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冷戦とは何だったのか
― 冷戦後の世界にとっての含意

菅　　　英　輝

はじめに

本稿は，これまで取り組んできた冷戦史研究を踏まえ，「冷戦とは何だったのか」という問に

筆者なりの答えを見出し，冷戦期に起きたことが，冷戦後の世界にどのような影響を及ぼし続け

ているのかについて考えてみることにある 1）。そのためにまず，第 1章において，近年の冷戦史

研究で注目に値すると思われる知見を選択的に整理したうえで，第 2章で，先行研究の中でもと

くに啓発的な研究である入江昭氏の論考「冷戦を歴史化する」を取り上げ検討する。

次に，第 3章以下において，「冷戦とは何だったのか」に対する私論を展開することとしたい。

第 3章では，冷戦の原因と性格に関する議論を取り上げる。第 4章では，冷戦終結後にアメリカ

で登場した「冷戦勝利論」は冷戦後の世界をなぜ読み誤ったのかについて考えるため，アメリカ

が目指した「自由主義的・資本主義的秩序」の内実の検討を行い，その問題点を明らかにする。

続いて，第 5章で，米ソ冷戦，米中対立，そしてドナルド・トランプ、習近平両政権下の米中ヘ

ゲモニー争いについて，冷戦史研究からどういうことが言えるのかを検討する。次に第 6章にお

いて，戦後日本の外交と冷戦について，コラボレーター政権と「日米協力」という視点から考察

し，日本政府はコラボレーターとしてアメリカの冷戦戦略を補完する役割を果たしたと論じる。

最後に，冷戦史研究で残された課題に言及して，本論を締め括ることにしたい。

1．「新しい冷戦史」

周知のように，冷戦史研究は，冷戦の起源論に始まり，その後，国家安全保障，軍事戦略，イ

デオロギー対立に専ら焦点が当てられ，冷戦後には，冷戦と文化・社会の関係，冷戦と技術と

いったように関心領域が拡大してきた。そうした傾向は日本における冷戦史研究にも反映される

ようになっている。その典型的な例が，2017年度の日本国際政治学会の部会「冷戦史研究の多

角的展開 ― 文化・社会・人権」である。部会報告のサブタイトルが示すように，本部会の報告

者は，冷戦と文化・社会・人権との関係を考察するものであった 2）。

この「新しい冷戦史」は，社会集団や非国家的アクターの役割に注目する。上記部会でも，

ジャズと冷戦をテーマにした報告は，ジャズが，差別されてきた黒人にとって，自己表現や異議

申し立ての意味を持っていたことを明らかにした。また，社会主義リアリズムと冷戦をテーマに
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した報告は，社会主義リアリズムが東ドイツで芸術の規範として根を下ろしていく過程で，文化

冷戦の受け手である東ドイツの知識人や文化人が「フォルマリズム」論争に巻き込まれる過程で

体制内化していく経緯や，東ドイツ政府がソ連の芸術モデルの「現地化」を推進したことが論じ

られ，文化冷戦の受けての側の主体性に光を当てた。また，「人権」とアメリカをテーマに取り

上げた報告は，「人権」が弱小国や弱者にとって異議申し立てや抵抗の論拠として重要な意味を

持っていたことを活写し，非国家的アクターや冷戦の受け手の側の主体性を強調した。いずれの

報告も，非国家的なアクターに焦点を当て，冷戦の多面的な位相を描写するという点で，伝統的

な国家間関係の脈絡の中で米ソ対立や同盟関係を考察する研究からの新たな展開を志向するもの

であった 3）。

冷戦を人権，ジェンダー，人種，宗教，環境などに関わる社会運動との関連で検討することは，

脱冷戦および冷戦の終焉の過程を明らかにすることにもつながる 4）。しかも，脱冷戦・冷戦の終

焉という視点は，冷戦の相対化という意味で，新たな冷戦史研究の地平を切り拓くことになると

期待される。その一方で，文化，社会，人権といった分野における個別テーマの考察に留まるの

であれば，冷戦の全体像をどう描くかは課題として残ることになる 5）。

「新しい冷戦史」の潮流のもう一つの特徴は，「冷戦とは何だったのか」という問題意識の下

に，冷戦の全体像の把握を試みる研究や，冷戦をグローバル・ヒストリーの中に位置づけ，より

長期的な視座から冷戦の相対化を目指す研究の出現である 6）。

そうした冷戦史研究の代表的論者の一人は O. A.・ウェスタッドと入江昭である（入江の論考

については 2節で取り上げる）。ウェスタッドは 2005年に刊行した『グローバル冷戦史』におい

て，「冷戦」（1945年～91年）とは，「二つの対立するヨーロッパ近代思想に基礎を置いた」資本

主義と社会主義のイデオロギーをそれぞれ信奉する米ソ両国によって開始された「西洋エリート

的プロジェクト」であると定義し，対立が激化した要因を，自らがヨーロッパ近代の継承者だと

自任して普遍的適用性を競ったことに求める。そのうえで，ウェスタッドは，第三世界における

冷戦の展開を重視し，その特徴として，以下の三点を指摘した。第一に，米ソ両国はアメリカ・

モデルとソ連モデルの普遍的適用性を証明するために第三世界に介入することになった。第二に，

米ソのプロジェクトはその起源においては純粋に反植民地的であったにも拘わらず，その闘争の

激しさゆえに，両国の介入の手段と動機は，ヨーロッパ帝国主義のそれと類似したものになった

という意味において，「ヨーロッパによる植民地主義的介入と第三世界の人々に対する支配の継

続」である。第三に，しばしば暴力を伴った米ソによる第三世界への介入が現代世界を形作っ

た 7）。

長期的な歴史変動の中に冷戦を位置づける作業は，冷戦の開始・変容・終焉を考えるうえでも

重要である。そのこととの関連で注目されるのは，冷戦体制（冷戦秩序）と帝国論との関連であ

る。ホプキンスは『アメリカ帝国』（2018年）の中で，アメリカは 1898年の米西戦争でプエル

ト・リコ，キューバ，グアム，ハワイ，フィリピンなどを獲得したことで「島嶼帝国」（‶insular 

empire”）となり，それはハワイが州に昇格した 1959年まで存続したという議論を展開している。
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しかも，この「島嶼帝国」は，英仏など他のヨーロッパ帝国と多くの共通点が見られると述べて

いるように，冷戦秩序は帝国秩序と親和性があることを示しており，秩序の階層性，帝国性，強

権的性格を明らかにするのに有益である 8）。

ホプキンスはまた，「脱植民地化を冷戦の中に位置づけるのではなく，冷戦を脱植民地化の中

に位置づける必要がある」と述べ，冷戦を脱植民地化という，より広い歴史的文脈の中で考察す

ることの必要性を説いている 9）。脱植民地化運動は，冷戦の担い手である米ソ超大国による冷戦

統合に対抗し，脱冷戦や米ソ中心の冷戦秩序とは異なる秩序（対等な主権国家間の秩序）の形成

を目指すものであり，冷戦の終焉にも重要な役割を果した。このような視点は冷戦の相対化とい

う点でも意義深いといえよう。

ホプキンスの帝国論のもう一つの主題は，グローバル化と帝国である。帝国はグローバル化の

動因であるとの観点から，第二次世界大戦後を「ポスト・コロニアルなグローバル化」の時代と

位置づけ，この時期に脱植民地化と帝国の解体が現実化したと論じる。「ポスト・コロニアルな

グローバル化」という概念は，時期的に冷戦期と重なることから，冷戦の主たる担い手であった

米ソ超大国を「帝国」と見立てることができるとすれば，冷戦システムが崩壊していく過程を説

明するメカニズムについても示唆を与えてくれる 10）。

「ポスト・コロニアルなグローバル化」概念は，「冷戦の終焉と六〇年代性」という拙論の中

で指摘したことと重なるので，ここで改めて以下において拙論の要点を再録しておきたい 11）。第

一は，60年代から 70年代以降の「新しい社会運動」による，市民社会形成の動き，サブ・ナ

ショナルなアクターの役割増大とトランス・ナショナルなネットワークの形成に注目する必要が

あるという点だ。国家中心の冷戦論ではなく，さまざまな社会集団を主体とする「下からのデタ

ント」，「ソシアル・デタント」の重要性を指摘した。「国家間のデタント」は，冷戦が米ソ中心

の世界共同管理体制（覇権システム）としての性格を持っているゆえに，米ソは冷戦体制を維持

することに一定の利益を見出しており，米ソ間デタントが冷戦の終焉をもたらす力学としては限

界がある。

第二に，主権国家体系の変容を視野に入れた冷戦史研究の必要性である。60年代の世界経済

の急速な拡大は，福祉国家化と「大きな政府」論の定着に貢献したが，それは同時に政府財政赤

字の拡大につながり，1968年にはドル危機を惹起した。その意味で，1968年は「成長のリベラ

リズム」の終わりを意味し，80年代初頭のネオ・リベラルな展開を準備したと言える。この現

実を，拙論では，「国民国家が領域内のすべてを包摂し，国民の忠誠心を独占していくという流

れに歯止めをかけることになり，近代主権国家体系の歴史的文脈でみたとき，国際関係における

ポスト・モダンな流れの始まりを予兆するものであった」と表現した。

第三に，第二番目の指摘と密接に関連することだが，近代主権国家の変容は，グローバル化の

問題と不可分の関係にあるとの認識のもとに，冷戦史研究を行うことの必要性である。60年代

は，地域協力，地域統合，グローバル化が大いに進展した時期であり，国際社会におけるさまざ

まな運動が越境することで，「相互にトランスナショナルな共鳴現象」を起こし，多様なアク

3冷戦とは何だったのか



ターが，グローバルな運動を展開した時期である 12）。

冷戦史研究の近年の動向を以上のように整理したときに注目されるのは，「冷戦を歴史化す

る」という入江の論考である。そこで，「冷戦とは何だったのか」について考えるにあたって，

冷戦は「歴史の一齣」でしかなかったという氏の冷戦論から始めたい。

2．冷戦史の相対化 ― 冷戦は「歴史の一齣」論

入江昭は「冷戦を歴史化する」（2013年）という論文の中で，冷戦史はより大きな世界史のド

ラマの中では，「歴史の一齣」（footnote）でしかなかったと述べている。入江の冷戦論は，脱植

民地化，人権，グローバル化という長期的な歴史の潮流から冷戦を捉える必要があるとしている

点は，非常に啓発的であるが，他方で，「冷戦」は歴史的潮流の一齣でしかなかったという主張

は，歴史としての冷戦を単純化し過ぎているように思われる。

入江の冷戦論の問題は，冷戦を，米ソ冷戦，米ソ中の権力政治，地政学的要因の重視という風

に極めて狭義に定義していることだ。したがって，そのような観点から冷戦を描くことに異議を

唱え，氏自らは，歴史を動かす「非地政学的要因」を重視し，人権，環境，脱植民地化，グロー

バル化を軸に 20世紀史を記述するべきだと主張している。

しかし，冷戦期においては，入江が指摘するように，権力政治，地政学的要因，軍事力によっ

て特徴づけられる世界が前景化したことは確かだが，他方で，冷戦はイデオロギー対立，体制間

矛盾，開かれた経済システムと閉ざされたシステムの対立という特徴を持っていた。その意味で，

入江のように，冷戦を権力政治や地政学的要因に限定して理解するのは，一面的な冷戦論だと言

えよう。

「新しい冷戦史」が示すように，冷戦という国際政治状況が，人権・文化・社会・宗教といっ

た個別領域とどのように交わりながら展開されたのかを探求する試みも始まっている。従って，

冷戦を全体として理解するためには，地政学的，権力政治的側面とイデオロギー的，体制間矛盾

の側面の双方を考察するだけでなく，冷戦とは本来関係ない歴史的事象と冷戦との相互作用も考

察の対象とすることによって，冷戦の諸相を多面的に明らかにしていく作業が求められる 13）。

冷戦はまた，核兵器という新たな要素が加わったことによって，国際政治の有り様に大きな変

化をもたらした。入江の冷戦論では，冷戦＝権力政治として捉えているにもかかわらず，国際政

治史上に有する核兵器の意味を軽視する傾向がある。氏自身は，核兵器開発の技術と軍備が現代

史に「大きな刻印」（major imprint）を残したと述べてはいるものの，それ以上に，核兵器開発

が平和運動，人権運動，環境運動を惹起したことに主眼を置いている。しかし，核兵器の問題は，

人権，環境への影響の他にも，核兵器の廃絶や核兵器開発と結びついた原発問題のように，冷戦

後の世界に看過できない影響を与えている。入江の冷戦認識では，核兵器開発競争が冷戦後の世

界に及ぼしている地政学的要因の重要性や人類的危機への対処といった問題を捨象することにな

りかねない。

一方で，冷戦は米ソ間のイデオロギーや理念をめぐる対立として展開した。米ソはそれぞれ自
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由主義と社会主義の理念を掲げ，その目的の実現にいずれのモデルが優れているかを競う体制間

競争の特徴を持っていた。ウェスタッドも指摘するように，第三世界における米ソ間競争は近代

をめぐる争いという性格を帯びていた。ヨーロッパにおける冷戦が 50年代に膠着状態に陥るよ

うになると，米ソ両国は，第三世界を冷戦の主戦場とみなして，60年代初頭から第三世界への

進出を目指す。そして，アメリカは 50年代から，ソ連は 70年代に入って，第三世界諸国に軍事

介入を行うようになったことで，冷戦後の世界にも深い後遺症を残すことになった。

第三世界の指導者もまた，脱植民地化運動を率いる中で，独立後は自国の近代化を目標に掲げ

た。それゆえ，脱植民地化運動は冷戦と交錯しながら展開することになった。アメリカは反ソ・

反共の論理を優先するという観点から，一方で植民地宗主国のニーズと折り合いをつけながら，

他方で脱植民地化運動を支持するという，相矛盾する課題に直面した。ソ連も同様に，脱植民地

化運動を支援しながら，他方で東ヨーロッパ諸国の民族自決権は抑圧するという矛盾を抱えて，

冷戦を闘うことになった。冷戦期に米ソ対立が，脱植民地化ナショナリズム，植民地宗主国の利

害と交錯して展開したことを記述することは，脱植民地化の歴史を語るにしても，冷戦史を語る

にしても，必要な作業である。

その際，冷戦の文脈で脱植民地化運動を考察すべきなのか，脱植民地化運動という長期的な歴

史の文脈で冷戦を考察すべきなのかの違いが生じる。入江の冷戦論は 1945年～1970年を脱植民

地化の時代と位置づけ，脱植民地化運動の文脈のなかで冷戦を考察すべきだという立場であり，

その意味で，歴史を動かす要因として，脱植民地化運動を冷戦より重要だと考えている。脱植民

地化運動は，植民地主義の終焉をもたらしたという点で世界史的な意義を持っている。その意味

で，入江の指摘は正鵠を得ている。しかし，74年 5月に国連資源特別総会で第三世界諸国（G－

77）が発表した「新国際経済秩序」（NIEO）宣言は，1973年と 79年の二度の石油危機およびア

メリカ主導の先進工業諸国による対抗措置の前に挫折した。その結果，第三世界はその存在意義

を失い，70年代末には「脱植民地化の終焉」を迎えることになった 14）。他方で，米ソ冷戦と冷戦

秩序はそれ以降も続き 1989年秋になって終結した。このことを踏まえるならば，どちらがより

重要だったかという問題よりも，むしろ双方の相互作用に照射することによって，その意義づけ

を行うことが必要であろう。

米ソ両国は反植民地主義の旗印を掲げることによって，植民地主義支配からの民族の解放に一

定の役割を果たした。その意味では，米ソは第三世界への向き合い方において，植民地を保有す

る宗主国とは違いが認められる。ワシントンの行動は首尾一貫していたわけではないものの，植

民地主義秩序はアメリカが目指す「自由主義的・資本主義的秩序」とは相容れないという考えは

ワシントンでは強かった。たとえば，アメリカはインドシナでフランスの立場にとって代わろう

としているとの批判に対して，ケネディ政権とジョンソン政権の安全保障問題担当大統領補佐官

を務めたマクジョージ・バンディは 1965年に，「われわれは単に植民地主義者としてヴェトナム

に来ているわけではない」と記したように，アメリカが帝国主義的野心や願望を抱いていないと

いうことはヴェトナム人にも一目瞭然である，と反論している 15）。 米ソ両国は開発援助を通して，
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途上国の近代化に貢献した点も否定できない。アメリカは同盟国や友好国には援助を供与し，敵

対国は排除する政策を追求した。その意味で，冷戦はしばしば，開発志向の側面を伴っていた 16）。

日本，台湾，韓国はその受益者であった。ある時期においては，共産主義中国や北ヴェトナムが，

ソ連から受けた援助も相当なものであった。インドは米ソ両国から援助を引き出した。その反面，

両超大国は冷戦の論理を優先するあまり，第三世界諸国の内政にしばしば介入し，脱植民地化ナ

ショナリズムをコントロールしようとする側面があったことも否定できない。アメリカの場合は，

植民地主義宗主国と提携して，脱植民地化ナショナリズムを抑圧することもあった 17）。

後者の側面に注目するならば，冷戦期の両超大国の行動は近代を特徴づける帝国主義時代の延

長線上にあったとみることもできる。理念においては反植民地主義だけれども，実際の行動は帝

国主義的であった。帝国主義の時代において，帝国主義列強は，文明国と非文明国の区別を行い，

文明の恩恵をもたらすと称して，植民地支配を正当化した。米ソ両国もまた，自由主義と社会主

義という普遍的理念を掲げて，第三世界諸国をそれぞれの陣営に統合しようとした。そして，米

ソ両陣営内で出現した秩序は，核兵器に象徴される強大な軍事力を背景にして作り上げられた階

層的，帝国的秩序（強権的秩序）であり，いわば覇権システムであったとみることができる 18）。

入江の冷戦論で注目されるのは，より広い 20世紀国際関係史の文脈に冷戦を位置づける必要

性を指摘している点だ。このような問題関心は，米ソ冷戦を，近代性をめぐる闘争の延長線上で

把握しようとするウェスタッドの冷戦論と軌を一にする。彼は，2017年に刊行された著書『冷

戦』において，「グローバルな現象」としての冷戦を，「100年におよぶ視点の中に位置づける」

試みだと述べ，19世紀後半まで遡って検討している 19）。このような観点からすれば，冷戦を長い

歴史の中の「一齣」として捨象するのではなく，20世紀国際政治史の中に冷戦をどう位置づけ

るかという問題意識がより重要であると思われる。

3．米ソ冷戦はなぜ発生したのか ― 冷戦の原因と性格

米ソ対立の原因は一般に、二つの要因に求められる 20）。イデオロギー対立と権力闘争である。

米ソは，自由主義と共産主義という，異なるイデオロギーの普遍性を主張して譲らず，それぞれ

が信奉する体制を他の地域に広めることを使命と考えた。その使命観や思い込みが，権力闘争

（安全保障，核軍拡競争）と絡まり，米ソ対立が激化した。また，その本質がイデオロギー闘争

であったこと，しかも「あらゆる戦線で」（“on every front”）戦われた総力戦的性格を帯びたこ

とから，その影響は文化・社会にも波及した 21）。

別の言い方をすると，アメリカは「リベラルな秩序」（「自由主義的・資本主義的秩序」）の形

成を目指し，他方のソ連は，「社会主義的秩序」の形成を目指した。この間，米ソ両国は第三世

界諸国を含め，できるだけ多くの国々を東西両陣営に組み込むことによって，国際政治における

主導権を握ることを目指した。筆者は，これを冷戦統合と呼んでいる。その意味で，米ソ冷戦は，

グローバルな規模でのガバナンス・システムの構築を目指す覇権システムだと見ることができる。

冷戦は「近代をめぐる対立」，「近代とは何かをめぐる対立」として捉えることができるが，そ
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の闘争は第三世界において展開された。冷戦は 60年代には，アメリカ・モデル（自由主義モデ

ル）とソ連モデル（社会主義モデル）のいずれが，第三世界における近代化を早期に実現できる

かという形で闘われた。

冷戦の性格の変化は 1953年 3月のスターリン死去に伴い，徐々に進行した。アイゼンハワー

政権の下では，政権内の緊縮財政論者の影響力が強く，議会も対外援助には消極的であった。ア

イゼンハワー政権の 1954年度対外援助要求額は 35億ドルに過ぎなかったが，それでも議会は

24億ドルの支出しか認めなかった 22）。

冷戦の主戦場が援助を通した第三世界諸国の人々の支持獲得競争に本格的に移行したのは，ケ

ネディ政権になってからであった。ケネディは大統領に就任すると，1961年 5月 25日の議会宛

特別教書において，「今日，自由の防衛と拡大の主戦場は……アジア，ラテンアメリカ，アフリ

カ，中東，すなわち新興諸国民からなる地域である」と述べ，米ソ間の競争が第三世界に移行し

たとの認識を示した。しかもケネディは局地戦対策だけでは不十分だとみて，生活水準の向上を

求める途上国の人々の期待に応える必要があると考えた。この時期，ケネディ政権が近代化論を

掲げて第三世界諸国の人々の支持獲得に乗り出したことは，冷戦の性格の変化を象徴的に示して

いる。

そこで，ケネディは，南北問題への取り組みを重視し，61年 9月の国連総会演説で，60年代

を「国際開発の 10年」と位置づけ，各国が協調して南北問題の解決にあたるよう呼びかけた。

ケネディ政権の近代化論は，発展途上国の経済発展を通して民主化を促進することが，共産主義

の浸透を封じ込めるうえで効果的だという考え方に根ざすものであった 23）。

その代表的論客がウォルト・ロストウであった。ロストウはケネディ政権成立当初の 1961年

に国家安全保障担当大統領特別補佐官となり，同年末には国務省の政策企画会議（Policy 

Planning Council）委員長に就任した。ロストウらの唱える近代化論の実験場とみなされたのが，

ラテンアメリカであり，1961年 2月 13日に「進歩のための同盟」と命名されたラテンアメリカ

向け援助計画が発表された。この援助計画は，10年間に 180億ドルという膨大な資金を投入して，

この地域の開発を促進することを目指した。その重要な狙いは，第二のキューバ革命の阻止で

あった。社会的，経済的，政治的な改革によってラテンアメリカ諸国の貧困や抑圧の問題を克服

することが，共産主義の脅威に対抗する有効な方法だと考えられた。しかし，この援助計画はケ

ネディ政権が期待したようには進まなかった。同様な実験は南ヴェトナムその他の地域でも試み

られるが，挫折している。

なぜうまくいかなかったのかについては，アメリカが目指したリベラルな国際秩序形成に根ざ

した問題がある。以下，この点について考えてみたい。

4． アメリカにおける「冷戦勝利論」（「歴史の終焉論」）と「リベラル・プロジェク

ト」の問題点

冷戦の終結は一般に，ベルリンの壁の崩壊に求められる。1989年 11月 9日の出来事である 24）。
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冷戦が終結すると，アメリカでは，「冷戦勝利論」が広く受け入れられ，フランシス・フクヤマ

の『歴史の終焉』という著書が評判になった。フクヤマは，ソ連の崩壊をもって「歴史は終わっ

た」と主張し，これ以降は，イデオロギー対立や戦争の時代に代わって，民主主義と自由主義経

済の時代になることを宣言したもので，まさにリベラル・デモクラシー勝利論である 25）。

冷戦後はまた，アメリカ帝国論が隆盛を見たことも注目される。アメリカでは当初，アメリカ

帝国否定論が主流だったが，60年代から 70年代にかけてウィリアム A.ウィリアムズに代表さ

れる「門戸開放帝国主義」論が歴史研究者の間で認知されるようになって以降は，アメリカ帝国

論を否定する見解は影をひそめた。また冷戦後，ソ連の崩壊によって権力がアメリカ一極に集中

することになったため，保守派の間でアメリカ帝国擁護論が展開されるようになった。シカゴ大

学のリアリスト国際政治学者クラウサマーの「単極の時」論，ネオ・コンの論客カプランの「慈

悲深い帝国」論などが注目された 26）。アメリカ帝国擁護論は，「国際公共財」の供給に基づく国際

秩序維持機能に注目し，平和・安定・繁栄の維持者としてのアメリカの役割を積極的に評価する。

だが，もう一つの現実である帝国の暗黒面，暴力性にも目を向けなければ，冷戦の評価も冷戦が

戦後世界に及ぼした影響の理解も不十分なものとならざるを得ないだろう 27）。

それゆえ，帝国の暗部に目を向けることを拒否した「慈悲深い帝国」論は，2003年のイラク

戦争の戦後処理で躓き，2008年のリーマンショックを経験する中で，急速に衰退した。さらに，

2017年にトランプ政権が誕生し，「アメリカ第一主義」を掲げて，国際協調主義や多国間主義を

拒否する外交を推進するようになると，アメリカは帝国としての責任を担うべきだという声は聞

かれなくなった。

「冷戦勝利論」も同様な経過を辿った。トランプ政権の「アメリカ第一主義」の出現に踵を接

するかのように，ヨーロッパにおいても，反移民，人種主義，法の無視，ポピュリズム，極右勢

力の台頭，反エスタブリッシュメントなどが勢いを増す中，リベラル・デモクラシー勝利論は

すっかり影を潜めてしまった。

冷戦終結 30周年を迎えた元東ドイツ市民への世論調査によると，冷戦終結そのものは歓迎し

ながらも，38％がドイツ統一は成功したとはいえないと回答している。旧東ドイツ地区住民の賃

金は，西ドイツ地区住民のそれに比べて 15％も低い。元東ドイツ市民の 57％が，自分たちは二

級市民扱いされていると感じている。

東欧でも状況は変わらない。東欧諸国では，グローバル化の影響で，経済的格差は相当拡大し

た。その結果，何が起きたかというと，ルーマニアでは，労働力の 30％が，仕事の機会を求め

て他の国々に流出した。彼らの多くは，共産主義政権支配下の方が生活はよかったと回答してい

る。エストニアとブルガリアでは，15％の労働力が流出，ラトヴィアでは，その数は 25％に上

る。彼らは，ベルリンの壁崩壊後，「新たな壁」が出現したと感じている。

冷戦期に第三世界と呼ばれたアジア・アフリカの発展途上国においては，冷戦後はグローバル

化の影響で，国家の基盤が揺らぎ，「崩壊国家」，「欠陥国家」といわれる国々が出現した。そう

した地域では内戦が多発し，悲惨な生活を強いられている。「平和の配当」は，これらの人々に
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はもたらされなかったのである。フクヤマをはじめとする冷戦勝利論者は，なぜ冷戦後の世界の

見通しを読み誤ったのだろうか。冷戦史研究は，こうした冷戦後の現状をどう説明できるのだろ

うか。

『冷戦と「アメリカの世紀」』（2016年）および『冷戦期アメリカのアジア政策』（2019年）で

明らかにしようとしたのは，第二次世界大戦後のアメリカは「リベラルな秩序」の形成を目指し

たが，理念と実際の行動・政策との間にはかなりの乖離が認められるということであった 28）。上

述の拙著において，以下の特徴を指摘した。

第一に，アメリカ型民主主義＝自由民主主義は実際には，民主主義よりも自由主義に傾斜する

傾向があり，なかでも平等よりも経済的自由主義に力点をおく政治が行われてきたということ，

その結果，アメリカの民主主義は「エリート民主主義」として機能してきたという点である。ト

ランプ政権を支持しているアメリカの有権者たちは，反移民，反エリート，反エスタブリッシュ

メントの傾向を強く示しているが，なかでも彼らは，「エリート民主主義」が生み出した貧富の

格差に強い不満を抱いている。「多元主義的民主主義」の考えにもとづく利益集団政治は，1960

年代末には行き詰まっていた。そのことを明らかにしたのが，セオドア・ロウィ『自由主義の終

焉』（初版 1969年）である。ロウィはその後，第二版（1975年）では，利益集団リベラリズムは，

その危機を克服できなかったと述べている 29）。ロバート・ダールが想定したように，多様な利益

集団が競争していて勝ったり，負けたりしているのであれば問題ないが，実際には，少数の大規

模利益集団が，その既得権益を維持するようになり，他方，一般の人々の利益は政策過程から排

除されるようになった。その結果，「勝ち組」と「負け組み」が固定化されるようになったこと

を，ロウィは問題視した。

また，ジョン・ラギーは 1983年の論文の中で，アメリカの自由主義が内包する自由と平等の

関係の危うさに注目し，「埋め込まれた自由主義の妥協」が動揺し，崩壊していく危険を指摘し

た。すなわち，アメリカが戦後追求した自由貿易体制の拡大と維持は，国内的にはニューディー

ル体制（福祉国家体制）の維持を必要としたが，「抑制のきかない自由化」が，福祉や雇用に対

する国内の支持基盤を掘り崩す危険性に警鐘を鳴らした 30）。彼の警鐘は現実のものとなり，冷戦

後は経済と金融のグローバル化が加速される中で，そのバランスが崩れていった。言い換えると，

アメリカは戦後，「自由主義的・資本主義的秩序」の拡大を目指す中で，その目標追求を下支え

していた国内支持基盤を掘り崩していくという，パラドックスに陥っていたのである。

第二に，アメリカが戦後の国際社会で追求した「リベラルな秩序」形成（「リベラル・プロ

ジェクト」）がそのような問題を内包していたのだとするならば，そうした影響は第三世界諸国

の開発政策にも及ぶことになった。冷戦期には，先進国優位の国際経済秩序が形成されたことで，

「南北問題」や「南南問題」が発生した。規制緩和，民営化，資本の自由化を基調とするアメリ

カの対外経済政策の推進者たちは，そうした発展途上国が直面する諸問題を認識していたが，問

題解決に真正面から取り組む姿勢に欠けていた。

1973年 10月に第四次中東戦争が勃発し，石油危機が発生すると，途上国の中でも資源に乏し
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い国は深刻な債務危機に陥り，第三世界諸国内においても資源保有国と資源を保有しない国との

間に経済格差が拡大するという「南南問題」に直面した。74年 4月の国連資源特別総会で，第

三世界諸国から成る G－77は，新国際経済秩序（NIEO）樹立宣言を行った。国際経済秩序の不

平等の是正を目指した途上国の運動に対して，キッシンジャーは冷戦の論理を優先し，石油消費

国と協力して，NIEOに対抗したのである 31）。その後 81年 1月に誕生したレーガン政権は，「小

さな政府」論（実体は、反ニューディール）を掲げて，新自由主義路線を追求した。さらに政府

財政赤字をまかなうために高金利政策を導入した結果，巨額の累積債務を抱えていた第三世界諸

国の負債額は急増し，これらの国々の多くは支払い不能に陥った。返済のために IMFや世銀か

ら融資を受けようとする国は，コンディショナリティ（「構造調整」プログラム）を受け入れな

ければならなかった 32）。その条件には，外国為替と輸入についての規制緩和，公的な為替レート

の切り下げ，貿易の自由化，インフレ抑制政策（金融引き締め，緊縮財政，賃金統制），外国資

本に対する規制緩和が含まれていた。その結果，第三世界諸国の政策の多くは，後年「ワシント

ン・コンセンサス」として知られるようになる政策の多くを受け入れることになり，新自由主義

システムに組み込まれた。その意味で，第三世界における開発をめぐる米ソ間のモデル競争は，

レーガン政権期に決着がついたといえる。くわえて，冷戦後に発展途上国の間から「破綻国家」

や「崩壊国家」が生まれ，そうした国々は内戦や紛争に苦しむことになった。こうした冷戦後の

世界の現状は，冷戦期にアメリカが追求した「リベラルな秩序」形成と介入に深く関わっている。

第三に，アメリカが追求した「リベラル・プロジェクト」は同時に，冷戦の論理を優先した。

すなわち，反共主義政権であれば，独裁政権・軍事政権・抑圧的政権など，「反自由主義的」，

「非自由主義的」（illiberal）政権を支持する政策を追求した。理念的には，自由と民主主義を追

求すると公言してきたにも関わらず，アメリカの冷戦政策は対共産主義封じ込めを優先した。世

間一般では，トランプ政権になって，国際社会で反リベラルな政権が増大したかのように言われ

るが，その原因は冷戦期にアメリカが追求した政策とも深くかかわっていた。

第四に，アメリカはソ連や共産主義中国に対抗するため，しばしば他国の内政に介入した。B. 

M.ブレックマンと S. S.カプランの研究によると，アメリカが政治目的の達成手段として軍事力

を行使した事例は，1946年 1月 1日から 1975年 12月 31日までの期間をとっても，215件にの

ぼる 33）。アメリカの政策決定者は，戦争を外交の延長線上で捕らえる傾向が顕著である 34）。だが，

こうした思考様式は法の尊重や，紛争解決に説得や外交を重んじるリベラルな規範とは相容れな

い。また，アメリカは冷戦期には，共産主義や社会主義の影響が見られるとみなした政権や反米

ナショナリスト政権に対抗して，非民主的な反政府勢力に武器や経済援助を提供するなど，政府

転覆を試みてきた。アイゼンハワー政権下で起きたイランのモサデク民族主義政権の打倒（1953

年 8月），ケネディ政権の下で，キューバからの亡命者を訓練してカストロ政権打倒を目指して

失敗したピッグス湾事件（1961年 4月），同じくケネディ政権下で起きたゴー・ジン・ジェム南

ヴェトナム政権に対するクーデター支援（1963年 11月），ジョンソン政権の下で実行されたド

ミニカ共和国への軍事介入（1965年 4月），ニクソン政権の下で実施されたチリの軍部によるア
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ゼンデ社会主義政権打倒のための支援（1973年 9月），ニカラグア内戦における反サンディニス

タ勢力へのレーガン政権による軍事・経済援助とサンディニスタ政権に対する経済制裁，グレナ

ダ侵攻（1983年）などが挙げられる。

第三世界への介入はアメリカだけが行ったのではなく，ソ連も同様であった。ソ連は 70年代

に入って核兵器の領域でアメリカとパリティを実現すると，アメリカのヴェトナム戦争での敗退

に刺激され，第三世界への介入を積極化させた。その意味で，冷戦期における米ソ超大国の第三

世界への介入は，冷戦後の世界の形成に大きく影響を与えたといえよう。

ウェスタットの『グローバル冷戦史』は，その副題「第三世界への介入と現代世界の形成」が

示唆するように，冷戦と冷戦後の世界が結びついていることを指摘している。いわく，「歴史的

意味としての冷戦は，とりわけ南の側から見ると，やり方を少し変えただけの植民地主義の継続

であった。……超大国やその同盟国が用いた手段は，ヨーロッパの植民地主義がその最後の段階

において磨きをかけたやり方にあまりにも似ていた。すなわち，巨大な社会・経済開発事業が計

画され，それを支持する者には近代性が約束され，逆にそれに反対する者や，不運にも進歩を妨

げているとみなされた者には，たいていの場合，死がもたらされた」 35）。ウェスタッドはこう述べ

て，米ソ両国による介入主義およびヨーロッパ帝国主義との連続性を強調している。第三世界に

おいて，米ソの帝国性は最も顕著に現れたと言えよう。

5．米ソ冷戦，米中対立，そしてトランプ・習近平両政権下の米中ヘゲモニー争い

米ソ冷戦と「米中冷戦」はどう違うのか。また，米ソ冷戦，「米中冷戦」は，現在進行中の米

中ヘゲモニー争いとどこが異なるのか。この点について，考えてみたい。「米中冷戦」は，朝鮮

戦争への中国義勇軍の参戦を契機に，アメリカが，それまでの対ソ「封じ込め」政策を共産主義

中国にまで拡大したことによって始まった。因みに，「米中冷戦」というタームは，米ソ冷戦と

区別するために「アジア冷戦」という言葉が使用されることもある。しかし，「米中冷戦」と

「アジア冷戦」というタームは，米ソ対立を意味する冷戦との区別があいまいになるので，ここ

では米中対立という用語を使用する。

米中対立は，アメリカの対ソ「封じ込め」政策の一環として戦われた 1950年の朝鮮戦争にお

いて，この戦争が米中戦争にエスカレートしたことから，これを契機に決定的となった。それま

でのアメリカは中ソ離反の可能性を模索していた。その意味で，米中対立は米ソ冷戦が米中関係

に波及する形で開始されたという面が強い。

他方，米ソ冷戦は，米ソ間のグローバルな規模でのヘゲモニー争いという性格を持っていた。

しかし，米中対立は当初，中国がいまだグローバルな規模でアメリカに対抗しうる存在だとみな

されていなかったため，ヘゲモニー争いの性格はなかった。冷戦期のアメリカにとって，共産主

義は一枚岩だとみなされ，主敵（enemy no. 1）はソ連であり，共産主義中国は，少なくとも中

ソ対立が激化する 60年代初頭までは，ソ連の手先という位置づけであった。

一方で，トランプ政権の下で開始された「米中貿易戦争」は中国のパワーの台頭が背景にあり，
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当初から米中ヘゲモニー争いの性格を持っている。その本質は，目下のところ，「インド太平

洋」における米中覇権争いであるが，その影響は，グローバルな規模にまで拡大する傾向にある。

習近平政権が進めるシルクロード計画は欧州にも波及し，グローバルな覇権争いの性格を帯びつ

つある。

米ソ冷戦の初期段階（1946年～1963年のキューバ危機まで）においては，米ソは東西両陣営

に分かれて，核軍拡競争を繰り広げ，核戦争の危険性が懸念されていた時期である。米ソ関係は

1970年代までは，圧倒的な経済力の格差があり，経済的覇権争いではなかった。両国間には，

70年代初頭までは軍事力の分野でも著しい格差があった。したがってこの間，ソ連はアメリカ

と冷戦を闘うにあたって，イデオロギー分野でカバーしながら，アメリカに対抗した。1947年 9

月，各党間の情報交換と調整を目指す組織として，コミンフォルム（共産党・動労者党）が設立

されたが，この組織は，経済力と軍事力で圧倒的なパワーを有するアメリカとの闘いにおいて，

スターリンがイデオロギー面での統制を強めて対抗することを意図したものであった 36）。しかも，

50年代から 60年代の時期には，ソ連モデルは第三世界諸国において自国の工業化を達成する方

途として，依然として魅力を持っていた。一方で，ソ連は核軍拡に取り組み，70年代半ばに

なって，ようやく核戦力において対米パリティを獲得した。

その意味で，米ソ冷戦は，パワー・ポリティクスの側面を伴いながらも，60年代までは，イ

デオロギー対立，体制間競争，自由主義的国際秩序対社会主義的国際秩序という世界秩序をめぐ

る争いが中心であったと見ることができる。

また，米ソ冷戦は，スターリンの死後，50年代半ばから 60年代にかけてその性格が変化する

中で，闘争の中心はヨーロッパから第三世界に移行した。第三世界では，米ソのモデル争いとい

う形をとった。すでに言及したケネディ政権による近代化論にもとづく東西間の援助競争は，第

三世界の近代化に，米ソのいずれのモデルがより貢献できるかという体制間競争であり，モデル

争いであった。

米ソ冷戦の特徴に比べると，現在進行中の米中ヘゲモニー争いは，米中の軍事力にはまだ格差

があることから，中国はアメリカに対抗できる軍事力の獲得を目指しているが，目下のところ，

技術覇権をめぐる争いを伴った米中モデル競争の性格を帯びている。この点では，米中ヘゲモ

ニー争いは，米ソ冷戦の本質である，アメリカ・モデルかソ連モデルかの争いと似た展開をみせ

ている。すなわち，アメリカ・モデル（自由主義モデル）と中国モデル（国家資本主義を包摂す

る社会主義体制）をめぐる対立・競争が，米中対立の本質である。

米ソ冷戦は元来，開かれた経済システム（門戸開放政策）と閉鎖的システム（勢力圏政策）と

の対立に端を発している。ソ連は安全保障上の理由から，東欧諸国を自国の勢力圏とみなし，

「鉄のカーテン」の内側に取り込んでしまった。このことが，冷戦の開始につながった。

一方，70年代初頭に米中和解に双方が動きだした最大の理由は，中国側においては中ソ対立

の激化だが，アメリカ側においては，ヴェトナム戦争からの名誉ある撤退とその実現のためにハ

ノイを支援する共産主義中国と折り合いをつける必要があったからだ。そして米中和解の動きが
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逆行しなかったのは，中国が 1978年末から「改革開放」路線に転換したことが大きい。アメリ

カは次第に，中国の「改革開放」に期待を寄せるようになった。第一は，アメリカの企業にとっ

ての中国市場の魅力である。第二は，中国が経済的に成長し，中国人の生活が豊かになれば，中

国市場の開放と政治的民主化がさらに進展するという期待であった。このため，アメリカは長期

的にはヘッジ戦略を採用しながら，冷戦終結後も対中国「関与政策」を追求してきた。

しかしトランプ政権が誕生するころまでには，クリントン，ブッシュ，オバマ政権の中国「関

与政策」は失敗であったという認識が，ワシントンコミュニティに広がった。トランプ政権は，

対中貿易赤字問題だけではなく，中国が知的財産権の強制的移転や米国企業の中国における活動

にさまざまな制約を設けていることに加えて，中国国営企業に巨額の補助金を出し不公平な競争

を行っていることを問題視している。

ここで想起すべきは，日米経済摩擦が激化する中，1980年代初頭に「日本異質論」が台頭し，

日米関係がかなり悪化した歴史があることだ。アメリカは 1982年以降，債権国から債務国にな

り，1985年には約 4000億ドルの対外債務を抱え，世界最大の債務国に転落した。他方，日本は

1981年に世界最大の資本輸出国となったが，350億ドル（1983年），530億ドル（1985年），897

億ドル（1987年 3月）と増加し続けた貿易黒字が，それを可能にした。1983年の資本流出は

177億ドルにすぎなかったものが，翌 84年には 497億ドル，85年には 645億ドルにのぼった。

この結果，1986年に日本の対外純資産は 1289億ドルに達し，日本は世界最大の債権国になっ

た 37）。

そうした中，「二つの資本主義」モデル論が登場し，「日本見直し」論がアメリカ国内で勢いを

増した。プレストウィッツは 1988年に，対日交渉の体験を踏まえて執筆した『日米逆転』を著

し，「日本異質論」を展開した。レーガン政権の下で 1981年から 87年まで米商務省の対日交渉

担当審議官を務め，日本語も堪能な日本通である。その彼が，「日本は同じ価値と哲学を共有し

ている」というのは「誤った認識」だと述べ，ソ連封じ込めが開始されたときのケナンのソ連認

識とそっくりの拡張主義的イメージの日本論を展開した 38）。続いて 1989年には，『アトラン

ティック・マンスリー』誌の編集長であったファローズが，ピーター・ドラッカーの「阻害的貿

易」というタームを用いながら，「日本封じ込め」を唱えた 39）。

トランプ・習近平政権下で進行する米中ヘゲモニー争いにおいて，中国はアメリカが期待した

ような経済の自由化と政治的民主化に向かっておらず，アメリカとは異質な存在であるとみなさ

れるようになっている。アメリカ政府と米国民がそうしたイメ―ジを強めたのは，南シナ海にお

ける中国の覇権主義的行動に加えて，2017年 10月に開催された中国共産党第一九会党大会での

習近平国家主席の政治報告であった。習報告は「同じ政治制度モデルは世界に存在せず，外国の

政治制度モデルを機械的に模倣するべきではない」として，「中国の特色ある社会主義」建設を

目指すと述べた。そのうえで，建国 100年を迎える 2049年頃に，「一帯一路」建設を軸に「貿易

強国」を，そして「世界一流の軍隊」をそれぞれ建設し，「社会主義現代化強国」を目指すと宣

言した 40）。
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米ソ冷戦の発生の経緯と冷戦後の米中ヘゲモニー争いは，類似の論理とパターンをたどってい

るが，先端技術をめぐる米中ヘゲモニー争いが，米ソ間のモデル競争と異なる点は，現代世界は

経済の相互依存が冷戦期とは比較にならないほど深化していて，米中経済のデカップリングが困

難だという点だ。この点はトランプ政権首脳もよく認識している。マイク・ポンペオ国務長官は

2020年 8月 12日のプラハでの演説で，「今起きていることは，冷戦 2.0ではない」と前置きした

うえで，次のように続けた。「中国共産党の脅威への抵抗という挑戦は，いくつかの点ではるか

に困難である。なんとなれば，中国共産党はすでにわれわれの経済，政治，社会にソ連のときと

は比べ物にならないくらい深く浸透しているからだ。しかも北京は，近い将来進路を変えること

はないだろうから」 41）。この発言は，中国がソ連以上に手ごわい相手であるということをトランプ

政権首脳がよく認識していることを示している。

トランプ政権の「アメリカ第一主義」と交渉におけるユニラテラリズムの問題点は，この政権

が冷戦の教訓を学んでいないことである。冷戦期のアメリカは多国間主義を基調とし，同盟国や

友好国と協調しながら冷戦を闘った。そのことによって，アメリカは冷戦のコストを抑えること

ができた。同盟国が役割分担を通してアメリカの冷戦政策を補完してきたことで，アメリカは冷

戦を有利に闘うことが可能となった。この点が，冷戦のジュニア・パートナーに恵まれなかった

ソ連とアメリカとの大きな違いである。以下においては，日本を事例に，この問題を検討する。

6．戦後日本の外交と冷戦 ― コラボレーター政権と「日米協力」

冷戦は事実上，ソ連の崩壊という形で終わった。それは，ソ連が冷戦のコストを一国で負担し

なければならなかったこと，くわえて，60年代に入ると，本来のパートナーとなるべき中国と

の間で対立がますます激化し，1969年 3月 2日には，中ソ国境で大規模武力衝突事件（珍宝島

事件，ダマンスキー島事件）が発生し，中ソ対立は決定的となった 42）。

一方，アメリカは先進工業国から成る同盟国という冷戦のジュニア・パートナーを持ち，冷戦

のコストを分担することができた。ヨーロッパでは英，独，仏，アジアでは日本がアメリカの冷

戦政策を補完する役割を果たしたことは，冷戦の終わり方に大きな違いをもたらした。冷戦史家

ギャディスは，第三世界は冷戦の帰結を決定づけることはなかったが，「ヨーロッパと日本で起

きたことは大いに冷戦の終わり方を決定づけた」と述べ，西側同盟国がソ連にできる限り抵抗し，

アメリカとコラボレートしたことが結果を決定的に左右したと述べている 43）。ギャディスの冷戦

史研究は米ソ中心史観とソ連責任論（冷戦の開始の責任はソ連側にあるという主張）に特徴づけ

られるが，その彼が近年，同盟国の役割に重きを置くようになっていることは興味深い。

アメリカは 60年代から 80年代にかけて国際収支の赤字に悩み，徐々にではあるが，ヘゲモ

ニーの後退局面に入っていく。1968年のアメリカのドル危機を論じた論考「1968年の経済的危

機と『アメリカの世紀』の衰退」の中で，コリンズは，「1968年初頭，大恐慌以来最も深刻な経

済危機が西側世界を揺さぶった」との認識のもとに，これを契機に 60年代のアメリカを規定し

ていた「成長のリベラリズムは挫折し，アメリカの世紀は終わりを告げることになった」と結論
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でけた 44）。

アメリカのヘゲモニーは，コリンズが主張するほど衰退の一途をたどったわけではなく，誇張

が含まれている。それでも，アメリカのヘゲモニーが後退局面に入った時期に，同盟国が冷戦の

コストを分担してきたことの意味は重要である。カレオはこの点に関連して，ドルを基軸とする

国際通貨システムは，アメリカという「世界帝国」の財政を支えてきた「課税システム」として

機能してきたと指摘している。このようなシステムが，アメリカ政府に「抑制なき巨大なパ

ワー」を付与してきたとして，アメリカのパワー衰退論に対して，アメリカのパワーは衰退した

というより現状維持だとの論を展開している 45）。

68年初頭のドル危機に発展する兆候はすでに 60年には明確に現れていた。同年 2月アイゼン

ハワー政権は戦後初のドル防衛策を打ち出した。続いて，ケネディ政権もまた，国際収支の赤字

削減が西側陣営のリーダーとして影響力を発揮していくために不可欠であるとの認識のもとに，

輸出拡大，対外軍事支出の削減に本格的に乗り出した。ケネディ政権はその一環として，同盟国

に対するアメリカ製兵器の売却，駐留軍経費の削減などを実施していった。

なかでも，西欧駐留米軍の約 8割は西ドイツに駐留していたこと，西ドイツが高度成長を遂げ

るにいたったことから，同国に対する負担分担要求圧力は強まった。1961年 11月には両国間で

相殺協定が締結された。この協定によって，西ドイツは向こう 2年間，新たなアメリカ製兵器の

購入と役務負担を約束したが，その額は 13億 5000万ドルにのぼった。その後，同協定は 63年

と 65年に更改され，61年から 66年までの西ドイツの兵器購入額は西ドイツ駐留米軍経費にほ

ぼ匹敵するものであった。西ドイツはアメリカからの兵器購入によって西ドイツ駐留米軍経費を

相殺しただけでなく，この他にも対外準備の半分をドルで保有し続けた。また，ドイツ中央銀行

による米財務省証券の購入などを通して，ドルの買い支えを行い，アメリカのドル防衛政策に協

力した 46）。

1965年春以降ジョンソン政権がヴェトナム戦争を拡大したことに伴う戦費の増大は，アメリ

カのドル防衛策を困難にし，68年の経済危機を招いた。66年末までに，アメリカの国際収支に

占める軍事支出のおよそ 3分の 2はヴェトナム戦費だった。そのため，66年 8月からは駐留米

軍経費相殺問題に関する米，英，西独三国間協議が開始されたが，米・西独間の対立はエアハル

ト政権の崩壊を招いた。この時期の米・西独関係は，交渉に当たったジョン・マックロイ駐独米

大使がジョンソン大統領に対して，「（NATO）同盟は崩壊の危機に瀕している」と警告したほど

深刻であった。しかし，キージンガー新政権のもとで，西ドイツは米財務省証券 5億ドル分を購

入することで合意し，さらに金の購入（金とドルの交換）を控えると発表したこと，三国間協定

が 67年に成立したことによって，ようやくこの同盟の危機は峠を越した 47）。

アメリカのドル防衛政策は日米関係にも影響を及ぼすことになり，日本は，日米交渉において，

貿易の自由化，軍事面での日本の防衛力増強とアメリカ製兵器の購入，在日米軍駐留経費の負担

増，政府開発援助（ODA）の増大，アメリカの国際収支赤字の悪化に伴う資本収支面での対米

協力という形でアメリカの冷戦戦略を補完する役割を担った 48）。
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ジョンソン大統領はヴェトナム戦争拡大に対する国際世論の批判に対処するため，1964年 4

月 7日にバルティモアで演説を行い，東南アジアのメコンデルタ流域の開発構想を発表した。そ

の折，議会に予算措置を求めると同時に，日本にも協力を要請してきた。バルティモア演説が

ヴェトナム戦争支援枠組みの性格を帯びていたことから，佐藤栄作政権はジョンソン提案とは一

線を画しながらも，1966年 4月 6，7日の 2日間にわたって東南アジア閣僚会議を東京で主催し，

GNP比 1％の対外援助目標の実現と東南アジア向け経済援助の拡大を公言した。また，同年 11

月のアジア開発銀行の設立にも重要な役割を果たし，同基金にはアメリカと同額の 2億ドルを拠

出し，さらに特別基金に 1億ドルを拠出することに同意した（米議会は特別基金の予算を承認し

なかった） 49）。また，1970年代には，国際収支の悪化が続くアメリカの対外援助は，開発援助委

員会（DAC）加盟国の間での ODAシェアにおいて，1965年の 54.36％から 79年には 24.38％に

低下したが，日本の ODAシェアは同じ期間に 4.48％から 10.20％に急増した 50）。

冷戦は米ソ両超大国が自由主義陣営と社会主義陣営に分かれて闘争を繰り広げた歴史であるが，

そこでアメリカの同盟国が果たした役割は重要であった。筆者はその中でも，日本政府が果たし

た役割を，アメリカのコラボレーターと位置づけ考察してきた。冷戦期日本の外交は，日米安全

保障条約を「抱きしめて」きたわけで，コラボレーター政権はその帰結である 51）。

ここでいうコラボレーターとは，アメリカを「非公式帝国」とみなしたうえで，アメリカの冷

戦戦略の枠内で自国の国益を追求する親米政権及び政治・経済エリートをいう。したがって，コ

ラボレーター政権は，非同盟諸国のように，米ソ冷戦とは距離を置き独自の外交と秩序形成を目

指すことはしない。「非公式帝国」アメリカとコラボレーター政権との関係で重要なのは，第一

に，植民地帝国（公式帝国，領土帝国）と異なり，「非公式帝国」は海外領土を保有しないので，

形式的な国家主権（政治的独立）を尊重することである。第二に，領土支配を伴う植民地帝国が

領土的権力を直接的に行使するのに対して，「非公式帝国」のパワーの行使の仕方は，より間接

的な形をとる。このため，他国を圧倒する，強大な軍事的・経済的・金融的・技術的・文化的な

パワーを保有するにも関わらず，その影響力には一定の限界があることだ。第三に，影響力を発

揮するために，「非公式帝国」は一定の恩恵や利益をコラボレーター政権に対して賦与し，逆に

非協力的な態度をとる政権に対しては，制裁を科すということを行う。他方，コラボレーター側

は，そうした恩恵と利益への期待あるいは制裁への恐れから，ある程度の国家主権の制約を受け

入れる。この点に関して，「非公式帝国」とコラボレーター政権との間には暗黙の了解が存在す

ると考えられる 52）。コラボレーター側は，「非公式帝国」側が設定した「ルールズ・オブ・ザ・

ゲーム」を理解し，忖度しながら外交を展開する。第四に，このことは，「非公式帝国」が軍事

力や強制力を行使しないことを意味しない 53）。

以上の特色は，海外領土を保有する植民地帝国の場合とは，以下の点で異なる。第一に，植民

地帝国は従属地域に対する領土支配を伴うので，領土的権力の行使は，より直接的である。第二

に，植民地帝国は，「非公式帝国」と同様に，統治にさいして，現地エリートの協力を必要とす

る 54）。しかし，植民地帝国は，本国から現地に派遣された総督を介して権力を行使するので，現
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地エリートの抵抗に対しても帝国側の意思を強制しやすい。ただし現地勢力と協調的関係が築け

なければ，統治のコストは高くなり，統治は安定しないし，また帝国統治を維持することも困難

となる。

戦後日本外交に関する筆者の見方は，奇しくも，ウェスタッドが「日本語版のための序章」

（2010年）で述べたことと重なる。いわく，「1945年に日本は降伏し，米軍によって占領された。

日本のエリートは，権力にとどまるためには，アジアにおけるアメリカの目的に従属せざるをえ

なくなった。占領の時期とそこから生まれた日米安全保障条約によって，日本は，国際問題にお

ける独立したプレーヤーとしての地位を失い，冷戦におけるアメリカの役割に奉仕することが，

その役割となった」 55）。

シカゴ大学の歴史学教授ブルース・カミングスの表現は単刀直入で，分かりやすい。彼は

1993年の論文の中で，筆者が言うところの「コラボレーター政権」の性格と振る舞いについて，

こう述べている。戦後秩序を構想したアメリカの政策決定者たちが望んだことは，「アメリカが

構想する世界システムの中に日本を位置づけること，そして日本を，とやかく指図しなくてもや

るべきことをきちんとやるよう仕向けることだった。このような動機から，彼らは，日本の行動

を一定の範囲内に縛るための枠組みを設定した。そしてその規制の枠組みは今もなお機能し続け

ている」 56）。「とやかく指図しなくてもやるべきことをきちんとやる」。これがコラボレーター政権

の特徴である。

戦後日本がアメリカのコラボレーターとして振舞うようになる仕組みは，占領期に形成され，

その内実は，経済面での非対称的相互依存と，戦略面での「支配・従属」の関係である。前者の

装置は，日本の自由主義世界経済システムへの統合である。日本はアメリカ主導で創設された

IMF・GATT体制に参入することで，日本の復興と政治的安定の促進，そしてそのために必要な，

東南アジアの非共主義諸国との協力関係の強化を目指した。アメリカは，1952年の日本の国際

通貨基金（IMF）・世界銀行加盟，続く 54年 10月の日本のコロンボ・プラン加盟，55年 9月の

ガット加盟をそれぞれ後押しした。またすでに指摘したように，66年 8月には，アジア開発銀

行創設のために日米同額を基金に拠出した。さらに 70年代に入ると，日本は ODAを増大し，

アメリカが求めた東南アジアへの支援を通して，「日米協力」の基礎を構築していった 57）。

もう一つの支配装置は，安保・講和・憲法体制である。この戦後体制の重要な柱の一つは，安

保・講和体制である。この柱は，象徴天皇制（憲法第一条），日米安保条約，サンフランシスコ

平和条約から構成されている。もう一つの柱は憲法・九条体制とでも言うべきもので，九条の平

和主義，国民主権，人権の尊重，民主主義などの諸価値を体現している。

安保・講和体制のうち，象徴天皇制は，東京裁判で天皇が訴追されるのを回避するために，憲

法九条と抱き合わせで成立したものである。すなわち，マッカーサーは，一方で戦争を終結させ

た昭和天皇，平和主義者としての天皇イメージを創出し，他方で東京裁判では，昭和天皇が訴追

されないように画策すると同時に，軍部責任論を展開し，九条を新憲法に盛り込むことによって，

非武装国家，平和国家日本のイメージを創出した 58）。
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この間，冷戦が発生したため，対ソ封じ込めの観点から，日米両国は日米安保条約を締結し，

憲法九条の非武装規定の欠陥を補い，日本の防衛にも当たることにした。しかし，日本の再軍備

を想定して締結された日米安保条約は，憲法九条の条文の変更を伴わなかったために，両者に矛

盾が生じることになった。いわゆる，「安保・九条体制」のねじれである。51年 9月 8日に日米

安保条約と同日に調印されたサンフランシスコ平和条約はそうした矛盾やねじれを抱えた戦後体

制を，条約の形で国際的に承認したものである。同条約は，第六条で，日米安保条約の締結を想

定して，外国軍の駐留を可能とする二国間協定の締結を認める内容の規定を設け，第十一条で天

皇の訴追を回避した東京裁判の判決を受諾し，第三条で琉球及び小笠原に対するアメリカの施政

権を規定している。

日米安保条約は，アメリカの冷戦政策に協力する「親米政権」（コラボレーター政権）を確保

する重要な手段である。同条約は「二重の封じ込め」を意図している。すなわち，ソ連の「封じ

込め」と日本の軍事大国化の阻止・日本外交の中立化の阻止である。それゆえ，日米安保条約は，

日本の安全を守る一方で，アメリカの対日ヘゲモニー支配を担保するものとして成立したのであ

る 59）。

内に矛盾やねじれを抱える講和・安保・憲法体制という戦後体制は，第一に，ソ連と共産主義

の脅威から，天皇制を守り，日本の安全を確保し，同時に親米的な保守支配者層の権力維持を担

保するものであった。1946年 2月 13日に GHQ民生局長コートニー・ホイットニーが外務大臣

室を訪れ，日本政府の憲法改正案（松本案）は受け入れられないと伝えたとき，同席していた日

本側関係者は「呆然たる表情を示した」。とくに吉田茂外相の顔は「驚愕と憂慮の色を示した」

という。しかし，ホイットニー将軍が，マッカーサーは「天皇を戦犯として取り調べるべきだと

いう他国からの圧力……から天皇を守ろうという決意を固く保持している」こと，「この新しい

憲法の諸規定が受け入れられるならば，実際問題として，天皇は安泰になると考えています」と

説明すると，吉田らはようやくマカ－サーの意図を理解し納得した。続けてホイットニーは，次

のように述べたのである。「マッカーサー将軍は，これが，数多くの人によって反動的と考えら

れている保守派が権力に留まる最後の機会であると考えます。そしてそれは，あなた方が左に旋

回［してこの案を受諾］することによってのみ，なされうると考えています。（中略）この憲法

草案が受け入れられることが，あなた方が［権力の座に］生き残る期待をかけうるただ一つの道

であるということ（中略）については，いくら強調しても強調しすぎることはありません」 60）。ホ

イットニー発言は，なぜ日本の保守支配者層（そして，国家主義者と言える人たちでさえも）が，

対米交渉で自己主張ができないのかを示している。

別の観点から，日米安保条約の「支配と従属」の関係を見てみると，それが，二国間条約であ

り，情報収集能力，軍事力，外交力において圧倒的に劣る日本が，他国と協力したり相互に援助

し合ったりしながら，対米交渉をできない構造になっている点だ。（因みに，トランプ政権が多

国間主義を放棄し，二国間主義を重視しているのは，同じ理由からである）。この点は，NATO

という多国間防衛条約の中に位置づけられる米独関係と決定的に違うところである。
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なぜドイツと異なる状況に日本が置かれたかというと，アメリカが当初構想していた，日本を

含む，アジア集団防衛機構（「太平洋協定」構想）は，旧敵国日本に対するアジア諸国の反発が

強く実現しなかったからだ。その結果，アジアにおける「自由主義陣営」の安全保障秩序は，米

比同盟，日米安保条約，アンザス（ANZUS）条約といった，アメリカを扇の要とする二国・三

国間条約のネットワークに支えられることになった 61）。アメリカは，55年 4月の国家安全保障会

議（NSC）文書でも，日米安保条約をマニラ条約（SEATO，54年 9月 8日）および ANZUS条

約と結びついた「西太平洋の集団防衛取り決め」に参加できるような諸条件を「なるべく早急

に」形成すると述べている 62）。だが，これは実現せず，いわゆる，「ハブ・アンド・スポーク」と

言われる同盟網に帰結し，そのネットワークは現在まで続いている。

さらに注目すべきは，日本がアジアに外交の足場を築くことなく独立したことだ。サンフラン

シスコ平和条約が，全面講和ではなく，片面講和（単独講和）となったためである。冷戦下で，

アメリカが台湾を正統政府として承認し，イギリスは共産主義中国を承認するという足並みの乱

れがあったことで，共産主義中国は講和会議に招集されなかった。韓国もオブザーバーで参加を

認められたものの，戦争当事者ではないという理由で，サンフランシスコ講和条約の締結を阻ま

れた。米ソ対立の影響で，ソ連も講和条約の調印を拒否した。この結果，アジアの共産圏諸国や

韓国との間の外交関係が断絶したまま，日本は国際社会に復帰することになった。また，吉田内

閣は，アイゼンハワー政権の国務長官ダレスの強い圧力のもと，共産主義中国ではなく，台湾を

中国の正統政府として承認することを強要された（「吉田書簡」）ため，独立後の日本は，北京政

府との外交関係を正常化することができない状況が，72年の日中国交正常化の年まで続いた 63）。

日本は冷戦の受益者であった。「寛大な講和」によって，日本は基本的には戦後賠償を免れた。

ただ，アジアの被害国の間には，強い不満があり，そうした国は，例外的に二国間で賠償交渉を

進めることが認められた（ビルマ，フィリピン，インドネシア，ヴェトナムなど）。東京裁判で

は，昭和天皇が訴追されず，軍部責任論が展開され，日本国民には責任がないとされたこと，朝

鮮半島や台湾に対する日本の植民地支配の責任は問われなかったことなどにより，戦後の日本で

は，ドイツに比べて，国民の間に戦争責任意識が十分根付かなかった。

このため，台湾は別としても，日韓，日中間では 90年代に入って，歴史認識問題が顕在化す

ることなった。日韓では，1965年の日韓基本条約・請求権協定の締結により，日韓関係が正常

化された。だが，植民地支配をめぐっては，1910年の日韓併合条約は当初から違法とする韓国

の主張と，当時は不法ではなかったとする日本の主張が平行線を辿り，この問題はその後もくす

ぶり続け，文在寅政権の登場に伴い，日韓両国間では慰安婦問題，徴用工問題をめぐって改めて

歴史認識論争が再燃することになった 64）。日中間では，1972年に日中共同声明が出され，国交正

常化が成し遂げられたが，日韓の場合同様，歴史認識問題は燻り続けている 65）。

以上みてきたように，戦後日本の外交は，東南アジア諸国と台湾との関係を除けば，東アジア

に外交の足場をしっかりと築くことができず，アメリカとの交渉に際して，国際経済の分野での

多国間交渉の場合は別として，日米二国間交渉においては，なかなか対米自立外交を展開できな
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い状況が続いてきた。とくに安全保障分野で日米安保条約とアメリカの「核の傘」に依存してき

たことによって，戦後日本の外交は行動の自由を大きく束縛されることになり，日本政府はアメ

リカのコラボレーターとして振舞ってきたのである 66）。

結びに代えて

これまで取り組んできた冷戦史研究にもとづいて，「冷戦とは何か」に対する私見を述べてき

たが，本稿では言及しなかった課題もある。それは一つには，時期区分の問題である。2001年

の論考「冷戦の終焉と六〇年代性」で提起した「冷戦の終焉」という視点からすれば，時期区分

は当然論じなければならないテーマである。上記の論考でも，「冷戦の時期区分と冷戦の終焉」

という小見出しを設けてその必要性を指摘した。そのさい，時期区分の問題を取り上げた研究は，

ハリディとラフィーバーしか見当たらない状況であった 67）。また，上記の研究も明示的，本格的

に時期区分を展開したものではなかったし，現在もさほど変わらない状況にある。

そのさい指摘したのは，冷戦変容過程にデタントをどう位置付けるかという点である。一つの

アプローチは，国家間のデタントに焦点を絞り，国家間の緊張緩和過程を考察することである 68）。

第二のアプローチは，「下からのデタント」（「ソシアル・デタント」，「シティズンズ・デタン

ト」）である。前者が戦争の防止，軍備管理，東西対立の視点を重視したのに対して，後者は社

会間のデタントを重視した。その理由は，70年代に顕在化したように，米ソデタントは核兵器

の独占を通して，米ソが陣営内に対する支配を維持することに利益を見出すという側面があり，

その限りでは，米ソ中心の冷戦体制を打破することにつながらないと考えたからだ 69）。マリー・

カルドーの『想像上の戦争』は，こうした米ソ間関係の側面に注目したものであった 70）。一方，

後者の研究は，「新しい社会運動」による市民社会形成の動きが，欧州，アメリカ，ソ連や東欧

に形成されることなしには，冷戦体制の崩壊につながらなかったと主張するもので，より説得力

のある議論である。その後，「ソシアル・デタント」関連の研究は目覚ましい成果を挙げてい

る 71）。しかしながら，時期区分論に関しては，依然として本格的研究は見当たらず，筆者にとっ

ても今後の課題となっている 72）。

冷戦の終焉の視点との関連で，今後の課題としてもう一つ指摘するならば，それはグローバル

化と冷戦の相互作用の検討である。この点に関しては，第 2章で取り上げた入江の議論は，冷戦

を相対化するという観点から，より長期のグローバル・ヒストリーの脈絡の中に位置づける試み

として示唆に富む。氏は第二次世界大戦後の時期を以下の三つに区分している。第一期は，1945

年～1970年の期間で，脱植民地化の時期である。第二期は，1970年～1990年で，「国際主義と

グローバル化」に特徴づけられ，経済，社会，文化の領域において非地政学的な現象が重要性を

増した時期である。第三期は，1990年～現在までの期間で，「再グローバル化」（re-globaliza-

tion）を特徴とする。具体的には，グローバル化が加速し，相互依存や相互の結び付き（intercon-

nectedness）がさらに進行し，多国籍企業やさまざまな非政府組織（NGOs）が噴出した時期で

ある。これらのトランスナショナルナな非国家的行為体が，「歴史的変化の真の主体」だとして
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重視される。グローバル化は「冷戦よりもはるかに重要で，持続的な歴史的事象」であるという

観点から，歴史変動の動因としてのグローバル化を強調する議論は，ある意味で，本論で検討し

た「ソシアル・デタント」の主体に注目し，冷戦の変容と終焉を論じる議論と重なるところがあ

る 73）。

一方で，冷戦を「歴史の一齣」として片づけてしまうのではなく，冷戦期に絞って時期区分を

考えるという作業も必要であろう。70年代末から 80年代は「ネオ・リベラルな転回」の中で，

規制緩和によって資本の自由化が急速に進展した時期である。アメリカをはじめとする西側先進

工業諸国は，この時期，痛みを伴いながらも，産業構造の調整や技術革新を通して，二度におよ

ぶ石油ショックの衝撃と国際経済の構造的変化になんとか対応した。また，途上国においても，

アジア新興工業地域（NIEs），続いてアセアン諸国が，輸入代替工業化から輸出志向型工業化に

開発戦略を転換することで，新たな発展経路を切り拓いた。中国は 78年末に「改革開放」路線

を採用し，それに続いた 74）。だが，ソ連や東欧諸国の経済システムはそうした変化に対応するこ

とに失敗し，体制転換を余儀なくされた。とくにソ連と東欧諸国が直面した経済的困難と，その

帰結として東欧諸国が西側の銀行から巨額の融資を受け入れ債務不履行に陥ったことは，冷戦の

終焉と密接な関係にある。このことを踏まえるならば，グローバル化の中に冷戦を位置づけ，両

者の相互作用を検討する作業は，冷戦史研究者が今後取り組むべき課題であろう 75）。

21冷戦とは何だったのか

注

 1）本稿は 2020年 2月 14日に京都外国語大学で開催された「最終講義」の原稿に加筆修正したも
のである。最終講義のアイディアに賛同された森田嘉一理事長・総長ご夫妻，準備の労をとっ
ていただいた松田武学長および総合企画室の皆様に衷心よりお礼申し上げる。また，本稿の掲
載にあたって，ご足労をおかけした立岩礼子先生にも感謝いたします。

 2）報告者 3名はそれぞれ、以下のタイトルのもとに報告をおこなった。「冷戦とジャズ」（斉藤嘉
臣），「東ドイツにおける社会主義リアリズムと冷戦」（伊豆田俊輔），「戦後世界秩序の出発点
における『人権』とアメリカ」（小阪裕城）。斉藤嘉臣『ジャズ・アンバサダーズ ―「アメリ
カ」の音楽外交史』講談社メチエ，2017年も参照されたい。以下の編著は，冷戦とジャズ，
音楽，教会，労働運動との関係を論じた論考を含めている。益田実，池田亮，青野利彦，斉藤
嘉臣編著『冷戦史を問い直す』ミネルヴァ書房，2015年。また，以下の研究は「新しい冷戦
史」を反映する論考を多く含んでいる。Melvyn P. Leffler and Odd Arne Westad, eds., The 

Cambridge History of the Cold War, Vols. 1~3 (Cambridge: Cambridge University Press, 2010). 

Artemy M. Kalinovsky and Craig Daigle, eds., The Routledge Handbook of the Cold War (London 

and New York: Routledge, 2014). Richard H. Immerman and Petra Goedde, eds., The Oxford 

Handbook of the Cold War (Oxford: Oxford University Press, 2013).

 3）冷戦の文化的側面に注目した最初の論考は恐らく，ラッシュのそれであろう。その後しばらく，
ラッシュに続く研究は現れなかったが，冷戦終結前後に再び文化やイデオロギーと冷戦の関係
への関心が高まった。Christopher Lasch, “The Cultural Cold War: A Short History of the 

Congress for Cultural Freedom,” Barton J. Bernstein, ed., Toward a New Past Dissenting Essays 

in American History (London: Chatto & Windus, 1968), pp. 322–359.邦訳『ニュー・レフトのア
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メ リカ史像』東京大学出版会，1972 年，265–295 頁。Christian G. Appy, ed., Cold War 

Constructions: The Political Culture of United States Imperialism, 1945-1966 (Amherst: University 

of Massachusetts Press, 2000). John Fousek, To Lead the Free World: American Nationalism and 

the Cultural Roots of the Cold War (Chapell Hill and London: University of North Carolina Press, 

2000).

 4）この点については，The Oxford Handbook of the Cold War, Part IV, op. cit.の各論考を参照されたい。
 5）青野は冷戦を構成する多くの「パーツ」を「システミックで一貫した枠組み」の中にはめ込み，
冷戦の全体像を描く必要があると説く。青野利彦「冷戦史研究の現状と課題」『国際政治』169

号（2012年 6月），160–161頁。冷戦史研究において，「パーツ」と「全体」をどう統合するか
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編『日本の国際政治学』第四巻（歴史の中の国際政治）（有斐閣，2009年），37–52頁。なお，
以下の論考は，これまでの冷戦史研究を整理する中で，「新しい冷戦史」の試みとして，冷戦
と「非冷戦」（冷戦と無関係な事象）との境界を意識しながら両者の相互関係の諸相を考察す
るアプローチを提唱し，これを「文脈化された冷戦史」と呼んでいる。益田実「序章　新しい
冷戦認識を求めて」，前掲『冷戦史を問い直す』1–24頁。

 7）Odd Arne Westad, The Global Cold War: Third World Interventions and the Making of Our Times 

(Cambridge: Cambridge University Press, 2005), pp. 4–5, 396–397.邦訳（佐々木雄太監訳，小川
浩之・益田実・三須拓也，三宅康之・山本健訳）『グローバル冷戦史　第三世界への介入と現
代世界の形成』名古屋大学出版会，2010年。

 8）この点については，以下の拙著，拙論で詳細に考察した。『冷戦と「アメリカの世紀」　アジア
における「非公式帝国」の秩序形成』岩波書店，2016年。『冷戦期アメリカのアジア政策　
「自由主義的国際秩序」の変容と「日米協力」』晃洋書房，2019年。「覇権システムとしての冷
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井康浩責任編集『グローバル・ガバナンス学』Ⅰ，法律文化社，2018年，104–126頁。

 9）A. G. Hopkins, American Empire A Global History (Princeton & Oxford: Princeton University 

Press, 2005), p. 700.以下の論考は，ホプキンスの大著の主張を要領よく纏めている。「『アメリ
カの世紀』におけるアメリカ『帝国』」『思想』（2021年），No. 1161，62–81頁。
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バルヒストリーから見た世界秩序の再考」『国際政治』191号（2018年 3月），1–15頁。

11）拙論「序章　冷戦の終焉と六〇年代性」『国際政治』126号（2001年 2月），1–22頁。以下の論
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など，さまざまな領域で変化が生じていたことを改めて論じていて興味深い。木畑洋一「『変
化の風』のもとで ―『1960年』の国際関係と民衆 ―」南塚信吾編『国際関係史から世界史
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訪』行路社，2018年。

12）以上の指摘を踏まえて，より包括的に 70年代のアメリカ外交を論じた注目すべき研究として，
以下がある。Daniel J. Sargent, A Superpower Transformed The Remaking of American Foreign 

Relations in the 1970s (Oxford: Oxford University Press, 2015).

13）筆者は「冷戦の終焉と60年代性」の中で，冷戦は米ソ対立に起源を有するものではあるが，米
ソ冷戦史を記述することによっては，戦後国際政治を語ることにはならないとの観点から，冷
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指摘した。青野もまた，「冷戦史研究の現状と課題」の中で，「20世紀後半の歴史事象のすべ
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や論理を持つ 20世紀史の潮流と相互に影響を与え合いながら進展した」と指摘している（前
掲『国際政治』169号，159頁）。

14）前掲，拙著『冷戦期アメリカのアジア政策』，65–69頁。
15）Lloyd C. Gardner, “How We ‘Lost’ Vietnam, 1940–1954,” in David Ryan and Victor Pungong, eds., 

The United States and Decolonization (London: Macmillan Press, 2000), p. 123.
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of Global History (November 2011), pp. 7, 12.
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18）前掲，拙論「覇権システムとしての冷戦とグローバル・ガバナンスの変容」，107–108頁。木畑
洋一『二〇世紀の歴史』岩波新書，2014年，第 4章。以下の著書は，東欧諸国にとって，冷
戦は「自己決定機能」の喪失の時代であったと指摘している。より正確には，「主権の喪失」
というより「主権の制限」というべきであると考えるが，しかし羽場の指摘はソ連の帝国性を
示すものと言えよう。羽場久美子『ヨーロッパの分断と統合』中央公論新社，2016年，36頁。
第二次世界大戦後から 50年代にかけての米ソ両国を「帝国システム」，60年代から 80年代ま
での米ソを「非公式帝国」だと捉える見解については，以下を参照されたい。John Darwin, 

After Tamerlane  The Rise and Fall of Global Empires, 1400–2000 (New York: Bloomsburg Press, 

2009), pp. 468–479.邦訳（秋田茂・川村明貴・中村武司・宗村敦子・山口育人訳）『ティムール
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19）Odd Arne Westad, The Cold War A World History (New York: Basic Books, 2017), pp. 1–17 and 

chapter 1. 邦訳（益田実監訳，山本健・小川浩訳）『冷戦　グローバル・ヒストリー』上・下
巻，岩波書店，2020年。

20）冷戦の原因および冷戦責任論については以下を参照されたい。冷戦史研究の伝統派は，冷戦の
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はむしろアメリカ側にあったと論じる。その後，80年代に入って，伝統派と「左翼修正主
義」派の中間的立場から冷戦の原因を論じる「ポスト・レヴィジョニスト」の冷戦論が現れた。
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The Self-Reflecting Mirror:  
On Nishida’s Early Logic of Basho

Andrea LEONARDI

〈要約〉
画期的な「場所」概念は西田哲学の最も重要な発想である。西洋哲学からすれば，その
オリジナリティが有を包む「真の無の場所」という特徴にあると言えるが，場所は有を生
むものでもあるため，肯定的な性質も持っていなければならない。拙論では，場所概念の
成立と意味を分析し，その肯定的な性質を考えてみたい。自己を映す鏡として，場所は光
で，自覚・自己同一・自己表現という再帰的構造を持って，それ以前の西田哲学に直接に
繋がっている。そのため，あらゆる限定を超える場所は，真の無としてだけではなく，真
の有としても理解され得るであろう。西田自身が，場所の思想の初期段階には，場所の神
秘主義的な直観を認めて新プラトン主義の用語を借用していたのである。それ故に，晩年
の西田哲学の場所的論理と異なった場所概念の発展も可能だったと言えるであろう。

Introduction

The formulation of the concept of basho （場所）, or locus, 1） can be considered the most innova-

tive and important contribution to world philosophy by Nishida Kitarō （西田幾多郎） and constitutes 

the pivotal element in the evolution of his thought. Although the concept itself was partially eclipsed 

by other concepts he later formulated, the “logic of locus” （場所的論理） remained a foundational 

element throughout his mature philosophical development, taking once again pride of place in the 

title of his last completed essay, The Logic of Basho and the Religious Worldview （場所的論理と宗教

的世界観）. 2）

In the present essay, I analyze the genesis and the structure of Nishida’s early concept of basho 

– as formulated mainly in the essays collected in From the Actor to the Seer （働くものから見るもの

へ） 3） – focusing particularly on its often neglected positive aspects. Although the novelty of the 

concept, at least from the point of view of western philosophy, certainly lies in its negative aspect as 

“locus of true （or absolute） nothingness,” its positive content is equally relevant to the understand-

ing of its origin and meaning. In this respect, despite its radical novelty, in the early description of 

basho there are many elements of continuity with earlier Nishida’s philosophy, particularly with 

Intuition and Reflection in Self-Consciousness （自覚に於る直観と反省 ; henceforth IRSC）, 4） but also 

with the metaphysics sketched in An Inquiry into the Good （善の研究 ; henceforth IG）. 5）

Using Nishida’s metaphor of a self-reflecting mirror as an interpretive tool, I show that the 
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positive （cataphatic） description of basho as possessing attributes like luminosity, self-awareness, 

and self-identity is an essential element of Nishida’s early idea of basho, particularly with regard to 

the function of basho as the ultimate source of reality that bestows on reality its ontic determina-

tions. This, I believe, means that in Nishida’s early theory of basho there is no evident, logically 

cogent reason to consider “locus of true nothingness” as the only possible definition of the ultimate 

basho, and that “locus of true Being” 6） could be considered as an equally valid definition. Nishida 

himself occasionally draws from the western mystical tradition to ascribe some positive attributes to 

the ultimate basho, and, at this stage of his philosophical development, he may have accepted an 

apophatic notion of basho admitting positive descriptions （including even Dionysius the Areopagite’s 

“superessential Being”） as inadequate but useful pointers of what ultimately lies beyond any 

description. This leaves open the possibility to develop the logic of locus in a different direction 

from the positivistic one that Nishida finally took. 7）

The system of self-awareness as self-identity

Nishida’s first major work, IG, is remembered and celebrated mostly for the introduction of the 

concept of pure experience. However, the text is a complex work in which pure experience is intro-

duced as the basis for the ultimate understanding of reality. 8） In the latter sections of the book, 

Nishida describes reality as the act of self-reflection by an infinite consciousness he calls God （神）, 

and uses the metaphor of the mirror to express the structure of such act: God as pure will prior to 

the manifestation of the world reflects itself, making a mirror of itself. This act of self-reflection 

takes the form of the separation of the subject of experience – God itself considered apart from the 

world – and the object of experience – the world considered apart from God. “As God prior to 

revelation – an objectless will – reflects on itself, that is, makes itself a mirror, subject and object are 

separated and God and the world develop” （対象なき意志ともいふべき発現以前の神が己自身を省

みること即ち己自身を鏡となすことに由って主観と客観とが分れ，之より神及世界が発展する I, 

152）.

Although the analysis of the logical structure of reality is not the strong point of IG, it can be 

argued that in its metaphysical framework self-identity is assumed to be the formal structure of the 

self-reflecting act that constitutes reality. When considered apart from the world, God （as Godhead 

神性） is the act of reflection, whereas the world considered apart from God is the content of the 

reflection; God is what looks in the mirror and the world is what is seen. However, God is looking at 

itself in the mirror, therefore what looks and what is seen, God and the world, are identical, as 

Nishida explicitly states: “God is none other than the world, and the world is none other than God” 

（神は即ち世界，世界は即ち神である I, 152 f.）. 9） Nishida takes a step further, and argues, albeit 

tentatively, that we may say that the notion of the unity of the universe, through which the totality of 
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things in the universe is established, is the consciousness of God’s self-identity （神の自己同一の意

識 I, 146）. 10）

The lack of an adequate logical analysis in IG was highlighted by Satomi Takahashi in a review 

written right after the publication of the book. 11） While praising Nishida’s endeavor as the birth of a 

modern system of Japanese philosophy, Takahashi criticized it as tantamount to a form of psycholo-

gism, since Nishida had not distinguished between factual reality （事実） and meaning （意味） 

within phenomena of consciousness, hindering the possibility of providing a foundation to the 

logical validity of knowledge. Stimulated by Takahashi’s criticism, Nishida delved into the problem 

of the logical structure of the act of consciousness, drawing from the German philosophical tradi-

tion. He naturally turned to the dominant trend in German academia at the time, Neo-Kantianism, 

but the epistemological approach of Neo-Kantianism was not enough for Nishida. As his goal 

remained to explain the whole of reality on the basis of a fundamental concept, 12） Nishida required a 

metaphysical approach, 13） and was thus led beyond Neo-Kantianism to Fichte’s idealism and its 

analysis of self-awareness as logical structure and ultimate foundation of reality.

Self-awareness, although not thematized, had already played a role in IG as the act by which 

reality（God）becomes aware of itself through individual consciousness becoming one with universal 

consciousness. 14） However, in the first essays of IRSC self-awareness takes center stage. Nishida, 

inspired by Fichte’s notion of fact-act （Tathandlung事行）, analyzes the structure of self-awareness 

as self-identity. Self-awareness has the formal structure of the logical identity “X is X”（甲は甲であ

る）, which is not first and foremost a mere abstract logical principle, but the essential dynamic of 

the self-reflective act of consciousness from which the logical principle is abstracted. 15）

The act of self-awareness consists in the self-positing of X, by which X replicates itself within 

itself （同一者が自己の中に自己を写す II, 55）: 16） “X is X,” as the concrete totality of the self-positing 

act, implies “X is,” and “X,” as the grammatical subject of the proposition （「甲は」II, 38）, implies the 

predicate “is X.” Here Nishida leverages a grammatical feature of Japanese, since the postposition

は expresses the topic of a sentence rather than the grammatical subject, standing for “as for X,” 

rather than simply for “X,” therefore implying that something is said about it. 17）

Up to this point, the dynamic movement of self-awareness has produced only the act of cogni-

tive reflection, “I am I”; but Nishida follows Fichte in arguing that by positing itself as “X is X,” X also 

differentiates itself from not-X, thus positing the not-I. The opposition to not-X is the relationship 

with otherness that constitutes the encounter with the world given in experience （Fichte’s Anstoß）, 

as the negative mirror image of the I that makes its self-recognition possible. 18） The self-positing of 

self-awareness is tantamount to an act of self-determination by which infinite consciousness – God 

prior to its manifestation （発現以前の神）, in the language of IG – becomes aware of itself by 

projecting a finite image of itself. 19）

31The Self-Reflecting Mirror: On Nishida’s Early Logic of Basho



Contingency, the absolutization of will, and beyond

However, Nishida could not be satisfied with a generic positing of the world as otherness 

opposed to the I. To fulfill his ambitious metaphysical program, Nishida needed to account for the 

fact that the world we experience, even if conceived as a necessary outflow of the logically-struc-

tured act of self-awareness, is just one of many possible worlds, with no apparent logical priority 

over all the others. The concrete content of experience is contingent and irrational （II, 59 f.） and 

cannot be immediately derived from a logical principle, albeit dialectical. 20） Though the transcenden-

tal form of the fact that I am now experiencing a particular red thing can be derived from the logical 

structure of self-awareness, the peculiarity of this individual red cannot be deduced a priori. In 

Kantian terms, thought can give form to the content of experience, but it cannot generate the 

content itself – the undetermined material multiplicity that alone can grant objectivity to conceptual 

knowledge. 21）

Furthermore, even the fact that there is a universal of red, as one of the many possible, but by 

no means necessary, self-determinations of the universal of color, cannot be deduced by a universal 

principle. The same holds true for the universal of color itself, as the fact that humans are endowed 

with the sense of sight is not an a priori necessity – as a matter of fact, some humans are not. 

Whereas the generalizing movement from the particular to the universal （Plato’s collection, 

συναγωγή） unfolds according to a priori necessity, the differentiating movement from the universal 

to the particular （Plato’s division, διαίρεσις）, which is the movement by which self-awareness posits 

itself and the world, does not follow any a priori defined path. “How do Plato’s ideas descend into 

reality... In relation to thought’s universal objects, their particular determinations can only be 

conceived as contingent events added from the outside” （プラトンの理念は如何にして現実に堕し

来るか （中略） 一般的なる思惟対象に対して，その特殊的限定は外から加へられる偶然的出来事

としか思はれない II, 7 f.）. 22）

Realizing that the roots of the problem lie in the origin of the activity of consciousness （II, 7）, 

Nishida tried different approaches to reconcile the necessary structure of self-awareness and the 

contingency of the world, ranging from Neo-Kantianism to Bergson. However, the failure of these 

efforts finally led him to draw from the Christian Neoplatonic tradition, particularly from Scotus 

Eriugena, and postulate absolute free will （絶対自由の意志） as the origin of reality. As the self-pos-

iting act of self-awareness is essentially an act of will that is ontologically prior to the logical struc-

ture it opens up, 23） it cannot be bound by any kind of necessity deriving from the formal structure of 

thought, like logical or causal necessity. Will, being prior to any constraints, must be conceived as 

absolutely free in its act of self-reflection and creation of the world.

According to Nishida, the priority of will over thought is not just an abstract necessity, but an 
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experiential reality. Although in its absolute freedom from any constraints will is fathomless, it is 

given in experience as a pre-logical intuition, the immediate datum of consciousness upon which 

conceptual knowledge is developed （II, 221） and which constitutes the primordial totality that 

develops itself in the oppositional structure of self-awareness （II, 216）. Far from being a derivative 

reality posited within the standpoint of thought, the contingent data of experience are given to 

thought within an experiential standpoint of a superior order, as Nishida reiterated towards the end 

of his voluntaristic phase: “In order to say that this thing is red or blue, an intuition beyond thought 

must come into play… The limit of thought is not established simply by thought itself, and in its 

establishment there must always be a higher-order standpoint than thought” （此物が赤いとか，青

いとかいふには，思惟以上の直観が加はらねばならぬ （中略） 思惟に対する極限は単に思惟より

成立するのではない，そこには何時でも思惟より高次的な立場がなければならぬ。III, 273 f.）.

By resorting to the notion of absolute free will, Nishida not only forwent any concrete rational 

explanation of reality, but also introduced in his system an irrational element at odds with his basic 

philosophical orientation. As Nishida aspired to explain reality in rational terms and was not a theist, 

the idea of a God acting in a completely unfathomable, arbitrary manner – a God with an inscrutable 

personality 24） – could not be his final metaphysical position. That is why he criticized the idea as a 

capitulation to mysticism（神秘の軍門に請うた II, 3）, 25） and why many interpreters see it in a 

negative light. 26）

Despite all the problematic connotations of his concept of free will, Nishida appeared to be 

satisfied with it for a while, proceeding from there to investigate more specific problems within its 

framework. However, as he set out to tackle the problem of religion （III, 253）, he was prompted to 

reevaluate the foundations of his system. Being the intuition of the ultimate reality of consciousness, 

the intuition of the will is the gateway to religious experience, a sort of religious feeling （一種の宗

教的感情 II, 142）; hence to analyze religion Nishida needed to thematize the intuition itself and 

probe its ability to provide the ultimate foundation for the understanding of reality. Such a reevalua-

tion of his position led Nishida to move from voluntarism to a form of intuitionism （III, 255）.

In the essays collected in the first part of From the Actor to the Seer, while still relying on a 

voluntaristic position, Nishida stresses the link between will and intuition. In Intuition and Will （直

観と意志）, Nishida takes a step back from Christian Neoplatonism to Plotinus himself, emphasizing 

that intuition is the goal of the act of will. 27） The act of will is the process by which the One intuits 

itself, a process originating in the one and returning to the one （意志とは一者の立場に於ける直観

の過程である，一者より出でて一者に還り行く過程である III, 285） through the generation of the 

world as otherness. However, will is ontologically prior to intuition, as intuition is not a static reflec-

tion of things but pure activity in which subject and object become one, and can thus be understood 

as the ultimate form of will （意志の極致 III, 286）. 28）
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However, at the end of the first part of the book Nishida’s position begins to shift. In Expressive 

Activity （表現作用 ; henceforth EA）, Nishida states that the creative activity of consciousness is 

nothing but a seen object, a projected shadow （見られた影） behind which must lie the light that 

projects it （映し居る光其者）. Nishida interprets such light as the standpoint of Eriugena’s Natura 

nec creans nec creata, that which is neither creating nor created and lies behind everything that is 

manifested. Activity of consciousness is seen when this standpoint becomes the standpoint of 

Natura creans et non creata, that which creates and is not created （III, 371 f.）. 29）

Nishida claims that his earlier standpoint of absolute will is the same as the standpoint of 

Natura creans et non creata（III, 372）, but a comparison with IRSC reveals that between the two 

there is a significant difference: At the end of IRSC Nishida had indeed already introduced 

Eriugena’s distinction between the two aspects of Natura non creata to distinguish the positive act 

that generates reality （the actor） and the negative act that withdraws from what it creates to reflect 

on it as its own image （the seer）. However, Nishida had introduced the two aspects in the opposite 

order from that of EA, implying the priority of the act of creation over the act of reflection, and had 

qualified the latter as a possibility inherent in the act of creation, a return to itself that is nothing but 

a form of action and will （II, 222 f.）. Yet, in EA Nishida states that the ultimate standpoint is the One 

that lies behind will as that which establishes will within itself （意志其者をも超越して之を中に成

立せしむる一者 III, 381）, and stands still within itself while establishing and seeing its own acts 

without being moved by them （作用に動かされることなく，自己自身の中に自己の作用を見るも

のでなければならぬ III, 379）. In EA, Nishida has already moved beyond absolute will.

Basho as necessary condition of consciousness

By overcoming voluntarism, Nishida did not simply switch to some traditional intuitionistic 

position. The intuition that Nishida postulates at the roots of consciousness and reality is not the 

simple absence of intermediation between the seen （that which is intuited） and the seer （that 

which intuits）, 30） as in the case of the immediate unification of subject and object. True intuition, 

according to the definition given in Expressive Activity, means that the seer enfolds the seen （見るも

のが見られるものを包む時，真の直観となるのである III, 383）.

Searching for the ultimate foundation of consciousness, Nishida came to realize that being 

aware of something implies a peculiar paradoxical relationship between awareness and its objects 

that had not been sufficiently understood by the traditional philosophy of knowledge. To fully grasp 

the reality of consciousness, awareness and its objects cannot be thought of as completely separated 

things that enter in an external relationship – as realists tend to do – given that the relationship of 

“being aware of” is internal to awareness and there can be no awareness of something outside of 

awareness （III, 271）. An object of consciousness must therefore somehow be included in 
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consciousness. However, neither can awareness and its objects be conceived of as not separated in 

the sense of simply being one – as idealists tend to do and as early Nishida himself had done. The 

lack of distinction would eliminate the relationship of being aware of, flattening it into mere indistin-

guishability, a “night in which all cows are black,” as in the Yiddish saying that Hegel famously used 

to criticize Schelling’s philosophy of identity. 31）

Even if the unity of consciousness and its objects were conceived of as inherence, with the 

object regarded as a property or modification of consciousness, it would be impossible to distin-

guish the peculiar relationship of seeing and being seen from the blind relationship of inherence of 

a material property in a material thing. Nor would the paradox be solved by conceiving conscious-

ness as pure activity or will without a thing-like substratum, since it would not be possible to distin-

guish the act of will as seeing from a blind impulse without presupposing the seeing （意志は単なる

作用ではなく，その背後に見るものがなければならぬ，然らざれば機械的作用や本能的作用と択

ぶ所はない III, 431）. Furthermore, Nishida argues that activity without substratum is still 

conceived of as Being, albeit potential Being, 32） which implies that the objects posited by it are 

conceived of as actualizations of its potential, and therefore still seen as modifications inherent in 

activity as substratum.

To solve the paradox, Nishida came to conceive of the foundation of consciousness as basho 

（locus）, and of the peculiar knowing relationship as the enfolding （包む） of the objects by 

consciousness, to which corresponds the symmetrical relationship of being located within （に於て

ある）consciousness of the objects. 33） The characteristic of consciousness that allows it to see the 

objects within itself as different from itself is its emptiness. Consciousness is ultimately nothing 

（無）, and its lack of any positive determination allows it to accommodate anything within itself, in 

the way that being colorless allows the field of vision to accommodate any color, and being empty 

allows space to accommodate all extended things. 34） Aristotle famously wrote that the soul is, in a 

way, all things; 35） Nishida argues that to be able to be all things consciousness must ultimately be 

nothing in itself. Consciousness as locus does not only enfold its objects but also enfolds itself as the 

subject opposed to them, constituting the standpoint of self-awareness. In Kantian terms, the two 

heterogeneous elements of knowledge, the a priori forms belonging to the subject and the a posteri-

ori material multiplicity （質量，雑多） belonging to the object as “thing in itself,” interact in concep-

tual knowledge within consciousness; therefore, consciousness must be the common arena within 

which subject and object relate to each other.

Nishida goes one step further and extends the relationship of being located within to every 

level of reality: To be is to be within something, otherwise, Nishida claims, Being cannot be distin-

guished from not-Being （有るものは何かに於てなければならぬ，然らざれば有るといふことと無

いといふことの区別ができないのである III, 415）. 36） To be is to be something, which means to be 
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the subject of a predicate, and the predication enfolds the grammatical subject within the universal 

expressed by the predicate, which in turn is located within a broader universal in a transitive 

progression. The progression goes on to the universal of Being, and the universal of Being itself 

must be located within nothingness. For Nishida, to be means to be apprehended by consciousness 

as something, and whatever is apprehended must be contrasted to its negation, as only such 

contrast can give a positive content （a “somethingness”） to the apprehension. Being can therefore 

be recognized as Being only in contrast to nothingness （我々が有るといふものを認めるには，無

いといふものに対して認めるのである III, 422）, and consciousness itself, as the nothingness that 

allows anything to be, is the nothingness to which Being is opposed. However, such nothingness is 

not yet true nothingness （真の無，absolute nothingness 絶対的無）, but oppositional nothingness 

（対立的無）that is objectified in its relationship to Being, and thus is still “oppositional Being” （尚対

立的有である III, 422）. 37） Oppositional nothingness as consciousness can be positively conceived as 

activity, 38） therefore, for Nishida, it is an object of thought whose conceptual content implies Being. 

The locus within which consciousness as oppositional nothingness and its objects as Being relate is 

the true nothingness beyond any opposition, being the ultimate locus within which any opposition 

must take place.

Basho as the source of reality

Nishida introduces basho as the necessary condition of experience, that which makes possible 

the relationship of knowing subject and known object, but he cannot feel satisfied with a mere 

epistemology, as he could not when he wrote IRSC. The ultimate foundation of consciousness 

should not just be a transcendental principle that justifies the otherwise given fact of experience, 

but also the sufficient condition for the actual occurrence of experience. It should be, in other 

words, the metaphysical foundation of reality, the causa prima from which phenomena of conscious-

ness originate. Reintroducing the metaphor of the mirror, Nishida compares basho to a mirror that 

reflects itself within itself （自己の内に自己を映す鏡） generating the objective world as its own 

reflected image, and not merely receiving it as a sort of passive container. 39） As basho itself is what is 

reflected, the reflected objects participate in its nature and are thus enfolding loci of narrower scope 

than the locus in which they are located. The self-reflection of the locus of true nothingness is a 

recursive process of self-determination in which nothingness determines itself as Being, and at 

every successive step Being determines itself as more particularized universals with narrower 

extension.

This process is formally similar to the process of manifestation of reality that Nishida had been 

trying to articulate in his previous works, but its substance is different, insofar as it is not conceived 

of as the outflow of something contained in its source. In terms of Boehme’s mirror metaphor, God 
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is not the fullness looking at the empty mirror in which it sees its own content, but rather the empty, 

luminous mirror itself that reflects its own luminosity within itself. The difference allows Nishida to 

give a better account of the contingency and irrationality of individual happenstances that transcend 

the self-determination of universals. Following Kant’s hylomorphism, Nishida conceives of the 

principle of contingency and irrationality in experience as the indeterminate matter （質料） given in 

perception to be shaped and attributed conceptual meaning, but never exhaustively determined, by 

the unifying activity of the knowing subject. Nishida also describes indeterminate matter in Platonic 

and Aristotelian terms, as the receptacle that receives the forms without being exhausted in them 

and constitutes the final substrate of predication as principium individuationis. The inspiration for 

the better account of matter’s irrationality （as well as for his new metaphor of the mirror） came to 

Nishida from Plotinus’ notion of matter as the locus （χώρα） or seat （ἕδρα） of the phenomenal world, 

which is in itself not-Being （in the sense of being different from Being） 40） that receives the images 

of Being like a mirror.

However, whereas Plotinus considers the source of Being to be the One as the ontological 

opposite of matter, Nishida affirms the identity of matter and the One as the self-reflecting mirror of 

nothingness. 41） If matter is nothing, an empty locus that reflects forms, then matter is not different 

from consciousness itself as the locus of nothingness. When phenomena are considered as physical 

things, they appear to be constituted by a material substratum that eludes apprehension, but when 

they are considered as pure phenomena of consciousness – what they ultimately are – phenomena 

consist only of the forms as which they appear, and nothing is behind them. However, forms are 

constituted by a sort of “internal matter” （内面的質料 III, 385） that transcends them not as 

something external to them, but as their unchanging substratum. Such internal matter is the “stuff” 

of which consciousness is made, and consists of the luminous surface of the mirror that reflects 

itself in a myriad of colors. 42） Being completely free of content, the mirror of true nothingness can 

become any content without being bound by any internal necessity.

As necessary condition of consciousness, nothingness enfolds the world of forms by transcend-

ing and encompassing it at both extremities. In the direction of generalization, nothingness 

transcends the last determined universal, the universal of Being, and enfolds reality as the ultimate 

predicate that cannot become a grammatical subject. In the direction of particularization, nothing-

ness as substratum of individuals transcends every specific universal and enfolds reality as the 

ultimate grammatical subject that cannot become a predicate. Likewise, as sufficient condition of 

consciousness, nothingness determines itself and generates the world of forms in a twofold 

movement: Nothingness as the ultimate predicate reflects itself within itself becoming Being, and 

Being recursively reflects itself within itself becoming ever narrower universals; in the opposite 

direction, nothingness as the ultimate grammatical subject reflects itself within itself as individual 
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forms that in their self-determination entail ever broader universals – as, for instance, a particular 

shade of red that entails the universals of red, of color, of perceptive quality, etc. Although Nishida 

repeatedly affirms the infinity of the recursive process of self-determination, by conceiving of basho 

as the ultimate universal/predicate and the ultimate particular/grammatical subject he sets a 

superior and an inferior limit to it.

The starting point of the process of self-determination that generates reality is the self-reflec-

tion of true nothingness that projects within itself Being as a sort of negative mirror image. Being 

constitutes the plane of objectified reality, and determines itself as the world, both in its particular 

and in its universal aspects. However, as the self-determination of nothingness is a self-reflective 

movement, nothingness itself is projected on the plane of objectified reality as oppositional nothing-

ness, i.e., as the reflexively apprehended subject that experiences the world – the “field of 

consciousness” （意識の野） given as “I” in reflexive activity （反省）. 43） Phenomena seen as located 

within the locus of Being are unified as the natural world by the activity of judgment, which consists 

of the inclusion （the enfoldment） of particulars within universals. But first-order, not-reflexive acts 

of judgment – determining judgments （構成的判断 bestimmende Urteile）, in Kantian terminology – 

cannot determine consciousness itself, as consciousness is not the content of the acts but rather 

what performs them. In Nishida’s own terminology, the locus of consciousness enfolds the locus of 

Being and cannot be immediately located within it.

The projection of consciousness itself on the plane of objectified reality entails an inversion of 

the relationship of inclusion in judgment, as the predicate plane （述語面） becomes the subject of 

the judgment in reflexive judgments （反省的判断 reflektierende Urteile）. As enfolding locus, 

consciousness lies on the predicate side of the particular-universal relationship, whereas the 

enfolded objects lie on the grammatical subject side; therefore, reflexive judgments in which 

consciousness becomes subject （like “I perceive this”） entail the inversion of the subject-object 

relationship. This inverted relationship also explains in Nishida’s terms why consciousness is 

irreducible to physical phenomena: Consciousness belongs to a broader level of reality （a broader 

basho） than natural phenomena and cannot be objectified by the same kind of determining 

judgments.

Phenomena seen as located within the locus of oppositional nothingness are seen as phenom-

ena of consciousness determined by the activity of consciousness. Therefore, to consider the locus 

of oppositional nothingness as the ultimate standpoint on reality leads to metaphysical idealism, 

whereas to consider the locus of Being as ultimate leads to metaphysical realism. However, beyond 

the locus of Being and the locus of oppositional nothingness lies the locus of true nothingness, the 

fundamental standpoint from which the whole of reality is ultimately seen. Being the ultimate stand-

point, it cannot be objectified within a broader locus, but because an enfolding locus can be 
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projected upon a narrower enfolded locus – as in the case of the field of consciousness projected 

upon the locus of Being （which Nishida will later call the universal of judgment） to become the 

object of reflexive judgments – true nothingness can be projected upon the reflexive plane. The 

projection occurs through the transcendental subject （Kant’s consciousness in general, Bewußtsein 

überhaupt 意識一般）, which constitutes the portal （入口 III, 432） leading from the locus of opposi-

tional nothingness to the locus of true nothingness. Comparing loci to circles that encompass each 

other, Nishida states that, as the outline of an encompassed circle is in contact with the encompass-

ing circle, so the limit of an enfolded locus is its point of contact with the enfolding locus. The 

transcendental subject is the point of contact （the interface） between objectified consciousness and 

the ultimate, per se unobjectifiable consciousness, and allows thus the projection of true nothing-

ness on the plane of oppositional nothingness.

When projected on the objective plane, true nothingness is understood as will, being seen as 

the dynamic principle that produces the world by an act of self-reflection. Though at this stage 

Nishida has come to relegate will to a position subordinate to intuition, he still regards it as prior to 

conceptual knowledge, since he still considers knowledge as a moral imperative （当為）, a teleologi-

cal act oriented towards the ideal of truth and grounded in will. Within the framework of the theory 

of basho, will and its objects cannot be immediately seen at the level of the locus of Being, since the 

objects located within the locus of Being are objective phenomena constituted in determining 

judgments that do not include the judging subject as such – judgments like “This is red.” An act of 

will, however, is a subjective phenomenon that can only be expressed in reflexive judgments that 

contain the willing subject as a grammatical element, explicit or not – judgments like “I want to do 

this.” 44） Will has the reflexive character of self-awareness, as its object is the subject itself and its 

implementation consists of acts of objective self-determination that express the subject in the objec-

tive world （我を客観的に構成することである III, 283）.

True nothingness is not nothingness

The acts of will expressed in reflexive judgments are objectified acts attributed to determined 

subjects, but will considered as self-determination of true nothingness cannot be conceived of as 

objectified activity – or as any kind of activity whatsoever, given that for Nishida activity is always 

objectified. Indeed, given that true nothingness is beyond any conceivable attribute, in a strict inter-

pretation of the theory of basho the only valid reason to think that true nothingness can be seen as 

will should be the fact that will is the objective feature of consciousness closest to the ultimate, 

rather than some reason rooted in the intrinsic nature of the ultimate itself.

Here, however, we are faced with an unavoidable paradox of Nishida’s notion of true nothing-

ness: true nothingness is not nothingness, insofar as it possesses a quality, a dynamic, and a struc-
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ture intrinsic to its dynamics. As true nothingness is beyond any objectification and is free of any 

determined content, Nishida defines basho as true, absolute nothingness. Nevertheless, he cannot 

avoid giving also a positive description of the nature and activity of the locus of true nothingness.

True nothingness possesses the quality of luminosity, as consciousness must be light to bestow 

visibility to the objects it enfolds. The open, empty nature of basho cannot by itself fully account for 

consciousness as seeing and for phenomena as what is seen. To constitute the seeing relationship 

between consciousness and its objects, the enfolding of something by nothingness must be different 

from the mere blind inclusion of something in a container or of things in space. The invisible source 

that makes everything visible is not simple obscurity, but Dionysius the Areopagite’s dazzling 

obscurity （暗黒は単なる暗黙ではなくして，ディオニシュースの所謂 dazzling obscurityでなけ

ればならぬ III, 431）. The essence of phenomena generated in the mirror’s self-reflection is their 

visibility; therefore, the surface of the reflecting mirror, as the internal matter that constitutes them, 

must be light. The quality of luminosity is also evident in self-awareness, as the self-reflection of 

basho qua basho within itself: I am aware of myself insofar as light is reflected in the mirror of my 

individual experience – insofar as there are phenomena that I refer to my experiencing activity. 

Nishida explicitly describes basho as a luminous mirror （明鏡） and as light that reflects a shadow of 

itself within itself （自己の影を映し居る光 III, 371）. 45）

True nothingness also possesses the intrinsic dynamic of creative self-expression （創造的無

III, 438）, as by reflecting itself within itself it manifests itself to itself, creating the world as its own 

expression （直観の立場からしては，此世界は表現の世界となる III, 382）. It is because of this 

creative dynamic that true nothingness appears as will when projected upon the objective plane by 

the transcendental subject. Since for Nishida activity is always objectified, he describes the unobjec-

tifiable self-expressive act of basho as acting without an actor and reflecting without that which 

reflects （働くものなくして働き，映すものなくして映す III, 451）.

Finally, as a mirror that reflects itself within itself, true nothingness possesses a self-referential 

structure that can be understood as self-identity. In self-reflection, that which reflects and that which 

is reflected are the same. 46） J. Heisig has suggested that Nishida preserves the unity of reality by 

conceiving of the relationship between absolute nothingness and the finite world as a sort of analo-

gia determinationis, akin to the western Medieval notion of analogia entis. 47） In the case of Nishida’s 

theory of basho, however, the relationship of analogy is stronger than the Christian relationship of 

analogy, since for Nishida what is reflected （determined） as the world is absolute nothingness 

itself, unlike in the Christian doctrine of creation.

Nishida does not prima facie ascribe self-identity to the locus of true nothingness itself, but to 

objectified realities, namely to individuals, self-awareness, and to the general relationship of predica-

tion. Although individuality cannot be expressed by predicative attribution, individuals are not 
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completely outside of the realm of predication: Insofar as they are known as individuals and can 

become the subject of predication, their individuality must include a conceptual element. They are, 

Nishida argues, self-identical things that can immediately be predicated of themselves, and this 

intrinsic predicative structure, “X is X,” is what allows further predication, the matrix of inclusive 

judgments like “X is P.” 48） On a higher level, self-identity constitutes the essential structure of 

self-awareness, as what is reflected in self-awareness is immediately identical with what reflects it, 

as Nishida extensively argued in IRSC.

In a more basic sense, however, self-identity is the structure of predication as such, insofar as 

predication consists of the self-determination of a universal in which the universal reflects itself 

within itself. As Nishida conceives of the locus of true nothingness as the highest predicate, it can 

be assumed that he conceives of its self-reflection as the original predication, the matrix of any 

lower-level predication, starting with the predication expressing the self-identity of individuals and 

the inverse predication of reflexive judgments expressing self-awareness. Individuals, as ultimate 

grammatical subjects transcending the determination of objective predicates, are direct self-deter-

minations of the locus of true nothingness as transcendental predicate plane; at the opposite end of 

the spectrum of self-determination, self-awareness is the direct self-reflection of the locus of true 

nothingness qua the seer of phenomena. Therefore, their structural self-identity must be directly 

grounded in the original self-identity of true nothingness.

In particular, although Nishida differentiates layers of self-awareness enfolded by basho （cogni-

tive self-awareness知的自覚 and volitive self-awareness意志的自覚）, he states that true self-aware-

ness is to be found in the locus of true nothingness and that its self-identity cannot be known objec-

tively. True self-awareness is the intuition of itself （自己自身の直観） by true nothingness. 49） The 

cardinal importance for Nishida’s later philosophy of the concepts of self-aware determination of 

nothingness （無の自覚的限定） and absolute contradictory self-identity （絶対矛盾的自己同一） 

demonstrates that after IRSC the notions of self-awareness and self-identity never ceased to play a 

fundamental role in his conception of the ultimate reality. In the early stages of the logic of locus, 

reality is already seen as the self-aware self-determination of nothingness developing as dialectical 

self-identity, albeit in a different, less articulated way from later phases of Nishida’s philosophy. 

True nothingness not only reflexively projects an image of itself as oppositional nothingness in 

self-awareness but also creates Being as its own mirror image by negating itself.

Why not true Being?

Consciousness and its objects are nothingness, but at the same time, as we have seen, they are 

luminous, dynamic, and self-referential. 50） Why then must the ultimate nature of reality as basho be 

described as true nothingness rather than as true Being? As Nishida himself admits – perhaps a bit 
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reluctantly – answering to a similar criticism raised by K. Soda, 51） both Being and nothing are objec-

tive predications, therefore neither can properly be ascribed to basho. “By speaking of a locus of 

nothingness, I am not thinking objectively about something locus-like and saying it is either Being 

or nothingness. To predicate it of Being or nothingness is tantamount to seeing it as an object, and 

as long as this can be done, it is not what I mean by locus” （私の無の場所といふのは，場所といふ

如きものを対象的に考へて，それが有であるとか無であるとか云ふのではない。それが有である

とか無であるとかいふ様に述語することは，それを対象的に見ることである，かくの如く論じら

れ得るかぎり，それは私の所謂場所ではない。III, 503）.

One may argue that here Nishida is just restating that oppositional nothingness, as the objecti-

fied correlate of Being, is not true nothingness. However, aside from the fact that the passage and 

its context do not justify such interpretation, if basho can be described as the true nothingness 

behind oppositional nothingness, why should it not be equally describable as the true Being beyond 

oppositional Being （対立的有 III, 435）? There seem to be three main reasons why Nishida qualifies 

the ultimate basho as nothingness rather than Being:

First, Nishida wants to give modern philosophical expression to an East Asian worldview 

rooted in concepts of nothingness and emptiness. 52） This first reason is certainly valid from a 

cultural and historical point of view, and world philosophy has been greatly enriched by Nishida’s 

original interpretation of traditional East Asian concepts. However, if the goal is to understand 

reality as it is, putting cultural constraints on the endeavor by consciously limiting its scope to a 

given worldview defeats the purpose, be the worldview “eastern”（東洋的）or “western.” Basho, 

being beyond any determination, must be beyond cultural determinations as well. While the fully 

legitimate need to express a point of view different from the western one can justify the emphasis 

on nothingness, it is by no means a sufficient reason to exclude the possibility of emphasizing 

Being.

Second, for Nishida, Being is objectified content of consciousness, therefore the ultimate locus 

that objectifies every content but is not objectifiable must differ from Being. 53） This second reason 

is more logically relevant, having to do with the nature of Being. However, it can be argued that it is 

merely a problem of wording: If Being is implicitly defined as that which is objectified by conscious-

ness, then to qualify consciousness itself as Being becomes a contradiction in terms, but this defini-

tion is not the only possible one. Certainly, when we think of Being we objectify it, but the same 

holds true for nothingness, to the point that Nishida needs to distinguish true nothingness from 

objectified oppositional nothingness. The same distinction can be made in the case of Being.

Finally, to be able to become anything basho must be nothing, as to be able to enfold the 

fullness of the world it must be empty. An important feature of nothingness is that it allows things to 

appear as they are in themselves, without distorting them （III, 429）or negating their reality by 
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absorbing their Being into its own infinite Being, thus fulfilling the need to account for reality that 

had earlier led Nishida to the notion of pure experience. “Because it is absolute nothingness, 

mountains are mountains, waters are waters, and what is is as it is” （それは絶対無なるが故に，山

は是山，水は是水，有るものは有るが侭に有るのである IV, 146）. This third reason is the most 

theoretically relevant, having to do neither with cultural differences nor with definitions, but with 

the common, intuitive understanding of what it means to become or to enfold something. Indeed, to 

be able to become anything, basho must be nothing. However, its being nothing does not need to be 

interpreted as absolute nothingness, as it can also be understood in terms of being no-thing. 

Absolute Being does not need to be conceived of as some kind of “superthing” incompatible with 

the open nature of basho, as it can instead be regarded as the beingness of things, an open, indeter-

minate medium that allows determinations to be. As a matter of fact, Nishida states that universals, 

which in themselves are reflected Being, are nothingness from the point of view of particulars, 

thereby allowing particulars to be as they are （III, 429）. By the same token, emptiness as opposed 

to fullness does not necessarily exclude Being.

Moreover, as basho is not only the ultimate openness that allows things to appear as they are 

but also the ultimate source that makes things what they are, it must be what bestows on things 

their ontic qualities. However, as absolute nothingness with no positive content whatsoever, basho 

cannot bestow on things anything else than nothingness itself. Indeed, Nishida does assert that 

things are in essence nothing, as he conceives of the identity of true nothingness and the world as 

substantial, rather than merely formal. What is located within a locus must participate （分有する） 

in the nature of the locus, as what is located in space must have a spatial nature （III, 430）. 

Therefore, everything located within the locus of true nothingness must participate in the nature of 

nothingness. From sensations, whose internal matter is nothingness, to physical things, which 

consist only of sensations unified by thought, to ourselves as individuated oppositional nothingness, 

everything that constitutes the world we experience is ultimately nothing for Nishida. “Within 

absolute nothingness’ self-awareness both the seer and the seen vanish” （絶対無の自覚に於ては見

るものも見られるものもなくなるのである IV, 379）. In seeing, nothing sees and nothing is seen.

However, Nishida also ascribes to things positive attributes, like their visibility and self-identity 

qua predicability, that can only derive from positive aspects of the nature of basho. Indeed, in the 

early stage of the theory of basho, Nishida was open to non-meontological descriptions. While 

adamantly stating that even Plotinus’ concept of the One fails to reach the ultimate standpoint of 

true nothingness （主知主義の希臘人はプロチンの一者に於てですら，真の無の意義に徹底する

ことができなかった III, 468）, Nishida nevertheless recognized the validity of the mystical experi-

ence of true nothingness, and used, although sparsely, positive descriptions of the absolute, like 

“acting without an actor” and Dionysius’ “dazzling obscurity.” 54） This suggests that he might have 
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accepted an ultimately apophatic position admitting positive as well as negative descriptions as 

inadequate but necessary pointers, on the basis of the recognition that even the notion of “true 

nothingness” cannot be reified as the one and only true definition of the absolute. 55） As he states in 

The Intelligible World （叡智的世界）, 56） what is directly located within the locus of absolute nothing-

ness is beyond words and thought, and constitutes a world of mystical intuition （神秘的直観の世界

IV, 145）. If what is located within the ultimate locus is ineffable, a fortiori the ultimate locus itself 

must be beyond words. And in the end, “nothingness” is nothing but a word.

However, Nishida eventually took a different path. In 1930, four years after the publication of 

the seminal essay Basho （場所）, 57） H. Tanabe criticized the early metaphysics of basho, suggesting 

that by positing an ultimate reality beyond the grasp of philosophy it could lead to the dismissal of 

philosophy itself. 58） As I have argued elsewhere, 59） after Tanabe’s criticism, Nishida carefully 

avoided any associations with apophatism and mysticism, even dismissing mysticism per se in 

rather unkind terms. Refuting apophatism as a byproduct of objective logic （対象論理）, he came to 

conflate absolute nothingness and the world based on his logic of absolute contradictory self-iden-

tity, conceiving of reality as a fully immanent, self-referentially closed rational system that leaves no 

room for genuine transcendence – only for “immanent transcendence” （内在的超越） – and little 

room for religious experience – only for some forms of Japanese religiosity and a “bowdlerized” 

version of Christianity.

In this new framework, the word “basho” expresses the relationship of mutual enfoldment 

between elements of reality – like the world and individuals – rather than the ground of conscious-

ness that transcends anything it enfolds. 60） Undoubtedly, such a position satisfied Nishida’s need for 

a rational understanding of reality and succeeded in expressing a truly Japanese worldview. 61） 

However, the satisfaction came at the expense of the affinity that Nishida had felt for mysticism and 

Neoplatonic worldviews for most of his life. There is no way to know whether Nishida, absent 

Tanabe’s criticism, 62） would have moved beyond his early idea of a transcendent basho with mystical 

connotations or remained faithful to his earlier tendency, but it is certainly possible to imagine that 

the logic of basho could have evolved in a different, less “positivistic,” 63） direction.
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Notes

 1）The term has also been translated as “place” and “topos.” I use both the transliterated form (to 

refer either to the general notion or the ultimate basho) and its translation as “locus.” 
 2）The title is translated differently in the two available English translations: The Logic of Topos and 

the Religious Worldview, trans. by Yusa, Michiko, in The Eastern Buddhist, 19:2, 1986 and 20:1, 

1987; Nothingness and the Religious Worldview, trans. by Dilworth, David A., in Last Writings: 

Nothingness and the Religious Worldview, Honolulu, University of Hawaii Press, 1987. As with 

other works by Nishida translated into English, I provide my own translation of the terms and 

passages I quote, except where otherwise indicated.

 3）Other translations of the title have been used, for instance, From That Which Acts to That Which 

Sees. See Maraldo, John C. “Translating Nishida,” in Philosophy East and West, 39:4, 1989, p. 489.

 4）Intuition and Reflection in Self-Consciousness, trans. Viglielmo, Valdo H. with Takeuchi, Yoshinori 

& O’Leary, Joseph S., Albany, State University of New York Press, 1987. “Self-consciousness” is 

the term used by Viglielmo for self-awareness.

 5）An Inquiry into the Good, trans. by Abe, Masao & Ives, Christopher, New Haven & London, Yale 

University Press, 1990. 

 6）I capitalize “Being” as a noun only to avoid any confusion with “being” as a present participle.

 7）See below, note 63.

 8）「純粋経験を唯一の実在としてすべてを説明して見たい」(I, 6). In the references to Nishida’s 

work, the Latin numerals refer to the volume, the Arabic numerals to the pages of the new edition 

of the Complete Works（『西田幾多郎全集』東京　岩波書店　2002－2009）.
 9）Translation by Abe, Masao & Ives, Christopher, An Inquiry into the Good, op. cit., p. 169.

10）On God and self-awareness in IG, see myレオナルディ・アンドレア「『善の研究』における神」
in『哲学論叢』27, 2000.

11）高橋里美「意識現象の実在とその意味 ― 西田氏の『善の研究』を読む」in『高橋里美全集』
第 4巻　福村出版，1973. See Yusa, Michiko Zen and Philosophy, Honolulu, University of Hawaii 

Press, 2002, pp. 128 f.

12）「余の所謂自覚的体系の形式に依ってすべての実在を考へ」て見よう。（II 5） 
13）「余は認識論を以て止まることはできない，余は形而上学を要求するのである。」（II, 7）
14）「個人は一方より見れば直に神の自覚である」（I, 153）；「自覚は部分的意識体系が全意識の中心
に於いて統一せらるる場合に伴ふ現象である」。（I, 146）

15）「「甲は甲である」といふ自同律の意味は意識の内面的開発即ち思惟体験 Denkerlebnisと離して
考へることはできぬ」。（II, 41）.

16）I chose the word “replicating” because Nishida writes the Japanese word utsusu with the Chinese 

character 写 instead of the character 映 , which he uses in later essays. The character 写 is used 

when the word utsusu denotes the copying of something, like the copying of a text or the realistic 

painting of a landscape, and by choosing it Nishida seems to imply that what is replicated already 

exists within what performs the act of replication. However, it should be noted that Nishida still 

uses in later writings, albeit only occasionally, the character 写 as well, even using both 写 and 映 

in the same sentence on at least one occasion (III, 376).

17）It should be noticed that in modern logic a statement of identity is not considered a predication, 

because the copula “is” is regarded as expressing a relation between two terms of the same 

logical order, rather than the inclusion of a term within the extension of a predicate of superior 
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order. However, Nishida drew only from the traditional understanding of logic that dominated 

western thought from Aristotle to Hegel and did not take into account the development of the 

theory of relations. See below, note 22, for an attempt to formalize Nishida’s logic of identity in 

terms of modern logic.

18）Nishida refers to Böhme’s metaphor in one of the final essays of IRSC (II, 232). On Fichte’s “not-I,” 
see Breazeale, Daniel “AGAINST NATURE? On the Status and Meaning of the Natural World in 

J.G. Fichte’s early Wissenschaftslehre” in Philosophia OSAKA, 9, 2014, p. 22. 

19）「主観的作用といふのは一般なるものが己自身を限定する過程である。無限の中に有限なるもの
を限定する」。（II, 56）「自同律の判断は自己が己自身を限定する作用である。」（II, 150）

20）See Nishida’ statement, in IG, that the world emanates from God’s inner nature （神の内面的性質
より出づる I, 147） as a necessary outflow.

21）Nishida had already mentioned the contingency of individuals in IG, but only to downplay the idea 

of contingent individuals as an empty concept (I, 149).

22）T. Sueki has tried to express the problem in a modern logical form: Self-identity implies the posit-

ing of “a” as a concrete I, therefore its logical form becomes “(∃x)(x=a).” It also implies that “a” 
becomes an object of experience, endowed with concrete properties – given that “a” as the 

grammatical subject of the identity equals “as for a,” entailing a predication – therefore it becomes 

“(∃x)[(x=a)・f(x)],” where “f” stands for an empirical quality. Nishida’s dynamic self-identity can 

thus be expressed as “(a=a) ⇔ (∃x)[(x=a)・f(x)].” However, this formula is not a tautology and 

therefore cannot be derived in a purely rational way.末木剛博 『西田幾多郎：その哲学体系 II』
東京 春秋社，1987，pp. 81 f.

23）Nishida had embraced a voluntaristic position since IG, conceiving of the fundamental act of 

consciousness as an impulse （衝動） towards self-expression (I, 152). See Dilworth, David A. 

“Nishida's Early Pantheistic Voluntarism,” in Philosophy East and West, 20, 1970; K. リーゼンフー
バー（Riesenhuber, Klaus）「純粋経験と絶対意志」in上田閑照編『西田哲学：没後 50年記念
論集』東京　創文社，1994.

24）「絶対意志は全体を統一して一体系となすが故に，宗教家の考へる如く世界は神の人格的発現と
な」る。（II, 255）

25）Nishida had been quoting mystical descriptions to corroborate his own rational descriptions of the 

ultimate reality since IG, as in the case of Böhme’s mirror, but the notion of absolute will largely 

precludes such rational descriptions.

26）See小坂国継『西田哲学と宗教』東京　大東出版社，1994，p. 125；山田宗睦『西田幾多郎の哲
学』東京　三一書房，1978，p. 165; Dilworth, David A. “Nishida’s Early Pantheistic Voluntarism,”  
op. cit., p. 40. I have argued that the notion of absolute will is not completely irrational per se, but 

implies a theistic position that Nishida could not accept; レオナルディ・アンドレーア「西田の
「自覚」と「絶対自由の意志」の立場」in Cosmica: Area Studies, XLII, 2013.

27）In IRSC, Nishida states that the One must be interpreted in terms of Scotus Eriugena’s creative 

will rather than in terms of Plotinus’ emanation (Plotinus’ procession, πρόοδος, as more modern 

interpreters would say). (II, 222) For a general analysis of the relationship between Nishida and 

Plotinus, though mainly focused on a comparison with later Nishida’s philosophy, see Okano, 

Ritsuko “Nishida and Plotinus,” in The International Journal of the Platonic Tradition, 9:1, 2015.

28）「意志の形に於て「善」が自己自身に還り，自己自身を直観するいふことができる。」（III, 284） 
Nishida does not use the word “God” in this essay, but rather “spirit” （精神） or Plotinian terms 

such as “the One” and “the Good.”
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29）Here, Nishida refers to Natura creans et non creata as Eriugena’s first standpoint （第一の創造の立
場）.

30）In From the Actor to the Seer, Nishida often uses the verb “to see” （見る） and its derivatives as 

equivalent to “being aware of,” and related expressions, and not as meaning visual perception (see 

III, 384: 音が音自身を見る “sound sees sound itself”). Similarly, he uses the words “light” or 

“luminosity” （光，明） to denote the quality of consciousness as manifesting its objects. 

31）Hegel, Georg Wilhelm Friedrich Phenomenology of Spirit, trans. Miller, Arnold V. with Finlay, John 

N., Oxford, Oxford University Press, 1977, p. 9.

32）「作用の背後には尚潜在的有が考へられねばならぬ。本体なき働き，純なる作用といふのは本体
的有に対して云はれ得るのであるが，作用から潜在性を除去するならば，作用では無くな
る。」（III, 423）

33）The term basho, understood as an essential element of self-awareness, first appears in the essay On 

the Inner Perception （内部知覚について ; III, 350）. See Fujita, Masakatsu “On the Idea of ‘Basho’ 
in the Philosophy of Kitarō Nishida,” in Ethos, no 4(104), 2013, p. 70.

34）「自ら空しくして，すべての物を容れる空間の如きもの」（III, 394）.
35）ἡ ψυχὴ τὰ ὄντα πώς ἐστι πάντα De anima, trans. by Hicks, Robert D., Cambridge, Cambridge 

University Press, p. 144 (431 b 21). 

36）「我と非我との対立を内に包み，いわゆる意識現象を内に成立せしめるものがなければなら
ぬ。」（III, 415）

37）「それが対立的無であるかぎり，尚一種の有でなけれなならぬ。限定せられた類概念の外に出る
といえども，それが尚考へられたものとして，一つの類概念的限定を脱することはできぬ。」
（III, 424）.

38）See below, pp. 38f.

39）On the importance of the metaphor of the mirror in the essay Basho, see 加國尚志「映すものと破
るもの ― 西田幾多郎「場所」における鏡のメタファー」in『立命館人間科学研究』5，2003.

40）ἕτερον ὄν Henry, Paul & Schwyzer, Hans-Rudolf, eds. Plotini opera, tom. I, Oxford, Oxford 

University Press, 1964, II, 4, 16.

41）「プロチンは質料の考を徹底して，物体も質料ではない，物の形や大さや，種々の感覚的性質す
ら形に属する，真の質料とは影を受取る場所とか，之を映す鏡とかいふ如きものでなければな
らぬと云った。此の如き非有が有となる時，叡智的実在が成り立つのであるが，更にか々るも
のを成立せしめるものが一者でなけれればならぬ。プロチンは叡智的なるものは一者に包まれ
ると云ふが，一者は叡智的なるものの空間である。」（III, 381）

42） Nishida uses the metaphor of a “colored basho” （色どられた場所 III, 430）. On nothingness and 

matter, see III, 444 f.

43）I differentiate between “reflective” as related to basho’s self-reflection, and “reflexive” as related to 

the recursive activity of consciousness knowing itself （反省）.
44） The distinction holds also for objective judgments like “I am tall,” as in this case the “I” does not 

refer to the judging subject as such. The distinction is more evident in Japanese than in English – 

even though in Japanese the agent is often omitted and there is no personal conjugation – since 

the expression of someone else’s will, especially the will of a third person, being about an internal 

state only indirectly accessible to the judging subject, usually takes a grammatically different 

form （verb stem+たがる） than the direct expression of one’s own will （verb stem+たい）.
45） Luminosity is considered an attribute of consciousness in many Buddhist traditions. See 

Skorupski, Tadeusz “Consciousness and Luminosity in Indian and Tibetan Buddhism,” in 
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Buddhist Philosophy and Meditation Practice: Academic Papers presented at the 2nd IABU 

Conference Mahachulalongkornrajavidyalaya University, Main Campus Wang Noi, Ayutthaya, 

Thailand, Ayutthaya, Mahachulalongkornrajavidyalaya University, 2012.

46）「自己同一の具体的一般者は自己の中に自己を映す鏡の如きもの」である。（III, 394）
47）Heisig, James W. “Nishida’s Medieval Bent,” in Japanese Journal of Religious Studies, 31:1, 2004, 

p. 60.

48）See III, 470 f.

49）「自己同一といふのは，対象的に自己を同一として認識するといふことではない（中略）真の無
の場所に到る時，意識的自己を忘すると考へられると共に，自己自身の直観としての自覚に到
達するのである。」（III, 482 f.）

50）Objective qualities are dynamic and self-referential as they determine themselves as objects of 

consciousness thereby knowing themselves. From the ultimate standpoint, the judgment “This is 

red” is the self-determination of the sensation of red knowing itself, as the sensation is nothing 

but the self-reflecting mirror of nothingness.「色が色自身を見ることが色の発展で」ある。（III, 

447; see 383 f.）
51）See Yusa, Michiko Zen and Philosophy, op. cit., pp. 205 ff.

52）See Maraldo, John C. “Nishida Kitarō: Self, World, and the Nothingness Underlying Distinctions,” 
in Garfield, Jay L. & Edelglass, William, eds. The Oxford Handbook of World Philosophy, New York, 

Oxford University Press, 2011.

53）See Dilworth, David A. “Nishida Kitaro: Nothingness as the Negative Space of Experiential 

Immediacy,” in International Philosophical Quarterly, 13:4, 1973.

54）A more faithful translation of the original ὑπέρφωτος (De mystica theologia, in Heil, Günter & Ritter, 

Adolf, eds. Corpus Dionysiacum, tom. II, Berlin-New York, Walter De Gruyter, 1991, p. 142/997 B) 

than “dazzling” is “superluminous” (Latin superlumen or superlucens), as Dionysius coined the 

word using the same prefix he used to coin the expression “superessential Being” (ὑπερούσιος 

οὐσία De divinis nominibus, in Suchla, Beate R., ed. Corpus Dionysiacum, tom. I, Berlin-New York, 

Walter De Gruyter, 1990, p. 109/588 B). If Nishida was comfortable with describing basho as 

superluminous, he could have been comfortable as well with describing it as superessential. On 

Dionysius’s prefix “super,” see Mazzocco, Mariel “«Suressentiel» Aux sources d’un langage 

mystique,” in Revue de l’histoire des religions, 230:4, 2013.

55）Apophatic positions open to both positive and negative descriptions of the absolute can be found 

not only in the western Christian tradition to which early Nishida often refers, but also in the 

Hindu tradition. See Isayeva, Natalia Shankara and Indian Philosophy, Albany, State University of 

New York Press, 1993, pp. 105 ff. and 145 ff.

56）Trans. by Shinzinger, Robert, in Intelligibility and the Philosophy of Nothingness: Three Philosophical 

Essays, Honolulu, East-West Center Press, 1958.

57）Trans. by Krummel, John W.M. and Nagatomo, Shigenori, in Place and Dialectic: Two Essays by 

Nishida Kitarō, New York, Oxford University Press, 2012.

58）See田辺元『田辺元全集』第 4巻　東京　筑摩書房，1963，p. 309.

59）Leonardi, Andrea “Mysticism and the Notion of God in Nishida’s Philosophy of Religion,” in 

Philosophy East and West, 64:2, 2014.

60）“In later works Nishida shifts from the metaphor of ‘place within place,’ i.e., of a lesser context 

within a more inclusive context, to the language of contradictory self-identities. After Nishida 

develops the notion of the world as a dialectical universal, he seems to reconcile differences not 
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by picturing one “place” embedded in another, but by binding them together immediately into 

unities or ‘self-identities.’” Maraldo, John C. “Self-Mirroring and Self-Awareness: Dedekind, Royce 

and Nishida,” in Heisig, James W., ed., Frontiers of Japanese Philosophy 1, Nagoya, Nanzan 

Institute for Religion and Culture, 2006, p. 158. 

61）See Leonardi, Andrea, “Mysticism and the Notion of God in Nishida’s Philosophy of Religion,” op. 

cit., pp. 462 ff.

62）As K. Kunitsugu remarked, Tanabe’s criticism provided the “negative mediating trigger” （媒介契
機） to the development of Nishida’s late philosophy.小坂国継『西田哲学と宗教』東京　大東出
版社，1994，p. 281.

63）Late Nishida himself claims to be a thorough positivist, since he rejects any transcendence as 

“mystical thought.”「自己自身を限定する形の背後に，何等の基体的なるものを考へてはなら
ない。それは神秘思想に過ぎない。私は徹底的実証主義者である。」（X, 37） On Nishida’s 

positivism, see Leonardi, Andrea, “Mysticism and the Notion of God in Nishida’s Philosophy of 

Religion,” op. cit., pp. 460 f.





通度寺戒壇七星神像の考察

李　　　鎭　榮

〈提要〉

7 世纪创建的通度寺戒坛，根据修理记录被认为是 16 世纪末受损，17 世纪以后再重建的。

但是，这个戒坛的哪个部分受损，又是怎样被修复的尚未明确。然而，通度寺戒坛中七星神

（二十八宿）填满了基坛四面，这被认为是掌握着与戒坛年代相关的钥匙。虽尚无法确认这

七星神的修理记录，但图像和样式与高丽和朝鲜时代的修理方式有很大的不同，和统一新罗

石塔的八部众等样式却有很多共同点，所以设想可以追溯到统一新罗的时代。

はじめに

韓国の梁山・通度寺戒壇は，新羅（前 58～676）の慈蔵（590～658）が入唐し，中国から帰国

した際にもたらした仏舎利を安置すべく，646年に創建した韓半島最初の戒壇である。同戒壇は，

唐僧道宣（596～667）が 667年に完成した『戒壇図経』に先立つものの，構造と法量の面で同経

と共通する点が多いことから，同経を基礎とすることに異見はないようである 1）。

石造の同戒壇は『戒壇図経』に基づいて，中央の舎利塔を中心に正方形（下層基壇幅 990cm

高 97cm）基壇四面に，7体ずつ計 28体の七星神を，上層基壇にも繰り返して計 56体（上層基

図 1　通度寺戒壇　646年建立（朝鮮時代修理）　石造　筆者撮影
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壇は数体ずつ欠ける）配置していた 2）。また，上層基壇四隅にあった四天王と，現在も下層基壇

四隅にある 4体の守護尊，下層基壇四面 5ヶ所の階段（現在は如来座像 5体）に配置していた金

剛力士 10体などを合わせて，計 74体以上の守護尊を配置していた 3）。このように基壇を中心に

守護尊を配置する構造は，石塔を中心とする統一新羅時代（676～935）の仏塔と同様であり，

『戒壇図経』で述べるように，道宣は「仏舎利を安置した戒壇は仏塔である」と規定する。すな

わち，戒壇と仏塔は舎利を擁護する諸守護尊を配置した正方形基壇上に舎利を安置する共通点か

ら，石造の通度寺戒壇は石塔であるとわかる。ただし，韓国においては，仏塔基壇に 70体以上

に及ぶ巨大な守護尊を配置した集合体は，この他には通度寺戒壇に基づいた，高麗時代（918～

1392）の金山寺戒壇のみである。このように，通度寺戒壇は守護尊を配置した韓国の石塔として

は現存最古作で，同構造の基壇に守護尊を配する，後の統一新羅仏塔に大きく影響したと考えら

れる重要な作例である。

ところが，これまで 7世紀創建の同戒壇は後世の資料に従って，朝鮮時代（1392～1910）の

16世紀末の壬辰倭乱（文禄の役）による被害後である，17世紀以降の後補（再建）とされてき

た。しかし，戒壇全体が朝鮮時代の後補であるか否かに関する先行研究は充分とは言えず，守護

尊の様式と年代について一部言及されているのみである 4）。このような現状で，上下基壇を埋め

尽くしている計 56体の七星神は，年代に関する最も大きな鍵を握っていると見られる。このこ

とから本稿では，調査が不十分な上層基壇を除いて，下層基壇の七星神を取り上げて，年代につ

いて検討していきたい。

1．被害と修理

文献史料によると，通度寺戒壇の最初の被害は，高麗末である 14世紀後半にあったと確認で

きる。高麗の李穡（1328～1396）が記した『通度寺釋迦如來舍利之記』には，洪武十年（1377）

と十二年（1379）の倭賊による戒壇の中心である舎利が安置された舎利塔の被害の記録が残され

ている 5）。ただし，同内容から考えると修理が想定されるが 6），それについて直接言及しない点に

留意される。

朝鮮時代の 1603年の「普賢寺釋迦舍利碑」には，1592年の戦乱時に，通度寺戒壇の舎利を

狙っていた倭敵による被害があったが，四溟（松雲）大師惟政（1544~1610）が戒壇を本来の姿

に戻したとある。彼は敵から再度の被害を憂慮し，舎利容器（舎利塔にあった）二函を金剛山の

病老（西山大師休靜，1520～1604）に送った。休靜は金剛山も敵からの被害を受けることを想定

し，一函は再び通度寺戒壇に戻し，残りは太白山に浮図（仏塔）を建立してそこに安置させたと

する 7）。

1603年の修理記録である「萬曆癸卯重修記」（1705年）には，倭敵によって盗まれた舎利を，

敵の捕虜となった玉白居士が取り戻し，儀霊大師が敬岺に命じてこの舎利を再び舎利塔に奉安し

て修理したとする 8）。

1705年の修理記録である「康煕乙酉重修記」に，「又以蓋石覆之四面上下三級七星分坐四方四
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隅八部列立上方蓮華石以石鐘冠之耳 9）」とある。この記録からは，一見すると戒壇の上下基壇の

七星神と四隅の八部（守護尊）を再建したように見える。しかし，よく考えると，七星神と四隅

の守護尊が並んでいる基壇を石で覆った修理をしたと受け取ることもできる。

1706年の「梁山通度寺舍利塔碑」にも，上記と同様に 14世紀の洪武年間と 1592年の被害が

記されている。また，順治年間（1644～1661）に浄仁大師と，康熙乙酉年（1705）に性能大師が

舎利塔と戒壇を修理したことが記録されている 10）。

他にも被害の記録はいくつかあるが，いずれも 16世紀末の被害の延長線上にあるもので，少

なくとも七星神に関して上記以上に詳細な内容はほぼない。ただし，当初あった下層基壇四面の

5ヶ所の階段は，19世紀に現存の 5か所の如来座像に代わったという指摘があった 11）。

以上のように，1592年の戦乱による 1603年からの修理が窺えるが，どの部分をどのように修

理したかについて不明な点が多い。ところが，石塔である通度寺戒壇の 16世紀末の被害時の敵

の狙いは，戒壇最上部の舎利塔内の舎利荘厳具であり，先述のように下層基壇には舎利塔まで容

易に登れる階段が設置されていた。つまり，七星神が配された下層基壇は比較的，被害を受け難

い場所である。さらに，七星神を刻む部材は，幅 60～110cm高 68cm程度で石塔の部材として

は大型のものである。同規模の石塔部材は，通度寺戒壇の創建年代に近い統一新羅の石塔基壇や

王陵に最も多く，このような部材の奥行（厚み）は少なくとも 30cmから 100cm以上のものも

ある。統一新羅石塔は千年以上に及ぶ老朽化により倒壊したものも多いが，守護尊を配置した基

壇は，全体を支える大型の頑丈な部材であるため，比較的当初の完形のまま保存されてきた。仮

に下層基壇が被害に遭ったとすれば，この部分は全体を支える最下段部であるため，戒壇全体を

立て直すこととなる。朝鮮時代には仏教石造美術が大きく衰退したことを勘案すると，大型石材

で 28面の七星神を浮彫して全体を再建したとは想像し難いところがある。このように，上記史

料のみで七星神が 1603年以降に再建されたものとは断言できない。

2．七星神の現状

通度寺戒壇は先述のように『戒壇図経』に基づいており，同経には第 2層に配置する四天王と，

その眷属である八部衆の神名が挙げられている。さらに，同経にはこれらの守護尊は夜叉であり，

その体は青黒色で目は赤で，牙を出しながら髪の毛は逆立たせ，口から火を出すとする 12）。また，

四天王の眷属として東西南北を守護する七星神（の神名）が列挙されている 13）。

一方，同経では「今前列護佛塔神名。多出華嚴灌頂孔雀王賢愚大集大智論等 14）」とし，この経

典で取り上げる七星神を含めた守護尊（護仏塔神）を，『大集経』などを典拠にしたとする。実

際に『大集経』には，東方「角宿　亢宿　氐宿　房宿　心宿　尾宿　箕宿」，西方「奎宿　婁宿　

胃宿　昴宿　畢宿　觜宿　参宿」，南方「井宿　鬼宿　柳宿　星宿　張宿　翼宿　軫宿」，北方

「斗宿　牛宿　女宿　虚宿　危宿　室宿　壁宿 15）」とする七星神の漢訳名で挙げている。また，

『大集経』は「四天下四王及眷屬亦復能護持二十八宿等及以十二辰。（中略）四大天王。阿修羅王。

龍王。夜叉王。羅刹王。乾闥婆王。緊那羅王。迦樓羅王。摩睺羅伽王 16）」と述べ，二十八宿（七
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星神）と同じく方角を司る十二辰（十二支）及び，八部衆を四天王の眷属とする。このように，

通度寺七星神は『大集経』を典拠とする『戒壇図経』に基づいて，かつて第 2層に配されていた

四天王 17） の眷属として基壇に配された，夜叉形の尊格だとわかる。

通度寺七星神は，幅 60～110cm高 68cmの正方形あるいは長方形の基壇面石に高 5～7cm程度

で浮彫される。また，その上部を覆う石材のほとんどは，色と石質が七星神とは異なることから

新部材であることがわかる。七星神は下半身のみ着衣し，上半身は裸形であり，胡坐をかくか片

足を立てて隆起する雲座に座す。また，左右に翻る天衣は，頭部周辺を光背のように取り囲む。

首と腕には飾りをつける像も確認でき，頭部に被った筋が多く入った布製のような帽子は，イン

ドの原始的な夜叉などが被るターバンや，その影響を受けた中国の守護尊を彷彿させる。鋭くつ

りあがった目を大きく開き，口を固く閉じ，相手を威嚇する守護尊の表情である。足には明確に

鞜を着用した像が含まれ，その他の像もはっきりと表現した手の指に対し，足の指が見えないこ

とから，いずれも鞜を着用しているとわかる（図 2～図 5）。では，基壇四面の東西南北の順番で

図 2－2　東面七星神　筆者撮影

図 2－1　 東面下層基壇の七星神配置図（通度寺『通度寺大雄殿및舎利塔実測調査報告書』
1997）
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特に目立つ七星神を詳細に述べていきたい。

東面は，中央の如来座像を挟んで両側に七星神を配置する（図 2－1）。他の面より比較的高い

雲座を有し（図 2－2），房宿・氐宿・角宿の渦巻く雲の両先端が高く隆起していることがよく確

認でき，豊富な肉付きとしなやかな体が目立つ。また，角宿と房宿は腕や首に飾りがついており，

箕宿は 7体の中で最も目立つターバンのような帽子を被る。そして，心宿と氐宿は片足を立て，

亢宿は右足を雲座に降ろして座す。房宿は両足裏を合わせて V字型に降ろし，その他は胡坐を

かいて座す。角宿は足首までの鞜を履いており，尾宿は合掌に近い手の印相をし，他は手で様々

な仕草をする。七星神を刻む部材は，七星神の上下（頭部の天衣や雲座）や左右（天衣）が寸断

されていることから，切り取られたことがあると判断できる。箕宿・尾宿・心宿と同様に左右が

切断されていない角宿は正方形（幅 80cm高 70cm）に近い。特に，七星神とそれを覆う色と石

質が異なる新部材は噛み合わず，大きい隙間が目立ち，心宿と亢宿は経年劣化による剥落が激し

図 3－2　西面七星神　筆者撮影

図 3－1　 西面下層基壇の七星神配置図（通度寺『通度寺大雄殿및舎利塔実測調査報告書』
1997）
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い。

西面は，中央の如来座像を挟んで左右に七星神を配置する（図 3－1）。7体は単純な蕨形の雲

に胡坐をかいて座り，合掌する奎宿以外は両手で様々な印相をとり，ターバンのような帽子を

被っていることがよく確認できる（図 3－2）。また，大振りに表現されている胃宿の目鼻や，畢

宿の蝶形に尖った耳はインドの原始的な夜叉を連想させ，畢宿の「凹」型の帽子は，28体のう

ち，唯一の文官風の冠である。胃宿・婁宿・奎宿の剥落は激しく，七星神を刻む部材は左右の切

断はないが，上下が切り取られた痕がみられる。さらに，部材上部の新部材との間には隙間が多

い。長方形の胃宿・婁宿・奎宿以外の，昴宿（幅 76cm高 68cm）・畢宿（幅 68cm高 68cm）・觜

宿（幅 68cm高 68cm）・参宿（幅 80cm高 68cm）はほぼ正方形である。

図 4－1　 南面下層基壇の七星神配置図（通度寺『通度寺大雄殿및舎利塔実測調査報告書』
1997）

図 4－2　南面七星神　筆者撮影
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南面は，2体の如来座像を挟んでその両側に七星神を配置する（図 4－1）。中央の三体（張

宿・星宿・柳宿）は拝礼石で隠れており，軫宿・張宿・柳宿は左脚を立てて座る（図 4－2）。柳

宿は両手の指先を合わせる阿弥陀の転法輪印のような独特な印相をとり，右手で左手を抱える星

宿以外は両手で様々な印相をとる。軫宿は東面角宿のように円形を描く天衣が流麗に広がり，鬼

宿の第 3・4指を折り曲げた左手は関節まで表現している。七星神を刻む部材は上下が切断され

た痕があり，それを覆う新部材とは組み合わせが不自然で隙間が多いことが確認できる。長方形

の井宿（幅 104cm高 68cm）以外の，軫宿（幅 80cm高 68cm）・翼宿（幅 64cm高 68cm），中央

の張宿・星宿・柳宿（拝礼石で隠れて測定不可だが正方形比率）及び，鬼宿（幅 60cm高

68cm）はほぼ正方形である。

北面は，中央の如来座像を挟んでその両側に七星神を配置する（図 5－1）。室宿は首と腕に飾

りをつけて足には鞜を履き，斜めに上げる左手は第 1・5指を合わせる独特な印相をとる（図 5

－2）。壁宿と危宿は左脚を立てて座り，他は胡坐をかき，牛宿は膝に降ろした左手と斜めに曲げ

図 5－2　北面七星神　筆者撮影

図 5－1　 北面下層基壇の七星神配置図（通度寺『通度寺大雄殿및舎利塔実測調査報告書』
1997）
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た右手の間に棒状のものが見える。牛宿と斗宿は経年劣化による剥落が激しく，七星神を浮彫す

る部材の左右や上下を切り取っており，部材とそれを覆う新部材が噛み合わない様子が目立つ。

ただし，長方形の壁宿・室宿・危宿以外は，切断された痕跡はあるものの現状では正方形に近い。

このように，七星神を刻んだ部材は，いずれも左右の天衣や上下の頭部を囲む天衣と雲座が寸

断されていることから，切り取られたことが明確である。特に，七星神の部材とそれを覆う部材

は，色と石質が異なる新部材であり噛み合わないため隙間が多い。ところが，先述の 1705年の

『康煕乙酉重修記』には，「戒壇周囲四面皆四十尺 18）」で基壇幅が約12mであるとし，通度寺戒壇

に基づいている後述の金山寺戒壇も基壇幅は 12mである。すなわち，現在の基壇幅が 990cmで

あることは，七星神を刻む各部材が 17世紀以降の修理時に切り取られたためと考えられる。ま

た，現在高 68cm程度の部材上下も切り取られたことは明確だが，通度寺戒壇の影響が指摘され

る，679年建立の四天王寺の塔基壇の守護尊が高90cmであることから 19），本来の通度寺七星神の

部材はより高いものと考えられる。

このように，七星神を刻む部材が新部材であるならば，上下左右を切断した痕は残らないため，

現存の七星神は八部（四隅の守護尊）とともに，16世紀末の被害以前のものであることは間違

いない。また，経年劣化による剥落も，後述する 17世紀以降の作例にはほぼ目立たないことか

ら，これを裏付ける。つまり，先述の『康煕乙酉重修記』の「又以蓋石覆之四面上下三級七星分

坐四方四隅八部列立」は，七星神と八部（四隅の守護尊）の修理ではなく，彼らが並ぶ基壇を新

部材で覆ったことであることが判明する。

東南「跋闍羅波尼」 西北「金毘羅」 西南「婆里旱」 東北「散脂」

図 6　下層基壇四隅の守護尊『戒壇図経』による神名　筆者撮影

通度寺七星神の特徴は，『戒壇図経』によって神名が特定できる同戒壇四隅に配置された 4体

の守護尊である東南「跋闍羅波尼」，西北「金毘羅」，西南「婆里旱」，東北「散脂」からも確認
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できる 20）（図 6）。彼らはいずれも高 100cmで，剣や金剛杵を持つ武装した立像である点におい

ては七星神と異なる。しかし，4体の守護尊はいずれも下半身の衣が強調され，東北像以外は

ターバンのようなものを被り，西南の婆里旱以外は鞜を履く。また，彼らの目を大きく開きなが

ら口を固く閉じた表情は，相手を威嚇する夜叉の顔立ちで，上半身裸形の東南の跋闍羅波尼や西

南の婆里旱は首に飾りをつける。4体は持物を持つ姿勢をとり，左手を上にして（西南婆里旱は

右手を上）両手で持物をとる仕草は，七星神の西面胃宿や昴宿と共通する。この 4体は，七星神

と共通点が多いことから，改めて四天王の眷属の夜叉（形）であること，そして，同年代である

ことが想定できる。4体の年代については，14世紀末の被害後の修理を想定して同時期の後補と

する見解と 21），西南の婆里旱を，6～7世紀の中国の夜叉形の守護尊に近い様式とする見解とがあ

る 22）。すなわち，もし通度寺七星神が四体の守護尊と同年代のものであれば，14世紀以前に遡る

可能性も充分にあると考えられる。

3．朝鮮時代の七星神

朝鮮時代の七星神には，熾盛光仏如来図に描写されたボストン美術館（14～15世紀）や高麗

美術館（16世紀，図 7）の作例があり，両作品はともに北斗七星と東西南北の七星神である二十

八宿を同様の文官風で表す。このような図像は，後述する高麗末の敬天寺址石塔（14世紀）に

おける北斗七星の図像と同様で，前時代の高麗の図像を継承したことがわかる。他の朝鮮時代の

作例における七星神も，これに類似する図像が多く，通度寺七星神とはかけ離れている。当時は，

仏教石造美術が顕著に衰退したため，通度寺戒壇のような 70体以上の大規模な守護尊の集合体

はほぼ例を見ない。

通度寺七星神が朝鮮時代の 17世紀以降の後補であるか否かを知る手掛かりは，1673年建立の

大邱・龍淵寺戒壇（図 8－1）にある。同戒壇の創建を物語る「龍淵寺釈伽如来浮屠碑」（1676

年）の，「二函に二顆ずつ」安置されていた通度寺戒壇の舎利が，1592年の倭敵による被害の後

に，そのうちの一函（舎利）は太白山の普賢寺に奉安され，残りの一函（舎利）は通度寺戒壇の

改修後再び安置させた内容は先述の史料と同様である。ところが，当碑文では再び通度寺戒壇に

図 7　七星神（二十八宿のうち）　16世紀（朝鮮時代）　高麗美術館蔵　絹本彩色
（高麗美術館『高麗美術館蔵品図録』2003）
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舎利を安置する過程で，一函に安置された舎利二顆のうち一顆を安置すべく，1673年に毘瑟山

龍淵寺に戒壇を建立したという 23）。すなわち，通度寺戒壇の舎利を分けて（分舎利）安置する目

的で，17世紀後半に開いた龍淵寺戒壇は，龍淵寺戒壇と近い年代に修理された通度寺戒壇との

必然的な関わりが窺える。さらに，龍淵寺戒壇（上層基壇幅 325cm　下層基壇幅 505cm）は通

度寺戒壇よりは遥かに小規模だが，四隅に配置した 4体の守護尊と，基壇四面に守護尊を配置す

る石造正方形二重基壇上に，鐘形舎利塔を置く点は，通度寺戒壇を基礎とするものである。

東面左像 東面右像 西面左像 西面右像

南面左像 南面右像 北面左像 北面右像

図 8－2　龍淵寺戒壇基壇の守護尊　崔淳赫氏提供

図 8－1　龍淵寺戒壇　1673年　大邱　石造　筆者撮影

60 通度寺戒壇七星神像の考察



① ② ③ ④

図 8－3　龍淵寺戒壇四隅の守護尊（①～④）
（www.donghwasa.net/?c=7/268/237&uid=2575&PHPSESSID）

基壇四面には尊格は不明だが，守護尊が各 2体ずつ計 8体配される（図 8－2）。ターバンのよ

うなものを被り，天衣をまといながら雲座に座す彼らの姿は，通度寺七星神の図像を踏襲してい

ることがわかる。しかし，龍淵寺戒壇の像は，武器などを持つ武装した立像で，雲の両先端が勢

いよく隆起する比較的高い雲座に下半身が埋まり，像と一体になった天衣は単純に胴部に巻くの

みである。さらに，全身に鎧などの衣を着用しており，大きく示した頭部と短い手足の表現は，

通度寺七星神とは大きく異なる。また，四隅に配された 4体は，通度寺戒壇四隅の守護尊のよう

に，鎧などをつける武人形である（図 8－3）。しかしながら，龍淵寺戒壇の 4体は，蓮華紋など

が表現される宝冠や，全身の衣が鎧のかなりの面積を覆う。また，基壇の守護尊と同様に，丸く

て大きい頭部や手足が短い身体比率は，典型的な朝鮮後期の様式であり，通度寺七星神とも異な

る 24）。

このように，建立事情と構造で通度寺戒壇と深い関わりを持つにも関わらず，龍淵寺戒壇の基

壇と四隅の守護尊は，『戒壇図経』に従って 7世紀の創建当初の大きな規模を保つ通度寺戒壇の

七星神とは一線を画す。さらに，17世紀の龍淵寺戒壇では，通度寺七星神に比べると経年劣化

による剥落がほぼなく，いずれも建立当初の部材であるため部材間の不自然な組み合わせは確認

できない。

4．高麗時代の七星神

図 9　金山寺戒壇の七星神　10世紀？　石造　筆者撮影
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高麗における戒壇には，構造と法量において通度寺戒壇に基づいている，10世紀頃とされる

金堤・金山寺戒壇がある 25）（図 9）。同戒壇にも，通度寺七星神のように上半身裸形の七星神が胡

坐をかいて座し，天衣を翻しながら合掌などの様々な印相をとる像が，上下基壇を合わせて 56

体以上配される。しかし，金山寺戒壇の七星神は，菩薩のような髪と首や腕の装身具が目立ち，

ふくよかな体つきである。大ぶりで太く表した天衣は，一律に頭部を円形で囲んで完全に左右対

称をなし，像全体を包むようにして部材全体を埋め尽くす。また，雲は雲座というより左右で七

星神を取り囲むように隆起している。これらは 1.5cm程度で非常に浅く浮彫される。これに対し，

通度寺七星神は，5～7cmで高く浮彫されるなど，金山寺戒壇の七星神とは異なる年代とものと

言える。

また，高麗の戒壇として，951年創建の開城・仏日寺戒壇があり，構造と法量から『戒壇図

経』や通度寺戒壇の影響をうけたと考えられる。同戒壇にも基壇に七星神のような守護尊の配置

が知られ，現在は水没しているため確認できないものの 26），水没以前の調査資料には下層基壇四

隅に配された創建当初の守護尊 4体が確認できる 27）。これらには上半身裸形の像が含まれ，両手

の仕草が，先の龍淵寺戒壇よりは，通度寺戒壇の四隅の守護尊や七星神に近いことが注目される。

通度寺戒壇は先述のように，高麗末の 1377年と 1379年に被害記録があり，その修理は確認で

きないものの，その可能性としては充分に考えられる。14世紀の作例として 1348年に建立され

た敬天寺址石塔に注目すると，同塔の浮彫には熾盛光仏如来図がある（図 10）。中央の牛車に乗

る主尊と左右の菩薩とともに，その下には北斗七星が位置する。彼らは笏を両手に持ちながら冠

を被り，文官風の服装に身を包む。これを継承した先述の朝鮮時代の熾盛光仏如来図でも，二十

八宿（七星神）は北斗七星と同様に表現されたことから，敬天寺址石塔では空間の制約上表現さ

れなかった七星神は，北斗七星と同様の姿であったと推察できる。

図 10　敬天寺址石塔の熾盛光仏如来図　1348年　石造
（www.beopbo.com/news/articleView.html?idxno=101299）
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5．統一新羅の様式

通度寺七星神のように様々な姿勢で座す夜叉風の図像は，例えば北涼時代の馬徳恵石塔（426

年） 28） のような中国の初期仏塔や，それ以降の石窟などに起源が求められる。その後，東アジア

における 7世紀後半以降の守護尊の中では，奈良・薬師寺本尊の台座にある 12体の夜叉が独特

な印相を取りながら，片足を立てて座る原始的なインド風の夜叉であることが確認できる。さら

に，西安・法門寺地宮から出土した，景龍 2年（708）作の舎利塔（漢白玉霊帳）の基壇にも，

胡坐や片足を立てて座る上半身裸形の守護尊が配される。7世紀半ばに創建された通度寺戒壇の

七星神は，このように統一新羅時代に該当する 7世紀後半以降も東アジアで流行した，夜叉風の

守護尊との共通点が認められる 29）。ただし，統一新羅には他に七星神と確認できる図像は現存し

ない。

通度寺七星神は，先述のように上下基壇に同様の図像を繰り返して配置する。同様の規範は，

『戒壇図経』や通度寺戒壇の影響が指摘される，679年に創建された慶州・四天王寺の守護尊に

も見られる 30）（図 11）。四天王寺の守護尊は着甲し武器を持って邪鬼に跨る図像で，一見通度寺

七星神とは異なる。しかし，彼らの上部とアーチ型の内部に示した雲や，B・C像のように煩雑

に天衣を翻しながら，片脚を立てて座る邪鬼（B像）の様子は通度寺七星神と共通する。

特に，通度寺七星神の東面氐宿（片脚を立てて座り両手を降ろす）と房宿（両脚を V型に降

ろす）は，四天王寺の A・B像に類似する。また，右脚を降ろして座す東面亢宿は，C像（右脚

を降ろして左脚をそれに乗せる）に近い。さらに，四天王寺の守護尊は，幅 70cm高 90cmの異

なる 3体を 8回繰り返して計 24体を配する。7世紀創建の仏塔である通度寺戒壇の基壇には，

幅 68～80cm（左右が切断されていない完形）高 68cmの 28体が配される。このように，通度寺

七星神は，創建年代や法量及び図像，配置方式と数において，四天王寺の守護尊と多くの共通点

が認められる。

図 11　四天王寺塔基壇の塑造守護尊　679年　幅 70cm高 90cm　国立慶州博物館蔵　筆者撮影
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7世紀の基壇に守護尊を配置する事例には，682年創建の慶州・感恩寺址塔から発見された舎

利容器がある。守護尊を配置した正方形基壇上に舎利塔を立てる同舎利容器は，『戒壇図経』や

通度寺戒壇に近い戒壇型である 31）。通度寺戒壇の七星神が，創建年代の近い作例である同舎利容

器のように基壇に守護尊を配置した点が注目される。

他に注目されるものには蔚山の大和寺十二支舎利塔がある。この舎利塔は通度寺戒壇と同様に，

7世紀半ばに慈蔵によって創建された大和寺があった蔚山から出土され，通度寺戒壇とは近距離

にある。同舎利塔の構造と法量は，通度寺戒壇の舎利塔と共通点が多いことから，『戒壇図経』

や通度寺戒壇の影響を受けた，7世紀末以降の戒壇舎利塔であると指摘される 32）。この舎利塔に

ある獣頭人身の十二支像は立像で，通度寺七星神のように下半身のみ着衣し，寅・戌・亥を除い

て持物をもたず雲座に立ち 33），様々な印相をとる夜叉風の図像である（図 12）。通度寺七星神と

比較すると，合掌する南面奎宿などは丑（北）・辰（東）と共通し，右手を上にして両手で何か

を抱える西面胃宿などは，寅（東）・卯（東）と共通する。片手を上げて案内するような仕草の

東面房宿，亢宿は，子（北）・巳（南）・申（西）と共通する。そして，両手を逆 V字型にする

南面柳宿と西面参宿は，未（南）や酉（西）に近い。このように，通度寺戒壇と大和寺十二支舎

利塔は至近距離に位置し，創建事情においても深い関わりを持つ。特に，それぞれの七星神と十

二支はともに，四天王の眷属として方角を司る守護尊であり，同様の姿勢が確認できるなど，両

者に様々な共通点が認められることは興味深い。

他にも通度寺七星神に類似する統一新羅の十二支像は，『戒壇図経』や通度寺戒壇の影響が指

摘される遠願寺址石塔 34）や王陵護石においても，胡坐や片脚を立てる座制や，様々な印相をとる

像が確認できる。また，これらの図像は，十二支や十二神将との関わりがあると指摘された，両

脚を V字型にした，あるいは片脚を立てて雲座に座す，国立慶州博物館の石塔基壇面石に浮彫

された 3体にも確認できる 35）。

通度寺七星神は，幅 68～80cm（左右が切断されていない完形）高 68cmの基壇面石に 5～7cm

程度の高さで浮彫され，天衣を翻しながら様々な印相と座制で雲座に座すという点が最大の特徴

である。これに最も近い図像は，同じく舎利を安置する石塔として，同規模の基壇面石に八部衆

を中心に高さ 4～10cm程度に浮彫した統一新羅石塔に見られる。統一新羅の最も早い八部衆で

ある，8世紀の慶州・昌林寺址の八部衆は，幅 110cm高 110cm程度の正方形部材に浮彫される。

図 12　大和寺十二支舎利塔（7世紀末以降）の十二支の描き起こし図
（蔚山博物館『蔚山博物館特選遺物歴史編古代 1』2015）
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先述のように，通度寺七星神を浮彫する部材には，左右が切断されていない正方形も多いことか

ら，統一新羅の方式に近いと言える。では，通度寺七星神と八部衆の図像を比較してみよう

（表）。

東面尾宿は，胡坐をかいて両手を合掌のように合わせており，両手を V字型にし珠数をとり

ながら胡坐をかく仁容寺址石塔の夜叉に類似する。両足の裏を合わせて両脚を V字型に降ろす

東面房宿は，両手は異なるが雲門寺石塔の摩睺羅伽の座制とほぼ同様で，両者はともに円形をな
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表　通度寺七星神と統一新羅石塔の八部衆（尊格不明の像は「八部衆」とする）　筆者撮影

東面尾宿 東面房宿 東面亢宿 西面奎宿

仁容寺址　夜叉 雲門寺　摩睺羅伽 崇福寺址　摩睺羅伽 陳田寺址　阿修羅

西面胃宿 南面軫宿 南面柳宿 北面室宿

仁容寺址　八部衆 雲門寺　八部衆 慶州出土　迦楼羅 陳田寺址　夜叉



す天衣をまとう。右脚を雲座下まで降ろして座す東面亢宿は，手は異なるが同じ座制をとる崇福

寺址石塔の摩睺羅伽に類似する。

西面奎宿などの胡坐をかいて合掌するもの（合掌もしくはそれに近い仕草をするもの）は，例

えば陳田寺址の阿修羅など統一新羅の八部衆に多く見える。また，胡坐をかいて右手を上にして

両手で何かを抱えるような姿勢の西面胃宿は，仁容寺址石塔の八部衆とほぼ同様である。南面軫

宿は，左脚を立てて座りながら両手をそれぞれの下半身に降ろし，左右で円形を描く天衣をまと

う。これは，両手はやや異なるが左手を立てて座り，円形をなす天衣を有する雲門寺八部衆に近

い。南面柳宿は左手の甲を表にして，手のひらを見せる右手と印を結びながら，片脚を立てて座

る。これは，片脚を立てて座り両手で同様の印相をとる慶州出土の迦楼羅に近い。胡坐をかいて

左手を上にして両手で何かを抱えるような姿勢の北面室宿は，同様の両手で珠数を抱えて胡坐を

かく陳田寺址石塔の夜叉に近い。

このように通度寺七星神は，ほとんどが胡坐か片脚を立てて雲座に座り，統一新羅石塔の八部

衆も胡坐か片脚を立てて雲座に座す姿勢に限定される。すなわち，通度寺七星神の図像は，統一

新羅の八部衆においても，最も一般的なものである。通度寺七星神は，石塔基壇において八部衆

とともに方角を司る四天王の眷属として，統一新羅石塔の八部衆と多くの共通点が認められたこ

とから，統一新羅に遡る図像である可能性が充分に考えられる。仮に，統一新羅以降の後補であ

るとしても，同時代の図像と様式を踏襲していることは間違いないと考えられる。

結論

以上，本稿は 7世紀に創建された通度寺戒壇の七星神について検討してきた。通度寺戒壇は従

来，16世紀末に戦乱による被害を受け，17世紀以降後補（再建）されたと考えられてきた。し

かし，筆者が考察を行った結果，七星神に限っては，それらを交代するなどの修理は確認できな

かった。その代わり，七星神を刻む部材について，17世紀以降の修理時に上下や左右が切り取

られたことが確認できた。これは部材の年代が 16世紀末の被害以前から統一新羅時代まで遡る

と判断できる極めて重要な手掛かりになる。

通度寺七星神は，正方形の部材に浮彫されたものが多く，類似した図像が同規模の部材に浮彫

されたもので統一新羅の八部衆や，舎利塔などの十二支もあることから，統一新羅まで遡る可能

性は充分に想定できる。さらに，7世紀創建の通度寺戒壇の七星神は，八部衆と十二支とともに

四天王の眷属として，石塔において方角を司る守護尊であることから，同図像が統一新羅の八部

衆や十二支などの守護尊に影響を与えた可能性が大いに推察できる。

通度寺七星神のような図像は，中国や日本においても七星神（二十八宿）が雲座に座すなどの

一部類似するものが見られる。今後，これらの図像とその年代関係についても研究していきたい。
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高等学校における「総合的な探究の時間」 1） 
の展開に関する一考察

梶　川　裕　司 
安　居　昌　行

〈Summary〉
Although the “period for integrated study” has not been discussed since its introduction 

in the 1998/1999 revised government course guidelines, the “period for integrated study” is 

now being emphasized in the measures of the Ministry of Education, Culture, Sports, 

Science and Technology. The purpose of this article is (1) to clarify the direction of the 

Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology regarding the “period for 

integrated study” and to examine the effectiveness, focusing on high school, of the subject of 

which the name has been changed to “period for inquiry-based cross-disciplinary study”; (2) 

to clarify the purpose at the time when the “period for integrated study” was established; (3) 

to examine the viewpoints of criticism at the time when the “period for integrated study” was 

established; (4) to examine the criticism of the “period for integrated study” from a theoreti-

cal viewpoint. The following conclusions were reached after examining the latter three 

points: ① the concept of the “period for integrated study” did not originate in the 1998/1999 

revised government course guidelines and is not a form of empirical education; ② the 

purpose of the “period for integrated study” has not been fully understood in educational 

settings; ③ the “period for inquiry-based cross-disciplinary study” will become more useful 

as a method of school education in the future; ④ the success or failure of the “period for 

inquiry-based cross-disciplinary study” depends on whether effective teacher training can be 

conducted or not.

はじめに

平成 11年告示の高等学校学習指導要領（以下「平成 11年学習指導要領」）においてまったく

新しい教育課程の領域として「総合的な学習の時間」が設置された。そして平成 11年学習指導

要領はいわゆる「ゆとり教育」 2） として社会に認知され，なかでも「総合的な学習の時間」は，

その象徴的存在となった。

その後，「ゆとり教育」は，社会的な批判に晒されることとなる。特に高等学校に「総合的な

学習の時間」が導入されたことに関する批判が大きかった。すなわち国際競争が激化していた当

時，日本人の学力向上が急務であるにも関わらず，学問性がなく，大学入試には何の関係も持た

ない小学校の「生活科」のような合科的内容に貴重な時間を割くべきではないという批判である。

そして，この世論形成に大きな影響を与えたのが著名な文化人や大学教員による「ゆとり教育」
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批判の著作の相次ぐ刊行と，国際学力調査の結果である。

このうち，特に大きな影響を与えたのが京大大学院教授（経済学）の西村和雄氏らのグループ

による一連の著作である。西村氏らは，大学生の学力低下に関する一連の著作を刊行し，それら

はベストセラーとなり，マスコミに大きく取り上げられた。中でも京都大学経済学部の学生が，

分数の計算ができないという調査結果が，センセーションを巻き起こした 3）。

また国際学力調査の結果からの批判は，経済協力開発機構（以下，OECD）による PISA

（Programme for International Student Assessment）の結果を根拠とするものが多い 4）。この PISA

の結果の評価に関しては後述するが，「ゆとり教育」の批判者たちは，PISAの経年比較で世界で

の日本の順位が低下しており，それは「ゆとり教育」導入と軌を一にしているとの見方をした 5）。

この間，当時の文部省（以下，旧文部省）と一部の教育学研究者は，平成 10・11年度告示学習

指導要領の擁護を行った。しかし世論に何ら影響を与えることはなく「ゆとり教育」からの脱却

が必要という観点が世論の主流となっていった 6）。

次の平成 21年告示の高等学校学習指導要領では，平成 11年告示学習指導要領の「生きる力」

を継承しつつも，その構成要素のうち「確かな学力」にウエイトを置いた改訂が行われた。学力

重視の流れの中で「総合的な学習の時間」は，前学習指導要領における「ゆとり教育」の遺物の

ように扱われ，高等学校教育の現場では，議論の対象にさえならなくなった。

ところが平成 27年 12月 21日中央教育審議会答申「これからの学校を担う教員の資質能力向

上について」では，新しい教員免許法下における教職専門科目の「見直しのイメージ」に「総合

的な学習の時間の指導法」が新たに付け加えられた 7）。教員養成に関わる多くの大学関係者は，

驚きをもってこの提案を見たが，平成 28年の教員免許法改正により，それは具現化された。さ

らに平成 30年告示の高等学校学習指導要領では，これまでの「総合的な学習の時間」の名称変

更が行われ「総合的な探求の時間」となった 8）。この時点での名称変更の意図を図りかねている

教育関係者は多い。

そこで本研究では，最近の「総合的な学習の時間」の復権といえる政策の意図を明らかにし，

それを踏まえて高等学校での「総合的な探究の時間」の課題と可能性について検討することを目

的とし，考察を行う。

1．「総合的な学習の時間」の創設の趣旨

1.1.　創設の経緯

「総合的な学習の時間」が教育の新領域として設置されるに至った旧文部省での議論の過程を

以下に述べる。

1.1.1.　中央教育審議会答申

「総合的な学習の時間」創設の起源は平成 8年 7月の組織改組以前の中央教育審議会答申「21

世紀を展望した我が国の教育の在り方について（第一次答申）」（以下「第一次答申」）である 9）。
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「第一次答申」は副題に「子供に『生きる力』と『ゆとり』を」が掲げられ，後の「ゆとり教

育」という造語の原点となった。「第一次答申」は，まず「生きる力」を次のように規定した 10）。

いかに社会が変化しようと，自分で課題を見つけ，自ら学び，自ら考え，主体的に判断し，

行動し，よりよく問題を解決する資質や能力であり，また，自らを律しつつ，他人とともに

協調し，他人を思いやる心や感動する心など，豊かな人間性であると考えた。たくましく生

きるための健康や体力が不可欠であることは言うまでもない。我々は，こうした資質や能力

を，変化の激しいこれからの社会を「生きる力」と称する。

文部科学省によれば　「生きる力」の構成要素は「確かな学力」「豊かな人間性」「健康と体

力」の 3つである 11）。とくに学力について「第一次答申」は，旧来の受験学力とは異なった学力

を身につけさせることを目指していた。それは「自分」「自ら」「主体的」「問題を解決」という

単語をキーワードとする新しい学力概念としての「確かな学力」である。そして「確かな学力」

を育成するため，教科とは違った新しい領域として「総合的な学習の時間」の創設が提案された

のである。「第一次答申」では，その第 2部に，項目として「横断的・総合的な学習の推進」が

置かれ，その文中で「総合的な学習の時間」という術語が初出する 12）。しかし「第一次答申」は

「横断的・総合的な学習」を趣旨とした教育内容を盛り込む必要があることを述べるのみで，学

校種ごとの「総合的な学習の時間」の内容に踏み込んだ具体的な記述は，一切，行っていない。

1.1.2.　平成 10年教育課程審議会答申

旧文部省所管の中央教育審議会の下部組織であった教育課程審議会は，「第一次答申」を受け

て，平成 10年 7月に答申「幼稚園，小学校，中学校，高等学校，盲学校，聾学校及び養護学校

の教育課程の基準の改善について」（以下「教課審答申」）を出した。「教課審答申」は「総合的

な学習の時間」について一つの独立した項目として，詳細に解説を行った 13）。「教課審答申」の

「総合的な学習の時間」の創設の「趣旨」は以下の 2点に要約される。①「各学校が地域や学校

の実態等に応じて創意工夫を生かして特色ある教育活動を展開できるような時間を確保するこ

と」，②「自ら学び自ら考える力などの『生きる力』は全人的な力であることを踏まえ，国際化

や情報化をはじめ社会の変化に主体的に対応できる資質や能力を育成するために教科等の枠を超

えた横断的・総合的な学習をより円滑に実施するための時間を確保すること」である。

ついで「趣旨」の下位項目の「ねらい」では，上記の「趣旨」の①「各学校の創意工夫を生か

した横断的・総合的な学習や児童生徒の興味・関心等に基づく学習などを通じて」に関して次の

4点を挙げた。①「自ら課題を見つけ，自ら学び，自ら考え，主体的に判断し，よりよく問題を

解決する資質や能力を育てること」，②「情報の集め方，調べ方，まとめ方，報告や発表・討論

の仕方などの学び方やものの考え方を身に付けること」，③「問題の解決や探究活動に主体的，

創造的に取り組む態度を育成すること」，④「自己の生き方についての自覚を深めること」であ
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る。

この「ねらい」を実現するために以下の 3つの枠組みの「課題」を例示している。①「国際理

解，情報，環境，福祉・健康などの横断的・総合的な課題」，②「児童生徒の興味・関心に基づ

く課題」，③「地域や学校の特色に応じた課題」である。そして「課題」に取り組む学習活動に

は，次の 6点が含まれることが望ましいとした。①自然体験やボランティアなどの社会体験，②

観察・実験，③見学や調査，④発表や討論，⑤ものづくりや生産活動など体験的な学習，⑥問題

解決的な学習である。「教課審答申」は，「第一次答申」を基礎に，さらに「総合的な学習の時

間」の内容を具体化している。しかし，ここでも校種ごとに「総合的な学習の時間」の内容に踏

み込んだ記述はない。

1.1.3.　平成 11年告示の高等学校学習指導要領

平成 11年告示の高等学校学習指導要領は，総則の第 4款で「総合的な学習の時間」を規定し

た 14）。高等学校における「総合的な学習の時間」の規定の特徴を明らかにするため，平成 10年

告示の中学校学習指導要領で同様の内容を規定した箇所の文章との比較を行った 15）。

1.1.3.1.　「趣旨」の比較

「趣旨」に関する規定は「総合的な学習の時間においては，各学校は，地域や学校，生徒の実

態等に応じて，横断的・総合的な学習や生徒の興味・関心等に基づく学習など創意工夫を生かし

た教育活動を行うものとする」とあり，中学校の記述とすべて同じである。

1.1.3.2.　「ねらい」の比較

「ねらい」に関して，中学校と高等学校で共通しているのは「⑴自ら課題を見付け，自ら学び，

自ら考え，主体的に判断し，よりよく問題を解決する資質や能力を育てること」「⑵学び方やも

のの考え方を身に付け，問題の解決や探究活動に主体的，創造的に取り組む態度を育て，自己の

在り方生き方を考えることができるようにすること」である。しかし「⑶各教科，道徳及び特別

活動で身に付けた知識や技能等を相互に関連付け，学習や生活において生かし，それらが総合的

に働くようにすること」は中学校のみの記述となっている。

1.1.3.3.　「課題の例示」の比較

「課題」の例示に関して，中学校では「各学校においては，1及び 2に示す趣旨及びねらいを

踏まえ，総合的な学習の時間の目標及び内容を定め，例えば国際理解，情報，環境，福祉・健康

などの横断的・総合的な課題，生徒の興味・関心に基づく課題，地域や学校の特色に応じた課題

などについて，学校の実態に応じた学習活動を行うものとする」と大まかな方向性を示すにとど

められている。これに対し，高等学校では，「ア　国際理解，情報，環境，福祉・健康などの横

断的・総合的な課題についての学習活動」「イ　生徒が興味・関心，進路等に応じて設定した課
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題について，知識や技能の深化，総合化を図る学習活動」「ウ　自己の在り方生き方や進路につ

いて考察する学習活動」と項目を立てて，例示を行っている。

1.1.3.4.　「配慮事項」の比較

「配慮事項」に関しては，中学校では「⑴目標及び内容に基づき，生徒の学習状況に応じて教

師が適切な指導を行うこと」「⑵自然体験やボランティア活動などの社会体験，観察・実験，見

学や調査，発表や討論，ものづくりや生産活動など体験的な学習，問題解決的な学習を積極的に

取り入れること」「⑶グループ学習や異年齢集団による学習などの多様な学習形態，地域の人々

の協力も得つつ全教師が一体となって指導に当たるなどの指導体制について工夫すること」「⑷

学校図書館の活用，他の学校との連携，公民館，図書館，博物館等の社会教育施設や社会教育関

係団体等の各種団体との連携，地域の教材や学習環境の積極的な活用などについて工夫するこ

と」という 4項目の配慮事項が挙げられている。高等学校では「⑴自然体験やボランティア活動，

就業体験などの社会体験，観察・実験・実習，調査・研究，発表や討論，ものづくりや生産活動

など体験的な学習，問題解決的な学習を積極的に取り入れること」「⑵グループ学習や個人研究

などの多様な学習形態，地域の人々の協力も得つつ全教師が一体となって指導に当たるなどの指

導体制，地域の教材や学習環境の積極的な活用などについて工夫すること」という 2項目の配慮

事項が列挙されている 16）。このうち高等学校の⑴と中学校の⑵，そして高等学校の⑵と中学校の

⑶が共通した内容となっており，配慮事項の項目は中学校に比べ高等学校では少ない。

1.1.3.5.　比較に関する考察

平成 11年高等学校学習指導要領と平成 10年中学校学習指導要領を比較すると，教科・科目の

多様性が増す高等学校学習指導要領で，中学校以上の，より具体的な「総合的な学習の時間」の

展開の方向性が示されているわけではないことがわかる。さらにいえば「ねらい」において中学

校にある「⑶各教科，道徳及び特別活動で身に付けた知識や技能等を相互に関連付け，学習や生

活において生かし，それらが総合的に働くようにすること」が，高等学校にはない。また「課題

の例示」において中学校よりも高等学校に具体的記述がなされている。さらに「配慮事項」では

学校外の施設等との連携・活用が中学校では記述され，高等学校にはない。これらの記述の有無

の差を合わせると，教科・科目の専門性が高い高等学校では教科の枠組みを超え，学校の枠組み

を超えた取り組みが困難であることを文部科学省が認識し，その点に配慮した記述を行ったと解

釈できる。
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2．「総合的な学習の時間」の変遷

2.1.　創設当初の状況

2.1.1.　高等学校教育現場の反応

2.1.1.1.　ベネッセ教育総合研究所「総合的な学習の時間への実施期待」調査（平成 11年）

ベネッセ教育総合研究所は平成 11年，小・中・高等学校教員を対象として「総合的な学習の

時間」に関する調査を行った 17）。高等学校教育現場での反応の特徴を明らかにするため，この調

査で高等学校教員と，小・中学校教員の回答に有意な差があった項目の傾向を検討する。

まず『総合的な学習の時間の意義』に関しては「生徒にとって興味の持てる学習活動である」

「ゆとりある教育活動ができる」，「国際社会の申の日本人としての自覚を形成できる」が小・中

学校教員に比べ有意に低い。また『総合的な学習の時間の課題』については，「生徒の興味・関

心に基づく課題」「健康」が小・中学校教員に比べ有意に低い。『実施上の問題点』では「カリ

キュラムを構成するのが難しい」「学習の場が数室外に広がり過ぎる」が小・中学校教員に比べ

有意に低いのであるが，反対に「入試の影響で数師の指導意欲が湧かない」が小・中学校教員に

比べ有意に高かった。『実施に向けての対応』では，「1999年度からわずかでも試行する」「2000

年度から週 1時間程度の実施」が小・中学校教員に比べ有意に低く，反対に「早めにカリキュラ

ムづくりが必要」「教育研究所・センターの講座に総合的な学習の時間を設ける」「文部省が指導

質料を作成し，各学校に配付する」が小・中学校教員に比べ有意に高かった。また教育研究所・

センターによる『総合的な学習の時間に関する研修への要望』については，小・中学校教員に比

べ有意に高かった。

小・中学校教員と高等学校教員の比較では，高等学校教員に「総合的な学習の時間」を担当す

ることに対する不安が強いこと，その意義に疑問を感じていること，さらに旧文部省は，生徒の

実態等に応じて各学校の創意工夫を強く求めているにもかかわらず，教育委員会に実施のひな形，

指針等を求めていることなど，「総合的な学習の時間」に関して消極的な意識がみられるといえ

る結果である。

2.1.1.2.　ベネッセ「大学生の学習・生活実態調査報告書」（平成 20年）

平成 11年告示高等学校学習指導要領が現場に定着したと考えられる平成 20年，ベネッセによ

る「大学生の学習・生活実態調査報告書」に「総合的な学習の時間」に関する調査項目が盛り込

まれた 18）。調査対象は，平成 11年告示高等学校学習指導要領施行の初期の段階で「総合的な学

習の時間」を学んできた大学 1～4年生である。そのうち「総合的な学習の時間」でどのような

学習活動を行ったかを尋ねた項目では「友だちと協力して発表資料をまとめた」「調べたことを

図や表にまとめた」「調べたことを人前で発表した」を「ほとんどしなかった」が過半数を超え

ている。旧文部省の意図に反して，高等学校では生徒の主体的な活動が，あまり行われていな

かったことがわかる。
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2.1.1.3.　筆者による調査（平成 11年）

筆者は，小・中・高等学校で「総合的な学習の時間」に関する実践的研究が，どの程度，行わ

れているかの件数を，旧国立教育研究所の平成 11年度資料をもとに分析した 19）。その結果，小

学校の研究件数が多数を占め，それに中学校が次ぐが，高等学校の研究件数は，数件皆無といっ

ていい状況であることが明らかになった。この原因に関して筆者は，高等学校における「総合的

な学習の時間」導入時点での課題として以下の 2点を指摘した 20）。

①高等学校教員の専門性の壁　小・中学校教員に比べ，高等学校教員は，教科の専門家という

意識が強く，教科の壁を越えて異なる教科の教員が，連携しつつ内容を構成する「総合的な学習

の時間」の方法に大きな戸惑いを持っている。例えば，物理の教員は，物理学の学問体系をもと

にした学習指導要領に沿った理論に則った教育を行いたいと考えている。また当時，高等教育機

関進学率が 50％に近づいていた状況の中，高等教育機関進学者が多数を占める高等学校では，

入試にまったく関係のない「総合的な学習の時間」に，受験準備に必要な授業時間が費やされる

ことにも強い反発がある。

②系統性の壁　もし高校教員集団が，①の問題を乗り越えて「総合的な学習の時間」に取り組

む意欲を持った場合，問題となるのが，指導対象の生徒が，小・中学校でどのような「総合的な

学習の時間」を学んできたのかという点である。「総合的な学習の時間」は各学校，そしてその

地域の特性を活かすことを一つの柱としているが，高等学校は，中学校に比べ，校区が広い。そ

のため多様な「総合的な学習の時間」を学んできた生徒がそれぞれ持つ「基礎」が大きく異なっ

ている。場合によっては，高校で設定した「総合的な学習の時間」のテーマがすでに，小・中学

校で取り上げられており，さらに小・中学校での取り組みの方が，深い取り組みであった可能性

もある。つまり教科のような系統性の担保がまったくないという問題である。これは学習指導要

領に拘束されないという革新性ゆえに生じる問題である。

2.2.　高等学校における問題の顕在化

導入時点で指摘された問題は，後に，現実の問題となって現れた。「総合的な学習の時間」の

補習授業化問題である 21）。これは，先に筆者が指摘した問題点がそのまま表れたものである。こ

の必修科目未履修問題は「総合的な学習の時間」の実施に関して，文部科学省，教育委員会から

の厳しい指導により，時間割上「総合的な学習の時間」は置かれるが，その内容を受験指導のた

めに必要な補習科目化したという問題である。大学受験には関係のない，さらにいえば教科でも

ない「総合的な学習の時間」の実施要求と大学受験対応との板挟みによって起こった問題である。

このような状況の中，高等学校での「総合的な学習の時間」に関する取り組みは，個別に特筆

すべき取り組み 22） は見られるものの，盛り上がりを見せることなく今日まで推移してきた。

2.3.　教育学研究者による「総合的な学習の時間」の評価

本節では，創設当時，教育学研究者が「総合的な学習の時間」を，どのように理解していたか
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を示す研究例を挙げる。生野ら 23） は，小学校教育研究者として「総合的な学習の時間」を小学

校「生活科」との関連で捉え，合科的で体験的な学習を行うことがその趣旨であるとしている。

小学校「生活科」の発展形として「総合的な学習の時間」をとらえるという観点は，昭和 52，

53年告示学習指導要領（小・中・高含む），平成元年告示学習指導要領（小・中・高含む）そし

て「総合的な学習の時間」が創設された平成 10，11年告示学習指導要領（小・中・高含む）に

至る，いわゆる「ゆとり教育」が進展する中で主流を占める観点であると考えられる。そしてこ

の「ゆとり教育」の発想の源は「経験主義教育（児童中心主義教育）」（以下「経験主義教育」）

の思想であるという観点である。

学校教育におけるカリキュラム改訂の歴史は「時計の振り子」に例えられる 24）。すなわち時計

の振り子の一方の極には「経験主義教育」があり，もう一方の極に「系統主義教育（学問性中心

教育）」（以下「系統主義教育」）がある。本来，学校教育は，生徒により高い学力を身につけさ

せることを目指し，「系統主義教育」を構想する。しかし「系統主義教育」を強力に推し進める

ことにより，いわゆる「落ちおぼれ」「落ちこぼし」の現象が生まれ，またその過程で生徒の問

題行動が増加する。このような複数かつ重大な教育上の問題が発生し，学校に機能不全をもたら

す。危機的な学校の機能不全の結果，生徒の主体性，興味・関心を基礎に教育を構想するという

「経験主義教育」へのシフトが起こる。その結果，学校は落ち着きを取り戻すのであるが，反面，

学力低下が発生する。そこで学力強化を求める勢力が生まれ，その台頭によって「系統主義教

育」へと回帰する。このことが歴史の上で繰り返されてきたというのである 25）。たしかにわが国

の第 2次世界大戦後の学習指導要領の改正の歴史を見ると，それは「振り子運動」を起してい

た 26）。そして教育学研究者の多くは，平成 11年告示学習指導要領について昭和 53年，平成元年

告示学習指導要領の「経験主義教育」の方向を継承し，振り子の揺れを，さらに大きくしたもの

と捉えたのである。

3．「総合的な学習の時間」に関する別の観点

3.1.　ブルーナー理論からみた「総合的な学習の時間」

「総合的な学習の時間」設置に関わる議論がなされていた当時，筆者は，高等学校における

「総合的な学習の時間」の意義について「経験主義教育」をさらに強化するものであるという観

点とは，異なった観点を持っていた 27）。具体的には高等学校における「総合的な学習の時間」は，

その運用次第で「経験主義教育」と「系統主義教育」の間を往復する振り子運動を止める力を持

つ可能性があるという観点である。この観点をとる根拠は，認知心理学者ブルーナー（Bruner, 

J. S.）の教育に関する理論である 28）。ブルーナーはその著書で教授方法に関する仮説として「す

べての発達段階のすべての子どもに学問性を保って，興味深く，強力に教えることができる」を

提示した。短い文章であるが，旧来の教育理論に対して，いくつもの重大な挑戦を行っている。

まず「すべての発達段階」という言葉には幼児を含んでいる。この幼児に「学問性」を持った内

容を教えることができるとしたのである。また「すべての子ども」には知的障害を持った子ども
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が含まれる。この子どもたちにも「学問性」を教えることができるとしたのである。そしてこの

「学問性」を学ぶことが，苦痛，苦行ではなく「興味深く」おこなわれるとしたのである。そし

て最後の「強力」は，獲得した知識や技能，さらには考え方や，学び方が学校教育終了後も生き

て働き続け，さらなる学習を生み出すことを指している。

旧来の教育理論によれば，「系統主義教育」において高度に知的な学習は，学習者に苦痛を与

えるが，それを獲得することにより，よりよい生活を実現することができる。ゆえに，よりよい

生活を目指すならば，苦痛を我慢しなければならないと考えられていた。また「経験主義教育」

では，学習内容は学習者が望むものとされるため，それを楽しく学ぶことができるが，社会で必

要な知識・技能が必ずしも学ばれるわけではなく，結果として社会で生きるために求められる学

力とはならないと考えられていた。しかし，このブルーナーの仮説では「系統主義教育」と「経

験主義教育」の持つ弱点が乗り越えられ，統合されている。つまり社会的にその獲得が求められ

る高度に知的な学習内容を，学習者は興味・関心をもって自ら進んで身につけていくというので

ある。もしこの論が成立するならば「系統主義教育」と「経験主義教育」の間を行き来する振り

子は，存在することさえなくなる。このような理想主義ともとれる理論が提起された場合，それ

は机上の空論であるという批判が起こるのは当然である。しかしブルーナーの仮説は，認知心理

学の実験と教育方法学の観点からの実験を中心とした実証研究を，そのエビデンスとして多数，

有し，それらの検証を経て仮説から理論へと発展したものである。そしてブルーナー理論は，当

時のアメリカの教育改革に応用され，数々の成功を収めた 29）。なかでもブルーナーの理論を具体

化した教育方法である「発見学習」を基礎とした教科書群が有名である 30）。

3.2.　日本への影響としての「教育の現代化」

アメリカで大きな成果をあげたブルーナー理論は，約 10年後，日本のカリキュラム改革に導

入された。それは昭和 44・45年改訂の学習指導要領であり，この改訂は「教育の現代化」と呼

ばれた 31）。「教育の現代化」は，本質的には，アメリカで成功をおさめたブルーナー理論の導入

によって旧来の方法によっては成し遂げることができなかった学力向上を達成しようとした試み

であった。

しかし，この試みは失敗した。佐藤はこの原因を「教育の現代化」という語が明確な定義をさ

れることなく教育界に浸透し，それぞれの解釈で「現代化」を進めたことにより大きな混乱が生

じたためであると分析している 32）。特に学力強化の方向性の中で「現代化」が語られたため，現

代の科学技術の急速な進歩に即した，より高度な学習内容を学ばせることが教育の現代化である

というブルーナーの仮説とは，まったくかけ離れた解釈と，それに基づく教育実践が昭和 44・

45年改訂学習指導要領のもとで行われていった。旧来の系統主義教育をより高度化した学力強

化策の結果，「「落ちこぼれ問題」や「問題行動の激増」が社会問題となり，学習指導要領は「ゆ

とり」へと舵を切らざるを得なくなったのである 33）。

79高等学校における「総合的な探究の時間」の展開に関する一考察



3.3.　ブルーナー理論の再検討

本節では，旧文部省が「教育の現代化」を失敗として遺棄したのかどうかを検討する。もしブ

ルーナー理論そのものに大きな欠陥があったのであれば遺棄されて当然である。しかし佐藤のい

うように「教育の現代化」の失敗の主因が，その理論への理解不十分さであるとするならば遺棄

する理由はない。すなわち教育政策は基本的に学力強化（向上）を目指す方向で検討される。教

育政策が，本来的に問題行動への対応ではなく学力向上を目指しているならば，旧文部省は，ブ

ルーナー理論を遺棄するのではなく，それが誤解されることなく教育現場に導入される方法を考

案するはずである。

この観点から「総合的な学習の時間」の導入を決定づけた「教課審答申」の「趣旨」を読み直

してみる。「趣旨」には，①各学校が創意工夫を生かして特色ある教育活動を展開する，②「生

きる力」を育成するために教科等の枠を超えた横断的・総合的な学習を行うことが示されている。

ここには「経験主義教育」の観点は入っていない。そして下位レベルの「ねらい」で取り上げら

れている 4点のうち，その第一に「自ら課題を見つけ，自ら学び，自ら考え，主体的に判断し，

よりよく問題を解決する資質や能力を育てること」とある。この点をもって「経験主義教育」の

立場をとっていると誤解される危険性がある。しかしこの一文の文脈は「自ら見つけた課題に取

り組む」のではなく，「自ら課題を見つける資質や能力を育てる」である。すなわち上位レベル

の「趣旨」に示されたように，取り組む課題の設定は各学校の創意工夫に基づきおこない，その

取り組みの目的が，自ら課題を見つけ，自ら学び，自ら考え，主体的に判断し，よりよく問題を

解決する資質や能力を育てることであるという文脈なのである。この文脈はブルーナーの「発見

学習」の方法に一致する。

筆者は「総合的な学習の時間」の取り組みには，ブルーナー理論を実現するために「発見学

習」といった方法をとることが有効であると論じた 34）。すなわち高等学校での「総合的な学習の

時間」は，後期中等教育でおこなわれるものである限り，中学校のレベルを越えた学習内容を盛

り込むことが必要である。学力，適性，志望等が「多様化」したといわれる高校生と，彼らを受

け入れる高等学校の現状を認識していない意見と思われるかもしれないが，ブルーナーの仮説に

よれば，適切な教育方法を用いれば，すべての高校生に興味・関心を持って知的探求を行わせる

ことは可能である。そして教科よりも大学入試に影響されず，数値で評価されることもない「総

合的な学習の時間」が，その最大の機会を与えてくれる可能性がある。この取り組みを通して知

的探求のおもしろさを知った生徒の，それ以降の学習行動は大きく変わるはずである。

4．「総合的な学習の時間」への批判の再検討

4.1.　批判への反論 ― PISAの結果の再確認 ―

「はじめに」で取り上げた OECDによる PISAの結果は，「ゆとり教育」によって子どもたち

の学力が低下しているとの一大キャンペーンの根幹をなす基礎資料と考えられた。しかし，ゆと

り教育が学力低下をもたらしたという言説に対しては，データに基づいた反論が可能である。そ
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の最大の論点が，PISAの調査対象と，調査対象が学んだ学習指導要領との対応である。PISAは

各国の義務教育の成果を測定するために行われており，そのため調査対象は，義務教育修了直後

の 15～16歳の生徒（日本では高校生）である。つまり調査実施年度の学習指導要領ではなく，

その前の学習指導要領で学んだ結果が測定されていることが多いのである。調査対象と，その対

象が学んだ学習指導要領の関係を明らかにするために，2000年以降の PISA調査で対象となった

生徒が小中学校で，どの学習指導要領で学んできたのかを表 1に示した 35）。表 1中の網掛け部分

が，各 PISA調査対象者が学んだ学習指導要領である。例えば PISA2000年（平成 12年）では，

その時点では，平成 10・11年改訂の学習指導要領が使われているが，調査対象は，調査時点で

義務教育段階を修了しており，彼らは平成元年改訂学習指導要領で，学んできた生徒である。こ

のように調査実施年度と，調査対象が履修した学習指導要領に不一致があることに注目する必要

がある。この点を明らかにするために，表に網掛けを行っている。また「方向性」の欄は，「経

験主義教育」の方向性を持つ学習指導要領を「ゆとり」という言葉で表し，「系統主義教育」の

方向性を持つ学習指導要領を「学力強化」と便宜的にあらわした 36）。

次に，このズレの認識の重要性をさらに明らかにするために，各 PISAでの国際順位の変動を，

PISAが調査する科学的リテラシー（表 2），数学的リテラシー（表 3），読解力（表 4）の 3分野

別に示した。表 2，表 3，表 4では，PISA調査に関わる学習指導要領だけを表示し，網掛け部分

が，それぞれの調査対象が学んだ学習指導要領を示している。なお科学的リテラシーの平成 18

年，数学的リテラシーの平成 15年，読解力の平成 12年は，各領域の測定は行われているが，初

めて測定が行われた年度であり，前回との比較で上昇・下降等を示せないため矢印は描いていな

い。

 

4．「総合的な学習の時間」への批判の再検討 

４．１．批判への反論－PISA の結果の再確認－ 

  「はじめに」で取り上げた OECD による PISA の結果は、「ゆとり教育」によって子どもたちの学力が低

下しているとの一大キャンペーンの根幹をなす基礎資料と考えられた。しかし、ゆとり教育が学力低下

をもたらしたという言説に対しては、データに基づいた反論が可能である。その最大の論点が、PISA の

調査対象と、調査対象が学んだ学習指導要領との対応である。PISA は各国の義務教育の成果を測定

するために行われており、そのため調査対象は、義務教育修了直後の 15〜16 歳の生徒（日本では高

校生）である。つまり調査実施年度の学習指導要領ではなく、その前の学習指導要領で学んだ結果が

測定されていることが多いのである。調査対象と、その対象が学んだ学習指導要領の関係を明らかに

するために、2000 年以降の PISA 調査で対象となった生徒が小中高校で、どの学習指導要領で学んで

きたのかを表 1 に示した 35)。表 1 中の網掛け部分が、各 PISA 調査対象者が学んだ学習指導要領であ

る。例えば PISA2000 年（平成 12 年）では、その時点では、平成 10・11 年改訂の学習指導要領が使わ

れているが、調査対象は、調査時点で義務教育段階を修了しており、彼らは平成元年改訂学習指導要

領で、学んできた生徒である。このように調査実施年度と、調査対象が履修した学習指導要領に不一致

があることに注目する必要がある。この点を明らかにするために、表に網掛けを行っている。また「方向

性」の欄は、「経験主義教育」の方向性を持つ学習指導要領を「ゆとり」という言葉で表し、「系統主義教

育」の方向性を持つ学習指導要領を「学力強化」と便宜的にあらわした 36)。 

 

表 1 PISA 調査対象者が学んだ学習指導要領 

 

次に、このズレの認識の重要性をさらに明らかにするために、各 PISA での国際順位の変動を、PISA

PISA2000 PISA2003 PISA2006 PISA2009 PISA2012 PISA2015 PISA2018

学習指導要領 改訂の概要 方向性 平成12年 平成15年 平成18年 平成21年 平成24年 平成27年 平成30年

昭和33～35年改訂
（1958～1960）

教育課程の基準としての性格の明
確化（系統的学習の重視、基礎学
力の充実、科学技術教育の向上
等）

学力強化

昭和44・45年改訂
（1969・1970）

教育内容の一層の向上（「教育の
現代化」）（時代の進展に対応した
教育内容の導入（算数における集
合の導入等））

学力強化

昭和52・53年改訂
（1977・1978）

ゆとりのある充実した学校生活の実
現 ＝学習負担の適正化（各教科
等の目標・内容を中核的事項にし
ぼる）

ゆとり

平成元年改訂
（1989）

社会の変化に自ら対応できる心豊
かな人間の育成（生活科の新設、
道徳教育の充実等）

ゆとり

平成10・11年改訂
（1998・1999）

基礎・基本の確実な習得と自ら学
び自ら考える力などの「生きる力」
の育成（教育内容の厳選、「総合
的な学習の時間」等）

ゆとり

平成20・21年改訂
（2008・2009）

知識、道徳、体力のバランスとれた
力としての「生きる力」の育成、脱ゆ
とり教育（確かな学力、小学校外国
語活動導入）

学力強化

平成29・30年改訂
（2017・2018）

知識の理解の質を高め資質・能力
を育む「主体的・対話的で深い学
び」

学力強化

表 1　PISA調査対象者が学んだ学習指導要領
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が調査する科学的リテラシー（表 2）、数学的リテラシー（表 3）、読解力（表 4）の 3 分野別に示した。表

2、表 3、表 4では、PISA調査に関わる学習指導要領だけを表示し、網掛け部分が、それぞれの調査対

象が学んだ学習指導要領を示している。なお科学的リテラシーの平成 18 年、数学的リテラシーの平成

15 年、読解力の平成 12 年は、各領域の測定は行われているが、初めて測定が行われた年度であり、

前回との比較で上昇・下降等を示せないため矢印は描いていない。 

表 2 PISA 科学的リテラシーの国際順位の経年変化 

 

表 2 の科学的リテラシーの国際比較の結果は、平成 21 年、24 年、27 年で順位を上げているが、30

年で順位を落としている。注目すべきはその調査対象者で、平成 21年、24年は、平成 11年学習指導

要領で学んできた生徒という点である。なお 27年の調査対象はその学習過程で一部、平成 21年学習

指導要領で学んだ可能性がある者であり、順位を落とした 30 年は学力強化へとシフトした平成 21・22

年学習指導要領全面実施の中で学んだ者である。 

表 3 PISA 数学的リテラシーの国際順位の経年変化  
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学習指導要領 方向性 平成12年 平成15年 平成18年 平成21年 平成24年 平成27年 平成30年

平成元年改訂
（1989）

ゆとり

平成10・11年改訂
（1998・1999）

ゆとり

平成20・21年改訂
（2008・2009）

学力強化

平成29・30年改訂
（2017・2018）

学力強化

PISA2000 PISA2003 PISA2006 PISA2009 PISA2012 PISA2015 PISA2018
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ゆとり

平成10・11年改訂
（1998・1999）

ゆとり

平成20・21年改訂
（2008・2009）

学力強化

平成29・30年改訂
（2017・2018）

学力強化
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指導要領で学んだ可能性がある者であり、順位を落とした 30 年は学力強化へとシフトした平成 21・22

年学習指導要領全面実施の中で学んだ者である。 
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学習指導要領 方向性 平成12年 平成15年 平成18年 平成21年 平成24年 平成27年 平成30年

平成元年改訂
（1989）

ゆとり

平成10・11年改訂
（1998・1999）

ゆとり

平成20・21年改訂
（2008・2009）

学力強化

平成29・30年改訂
（2017・2018）

学力強化

PISA2000 PISA2003 PISA2006 PISA2009 PISA2012 PISA2015 PISA2018

学習指導要領 方向性 平成12年 平成15年 平成18年 平成21年 平成24年 平成27年 平成30年

平成元年改訂
（1989）

ゆとり

平成10・11年改訂
（1998・1999）

ゆとり

平成20・21年改訂
（2008・2009）

学力強化

平成29・30年改訂
（2017・2018）

学力強化

表 3　PISA　数学的リテラシーの国際順位の経年変化

表 4 PISA 読解力の国際順位の経年変化 

 

PISA2000 PISA2003 PISA2006 PISA2009 PISA2012 PISA2015 PISA2018

学習指導要領 方向性 平成12年 平成15年 平成18年 平成21年 平成24年 平成27年 平成30年

平成元年改訂
（1989）

ゆとり

平成10・11年改訂
（1998～1999）

ゆとり

平成20・21年改訂
（2008～2009）

学力強化

平成29・30年改訂
（2017～2018）

学力強化

表 4　PISA　読解力の国際順位の経年変化
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表 2の科学的リテラシーの国際比較の結果は，平成 21年，24年，27年で順位を上げているが，

30年で順位を落としている。注目すべきはその調査対象者で，平成 21年，24年は，平成 11年

学習指導要領で学んできた生徒という点である。なお 27年の調査対象はその学習過程で一部，

平成 21年学習指導要領で学んだ可能性がある者であり，順位を落とした 30年は学力強化へとシ

フトした平成 21・22年学習指導要領全面実施の中で学んだ者である。

表 3の数学的リテラシーの国際比較の結果でも，平成 18年，21年，24年，27年で順位を上

げているが，30年で順位を落としている。ここでもその調査対象者は，平成 21年，24年は，平

成 11年学習指導要領で学んできた生徒であり，平成 18年と 27年の調査対象はその学習過程で

一部，平成元年及び平成 21年学習指導要領で学んだ生徒であり，順位を落とした 30年は学力強

化へとシフトした平成 21・22年学習指導要領全面実施の中で学んだ者である。

表 4の読解力の国際比較の結果は，科学的リテラシー，数学的リテラシーの結果と異なり，一

律に上昇傾向がみられるとはいえない。しかし下降の見られた平成 15年は平成元年学習指導要

領で学んだ生徒であり，横ばいの平成 18年，下降傾向の平成 27年は，それぞれ前後の学習指導

要領で学んだ生徒が入っている。逆に平成 11年度学習指導要領で学んだ平成 21年，24年は，

明確に上昇傾向を示している。しかし平成 27年，30年は連続して順位を落としている。

以上のように平成 11年学習指導要領が失敗であるとの論拠として用いられていた PISAの結

果は，精査すれば，平成 11年学習指導要領で学んだ生徒に，科学的リテラシー，数学的リテラ

シー，読解力を身に付けさせることに成功していたといえるのである。逆に学力強化に舵を切っ

たはずの平成 20・21年学習指導要領で学んだ者の順位が落ちている。

PISAで測定している科学的リテラシー，数学的リテラシー，読解力が，学習指導要領で規定

している理科，数学，国語の学習内容と，同一あるいは高い相関を持つものなのかという重要で

はあるが別の議論がある。ただし本節で示したデータは「ゆとり教育」批判及び，その象徴的存

在であった「総合的な学習の時間」への批判論者が根拠として用いている PISAの結果に基づく，

ゆとり教育を起因とした学力低下論は成り立たないことを明らかにしている。今後，PISAの結

果を重視して学力論を展開するのならば，2018年度の低下という結果を，論理的に説明するこ

とが必要となることを認識しなければならない。

4.2.　文部科学省の批判への対応

「ゆとり教育」及び，その象徴的存在であった「総合的な学習の時間」への批判に対し，旧文

部省はいくつもの反論を行っている 37）。しかし，これらの反論はマスコミ等によって取り上げら

れることなはなかった。マスコミの論調の大勢は「ゆとり教育」失敗論が占め，平成 21年告示

学習指導要領の施策のキーワード「確かな学力」が，国民に受け入れられる流れが出来上がって

いった。この状況を見た学校関係者が「ゆとり教育」の終焉と「総合的な学習の時間」の縮小，

廃止を想定したことは想像に難くない。

しかし平成 27年，中央教育審議会初等中等教育分科会教育課程部会に「生活・総合的な学習
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の時間ワーキンググループ」（以下，ワーキンググループ）が，次期学習指導要領，生活科と

「総合的な学習の時間」の改訂について議論するために設置された。平成 28年 8月，ワーキング

グループの「審議の取りまとめ（総合的な学習の時間）」は，「総合的な学習の時間の役割は，

PISAにおける好成績につながったことのみならず，学習の姿勢の改善に大きく貢献するものと

して，OECDをはじめ国際的にも高く評価されているところである」等の客観的データを示し

て「総合的な学習の時間」が成果を上げているとの見解を出した 38）。外部からの長期間にわたる

多数の批判にも関わらず，文部科学省は，PISAを中心とした客観的なデータを根拠として「総

合的な学習の時間」が成果を上げているという立場を堅守し，世論の動向には関係なく「総合的

な学習の時間」維持の方向をまったく変えていなかったのである。

5．「総合的な学習の時間」の現在

5.1.　平成 30年告示高等学校学習指導要領

平成 30年告示高等学校学習指導要領 39） では，これまでの「総合的な学習の時間」という表現

が「総合的な探求の時間」に変わった。またこれまでの「趣旨」が「目標」に変更され，「目

標」は「探究の見方・考え方を働かせ，横断的・総合的な学習を行うことを通して，自己の在り

方生き方を考えながら，よりよく課題を発見し解決していくための資質・能力を次のとおり育成

することを目指す」とした。この一文中の「次のとおり」にあたる内容は以下の 3点である。

① 探究の過程において，課題の発見と解決に必要な知識及び技能を身に付け，課題に関わる概

念を形成し，探究の意義や価値を理解するようにする。

② 実社会や実生活と自己との関わりから問いを見いだし，自分で課題を立て，情報を集め，整

理・分析して，まとめ・表現することができるようにする。

③ 探究に主体的・協働的に取り組むとともに，互いのよさを生かしながら，新たな価値を創造

し，よりよい社会を実現しようとする態度を養う。

以上の記述は，平成 11年の創設時の「趣旨」である「総合的な学習の時間においては，各学

校は，地域や学校，生徒の実態等に応じて，横断的・総合的な学習や生徒の興味・関心等に基づ

く学習など創意工夫を生かした教育活動を行うものとする」に比べ，より詳細に目標の規定が行

われているといえる。

なお平成 29年告示中学校学習指導要領 40） は「目標」を「探究的な見方・考え方を働かせ，横

断的・総合的な学習を行うことを通して，よりよく課題を解決し，自己の生き方を考えていくた

めの資質・能力を次のとおり育成することを目指す」としており，文言の順序は異なるが，ほぼ

同一内容となっている。

なお「次のとおり」の内容を中学校・高等学校間で比較すると，①については，文末部分が，

高等学校が「探究の意義や価値を理解する」であるのに対し，中学校では「探究的な学習のよさ

を理解する」となっており，発達段階への配慮がみられる。②は同一の文章である。③について

は，文末部分が，高等学校が「新たな価値を創造し，よりよい社会を実現しようとする態度を養
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う」であるのに対し，中学校では「積極的に社会に参画しようとする態度を養う」と，これも発

達段階への配慮が示されている。

さらに高等学校学習指導要領解説 41） では「総合的な探求の時間」について 152頁に及ぶ解説

を行っているが，その中で注目すべきは「課題と更なる期待」として述べられている 4つの事項

のなかで，「探究のプロセスを通じた一人一人の資質・能力の向上をより一層意識することが求

められる」「小・中学校における総合的な学習の時間の取組の成果を生かしつつ，より探究的な

活動を重視する」という記述である。平成 30年の学習指導要領改訂で高等学校にのみ「探究」

という語が用いられたことには，小中学校と異なり，高等学校ではより知的で，学校卒業後，ま

たは高等教育機関進学後の学びにつながる探究への動機づけ，探究の方法の獲得を意識した文部

科学省の方向性が見て取れる。

5.2.　平成 28年教育職員免許法改正による教職専門科目「総合的な学習の時間」の追加

この教育職員免許法改正によって「総合的な学習の時間」に関する教職専門科目が追加された。

この改正では，教員養成科目の「大括り化」をめざし，旧法での「教科に関する科目」「教職に

関する科目」「教科または教職に関する科目」という大区分を廃したうえに，8つあった下位の

枠組みを新法では 5つに減じた。ただし「各科目に含めることが必要な内容」については，旧法

では 14項目であったものが，新法では 17項目と増加している。この増加分 3項目のうちの一つ

が「総合的な学習の時間の指導法」である。この改正により文部科学省の「総合的な学習の時

間」に対する積極的姿勢が明確になった。これまでの現場における「総合的な学習の時間」の等

閑視の状況からすると，意表を突いた政策であるように見える。しかしこれまで論じてきた観点

からいえば，当然の方向性であり，「総合的な学習の時間」の目標と指導方法を，教職に就く者，

全員に身に付けさせるという正攻法をとったといえる。さらに今回の改正では「教職課程コアカ

リキュラム」が規定され，これまで教職科目を担当する教員にほぼ一任されていたといえる各科

目で指導に含めるべき内容を詳細に規定した。「教職課程コアカリキュラム」に関しては賛否が

あるが，教職課程科目の質保証の観点からいえば，妥当性のある方策であるといえる 42）。

おわりに

わが国のいわゆる学力強化の政策は，さかのぼれば高度成長期の昭和 33年～35年告示の学習

指導要領に始まる。しかし，その単純な学力強化政策に危機感を持った教育研究者，文部官僚が，

昭和 44，45年の学習指導要領改訂の方向性を作った。それはアメリカで成功を収めつつあった

ブルーナー理論の導入である。そこでは「教育の現代化」の名のもとに，明治時代以降の単純な

知識偏重の学力強化論から，科学的理論に基づく真の知育への方向転換を図った。しかし実際に

おこなわれた「教育の現代化」が科学的理論に基づく教育改革であったのかどうかには大きな疑

問符が付く。なぜならば「教育の現代化」の理論的基盤が，ブルーナー理論にあることが，教育

研究者，文部官僚には自明であっても，それが旧文部省によって明言されることはなかった。そ
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の理由は，研究を統括する官庁である旧文部省は，ある特定の理論に基づいて政策立案をするこ

とはないからである。これは現在の文部科学省まで続く基本姿勢であり，間違ってはいない。し

かしその結果，教育の現代化に関する種々の解釈と，独自の理解から生まれた多種多様，玉石混

交の教育実践が行われ，教育の現代化は，究極の学力強化政策であるとの認識が広まり，最終的

に「失敗」との烙印が押されることになった。

しかし文部科学省は，日々，進化する科学的理論が，教育方法に貢献をなすものであることに

確信を持っている。教育の現代化当時の認知心理学は，黎明期に過ぎなかったが，その後，心理

学の主流を占めることになる。そしてこの間，ブルーナー理論で提唱された概念は，深化，拡大

され，認知心理学の研究成果に基づいた教育に関する新たな提案が，多々，なされてきている。

「総合的な探求の時間」は，ブルーナー理論への回帰を目指すのではなく，それ以降の教育に貢

献をなしうる科学的理論の進展を活かすことを目指すべきである。

「総合的な学習の時間」は「教育の現代化」と同様に種々の解釈を生み，その結果，それがめ

ざすものが何かが十分理解されないまま，形骸化し「失敗」の烙印が押されてしまった。これら

の失敗の歴史から学ぶべきは，誰々の理論とは明言せずとも，「総合的な探求の時間」のめざす

ものが，何であり，それを実現する方法にはどのようなものがあるかを明確に示すことである。

今日，その点に関して重要な意義を持つのが，教職課程科目に「総合的な学習の時間の指導」が

取り入れられたことである。文部科学省は，最も強力な方策をとったといえる。これまで「総合

的な学習の時間」に関する研修等は，それそれの教育委員会，学校に任せられていたため，多種

多様の解釈が行われ，それに基づき指導が行われていた。しかし教職教養科目として位置づけら

れたことにより「総合的な学習の時間」が，本来のめざすもの，そしてそれを効果的に実現する

指導方法を体系的に学んだ者が，今後，教員となるのである。

前述のように，昭和 44，45年学習指導要領のいわゆる「教育の現代化」は革新的であった。

しかし「教育の現代化」当時の教員は，教員養成の中で，最新の科学的知見を学ぶ機会に恵まれ

ていなかった。例えば，現在では認知心理学は，心理学の主流となりブルーナーの理論も広く認

知されているが，昭和 40年頃の日本では，心理学といえば 19～20世紀前半のドイツの心理学や

アメリカの行動主義を学ぶことであった。その時代に，ブルーナーのいう「内発的動機づけ」

「学び方の学習」「知識の構造」「学習の転移」等々の用語が，ほとんど理解されなかったのは当

然であるといえる。しかし時代は進み，現在の教員は，これらの用語を理解する素地を十分に

持っている 43）。さらにいえば，授業研究の方法論の進化によって，理論をもとに授業を構成する

ことに関しては，過去に比して格段に資質が向上している。このような教員の資質を十分に引き

出し，組織化することが，今回の「総合的な探求の時間」の成否の鍵を握っている。
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注

 1）本論文のタイトル中の「総合的な探求の時間」という名称は，平成 30年度改訂高等学校学習
指導要領から用いられたものである。そのため平成 30年度以前の同「時間」については「総
合的な学習の時間」と表記している。なお「総合的な探求の時間（period for inquiry-based 

cross-disciplinary study）」「総合的な学習の時間（period for integrated study）」のそれぞれの
英語表記は文部科学省の規定による。

 2）平成 19年 5月 31日の参議院・文教科学委員会における伊吹文明文部科学大臣談話などに明言
されている。なお文部科学省ホームページ中に「ゆとり教育」という語が散見されるが，これ
らはすべて，文部科学省の表現ではなく，審議会での参考人の発言記録等，文部科学省外の人
物の発言中に見られるものである。

  　なお社会では，「ゆとり教育」という語は，高等学校教育に関していえば，新聞では平成に
入った頃から使い始められている。例えば朝日新聞では平成 4年 10月 28日「家庭・芸術は自
習　ゆとり教育より受験重視　熊本県立第一高」が初出であり，読売新聞では，平成 3年 6月
7日「時短やゆとり教育を　行革審の『豊かなくらし部会』が報告へ」が初出である。

 3）嚆矢となったのは，岡部恒治，戸瀬信之，西村和雄 編「分数ができない大学生：21世紀の日
本が危ない」東洋経済新報社　1999年である。なお，その後，西村氏らは「小数ができない
大学生 :国公立大学も学力崩壊」東洋経済新報社　2000年，「算数ができない大学生 : 理系学
生も学力崩壊」東洋経済新報社　2001年等の「ゆとり教育」批判をその内容とする著作を矢
継ぎ早に出版している。

 4）OECDにより，義務教育修了段階で，これまでに身に付けてきた知識や技能を，実生活の
様々な場面で直面する課題にどの程度活用できるかを測定することを目的として実施されてい
る学力調査。調査される内容は，①読解力，②数学的リテラシー，③科学的リテラシーの 3分
野であり，2000年から 3年ごとに実施されている（本稿執筆時点では 2018年が最新の調査）。
なお義務教育の効果を測定するため，多くの国で義務教育修了直後と考えられる 15歳 3か月
以上 16歳 2か月以下で学校に通う生徒を調査対象としている（日本では高等学校 1年生）。

 5）例えば，読売新聞「OECD国際学力調査　日本の低下，考える力どう養成」平成 19年 12月 5

日東京版朝刊は「開発機構（OECD）が昨年実施した国際学習到達度調査（PISA）で，日本
は前回に引き続き順位を下げた。今後，日本の高校生の学力が，世界のトップレベルに復活す
る可能性はあるのか。教育界では，思考力や表現力などの「考える力」を向上させる取り組み
も始まっているが，課題は山積している」としている。

 6）読売新聞における「脱ゆとり」の初出は，平成 16年 3月 30日東京版朝刊の「小学教科書『脱
ゆとり』　検定結果，発展的記述登場『台形の面積』復活」である。また朝日新聞における初
出は，平成 17年 2月 20日朝刊の「政治主導の『脱ゆとり』中山文科相，教育見直し発言」で
ある。

 7）中央教育審議会答申「これからの学校を担う教員の資質能力向上について」平成 27年 12月
21日のうち「別紙」に表として掲載。

  http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo0/toushin/1365665.htm

 8）文部科学省「高等学校学習指導要領」平成 30年 3月　この第 4章が「総合的な探求の時間」
である。

 9）中央教育審議会答申「21世紀を展望した我が国の教育の在り方について（第一次答申）」平成
8年 7月 19日

  http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/old_chukyo/old_chukyo_index/toushin/1309579.htm

10）前掲，中央教育審議会答申中，第 1部「今後における教育の在り方」（3）「今後における教育
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の在り方の基本的な方向」中に記載。
11）文部科学省「これからの時代に求められる力とは？」
  https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/gakuryoku/korekara.htm

12）前掲，中央教育審議会答申中，第 2部「学校・家庭・地域社会の役割と連携の在り方」の第 1

章「これからの学校教育の在り方」，（1）「これからの学校教育の目指す方向」中，［5］「横断
的・総合的な学習の推進」の項で述べられている。

13）教育課程審議会答申「幼稚園，小学校，中学校，高等学校，盲学校，聾学校及び養護学校の教
育課程の基準の改善について」平成 10年 7月の第 1章「教育課程の基準の改善の方針」の第
2項「各学校段階等を通じる教育課程の編成及び授業時数等の枠組み」中，「教育課程の編
成」に続く 2番目の見出しが「総合的な学習の時間」である。なおこの「教課審答申」及び，
後述する学習指導要領では「趣旨」「ねらい」「課題」「学習活動」の枠組みで「総合的な学習
の時間」を規定している。

  http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo3/004/siryo/attach/1399748.htm

14）文部科学省「高等学校学習指導要領」平成 11年 3月　文部科学省の「総則」中，第 4款「総
合的な学習の時間」

15）文部科学省「中学校学習指導要領」平成 10年 12月　文部科学省の第 1章「総則」中，第 4

「総合的な学習の時間の取り扱い」
16）総合学科に関してのみ適用される配慮事項一項目を除く。
17）ベネッセ教育総合研究所「総合的な学習の時間への実施期待」平成 11年
  https://berd.benesse.jp/shotouchutou/research/detail1.php?id=3327

18）ベネッセ教育総合研究所「第 1回大学生の学習・生活実態調査報告書」ベネッセ平成 20年
  https://berd.benesse.jp/koutou/research/detail1.php?id=3161

19）梶川裕司「高校における総合的な学習の時間について～運用をどう工夫するか～」徳島県教育
委員会「高校・障害児教育諸学校教頭研修講座講演要旨集」平成 12年 3月

20）梶川裕司「高等学校『総合的な学習の時間』の学習内容をどう工夫するか」『教職研修』第 27

巻 3号　教育開発研所　平成 10年 11月
21）例えば，平成 18年 12月 12日付，朝日新聞東京版夕刊記事「約 30の都立高校で総合の時間に
受験教科　都教委，改善指導へ」，平成 18年 10月 16日付，朝日新聞宮城県版朝刊記事「必修
漏れ，県内も 6校「判断甘かった」発表遅れに県教委／宮城県」など。

22）当時の特筆すべき取り組みとしては京都市立堀川高校の「探究科」が挙げられる。堀川高校の
取り組みに関しては，別論文で論じる予定である。

23）生野金三，北村好史，豊澤博弘伸「総合学習の導入に関わる課題 ―『総合的な学習の時間』
のあり方をめぐって ―」白鴎大学発達科学部論集　第 3巻　第 1号　平成 18年 12月

24）森田尚人，森田伸子「教育思想史で読む現代教育」勁草書房　平成 25年 3月
25）広岡義之「教育の制度と歴史」ミネルヴァ書房　平成 19年 12月
26）文部科学省「生徒指導関係略年表について」
  http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/seitoshidou/04121504.htm

  同表では，学習指導要領の変遷と，問題行動の生起が，並べて掲載されている。この年表を見
ると，学力強化を目指す指導要領改訂の後，問題行動が増加していること，また「ゆとり教
育」の方向へのシフトの後，問題行動が減少していることが読み取れる。

27）梶川裕司「高等学校『総合的な学習の時間』の学習内容をどう工夫するか」教職研修 27巻 3

号　教育開発研究所　平成 10年 11月
28）ブルーナー，J.S.佐藤三郎　鈴木祥蔵訳「教育の過程（新版）」岩波書店　昭和 61年 10月
  Bruner, J.S. The Process of Education Harvard University Press. 1961
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  同書は，ブルーナー一人の著作ではなく，ブルーナーの認知心理学に基づく新しい教育方法に
賛同した教育者，学者の集まったウッズ・ホール会議での議論を集大成した報告書である。

29）前掲書，解説（執筆者：佐藤三郎）
30）例えば，高校生向けの物理学教科書である「PSSC物理」。日本版が岩波書店から発行されて

いる（昭和 42年）。この教科書は，種々の物理学の法則を，既知のものとして教えるのではな
く，それを学ぶ高校生一人一人が，ある法則を発見した学者の実験等の追体験をすることで，
その学者が法則を発見した時に感じたと同じ発見の感動を感じることをめざしたものである。

31）佐藤三郎「ブルーナー『教育の過程』を読み直す」明治図書　昭和 61年 4月　佐藤によれば
昭和 44，45年告示学習指導要領は，表立っては表明してはいないがブルーナーが「教育の過
程」で示したような教育改革の方向性を取っており，それは「教育の現代化」と名付けられた
ことが明記されている。

32）佐藤三郎「新しい能力観と教育」黎明書房　昭和 48年 11月
33）31）によれば「教育の現代化」は，教育現場でのブルーナーの理解の不十分さを原因として，
多くの学校で単なる学力強化施策と捉えられ，その運用の結果，問題行動の増加等を引き起こ
し，後の「ゆとり教育」へ舵を切る転換点となったとしている。

34）27）と同じ
35）表はすべて文部科学省 HP「OECD生徒の学習到達度調査（PISA2018）」をもとに作成した。
  https://www.nier.go.jp/kokusai/pisa/index.html#PISA2018

36）「経験主義教育」の方向性と「系統主義教育」の方向性の区別に関しては，25）26）に準拠し
た。

37）例えば，加藤幸次，高浦勝義編著「学力低下論批判 :子どもが『生きる』学力とは何か」黎明
書房　平成 13年 8月　同書では，共著者として複数の文部官僚が，複数の章を担当し，資料
に基づいて「総合的な学習の時間」が成果を上げていることを論じている。

38）中央教育審議会教育課程部会「生活・総合的な学習の時間ワーキンググループにおける審議の
取りまとめについて」平成 28年 8月

  http://www.mext.go.jp/component/b_menu/shingi/toushin/__icsFiles/afieldfile/2016/09/12/ 

1377064_2.pdf

39）文部科学省「高等学校学習指導要領」平成 30年 3月の第 4章「総合的な探究の時間」
40）文部科学省「中学校学習指導要領」平成 29年 3月の第 4章「総合的な学習の時間」
41）文部科学省「高等学校学習指導要領解説（「総合的な探究の時間」編）」平成 30年 3月
42）文部科学省「教職課程コアカリキュラム」教職課程コアカリキュラムの在り方に関する検討会　
平成 29年 11月

43）現代の教育用語には，認知心理学の用語が多用されている。例えば，文部科学省文書において
認知心理学の用語である「メタ認知」「自己調整学習」は，「メタ認知」794回，「自己調整学
習」32回使用されている。
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Strategic Cost Management for Decision-making: 
Investment in Shopping Mall Stores by an SME in Thailand

Gustavo TANAKA 
Arnecht KANCHANATAVEE

I.  Introduction

Strategic cost management is a valuable tool that provides important information to managers 

in many industries. An accurate understanding of costs and income is critical for managerial 

decision-making. This research focuses on the case of an SME (small/medium-sized enterprise) 

which was considering two alternative ways of expanding its presence in Thailand’s footwear indus-

try: leasing stores in shopping malls or investing in its own self-owned stores.

The topic of management accounting for SMEs was chosen for this research because, accord-

ing to the Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), SMEs are a major 
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บทคััดย่่อ

หลัักการคัำานวณ วิธีีการ แลัะเคัร่�องมืือในการบริหารจััดการบัญชีีต้้นทุนนั�นเป็นที�ย่อมืรับแลัะถููกนำาไปใช้ีอย่่างกว้างขวางแลัะสััมืฤทธิีผลัใน

อุต้สัาหกรรมืการผลิัต้ แต่้อย่่างไรก็ต้ามืในภาคัอุต้สัาหกรรมืการให้บริการโดย่เฉพาะอย่่างยิ่�งอุต้สัาหกรรมืการค้ัาปลีักนั�นหลัักการบัญชีีต้้นทุนนั�นยั่ง

ไม่ืได้ถููกนำาไปใช้ีอย่่างแพร่หลัาย่ 

โดย่ตั้วอย่่างบริษััทที�นำามืาศึึกษัาคัรั�งนี�เป็นบริษััทในอุต้สัาหกรรมืการให้บริการแลัะการค้ัาปลีักแลัะเป็นบริษััทขนาดกลัางแลัะขนาดย่่อมื (SME) บริษััท

ดังกล่ัาวประกอบกิจัการนำาเข้าแลัะจััดจัำาหน่าย่รองเท้าสัำาหรับผู้สูังอายุ่จัากคุัณภาพสูังประเทศึญี�ปุ�น ช่ีองทางการจัำาหน่าย่สิันค้ัาผ่านทางห้างสัรรพ

สิันค้ัาเป็นช่ีองหลัักของบริษััทฯ ซึึ่�งจันถึูงปัจัจุับันทางบริษััทประสับคัวามืสัำาเร็จัในการสัร้างย่อดขาย่ผ่านทางช่ีองทางดังกล่ัาวเป็นอย่่างดี โดย่ส่ัวนหนึ�ง

ได้รับอานิสังส์ัจัากการพัฒนาของห้างสัรรพสิันค้ัาแลัะการทางเศึรษัฐกิจัอย่่างต่้อเนื�องในช่ีวงหลัาย่ทศึวรรษัที�ผ่านมืา 

เพื�อเติ้มืย่อดขาย่บริษััทฯ จึังต้้องการต่้อย่อดคัวามืสัำาเร็จัในการจัำาหน่าย่รองเท้าผ่านช่ีองทางดังกล่ัาว โดย่ต้้องการที�จัะขย่าย่สัาขาในการจัำาหน่าย่สิันค้ัา

ต่้อไปแลัะจัำาเป็นต้้องตั้ดสิันใจัเลืัอกรูปแบบในการลังทุนขย่าย่ช่ีองทางการจัำาหน่าย่สิันค้ัา โดย่มีืสัองทางเลืัอกได้แก่ ลังทุนเปิดหน้าร้านของบริษััทฯ 
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driver of economic growth and adjustment: SMEs are flexible, innovative, quick to react to changing 

markets, relatively unbureaucratic, entrepreneurial, and “in touch” with reality. 

This paper is organized as follows. First, the research methodology is explained. Then, a brief 

introduction of the company, product, industry, and distribution channel (shopping malls) is 

presented. Finally, a decision is made regarding the optimum choice for the company under consid-

eration, followed by recommendations and contributions of the paper. 

II.  Literature Review

Research on the shopping mall industry has been done from different perspectives. Cheng  et 

al. (2007) analyzed the application of a GIS (geographic information systems) in shopping mall 

location selection. GIS combines spatial (geographical) and non-spatial (market-oriented) data to 

construct visualized information that can be easily understood and analyzed by decision makers and 

that cannot be achieved in table or list forms. Tay et al. (1999) studied the determinants of retail 

rent in shopping centers in Hong Kong and found that the rental rate of a retail unit is positively 

related to its customer-generating power, the size of the shopping center and the age of the 

shopping center, but negatively related to its own size. Kim et al. (2015) found that find that the 

shopping mall experience impacts satisfaction and loyalty, as well as brand personality. Although the 

shopping mall personality influences satisfaction, it does not have a direct influence on loyalty. This 

study also shows that satisfaction affects loyalty as well. suggest that mall customer. Calvo-Porral 

and Lévy-Mangin (2019) concluded that traditional segments are no longer so in hard times and 

proposed five new segments, namely “senior hostelry seekers”, “young enthusiasts”, “deal hunters”, 

“adverse-reluctant customers” and “leisure comfy-teens”; being the “young enthusiasts” the most 

attractive segment; while the “adverse-reluctant customers” represent the main challenge for mall 
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managers.

However, no research has been done from the strategic cost management perspective, where 

the research has focused on manufacturing industries. This paper examines a case of decision-mak-

ing with relevant information in a shopping mall industry, considering the Five Steps in Decision 

Making Process with emphasis on the third step (Figure 1) and adopting a comprehensive 

approach to analyze relevant information for decision-making.

III.  Methodology 

The following methodology was applied. First, primary data were gathered through observa-

tion of activities performed by and interviews held with company owner/managers and staff. Then, 

after a review of the relevant literature, an analysis was conducted to determine which of the two 

operating models under consideration by the company is better. 

The following methodology was applied for determining the better alternative:

-   A sample was selected of the most important mall stores in terms of potential revenue and 

income for the selected SME.

-   A cost classification was performed in order to analyze the profitability of the sample stores.

-  Capital investment expenditures were estimated.

-   Projected income statements were derived for the alternatives of leasing stores in shopping 

malls versus investing in its own self-owned stores.

-  A decision was made based on the quantitative perspective.

-  Qualitative factors were considered.

IV.  The Case

1.  Company Selection

An SME was selected for this study as SMEs represent an important source of employment 

and GDP in Thailand. In order to preserve the confidentiality of this SME, we will call it Sakura 

Shoes. The core business of Sakura Shoes is importing shoes from Japan and selling them through 

its chain of stores in shopping malls. Sakura Shoes is the exclusive distributor of this line of 

Japanese shoes in Thailand. Sakura Shoes also sells sandals and insoles, and provides the service of 

measuring the length, width, and arch of the foot in order to recommend tailor-made, customized 

insoles to match the feet and shoes of its customers.

In general, Sakura Shoes follows a differentiation strategy, selling quality products and offering 

customized service. For example, in some stores the company has equipment for measuring the 

exact size and shape of the customer’s foot so he/she can purchase “custom made” insoles to go 
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with Sakura-sold shoes or other shoes worn by the customer.

Currently, Sakura Shoes sells through traditional channels (stores in shopping malls such as 

Central, Isetan, and its own “flagship” store) and on-line (through its own website and its official 

Facebook, Hotline, and Line accounts). However, 85% of its revenue comes from its stores in major 

shopping malls, especially the Central Group department stores which account for 58% of total 

brick-and-mortar sales.

2.  Japanese Products in Thailand

Among the imported goods from many foreign countries to Thailand, Japanese products are 

ranked number two for at least the past six years (Office of Trade Service, Ministry of Commerce, 

Thailand), representing about 14% of Thailand’s total import at around 33 billion US dollar in 2019. 

(Ministry of Commerce, Thailand) These imports include machineries, auto parts, steel and other 

consumer products (Ministry of Foreign Affairs, Business Information Center office, 2020) 

Thai Consumers have a good perception of Japanese brands (Rungtrakulchai and Setthapat, 

2009). Thais are very familiar with and enjoy Japanese products from cars, mobile phones, and 

electronics, to personal care and cosmetics. This positive impression also extends beyond consumer 

products to also include such Japanese exports as music (J-Pop), TV dramas, and anime. 

(Reungsinpinya, 2011). Moreover, Japanese food is also very popular. Most of Thai people normally 

consume Japanese food in restaurants and street markets. (Thienhirun and Chung, 2015). Cosmetic 

products are also very popular. 

Japanese culture seems omnipresent in Bangkok, where you can even find a genuine “maid 

cafe” -- a restaurant where waitresses dressed in anime-like maid costumes treat customers as 

“masters” or “princesses.” (Nikkei Asia, 2020). Even, Thais usually prefer ‘Made-in Japan’ over 

‘Made-in Thailand’ products. (Reungsinpinya, 2011).

3.  The Product

The core business of Sakura Shoes is selling shoes for elderly women (although it also sells 

shoes for senior men). The shoes are imported from Japan and their price is high relative to the 

average spending power of Thai citizens: around twice the average price of similar shoes. Features 

that differentiate the product are their high quality and the variety of models and colors (around 800 

SKUs). See Appendix 1 for an example.

4.  The Industry

The shoe industry in Thailand is fragmented, with many competitors vying in diverse market 

segments. In the senior footwear market a wide variety products of varying quality are sold. 
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However, the shoes sold by Sakura Shoes have been gaining widespread popularity because of their 

perceived quality; the “Imported from Japan” image represents superior quality.

5.  Shopping Malls in Thailand

Shopping malls have been developed in Thailand, especially in Bangkok, since the early 1990s. 

Among the best-known are Siam Paragon, Central World, Icon Siam Mall, MBK Center, 

EmQuartier, Central Embassy, Siam Discovery Mall, Siam Center, Terminal 21, and Gaysorn 

Village. Some, like Gaysorn Village and Siam Paragon, are luxurious and exclusive, while others, 

like Central World, are always buzzing with life and host live events and concerts on special 

occasions such as Christmas and Songkran (Thai New Year).

Large shopping malls in Thailand generally charge stores a rent fee of between 18% and 30% of 

total revenues from goods sold in the department store section of the mall; smaller malls charge a 

lower fee. Two factors affect the rent fee percentage: the size and reputation of the shopping mall 

and the product life cycle̶the closer to the “decline stage” of the product life cycle, the lower the 

percentage rent fee the tenant must pay to the shopping mall. Tenants are also charged higher 

percentage rent fees during in peak sales and holiday seasons. Those shopping malls that hold high 

bargaining power over tenants may also charge an up-front fee for furniture and shop fixtures. 

It is important to mention that the practice in Thailand of charging only a percentage rent fee 

differs from the practice found in shopping malls in other countries. A common practice found in 

Japan, for example, is to charge either a fixed rent or a percentage rent. Shopping center leases in 

New Zealand require tenants to pay the higher of the basic rental fee agreed for the premises or a 

percentage of turnover. The applicable turnover percentage varies among tenant types but is 

seldom more than 10% (Gerbich, 1998).

Currently, Sakura Shoes has stores in some of the major shopping malls listed above and a 

couple of stores in smaller malls. Generally, the big malls impose more regulations and restrictions 

on their tenants than the smaller shopping centers do. Although most of Sakura Shoes’ income 

comes from the large malls, the profit margins for stores in those malls are smaller because of the 

restrictions.

6.  Shopping malls: The Selected Distribution Channel

Lekagul (2002) state that three major factors, environmental, shopping, and background, were 

found to influence preferences for shopping environments in Thailand. The environmental factors 

include the perceived environmental types; spacious and well-organized spatial configurations; 

physical content, such as fresh products, vegetation, and sitting areas; and environmental condi-

tions, such as maintenance level, crowdedness, and cool temperatures. Shopping factors include 
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recreational and value shopping. Respondents background factors include shopping behaviors and 

socioeconomic backgrounds, such as age and household economic status.

As previously mentioned, Sakura Shoes products’ prices are high, oriented to Bangkok’s 

population with high income.

High-income shoppers can afford to shop any at place; however, they prefer the opportunities 

for entertainment and recreation in the clean, convenient and comfortable environments of modern 

malls rather than the value shopping offered by Traditional Fresh Markets, in which conditions are 

rather uncomfortable. (Lekagul, 2002).

In Thailand, modern retailing is accounted for approximately 40 percent of retail market. This 

type includes supermarkets, hypermarkets, department stores, shopping malls and convenience 

stores (Thienhirun and Chung, 2015). This number has been constantly increasing in the last 

decades.

7.  The Decision

Currently, the manager of Sakura Shoes has to make a decision with regard to the best 

approach for expanding the company’s business by increasing the number of its stores in Bangkok 

shopping malls. 

She is considering two alternatives: investing in “self-owned” stores in small shopping malls or 

leasing stores in large shopping malls.

Alternative I: Expansion through investing in self-owned stores

With this alternative, Sakura Shoes would lease a store at a small shopping mall for a five- year 

period with a renewable contract; we call this alternative “self-owned” stores as Sakura would have 

to invest in furniture, fixtures, and equipment in the small shopping mall. However, this capital 

investment would bring some benefits to Sakura Shoes, such as greater flexibility in pricing and 

lower fixed rental fees.

Alternative II: Leasing stores

In this alternative, Sakura Shoes would rent a store in a major brand-name shopping mall 

located in a desirable commercial area in Bangkok. The good location comes with some disadvan-

tages, however, such as lower profit margins due to the higher percentage rent Sakura would have 

to pay to the shopping mall and price discounts it would be required to give to customers. (Such 

discounts are not literally “required”; they are proposed by the shopping mall, but the majority of 

tenants agree to them because of peer pressure from other tenants.)  
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8.  Operation Process and Cost Components

Based on historical data and market expectations, the following was done.

① A list of revenue sources for Sakura Shoes was prepared (Appendix 2).

②  A classification of costs (variable and fixed) and other accounts was performed in order to 

analyze profitability (Appendix 3).

③  Revenues were estimated using historical data. Sales discounts (according stage of 

product life cycle), percentage rent fees for each shopping mall, and sales commissions 

were also forecast (Appendix 4).

④ Fixed costs were estimated (Appendix 5).

⑤ Profitability structure was forecast (Appendix 6).

⑥ Other capital investment expenditures were estimated (Appendix 7).

⑦ Projected income statements were prepared for each alternative (Appendix 8).

⑧ A decision was made from the quantitative perspective.

⑨ Qualitative factors were considered.

9.  Summary of the Methodology applied in the Decision Making Process

Sakura Shoes’ average sales per branch from five shopping mall chains is presented in appen-

dix 2. Isetan is the leader in terms of average sales per month followed by Central shopping mall 

and Siam Takashimaya, the newcomer at the time of this paper. The average sales of each branch 

was calculated considering the data from the 20 leased stores in the shopping malls and comple-

mented with the data of the owned store. On the other hand, the contra revenues, liabilities and cost 

items are presented in appendix 3. In appendix 4, sales patterns in each shopping mall chain are 

categorized into 2 main categories, regular season and peak sale season where variable costs sale 

discounts, rent fees and sale commissions are calculated accordingly. 

Fixed costs -such as depreciation, rent and salaries incurred in the headquarters and each 

shopping mall- are quantified and accordingly allocated to each shopping mall in appendix 5. 

Complementing appendix 3, profit margin of top five shoe models that the company offers are 

examined in correlation with each shopping mall chain. The detailed calculations presented in the 

appendices 2, 3, 4 and 5 allows us to analyze the profitability of each option (appendix 6) an essential 

element in the decision-making process. From the analysis considering the top five shoes models 

sold, it can be concluded that Isetan is the mall chain that yields the highest profit margin to the 

Sakura Shoes. Capital investment of the company along with profit margin analysis of its additional 

service is presented in appendix 7. Finally, in appendix 8, a full income statement brings together all 

the data and analyses to provide us the financial performance of each option. From this final appen-

dix, it can be concluded that the owned store generates significantly higher net income margin. 
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V.  Conclusion

Considering quantitative factors only, analysis shows that Sakura Shoes should prefer to grow 

by investing in “self-owned” stores as this would be more profitable for the company. Should the 

company choose the lease alternative, the choice of where to lease would depend on the proportion 

of sales considering the discounts offered. If proportion of sales volume (after discounts) were 

equal, the best choice would be Isetan mall as this choice would provide the highest profit margins.

However, it is recommended that Sakura Shoes not close its current stores in the large malls as 

they contribute to building the company’s reputation and brand recognition.

It is also advised that Sakura Shoes bolster its on-line sales by applying loyalty marketing 

techniques. 

Finally, Sakura Shoes must be very careful in the selection of the shopping malls to continue its 

expansion plans. For example, Bangkok’s iconic Japanese department store Isetan closed its doors 

in late August. (Nikkei Asia, 2020). Consequently, potential revenues and costs should not only be 

the only variables in the evaluation of the malls’ selection. Since “Cost management information 

includes both financial and nonfinancial information critical to the firm’ success” (Blocher, p.23), 

other qualitative strategic factors (like changes in customers preferences, competitive advantage, 

industry trends, etc.) that could affect Sakura Shoes’ profitability should also be considered.

VI.  Contributions

The paper complements the small number of existing studies of management accounting in 

merchandising companies; adds to the literature on implementation of relevant cost analysis,  

especially in shopping mall distribution channels; and highlights the importance of thorough cost 

calculation in developing countries in Southeast Asia.
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Appendix 2: 

Shopping Mall # of stores Average sale per 
branch Total Sales %

Central 10               220,000            2,200,000       58%
The Mall 7                 150,000            1,050,000       28%
Isetan 1                 280,000            280,000          7%
Siam Takashimaya 1                 163,636            163,636          4%
Tang Hua Seng 1                 100,000            100,000          3%
Total 20               913,636            3,793,636       100%

Other Sources of Revenue
Own store's sales 1

Total Number of Off-
Line Stores 21

On-line sales
Company's website
Facebook
Hotline
Line

Sakura Shoes' Sales per Shopping Mall (in BHT)
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Appendix 3 

Contra Revenue , Liability and Cost Classification

Contra Revenues
Sales Discounts

Variable Costs
Percentage rent fee
Sales Commisions

Liability
Sales tax liability

Fixed Costs
Salary
Salary Overtime
Depreciation: Furniture, fixtures, and equipment  at 
department store  

Appendix 3

101Strategic Cost Management for Decision-making:Investment in Shopping Mall Stores by an SME in Thailand



13
 

 

A
pp

en
di

x 
4 

 

D
ep

ar
m

en
t S

to
re

Pe
rc

en
ta

ge
 re

nt
 fe

e
   

 R
eg

ula
r s

ea
so

n
29

.0
%

29
.0

%
29

.0
%

22
.0

%
27

.0
%

27
.0

%
27

.0
%

18
.0

%
16

.0
%

27
.0

%
23

.0
%

22
.0

%
21

.0
%

24
.0

%
19

.0
%

17
.5

%
15

.0
%

20
.0

%
24

.0
%

27
.0

%
15

.0
%

   
 P

ea
k 

sa
les

 sa
nd

 h
oli

da
y 

se
as

on
32

.0
%

32
.0

%
32

.0
%

25
.0

%
30

.0
%

30
.0

%
30

.0
%

21
.0

%
19

.0
%

30
.0

%
26

.0
%

25
.0

%
24

.0
%

30
.0

%
22

.0
%

20
.5

%
18

.0
%

R
ev

en
ue

s 
m

in
us

 P
er

ce
nt

ag
e 

re
nt

 fe
e

   
 R

eg
ula

r s
ea

so
n

71
.0

%
71

.0
%

71
.0

%
78

.0
%

73
.0

%
73

.0
%

73
.0

%
82

.0
%

84
.0

%
73

.0
%

77
.0

%
78

.0
%

79
.0

%
76

.0
%

81
.0

%
82

.5
%

85
.0

%
80

.0
%

76
.0

%
73

.0
%

85
.0

%
   

 P
ea

k 
sa

les
 sa

nd
 h

oli
da

y 
se

as
on

68
.0

%
68

.0
%

68
.0

%
75

.0
%

70
.0

%
70

.0
%

70
.0

%
79

.0
%

81
.0

%
70

.0
%

74
.0

%
75

.0
%

76
.0

%
70

.0
%

78
.0

%
79

.5
%

82
.0

%

D
is

co
un

t %
 o

ffe
re

d 
to

 th
e 

cu
st

om
er

s
Fu

ll p
ric

e
Sa

le 
15

%
Sa

le 
20

%
Sa

le 
=>

30
%

Fu
ll p

ric
e

Sa
le 

15
%

Sa
le 

20
%

Sa
le 

30
%

Sa
le 

40
%

Fu
ll p

ric
e

Sa
le 

15
%

Sa
le 

20
%

Sa
le 

30
%

Fu
ll p

ric
e

Sa
le 

15
%

Sa
le 

20
%

Sa
le=

> 
30

%
Fu

ll p
ric

e
Sa

le 
15

%
Sa

le 
20

%
Sa

le=
> 

30
%

Fu
ll p

ric
e

M
em

be
r p

ric
e

%
 o

f t
he

 D
is

co
un

t a
ss

um
ed

 b
y 

Sa
ku

ra
 S

ho
es

7.
5%

10
.0

%
30

.0
%

7.
5%

10
.0

%
30

.0
%

40
.0

%
15

%
20

%
30

%
15

%
20

%
30

%
15

%
20

%
30

%
10

.0
%

%
 o

f t
he

 D
is

co
un

t a
ss

um
ed

 b
y 

th
e 

m
al

l
7.

5%
10

.0
%

0.
0%

7.
5%

10
.0

%
0.

0%
0.

0%
0.

0%
0.

0%
0.

0%
0.

0%
0.

0%
0.

0%
0.

0%
0.

0%
0.

0%
0.

0%

Sa
le

s 
- R

en
t f

ee
 - 

C
us

to
m

er
s'

 d
is

co
un

t
   

 R
eg

ula
r s

ea
so

n
71

.0
%

63
.5

%
61

.0
%

54
.6

%
73

.0
%

65
.5

%
63

.0
%

57
.4

%
50

.4
%

73
.0

%
65

.5
%

62
.4

%
55

.3
%

76
.0

%
68

.9
%

66
.0

%
59

.5
%

80
.0

%
64

.6
%

58
.4

%
59

.5
%

10
0.

0%
90

.0
%

   
 P

ea
k 

sa
les

 sa
nd

 h
oli

da
y 

se
as

on
68

.0
%

60
.5

%
58

.0
%

52
.5

%
70

.0
%

62
.5

%
60

.0
%

55
.3

%
48

.6
%

70
.0

%
62

.9
%

60
.0

%
53

.2
%

70
.0

%
66

.3
%

63
.6

%
57

.4
%

Sa
le

s 
C

om
m

is
io

ns
Co

m
m

iss
ion

's 
ra

te
 p

aid
 to

 sa
les

fo
rc

e
2.

0%
2.

0%
2.

0%
2.

0%
2.

0%
2.

0%
2.

0%
2.

0%
2.

0%
2.

0%
2.

0%
2.

0%
2.

0%
2.

5%
2.

5%
2.

5%
2.

5%
2.

0%
2.

0%
2.

0%
2.

0%
2.

0%
2.

0%
N

et
 c

om
m

is
si

on
 (C

om
m

is
sio

n 
pa

id
 o

ve
r N

et
 S

ale
s)

2.
0%

1.
9%

1.
8%

1.
4%

2.
0%

1.
9%

1.
8%

1.
4%

1.
2%

2.
0%

1.
7%

1.
6%

1.
4%

2.
5%

2.
1%

2.
0%

1.
8%

2.
0%

1.
7%

1.
6%

1.
4%

2.
0%

1.
8%

N
et

 S
al

es
 a

fte
r c

om
m

is
si

on
   

 R
eg

ula
r s

ea
so

n
69

.0
%

61
.7

%
59

.2
%

53
.2

%
71

.0
%

63
.7

%
61

.2
%

56
.0

%
49

.2
%

71
.0

%
63

.8
%

60
.8

%
53

.9
%

73
.5

%
66

.7
%

64
.0

%
57

.8
%

78
.0

%
62

.9
%

56
.8

%
58

.1
%

98
.0

%
88

.2
%

   
 P

ea
k 

sa
les

 sa
nd

 h
oli

da
y 

se
as

on
66

.0
%

58
.7

%
56

.2
%

51
.1

%
68

.0
%

60
.7

%
58

.2
%

53
.9

%
47

.4
%

68
.0

%
61

.2
%

58
.4

%
51

.8
%

67
.5

%
64

.2
%

61
.6

%
55

.7
%

Pr
op

or
tio

n 
of

 to
ta

l s
ale

s a
cc

or
din

g 
to

 th
e 

dis
co

un
ts 

of
fe

re
d 

to
 c

us
to

m
er

s
5.

0%
50

.0
%

20
.0

%
25

.0
%

5.
0%

45
.0
%

20
.0
%

25
.0
%

5.
0%

5.
0%

45
.0
%

20
.0
%

25
.0
%

5.
0%

45
.0
%

20
.0
%

25
.0
%

5.
0%

45
.0
%

20
.0
%

25
.0
%

W
ei

gh
te

d 
av

er
ag

e 
N

et
 S

al
es

   
 R

eg
ula

r s
ea

so
n

59
.4

%
60

.9
%

60
.9

%
64

.1
%

61
.1

%
   

 P
ea

k 
sa

les
 a

nd
 h

oli
da

y 
se

as
on

56
.6

%
58

.2
%

58
.5

%
61

.6
%

Pr
op

or
tio

n 
of

 S
al

es
 a

cc
or

di
ng

 to
 th

e 
se

as
on

   
 R

eg
ula

r s
ea

so
n

50
.0
%

50
.0
%

50
.0
%

50
.0
%

10
0.
0%

   
 P

ea
k 

sa
les

 sa
nd

 h
oli

da
y 

se
as

on
50
.0
%

50
.0
%

50
.0
%

50
.0
%

A
ve

ra
ge

 N
et

 S
al

es
 M

ar
gi

n 
co

ns
id

er
in

g 
se

as
on

 
pe

ri
od

ic
ity

, r
en

t f
ee

s, 
sa

le
s 

di
sc

ou
nt

s a
nd

 
co

m
m

is
si

on
s

58
.0

%
59

.5
%

59
.7

%
62

.9
%

61
.1

%

To
ta

l
47

,00
0,0

00

Re
m

ar
k: 

N
um

be
rs

 in
 It

ali
c 

ar
e 

au
th

or
 e

sti
m

at
e

R
ev

en
ue

 S
tu

ct
ur

e 
an

d 
Va

ria
bl

e 
C

os
ts

W
al

ki
ng

 H
ab

it
(o

wn
 s

to
re

)
Is

et
an

 1
0%

Th
e 

M
al

l 3
5%

C
en

tr
al

 5
0%

Si
am

 T
ak

as
hi

m
ay

a
Ta

ng
 H

ua
 S

en
g 

5%

 

A
pp

en
di

x 
4

102 Strategic Cost Management for Decision-making:Investment in Shopping Mall Stores by an SME in Thailand



14 
 

 
Appendix 5 

Selling, general and administrative expenses: Cost structure

FIXED COSTS Unit Factor Rate Amount per 
month

Amount per 
year

HQ
Salary

Number of ppl # of employees 16
Actual expenses at HQ (THB/year) THB 1,377,000 16,524,000
Number of branches # of branches 21
HQ expenses allocated to each branch (THB/yea THB 65,571 786,857

Stores' expenses (Per store)
Salary

Number of person # of employees 1
Rate per month THB 10,000 10,000

Over time
Number of OT hour per month THB/HR 45.00     
OT rate per hour THB/HR 62.50     2,813
Number of special OT hour month 5.00       
Special OT rate per hour 83.33     417

Free agent salary allocation % of normal 
salary

25% 2,500

Capital investment: Furniture at department store
Central 85,000    
Siam Takashimaya 156,000  
The Mall 120,000  
Isetan -         
Tang Hua Seng -         

Useful life: Furniture at department store Month 36
Central Month 36
Siam Takashimaya Month 36
The Mall Month 36
Isetan Month
Tang Hua Seng Month

Depreciation: Funiture at department store
Central THB/Month 2,361
Siam Takashimaya THB/Month 4,333
The Mall THB/Month 3,333
Isetan THB/Month
Tang Hua Seng THB/Month

Owned Store (Per store)
Salary

Number of people units 1
Rate per month THB 10,000 10,000

Over time
Number of OT hour per month units 57.50     
OT rate per hour THB 62.50     3,594
Number of special OT hour month units 10.00     
Special OT rate per hour THB 83.33     833

Free agent 25.0% 2,500

Rent 73,000
Depreciaition 2,000,000       60 33,333

Online shop
Salary

Number of person units 1
Rate per month THB 10,000 10,000

Overtime
Number of OT hour per month units -         
OT rate per hour THB 62.50     0
Number of special OT hour month units -         
Special OT rate per hour THB 83.33     0  

Appendix 5
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Appendix 7 

Items Units
Customized 

insole equipment 
station

Foot analyzer

Initial investment THB 184,366.51          213,840.00      
Expected useful life months 60                       60                   
Salvage value THB -                      
Depreciation per month THB/month 3,072.78              3,564.00          

Variable cost
Custom insole THB/unit 781.11                
Ready made THB/unit 621.32                

Commission % of sales 2.50%

Selling price
Customer insole
Full price THB/unit 4,250.00              
Member price THB/unit 3,825.00              

Pre-make insole
Full price THB/unit 1,610.00              
Member price THB/unit 1,449.00              

Capital Investment Analysis
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Appendix 8 
 

Income statement

Number of units sold per year 8,918               687               

THB % THB %
47,000,000        107.0% 3,622,642        107.0%
43,925,234        100.0% 3,385,646        100.0%

18,436,519        42.0% -                 0.0%

Net Sale after all the Variable Cost 25,488,715        58.0% 3,622,642        100.0%

VAT 3,074,766          7.0% 236,995          7.0%
COGS (Weighted average) 7,437,951          16.9% 573,298          16.9%

Contribution Margin 18,050,764        41.1% 2,812,348        

Fixed Costs
Per month 1,377,000          89,927            
Annual 15,737,143        1,865,982        
Depreciation 400,000          
Net Income 2,313,621          4.9% 546,366          15.1%

Whole company Own Store

Rent fee, Customers' discount and 
Sales Commissions

Sales included VAT
Sales without VAT

 
 

Appendix 8
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菅　　　英　輝 大阪大学招聘教授 アメリカ政治外交

アンドレーア・レオナルディ 本学教授 哲学

李　　　鎭　榮 本学非常勤講師 美術史

梶　川　裕　司 本学教授 教育学

安　居　昌　行 本学非常勤講師 教育実践学

グスタボ・タナカ 本学教授 会計学，経営管理学

アネートー・カンチャナタビー Transmax Co. Thailand
ゼネラルマネージャー

会計学，経営管理学

掲載順

執筆者紹介



機関誌執筆規程
 （平成 9年 10月 25日制定）

1  ．投稿資格者は，京都外国語大学，京都外国語短期大学の専任教員・専任職員及び国際言語平
和研究所（以下「研究所」）の客員研究員，嘱託研究員とする。ただし，依頼原稿で機関誌編
集委員会（以下「委員会」）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
が所属長推薦を受けて原稿の執筆を依頼した場合

3  ．原則，『研究論叢』は語学，文学教育関連分野等の，『COSMICA』は地域研究の機関誌とす
る。

4  ．原稿は，未発表の学術論文又は学術資料に限る。なお，原稿の分類，配列は　⑴ 論文　
⑵ 資料・翻訳　⑶ 研究ノートとする。

5  ．原稿の採否は，すべて委員会が決定する。なお，原稿は採否にかかわらず原則として返却し
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 20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国際言語平和研究所とする。
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，平成 29年

11月 9日改正）
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