于祖丁、父甲。  《甲骨文合集》26925 

…方白用…    《甲骨文合集》38759 

‚方白‛即‚方伯‛，為諸侯之長。《史記·周本紀》：‚ 周室衰微，諸侯強並弱， 齊 、 

楚 、 秦 、 晉 始大，政由方伯。‛ 裴駰集解引鄭司農曰：‚長諸侯為方伯。‛ ，羌族

之別種。‚用‛，殺人以祭或殺牲以祭謂之‚用‛。《左傳·僖公十九年》：‚夏， 宋公使邾

文公用鄫子於次睢之社，欲以屬東夷。‛ 杜預注：‚蓋殺人而用祭。‛ 楊伯峻注：‚ 昭

十一年《傳》云：‘ 楚子滅蔡 ，用隱太子於岡山 。’《論語·雍也篇》云：‘犂牛之子騂

且角，雖欲勿用，山川其舍諸？’殺人以祭，殺牲以祭，皆謂之用。‛ 二方白其用于祖丁、

父甲‛即用 方兩個首領的頭祭奠祖丁和祖甲。 

如果說，上面所談的用方伯作祭牲是處置戰俘的方式，還不足以證明祈雨祭牲也用人

而且是用女性的話，那麼，下面這版卜辭則足可以把此鑄成鐵案： 

貞今丙戌 （烄） ，有从雨。   

貞 ，亡其从雨。   

惠己丑禱。   
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勿惠今己。   

舞岳侑。  

勿舞岳。   

于翌庚禱。   

勿于庚禱。   《甲骨文合集》9177正 

王占曰，隹翌丁不雨，戊雨。 

庚“寅”有“从雨”。  《甲骨文合集》9177反 

烄 。   

女乇。四月   《甲骨文合集》19801 

有大雨。  吉 

其烄永女，有雨。  大吉 

弜烄，亡雨。  吉   《甲骨文合集》30169 

□□卜，其烄 女，有大雨。  大吉    《甲骨文合集》30172 

戊申…惠雨，禱于… 

戊申卜，其烄永女，雨。 

 …烄永女。  《甲骨文合集》32297 

戊申卜，其烄永女。 

弜烄，雨。 

□□，貞…“禱”禾。   《甲骨文合集》32298 

丙戌卜，烄 。   

丙戌卜，烄女。   

己丑卜，今日雨。 

庚戌卜，王 直大甲。   

庚戌卜，王 直祖乙。   

庚“戌卜”，燎一□，宜…于“岳”。   

庚戌卜，燎一牛，“宜”一牢。 

庚戌卜，惠王自禱于岳。   

庚戌卜，王 直大乙。   

丙辰卜，于土寧“風”。 
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 …土寧風。 

王禱雨于土。 

己雨。  《甲骨文合集》32301 

，從交從火，應隸作烄，《玉篇》：‚交木然之以燎柴天也。‛此版也是祈雨祭，提到的

祭祀對象是岳。河岳之神地位相侔。由 字字形可知，交字非從木，而象人雙脛交叉狀。此

字是一幅活脫脫點天燈燎人圖。祭河沉水，祭山火燎升天，符合事理。烄後的‚ ‛字，從

女從才，當是女性人牲。4）祭山神與祭河神一樣有樂舞，其舞亦為桑林之舞無疑。 

禱祀河伯與祭山岳一樣，也有樂舞。例如： 

…河，舞…从雨。  《甲骨文合集》12834 

褚先生筆下的河伯娶婦沒有樂舞場面的描寫，作為一種習俗禮儀在流傳過程中或有損益

是極為正常的。《西門豹治鄴》中所描寫的故事主幹，在甲骨文中都有存在。 

 

 

 

注 

 

1） 陳夢家：《殷墟卜辭綜述》第 504 頁。 

2） 見《呂氏春秋．順民》篇。《竹書紀年》亦謂：‚十八年癸亥，王即位居亳。……二

十四年，大旱，王禱于桑林。雨。‛見四庫全書，史部,編年類,竹書紀年,卷上。 

3） 【清】張尚瑗：《四庫全書，經部,春秋類,三傳折諸，左傳折諸》卷十五。 

4） 被作為人牲烄祭的還有 ，《甲骨文合集》1136、1137 辭同文：‚貞…有〔从〕雨。|

貞烄聞，有从雨。|貞勿烄聞。” 
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〈Sommario〉
  Il problema più importante che la Deledda nuorese ha affrontato nella sua lunga carriera 

di scrittrice è, senza dubbio, di risolvere un dualismo linguistico tra la sua lingua locale e la 

lingua ufficiale dell’Italia Unita, e di inserire il suo linguaggio e stile originale adeguato a creare 

il mondo letterario piuttosto poetico nella narrativa moderna italiana. In questo senso, il bilin-

guismo era un comune problema fondamentale da risolvere in modo proprio per tutti gli scrit-

tori o poeti, non solo italiani ma anche europei, in specie nell’Ottocento e nella prima metà del 

Novecento. Il Premio Nobel per la letteratura, quindi, non è dedicato solo alle sue attività di 

narratrice con una bella varietà di arigomenti e temi sardi, ma anche al suo coraggioso sforzo 

di linguista personale, un lavoro più universale in ogni epoca.

  Nel racconto deleddiano, tradotto in giapponese per la prima volta nel presente saggio di 

traduzione, si tratta di un tema che riguarda la strana usanza di vendetta comune nei Paesi 

meditterranei, oltre alla questione di punto d’onore, una mentalità caratteristica in Sardegna e 

in Sicilia.

夜間に（ DI NOTTE ）

　幼いガビーナが上の階にある部屋の大きな木製寝
ベッ ド

台で眼を覚ましたのは，11時だったようだ。

その寝
ベッド

台で，彼女はいつも愛情を注いでくれる母さんといっしょに眠るのだった。

　でも，その夜は，母さんはそばにいなかった。はて，なぜ彼女はいないのか ? ガビーナが大

きな木製寝
ベッド

台の隅々に可愛いお手を伸ばしてみても，母さんは見つからなかった。風のように，

ひんやりとしたシーツと赤い薄手の綿織ものの枕が触れるばかりで，ほかに何もなかった。

　母さんは，いったいどこにいるのかしら ? ガビーナはいつも母さんといっしょに寝起きして

きたのに。恐ろしい夜の暗闇のなかで，こんなふうに大きな冷たい寝
ベッド

台に一人ぼっちにされたこ

となど一度もなかった。

　だから，幼い女の子にとって，それはたいへんな出来事だった。

　「ママ…ママ…」― か細い声で，彼女は名前を呼んだ。

　でも，返事はなかった。外では北風が吹き荒れ，小さな窓硝
ガラス

子をガタガタ激しく叩いた。

　そんな風がなければ，ガビーナはたぶんもう一度眠りに陥っていただろう。でも，寂しい小部
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屋の深い夜の闇に地獄さながら唸
うな

る風の音で，眠気どころか気を鎮
しず

めることすら，彼女にとって

まったく出来ない相談だった。

　想像できる限りのあらゆる亡霊を，彼女は恐れた。死神や吸血鬼や風神や黒い妖
よう

婆
ば

や人喰
く

い鬼

など，なんでもかんでも…

　「ママ…ママ？ …」― 彼女は寝
ベ ッ ド

台に座りながら，大きな声でくり返した ―「ママ…マ

マ？ …」

　こうして，彼女は 15分ばかりの間ますます大きな声を張り上げ，やがて闇にも風がたてる騒

音にも馴れてきた。

　母親の返事が全然ないので，ガビーナは服を着て，台所へ下りて母親をさがそうと考えた。毎

朝服を着せてくれるのは母さんだった。まだほんとうに幼い彼女には，きつい袖
そで

の黒色の上着に

腕を通すことが出来なかった。でも，それもさほど問題でなかった…スカートを見つけさえすれ

ばよかったから。スカートは，いつも寝
ベッド

台の脚の側の椅子の上に置いてあった。だから，寝
ベッド

台か

ら降りて，スカートを見つけなければならなかった。

　降りるって？ …こんな夜に裸
は だ し

足で暗闇のなかに降りるですって。一人で寝
ベ ッ ド

台から降りる

の？ …それには，たいへんな勇気が必要だった。ガビーナは寒さと不安で身体が震え，長い間

どうしようかと思案した。でも，母さんのいない寝
ベッド

台にずっと寝ていても仕方がなかった。ます

ます風の唸
うな

り声は激しくなっていった。ひょっとすると，部屋に吹き込んできて，ガビーナの顔

に噛
か

み付いてくるかもしれなかった…では，降りるとしよう！

　彼女は降りると，叫び声を挙げた。小さな足が，何か固く冷たく異様なものに当たった。それ

は，たしかに歳月でツルツルになった床板ではなかった…

　ひょっとして蟇
ヒキガエル

蛙とか，吸血鬼では？

　「キャーッ…コワイ！ …」― 幼い女の子は悲鳴を上げて，寝
ベッ ド

台によじ登ろうとしたが無
む

駄
だ

だった。ついに，吸血鬼が動く気配を見せず，母さんの返事も依然としてなかったので，彼女は

身をかがめて，たまたまそれが寝
ベッド

台の下からはみ出していた古い靴の片方であることを確かめた。

　彼女の唇
くちびる

に，笑みが浮かんだ。その最初の冒険で，彼女はうんと勇気を勝ち得た。そこで，小

さな足に何も恐れないぞと誓った彼女は，寝
ベッド

台の縁
ふち

に摑
つか

まりながら前進した。でも，服と椅
い

子
す

は

まったく見当たらなかった。イライラした彼女は，悪態をつき始めた。なぜって，彼女は躾
しつけ

のお

手本的存在でなかったし，祖父や伯父たちや母さんの口からも聞いたように，地獄のあらゆる鬼

の名前をぶっきらぼうに口にしたから。

　いったいぜんたい服はどこにあるのかしら？ もし，悪魔に持ち去られてしまっていれば？ 夜

は地獄へ送られて。そんなこと誰が考え出したっていうの！ …

　彼女は一瞬その服のことを忘れ，あらためてブルブルと身震いをし始めたので，歯がガチガチ

鳴って，服のことなど一掃してしまいそうだった。

　風雨が鎮
しず

まると，その時だけ，台所から奇妙なもの音と，嵐の叫びより不吉でそら恐ろしい人

の声が聞こえてきた。
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　台所で何が起こっているのかしら？ どうしましょう，神さま。そして，彼女の母さん

は？ ひょっとして，泥棒か鬼がいるのかしら？ お爺
じい

さんも伯父さんたちも 3日前から不在なの

で，気の毒な母さんを守ってくれる人は誰もいなかった！ …好奇心と不安がひとつになった。

ガビーナは暗い部屋の椅
い

子
す

や粗末な家具類にぶち当たりながら，もう一度自分のスカートを探し

てみた。やっとの思いで，それを見つけると，彼女はなんとか自分で穿
は

いたが，これで一段落つ

いたと思われた時，小さな女の子の計画に別の問題が生じた。

　階段へ通じている扉
ドアー

は，外からロックされていた。どれだけ力を込めても，扉
ドアー

は開かなかった。

ドンドンと扉
ドアー

を叩いて，彼女が母さんの名前をもう一度呼んでみても，恐ろしい沈黙が続くばか

りだった。

　意気消沈して，彼女は寝
ベッド

台のところへ戻った。乱れた厚手のベッド・カバーに顔を隠して，彼

女は泣きだした。ところが，隣接した部屋には，石の小さな露
バルコニー

台があって，そこから外側の狭

い階段を通って中庭へ降りると，ちょうど露
バルコニー

台のま下に台所の古い戸口が開いていることを不

意に思い出した。

　風雨はまだ止まなかった。でも，ガビーナはすべて手はずを決めていた。隣の部屋に入ると，

小さな露
バルコニー

台を開けて，低くたちこめた鉛色の空から狂ったように降ってくる雨と夜間に猛威を

ふるう凍てつく北風をものともせずに階段を下りた。

　彼女は木の葉のように身震いしていたが，幽霊や吸血鬼のことは，すっかり忘れてしまってい

た。小さな胸を云うに云われない苦しみが締
し

め付けていた。階下の台所で何かが起こるにちがい

ないとの恐ろしい胸
むな

騒
さわ

ぎを，年端もいかない彼女は感じていた。ほら，彼女が耳にした例の声

が！ …

　瞬く間に，雨がかからない階段の下にある台所の扉
ドアー

の前に来ていた。その扉
ドアー

も閉まっていた。

しかし，炉に燃えている火のあかりが，扉
ドアー

の上から下へと出来ている隙間から見えていたが，ガ

ビーナは開けてもらおうとノックしなかった。

　地面にうずくまると，片方の眼を隙間に近づけた。

　怖くはなかったけれど，きっと母さんにひっぱたかれるので，台所へ入ってゆきたいとも思わ

なかった。

　祖父と伯父たち ― 背が高くがっしりとした黒髪の三人の擦り切れ汚れた身なりは，何時まで

も続く辛い労働の惨めな日々を物語っていたし，彼らの不可解で陰気な眼差しは，貧乏で卑屈に

なっているのではなく，激しく暗く苦い情念に振り回されている心の悲しい物語を反映していた

が ― 彼らは戻って来ていて，炉
ろ

辺
ばた

を囲むように腰を下ろしていた。

　ガビーナの母さんのシモーナは若い美人で，そのアラブ人のような異
エキゾチック

国的な美貌はサルデー

ニャ女性の多くに見られるもので，9世紀から 10世紀にかけて島を支配・蹂
じゅうりん

躙した回
サラセン人

教徒の面

影をとどめていたが，やや物陰になった地面にじっと座って，両手を膝の上で組み，靴を履
は

いて

いなかった。彼女が着ているブラウスの袖は，東
オリエント

洋風のゆったりとしたもので，手首のところが

締まっていて，優美な二の腕のところに襞
ひだ

がくってあった。
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　ガビーナは，普段から生気がなく悲しげな母親が，こんなにも青ざめ陰
いん

鬱
うつ

な表情をしている姿

を今まで一度も見たことがなかった。彼女の黒い瞳がこんなにも不思議な輝きを放っているとこ

ろを目撃したこともなかった。

　額を覆
おお

うように黒いスカーフにくるまれたシモーナの顔は，死人のような顔色で，その繊細き

わまりない輪郭は微動だにせず，ぞっとするほど暗い深刻さに引き攣
つ

っていた。輝く眼
まなこ

は，憎し

みと苦悶の内面を反映していた。

　ところが，ガビーナの注意をよりいっそう引き，彼女を戸外にいやおうなく留まらせたのは，

炉
ろ

辺
ばた

近くに座っている見知らぬ男の顔だった。彼は，台所の唯一の家具である古ぼけた椅子に，

しっかりと毛皮のロープで縛
しば

りつけられていた。その椅子は部屋の片隅にいつも置かれていて，

誰も触ろうとせず，シモーナがしばしば陰気な眼差しを向ける粗末なものだった。

　ガビーナは，その時まで村人の衣装を身に付けている見知らぬ男の顔を一度も見かけたことが

なかった。彼女は好奇心から，こんな真夜中に彼がいったい何者で，なぜそこに縛
しば

られた状態で

いるのかと自問自答しながら，あれこれ考えてみた。

　彼は四
しじゅう

十がらみの容
よう

姿
し

端
たん

麗
れい

な男性で，日焼けした広い額に赤味がかった金髪がウェーブしてい

た。鋭い眼は灰色で，胸元まで赤毛の立派な髯
ひげ

が垂れていた。彼の顔は，激痛に見るからに歪ん

でいた。炎の反射で，額に吹き出た玉のような大粒の汗が光っていた。でも，他の人々，特にシ

モーナのように，彼は青ざめていなかった。

　もちろんガビーナには，仔
し

細
さい

がすべてのみこめたわけではなかった。でも，その台所のなかで

何か不可解で異常な事件が起こっていることはじゅうぶんに察知できた。台所は，炉の炎と燈
ランプ

火

に照らされていた。燈
とう

芯
しん

の煤
スス

で黒ずんでいるブリキ製の 4つの火口付き燈
ランプ

火は窯
かま

戸
ど

の上に置かれ

ていたが，消えかかっていた。彼女は，どのような状況説明も自分に云って聞かせることができ

ず，隙間に額を押し付けたまま，扉
とびら

の背後に身動きせずに黙って佇
たたず

んでいた。彼女の食い入るよ

うに見開かれた灰色の眼は，椅子に縛
しば

り付けられた男の眼の色にかなり似ていた。

　幼い女の子は，また身体をブルッと震わせた。好奇心がひとたび消えてしまうと，先ほど感じ

た空恐ろしい気分が再び心に重くのしかかってきた。そして，すべては怖い夢ではないのかと自

問していた。

　凍
い

てつく風の息吹が，ところどころ露出した肩に吹き付けてきた。彼女の小さな足や手や全身

に，雪が降り積もっていた。中庭に侵入してきた雨水の水
みず

溜
たま

りは，篠
しの

突
つ

く雨のために見る見る広

がって大きくなっていった。彼女は素早く逃げ出すか扉
ドアー

を開けてもらうかせざるを得ない状況

だったが，我を忘れていて雨水に気付かなかった。あまりに寒いので，泣き叫びたいぐらいだっ

たが，それでも動こうとしなかった…何かが彼女の喉
のど

につっかえて，何度も痙
けい

攣
れん

のように空しく

しゃくりあげる彼女の唇
くちびる

は，寒さと恐怖で鉛色にひどく歪
ゆが

んでいた。

　その理由は，こうだった。今彼女が見たり感じたりしているものが，とても恐ろしい光景なの

で，ようやく 9歳になったばかりのか弱い魂の彼女だけでなく，どのような男性だって身が縮む

思いをしたことであろう…
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　「エリアス，エリアス！」― シモーナの父親は叫んだ ―「お前が助けを求めて叫んでも，

無駄だ。誰も来てくれはしまい。嵐がお前の叫び声を消してしまうから。誰もやって来ないだろ

う。椅子に結
ゆ

わえられたまま覚悟をするのだ。その椅子に，10年前，お前は毎晩，憶えている

か，哀れにも腰を下ろしていたことを。毎晩だ…正式の相応の婚約者として！ …わし等が 10年

の間，執拗に守ってきた椅子だ…お前を迎えた椅子だ…それをわし等は，卑
ひ

劣
れつ

漢
かん

のお前の血糊が

べったりとついたまま，火に投げ込もうと思うのだ…」

　「弁護をしたら！」― 陰気な調子でシモーナは云った ―「お前さんの卑怯な行為の云い分

けを，ひとつでもしなければ，お前さんはおぞましい死に様を迎えるだろうさ ! 弁解をしたら。

謝ったら。そして，一発ぶっ放せば，すべてカタがつくだろうから。さもなければ，お前さんは

救われないよ！ …」

　「お前まで，そんな風に云うのか？ …」― エリアスは返事をした ―「女のお前が，気立て

のよい女と思っていたお前までが ? 当のお前が？」

　「私は憎い，お前さんのことが。私の名誉を傷つけたお前さんが。許
いいなずけ

婚者として私が頼りにし

ていたお前さんが，この私を裏切って破滅させたのだよ。この苦しみは，私のあらゆる人間とし

ての感情を麻痺させてしまった。お前さんが憎い。復讐することだけを，この 10年間というも

の，私は切に願ってきた。この私が味わってきた苦しい思いに比べれば，今夜のお前さんが感じ

る煩悶など，卑怯者のお前さんにとって，何だっていうの？ それは憎しみでしょ。この私の方

こそ，憎しみにけしかけられて復讐を遂げるのさ…」

　「じゃあ，殺すがいい！ …」― エリアスは口ごもった ―「だが，良心ってものが，神さま

がいることを考えてもらいたい…」

　「それを云うなら，我々の良心と神が正してくれよう！」― 兄弟のひとりのターヌが叫んで

いた。残酷で猛々しい笑いを浮かべた口元には，獣じみた真っ白い強靭な歯並びが 2列になって，

炉の炎にキラキラと光っていた。

　「良心とか神だって！ …」― 毒蛇のように，シモーナはいきなり立ち上がった ―「良心な

んてものを持ち合わせていたのかい，神のことなど考えたことがあるのかい？ …」

　エリアスはうなだれた。

　「私たちの娘に誓って…」― 彼は云った。

　「じゃあ，ひとりの娘が私にいるってことを承知しているのだね？ …」

　「ああ，知っている。お前が望むなら，認知する。彼女を引き取るつもりだ。私は今では金持

ちだし，もうひとりの女性には子供がいないので，彼女は将来お金持ちになれる…」

　「何をほだいているのだ！」― もうひとりの兄弟のピエトロが叫んでいた ―「生きても死

んでも，ここからは脱出できないことが，お前にはまだ解らないのか？ …」― 彼は膝の上で

銃身を長い間抱くようにして，非情なほどゆっくりとことばを口にした ―「俺
おれ

さまが息の根を

止めてやる。お前の友人で，我々の家に招きいれた俺
おれ

さまの手で。お前が不運を招き，恥をかか

せたからには。俺
おれ

さまがお前を殺す。そして，まがまがしい哀れな蛇のいる墓場へ連れて行って
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やる。いったい誰と同席していると，お前は考えているのだ？ 誰といっしょにいると思ってい

るのだ？ 我々の一家は，侮
ぶ

辱
じょく

されれば，報復は欠かしたためしがなかった。10年間バルバー

ジャの村という村を，雪の山中を，切り立った渓
けい

谷
こく

を探し回った我々が，今夜は，お前が汚点を

つけた我々の名前に，お前みずからの血で償
つぐな

いをしてもらおう。」

　「シモーナ，シモーナ！ …」― 囚
とら

われの男は，動転したのか，懇願するような視線を彼女

の方へ向けながら呟
つぶや

いた ―「私たちの娘を…」

　「黙りなさい。名前を口にしないで！ あれは罪の落とし子です。でも，ジェンナルジェン

トゥの雪のように無
む

垢
く

だわ。お前さんがその名前を口にすると，彼女は穢
けが

れた存在になってしま

う。だって，お前さんは卑怯で，恥知らずだから。お前さんは，彼女からすれば存在しないも同

然さ…彼女の父親は神だもの！ …」

　「シモーナ，お前は女の子を愛していないのだ ! 愛しているのなら，この私を見殺しにはしな

いはず！ …」

　女の陰
いん

鬱
うつ

な眼
まなこ

に，一瞬ピカッと光るものがあった。

　「私は娘をとても愛しています。彼女のためだけに生きているのだもの。もし彼女の姿が見え

なくなるようなことがあれば，私のまわりのすべては崩れ落ちて，さしずめこの世の女の中で，

一番不
ふしあわ

倖せな存在になってしまうでしょう。だって，私は彼女のことを愛しているもの。私の娘

を。可哀想な幼い娘
こ

! 彼女は，私の生
いの ち

命で倖
しあわ

せそのもの ! もう一度くり返すけど，彼女の名前

は口にするでないよ。彼女の記憶は，憐
あわ

れみの気持ちへと私を動かすだけでなく，私のなかで事

件の後では取り返しのつかないものとなり，私を憎しみと復讐への執念へと掻
か

き立てるの。お前

さんが墓場に入ってくれることばかりを私は願っている。彼女が父親のことを私に訊ねでもすれ

ば，恥ずかしそうに赤面することなく，《亡
な

くなったの！ …》と彼女に告げることができるため

に。」

　「では，話は決まった！」― エリアスは大きな声で叫んだ ―「さっさと殺してくれ！ ご覧

の通り，覚悟はできている！ お望み通り，卑
ひ

劣
れつ

漢
かん

として死んでゆこう。お前が間違っていても，

私のせいではない。偶然のせいだし，神の思
おぼ

し召
め

しというわけだ。殺してくれ！ …」

　「殺してくれ！ …」― 陰にこもった風の唸り声が，外でくり返していた。

　一瞬の間，この不吉な悲劇的田
いなか

舎芝居に登場している 5人の人物たちは押し黙った。恐ろしい

静けさが，彼らの顔に皺
しわ

を刻んでいた。相変わらず，炎がその光景を血のように赤い色で照らし

続けていた。それは，陰惨なカラヴァッジョ作品に相応しい光景だった。

　「2年間の狂おしい愛を経て，私に不貞を働いたのはなぜなのか，ありていに話しておく

れ。」― とうとう，シモーナがじっと自分の考えに拘
こだわ

るように云った ―「忘れていなければ，

私は母となっていたので，私たちはすぐに結婚するべきだった。お前さんは馬に栗の実や乾
チーズ

酪や

木の道具をうんと積んでから発
た

って，ヌオーロでそれらを売りさばいて，私に結
エンゲージ・リング

婚指輪と宝石を

買ってくれることになっていた…4，5日すると戻ってくるはずだったのに，私を泣く泣く捨て

たわ…あれから 10年の歳月が経過した…煩悶と涙と憎しみの 10年だったけれど，まるで昨日の
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ことのように思われる…お前さんは戻ってこなかった。1月後，お前さんがフォンニの娘っ子と

結婚したことを私は知らされた！ …話しなさい！ もう一度云うけれど，もし云い訳するのなら，

一発でお前さんを殺してやる。さもなければ，ここに間違いなくお前さんは結わえられているの

だから，キリストに誓って事実として，私たちは生きたままで火あぶりにするつもりだ！ …」

　シモーナの口調があまりに厳しいものだったので，エリアスの全身には，恐怖の震えが走った。

それにもかかわらず，彼はそれを包み隠して，淡々と返事をした ―「火も銃
た

弾
ま

も私は恐れない。

事件の顛
てん

末
まつ

も，お前たちには話して聞かせよう。私のせいではないことは云っておく。神の思
おぼ

し

召
め

しだったのだ！ …聞いて欲しい！ …」― 彼は話し始めた。

　「そうだ，10年前のことだが，昨
きの う

日のことのようだ！ 私はお前のことを考え，将来の私たち

の生活のことを夢に描きながら，発
た

った…ところが，神は他のことをお望みだった！ 私はフォ

ンニ村から 2時間ほどの距離のところに来ていた。そこで一晩過ごしてから，翌朝にヌオーロへ

向かって旅立つ予定だった。雪が降り出した。季節がら悪天候には慣れっこになっていたので，

別に驚きはしなかった。山間の渓
けい

谷
こく

を縫
ぬ

って，私は険しい隘
あい

路
ろ

を辿
たど

りながら，積荷をうんと背

負った仔
こ

馬
うま

を先導して歩いた。馬は懸
けん

命
めい

に歩いた。吹雪が顔面に吹き付けてきた。私の服にも，

両手にも，眉
まゆ

毛
げ

や唇まで雪が張り付いた。瞬く間に，私の厚手の外
コート

套も雪で覆われてしまった。

栗の実が入った鞍袋も馬の背中も，どこもかしこも…

　隘
あい

路
ろ

は雪に埋もれて消えてしまったが，土地勘があると信じていた私は，フォンニ村の集落が

時々チラッと認められるように思えた地平線の彼方に眼を凝らしながら，戸惑うことなく一直線

に進んでいった。山岳地帯で，風は狂ったように唸
うな

り声をあげていた。宵闇が急に迫ってきた。

雪は降りしきっていた…私の足跡を埋めるように，絶えず降ってきた…山地の野生的な寂
せきりょうかん

寥感を

中断してくれる人の姿はまるでなかった。ただ馬と私だけだった。骨の髄まで濡れねずみになっ

た私は，正気を失いかけていた。行く手にフォンニ村が見えなくなって，自分が道に迷ってし

まったと考え始めていた。ブルブル震えている馬は，可哀想に，もうこれ以上進むことができな

かった。雪はどんどん降り積もってゆく。一歩前進するにも，15分もかかった。しかも，闇は

刻一刻と深くなっていった。半時前に雪が降り出した時，たまたま見つけた羊小屋に踏みとどま

らなかったことを後悔していた。そこなら，羊飼いがやがて吹雪になることを予測して，一晩の

宿を貸してくれたはずだった。絶望感に襲われた私は，急
きゅうきょ

遽方向を転じて，その場所まで引き返

そうと考えた。もう歩いて進むことも出来なかったので，私は馬に乗ることに決めた。ところが，

家畜は私よりもっと疲れ切っていて，おまけに積み荷をどっさり背負っていたので，その荷物を

全部下ろすと，仕方なく一本の木の下の安全な場所に隠して，翌日取りに来れるようにと願いな

がら，馬に跨
またが

ると鞭
むち

を入れた。

　《急げ！》― 可哀想な仔馬に優しく私は声をかけた ―《向こうへ着いたら，今夜はゆっく

り休もう。明日になれば，素晴らしいお天
てん

道
とう

さまが昇ってきて，ここへ戻ってくることが出来る

だろうから。我々の品物を取り戻してから，フォンニ村へ行くことにしよう。あそこまでたどり

着けば，もう心配することはなかろう。さあ，急げ！ …》

83紀行〈イタリア文学〉― サルデーニャ



　ほんの僅
わず

かの間，馬は私の考え通り，云うことを聞いてくれるように思え，とぼとぼと進んだ。

ところが，ある処まで来ると，歩く速度が落ちて，とうとう立ち往生してしまった。私がけしか

け，あやし，叩いても無駄だった。もはや動こうとしなかった。そこで，私は馬から降りて，哀

れな家畜を引っ張りながら，歩き出すことにした。

　何と恐ろしい夜だったことか。風は止んでいたが，深く人気のない夜が山地を支配して，雪は

止むことなく降っていた。岩壁を覆う雪の淡い光のお蔭で，絶壁から転落する危険を逃れたが，

次第次第に眼は霞み，濡
ぬ

れたゲートルの両脚は痺
しび

れてきて，よろめきながらトボトボと踏みしめ

てゆく雪さながらに，全身は冷え切って力が入らなくなってきた。一度は，私と馬は溝
みぞ

に落ちた。

私はやっとの思いで立ち上がったが，馬はもはやじっとうずくまったままだった。私は馬を助け

ようとも思わなかった。

　再び私は道を歩き始めた。全身雪まみれで，大粒の涙が眼からあふれ，髯
ひげ

に付着した白い雪と

混ざり合った。冷え切った重い厚手の外
コート

套の下で，両手は力なく凍
こご

えていた。脚だけは，よろめ

きながらも無意識的に一歩一歩と前進していった。夜の闇に燈
とも

し火はまったく見えず，人の声が

山地の恐ろしい寂
せきりょう

寥を破ることもなかった。

　左も右にも白い山の頂きが聳
そび

えていて，灰色の空に消えていた。地平線からゆっくりと降りて

きて，私の周囲を取り巻く背後の霧の彼方に，私は何も認めなかった。足下の傾斜地は，渓
けい

谷
こく

と

断
だんがい

崖が多く，前方に広がっていた。確かに，これは数時間前に辿
たど

ってきた道ではなかった。違っ

た。道に迷っていたので，羊小屋が自分の前に姿を現してくれることはなかった。その時，フォ

ンニ村への道を，どうして私は辿
たど

って行かなかったのか？ 振り分け型の背負い袋を自分が置い

てきた場所から，たぶんさほど遠くはなかっただろう…おそらくは…たぶん…

　力が次第に失せてきた。半時間の骨の折れる無駄な歩行を続けた頃，深く黒い霧が激しく襲っ

てきて，私を取り巻いてしまった。霧は傾斜地を下って，最後の明りを私から奪ってしまった。

もう一歩進んでいたら，おそらく私は奈落の谷底へ転落していただろう。ともかく，もはや雪が

膝
ひざ

まで達していたので，今では前進は不可能だった。いったん脚が嵌
は

まり込んでしまうと，それ

をかろうじてコントロールすることが出来たにすぎない…

　私はずぶ濡
ぬ

れだった。何も見えなかった。視界と同様に，頭にもベールがかかっていた。雪の

なかで転倒し，最後にシモーナのことを考えながら，神に自分の魂を委ねた…」

　まるで，その悲しい夜の思い出にひしがれたように，一瞬，エリアスは押し黙った。おそらく

は，今彼が経験している一層悲しい夜と比較していたのだろう。

　「話を続けなさい。」― シモーナが云った。もはや彼女の口調は猛々しくはなかった。彼女

の視線は床に向けられたままで，心なしか，その顔の冷酷な表情は，全体的に微妙に変化してき

ていた。エリアスはそれに気付き，希望に勇気付けられて，やがて続けて云った。

　「我に帰った時，日はすでに高くなっていた。私は，広々とした台所の奥の温かい寝
ベッド

台に寝か

されていた。台所の中央に石の囲炉裏が切ってあって，すごい炎を上げて燃えていた。その暖か

さが，私のいるところまで伝わってきた。台所に備え付けられた食器類や家具類の量からして，
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ここは裕
ゆう

福
ふく

な家族の住まいに違いないと思った。ひとりの娘が囲炉裏端で昼ごしらえをしていた。

その衣
コスチューム

装から，彼女がフォンニ村のものであることが分かった。では，自分はフォンニ村にい

たのだ…誰がここへ連れてきたのだ ? 誰が助けてくれたのだろう？ …10時間前の自分と今の自

分で，こんなにも置かれている状況が違うとは！ 真っ黒な空と霧にとざされて，雪の褥
しとね

に突っ

伏して瀕死の状態だったのに，気が付くと暖かい寝
ベッド

台の上にいて，おそらく私が息を吹き返すの

をじっとうかがうためだろう，綺
き

麗
れい

な娘がそばに付いているのだ！ …

　本当に，美しい娘だった！ 私の様子に気付くと，近寄ってきたので，私はボッーとした様子

で，彼女を眺めて，これは夢
ゆめまぼろし

幻ではないのかと自問していた。これほどまでに美しい女性に，

かつてお目にかかったことがなかった。祭礼の日の〈甘い乳
ミルク

の聖母〉を除けば。

　大きな黒い瞳も，髪も，薔
バ

薇
ラ

色の肌も，小さな口も，くっきりした鼻筋も，長く透き通ったう

なじも，容姿全体が，つまり何もかもが…

　形のよい腰の線が見て取れるタイトなスカートを穿
は

いていて，房
ふさ

飾
かざ

りのいっぱい付いた靴を履
は

いた小さな足がのぞいていた。厚手羊
ウール

毛の黒いコルセットに純白のブラウスを着ていたが，はだ

けた釦
ボタン

の間から小さな胸もとがちらりと見えた。もう 18歳にはなっている娘なので，ブラウス

の襞
ひだ

を通して，ふっくらとした乳
バスト

房の輪郭がほの見えていた。」

　「こうした仔細を何もかも話すのは，」― エリアスはさらに語り続けたが，その間，シモー

ナの眼差しには，フォンニ村の早
さ お と め

乙女が，自分の人生の倖
しあわ

せのすべてを奪い去った女性に違いな

いと思い込んでか，先ほど感じられた陰
いん

鬱
うつ

な閃
せん

光
こう

がキラリと閃
ひらめ

くことがあった ―「この自分が

道を踏み外したそもそもの原因をどうしても説明したいからなのだ。」

　「ともかく，私はボッーとなって彼女の姿を眺めていた。彼女が肩の掛
かけ

布
ふ

をなおしてくれてい

る間，私の全身がブルッと震えた。白状するが，哀しいかな，その瞬間，私は吹雪の夜のことも，

雪の中で凍え死んだ馬のことも，失くした栗の実のことも，こうして寝
ベッド

台に寝かされている理由

もすっかり忘れ去ってしまっていた…

　《具合はどうなの？ …》― 手首の脈を診
み

ながら，少女は私に訊
たず

ねた ―《もう 5時間も，う

わごとを云い続けていました！ …お名前は？》

　《君こそ名前は？ …》― 私の方がかすれ声で訊
たず

ねていた ―《ここはどこなの？ …》

　《ここは私の家よ！ 私の名前は P.コジマ。今晩，使用人が山を越える途中，雪の上で死にか

かっているあなたを偶然発見したの。馬の背にあなたを担ぎ上げて，ここまで運んで来たの。こ

こはフォンニ村なの。あれこれ介抱した甲斐があって，今朝の 5時頃，ようやくあなたの意識が

回復したわ。でも，すぐに熱が出て，意識が混濁したので，あなたの名前をうかがうことができ

なかったの。服装から，A村の人だとは思っていたけれど…まだ，お名前を教えてもらっていな

いわ！ …》

　私は，旅の理由とまじかにひかえたシモーナとの婚礼のことを包み隠さず，自分のことを彼女

に話して聞かせた。

　《あなたはよほどお金に困っているようね，結
エンゲージリング

婚指輪を買うために，これほど辛い旅を経験し
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なければならなかったところを見ると！ …》― 大きな黒い瞳を輝かせて，コジマは私をじっ

と見つめながら，こう云った。

　《それは違う，》― 私は云い返した ―《お金にはさほど不自由はしていない。私には，毎年

の冬に 20スクードの収益を齎
もたら

してくれる栗の樹を植えた囲い地がある。手入れはお手のものだ。

でも，時々ヌオーロへ出向いて，収穫物を売りさばく必要がある。荷馬車も牛も馬も家だってあ

る…お金に困っているのではない。それに，シモーナの持参金もあるし…》

　もう長い識り合いであるかのように，実に打ち解けた雰囲気で，私たちは長話をした。コジマ

は，自分は孤児だが，お金はたっぷりあると語った。ほんの数ヶ月前，後見人に死なれたので，

財産管理は彼女自身でしているのだった。家政婦がひとりと，使用人が二人いた。ひとりは田畑

の世話をし，私を助けてくれたもうひとりの方は羊の番をしていた。

　屋敷と広々とした菜園の他に，囲い地には多くの家畜を所有していた。

　私が起き上がろうとすると，彼女は制止して，病気なのだし，夜間往診してくれた医師が出発

することも起きることもさせないようにと命じたと云う。それで，私は世話になることにした。

家政婦のペッパがやって来て，椀
わん

一杯のスープをくれた。彼女も医師の命令だけでなく，女主人

と同じことをくり返し私に伝えた。

　事実，しばらくして寒気を感じると，再び熱が出た。愉快な熱で，寝
ベッド

台のなかで私を小躍りさ

せ，グルグルと部屋が回転して，頭がおかしくなるほどひどい眩
めま い

暈に陥れた。こうして，1週間

というもの，私は生死の境を彷
さまよ

徨った。意識がはっきりしている間，私は自分の現在の状況と戻

るのが遅れるが心配しないようにシモーナに伝えてほしいと，コジマに頼んだ。すると，娘はい

つもそうしてあげると云って，極力安静にしているようにと懇
こん

願
がん

した。悶
もだ

え苦しんでいる間も，

私はシモーナのことばかり考え続けていた。ところが，私の眼と発熱で正気を失った頭は，コジ

マの美しい姿が，台所のあちこちを邪魔しないようにと抜き足差し足で往ったり来たりする様子

を追っていた。彼女はしばしば寝
ベッド

台の上に身をかがめて，ひんやりした色白の掌
てのひら

を私の額
ひたい

に置い

たりしながら，枕元で徹夜の看病をしてくれた。私は，その無垢だけに危険な乙
おとめ

女の眼差しに，

すっかり心を奪われてしまった。

　私のことを何も知らないで，彼女がほどこしてくれた治療と看護は，ますます深い感謝の気持

ちを私に掻
か

き立てるとともに，婚約者シモーナの不可解な無関心に対して軽
けい

蔑
べつ

するように私を仕

向けた。私が自分の村から遠く離れて，彼女が原因で，しかも彼女のことを考えながら死にか

かっているというのに，シモーナからは何の音
おと

沙
さ

汰
た

もなかった。おまけに，家族の他の者も便り

を寄こさなかった…それでも，私は彼らのことは考えなかったし，気にもしていなかった…

　1週間すると，ようやく気分も良くなり，医師はもう 8，9日もすれば村へ帰ることができる

ようになるだろうと私に云った。旅の不首尾と婚礼が遅滞したことを考えると，私は胸が痛んだ。

コジマが使用人を山へやって捜してくれたが，馬と栗の実を見つけることはできなかった。それ

は，まさに私が道に迷ったような嵐の夜のことだった。軽く台所の扉
ドアー

が開いて，ひとりの人物が

入ってきたが，それが誰なのか最初のうちはよく判らなかった。
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　真夜中だったはずだ。寝
ベッド

台に寝ていた私は，ゴーゴーという風の音を聞き，他に人のたてる物

音を遮
さえぎ

ってしまっていた。暖
だん

炉
ろ

の火は灰で埋もれて，時々パッと青みがかった炎が上がって，

ボッーと台所を照らし出した。ぼんやりとした明りのなかで，ペッパが部屋に入ってきたものと

私は思い込み，それは病気が治
なお

って，スヤスヤと私が眠っている様子を確かめるために来たに違

いないと考えた。私は眼を半分開いて，あたかも眠っているかのようなポーズをとった。

　女は抜き足差し足で，私の寝
ベッド

台のところに近付いて来ると，立ち止まり，私を長い間じっと見

入った。その眼は，暗闇のなかで爛
らん

々
らん

と光っていた。無意識のうちに，全身に鳥肌が立つ感じが

した…

　それはペッパでなく，実はコジマだった…

　いったい，どうしようというのだろう？ なぜ，私に見入っているのだろう？ じっと睨
にら

まれて，

私の全身に震えが走るのは，なぜなのだろう？

　彼女は，矢
や

庭
にわ

に身を屈めると，私に接
キ ス

吻した…

　彼女の唇
くちびる

は，燠
おき

火さながらに，カッと燃えていた。私の体
からだ

は，まるで焼けた鉄に触れたかのよ

うに，ビクッとなった。私を起こしてしまったと思い，コジマは一歩あとずさりして，やおら炉
ろ

辺
ばた

に腰を下ろした。私はそれでも身動きせず，相変わらず眠っている風を装った。安心したコジ

マは，火をかき回して，膝
ひざ

の上で腕を組むと，俯
うつむ

いた姿勢になった。泣いているのではと思われ

た…その時，私のなかで何が起こっていたのか，うまく云いあらわせない。もはや，私は馬のこ

とも栗の実のことも婚礼のことも忘れてしまっていた。コジマの口づけのせいで，私は顔がほて

り，頭のなかを，とりとめもない考えが去来していた。

　夢だったのだろうか？ どのような意味があるのか？ あんなにも美しく若く裕
ゆう

福
ふく

なコジマが，

ほんの数日で私に恋をしたとでもいうのだろうか？ よそ者の正体の知れないこの私に。彼女に

は，私が他の女性と婚約していることが判っているのに？ …

　私は自分の感覚を信じることができなかった。それでも，あの物影になったところに，人知れ

ず涙を流している綺
き

麗
れい

な乙
おと め

女がいることは分かっていた。私の頭は混乱して，本能的に熱い血が

上ってきた。困ったことだ。この誘惑を，どうしたものか！ もし，コジマが再び私に接
キ ス

吻する

ようなことになれば，覚悟をしていても，私は正気を失ってしまったことだろう。

　ところが，彼女は私に見向きもしないで，出て行った。

　翌日，青ざめて，眼を赤くしている彼女に出会った。私は何も云わなかった。彼女が席をはず

したスキを見計らって，一人で私は服を着ると，暖
だん

炉
ろ

の近くに座った。彼女が入ってくると，出

発したい旨を彼女に語った。

　《そうでしょう。》― 彼女は冷ややかにこたえて云った ―《満足な手当てもしてあげること

ができなかったので，ここから出て行きたくて仕方がないのも無理ないわ。》

　《何てことを！》― 私は大きな声で云った ―《いろいろとお世話になり過ぎたぐらいです。

命を救って頂いたのだし，このご恩は決して忘れることがないでしょう。出てゆきたいと申し上

げるのは，これ以上お邪
じゃ

魔
ま

したくないからです。コジマ，さっき何てあなたはおっしゃいまし
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た？ この私を朴
ぼく

念
ねん

仁
じん

とでも思っているのですか？ あなたのお世話に対して，どのようにして恩

返しをすればよいのか困っているほどです。さあ，はっきりとおっしゃって下さい。何なりとご

希望を聞かせて下さい。あなたのためなら，何でも致しますから…》

　こうしたことばをはっきりと云い終わらないうちに，私は後悔し始めていた。それは，コジマ

の眼に喜悦の感情を見て取ったからだ。もし，彼女が無理を云って…愛してくれなどと詰め寄っ

てくれば…

　《それじゃあ，いっそのこと病気が完全に治るまで，ここに居なさい》― 彼女はそう云った。

私は留
とど

まることにした。おまけに旅を企てるには体力もなく，やれそうもなかったし，天候も最

悪だった。でも，私は気が休まらなかった。コジマの不思議な誘惑に屈してしまうような予感が

していた。私は誘惑を克服しようと必死だった。ところが，美しい娘のことを心に思い浮かべる

と，それがかなりリアルなので，頭から離れなくなった。病気の熱よりも彼女から受けた接
キ ス

吻の

記憶が原因となって，私はひどく震えるのだった。

　私はできるだけシモーナのことや彼女の立場や冒してはならない婚約のことを考えようとした

が，それも無駄だった。私が覚悟すればするほど，私の眼の前に美しく魅力的なコジマが現れて，

にっこりと微笑んでは，私の眼をジッと見つめて誘い，そうして口では云えない多くのことを彼

女は私に物語るのだった。それに耐える苦痛と動揺と煩
はん

悶
もん

の，神よ，何とすざましいこと！ 子

供のように私は泣きじゃくった。しかも夜更けて，嵐が猛り狂っている最中に，私は一度ならず

この地獄のような状態から脱出したい気になった。このような状態が続くなら，いっそ山のなか

で死んでしまった方がましだったと自分に云い聞かせていた。なぜ私を助けてくれたのか？ な

ぜなのだ？ …

　心の痛手が，私の病状を悪化させた。体
からだじゅう

中の血管も頭も発熱した。世話になっておきながら，

そのコジマのことを私は憎々しく思っていた。毎晩，コジマは私のところへやって来ては，暗が

りでいつもの接
キ ス

吻をしてくれるのだった。こんなことは，ずっと続くわけがなかった。とうとう

私は，すべてが夢であり，悪魔の仕
し

業
わざ

であるに違いないと思い込むようになり，そうした考えに

囚
とら

われると，私はそれを確かめてみようと決心した。もしそうしなかったなら！ …

　コジマが，私に接
キ ス

吻をしてくれた晩のことだった。彼女の両手をグッと握ると，私は眼を見開

いて，定かでない火の光のなかで，彼女をジーッと見つめた。彼女は黙ったままだった。でも，

体中が震えていて，私が口をきくまで待っていた。

　《コジマ…これはどういうことなのだ？ …》― 私はキッとなって問い詰めた。

　彼女は膝
ひざ

からくず折れると，両手で顔を覆
おお

って呟
つぶや

いた ―《ご免
めん

なさい！ …あなたのことが

死んでしまいたいほど好きなの！ …》

　私の体も震えだしていた。それでも元気を出して，私は感動の声を張り上げていた。

　《何て云ったの？ 私が結婚していることを知らないの？ …》

　《嘘だわ！ …何でも私は知っているわ…あなたが婚約していることも，シモーナの立場も存

じています。でも，村の人々が異
い

口
く

同
どう

音
おん

に，あなたが…の唯一の父親ではないと云っていること
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も知っているわ。》

　《コジマ！》― 私は正気を失って叫んでいた ―《人を中傷するのはよしなさい。私のこと

を好きで愛していると云うのなら，まだいい…でも，中傷はよくない…》

　《私が理解していることを云ったまでなの。そんな風に叫んだりしないで！ ペッパが目を覚

まして，何もかもバレてしまうから…あなたのことを愛している私を捨てないで！ …》

　その様子が，あまりに哀願する風だったので，声のトーンを落として，彼女の恐ろしいことば

の意味するところを説明してくれるようにと，私は震えながら彼女に訊
たず

ねてみた。彼女はいろい

ろの話を私に物語ってくれたが，その詳
しょうさい

細を覚えているわけではないし，ちゃんと聞いてもいな

かった。ただ，私にとってひとつだけはっきりしてきたことがあった。それは，私が不名誉にも

騙
だま

されていて，シモーナは私のことを愛しているのではなく，私だけが共犯者ではないある罪の

責任をとるために，愛しているような風を装っているにすぎないということだった…ああ，何と

おぞましいことだろうか。ぞっとするではないか。」

　「まあ，憐れ！ …」― エリアスの話を遮
さえぎ

ると，両腕をバタつかせながら，顔色を失ったシ

モーナは大きな叫びを発していた。ところが，兄弟のターヌは，彼女とは違った考えで，辛
しん

辣
らつ

な

不信の笑みを浮かべながらエリアスの話に耳を傾け，彼の物語がまったくの絵
フィクション

空事だと決め付け

ていたので，やっとの思いで彼女を宥
なだ

めると，からかうように，こう云った。

　「その先を話してもらおう。でも，手
て

短
みじか

にな…」

　「簡潔にまとめよう。コジマはその証拠を見せようと云った。やがて，彼女は突如世も末と

いった感じで泣きじゃくると，しきりとしゃくりあげた。

　《それで，》― 私は驚いて訊
たず

ねた ―《なぜまた，こんな時に泣いたりするの？ …》

　実を申せば，この私自身じっと聞いておれず，喉
のど

を締め付けられるような気がしていた。コジ

マが私に語って聞かせてくれたことを，私は信じてもいるし，信じてもいなかった。私は無性に

彼女に平手打ちをくわせたくなって，出来ることなら彼女に口づけして，《あなたのことが好き

だ。シモーナを軽
けい

蔑
べつ

する》と云うところだった。

　《ご免なさい…赦
ゆる

して下さい…》― 彼女は涙に枯れた声で，くり返し云った ―《あなたが

この私を愛することができないのは解っているわ。あなたは，あの女
ひと

を愛しているのですもの…

私が云ってしまったことに対しては謝ります…でも，やっぱり私はあなたのことがとても好き…

死んでしまいたいほどなの…あなたがこの私を憐
あわ

れに思って下さらなければ，不吉なことが起こ

るかもわかりません…》

　《コジマ，コジマ。》― 私は彼女に云った ―《私のようなものを，どうして愛することがで

きるの？ 私は貧乏人で，たとえこの私が愛を告白したとしても，あなたの親族は許しを与えて

くれないでしょうに。》

　《私には親族などいません。私は独立独歩の人間で，自分のことは自分で決めます。それでも，

あなたはこの私を愛することができず，そうしたくないとおっしゃるの？ あなたが愛している

のは，あの女
ひと

だから…》― 彼女はそのことばを吐き捨てるように強調して，さらに続けた ―
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《私はあなたのために死んでみせるから…》

　《ああ，エリアス，もし私がどれほど苦しい思いをしているか解かってくれたら！ あなたに

出会った当初から，私はあなたのことが好きになり，私の屋敷にあなたが運び込まれたことが，

私に死をもたらすに違いないと，はっきりと自覚したの。でも，私は何も要求などしません。も

し，出て行きたければ，出て行っていいの。でも，私のことを忘れないで…注意するがいいわ。

私の唇
くちびる

が意味していることを，あなたは何も理解していなかった。シモーナと結婚しなさい。で

も，もし不幸に思うことがあれば，この私の方がずっと不幸だってことを忘れないように…》

　こうしてコジマは長い間，ずっと私の上に身を屈めたままの姿勢で，熱い吐息を私の顔の面
おもて

に

吹きかけ，その涙で私の両手を濡
ぬ

らしながら物語った。いったい全体，どのような世界に自分が

棲
す

んでいたのか見当もつかず，私は唇
くちびる

を噛
か

みしめ，やっとの思いで涙を堪
こら

え，今にも爆発しそう

な胸の裡
うち

をグッと抑えて，同時に突き上げてくる罵
ののし

りの気持ちをねじ伏せた。

　火はかき消えていた。暗がりのなかに，私たちは佇
たたず

んでいた。

　《さようなら，アデュー！ …》― コジマは云った ―《これで失礼します。あなたは明日お

発
た

ちの予定だから，もうお会いすることもないでしょう。エリアス，私のことを忘れないでね，

お願い。さようなら，アデュー！ …出て行っていいの。私は何もあなたに要求しません！ …》

　彼女は，私に何も要求しなかった。でも，その間も，私の顔は，彼女の接
キ ス

吻と涙で覆
おお

われてし

まった。涙は，まるで鉛の雫
しずく

のように思われた。狂ったように長い接
キ ス

吻をされると，唇
くちびる

も眼も頬
ほお

も熱くなって，わずかに残っている私の理性を奪
うば

い去ってしまいそうだった。

　《コジマ，》― 私は彼女の頭を両手で抱え，彼女に接
キ

吻
ス

のお返しをしながら，かすれた声で

云った ―《あなたのことが好きだ。私は居残っていたい！ …》」

　「二日経って，」― エリアスは締めくくって云った ―「コジマ家に司祭がやって来て，私た

ちは秘かに結婚式を挙げた。私はずっと熱があって，何も解らないで，事の成り行きに任せてい

た。

　その当日，結婚の告知がなされ，三週間経って，法の定めるところによって，私は永遠にコジ

マと結ばれていた。このような次第で，当初の情熱的な期間が過ぎ去り，我に帰ってみると，ま

ずいことになっていることが解かり，シモーナに関する噂
うわさ

が，まがいもなく中傷であると納得し

たのであったが，もはや後の祭りであった。」

　「この話がすべてでまかせでないと，誰が保証してくれるのだ？ …」― ターヌがぞっとす

るような声で叫んだ。

　エリアスはうなだれ，彼の眼から希望の光がうせてしまった。彼は自分のことばにまったく心

を動かされていない復
ふくしゅうしゃ

讐者たちの表情から，自身に宣告が下ったことを知った。そして，死刑宣

告を受けた若者の人間的に耐え難い責め苦を味わっていたが，卑
ひ

劣
れつ

漢
かん

と思われたくなかったので，

それを外に出そうとはしなかった。

　「その通りだ！」― 彼は云った ―「誰も私を擁護することはできない…」

　彼は視線をシモーナの方へとやった。でも，若い女の視線は，彼から遠くに向けられていた。
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だが，それでも？ たとえ彼女が助けてやろうとしても，それは所
しょ

詮
せん

不可能なことだったろう。

　「お前には死んでもらおう！」― 陰
いん

鬱
うつ

な調子で，父親が宣告を下した。

　長い沈黙が流れた。エリアスの運命はすでに決まっていた。彼が 10年前に倖
しあわ

せな多くの時を

味わった宿命の家から出てゆく必要はなかった。コジマの物語は，彼が恥をかかせた一族の血の

復讐を撤
てっ

回
かい

させることにはならなかった。ピエートロの手に握られた猟
りょうじゅう

銃 は，ずっと閃
ひらめ

きを

放っていた。彼は，自分の妹の不運を齎
もたら

したそもそもの原因と見
みな

做されていたのだが。

　やがて，生かすか殺すかが問題になった。エリアスを赦
ゆる

せば，彼らは負けたことになる。そも

そも彼は例の恐ろしい夜の責任を取って，たとえ有力者で金持ちであったとしても，従
しょうよう

容として

罪の償
つぐな

いをしなければならなかった。つまり，彼は死ななければならなかった。

　一抹
まつ

の不安とか躊
ためら

躇いの感情は，貧しく辛い生活で硬直化してしまった心の持ち主たちには無

縁だった。彼らにとって，復讐は信仰だった。神は憎悪の姿をとっていた。

　ある晩のことだった。彼らは炉
ろ

辺
ばた

を囲むと，一度たりとも消えることのない火に手をかざして，

挑発には血の償
つぐな

いをさせるとの誓いを立てていた。何ヶ月も何年も待ちに待って，ようやくその

夢がかなう時がやってきたのだ。

　彼らは，ほとんど一心不乱に祈りを捧げるかのように，ひとりの男を殺す準備に取りかかった。

義務を遂行する覚悟を決め，もし彼らがその箴
しん

言
げん

など解らない神の御
み

前
まえ

で，堂々と赦
ゆる

せば，きっ

と後悔するに違いないと思い込んでいた。彼らに劣らず，神は過酷な存在とされていた。

　「出ていろ！ …」― ピエートロはシモーナに向かって云った。

　「いや，最
さい

期
ご

を見届けるまで，出ないわ！ …」― 若い女は，きっぱりと応えて云った。エ

リアスは，心底ビクッと身体を震わせた。

　ピエートロは猟
りょうじゅう

銃を構えた…

　戸外では，風雨と雷鳴が，筆舌に尽くせない轟
とどろ

きとなって，ゴーゴーと唸
うな

っていた。まるで人

間の叫び声のようでもあり，山崩
くず

れの音のようでもあった。それは，人間の格好をした悪魔が棲
せい

息
そく

する黒い廃
はい

屋
おく

のなかでなされた犯罪に対する神の正当な怒りであった。

　ピエートロはエリアスに狙
ねら

いを定めた。ところが，彼が引き金に力を入れようとした瞬間，明

らかに風のせいではない乾いてよく反響する物音が，中庭に面した閂
かんぬき

のかかっている小さな扉
ドアー

か

ら聞こえてきた。彼らは誰しも，お互いギョッとして顔を見合わせた。その唇
くちびる

は蒼
そう

白
はく

になり，心

臓は凍
こお

りつき，猟
りょうじゅう

銃はピエートロの膝
ひざ

の上に転がった。

　いったい何者なのか？ 彼らは見られていたのだった…計画は失敗に終ったのか？ …

　慌
あわ

てふためいて，シモーナはさっと立ち上がると，「ガビーナ，ガビーナ！ …」と恐怖の叫び

声を上げながら，扉
ドアー

めがけて，手
て

負
お

いのハイエナさながら，身震いしつつ跳ぶように突進した。

彼女が扉
ドアー

を開けると…

　彼女が見出したのは，地面に失神して倒れ，濡
ぬ

れ鼠
ネズミ

になっている幼
おさなご

女だった。一部始終を目撃

したガビーナは，もう耐えることができなくなって，恐怖とショックで失神してしまったのだっ

た。
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　「お前だったの！ …ガビーナ，可愛いガビネッダ…愛
いと

しい子！」― そう云って，シモーナ

は両腕に彼女をかき擁
いだ

くと，炉
ろ

辺
ばた

へ運んでやった。冷たくなって，すっかり青ざめ，濡
ぬ

れ鼠
ネズミ

の彼

女が眼を瞑
つむ

りショックで動転した表情をしているのを目
ま

の当りにすると，シモーナは子供が死ん

でしまったものと思い込み，エリアスのことなど，すっかり忘れてしまい，発作的に泣き出して

いた。彼女の優しい名前を何度もくり返し呼び，びしょ濡
ぬ

れの衣服を脱がせて，痙
けい

攣
れん

している小

さな足を暖めてやり，狂ったようになって口づけするばかりだった。

　だが，ガビーナに，生きている兆
ちょうこう

候は見られなかった。

　「ガビネッダ…愛
いと

しいガビネッダ…最愛の娘…私のいのち，私の宝！ ひどい！ 死んでしまう

なんて…私の愛
いと

し子が，私の唯一のよろこびが死んでしまうなんて！ …小さな花のガビーナ，

可
かわいそう

哀想に，ほんとうに可
かわいそう

哀想に…私はどうしたらよいの…神さま，どうか教えて下さい。どうす

ればよいのか…彼女は死んでしまった…お父さん，ご覧
らん

になって。触れてごらんになって，死ん

でるわ…冷たいわ…死んじゃったんだわ，ああ，神さま！ …」

　シモーナは手足をバタつかせ，イライラしていた。気がふれたようになって，ある瞬間には話

し始め，またある瞬間には，ガビーナが意識を取り戻したように見えるのか，微笑みを浮かべ，

やがてまた狂人のように泣きじゃくり始めるのだった。

　その間，ターヌとピエートロは訳が分からず，唖
あ

然
ぜん

となって互いの顔を見詰め合っていた。幼

い女の子は，確かに一部始終を目撃して理解していた。とすれば？ …

　エリアスは押し黙ったまま，じっと陰
いん

鬱
うつ

な絶望の表情で，幼
おさなご

女を凝
ぎょう

視
し

していた。

　「ああ，この女
こ

が死んでいるなら，それが本当なら？」

　ところで，ひじょうに迷信深い伯父のトットイは苦笑しながら，その背後に彼らを罰するか，

少なくとも警告を発している神のご配
はい

慮
りょ

が存在すると考えていた。光明が老人の魂を満たしてい

た。彼の心に，偉大な考えが輝き出た。老人はシモーナが膝
ひざ

に抱えているガビーナを奪
うば

うと，

ターヌの両腕に彼女を委
ゆだ

ね，彼にこう云った。

　「さあ，女の子を寝
ベッド

台へ運び上げるのだ…それで，ピエートロ，お前は走っていって，医師を

呼んで来い…」

　「でも，お父さん !?!」― 若者は，カッと眼を見開いて，エリアスの方を目
め

配
くば

せしながら叫ん

でいた。その間，大人しく，ターヌは両腕でガビーナを抱
だ

き上げ，背後からシモーナが明りを手

に部屋を出て行った。

　「行くのだ！」― 老人は答えて云った ―「行けと云っているのだ。何も不都合なことは起

こるまい！ …」

　父親を信頼し，姪
めい

のことがとても気に入っているピエートロは，女の子が死んでしまったか瀕
ひん

死
し

の状態と思い込んでいて，猟
りょうじゅう

銃をしまうと，部屋を出て行った…

　伯父のトットイは，時をおかず，扉
ドアー

に近づくと，名前を呼んでいた。

　「シモーナ，シモーナ！ 降りて来い…」― すぐに若い女が降りてきた。

　「シモーナ」― その父親が，謎めいた厳かな声で呟
つぶや

くように云った ―「ガビーナは一部始
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終を目撃したのだ。これが神のご配
はい

慮
りょ

だ…シモーナ…」

　若い女は了解した。彼女は身動きもしないで，黙ったままエリアスをじっと見つめていた。そ

の大きな眼
なまこ

の陰
いん

鬱
うつ

な輝きから，心の内面で戦いがくり広げられていることが読み取れた。「神の

ご配
はい

慮
りょ

なのだ！ …」― 老人はもう一度くり返した。

　間髪を入れず，シモーナはエリアスの方へ走って行くと，彼を縛
しば

っているロープを解いてやっ

た。彼が自由になると，彼の手を取って，中庭へと案内した。古ぼけた大きな門の扉
ドアー

を開けると，

彼を通りへ押し出した。そして，こう云った。

　「さっさと出てゆくがよい。お前の娘のことは忘れないように！ …」― 彼が遠ざかってゆ

く足音が嵐の轟
ごう

音
おん

に掻
か

き消されてしまうまで，彼女はその場にじっと佇
たたず

んでいた。

註および参考文献

　本稿で使用したイタリア語テキストは Grazia Deledda，Racconti sardi （Dessì, Sassari, 1894 

［Ilisso Edizioni, Nuoro, 1996］）で，巻頭の第一短編 Di notte （p. 3‒p. 15）を試みに本邦初訳として
邦訳紹介してみた。
　正規の高等教育は受けずとも，独学で創作家としての資質を遺憾なく伸ばして大成した典型的な
実例が，1871年 9月 27日にヌオーロの名家に生まれた作家グラーツィア・デレッダである。家庭
教師についてイタリア語，フランス語，ラテン語を修得した彼女の作家修業は，伯父の司祭から
貰った蔵書をくりかえし熟読することから始まった。なかでも大デュマ Dumas，オーネ Ohnet，
ブルジェ Bourgetといったフランス作家を味読することによって，創作の秘訣を会得した。最初
に彼女の文学的才能を見抜いたのは，家族と親交があったサッサリの郷土史家エンリーコ・コスタ
だった。若くしてサルデーニャの『星 La stella』誌上に短編小説を発表，1888年および 1889年，
ローマのファッション雑誌『最新モード Ultima moda』誌上にサルデーニャものの小説『サルデー
ニャの花』を連載，1892年ミラノで単行本として刊行されるにいたる。アルコール中毒患者の兄
サントゥスや窃盗犯の弟アンドレーアがいた上に，1892年 11月 5日石炭商の父親が心筋梗塞で急
逝し，経済的に困窮したが，評論家の賞讃を受けて，文学界に知られるようになり，デ・グベル
ナーティス De Gubernatisやルイージ・カプアーナ Luigi Capuanaの注目するところとなった。
1895年，ルッジェーロ・ボンギ Ruggero Bonghiが『つましい人々 Anime oneste』（Cogliati, 

Milano）に序文を寄せる。1899年，ローマ出身の財務官僚パルミーロ・モデサーニ Palmiro 

Modesaniとカリアリで知り合って，1900年結婚後ローマに移り住む。夏はトスカーナの海浜リ
ゾート地ヴィア・レッジョでティレニア海の風光に親しみながら，創作活動に携わった。その読書
体験から過剰な描写とさほど重要でない登場人物を潔くカットする手法を会得した。個人的な感情
移入を排した彼女本来のスタイルを長編小説に採用，より普遍的な人間描写を確立した。1926年 9

月 10日ノーベル文学賞 Premio Nobel per la letteraturaを最初のイタリア女性作家として受賞した。
その賞金を元手に親交があった作家マリーノ・モレッティの故郷チェゼナーティコにほど近い海浜
リゾート地チェルヴィアに別荘を購入し，夏は遠浅の海が見渡す限り続くアドリア海の微風に吹か
れながら晩年の創作活動に従事した。1936年 8月 15日，自伝的作品『コジマ Cosima』（1937年ミ
ラノで遺作として出版）を書き上げた直後に乳癌で逝去。
　グラーツィア・デレッダの作品は，作家個人の知的遍歴を強く反映しているが，19世紀小説の
枠組みとか真

ヴ ェ リ ズ モ

実主義 verismoやフランスの自
ナチュラリズム

然主義 naturalismo franceseはいうまでもなく，
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耽
デカダンティズム

美主義 decadentismoは論外としても，宗教感情の葛藤と登場人物にのしかかる罪の意識を巧み
な抒情的描写 lirismo descrittivoによって掘り下げ，彼女独特の主題に相応しい固有の抒

リ リ ズ ム

情性
lirismo ingenuoを基調に，モラル的人物造形と実に古

アルカイック

風なサルデーニャの因
いんしゅうてき

習的道
モ ラ ル

徳観を表明す
る。
　我が国で最初にデレッダに言及したのは，永井荷風だった。大正 2（1913）年 4月 20日籾山書
店刊行の『珊瑚集』で，著者永井は 377頁から 425頁にわたってモーリス・ミュレ著『伊太利亜現
代文学』を抄訳して，〈伊太利亜新興の閨秀文学〉と題する 1章を設け，最近 30年間に頭角を現し
た女性著作家M

マ チ ル デ

athide［ママ］S
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ウ ベ ル チ ス
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A
ア メ リ ヤ

melia R
ロ セ リ

osselli夫人の名前を掲げ，特に後者三女性作家の論評をやや詳しく紹介している。デレッ
ダについては，特に『山中の老人 I

イル

l V
ヱ ツ キ ヲ

ecchio d
デ ー ラ

ella M
モ ン タ ニ ヤ

ontagna』と『灰 C
チ エ ネ レ

enere』を俎上にのせ，サル
デーニャの風俗作家からより普遍的な人間心理とその真実描写に方向転換しようと試みている経歴
に焦点を合わせて論評している。
　1972年主婦の友社が企画・刊行した〈ノーベル賞文学全集 Nobel Prized Literature〉全 24巻別
巻 1（後援スウェーデン・アカデミー／ノーベル財団）中の第 5巻が，グラツィア・デレッダを
扱っている。大久保昭男氏によって翻訳されている作品は『コロンバ』，『誘惑』，『マルヴー一家』
で，ジュゼッペ・ラヴェニャーニ著『人と作品』および詳しい著作目録が付いている。同書所収の
月報で，訳者大久保氏は，1927年デレッダのノーベル賞受賞時点で，岩崎純孝氏が短編小説集
『明暗』集中の『狐』一編を雑誌『改造』に訳出していることに触れている。また，そこで『愛の
封印』（岩崎純孝訳），『正直な心の人々』（下位女史訳），『悪の道』（岩崎，有島生馬共訳），『砂漠
の中』（岩崎訳），『離婚のあと』（岩崎訳）が戦前・戦中にかけ翻訳紹介され，1970年代には弘文
堂から『灰』（丸弘訳）が出たことを報じている。
　巻頭に元パリ駐在スウェーデン大使館文化参事官シェル・ストレムベリイによる「グラツィア・
デレッダに対するノーベル文学賞授与の選考経過」報告が掲載されているが，1927年段階で 23人
もの候補者が挙がっていて，なかでもギリシア詩人コステス・パラマス，フランス作家エドゥアー
ル・エストニエ，米国作家イーディス・ウォートン，ドイツ作家トーマス・マン，ノルウェー作家
シグリ・ウンセット，イタリア作家アーダ・ネグリ，ローマ方言詩人チェーザレ・パスカレッラ，
歴史家グリエルモ・フェッレーロといった強

ライバル

敵がいたと云われる。
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（以下「研究所」という。）の客員研究員，嘱託研究員のみとする。ただし，依頼原稿で機関誌
編集委員会（以下「委員会」という。）が特に認めた場合は，この限りではない。

2  ．依頼原稿とは，次の場合をいう。
 ⑴  機関誌を特集号として編集，刊行する際，既に優れた実績を有する学外の研究者に，委員
会が原稿の執筆を依頼した場合

 ⑵  本学の卒業者で非常勤講師として勤務している，将来に優れた業績を期待し得る研究者に，
委員会が学科推薦を受けて原稿の執筆を依頼した場合

 ⑶  優れた実績を有する本学職員に，委員会が原稿の執筆を依頼した場合
3  ．原則として，『研究論叢』は語学，文学関連分野等の，『COSMICA』は地域研究及びその他
の関連分野等の機関誌とする。
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ない。

6  ．原稿は，本学機関誌原稿執筆要領に従って執筆された完全原稿でなければならない。ただし，
専門分野によって縦組みを必要とする場合は，縦書き原稿とする。

7  ．原稿の掲載は，当該年度の投稿論文数，その他の事情により次号に繰り越す場合がある。そ
の場合は，委員会は投稿者に連絡し協議するものとする。著しい長文及び特殊印刷の場合，委
員会は，執筆者との協議を通じ，内容の変更を求めることができる。

8  ．原稿の編集著作権（翻案権）は本学に属し，著作を電子化して公開利用等に供することがで
きる。

9  ．原稿の体裁の統一，活字の指定，記載順序の決定等は委員会において行なう。
10 ．校正は執筆者に依頼するが，期限内に返送しなければならない。
11 ．執筆者には抜刷 50部を進呈する。それ以上の部数を必要とする場合には，執筆者の自己負
担とし，必要な部数を投稿締切日までに申し込まなければならない。

12 ．原稿申し込み期限は 7月 31日，原稿提出期限は 9月 30日とする。ただし，『研究論叢』が
年 2回刊行される場合，2回目の投稿申し込み期限は 1月 31日，原稿提出期限は 3月 31日と
する。

13 ．原稿の提出先，校正原稿の返送先は研究所とする。
14 ．この規程に定めるもののほか，必要な事項は委員会で決定する。
15 ．この規程の改廃は，委員会の議を経て，これを行う。

   附　則
1．この規程は，平成 15年 7月 3日から施行する。
2  ．本規程の施行により，機関誌投稿規程（昭和 34年 4月 1日，平成 6年 4月 1日）は廃止す
る。

   附　則
　この規程は，平成 17年 4月 1日から施行する。
   附　則
　この規程は，平成 22年 4月 1日から施行する。
　（平成 15年 7月 3日改正，平成 17年 4月 14日改正，平成 22年 2月 25日改正）



『COSMICA』編集委員

福原　啓郎　（教養）

舟杉　真一　（フランス語）

彌永　史郎　（ブラジルポルトガル語）

金子　哲太　（ドイツ語）

清瀬　　卓　（イタリア語）

根本宮美子　（英語）

坂口　昌子　（日本語）

朱　　一星　（中国語）

立岩　礼子　（スペイン語）  《委員長》

谷村　　緑　（英語）

＊50音順

堀川　　徹　（教養）  （国際言語平和研究所　所長）

村井　正美　（職員）

京都外国語大学・京都外国語短期大学
COSMICA

2016年　XLVI号

平成29年 1月31日　印　刷
（非売品）

平成29年 1月31日　発　行

編　　集 京都外国語大学機関誌編集委員会
京都外国語短期大学機関誌編集委員会

発　　行 京都外国語大学国際言語平和研究所
〒615-8558 京都市右京区西院笠目町 6

印　刷：㈱北斗プリント社





Theses
The affective dimension of learning and teaching …………………………………………  Laura ARIÈS

A Study of Spread of Judo in Foreign Countries: 

 From Perspectives of Judo Students ………………………………………… Yoshihiko HIRANO

  Tsuneji MURAMATSU

  Naruji MURAMATSU

  Kouta FUJII

Problems of German translation of Calderón related to Benjamin’s work
 on baroque tragic drama ………………………………………………………… Ryohei KAGEURA

Time and Eternal Now in the Philosophy of Nishida Kitarō ……………………… Andrea LEONARDI
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