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〈Summary〉
  In this study, I assessed and ranked in the Field of the Social and Behavioral Sciences of 

American Graduate Schools using “Data-Based Assessment of Research-Doctorate Programs 

in the United States” published by National Academy Press in 2010.

  When we scrutinized the data using the Index of the Scholarly Quality of Program 

Faculity, California Institute of Technology ranked 1st, Harvard University ranked 2nd, Stanford 

University ranked 3rd, Baylor University ranked 4th, University of California-Berkeley ranked 

5th, and also scrutinized the data using the Index of the Effectiveness of the Program in 

Educating Research Scholars/Scientists, Baylor University ranked 1st, California Institute of 

Technology ranked 2nd, Stanford University ranked 3rd, University of Princeton ranked 4th, 

Harvard University ranked 5th.

Ⅰ．は　じ　め　に

　2012年に文部科学省から公表された「大学改革実行プラン」1） では，今日の日本は少子高齢化

の進行や地域コミュニテイの衰退，グローバル化によるボーダレス化，新興国の台頭による競争

激化といった急激な社会の変化や，東日本大震災という国難に直面しており，このような状況に

おいて，社会の変革を担う人材育成，知的基盤の形成やイノベーシヨンの創出など，「知の拠

点」として大学がこの国の発展に果たすべき役割は極めて大きく多様であることを述べている。

このプランは 2つの大きな柱と 8つの基本的な方向性から構成されており，1つ目の柱が，「激

しく変化する社会における大学の機能の再構築」であり，1．大学教育の質的転換，大学入試改

革，2．グローバル化に対応した人材育成，3．地域再生の核となる大学づくり（COC（Center of 

Community））構想の推進，4．研究力強化（世界的な研究成果とイノベーシヨンの創出），を内

容としている。2つ目の柱が，そのための「大学のガバランスの充実・強化」であり，5．国立

大学改革，6．大学改革を促すシステム・基盤整備，7．財政基盤の確立とメリハリのある資金分

配の実施（私学助成の改善・充実 ― 私立大学の質の促進・向上を目指して ―），8．大学の質

保証の徹底推進（私立大学の質保証の徹底推進と確立（教学・経営の両面から）），を内容として

いる。この答申が公表されたのは，日本の高等教育のユニバーサル段階において学士課程教育の

質の保証を担保するための大学評価が強く求められるようになっているからに他ならない。
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　一方，アメリカにおける大学評価は，早くも 19世紀前半からさまざまな組織や団体によって，

それぞれの観点から大学の質的分類や評価が行われるようになったが，1925年に公表された

ヒューズの研究は2），大学評価の本格的な試みといってよいだろう。アメリカ教育審議会の委託

をうけてカーターがまとめたレポート（1966年）は3），当時 106校にあった 29課程にわたる

1,663の専門課程を，（1）大学院教育の有効性と（2）大学院に所属する教授陣の質の 2点から評

価したものである。その後，同じ教育審議会の委託によりカーターとほぼ同一の方法を用いて，

大学院教育を評価したルースとアンダーソンのレポート（1970年）4） や専門大学院における職業

専門教育を評価したマーグリースとブラスのレポート（1973年）5） など，いくつもの継続研究が

行われ，1982年には研究協議会連合理事会の委託を受けて 1980年に発足した全米大学院教育質

的評価委員会が実施した『アメリカにおける研究博士プログラム評価』6） が刊行された。1995年

には『アメリカにおける研究博士プログラム ― 連続性と変容』7） が刊行された。これらの統計

的データの再解析による評価や，両資料を使用した時系的評価8） は先行研究として実施されてい

る。

　また 2010年に刊行された『アメリカにおける研究博士プログラムのデータベース評価』

（Jeremiah P. Ostriker, Charlotte V. Kuh, and James A. Voytuk （eds.）. A Data- Based Assessment of 

Research-doctorate Programs in the United States, National Academy Press. （2010））も，1980年調査及

び 1995年調査の継続研究として，同じ研究協議会連合理事会が大学評価の主体となって計画し，

その委託を受けて，新たに設置された全米研究博士プログラム研究委員会が 2005年，2006年に

実施した評価研究である。この 2010年度調査では，221の大学及び連合大学に設置されている

59の専門分野，計 4,838の研究博士プログラムが評価の対象になっている。評価対象のプログラ

ム数は 1995年調査よりも 33％以上多い。また約 10万 4千人以上の大学教員がこれらのプログ

ラムに所属しており，それゆえにこの調査は，文理系の Ph.D.学位を授与する全米の研究博士プ

ログラムをほぼ網羅しているといえる。

　本稿では，2010年に刊行された『アメリカにおける研究博士プログラムのデータベース評

価』の資料の統計的データの再解析により，現代アメリカ大学院の社会行動科学系領域を「教授

陣の質」と「大学院教育教育の有効性」の指標を使用して評価分析を試みた。

Ⅱ．使用した資料の説明

　本稿で使用したデータである『アメリカにおける研究博士プログラムのデータベース評価』で

は，比較的優秀な大学院教育を行っている 221の大学及び連合大学の 6領域，59の専門分野，

計 4,838の専門課程の研究博士プログラムについての評価をまとめている。評価の対象となった

59の専門分野のなかには，農業科学系では，畜産学，昆虫学，食品科学，森林・森林科学，栄

養学，植物学の 6分野，生物学・健康科学系では，生化学・実物生理学・構造生物学，生物学・

統合生物学・統合生医科学，細胞・発生生物学，生態学・生物進化論，遺伝学・ジェノミクス，
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免疫学・伝染病学，運動学，細菌学，神経科学・神経生物学，看護学，薬理学・毒物学・環境健

康学，生理学，公衆衛生学の 13分野，工学系では，航空宇宙工学，生物医学工学・生物工学，

化学工学，基盤・環境工学，コンピュータ工学，電気・コンピュータ工学，材料・工学科学，工

学・材料科学，機械工学，オペレーションズリサーチ・システム工学・産業工学の 10分野，人

文科学系では，アメリカ研究，古典学，比較文学，英語・英文学，仏語・仏文学，独語・独文学，

歴史学，美術史・建築学・考古学，言語・社会・文化，音楽学，哲学，宗教学，西／葡語・西／

葡文学，演劇・演技研究の 14分野， 物理学・数学系では，応用科学，天文物理学・天文学，化

学，コンピュータ科学，地球科学，数学，海洋学・気象科学・気象学物理学，物理学，統計学・

確率学の 9分野，社会・行動科学系では，農学・人的資源経済学，人類学，コミュニケーション

論，経済学，地理学，言語学，政治学，心理学，パブリックアフェアーズ・公共政策・公共行政，

社会学の 10分野が，それぞれ含まれる。ただし，この評価ではコンピュータ工学，材料・工学

科学，言語・社会・文化の 3分野はランキング評価の対象とはなっていない。この資料は 10の

カテゴリーに分類され，それらは一般的情報，Regression-based Rankings（重回帰分析ランキン

グ），Survey-based Rankings（調査ランキング），Dimensional Rankings（複合ランキング），研究

活動，学生支援・成果，多様性，他の全般的なランキング尺度，ランキングに使用されていない

データ，学生生活などとなっている。

　なお評価指標は，調査対象になった大学教授陣の研究能力を示す「教授陣の質」9） の指標群，

また各専門分野の「大学院生の特質」10） を示す指標群，プログラムの特質などの「大学院教育の

有効性」11） を示す指標群など，いずれも 7指標によって構成されている。

Ⅲ．使用した指標の説明

　本稿は，これらの指標のうち次の 2つの指標をとりあげた。まず大学院の研究生産性をとらえ

る指標として「教授陣の質」を，また大学院の教育生産性をとらえる指標として「大学院教育の

有効性」を使用した。なお各指標の説明は次の通りである。

　①「教授陣の質」－この指標は，ⅰ．教授 1人当たりの著書の数，ⅱ．論文引用数（人文科学

系を除く），ⅲ．外部資金を獲得した教授陣の割合，ⅳ．学際的研究への関与，ⅴ．教授陣の人

種的・民族的多様性，ⅵ．教授陣の男女比率，ⅶ．学術的褒賞や名声による教授陣の評価の 7指

標を，評定者が 6段階評価した結果を重回帰分析して算出された上位 5％のランキングを標準化

して得た数値である。

　②「大学院教育の有効性」－この指標は，ⅰ．過去 5年間の博士号取得者の平均人数，ⅱ．期

間内に博士課程を修了した学生数（人文科学系以外は 6年，人文科学系は 8年），ⅲ．学位取得

年数，ⅳ．修了後の就職（アカデミックな分野での就職または博士課程取得後の特別奨学金受給

者），ⅴ．個人研究室のある学生の割合，ⅵ．大学等による健康保険料受給者の割合，ⅶ．大学

等による学生支援受給者数の 7指標を，評定者が 6段階評価した結果を重回帰分析して算出され
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た上位 5％のランキングを標準化して得た数値である。

Ⅳ．「教授陣の質」と「大学院教育の有効性」の指標による評価結果

　表 1は，研究能力を示す評価指標である「教授陣の質」を使用して社会行動科学系領域の分析

結果をまとめたものである。表 1からあきらかな様にカルフォルニア工科大学，が第 1位にラン

クされている。それに続きハーバード大学，スタンフォード大学，ベイラー大学，カリフォルニ

ア大学（バークリー校），マサチーセッツ工科大学，ペンシルベニア大学，ジョンズ・ホプキン

ス大学，プリンストン大学，ミシガン大学（アンアーバー校），コンロビア大学（ニューヨー

ク・シティ校），イェール大学，デューク大学，ウイスコンシン大学（マディソン校），シカゴ大

学，コーネル大学，ローチェスター大学，カリフォルニア大学（バークリー校，サンフランシス

コ校），ノースウエスタン大学，ダートマス大学の順で上位 20校が序列化されている。なおカル

フォルニア工科大学は経済学の分野のみで，ベイラー大学は心理学と社会学の分野のみで，カリ

フォルニア大学（バークリー校，サンフランシスコ校）は人類学の分野のみで，ダートマス大学

は心理学の分野のみで上位にランクされている。

　また専門分野ごとにみると農業・人的資源経済学の分野ではカルフォルニア大学（バークリー

校）が，人類学の分野ではペンシルバニア州立大学が，コミュニケーシヨン論の分野ではスタン

フォード大学，オハイオ州立大学（メイン・キャンパス校）が，経済学の分野ではカリフォルニ

ア工科大学，ハーバード大学，カリフォルニア大学（バークリー校），プリンストン大学，シカ

ゴ大学，マルケット大学が，地理学の分野ではボストン大学が，言語学の分野で分野ではジョ

ン・ホプキンス大学が，政治学の分野ではハーバード大学，スタンフォード大学が，心理学の分

野ではハーバード大学が，公共政策・行政学の分野ではジョンズ・ホプキンス大学が，社会学の

分野ではペンシルバニア大学，ミシガン大学（アンアーバー校），デューク大学が，それぞれ第

1位を占めている。

表 1．「教授陣の質」の指標による評価結果

順
　
　
位

大　　　　学　　　　名

分　野　別　得　点

平
均
得
点

農
業
・
人
的
資
源
経
済
学

人

類

学

コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
論

経

済

学

地

理

学

言

語

学

政

治

学

心

理

学

公
共
政
策
・
行
政
学

社

会

学
1 カリフォルニア工科大学 － － － 65 － － － － － － 64.6 
2 ハーバード大学 － 63 － 65 － 60 65 65 62 61 63.0 
3 スタンフォード大学 － 60 65 63 － 60 65 64 － 63 62.8 
4 ベイラー大学 － － － － － － － 63 － 62 62.5 
5 カリフォルニア大学（バークリー校） 64 60 － 65 61 62 62 62 － 62 62.2 
6 マサチューセッツ工科大学 － － － － － 60 64 63 － － 62.2 
7 ペンシルバニア大学 － － 62 63 － 62 57 64 62 66 62.2 
8 ジョンズ・ホプキンズ大学 － 60 － 60 － 64 60 64 64 63 62.1 
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9 プリンストン大学 － 60 － 65 － － 61 60 60 62 61.3 
10 ミシガン大学（アンアーバー校） － 58 62 60 － 55 64 62 62 66 61.2 
11 コロンビア大学（ニューヨーク・シティ校） － 60 － 61 － － 60 61 － 64 61.2 
12 イェール大学 － 61 － 62 － 60 62 62 － 60 61.2 
13 デューク大学 － 50 － 61 － － 63 63 － 66 60.7 
14 ウィスコンシン大学（マディソン校） 60 63 60 63 62 60 57 60 － 60 60.6 
15 シカゴ大学 － 60 － 65 － 62 55 58 60 62 60.3 
16 コーネル大学 58 60 63 60 － 60 60 60 － 60 60.2 
17 ローチェスター大学 － － － 60 － － 60 60 － － 60.0 
18 カリフォルニア大学（バークリー校、サンフランシスコ校） － 60 － － － － － － － － 60.0 
19 ノース・ウェスタン大学 － 62 60 61 － 60 60 59 － 57 59.9 
20 ダートマス大学 － － － － － － － 60 － － 59.9 
21 南カリフォルニア大学 － － 60 60 57 61 57 62 57 60 59.1 
22 ニューヨーク大学 － 59 57 63 － 55 64 60 61 53 59.0 
23 ケーズ・ウェスタン・リザーブ大学 － 60 － － － － － 58 － 59 59.0 
24 カリフォルニア連合大学 － 59 － － － － － － － － 59.0 
25 ワシントン大学（セントルイス校） － 58 60 － － 58 58 － － 58.5 
26 オレゴン州立大学 58 － － 58 58 － － － － － 58.0 
27 テキサス大学（サウスウェスタン医学センター・ダラス） － － － － － － － 58 － － 58.0 
28 アリゾナ大学 － 58 64 55 53 56 56 62 61 56 57.9 
29 カリフォルニア大学（デービス校） 62 58 － 56 57 － 63 62 － 47 57.9 
30 コロラド大学（ボルダー校） － 60 57 56 62 62 51 59 － 54 57.5 
31 アイダホ大学 － － － － 57 － － － － － 57.5 
32 ブラウン大学 － 51 － 62 － － 55 62 － 56 57.2 
33 ジョージア工科大学 － － － － － － － 58 56 － 57.0 
34 メリーランド大学（カレッジ・パーク校） 62 － 39 59 62 63 58 51 57 60 56.9 
35 オハイオ州立大学（メイン・キャンパス校） 56 56 65 52 57 52 58 60 54 59 56.8 
36 ジョージア州立ジョージア・工科大学 － － － － － － － － 57 － 56.5 
37 カリフォルニア大学（ロサンゼルス校） － 57 － 52 62 54 54 63 － 47 55.6 
38 カリフォルニア大学（サン・ディエゴ校） － 54 56 61 － 51 63 60 － 42 55.5 
39 ニューヨーク州立大学（ストーニー・ブルック校） － 62 － 52 － 52 60 58 － 47 55.5 
40 ニュー・オリンズ大学 － － － － － － － 55 － － 55.3 
41 ペンシルバニア州立大学 46 64 56 56 57 － 63 57 32 64 55.0 
42 ワシントン大学 － 57 56 50 56 45 60 58 － 53 54.5 
43 カーネギー・メロン大学 － － － 54 － 43 － 57 64 － 54.4 
44 アリゾナ州立大学 － 62 50 62 57 － 44 62 43 － 54.1 
45 イリノイ大学（アーバナシャンペイン校） 52 52 53 42 57 61 60 59 － 49 53.8 
46 エモリ大学 － 58 － 46 － － 61 58 － 45 53.8 
47 ロードアイランド大学 60 － － － － － － 48 － － 53.7 
48 アイオワ州立大学 － － － 60 － － － 54 － 47 53.7 
49 カリフォルニア大学（サンタ・バーバラ校） － 54 61 50 62 47 46 62 － 45 53.6 
50 ジョージ・ワシントン大学 － － － 45 － － 64 48 57 － 53.5 
51 アラバマ大学（メイン・キャンパス校） － － 56 － － － 51 54 － － 53.5 
52 サン・ディエゴ州立大学（UCサン・ディエゴ校） － － － － － 53 － 54 － － 53.5 
53 サン・ディエゴ州立大学（UCサンタ・バーバラ校） － － － － 53 － － － － － 53.4 
54 ボストン大学 － 50 － 59 63 58 44 59 － 41 53.4 
55 タフツ大学 － － － － － － － 53 － － 53.2 
56 カリフォルニア大学（アービン校） － 54 － 53 － － 55 54 49 54 53.2 
57 ピッツバーグ大学（ピッツバーグ・キャンパス校） － 40 49 56 － － 57 64 － － 53.2 
58 ラトガーズ州立大学（ニュー・ブランズウイック校） － 53 60 49 50 45 47 57 57 60 53.1 
59 シラキュース大学（メイン・キャンパス校） － 38 57 61 50 － 41 61 62 50 52.6 
60 ノース・カロライナ大学（チャペル・ヒル校） － 37 51 44 53 － 58 59 55 64 52.6 
61 ニューヨーク州立大学（ビンガムトン校） － 62 － 45 － － 64 55 － 36 52.5 
62 パーデュー大学（メイン・キャンパス校） 47 － 59 55 － 58 49 49 － 48 52.2 
63 クラーク大学 － － － － 58 － － 46 － － 52.2 
64 アラバマ大学（バーミングハム校） － － － － － － － 59 － 45 52.1 
65 ワイオミング大学 － － － 54 － － － 50 － － 52.0 
66 カリフォルニア大学（リバーサイド校） － 46 － 45 － － 61 55 － 53 52.0 
67 ニュー・メキシコ大学（メイン・キャンパス校） － 61 38 54 － 49 54 52 － 56 51.9 
68 テキサス農業・工業大学 49 55 56 48 52 － 61 51 － 43 51.7 
69 ミシガン州立大学 56 46 62 50 47 38 58 58 － 51 51.6 
70 フロリダ州立大学 － － 40 48 40 － 59 64 52 60 51.6 
71 オレゴン大学 － 58 40 54 61 48 50 61 － 41 51.5 
72 オーバーン大学 － － － 59 － － － 44 － － 51.1 
73 バンダービルト大学 － － － 50 － － 53 62 － 38 50.8 
74 インディアナ大学（ブルーミントン校） － 52 51 42 57 47 59 54 58 37 50.8 
75 ミズーリ大学（コロンビア校） 41 58 60 46 － － 59 55 － 37 50.7 
76 バーモント大学 － － － － － － － 51 － － 50.7 
77 マルケット大学 － － － 65 － － － 35 － － 50.2 
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78 カリフォルニア大学（サンフランシスコ校） － － － － － － － － － 50 50.1 
79 ワシントン州立大学 － 54 57 45 － － 52 40 － 52 50.1 
80 テキサス大学（オースチン校） － 43 55 48 40 50 49 49 50 60 49.3 
81 マイアミ大学（ＵＭ） － － 34 － － － 39 61 － 62 49.2 
82 アイオワ大学 － 30 51 53 53 32 57 64 － 54 49.2 
83 ボーリング・グリーン州立大学 － － 43 － － － － 44 － 61 49.1 
84 ジョージタウン大学 － － － 53 － 48 46 － － － 49.0 
85 南メソディスト大学 － 57 － 55 － － － 36 － － 49.0 
86 ミネソタ大学（ツイン・シティズ校） 54 34 46 60 30 43 58 62 － 54 49.0 
87 コロラド州立大学 62 － － － － － － 35 － － 48.8 
88 セントラル・フロリダ大学 － － － － － － － 44 53 － 48.8 
89 イリノイ大学（シカゴ校） － 41 － 58 － － 39 52 59 43 48.6 
90 ケンタッキー大学 30 47 59 45 48 － 57 52 59 40 48.4 
91 サウス・カロライナ大学（コロンビア校） － － 44 44 56 － 48 53 － 46 48.2 
92 コロラド大学（デンバー校・健康科学センター） － － － － － － － － 41 55 48.2 
93 ボストンカレッジ － － － 53 － － 41 59 － 40 48.1 
94 インディアナ大学（パデュー校） － － － － － － － 48 － － 48.1 
95 ルイスビル大学 － － － － － － － 53 43 － 47.9 
96 ニューヨーク州立大学（オールバニー校） － 51 － 35 － － 36 54 56 56 47.9 
97 ユニフォーム・サービス健康科学大学 － － － － － － － 48 － － 47.9 
98 マサチューセッツ大学（アムハースト校） 56 46 43 39 － 62 43 47 － 46 47.7 
99 ジョージア州立大学 － － 37 56 － － 47 54 － 44 47.6 
100 ジョージア大学 42 56 57 42 47 37 45 45 55 49 47.6 
101 メリーランド大学（ボルティモア校） － － － － － － － 48 47 － 47.6 
102 ニューヨーク州立大学（バッファロー校） － 38 59 37 51 47 50 55 － 43 47.4 
103 クレムソン大学 50 － － － － － － 44 － － 47.3 
104 コネチカット大学 49 52 59 50 31 41 44 59 － 40 47.1 
105 レンセラー工業大学 － － 43 51 － － － － － － 47.1 
106 ミシシッピー州立大学 － － － － － － － － 38 56 47.0 
107 バージニア工業州立大学 50 － － － － － － 50 45 40 46.2 
108 ケント州立大学（メイン・キャンパス校） － 61 34 － 42 － － 50 － 45 46.2 
109 ニューヨーク市立大学（グランド・センター校） － 50 － 47 － 50 43 47 － 40 46.2 
110 バージニア大学 － 31 － 50 － － 46 62 － 40 45.6 
111 ライト州立大学（メイン・キャンパス校） － － － － － － － 45 － － 45.3 
112 ブランダイズ大学 － 35 － 57 － － 36 54 － 43 45.2 
113 ノース・ダコタ州立大学（メイン・キャンパス校） － － 40 － － － － 51 － － 45.0 
114 デラウェア大学 － － － 36 － 58 38 54 43 41 45.0 
115 ユタ州立大学 － － － 47 － － － 46 － 41 44.9 
116 ネブラスカ大学（リンカーン校） 35 － 53 38 27 － 47 52 － 62 44.9 
117 フロリダ大学 32 56 49 44 41 32 48 58 － 42 44.9 
118 テンプル大学 － 33 53 30 － － 54 60 － 38 44.8 
119 オハイオ大学（メイン・キャンパス校） － － 41 － － － － 48 － － 44.7 
120 クラークソン立大学 － － － 45 － － － － － － 44.5 
121 ルイジアナ州立大学農業・工業カレッジ 35 － 41 40 46 － 50 45 － 53 44.4 
122 カンザス州立大学 54 － － 42 50 － － 37 － 38 44.3 
123 カンザス大学 － 41 41 37 55 49 44 49 － 38 44.3 
124 ユタ大学 － 57 38 34 51 － 37 49 － － 44.2 
125 ノース・イースタン大学 － － － － － － 34 51 41 51 44.1 
126 ニュー・ハンプシャー大学 － － － 35 － － － 32 － 65 44.1 
127 バージニア・コモンウェルス大学 － － － － － － － 49 39 － 43.9 
128 カリフォルニア大学（サンタ・クルス校） － 47 － 53 － 39 － 42 － 37 43.6 
129 メンヒス大学 － － 39 － － － － 49 － － 43.6 
130 テネシー大学 － 42 54 46 47 － 38 38 － 39 43.5 
131 ブリンマーカレッジ － － － － － － － 43 － － 43.4 
132 クレアモント大学院大学 － － － 46 － － 36 48 － － 43.2 
133 ライス大学 － 34 － 39 － 37 63 41 － － 42.8 
134 マイアミ大学（ＭＵ） － － － － － － － 43 － － 42.8 
135 テキサス大学（ダラス校） － － － － － － － 50 36 － 42.6 
136 ハワイ大学（マノア校） － 54 49 34 50 36 32 47 － 38 42.5 
137 アクロン大学 － － － － － － － 38 42 47 42.4 
138 ブリガムヤング大学 － － － － － － － 41 － 43 42.4 
139 南イリノイ大学（カーボンデール校） － 47 32 43 51 － 41 39 － 42 42.2 
140 アラスカ大学（フェアバンクス校） － 42 － － － － － － － － 42.0 
141 ニューメキシコ州立大学（メイン・キャンパス校） － － 29 － － － － 55 － － 42.0 
142 クリーヴランド州立大学 － － － － － － － － 42 － 41.9 
143 ノートルダム大学 － － － － － － 44 41 － 40 41.6 
144 イリノイ工科大学 － － － － － － － 42 － － 41.5 
145 ドレクセル大学 － － － 34 － － － 49 － － 41.5 
146 ウィスコンシン大学（ミルウォーキー校） － 41 － 42 35 － 50 39 － － 41.4 
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147 オールド・ドミンゴ大学 － － － － － － 38 49 37 － 41.3 
148 ローマ・リンダ大学 － － － － － － － 41 － － 41.2 
149 ウェイン大学 － 46 38 39 － － 41 46 － 38 41.2 
150 フロリダ国際大学 － － － 39 － － 41 48 42 36 41.1 
151 アーカンサス大学（メイン・キャンパス校） － － － － － － － 38 44 － 41.0 
152 サウス・フロリダ大学 － 38 40 － － 30 － 56 － 41.0 
153 テキサス・クリスチャン大学 － － － － － － － 41 － － 40.8 
154 ノース・テキサス大学 － － － － － － 50 32 － 40 40.6 
155 ノース・カロライナ州立大学 － － － 50 － － － 36 32 44 40.4 
156 オクラホマ大学（ノーマン校） － 38 58 35 24 － 38 44 － 44 40.2 
157 テキサス工科大学 － － － － － － 42 38 － － 40.0 
158 ミズーリ大学（カンザスシティ校） － － － 36 － － － 40 43 － 39.8 
159 シンシナティ大学（メイン・キャンパス校） － － － － 34 － 38 48 － － 39.8 
160 フロリダ・アトランティク大学 － － － － － － － 47 33 － 39.7 
161 ミシシッピー大学 － － － 38 － － 50 31 － － 39.6 
162 ツーレイン大学 － 42 － － － － － 38 － － 39.6 
163 リーハイ大学 － － － 32 － － － 47 － － 39.6 
164 ロヨラ大学（シカゴ校） － － － － － － 39 39 － 37 38.8 
165 ラトガーズ州立大学（ニュワーク・キャンパス校） － － － － － － － 39 － － 38.8 
166 ヒューストン大学 － － － 40 － － 32 45 － － 38.7 
167 アメリカン・カトリック大学 － － － － － － 35 42 － － 38.3 
168 ミズーリ大学（セントルイス校） － － － － － － 40 36 － － 38.1 
169 フォードハム大学 － － － 32 － － － 44 － 38 37.9 
170 トレド大学 － － － － － － － 38 － － 37.8 
171 ノーザン・イリノイ大学 － － － 29 － － － 46 － － 37.7 
172 アメリカン大学 － 28 － 39 － － 36 34 49 － 37.2 
173 ウェスタン・ミシガン大学 － － － 35 － － 34 40 39 36 36.7 
174 ノース・ダコタ大学（メイン・キャンパス校） － － － － － － － 37 － － 36.7 
175 オクラホマ州立大学（メイン・キャンパス校） 32 － － 35 34 － － 39 － 38 35.6 
176 サザン・ミシシッピー大学 － － 34 － － － － 36 － － 35.1 
177 ハワード大学 － － 31 － － － 34 39 － － 34.6 
178 ネバダ大学（リノ校） － 30 － － － － 32 41 － － 34.3 
179 アデルヒイ大学 － － － － － － － 34 － － 33.8 
180 ダラス大学 － － － － － － 29 － － － 29.2 
181 ドゥケーン大学 － － － － － － － 29 － － 29.2 
182 フロリダ工科大学 － － － － － － － 29 － － 29.2 

　表 2は，教育能力を示す評価指標である「大学院教育の有効性」の指標を使用してアメリカ大

学院の社会行動科学系領域を序列化したものである。表からあきらかなようにベイラー大学が第

1位にランクされている。それに続きカリフォルニア工科大学，スタンフォード大学，プリンス

トン大学，ハーバード大学，カリフォルニア大学（ロサンゼルス校），マサチューセッツ工科大

学，イエール大学，シカゴ大学，カリフォルニア大学（バークリー校），カリフォルニア大学

（バークリー校，サンフランシスコ校），ミシガン大学（アンアーバー校），コンロビア大学

（ニューヨーク・シティ校），ダートマス大学，フロリダ工科大学，テキサス・クリスチャン大学，

トレド大学，ワシントン大学（セントルイス校），オーバーン大学，ボーリング・グリーン州立

大学の順で上位 20校が序列化されていることがわかる。なおベイラー大学は心理学と社会学の

分野のみで，カルフォルニア工科大学は経済学の分野のみで，マサチューセッツ工科大学は言語

学，政治学，心理学の分野のみで，カリフォルニア大学（バークリー校，サンフランシスコ校）

は人類学の分野のみで，ダートマス大学，フロリダ工科大学，テキサス・クリスチャン大学，ト

レド大学は心理学の分野のみで，オーバーン大学は経済学と心理学の分野のみ，ボーリング・グ

リーン州立大学はコミュニケーション論，心理学，社会学の分野のみで上位にランクされている。

　学問分野別にみると農業・人的資源経済学の分野ではカンザス州立大学が，人類学の分野では

スタンフォード大学，ハーバード大学，コーネル大学，ペンシルバニア州立大学，テネシー大学，
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ユタ大学が，コミュニケーシヨン論の分野ではオレゴン大学が，経済学の分野ではカリフォルニ

ア工科大学，プリンストン大学，ハーバード大学，ドレクセル大学，サウス・カロライナ大学

（コロンビア校），リーハイ大学，マルケット大学が，地理学の分野ではカンザス州立大学，ウィ

スコンシン大学（ミルウォーキー校），ケンタッキー大学，サウソ・カロライナ大学（コロンビ

ア校），アリゾナ大学，オクラホマ州立大学（メインキャンパス校）が，言語学の分野ではカリ

フォルニア大学（ロサンゼルス校），カーネギー・メロン大学，サウス・フロリダ大学が，政治

学の分野ではスタンフォード大学，ローチェスター大学，ライス大学，ペンシルバニア州立大学，

ウィスコンシン大学（ミルウォーキー校），フロリダ州立大学，アリゾナ大学，ミシシッピー大

学，カンザス大学，インディアナ大学（ブルーミントン校）が，心理学の分野ではプリンストン

大学が，公共政策・行政学の分野ではノース・カロライナ州立大学が，社会学の分野ではベイ

ラー大学が，それぞれ第 1位を占めている。

表 2．「大学院教育の有効性」の指標による評価結果
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政
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政
学
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会

学
1 ベイラー大学 － － － － － － － 61 － 71 66.2 
2 カリフォルニア工科大学 － － － 63 － － － － － － 63.4 
3 スタンフォード大学 － 62 61 62 － 61 62 61 － 64 61.9 
4 プリンストン大学 － 61 － 63 － － 61 62 62 64 61.9 
5 ハーバード大学 － 62 － 63 － 61 61 59 63 60 61.1 
6 カリフォルニア大学（ロサンゼルス校） － 60 － 60 60 62 61 61 － 60 60.6 
7 マサチューセッツ工科大学 － － － － － 61 60 60 － － 60.4 
8 イェール大学 － 60 － 61 － 60 60 61 － 60 60.4 
9 シカゴ大学 － 60 － 60 － 60 60 61 61 60 60.2 
10 カリフォルニア大学（バークリー校） 61 60 － 60 60 60 60 60 － 60 60.1 
11 カリフォルニア大学（バークリー校、サンフランシスコ校） － 60 － － － － － － － － 60.0 
12 ミシガン大学（アンアーバー校） － 60 60 60 － 60 60 60 60 60 60.0 
13 コロンビア大学（ニューヨーク・シティ校） － 60 － 60 － － 60 60 － 60 60.0 
14 ダートマス大学 － － － － － － － 60 － － 60.0 
15 フロリダ工科大学 － － － － － － － 60 － － 60.0 
16 テキサス・クリスチャン大学 － － － － － － － 60 － － 60.0 
17 トレド大学 － － － － － － － 60 － － 60.0 
18 ワシントン大学（セントルイス校） － 61 － 61 － － 60 58 － － 59.9 
19 オーバーン大学 － － － 62 － － － 57 － － 59.7 
20 ボーリング・グリーン州立大学 － － 56 － － － － 60 － 63 59.7 
21 ニュー・オリンズ大学 － － － － － － － 59 － － 59.3 
22 エモリ大学 － 60 － 57 － － 61 57 － 62 59.3 
23 ノース・ダコタ州立大学（メイン・キャンパス校） － － 57 － － － － 61 － － 59.1 
24 インディアナ大学（パデュー校） － － － － － － － 59 － － 59.0 
25 ノース・ダコタ大学（メイン・キャンパス校） － － － － － － － 59 － － 59.0 
26 ジョージア工科大学 － － － － － － － 55 63 － 58.9 
27 カーネギー・メロン大学 － － － 62 － 62 － 59 53 － 58.8 
28 ジョージア州立ジョージア・工科大学 － － － － － － － － 59 － 58.7 
29 クレムソン大学 61 － － － － － － 56 － － 58.7 
30 ネブラスカ大学（リンカーン校） 60 － 61 60 50 － 59 59 － 61 58.7 
31 カンザス州立大学 62 － － 56 62 － － 56 － 55 58.1 
32 レンセラー工業大学 － － 56 60 － － － － － － 57.9 
33 ローチェスター大学 － － － 53 － － 62 58 － － 57.8 
34 ユニフォーム・サービス健康科学大学 － － － － － － － 58 － － 57.7 
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35 ラトガーズ州立大学（ニュワーク・キャンパス校） － － － － － － － 58 － － 57.5 
36 デューク大学 － 59 － 52 － － 59 58 － 58 57.1 
37 コーネル大学 59 62 46 58 － 55 56 58 － 60 56.8 
38 ライス大学 － 60 － 53 － 55 62 54 － － 56.8 
39 アイオワ州立大学 － － － 53 － － － 60 － 57 56.7 
40 アラスカ大学（フェアバンクス校） － 57 － － － － － － 56.5 
41 ペンシルバニア州立大学 55 62 56 48 53 － 62 59 43 69 56.3 
42 アーカンサス大学（メイン・キャンパス校） － － － － － － － 59 53 － 56.3 
43 アラバマ大学（メイン・キャンパス校） － － 56 － － － 53 59 － － 55.9 
44 ミシシッピー州立大学 － － － － － － － － 63 49 55.8 
45 シラキュース大学（メイン・キャンパス校） － 51 61 48 61 － 49 53 63 58 55.5 
46 シンシナティ大学（メイン・キャンパス校） － － － － 61 － 48 58 － － 55.5 
47 ノートルダム大学 － － － － － － 55 59 － 52 55.4 
48 ドレクセル大学 － － － 63 － － － 48 － － 55.3 
49 テキサス工科大学 － － － － － － 58 52 － － 55.1 
50 テネシー大学 － 62 46 61 60 － 57 55 － 44 55.0 
51 デラウェア大学 － － － 45 － 51 61 49 58 65 54.9 
52 サン・ディエゴ州立大学（UCサン・ディエゴ校） － － － － － 57 － 52 － － 54.9 
53 フロリダ・アトランティク大学 － － － － － － － 56 53 － 54.7 
54 ペンシルバニア大学 － － 56 49 － 53 47 52 56 70 54.6 
55 ノース・カロライナ大学（チャペル・ヒル校） － 53 61 57 44 － 60 39 63 60 54.5 
56 ニューヨーク州立大学（ストーニー・ブルック校） － 60 － 50 － 48 61 59 － 46 54.2 
57 カリフォルニア大学（デービス校） 57 57 － 48 56 － 61 50 － 50 54.1 
58 アイダホ大学 － － － － 54 － － － － － 54.1 
59 オレゴン州立大学 57 58 － 42 59 － － － － － 54.0 
60 ミシガン州立大学 51 60 55 36 53 60 60 59 － 52 53.9 
61 カリフォルニア大学（リバーサイド校） － 59 － 58 － － 53 61 － 37 53.7 
62 ウィスコンシン大学（ミルウォーキー校） － 55 － 33 62 － 62 56 － － 53.6 
63 ケンタッキー大学 46 42 48 55 62 － 55 61 56 58 53.6 
64 ノース・ウェスタン大学 － 59 40 61 － 59 46 59 － 50 53.4 
65 サウス・カロライナ大学（コロンビア校） － － 44 63 62 － 42 42 － 66 53.4 
66 サウス・フロリダ大学 － 45 61 － － 62 － 46 － － 53.3 
67 フロリダ州立大学 － － 41 61 59 － 62 52 50 48 53.3 
68 パーデュー大学（メイン・キャンパス校） 60 － 55 48 － 61 55 54 － 40 53.2 
69 オレゴン大学 － 58 62 61 47 48 60 52 － 37 53.2 
70 バンダービルト大学 － － － 58 － － 60 48 － 47 53.1 
71 アラバマ大学（バーミングハム校） － － － － － － － 51 － 55 53.1 
72 アリゾナ大学 － 48 42 54 62 55 62 54 41 60 53.0 
73 ユタ州立大学 － － － 45 － － － 47 － 67 53.0 
74 テキサス大学（ダラス校） － － － － － － － 47 58 － 52.8 
75 アクロン大学 － － － － － － － 60 40 59 52.8 
76 リーハイ大学 － － － 63 － － － 42 － － 52.6 
77 ブラウン大学 － 51 － 57 － － 42 50 － 62 52.5 
78 南イリノイ大学（カーボンデール校） － 61 55 49 － － 43 53 － 53 52.4 
79 ジョージア大学 44 54 53 59 59 57 37 47 55 57 52.2 
80 アイオワ大学 － 34 55 60 51 61 37 56 － 62 52.2 
81 ツーレイン大学 － 45 － － － － － 60 － － 52.1 
82 アリゾナ州立大学 － 32 60 62 59 － 58 46 48 － 52.1 
83 テキサス農業・工業大学 39 55 58 48 57 － 61 52 － 46 52.0 
84 オクラホマ大学（ノーマン校） － 60 54 55 50 － 45 52 － 46 51.8 
85 ミシシッピー大学 － － － 54 － － 62 39 － － 51.7 
86 マサチューセッツ大学（アムハースト校） 59 43 41 51 － 61 53 60 － 46 51.7 
87 カリフォルニア大学（サンタ・クルス校） － 51 － 61 － 61 － 48 － 36 51.6 
88 ヒューストン大学 － － － 54 － － 55 45 － － 51.5 
89 テキサス大学（オースチン校） － 61 47 53 59 32 56 56 54 45 51.5 
90 カンザス大学 － 50 61 48 52 53 62 49 － 36 51.4 
91 ジョンズ・ホプキンズ大学 － 61 － 39 － 60 56 58 42 44 51.4 
92 ミネソタ大学（ツイン・シティズ校） 57 47 44 60 55 42 53 57 － 47 51.4 
93 ルイスビル大学 － － － － － － － 49 54 － 51.3 
94 マイアミ大学（ＭＵ） － － － － － － － 51 － － 51.2 
95 ノース・イースタン大学 － － － － － － 51 61 46 47 51.1 
96 コロラド大学（ボルダー校） － 55 41 38 58 44 57 59 － 57 51.0 
97 ピッツバーグ大学（ピッツバーグ・キャンパス校） － 46 50 55 － － 59 45 － － 51.0 
98 ボストンカレッジ － － － 56 － － 49 57 － 42 51.0 
99 バーモント大学 － － － － － － － 51 － － 50.9 
100 マイアミ大学（ＵＭ） － － 52 － － － 39 50 － 63 50.8 
101 メリーランド大学（カレッジ・パーク校） 39 － 45 53 47 61 42 53 59 57 50.7 
102 ミズーリ大学（カンザスシティ校） － － － 52 － － － 60 40 － 50.6 
103 オハイオ州立大学（メイン・キャンパス校） 42 37 52 51 56 57 60 55 46 48 50.5 
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104 クラーク大学 － － － － 49 － － 52 － － 50.4 
105 サン・ディエゴ州立大学（UCサンタ・バーバラ校） － － － － 50 － － － － － 50.4 
106 インディアナ大学（ブルーミントン校） － 36 56 56 27 45 62 51 58 60 50.0 
107 フロリダ国際大学 － － － 57 － － 53 52 43 44 50.0 
108 ジョージア州立大学 － － 61 54 － － 54 44 － 37 49.8 
109 バージニア工業州立大学 59 － － － － － － 48 38 53 49.5 
110 ウェスタン・ミシガン大学 － － － 62 － － 52 54 29 50 49.5 
111 ワシントン州立大学 － 39 56 51 － － 43 51 － 57 49.4 
112 オハイオ大学（メイン・キャンパス校） － － 53 － － － － 46 － － 49.3 
113 カリフォルニア大学（サンタ・バーバラ校） － 57 59 47 46 37 36 58 － 53 49.2 
114 フロリダ大学 55 42 61 45 37 47 52 46 － 58 49.1 
115 マルケット大学 － － － 63 － － － 35 － － 48.9 
116 カリフォルニア大学（アービン校） － 59 － 37 － － 47 58 51 43 48.9 
117 イリノイ大学（アーバナシャンペイン校） 32 51 56 53 53 37 59 45 － 49 48.4 
118 ワイオミング大学 － － － 58 － － － 38 － － 48.3 
119 サザン・ミシシッピー大学 － － 45 － － － － 52 － － 48.3 
120 ニュー・メキシコ大学（メイン・キャンパス校） － 39 50 42 － 31 61 55 － 57 47.8 
121 セントラル・フロリダ大学 － － － － － － － 35 60 － 47.8 
122 バージニア大学 － 58 － 43 － － 44 53 － 41 47.8 
123 ミズーリ大学（コロンビア校） 46 37 61 45 － － 47 56 － 42 47.7 
124 ニューヨーク州立大学（ビンガムトン校） － 36 － 42 － － 60 59 － 40 47.7 
125 ノース・カロライナ州立大学 － － － 42 － － － 32 64 53 47.5 
126 オクラホマ州立大学（メイン・キャンパス校） 30 － － 29 62 － － 60 － 56 47.3 
127 メリーランド大学（ボルティモア校） － － － － － － － 48 47 － 47.2 
128 ケント州立大学（メイン・キャンパス校） － 27 50 － 47 － － 61 － 48 46.9 
129 南カリフォルニア大学 － － 50 43 41 46 52 51 43 48 46.9 
130 クリーヴランド州立大学 － － － － － － － － 47 － 46.8 
131 ネバダ大学（リノ校） － 61 － － － － 38 42 － － 46.8 
132 イリノイ大学（シカゴ校） － 51 － 47 － － 50 49 42 40 46.4 
133 ノーザン・イリノイ大学 － － － 49 － － － 43 － － 46.1 
134 コネチカット大学 52 53 36 44 43 51 50 33 － 52 46.0 
135 タフツ大学 － － － － － － － 46 － － 45.7 
136 南メソディスト大学 － 39 － 46 － － － 52 － － 45.4 
137 ルイジアナ州立大学農業・工業カレッジ 40 － 55 57 32 － 42 44 － 44 45.0 
138 ワシントン大学 － 42 46 45 29 43 53 53 － 48 45.0 
139 ブランダイズ大学 － 31 － 39 － － 53 61 － 40 44.8 
140 ウィスコンシン大学（マディソン校） 41 28 45 49 50 38 60 46 － 47 44.8 
141 バージニア・コモンウェルス大学 － － － － － － － 56 34 － 44.7 
142 ミズーリ大学（セントルイス校） － － － － － － 35 55 － － 44.7 
143 カリフォルニア大学（サン・ディエゴ校） － 50 33 41 － 48 55 49 － 36 44.4 
144 クラークソン立大学 － － － 44 － － － － － － 44.3 
145 メンヒス大学 － － 36 － － － － 51 － － 43.9 
146 ニューメキシコ州立大学（メイン・キャンパス校） － － 43 － － － － 45 － － 43.8 
147 ニューヨーク大学 － 50 27 56 － 44 57 43 29 46 43.8 
148 ロヨラ大学（シカゴ校） － － － － － － 35 54 － 41 43.5 
149 ユタ大学 － 62 57 32 32 － 29 48 － － 43.2 
150 ジョージタウン大学 － － － 46 － 46 36 － － － 42.7 
151 ニュー・ハンプシャー大学 － － － 32 － － － 54 － 41 42.5 
152 コロラド州立大学 39 － － － － － － 46 － － 42.4 
153 ロードアイランド大学 52 － － － － － － 32 － － 42.1 
154 テンプル大学 － 30 52 33 － － 42 57 － 38 41.9 
155 ラトガーズ州立大学（ニュー・ブランズウイック校） － 33 27 44 32 52 51 42 51 43 41.6 
156 フォードハム大学 － － － 33 － － － 43 － 49 41.6 
157 ジョージ・ワシントン大学 － － － 29 － － 44 46 45 － 40.9 
158 ブリンマーカレッジ － － － － － － － 41 － － 40.9 
159 ウェイン大学 － 54 28 47 － － 41 34 － 40 40.8 
160 ボストン大学 － 52 － 34 51 30 35 44 － 37 40.4 
161 ニューヨーク州立大学（オールバニー校） － 42 － 33 － － 35 49 35 44 39.5 
162 ニューヨーク州立大学（バッファロー校） － 39 37 33 41 35 35 47 － 48 39.3 
163 ケーズ・ウェスタン・リザーブ大学 － 35 － － － － － 44 － 39 39.3 
164 ハワイ大学（マノア校） － 45 24 35 32 45 36 50 － 36 37.9 
165 アメリカン・カトリック大学 － － － － － － 35 39 － － 37.5 
166 コロラド大学（デンバー校・健康科学センター） － － － － － － － － 38 36 37.4 
167 カリフォルニア大学（サンフランシスコ校） － － － － － － － － － 37 36.7 
168 ハワード大学 － － 48 － － － 32 31 － 36 36.6 
169 ブリガムヤング大学 － － － － － － － 33 － 40 36.5 
170 アメリカン大学 － 35 － 29 － － 35 35 43 － 35.2 
171 テキサス大学（サウスウェスタン医学センター・ダラス） － － － － － － － 35 － － 35.0 
172 ニューヨーク市立大学（グランド・センター校） － 39 － 33 － 32 30 34 － 37 34.2 
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173 ライト州立大学（メイン・キャンパス校） － － － － － － － 34 － － 33.7 
174 オールド・ドミンゴ大学 － － － － － － 32 35 34 － 33.6 
175 ドゥケーン大学 － － － － － － － 33 － － 33.1 
176 ノース・テキサス大学 － － － － － － 33 30 － 37 33.0 
177 アデルヒイ大学 － － － － － － － 31 － － 31.5 
178 ダラス大学 － － － － － － 31 － － － 31.3 
179 クレアモント大学院大学 － － － 33 － － 31 30 － － 31.1 
180 ローマ・リンダ大学 － － － － － － － 31 － － 30.6 
181 イリノイ工科大学 － － － － － － － 28 － － 28.3 

Ⅴ．要 約 と 課 題

　本稿では 2010年に刊行された『アメリカにおける研究博士プログラムのデータベース評価』

の調査結果の研究能力を示す評価指標である「教授陣の質」と教育能力を示す評価指標である

「大学院教育の有効性」を使用してアメリカ大学院の社会行動科学系領域の序列化を試みた。

　大学毎の「教授陣の質」を使用した分析結果をみるとカルフォルニア工科大学，ハーバード大

学，スタンフォード大学，ベイラー大学，カリフォルニア大学（バークリー校），マサチーセッ

ツ工科大学，ペンシルベニア大学，ジョンズ・ホプキンス大学，プリンストン大学，ミシガン大

学（アンアーバー校），コンロビア大学（ニューヨーク・シティ校）が上位にランクされていた。

また「大学院教育の有効性」を使用した分析結果をみるとベイラー大学，カリフォルニア工科大

学，スタンフォード大学，プリンストン大学，ハーバード大学，カリフォルニア大学（ロサンゼ

ルス校），マサチューセッツ工科大学，イエール大学，シカゴ大学，カリフォルニア大学（バー

クリー校）が上位にランクされていた。

　専門分野毎に「教授陣の質」を使用した分析結果をみると農業・人的資源経済学の分野ではカ

ルフォルニア大学（バークリー校）が，人類学の分野ではペンシルバニア州立大学が，コミュニ

ケーシヨン論の分野ではスタンフォード大学などが，経済学の分野ではカリフォルニア工科大学

などが，地理学の分野ではボストン大学が，言語学の分野で分野ではジョン・ホプキンス大学が，

政治学の分野ではハーバード大学などが，心理学の分野ではハーバード大学が，公共政策・行政

学の分野ではジョンズ・ホプキンス大学が，社会学の分野ではペンシルバニア大学などが，それ

ぞれ上位を占めていた。「大学院教育の有効性」を使用した分析結果をみると農業・人的資源経

済学の分野ではカンザス州立大学が，人類学の分野ではスタンフォード大学などが，コミュニ

ケーシヨン論の分野ではオレゴン大学が，経済学の分野ではカリフォルニア工科大学などが，地

理学の分野ではカンザス州立大学などが，言語学の分野ではカリフォルニア大学（ロサンゼルス

校）などが，政治学の分野ではスタンフォード大学などが，心理学の分野ではプリンストン大学

が，公共政策・行政学の分野ではノース・カロライナ州立大学が，社会学の分野ではベイラー大

学が，それぞれ上位を占めていた。

　最後に残された課題について簡単に触れておこう。本稿では，評価指標として「教授陣の質」

と「大学院教育の有効性」を使用してアメリカ大学院の社会行動科学系領域の評価を試みたが，

「教授陣の質」と「大学院教育の有効性」の指標の有用性や妥当性についてさらなる検討が必要
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であろう。また本研究は非常に限られた資料に基づいて，アメリカ大学院の社会行動科学系領域

の評価を考察したが，この課題をあきらかにするには，さらに体系的に資料を収集して分析する

必要があるだろう。
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11）   大学院教育の有効性を示す指標群は，（過去 5年間の博士号取得者の平均人数，期間内に博士
課程を修了した学生数（人文科学系以外は 6年，人文科学系は 8年），学位取得年数，修了後
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〈Summary〉
  The present paper is about how culture is kept constructed. Then, based on Freud’s 

theory of the father killing, it is argued that narrating is the sources and motives of practicing 

the attack, as his sons must have planned and communicated each other before reaching the 

scene. In the wake of the killing, the deed becomes more and more symbolic, through narrat-

ing. In cultural or social rules being made, narrating turns out to be more textual or structural. 

Now we, who are so much involved in textual matters, can easily identify ourselves to the 

characters in narrative texts. At this stage, performance takes place; we are inclined to perform 

textual hero’s role in our everyday life; conceptualizing texts, we practice narrative plots that 

end up as a happy ending. In order to be a happy hero, however, we need to territorialize the 

land for building a house and making a family. In global circumstances, we experience both 

textual and actual events reciprocally. Media enable us to go into the past, quickly enter the 

present, and go back and forth between reality and non-reality. Terrtorialization is no longer 

physical movement but media transportation, which must be called de/territorialization. In 

keeping a series of identification, performance, and de/territorialization, we particpate in creat-

ing, and outlinining cultures in which our identity is anchored.

物　語 る

　ある日のこと，支配されるか追放されるかしていた兄弟たちは力をあわせて父を襲い殺しその

肉を食べた。暴力的な父は，兄弟たちにとって，羨望と恐怖をともなう模範であった。食べてし

まう，という行為によって父と一体化し父の強さをものにすることができた兄弟たちは，やがて

互いに敵対しあうことのないように，殺しと近親性交を禁止する掟をつくる。宗教，道徳，社会，

文化の起源はこのようにしてつくられる。フロイトの「トーテムとタブー」（1913）に読めるく

だりである。1）

　兄弟たちは，飢餓と欲望と羨望に身を裂かれる思いだったにちがいない。そんな兄弟たちは，

やがて群れをつくった。追放されていた兄弟たちは，どのようにして群れをつくり，どのように

して結束し現場へと向かったのだろう。それははじめ本能的だったにちがいない。しかしいくど

となくくり返されるうちに，襲撃は語られ，またしても企てられ，企てそれ自体が動因となって

さらに結束をうながし，より計画的に，より周到に準備され，現場へと向かったにちがいな
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い。 2）

　道すがら，企ては一人一人に伝えられ，語られ，さらに団結力を強める兄弟たちは，父を倒し，

その肉を食べ，父の力を自分自身に感じるようになる。

　力をもつことはお互い同士が敵対しあうことでもある。兄弟たちはどのようにして，殺しと近

親性交を禁じるようになったのだろう。二大タブーという掟が，社会，道徳，宗教そして文化な

どの始まりだとすれば，掟は語られあうことによって守られたにちがいない。やがて襲撃は，永

年月にわたって物語られつづけ，より記号化され，群れから群れへと伝えられたにちがいない。

　物語ることが，襲撃を企て，文化的営為へと動機づけたとすれば，個体発生のレベルにおいて

それは自らをより象徴的な世界へと配置することでもある。

　フロイトはトーテムとタブーに関する研究を結ぶにあたって，「宗教，道徳，社会，芸術の起

源がエディプス・コンプレックスにおいて出あう」（3: 277）と言う。父のようにあることを欲

望する幼児が，ファルスという純然たる象徴を獲得し，ペニス身体から自らを解放することに

よってエディプス・コンプレックスを克服し社会化するプロセスは，兄弟たちが掟について語り

これを守り，文化を構成していく過程に似ている。

　このことについて，ロラン・バルトはいささか曖昧な言表ではあるが，人間の子供は三歳頃

「文と物語とエディプス・コンプレックスを同時に《考えだす》」（「物語の構造分析序説」54）と

言う。子供はやがてエディプス・コンプレックス超克を，ちょうど兄弟たちが父殺しを他の部族

の兄弟たちにそうするように，物語ることになる。この事が，J.オーモンが『映画理論講義』に

おいて言う「物語の基本構造とエディプス的構造との類同性」（315）である。

　もともと物語は，兄弟たちの襲撃にかかわっていた。飢えと欲望を満たすために兄弟たちは企

てなければならなかった。企てを語り団結することによってしか，兄弟たちは父の力を上まわる

ことはできなかった。ファルスを獲得することによって，幼児は主体を形成していくように，兄

弟たちは物語るという象徴的行為によって団結し父を倒す力を身につけ，互いにタブーを守りな

がら襲撃を記号化し正当化し，そうすることによって構成することのできたコミュニティへと自

己を配置して行く。

　団結し襲撃するというまぎれもない集団的暴力が動因となって構成することになった文化は，

互いに語ることを起源として立ち起こり，互いに意味を共有しあうことによって維持される。

　物語内部における語り手と聞き手を贈与者と受益者の交換として分析するバルトは，「交換」

をコミュニケーションという社会的行為として論述する。

物語の内部では（贈与者と受益者に分担された）交換という大きな機能が働く。それ

と同様，それと相同的に，対象としての物語は，コミュニケーションの伝達物である。

物語の送り手が存在し，物語の受け手が存在するのだ。周知のように，言語的コミュ

ニケーションにおいては，わたしとあなたは，絶対に，互いに他を前提とする。同様

にして，語り手と聞き手（または読み手）をもたない物語はありえない。（「物語の構

造分析序説」36）
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　コミュニケーションにおける「交換」とは，投影と取込としての同一化のことである。物語る

ことにおいて，兄弟たちは互いに同一化しあい，意味を共有しあう。物語るという差違化のなか

で形成される主体として，他者／主体を交換しあう。交換とは，コミュニティにおける互いの同

一化であり，このコミュニケーション行為において実現される多元複合的主体の構成である。

物語テキストへの同一化

　フロイトにとって同一化は，主体と類似した他者の自我との関わり方である。「集団心理学と

自我の分析」（1921）で言うようにいづれのばあいにあっても，「『手本』Vorbildとみなされた他

我に似せて自我を形成」（6: 223）していくことである。

　第一に同一化は「感情結合のもっとも初期のもっとも根源的な形式」（6: 223）であり，父母

のようにありたい，と思うところのものである。

　第二の同一化についてフロイトは母親とおなじように咳に悩む少女の例をあげる。母親の替わ

りをしようとするエレクトラ・コンプレックスから生まれた同一化であって，このばあい自我は

母という対象を取り込むことによって母の自我のようにふるまい，これを自らのうちに取り入れ

る（6: 224）。

　第三の同一化は「性的衝動の対象ではない他人との，あらたにみつけた共通点のあるたびごと

に，生じる」（6: 224）。たとえば寄宿舎で一人の女性が秘密の恋人から受け取った手紙にヒステ

リーの発作で反応するとき，それを知った 2，3の友人がおなじ発作を起こす時である。同じ状

態に身を置く能力，または置こうとする欲求にもとづく同一化であり，女友達も秘密の関係を持

ちたいと思い，罪意識をもちながら，その恋愛につきまとう苦悩を引き受けるのである。

　始原的な同一化は，父を殺してその肉を食べたことであり，そうすることによって父のように

ありたいと思う兄弟たちの願望は充たされる。フロイトの言う第二の同一化は，自我の取込であ

りエディプス・コンプレックス克服に関わる。第三はより社会的な現場で起こる自／他の交換で

あり，複合的主体の構成である。

　ところで同一化は，物理的現実と映画や小説の世界とでは，異なるのだろうか，同じなのだろ

うか。

　精神分析と読者反応の批評家として知られるノーマン・N・ホランド（Norman N. Holland）

は，同一化という観点から，現実の読者と虚構の人物との関係を論述するが，両者の明確な区別

への試みは袋小路に突き当たると言う（Holland 266）。

　われわれはいつも，現実からテキストへ，テキストから現実へと向かう。現実とテキストに向

かう双方向の動きとして反復される日常生活を生きる。

　虚構と現実のあいだに明確な一線を引くことができないことを認めるホランドは，物語テキス

トへの同一化について，「つまりたしかに『そこにある』情動と防衛を登場人物からわれわれの

ものとして取込み，まぎれもなく『ここにある』感情をこの人物に投影するという，投影と取込
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という複雑な混成」（Holland 278）として説明する。3）

　しかし，テキスト内登場人物に同一化するとき，物理的なコミュニケーションが立ち起こって

いるわけではない。にもかかわらずどうして，虚構の登場人物に同一化することができるのだろ

う。この問いにたいする答えを，ラカンの鏡像段階の理論をもとに展開するクリスチャン・メッ

ツの「同一化，鏡」（『映画と精神分析』88‒118）に読むことができる。つまり子供の自我は，鏡

に見える自らの相似形への同一化を通して形成されて行くが，この相似形は換喩的意味と隠喩的

意味を内包しており，換喩的意味の相似形とは鏡の中にいる別の人間／母であり，隠喩的意味の

相似形とは自分自身の反射像のことである。そのどちらも人の体を成しているが，鏡像はそれに

似たものであり，この事物としての自分自身に子供は同一化し，主体であることを確認して行く。

　スクリーンにも事物は映っている。通常，そこにはわれわれの姿は見えないが，すでに鏡像体

験によって，事物との同一化による自己確認を経験しているため，スクリーンにある事物，登場

人物，俳優，あるいは無機物や風景に同一化することができる。

　さらに言えば，鏡のなかには換喩的相似形としての母がいるが，鏡の外には物理的な母がいる。

双方の母に主体は同一化する。鏡の世界と物理的現実を瞬時に往復しながら，ちょうど夢見と目

覚めをくり返すように，自らを複合的に構成していく。

　だからわれわれは物語る声を，テキスト内世界とテキスト外つまり現実から聞くことができる。

ポスト構造主義時代への移行期ともいえる 70年代，読者反応批評のジェラルド・プリンスは，

テキスト内読者をナラティーとして論じた。語りははじめにナラティーへと向かい，これに物理

的読者は同一化する。つまり声は，いつもテキストの内外からわれわれに届く。

　テキスト内世界で語られる声をはじめさまざまな声は衝突，共鳴しあい，ときに記憶から呼び

覚まされる声とともに，われわれを複合的主体へと仕立て上げる。社会性へとわれわれは転身し

ていく。

　主体が社会性へと転身していく道程が，物語に仕掛けられたプロットである。ロシア・フォル

マリストのボリス・トマシェフスキーが筋とプロットを区別したことはよく知られるところであ

る。筋は「相互に関連のある諸事件の総体」だが，年代的，因果的秩序にしたがって，首尾一貫

して伝えられるところのものである。筋に対立するのがプロットであり，「対象は同じ事件であ

るが，事件の叙述の仕方，作品の中で事件が伝えられる順序，伝達の脈絡において対立する」

（トマシェフスキー 15）。

　出来事は時間軸にそって平坦に進展するわけではない。自然の猛威，敵対者の策略と襲撃，闘

いと平穏というように波瀾万丈である。プロットは，登場人物そして現実の読者によって経験さ

れる物理的な起伏である。

　しかも読者は，読書という，もともと散漫で統一性を欠いた行為 ― これを一時中断して電話

に出たり，突然の訪問客と話をしたり，あるいは記憶の世界に引きづりこまれたり，音楽を聴い

たり ― しながら，結末へと進む。共有される意味や価値観，社会的な場に向かってプロットを

進展させる。
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　ところで登場人物のなかに主人公つまりヒーローやヒロインがいる。テキスト構造としての物

語は，場所，登場人物，プロットとして構成されているが，新批評のルネ・ウェレックは，『小

説の諸相』（1927）の E. M. フォースターに倣って，登場人物を「静的（static）」と「動的

（dynamic）」に分類する（Wellek 219）。ヒーローは，暴力的状況を生きのび自己変容をとげる動

的な登場人物である。

　ヒーローが必要なのはこのためである。構造化されたエディプス・コンプレックスとしてある

物語にあって，ヒーローは，仲間とともに敵と戦い，夢や理想の実現，あるいは欲望充足に向

かってダイナミックな動きと成長を見せる。ヒーローは，エディプス・コンプレックスの克服者

であり，ファロスの獲得者である。

　ウラジーミル・プロップが，ロシアの魔法昔話をもとに，物語群を 31の機能からなる基本的

セットとして構造化したことは，よく知られるところである。おなじ 70年代に，フランスでロ

ラン・バルトに師事し，幻想文学を構造化したことで知られる，ツヴェタン・トドロフは『言説

の諸ジャンル』（1978）において，物語「サカツラガン」（“The Swan-Geese”）は 5つの構成素か

らなると言う。 1）初めの平衡（equilibrium）， 2）少年が誘拐され悪化する状況， 3）少女が

気づく不均衡， 4）探索と少年救出， 5）平衡の再確立としての帰郷である。4）

　弟が誘拐され平衡は崩れ，劣悪な状況に置かれる少女は，弟のいる場所へ向い救出，魔法使サ

カツラガンのもとから家へと逃げ帰る。平衡は取りもどされる。トドロフによれば，これら 5つ

の構成素が物語に組み込まれている。

　少女アリスやドロシー，桃太郎，千尋もまためでたく家にかえる。1915年に公開された G・

W・グリフィス監督の『国民の創世』― 南北戦争で引き裂かれた男女は，苦難をのり越え，め

でたく結ばれる ― はアメリカ映画の象徴的ともいえる物語構造である。2013年度アカデミー

賞作品賞を獲得した『それでも夜は明ける』（12 Years a Slave）もまた同じ構成素からなる。

1841年代の北部で平穏な家庭をもっていた黒人のソロモンは，ある日とつぜん拉致され，南部

で奴隷として働かされる。たびかさなる危機を乗り越え，12年後，ようやく家族のもとへと帰

還する。アンジェリーナ・ジョリー扮する天使の視点で物語られる『マレフィセント』（2014）

もまたトドロフのいう物語構成である。

　ヒーロー／ヒロインは苦闘し，生き延び，成長し帰還する。主人公とは，エディプス・コンプ

レックスという欲望と抑圧の相克を生き延び，現実界から象徴界へと転住し，社会に自己を配置

することに成功する，われわれ自身のレトリックである。

　「あらゆる物語はある意味で ― そしてだからこそ，それは人を魅了するのであるが ― エ

ディプスの場面を，欲望と〈法〉の対決を再演する」（315）と J.オーモンは言う。オーモンの

いう「欲望と〈法〉の対決」とは，原父の欲望と兄弟の禁止のことであり，エディプス・コンプ

レックスはこの対決のなかで，あるいは対決として構成され，昇華され，物語として社会的に生

産されて行く。

　物語にすぐさま捕縛されてしまうのは，そこに始原的コンプレックスが表出されているからで
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ある。物語ることにおいて，言葉として想起できないような，記憶の歪曲や捻れ，絡みあう暴力

などが再現されるからである。隠蔽記憶は反復されるからである。

　もともと父がヒーローであった。しかし兄弟たちは，父を殺しその肉を食べ，掟をつくった。

掟には，だから父がいる。父／ヒーローに同一化した兄弟たちは，掟と禁止を語り実行すること

によって，互いに同一化しあい，より社会的な自己へと成長をとげる。ヒーローとは，兄弟の一

人一人が，より多元重層的主体になるにいたる成長のレトリックである。

　読者／観客は，登場人物や風景に同一化しながら，ヒーローを自己として取り込む。まさしく

この同一化において，読者／主体は，ヒーローと連帯し，結末の公共性と，文化維持のためのイ

デオロギーを共有する

　物語テキストは，それはテキストであるかぎりにおいてすでに社会的であり文化的である。映

画制作会社，配給にともなう流通ルート，印刷や製本にかかるシステムなど，観客や読者にとっ

てテキストとしてあるときすでにそれは，公共の時間と空間に位置する。

　物語テキストは流通し共有される。映画のばあい，ペンタゴンが戦闘シーンの台本に介入する

こともよく知られるところである。だからこそ，たとえそれがどのように暴力的であっても，物

語として進展するかぎりにおいて，エンディングは共有される価値観であり，社会的であり，と

きに国家のイデオロギーである。

物語プロットの上演

　2003年 3月にアメリカはイラク戦争を開始したが，テレビ映画『セイビング・ジェシカ・リ

ンチ』は，同年 11月にアメリカの NBCで放映された。おもにテレビ映画を制作してきたピー

ター・マークルが監督，カナダの女優ローラ・リーガンがヒロインのジェシカを演じた。

　第 507整備補給中隊を乗せたトラックはイラクの南部ナシリア市近郊を走る。トラックの窓越

しに見えるアメリカ兵は不安げであり，イラクの子供や女性や男たちは，これを厳しい顔つきで

凝視する。ジェシカのひときは不安な表情，やがてマシンガン装備したトラックに併走される中

隊，そこに重々しい音楽はわれわれ観客を不安な気分にさせる。

　アメリカ兵そしてリンチへとわれわれは同一化する。銃撃戦。ナシリア市街地へとわれわれ自

身を配置していく。捕虜になったリンチの，仰向けの顔がときおり見える。この顔をイラク人弁

護士のムハンマド・アルラハイエフは，不安げに見つめる。

　ジェシカ・リンチ救出に向かって，プロットは一気に進展する。ムハンマドは妻の強い反対に

もかかわらず，アメリカ軍に近づき，リンチの生存を伝え，病院の見取り図をつくり，救出に協

力する。イラク兵の残忍さやムハンマドの危うさが，リンチ救出に向かうプロット実践へと観客

を駆りたてる。

　「私もアメリカ兵」という，いまでは伝説的な，リンチの声を聞き，安堵するわれわれにとっ

て，担架でリンチを運ぶアメリカ兵は救世主の位置にいるが，やがて救出され，家族や町が帰郷
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を祝賀し，州が大学進学の費用を負担，念願の先生になる夢の実現を，まるでわれわれの事のよ

うに実感する。オープンカーで祝賀されるジェシカと兄クレッグの晴れやかな姿，やがて救出に

協力したムハンマド・アルラハイエフ一家は政治亡命者としてアメリカで保護されていることが

伝えられ，11人の亡くなった兵士の名前，そしてジェシカは結婚するとの噂である，というふ

うにして物語は閉じる。

　トドロフのいう物語構造，1）初めの平衡状況，2）状況の悪化，3）主人公が気づく不均衡状

態，4）探索と救出，5）平衡の再確立あるいは帰郷は，映画『セイビング・ジェシカ・リンチ』

として反復されている。

　イラク戦争は，2003年 3月 20日，アメリカを主体とする軍隊がイラク侵攻したことではじ

まった。3月 23日，ジェシカ・リンチはアメリカ陸軍需品科の第 507整備補給中隊に所属，バ

クダッド南東にあるナシリヤでイラク民兵の襲撃にあう。アメリカ兵 11名が死亡，重傷を負っ

たリンチは捕虜となるが，アメリカ海兵隊・アメリカ陸軍レンジャー部隊による作戦は成功，サ

ダム・フセイン病院から救出される。

　2003年 4月 1日に救出され，世界のニュース番組で放映された映像はまだ記憶に新しい。リ

ンチは同年 8月 27日付で除隊しているが，この救出報道は，アメリカ軍のでっちあげであり，

ジェシカ・リンチはライフルを撃って勇敢に戦った，病院ではイラク軍の虐待を受けていたとい

うような誤報もふくめて，さまざまに飛び交う報道は，アメリカのイラク侵攻にあって，メディ

アがたくみに仕組んだ愛国心の産物にちがいないと，ピーター・H・マーティンは「リンチ・

モッブ」において言う（Martyn 1）。

　ジェシカ・リンチがナシリアに到着したとき，到着はすでに仕組まれていた。軍事シュミレー

ション，訓練と訓告などのなかに書き込まれていた。陸軍需品科第 507補給中隊に所属すること

も，ナシリアの町を軍用トラックで走ることもすでに企画されていた。急襲にあってどのように

対処し，捕虜になったばあいはどのように救出されるべきか。このように仕組まれた台本の上演

としてジェシカの現実があった。ジェシカは上演したにすぎなかった。

　そこはナシリアではなく，アメリカのテキサス州ダラスであった。そこにナシリアをなぞった

セットがつくられた。現実のナシリアが，現実のダラスに置き換えられた。これは文化的営為だ

が，今や，銃撃戦は目の前で，つまり観客とおなじ空間において展開されている。もちろんそこ

には通常の意味での観客はいない。ナシリア住民も不在だ。そこは映画の制作現場だからだ。に

もかかわらずそこでは，銃撃戦があり，ジェシカ・リンチは負傷し，救出されている。

　ジェシカという身体は，ローラという俳優の身体に成り代わられている。1977年，カナダ南

東部のノバスコシアに生まれ，2002年に『マイ・リトル・アイ』で演技賞を獲得した女優，

ローラ・リーガンが，戦闘，負傷，救出，祝賀／結婚という物語プロットを上演している。ジェ

シカ・リンチが現実のナシリアにあって上演したことをダラスにおいて再演している。

　ダラスのナシリアを案内するのはアメリカ陸軍映画連絡センターのトッド・ブリーズル少佐で

ある。軍と映画制作者はなんども議論を重ね，双方の意見を取り入れた映画ができあがった，と
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ブリーズルは言う。脚本の修正はペンタゴン側によってされるが，この映画のばあい 30頁にお

よんだ（『ハリウッドとペンタゴン』0:03:09）。

　ペンタゴンが関わった映画には 『ウインド・フォーカス』（2003），『パール・ハーバー』

（2001），『ブラック・ホーク・ダウン』（2001），『フォーレスト・ガンプ』（1994），『フルメタ

ル・ジャケット』（1987），『トップ・ガン』（1986）など数多くあるが，ロサンジェルスには国防

省の事務所があり，ここで働くのは海軍，空軍，海兵隊に所属する人であり，その仕事はとくに

ハリウッドで制作される戦争映画に直接アドバイスを与えることだ。

　軍はまず脚本を入念にチェックし，その映画に協力するかどうかを決める。協力が決まると，

軍がより正確に描かれるよう，修正したり訂正の助言をする。細かい部分，たとえば将校食堂が

将校クラブ，M4という軍が使っていないライフルはM-16 A4へと修正される。修正された原稿

は別の色の紙に印刷される。第２校は青い紙に，つづいて緑，ピンク，黄色など，修正が加わる

たびに変わっていく。事務所にはすべての版が保管されているが，メモや付箋，書き出された問

題点や質問は，制作者そしてペンタゴンへメール送信される。

　映画に協力するかどうかを最終的に決めるのはペンタゴンである。退役海軍大佐のフィリッ

プ・ストラブは，たとえばトム・クルーズ主演の『トップ・ガン』放映後は新兵獲得が大幅に

アップした，と言う。アメリカ人の軍に対する印象は，映画やテレビ番組にかなり影響されてい

るからで，映画制作に関わることは軍にどれほど有益かということも証明されている（0:07:12‒

31）。5）

　今や，ダラスにつくられたナシリアの市街戦に巻き込まれたローラ・リーガンは，『セイビン

グ・ジェシカ・リンチ』の台本だけを演じているのではない。ウエスト・ヴァージニア出身の

ジェシカ・リンチを戦場へと向かわせた歴史，ペンタゴンのイデオロギー，アメリカが正義のた

めに戦う理由を上演している。グリフィスの『国民の創生』（1915），遡って 1859年にプリマス

の町が全貌できる地に建設が開始された「フォアファザーズの国家記念碑」のために国民的詩人

ロングフェローがつくった叙事詩，つまるところアメリカ神話をつくりあげてきたさまざまな物

語テキストを，ダラスにあるナシリアで，リーガンは演じるのである。

　舞台はダラスである。上演にあってテキストの断片は多元重層的に折り重なりながら，メッ

セージを構成する。テーマはアメリカの正義である。上演は女優リーガンの物理的身体によって

なされるが，しかし上演はジェシカ・リンチというもはや生身ではないメディア身体を構成する。

アメリカは上演されるジェシカのメディア身体として歴史化，社会化されていく。観客／制作ス

タッフはこの身体に同一化する。メディア身体に同一化する観客同士がさらに同一化しあい，ダ

ラスという現実の場所において，意味や価値を公共化する。イラクではなく，アメリカの文化を

構成する。6）
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領地化としての文化

　そのようにして上演のシナリオは構造化されていた。兄弟たちが現場へと向かい父殺しが実行

され，物語られ，現実が感得され，やがて近親性交と殺しを禁じる約束事が共有され，このよう

にしてつくられた文化の仕組みを，掟として守り社会化するようにと，上演は台本化されていた。

　だからわれわれは移動しつづける。というのもすでに仕組まれた物語にあってプロットは，自

然環境や他者と闘い，互いに同一化しあいながら，欲望を達成するようにと進展するからである。

愛の獲得に向かって，家庭という安全な場所をわが領地と定め，幸福になるためにいまもわれわ

れは移動しつづけている。そのようなプロットとして物語は仕組まれていた。

　ここで言う領地化とは，身体が，家庭という理想郷に向かう移動のことである。物語プロット

を進展させる登場人物に同一化するわれわれが，現実にあって実行する上演のことである。

　上演する身体は，さまざまな物語断片を記憶しているが，そのいくつかを経験し，演じる。親

がしていたこと，兄弟から聞いたこと，絵画や写真で見た光景，ニュースやインターネットの映

像や声などの断片を経験し，記憶し，自分の物語をつくり上演する。それは欲望達成にいたるプ

ロットの実践でもある。母イオカステを獲得できる場，敵対者と戦い勝利し愛の成就にいたるエ

ディプスの移動である。故国テーバイの町への帰還そして王座への身体配置である。

　かつてイギリス人が，「蜜と乳」を約束してくれる場所アメリカへと向かったように，われわ

れは植民者よろしく，資源へと，土地へと向かう。領地へと家へと自己を配置しつづける。

　1611年に英国からジェームスタウンにやってきて，ポカホンタスをキリスト教に改宗したこ

とで知られるアレクサンダー・ホイティカーが，恵み豊かな森や川や渓谷のある土地は神の領地

だと説教したように，「蜜と乳」のある場所の領地化が欲望される。

　場所から場所へと移動しながら，われわれはいつも場を眼差す。場はたんなる場所ではない。

場とは欲望充足の約束であり，語り聞き経験される物語をもとに想像され眼差される理想郷であ

る。この場を，定住の場所とするとき，つまり領地化するとき，すでに仕組まれた物語をわれわ

れは上演していることになる。

　それは殺しの上演へと仕組まれた物語である。企て，襲撃の現場へと向かう，隠蔽記憶の反復

である。だから暴力はくりかえされる。愛を獲得し，領地を所有し，家庭をつくるという欲望の

実現には暴力の再演がともなう。アメリカにあってそれははじめに，インディアンとの戦争で

あった。

　物語ることの歴史的な力，そして物語上演のための戦いについて，サイードは『文化と帝国主

義』においてこのように言う。 7）

きわめつけに重要なこと。それは，植民地世界では，解放と啓蒙という大きな物語，

人々を動員して，帝国主義的隷属に対してたちあがらせ，帝国主義を打破せしめたこ

とであり，その過程において，多くの欧米人もまた，そうした物語や，物語の主人公

たちに心うごかされ，平等と人間の共同体をめぐるあたらな物語のために戦ったこと
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である。（4）

　物語る力，このまさに言説的なプロセスにおいて，スチュワート・ホールの言うアイデンティ

ティは「決して完成されることのないプロセス」（Hall 2）として立ち起こる。8） そこにあって主

体は，さまざまな悪環境と戦いながら結末へと向かうことになるが，このプロセスにおいて，時

にヒーローあるいはヒロインとして主体は，物語断片を構造化し，まさしくそこにアイデンティ

ティが配属されている文化を，立体的に構成していく。

　アイデンティティは，その言説が生じる歴史や社会制度のなかで，まさしく実践されつづける

言説として，生産されつづける。物語を上演することにおいて，構成されつづける。物語に出会

い，歴史や社会においてこれを上演するとき，文化へと自らを縫合しつづける主体は，そこへと

配属されてあるアイデンティティを構成する。

　文化は記号的に構成され，解釈され，さまざまな不平等，差別，排除が政治的に構築されてい

る，表象の戦場であると吉見が『カルチュラル ･ターン、文化の政治学へ』で言うように（13），

文化は記号のせめぎ合いである。しかしだからこそわれわれは，せめぎあう記号をコード化しテ

キストとして構造化し，これを経験，記憶，上演することによって，またしても新たな物語テキ

ストを再生産しながら，領地における欲望達成に向かって物語りプロットを演じつづける。立体

化される文化に所属することによって立ち起こるアイデンティティを構成する。

　そのために兄弟たちは，企て，語り，襲撃の現場へと向かったのである。出来事は隠蔽記憶に

しまい込まれたままであるが，暴力が文化の起源であるかぎりにおいて，われわれはこの起源に

いくどもいくども立ち向かい物語りつづける。そうするこによってしか文化を守りぬくことはで

きないからである。物語ることによってしか，意味を共有し，未来を輪郭化することができない

からである。9）

脱／領地化としての文化

　物語る戦い，企ての上演が，マクルーハンの言う，意識や身体を拡張するメディアの力のこと

である。「われわれは，新しい技術とメディアによって，自分自身を増幅し拡張する。そういう

メディアや技術は，防腐処理などまったくおかまいなしに，社会という身体に加えられる大規模

な集団的な外科手術のようなものである」（『メディア論』 67）。

　メディアとの関係において創出され拡張される主体はすでにメディア身体である。この身体と

う場にあって，主体は他者として，私は公として，聖は俗として，異性は同性として，過去は現

在として，ローカルはグローバルとして交渉交換され，より多元重層的に自らを領地化に向けて

拡張する。そこにアイデンティティが係留される文化を構成する。精神分析のいう転移からすれ

ば，新宮が「無意識という伝達装置」において言うように，身体とはそこにおいてさまざまな関

係を自ら媒介しさらに関係をつくりなおす居場所のことである（94）。

　すでにメディアとして機能する身体は，物質的だが概念的に，テキストを経験し，物語を内在
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化させ，メッセージを構成し，そこにおいてありとあらゆる関係が再生産される場として自らを

領地に向けて上演する。

　しかしすでに物理的な植民地主義の終焉を迎えているグローバルな時代にあって，ジョン・ト

ムリンソンの言うように，場所を近接化させ，転移（“displacement”）させるメディアは，文化

と場所の結びつきを減少あるいは解消してしまう。場所は非‒場所（“non-places”）となり，領地

は「脱領土化（“deterritorialization”）」される。

　しかしたとえ，日本の一地域にいながらイタリア料理を食べ，タコスやピザを食べ，中国で起

きた地震，ウクライナの飛行機事故をテレビで見て，物理的な場所の束縛から引き抜かれたよう

な生活を楽しんでいるにしても，社会にある場所に建つ家に生まれ育つという現実から逃れるこ

とはできない。たしかに領地はより記号的になり，瞬時のうちに，もともとあった場所から移動

する。しかしそこにあってアイデンティティが縫合される文化において，脱領地化はグローバル

に瞬間移動するメディア経験の生産物であって，現実的な文化と場所の結束を崩壊させるもので

はない。トムリンソンの言葉を借りれば，脱領地化とは「より複雑な文化的空間への変容であ

る」（Tomlinson 149）。つまりこの文化的空間の変容のなかで，トムリンソンも認めるように，

われわれはまたしても再領地化を経験する。

アメリカ文化とジェシカ・リンチ

　ウェスト・ヴァージニアの首都チャールストンからオハイオ川に向かうと，朝鮮戦争退役軍人

に捧げられたハイウェイがあり，これをしばらく進むとベトナム戦争退役軍人の記念碑がある。

人口 5,873人のワート郡のうち，ジェシカが生まれ育ったパレスタインの人工は 900人である。

ピザや 6インチのチョコレート・パイを食べたかったら，15マイルほど離れた人口 978人の町

エリザベスまで行くことになる。

　そこは辺鄙な窪地である。だから家庭には小型トラックとチェイン・ソーが必需品である。毎

年かならずやってくる氷雨をともなう暴風雨が家々を孤立させるからだ。家々の車道は，凍り付

いて倒れた木のために塞がり，身動きができなくなるため，ときには一マイルにわたって倒木を

チェーン・ソーで除去する。

　このような地理的条件のために，南北戦争時には，同胞同士が殺し合う悲劇を経験したウェス

ト・ヴァージニアの人たちは，そこを南部とも北部とも思わない。いまでもそこは，傷つけられ

た愛犬，盗まれたガソリンなどへの怨恨を鎮めるために，一ヶ月でも一生でも待つという「宿怨

の地」（Bragg 16）である。 

　地理的条件が，縁故雇用と，ワート郡の入隊率の高さを支えている。入隊は，だからアメリカ

の夢をかなえるチャンスの一つでもある。

　しかし男の子たちに人気のあったジェシカ，静かで人形みたいだったと形容され，ワート郡で

はミスにもなったジェシカは，どうして戦場へと向かったのだろう。
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　ジェシカは森が好きだった。ブロンドで，華奢で気取った感じだが，山の血，この地に住み戦

い労働した人々の血が流れていた。兄弟に，いささか皮肉をこめて，プリンセスと呼ばれ，ワー

ト公立高校の卒業証書をもらった 90人の学生のうち，もっとも軍服が不釣りあいに見えたジェ

シカだが，冒険心に富み，結婚して家庭にはいるのではなく別の世界を見たかった（Bragg 14

‒32）。

　1983年 4月 26日生まれのジェシカは，2001年 7月 20日入隊した。18歳であった。ジェシカ

が夢みた別の世界とは戦場だった。

　2003年 3月 23日，食料，燃料，水，スペア部品などを積んだ 507整備補給中隊はバクダット

の南東部ナシリアで，襲撃にあい，銃撃戦に突入。ジェシカは，捕虜としてサダム・フセイン病

院に収監された。

　4月 1日，ブラックホークから降り立ったアメリカ兵士たちは病院に進入，ジェシカであるこ

とを確認，救出した。

　軍用ヘリコプターのブラックホークにのって帰還したジェシカに，名誉の負傷にたいするパー

プル・ハートをはじめ，試練を生き抜き，賞賛に値する職務遂行を祝する 3つの勲章が贈られた。

エリザベスの高校生たちは，バンパーに「ジェッシーはワート郡のタイガー」というステッカー

を貼って走り，「お帰り，ジェッシー」とプリントされたＴシャツは何万着も売れ，世界中から

報道関係者が集った。

　ジェシカは勇敢に，M-16ライフルで応戦することはなかった。ジェシカは虐待され救出され

ただけだった。しかし湾岸戦争の映画『戦火の勇気』（1996）で負傷した兵士を決して見捨てよ

うとはしないカレン・ウォールデン大尉（メグ・ライアン）のように，アメリカ兵士たちは命が

けでジェシカを救出した。

　2003年のリンチ救出から 11年が経過した 2014年 6月 16日付けの『タイム』誌は Sgt. Bowe 

Bergdahlを表紙に掲載した。タリバンに拘束されていたアメリカ陸軍のボウ・バーグドール軍

曹は 5年ぶりに帰還したが，グワンタナモ・ベイに収監されていたタリバン幹部 5人との交換に

よる解放だった。同胞を置き去りにしないことは軍の使命の一つだが，バーグドール軍曹は逃亡

者か英雄かどうかについての判断が曖昧なまま，5人のタリバン指揮官との交換は，はたして正

当だったかどうかを記者 Drehleは問う。

　2014年 5月 31日，オバマ大統領は，バーグドールの両親を両脇に，故郷アイダホをはじめ，

軍や国はボウを忘れることなく，決して見捨てることはしないと，ボウの解放と帰還を宣言した

（“Obama on the Recovery of Sgt. Bowe Bergdahl? Hero or Deserter?”）。

　2014年 6月 3日の番組で，MSNBCの Rachel Maddowは，2003年 4月 3日の『ワシントン・

ポスト』紙の記事 ― ジェシカ・リンチは勇敢に戦った ― は工作されたものであり，ラン

ボー風の銃撃戦をリンチは生き延びた女性兵士だという記事に言及，ペンタゴンがジェシカ・リ

ンチを英雄に仕立てたと言う。しかしたとえ英雄であってもなかっても，リンチ救出は正当であ

り，バーグドール軍曹と 5人のタリバン指揮官との交換もまた同様との見解を見せる

28 文化と物語



（“Maddow: Pentagon made up story of Jessica Lynch’s heroism”）。

　英雄であってもなかっても，戦う兵士は置き去りにされることなく，救出されるべきであり，

これが戦いつづける国家アメリカのイデオロギーである。というのも，『メアリー・ローランソ

ン夫人の捕囚と救済の物語』（1682）をはじめ，これまで夥しい物語テキストが，戦い，生き延

び，救出され帰還する物語を，際限なく語ってきたからである。これらの物語が，アメリカとい

う領地において物語られ，意味が共有されてきたからである。10）

　ジェシカ・リンチは一人のイラク人も銃撃しなかったかも知れない。しかしリンチの現況を見

せる文字や映像は，インターネット上に溢れている。映画『教会』（2015）に出演し，大統領の

娘役（Beth Barlow）を演じると John Rabyは記す（Web. 16 Sep. 2014）。

　まぎれもなくジェシカ・リンチはいま，ヒロインとして生きる。ウエスト・ヴァージニアとい

う歴史的に，どこか抗争的な地域で生まれ育ち，そのような環境を飛び出したいと願った人気者

のジェシカは，ナシリアで試練に出会い生き延び，救出され帰郷した。故国は，ジェシカ・リン

チを英雄として迎えた。虚実折り重なるさまざまなメディア断片は，人々の記憶になり，リンチ

神話のヒロインとして再話されつづける。

　19歳のジェシカ・リンチがイラクに向かうことができた本当の理由とは何だろう。陸軍上等

兵として，イラクへと眼差を向けさせたものとは何か。それはすでにリンチ神話は仕組まれ，リ

ンチの記憶にしまい込まれていたからではないか。この神話を，リンチは上演したにすぎなかっ

たのではないか。

　大学に進学し幼稚園の先生になることだけを夢見てイラクへと向かったのではない。いやそう

ではなくて，ジェシカの眼差は，荒海の大西洋を航行するメイフラワー号の甲板から，西部大平

原の岩のうえから，ヨーロッパや朝鮮半島に向かう戦闘機から，ヴェトナムの森林から，そして

アフガニスタンの荒地から，それぞれ眼差され，脱埋込化され，非場所化されたアメリカを眼差

した者たちの欲望ではなかったのか。

　リンチが陸軍上等兵としてイラクに向かった 2003年 3月，フセインもビン＝ラディンも存命

していた。9.11から 1年半ほどの時間が経過するなか，アメリカは，この二人の襲撃を狙ってい

た。すでにビンラディンはアメリカの日常だった。なにかのきっかけで気づき，気づかされ，話

題にされ，他者や敵と戦うようにと動機づけられ，戦場へ向かう恐怖を解毒するジャック・ラカ

ンの〈対象 a〉という眼差であり，理想であった。

　ビンラディンは，だから，それに向かって行軍し追いつづけることを動機づける，アメリカの

夢である。だからジェシカ・リンチがナシリアに向かったとき，リンチ神話というアメリカ物語

のプロットを彼女は上演していたのである。
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註

本論のテーマはこれまで主に 2つの論文において展開されてきた。「物語テキストへの同一化と上
演 ― 英雄ジェシカ・リンチの生還」（京都外国語大学英米語学科研究会『SELL』27号，2011
年）及び「物語を領地化するパフォーマティヴな主体のいる場所，としての文化」（同誌 29号，
2013年）である。しかし引用文献や本論の一部に重なりは見られるが，加筆訂正の分量や論旨展
開において，新たな論文だと考えここに提示する次第である。 

1）   殺しの仮説と現実社会との関わりについて，精神科医の片田珠美は，あらゆる女を独占した原
父は，ある種の宗教セクトの教祖を彷彿とさせる，と言う。「たとえばオウム真理教では，性
関係を結ぶことは『破戒』と呼ばれ，一般の信者たちは出家修行者として性関係を戒められて
いたが，教祖の麻原は，在家の修業者として自由に性関係を結ぶことができ，妻帯していたの
みならず，弟子の女性とも性関係を持ち，子供までもうけてる」（『攻撃と殺人の精神分析』
268）。つまり原父の殺害は事実として起こったかどうかを検証することは不可能だが，フロイ
トは歴史的真理としてとらえていたと言う（271）。
　「トーテムとタブー」を人類学ではなく，政治学の書物として読むことことを提案するエリ
ザベート・ルディネスコは「じっさいそれは，創設行為，法の制定，専制政治の放棄という三
つの必然性を中心に据えている民主主義的な権力についての理論を提起しているのです」と言
う（189）。

2）   兄弟たちは，一人では成しえなかったことを，団結することで実現したが，武器の使用のごと
き文化の進歩が彼らに優越感を与えた，とフロイトは言う（3: 265）。本論では，物語を団結へ
の契機として論述していく。

3）   “. . . a complicated mixture of projection and introjection, of taking in from the character 
certain drives and defenses that are really objectively ‘out there’ and of putting into him 
feelings that are really our own, ‘in here’”（278）.

4）   “If we analyze ‘The Swan-Geese’ this way, we shall discover that the tale includes five obliga-
tory elements: （1） the opening situation of equilibrium; （2） the degradation of the situation 
through the kidnapping of the boy; （3） the state of disequilibrium observed by the little girl; 
（4） the search for and recovery of the boy; （5） the reestablishment of the initial equilib-

rium ― the return home. If any one of these five actions had been omitted, the tale would 
have lost its identity”（Todorov 29）.

5）   ハリウッドとペンタゴンの協力関係は第二次世界大戦時にはじまった。ペンタゴンは 1942年
ロサンジェルスに，宣伝活動の一環として，映画連絡センターをつくる。著名な俳優や監督が
軍のための映画制作に加わったが，フランク・キャプラ監督の『戦う理由』（1943‒45）もその
一例である。

6）   生活とアイデンティティは上演としてある，とするシルバーストーンは，世界はすでに上演と
して媒介されていると言う（Silverstone 71）。

7）   “. . . and they too fought for new narratives of equality and human community”（xiii）. さらに物語
る主体と権力の関係についてサイードは言う。「つまり物語の過程のなかで，物語行為そのも
のの権威づけもおこなうことである。これは逆説的なことかもしれない。しかし，思いだして
いただきたい。物語主体といえるものを構築することは，たとえその物語主体がアブノーマル
な主体であれ類例のない主体であれ，それだけですぐれて社会的な行為であり，社会的な行為
としての，物語主体構築は，背後もしくは内部に，歴史的・社会的権威を宿しているからだ」
（155－56）。

8）   “Precisely because identities are constructed within, not outside, discourse, we need to under-
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stand them as produced in specific historical and institutional sites with specific discursive forma-
tions and practices, by specific enunciative strategies”（Hall 4）.
　グロスバーグは「アイデンティティとカルチュラル・スタディーズ ― それがすべてか」に
おいて，行為体とアイデンティティについて記す。“Finally, agency, like identity, is not simply a 
matter of places, but is more a matter of the spatial relations of places and spaces and the distribu-
tion of people within them”（Grossberg 101）.

9）   メディアと物語について，シルバーストーンは，Why Study the Media? さらにMedia and 
Morality: On the Rise of the Mediapolisにおいて，「意味」を問題にする。“It is through narrative 
that the world appears in its vividness and in its capacity to create and sustain significance （Media 
52）”

10）   1682年に出版されたMary Rowlandsonのテキストは現代にあってもまだ再版されている。“A 
True History of the Captivity and Restoration of Mrs. Mary Rowlandson.” Women’s Indian 
Captivity Narratives. New York: Penguin Books, 1998.
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〈要約〉
　旧ナバラ王国〈スペイン北部〉の中東部一地域の要求に応じ，国王が一連の特権の授与を
認める 1465年 10月 5日付けのナバラ王国国王勅令文書が，現在，ナバラ王立総合古文書館
に保管されている。本稿は羊皮紙手書きの同勅令の校閲版を作成し，その言語分析を通じ，
使用言語であるナバラ固有のロマンス語と同方言のカステーリャ語化の 15世紀後半におけ
る進展状況を考察する。全 4部から構成されている：第 1部は校閲版の作成と書記法の解明，
第 2，第 3部は言語研究，音声・音韻論及び形態・統語論，第 4部は語彙研究である。今回
発行される第 3部は，形態・統語論にあたるが，その 3として動詞の形態論について究明す
る。本章では，研究精度と分析内容の客観性の強化のため，研究対象となるコーパスをこれ
までの国王勅令文書に，15世紀後半に相当する 181点の公文書を新たに加えた。

5.14.10. Perfecto y tiempos afines

  s) Verbos en -ar

  Con respecto de la 6ª pers. del pretérito perfecto de la 1ª conjugación se ha denunciado la 

diferencia entre el romance navarro y el aragonés medieval, esto es, la exclusividad de la desinencia 

-aron en aquél mientras que en éste era frecuente -oron 488). Así en efecto, en los textos navarros que 

nos ocupan de la 2ª mitad del s. XV, se atestigua únicamente /-áron/: mataron 1454 (TLN), obligaron 

1452 (PCa, nº 562).

  La forma -ra, procedente del pluscuamperfecto de indicativo latino, ya no conserva su valor 

etimológico, empleándose como subjuntivo: en TLN, ayudaran (‘hubiesen ayudado’): podieron ser 

perdidos si los Reyes de Francia e de Navarra no les ayudaran 1454; y en PCa, daramos (‘diéramos’) 

1468 (nº 657) (Para su confusión con el tema de presente, cf. § 5.14.10.c), encerrara: sy non me 

encerrara en la dicta mi casa 1483 (nº 761). Con igual valor de subjuntivo, se emplea con gran 

predominio la forma en /-se/: en TLN, redificasen, arredrasen, 1454, diesedes et pagasedes 1462, 

perjudicasse ni empachasse 1469, vacasse 1473; y en PCa, tomase (3ª pers.) 1464 (nº 638), causasen 

1472 (nº 680), alcançase 1473 (nº 681). Y con menos frecuencia pero de uso común es el futuro de 
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subjuntivo en /-re/: en TLN, suplicares (4 veces), intimares (2 veces), 1459, enagenare 1490, faltare, 

sobrare, 1496. En PCa, abaxare: si abaxare el trigo 1453 (nº 625); pagare: yo vos pagare 1485 (nº 800); 

rebocare 1496 (nº 872). Sobre la desinencia de la 5ª pers. -res por -reis y la apócope de -e final, cf. § 

5.14.2.a y § 5.14.3.

  b) Verbos en -er, -ir

  En la 1ª mitad del s. XIV, según Pérez-Salazar (1995: 167 y 178), respecto de la 4ª pers. la doc. 

nav. presenta predominantemente las formas con grupo vocálico analógico -ie- sobre las formas con 

-e- etimológica, y un caso de -ie- analógico de la 5ª pers. pudiestes. Por nuestra parte, sin embargo, 

no registramos ningún caso analógico de la 4ª pers., pero sí tres de la 5ª pers. si bien de un mismo 

verbo: en PCa, oviestes, 1473 (nº 686) (Para ovistes en el mismo doc., véase infra), 1481 (nº 737) y 

1484 (nº 797), frente al uso predominante de las etimológicas: ouistes, fizistes, quesistes, 1449 (nº 

504), ovistes 1473 (nº 686), quisystes 1481 (nº 730), además de un caso de la 4ª pers., en TLN, ficimos 

1490.

  La inflexión de la vocal temática por la yod secundaria se muestra vacilante: Por un lado, se 

registran abundantes casos de conservación de la vocal etimológica 489): en TLN, ferio, morio (2 

veces), hobieron (3 veces), podieron (4 veces), venieron (Para vinieron en el mismo doc., véase 

infra), proferieron, morieron (3 veces), tobieron, sopieron (2 veces), sobieron 490) (2 veces), 1454, 

obiessen, oviesse, consentio, tobieren, 1469, obiessen, oviesse, 1473, deueniesse 1489, deveniesse, 

redemio, 1490, deueniere, deueniera, 1491, hobiere 1496, y en PCa, veniere 1451 (nº 548), touies(s)e 

1452 (nº 564), 1472 (nº 676), 1474 (nº 762), 1484 (nº 782), touiere 1472 (nº 673), touiesen 1472 

(nº 676), recebieran 1482 (nº 744). Pero por otro lado, se observa un notable aumento de formas 

inflexionadas conforme avanza el tiempo, en especial en el último decenio del siglo XV: en PR, perui-

nieron 11, 19; en TNL, sobrevinieron, rescibio, pusieron, vinieron (Para venieron en el mismo doc., cf. 

supra), invio (2 veces), inviaron, 1454, viniere 1459, supiere 1472, consyntio 1479 (nº 717), huviese 

1482, recibio 1489, perviniesse 1490, pudiera 1496; en PCa, requirio (2 veces), retuuiese (1ª pers.), 

1464 (nos 637 y 638), requiriese 1481 (nº 736), viniesen, 1485 (nº 800), tubieron 1489 (nº 816), viniere 

1496 (nº 872), supies(s)e, 1473 (nº 684) y 1495 (nº 862), refirio 1495 (nº 857), depusieron, hubieron, 

tubiese (3 veces), tubieseys, hubiesse (3 veces), viniessen, supiesse, 1495 (nº 862), viniere 1496 (nº 872), 

pero un caso de requierio 1473 (nº 684), por probable confusión con formas de presente en -ie-, 

claro es, de no tratarse de una errata. Y en especial, en el caso del perfecto y sus tiempos afines de 

fac-/fazer, la vocal temática se presenta siempre inflexionada: en PR, fiziessen 28; en TLN, ficieron / 

fizieron, ficiesen, 1454, 1469, ficiese 1490, fiziessemos 1469, 1473; y así se documenta siempre con -i- en 

PCa 491).
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  Como ya se ha visto respecto de los verbos en -ar, la forma en -ra, procedente del pluscuamper-

fecto de indicativo latino, no funciona con valor etimológico sino como subjuntivo, y así se encuen-

tran casos como: en TLN, deueniera: si la dicha Mariana, mi nieta, deueniera sin criazon o sin 

criazones 1491; pudiera 1496; y en PCa, recebieran: sy algun danno o mal recebieran 1482 (nº 744). Y 

se registra la forma en -se con predominio sobre -ra como imperfecto de subjuntivo: en TLN, reflo-

resciese, fuyesen, 1454, possedescen 1469, perviniesse 1490; y en PCa, retuuiese 1464 (nº 637). Y es 

de menos frecuencia el futuro de subjuntivo en -re: supiere 1472, vendiere 1490 1496; en PCa,  

fizieres, fizieredes, 1482 (nº 744), viniere 1496 (nº 872). En cuanto a los dos casos: diras y dires, 

documentados en un mismo doc. de 1459 (TLN), acaso se trate de formas contractas correspon-

dientes, respectivamente, a ‘dijerais’ y ‘dijereis’. Sobre la desinencia de la 5ª pers. -res por -reis y la 

apócope de -e final, cf. §§ 5.14.2.a y 5.14.3.

  c) Particularidades

  Respecto de la confusión de los temas de presente y perfecto fuerte, ya se ha visto al tratar del 

gerundio y participio de presente (cf. §§ 5.14.7 y 5.14.8). En doc. nav. ant. se ha señalado, por un 

lado, el uso abundante de formas de perfectos construidas sobre el tema de presente 492). Por nuestra 

parte, documentamos: en PCa, casos esporádicos como: daron 1451 (nº 517), dasse 1452 (nº 560), 

daramos (‘diéramos’) 1468 (nº 657) (frente a las formas etimológocas como diese 1472 (nº 678), 

diesse 1495 (nº 560), diessen 1495 (nº 860), etc.); puedisese (sic: puediese ‘pudiese’), puediesen, 1474 

(nº 690), traese (‘trajese’) 1474 (nº 695).

  Por otro lado, se produce también el fenómeno contrario, tal como ocurre con los casos de 

gerundio y participio de presente. Documento algunos testimonios, muy limitados, de formación de 

participio pasado sobre el tema de perfecto: en TNL, hobido 1459, ouidas 1469, ovido 1482, tuvida 

1490 493); y en PCa, supido 1495 (nº 862).

5.14.11. Perfectos irregulares

  Del perfecto fuerte, la 3ª persona termina en la desinencia -o analógica: TLN, hobo / hubo, supo, 

vino, dijo, fizo, 1454, dixo 1473, fizo, puso, 1489; e igualmente en PCa. Y del verbo plazer coexiten 

dos alomorfos, ambos analógicos: en TLN, plazio / plugo (2 veces), 1469; y del verbo venir, tres 

alomorfos analógicos: en PCa, al lado del predominante vino 1464 (nº 637), 1483 (nº 761), etc., 

documento 3 casos con la vocal temática etimológica -e-: veno 1480 (nº 720), 1483 (nº 761) y 1495 (nº 

862), y otro analógico de la desinencia regular /-ió/: venio 1453 (nº 613). Y hay un caso aislado de 

confusión en la vocal temática con el participio pasado: propueso 1473 (nº 781) si no se trata de una 
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errata por parte del escriba (Para la forma general propuso, vid. infra).

  a) Perfectos en -UI

  Del verbo ser, el pretérito perfecto presenta en la 3ª pers.: en PR, fue, 7, 11, e igualmente en 

TLN y PCa 494). Y en la 5ª pers., en PCa, fuestes 1480 (nº 728); y en la 6ª pers.: en PR, fueron 10, y así 

en TLN y PCa, herederos respectivamente de los étimos clásicos FŬĬSTIS y FŬĒRUNT o FŪĒRUNT  495). Los 

otros tiempos del mismo ser toman el tema de perfecto fuerte /fue-/: en PR, fuessen 14, fuere 16, 

fueren 33; en TLN, fuese, 1454, 1459, fuesse 1489, fuesen 1454 496); e igualmente en PCa.

  Las formas fuertes de verbos en -UI con A temática dan lugar a herederos romances, por un 

lado, con radical /o/: en TLN, hobo (2 veces) 1454 (TLN), y en PCa, ovo 1471 (nº 668), ove 1474 (nº 

695), y por otro, con /u/: en TLN, hubo, supo, 1454, hube 1459, plugo (2 veces) 1469, y en PCa, vuo 

1489 (nº 816). Y asimismo en otras personas del perfecto y tiempos formados sobre el mismo tema 

con /o/: en PR, ouiessen 15, ouiere 22; y en TLN, oviesse, obiessen, 1469; hobieron (3 veces), 1454, 

hobiere, 1496; y sopieron (2 veces) 1454; pero también con /u/: en TLN, huviese 1482, supiere 1472, y 

en PCa, hubiesse, hubiessen, 1495 (nº 860), hubieron 1495 (nº 862), supiese 1473 (nº 684). 

  El verbo tener presenta la vocal radical analógica o en su tema de perfecto en TLN: tobieron 

1454; tobieren 1469; mientras que en PCa, se presenta vacilante: touiesse 1452 (nº 564), touiese 1472 

(nº 676), 1474 (nº 692), 1484 (nº 782), touiesen 1472 (nº 676), touiere (1ª pers.) 1472 (nº 673), y con 

la radical inflexionada, tubiesse 1495 (nº 862), tubieseys 1495 (nº 862).

  Las formas con O temática latina de verbo fuerte se presentan con /u/: en TLN, pusieron (2 

veces) 1454, puso 1489; e igualmente en PCa, pusyeron 1472 (nº 673), puso 1481 (nº 733), propuso, 

respuso, 1483 (nº 749), salvo en un caso con /o/ como: oposo (‘opuso’) 1483 (nº 757). Y en el verbo 

poder ocurre lo mismo: en TLN, pudiera, pudieran, 1496, frente a podieron (3 veces) 1454; y en PCa, 

pudo 1492 (nº 832), pudiese, 1468 (nº 656), 1480 (nº 728), pudies(s)en, 1474 (nº 696),  1496 (nº 872).

  b) Perfectos en -SI

  Las formas con radical I de verbo fuerte conservan la vocal temática en /i/ tanto en formas 

fuertes: en TLN, dijo 1454, dixo 1473, quiso, 1454, 1469, y en PCa, dixo 1483 (nº 749), quiso 1483 (nº 

761), como en otras personas y tiempos: en TLN, quisiesen 1454, dixiese, dixiere, 1459, dixieron, 

quisiesse, 1473, y en PCa, quisieredes 1452 (nº 560), quisieren 1452 (nº 578).

  En el verbo fuerte fuxo ‘huyó’, < *FUXIT (por FŪGIT), étimo sugerido por Menéndez Pidal (1968: 

317), se conserva la /u/ radical y así: en TLN,  fuyesen 1454.

  Como derivado de TRAXIT, se registra con su vocal radical conservada: en PCa, trago (‘trajo’) 
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1453 (nº 613) con -g-, pronunciada acaso como palatal central, y también: en PR, retrayo 7, y en TLN, 

retrageron 1454.

  c) Perfectos con inflexión vocálica

  

  La -Ī larga final latina de 1ª pers. de perfectos fuertes y la yod pueden inflexionar la vocal 

temática y, por analogía, la de 3ª y 4ª pers. Del verbo fazer, documento siempre con i radical, esto es, 

uniformación de vocal temática 497), tanto en formas fuertes como en otras personas y tiempos: en 

PR, fiziessen 28; en TLN, fic-/fizieron, 1454, 1469, ficiese 1490, fiziessemos 1469, fiziere 1450, junto a las 

formas analógicas fizo, 1454, 1489, ficimos 1490; y así siempre también en PCa (Para fiziendo y fizien-

tes, cf. §§ 5.14.7 y 5.14.8). En el caso del verbo venir, sin embargo, y en otras personas y tiempos se 

muestra vacilante con vocal radical analógica en la 3ª pers.: en TLN, vino 1454, vinieron junto a 

venieron, 1454, viniere 1459 y perviniesse 1490; y en PCa, vinies(s)en, 1485 (nº 800) y 1495 (nº 862) 

pero veniese 1451 (nº 548), viniere 1496 (nº 872) al lado de veniere 1451 (nº 548), y de la 3ª pers. 

vino, dominante, pero veno, 1480 (nº 720), 1483 (nº 771), 1495 (nº 862) y venio 1453 (nº 613) (Para 

las desinencias analógicas, cf. supra). Del verbo ver, se presenta uniforme la vocal radical: en TLN, 

vio 1454 con i analógica y en el mismo doc., vieron (2 veces); y en PCa, vio 1495 (nos 860 y 862) (Para 

veyendo, cf. § 5.14,7).

  Es de interés recordar que en contraste con la uniformación de vocal temática entre las formas 

de 1ª y 3ª pers. de verbos fuertes con -Ī latina, que se supone muy generalizada en docs. por 

nosotros tratados de la 2ª mitad del s. XV, Pérez-Salazar (1995: 181), observando una alternancia 

vocálica en las personas primera y tercera en docs navs. de la 1ª mitad del s. XIV, señala “una doble 

oposición, por la desinencia y por la vocal radical: fiz / fezo”. Por nuestra parte, no documentamos 

ningún caso de apócope: en TLN, fizo, 1454, 1489, y en PCa, fize, 1466 (nº 641) y 1481 (nº 727), fizo 

1468 (nº 660), forma esta repetida en otros 16 docs.

5.14.12. Participios

  a) Participios débiles

  Las conjugaciones 1ª y 3ª presentan participios en -ado e -ido, respectivamente: en PR, robora-

dos 3-4, certif ficado 4, cercadas 7; refferida 5, peruenidas 9, y en TLN, afectados, servidas, escomen-

zada, 1459; sepelido, finada, rendada, 1491, recebido 1451, abolidas, 1469, 1472, requerido 1462, 

seguida 1489, y análogamente en PCa, consentydo [1452-1471] (nº 634), comencado (sic) 1467 (nº 

648), conplecido 1474 (nº 690), dado íd. (nº 698), constituydo 1481 (nº 736).
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  Los verbos en -er presentan únicamente participios en -ido: en PR, seydo 5, 13, traydo 29, y en 

TLN, debidos 1462, retenido 1472, complescidos, tenidos, 1491, seido 1454, seydo 1469, seido junto a 

sido, aquí ya con reducción vocálica, 1482, seydo, traydo 1489, y asimismo en PCa, deuidas 1451 (nº 

548), ouido 1452 (nº 560), contenido 1466 (nº 640), conplecido 1474 (nº 690), acaecida 1474 (nº 697), 

conocido 1485 (nº 806), atendido (nº 811), 

  Algunos participios toman en su radical las mismas variaciones vocálicas que en el tema de 

presente: en TLN, recebido 1451, remetido 1469, recebidos 1472; y en PCa, recebido 1468 (nº 652)  

–con absoluto predominio sobre la forma excepcional recibido, documentado en 1469 (nº 662)–, 

decebidos 1468 (nº 660).

  En un participio en -iado, la vocal temática se muestra inflexionada por la yod: inviados 1454, 

agrebiado (‘agraviado’), 1494 (nº 849) y 1495 (nº 864).

  Para la formación de participios sobre el tema de perfecto fuerte, cf. § 5.14.10.c.

  b) Participios fuertes

  Los participios fuertes pueden agruparse en dos tipos: los que terminan en SUM y los en -TUM.

  -Terminados en -SUM: en TLN, expresa 1490, y en PCa, presas 1477 (nº 713), preso 1483 (nº 771), 

presos 1484 (nº 793), expresso 1492 (nº 832), confessos 1495 (nº 860), expressas 1496 (nº 872), 

  -Terminados en -TUM: en PR, obiertos 7, puestos 19. deffuncto 12; -CTU > -cho: dicho 5, dichas 9; y 

compuestos como sobredicho 4, susodicho, 14; fecha, 10, 12. En TLN, cubiertas, puesto, 1451, cubier-

tas, defunto, muertos, muerto, 1454, fecho, fechas, 1454, absueltos, dispuesto, 1459, dicha, sobreditos, 

1473, visto 1482, difunto, scriptos, 1489, contradicho 1490, fecgos (‘fechos’) 1491, compuesta 1496; y 

compuestos: sobreditos 1473, iuso scriptos 1489, contradicho, infrascriptos, 1490, infrascritos, sobredi-

chos, satisfecho, 1491, compuesta, puestas, 1496, sobredicha 1498. Y en PCa, suelta 1467 (nº 648), 

contento, puestos, 1468 (nº 650), abierta [1452-1471] (nº 634), infraexcriptos, manifiesto, 1469 (nº 

663), iuso escriptos 1472 (nº 678), defunto 1475 (nº 705), absueltos 1476 (nº 708), contento, 1481 (nº 

732) (al lado del débil contentados 1481 (nº 737)), 1483 (nº 764), 1484 (nº 791), puestos 1484 (nº 793), 

manifiesto 1492 (nos 826, 830), coajutas 1496 (nos 871, 872) (‘adjuntas’ o ‘juntas’), coajuntas 1496 (nº 

874); y en el doc. 1481 (nº 736), frente a la conservación general del grupo /-ct-/ como dicto / -cta, 

antedicto, susodicto, 1468 (nº 653) y se da un caso de reducción en /-t-/: sobreditos 1481 (nº 736) y 

otro con apócope de -o, dict 1474 (nº 693) (Para formas en -icho < DICTU, cf. supra).

  Y aparte, en vez del etimológico roto < RUPTU, se registra un caso de formación romance analó-

gica: en PCa, rompido 1496 (nº 886). Del verbo quitar, al lado del general quito 1468 (PCa, nº 654), 

etc., remontable al lat. QUIĒTU, se documenta un caso aislado de formación romance: quitado 1469 

(TLN).
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  El pronombre clítico se inserta entre el participio y el auxiliar: en PCa, puesto lo a 1466 (nº 

640), puesto lo e 1472 (nº 677).

5.14.13. Futuro de indicativo

  Para la formación del futuro de los verbos, el infinitivo se antepone proclítico al auxiliar haber 

en sus formas contractas, de modo que la vocal de la sílaba -ar, -er, -ir, queda protónica: de ahí que 

las vocales palatales e, i, puedan perderse mientras la vocal a se conserva.

  El futuro de los verbos en -ar se forma sin alteración en la unión de infinitivo + auxiliar: en TLN, 

reputara, 1459, que restara e sobrara 1491, andaran 1496; y en PCa, aprobara 1474 (nº 697), contaran 

1477 (nº 712), rebocare 1496 (nº 872). Se intercala el pronombre personal: en PCa, dar vos ha 1480 

(nº 724).

  Pero del verbo fallar (< AFFLARE) 498), documento una forma con disimilación vocálica protónica, 

facilitada por la palatal que le precede: fallera 1480 (nº 725).

  En los verbos en -er, -ir, la síncopa de las vocales -e-, -i- intertónicas se presta a distintos 

resultados:

  -Se mantiene la vocal protónica: en TLN, possedesceran 1469, pertenescera, 1472; y en PCa, 

recebira 1472 (nº 677), conpleceremos 1479 (nº 716), plazera 1484 (nº 786). Y aparte, en TLN, 

veniran, y con -i- intertónica analógica con verbos en -ir, tenira, ambos documentados en el mismo 

texto de 1482; y en PCa, requerira 1481 (nº 736), venira 1484 (nº 779).

  -Se da síncopa de la vocal protónica sin que se produzcan alteraciones fonéticas ulteriores: en 

TLN, podran, auran, havra, 1490; y en PCa, podra, avra, 1481 (nº 736), avre 1485 (nº 800).

  -Se produce epéntesis consonántica después de sincopada la vocal protónica: en PR, contraven-

dra 14-15, y en PCa. tendre 1485 (nº 798), tendra 1485 (nº 798), tendremos 1468 (nº 657), tendran 

1477 (nº 712) (comp. terra y terna, cf. infra), detendra 1485 (nº 806),

  -Tras sincopada la vocal, se produce asimilación del grupo consonántico secundario: en TLN, 

querra 1490, querran, terra (< ten’ra), 1469, y en PCa, porra (< pon’ra) 1451 (nº 529) (comp. porne-

mos, cf. infra), querra, íd. (nº 549), 1477 (nº 713), quuerremos (sic: querremos) 1474 (nº 698), y por 

analogía con formas diptongadas de presente: quierra 1467 (nº 648).

  -La síncopa vocálica provoca metátesis: en TLN, terna, 1472, 1489, pornemos 1496 (nº 5.24).

  Los infinitivos contractos en una sílaba se combinan con el auxiliar sin más cambio fonético 

para la formación de futuro: far, contracto de FÁ(CĔ)RE, presenta 499): en TLN, faran (2 veces) 1489; y en 

PCa, ara 1474 (nº 697), fares 1485 (nº 806), fare 1496 (nº 872). Y asimismo con los verbos ser y ver: 

en PR, veran 2, seran, 21, 36, e igualmente en TLN y PCa: sere, sera, 1491 (TLN), seremos 1485 (PCa, 

nº 806), etc.
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5.14.14. Condicional

  Del mismo modo que en el futuro, se construye el condicional con la unión de infinitivo + 

auxiliar.

  En los verbos en -ar, se mantiene inalterada la -a- intertónica: en TLN, desbarataria los franceses 

e levantaria el sitio 1454, rogaria 1459; y en PCa, tomaria 1464 (nº 638), entregaria 1483 (nº 749).

  En los verbos en -er, -ir, la síncopa de -e-, -i- protónicas da lugar a distintos resultados:

  -Se produce síncopa de vocal intertónica sin que acarree otros cambios fonéticos: en TLN, 

podria 1454; en PCa, podriamos, deuriamos, [1452-1471] (nº 634), devria 1481 (nº 736), avria 1483 

(nº 749), 

  -Tras la síncopa vocálica, se convierte el grupo secundario -r’r- en vibrante múltiple: en TLN, 

querria (2 veces) 1459.

  Los infinitivos contractos se unen con el auxiliar sin alteración fonética ulterior: en TLN, farian 

1454, seria 1459, y en PCa, faria 1474 (nº 695).

  

5.14.15. Paradigmas verbales irregulares

  En el presente apartado quedan recogidos por orden alfabético del infinitivo todos los verbos 

irregulares que aparecen en el texto estudiado, el Documento Real o Privilegio Real de 1465 (= PR), 

así como en los 181 documentos navarros coétaneos recogidos en TLN y PCa, o sea, correspondien-

tes a la 2ª mitad del s. XV. Los infinitivos que encabezan cada entrada cuando no se hallan documen-

tados van señalados como reconstruidos con un asterisco. Las variantes meramente gráficas que 

representan un mismo fonema se incluyen en la misma entrada. Y los verbos que pueden suponer 

variaciones de relevancia fonética se recogen en entradas propias si bien en cada una de ellas se 

remite a las demás. Las formas consignadas, cuando son del Privilegio Real de 1465 o PR, van 

señaladas con cifras alusivas a los renglones del pergamino donde se localizan documentadas, y, 

cuando son de TLN y de PCa, alusivas a los años en que se atestiguan, y en el último además con 

adición de cifras referentes a la numeración de documentos. Cuando consideramos de interés, lo 

remitimos al apartado en que se trata la irregularidad verbal.

abenir

inf.: abenir 1472 PCa680

part. pas.: abenidos 1451 PCa517

pres. subj.: abengaes 1482 PCa744 (5.14.2.a)

aber (cf. auer-aver, haber)

inf.: aber 1492 PCa830

ger.: obiendo 1469 TLN (5.14.7)
part. pas.: abidos 1496 PCa872

pres. ind.: a 1495 PCa862 (5.14.5.c)
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  abemos 1495 PCa857

imp. ind.: abia 1492 PCa837

  abian 1495 PCa862

fut. ind.: abra 1495 PCa862

  abran 1469 TLN

cond.: abrian 1485 PCa798

imp. subj.: obiessen 1469 TLN (5.14.10.b)

*abolir

part. pas.: abolidas 1469 TLN

*abrir (cf. *habrir, *obrir)

part. pas.: abierta [1452-1471] PCa634 (5.14.12.b)
pret. perf.: abrieron 1484 PCa793

absoluer

inf.: absoluer 1484 PCa777

part. pas.: absuelto 1468 PCa654

  absueltos 1459 TLN (5.14.12.b)

*acae(s)cer (cf. acahecer)

part. pas.: acaecida 1474 PCa697 (5.14.12.a)
imp. ind.: acaescia 1489, acahecia 1490 TLN (5.14.9)
pret. perf.: acaescio 1454 TLN

fut. ind.: acaescera 1481 PCa736

*acahecer (cf. acae(s)cer)

imp. ind.: acahecia 1490 TLN

*acer-*az(z)er (cf. facer-faz(z)er, far)

fut. ind.: ara 1474 PCa697 (5.14.5.c y 5.14.13)

*acontecer

imp. subj.: aconteciese 1484 PCa787

*acordar

part. pas.: acordado 1452-1471 PCa634

cond.: acordarian 1454 TLN

*acrescentar

imp. subj.: acrescentase 1454 TLN

*af(f)rontar

part. pas.: affrontado 1496 PCa887

  afrontadas 1496 PCa880

pres. ind.: afruenta 1452 PCa562 (5.14.5.b)
  afruentan 1453 PCa612, affruentan 1496 PCa872

*alegar

pres. subj.: aleguedes 1453 PCa625

andar

inf.: andar, 15 PR, 1482 TLN

part. pas.: andado 1483 PCa771, andados 1468 PCa651, 657, 
andandos 1474 PCa698 (sic: andados)

fut. ind.: andaran 1496 TLN (5.14.13)

anochescer

inf.: anochescer 1454 TLN

aprouar

inf.: aprouar 1495 PCa857

fut. ind.: aprobara 1474 PCa697 (5.14.13)

arendar (‘arrendar’)

inf.: arendar 1481 PCa729

part. pas.: arendado 1481 PCa731

  arendada 1472 PCa676

pres. ind.: ariendo (‘arriendo’) 1469 PCa661

  arendamos 1479 PCa716

pret. perf.: arendo (‘arrendó’) 1492 PCa836

as(s)entar

inf.: asentar [1452-1471] PCa634

part. pas.: asentado 1482, 1498 TLN

  asentados 1474 PCa697

  assentadas 1482 TLN

cond.: asentaria 1495 PCa862

*atendar (cf. atender) (5.14.4)
pret. perf.: atendo 1454 TLN

  atendaron 1454 TLN

*atender (cf. atendar)

part. pres.: atendient 1496 PCa872

part. pas.: atendido 1459 TLN (5.14.12.a)
pret. perf.: atendi 1467 (nº 648)

*atener

part. pres.: ateniente 1474 PCa695
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  atenientes 1485 PCa805

auer-aver (cf. aber, haber, hauer)

inf.: aver 1489 TLN, auer 1451 PCa529, aver 1466 PCa640

ger.: aviendo 1474 PCa698 (5.14.7)
part. pres.: ouiente 1472 PCa673 (5.14.3)
  ovientes,1469 TLN, 1472 PCa680 (5.14.8)
part. pas.: ouido 1452 PCa560, ovido 1482 TLN (5.14.12.a)
  avidos 1468 PCa651, 657, ovidos 1468 PCa657

  avida 1472 PCa676

  ouidas 1469 TLN, ovidas 1466 PCa640 (5.14.10.c)
pres. ind.: e, 1490 TLN, 1467 PCa644; o (‘he’) 1477 PCa711

  a, 1498 TLN, 1463 PCa635; ave 1483 PCa771; ay 
1468 PCa650

  auemos 41 PR, avemos 1469 TLN (5.14.5.c)
  auedes 1451 PCa529, avedes 1483 PCa764, aves 

1480 PCa728 (5.14.2.a)
  an 1467 PCa642 (5.14.5.c)
imp. ind.: avia (1ª pers.) 1469 PCa662

  auia 1451 PCa545, avia 1464 PCa637

  avies 1485 PCa806 (5.14.2.a y (5.14.9)

  auian 1451 PCa513, avian 1477 PCa711 (5.14.9)
pret. perf.: ove 1474 PCa695

  ovo 1471 PCa668, vuo 1489 PCa816 (5.14.11.a)
  ovistes / oviestes 1473 PCa686, oviestes 1481 

PCa737 (5.14.10.b)
  ovieron 1472 PCa680

fut. ind.: avre 1468 PCa651

  aura 1451 PCa549, avra 1467 PCa648

  auredes 1451 PCa512, avres 1485 PCa800  
(5.14.2.a y 5.14.5.c)

  auran 1490 TLN (5.14.13)
cond.: avria 1483 PCa749 (5.14.14)
pres. subj.: aya (1ª pers.) 1472 PCa673 (5.14.5.a)
  aya, 22 PR, 1469 TLN, 1496 PCa879

  ayamos 1472 PCa672 (5.14.5.a)
  ayades 1452 PCa560, ayays [1452-1471] PCa634, 

ayais 1473 PCa681, ayaes 1481 PCa737, ayas 1483 PCa749 

(5.14.2.a)
  ayan, 1469 TLN, 1472 PCa680

imp. subj.: oviese (1ª pers.) 1468 PCa660

  oviesse 1469 TLN, ouesi / ouiesse 1452 PCa634, 
oviese 1467 PCa646 (5.14.10.b)

  ovieses 1480 PCa727 (5.14.2.a)
  ouiessen 15 PR, oviesen 1472 PCa676 (5.14.11.a)

fut. subj.: ouiere, 22 PR, 1451 PCa549 (5.14.11.a)

*benir (cf. venir)

inf.: benir 1496 PCa872

part. pres.: benient 1462 TLN

pret. perf.: bino 1495 PCa862

*caer

part. pas.: caydo 1474 PCa697

pret. perf.: cayo 1473 PCa684

imp. subj.: cayese 1454 TLN

*cerrar

inf.: cerrar 1485 PCa808

part. pas.: cerrado 1484 PCa793

  cerradas 1496 PCa886

pres. subj.: cierre 1481 PCa729

imp. subj.: cerrase 1481 PCa730

coger

inf.: coger 1468 PCa655

comencar-començar-*comenzar

inf.: comencar 1463 PCa635, començar 1483 PCa769

ger.: començando 1472 TLN, comencando 1484 PCa779

part. pas.: comencado 1467 PCa648 (5.14.12.a)
pret. perf.: comenzo 1454 TLN (5.14.2.b)
fut. subj.: comencare 1483 PCa769

*compare(s)cer-*compareçer-*conparecer- 

conpareçer

inf.: conpareçer 1474 PCa694

pret. perf.: comparescio 1473 TLN (5.14.5.a), conpa-
reçio 1480 PCa720, conparecio, 1473 PCa681

  conparecieron 1474 PCa695, conpareçieron 
1479 PCa717, compareçieron 1481 PCa729

imp. ind.: conpareçia 1469 PCa773

*complir-*conplir (cf. cumplir) (5.14.4)
part. pres.: complientes 1482 TLN

part. pas.: conplido 1472 PCa680, complido 1492 PCa830

comple(s)cer-*conple(s)cer-conpleçer  

(cf. com plir-conplir, cumplir)

inf.: conplecer 1466 PCa640, conpleçer 1472 PCa673, 
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complescer 1490 PCa823 (5.14.4)

ger.: conpleçiendo 1469 PCa661, conpleciendo [1474] Ca690

part. pas.: conplecido 1474 PCa690, conpleçido 1480 
PCa728, complescido 1491 TLN (5.14.12.a)

  complescidos 1491 TLN (5.14.5.a)

  conplecida 1485 PCa806

fut. ind.: conpleceremos 1479 PCa716 (5.14.5.c y 5.14.13)
imp. subj.: conpleciesen 1485 PCa808

*complir-*conplir (cf. comple(s)cer-conple(s)cer- 

conpleçer, cumplir)

part. pas.: conplido 1472 PCa680, complido 1495 PCa861

*componer

part. pas.: compuesta 1496 TLN (5.14.12.b)

*concedir (5.14.4)
pres. ind.: concedimos, 17, 26 PR (5.14.2.a, 5.14.4 y 

5.14.5.b)

*concordar

pres. ind.: concordades 1468 PCa660 (5.14.2.a)

conferir

inf.: conferir 3 PR

*confesar

part. pas.: confessos 1495 PCa860

pres. ind.: confies (1ª pers.) 1468 PCa650, confieso, 
1468 PCa654 (5.14.3)

  confiessa 1495 PCa857

  confesamos 1468 PCa657

conocer-conoçer- conoscer

inf.: conoscer 1468 PCa656, conocer 1484 PCa777

part. pas.: conocido 1485 PCa806 (5.14.12.a)
  conocidos 1496 PCa872

  conocida 1472 TLN (5.14.5.a)
pres. ind.: conozco 1480 PCa725

  conoce 1495 PCa862

  conocemos 1473 PCa686

imp. ind.: conoçia 1476 PCa706, conocia 1494 PCa844

pret. perf.: conocio 1480 PCa720

  conocieron 1496 PCa873

*consentir

ger.: consintiendo1469 TLN (5.14.7)
part. pas.: consentydo [1452-1471] PCa634

pres. ind.: consentimos 1485 PCa806

  consyenten 1481 PCa729

imp. ind.: consyntia 1479 PCa717

  consentian 1473 PCa685, consyntian 1474 
PCa691 (5.14.5.b)

pret. perf.: consentio, 1469 TLN, consyntio 1479 PCa717 

(5.14.10.b)

*constituir- *constituyr

part. pres.: constituente 1481 PCa736 (2 veces)   
constituenetes / constituentes 1468PCa653 (5.14.3 

y 5.14.8)
part. pas.: constituido 1459 TLN, constituydo 1481 PCa736 

(5.14.12.a)
  constituidos 1454 TLN

co(n)stren(n)ir

inf.: costrennir 32 PR, costrenir 1485 PCa806,
 constrennir 1469 TLN (5.14.4 y 5.14.5.a)

part. pas.: constrennidos 31 PR (5.14.5.a)
pres. subj.: constringades 1974 PCa695 (5.14.2.a)
  constringan 1469 TLN (5.14.5.a)

contar

inf.: contar 1451 PCa549

ger.: contando 1468 PCa659

pres. ind.: cuenta 1495 PCa860

imp. ind.: contaba 1495 PCa854

  contauan 1473 PCa684

pret. perf.: conto 1483 PCa769

fut. ind.: contaran 1477 PCa712 (5.14.13)
imp. subj.: contasen 1492 PCa826

*contener

part. pres.: continent 1473 Ca685, continente 1474 PCa691 
(5.14.3)

  contenientes 1473 PCa681

part. pas.: contenido 1466 PCa640 (5.14.12.a)
  contenida 39 PR

  contenidas 38 PR (5.14.12.a)

pres. ind.: contiene 1475 PCa705
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contradezir

inf.: contradezir 1481 PCa736

part. pas.: contradicho 1490 TLN (5.14.12.b)
imp. ind.: contradizian 1474 PCa691 (5.14.5.b)

contravenir

inf.: contravenir, 38 PR, 1469 TLN

ger.: contraveniendo 1490 TLN

pres. subj.: contravengan 38 PR (5.14.5.a y 5.14.5.b)

*convenir

part. pres.: conveniente 16 PR (5.14.3)
cond.: convendria 14-15 PR (5.14.14)

*costar

pres. ind.: costa (‘cuesta’) 1468 PCa651

pres. subj.: cueste 1474 PCa698

*cubrir

part. pas.: cubiertas 1451 TLN (5.14.12.b)

cumplir-*cunplir (cf. comple(s)cer-compleçer- 

conpleçer, complir) (5.14.5.b)
inf.: cumplir, 33 PN, 1490 TLN, 1492 PCa826

part. pres.: cumplientes 1482 TLN (5.14.3 y 5.14.8)
imp. ind.: cumplia 1491 TLN (5.14.9)
pres. subj.: cunpla 1480 PCa724

dar

inf.: dar 1454 TLN

ger.: dando 1462 TLN

part. pas.: dado 1469 TLN (5.14.12.a)
  dados, 10 PR, 1459 TLN

  dada, 41 PR, 1490 TLN

  dadas 1472 TLN

pres. ind.: do, 1451 TLN, 1468 PCa651

  da 1459 TLN

  damos 17 PR

  dan 1477 PCa712 (5.14.5.c)
imp. ind.: daba, 1454 TLN, 1494 PCa860, daua 1483 PCa764 

(5.14.9)
  daban 1495 PCa860

pret. perf.: di 1480 PCa724

  dio 1467 PCa646

  dymos 1472 PCa680

  diestes 1468 PCa659

  dieron, 1489 TLN, 1472 PCa680, daron 1451 
PCa517 (10.14.10.c)

fut. ind.: dare 1480 PCa728

  dara 1451 PCa549, dar (vos) ha 1480 PCa724 
(5.14.13)

  daredes 1472 PCa673 (5.14.2.a y 5.14.5.c)
  daran 1472 PCa673

cond.: daria 1475 PCa706

pres. subj.: de 1451 PCa549

  dedes 1462 TLN (5.14.2.a)
  den 1477 PCa713 (5.14.5.c)
imp. subj.: dasse 1452 PCa560, diese 1472 PCa 678, diesse 

1495 PCa862

  daramos 1468 PCa657 (5.14.10.a y c)
  diesedes 1462 TLN (5.14.2.a y 5.14.10.b)
  diessen 1495 PCa860, diesen 1479 PCa717 

(5.14.10.c)
fut. subj.: dieren 1489 TLN

deber-deuer-dever

inf.: deber 1495 PCa 865

part. pas.: devido 1464 PCa637,
  deuido 1480 PCa727, debido 1495 PCa850

  deuidos 1468 PCa650,

  debidos 1495 PCa854

  deuida 1474 PCa691, debida 1495 PCa862

  deuidas 1451 PCa548

pres. ind.: deue 1452 PCa601, deve 1479 PCa716, debe 1495 

PCa865

  deuemos 1474 PCa699

  debedes 1462 TLN, deves 1482 PCa744 (5.14.2.a)
  deuen 12 PR

imp. ind.: deuia 1453 PCa625, devia 1473 PCa684, debia 
1495 PCa862

  deviamos 1485 PCa805

  deuiades 1484 PCa797 (5.14.2.a)
  debian 1454 TLN, deuian 1468 PCa653 (5.14.9)
imp. subj.: deuiese 1484 PCa790

cond.: devria 1481 PCa736

  deuriamos [1452-1471] PCa 634 (5.14.14)

*decebir

part. pas.: decebidos 1468 PCa660 (5.14.12.a)
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decir, dezir (cf. dizir)

inf.: decir 1459 TLN, dezir 1477 PCa712 (5.14.5.a)
ger.: deciendo 1454 TLN, diziendo 1452 PCa578, 1474 

PCa695, dieziendo 1483 PCa764, dixiendo 1495 PCa862 

(5.14.7)
part. pas.: dicho, 5 PR, 1454 TLN, dicto 1451 PCa512, 513 

(5.14.5.b)
  dichos, 14 PR (cf. infra), 1454 TLN, dictos 

1451 PCa518

  dicha, 1496 TLN, 1485 PCa805. Para las 
formas no palatalizadas en PCa, véase abajo. Y 
dict 1474 PCa695 con apócope de -o.

  dicha 1454 TLN (cf. infra), dicta 1451 PCa517

  dichas, 9 PR, 1459 TLN, dicho / -cha, 1491 
TLN, dictas 1451 PCa513

  En PCa, el grupo -CT- siempre se 
mantiene inalterado hasta el protocolo nº 812 
de 1486: dicto 1451 (nº 512), dicto / -a en 1451 
(nº 517) ～ 1486 (nº 812), pero con algunas 
salvedades: 4 casos, dos de reducción dicos en 

doc. 578 (1452) y en doc. 744 (1482), y uno de 
dico en doc. 769 (1483), y el otro de palataliza-

ción dichas en doc. 548 (1451) (estos dos, en 
concreto, a los que se opone la conservación 
general de -CT-: dicto / -cta(s), en total, 6 y 5 
casos, respectivamente), y en doc. 641 (1467), 
alternancia de dicto, dicta / dicho, –y 
compuestos, sobredictos / sobredichos–; y dicho, 
única forma en 2 casos en doc. 805 (1485). Y a 
partir de 1489 (nº 816) hasta 1496 (nº 886), es 
general la palatalización del grupo -CT-, esto 
es, -ch-, salvo en el último doc., o sea, nº 887 
de 1496 (PCa), en el que de nuevo vuelven a 
documentarse únicamente las formas con 
conservación de -ct-: dicto, dicta (2 veces), 
aparte de 2 casos de sobredictos. Y aparte, 
similarmente, sobreditos 1473 TLN; sobredictas 
1451 PCa512, PCa562, sobredicto 1453 PCa601 ～ sobre-
dictos / -ctas 1485 PCa808, frente a sobredicho(s) / 

-cha 1490 PCa816, a partir de esta fecha siempre 

con -ch-, con excepción del último doc.: sobre-
dictos 1496 PCa887l (5.14.12.b)

pres. ind.: digo 1483 PCa764 (5.14.5.a)
  dice 1459 TLN, dize 1451 PCa537, diz (2 

veces) [1452-1471] PCa634 (5.14.2.b, 5.14.3 y 

5.14.5.b)
imp. ind.: decia 1454 TLN, dizia 1451 PCa542, dezia / 

dizia 1495 PCa862 (5.14.9)

  dizian 1452 PCa578 (5.14.5.b)
pret. perf.: dijo 1454, dixo, 1473 TLN, 1464 PCa638 

(5.14.11 y 5.14.11.b)
  dixieron, 1473 TLN, 1472 PCa676

fut. ind.: dira 1474 PCa698

imp. subj.: dixiese 1459 TLN

  diras 1459 TLN (var. contracta por ‘dijérais’) 
(5.14.2.a y 5.14.10.b)

fut. subj.: dixiere 1459 TLN

  dires 1459 TLN; (var. contracta por ‘dijereis’) 
(5.14.2.a y 5.14.10.b)

deducir

inf.: deducir 1459 TLN (5.14.5.a y 5.14.5.b)
part. pas.: deducido 1459 TLN

de(f)fender

inf.: defender 1454 TLN

part. pres.: deffendient 1490 PCa823

pres. ind.: deffendemos 32 PR (5.14.5.b)
pres. subj.: deffiendan 33 PR (5.14.5.b)

*delinquir

part. pres.: delinquientes 1483 PCa764

demostrar

inf.: demostrar, 1459 TLN, 1495 PCa862

*denegar

pret. perf.: denego 1495 PCa862

*deponer

pres. ind.: depone 1495 PCa862

pret. perf.: depusieron 1495 PCa862 (5.14.10.b y 
5.14.11.a)

*deposar

part. pres.: deposante 1495 PCa8602 (5.14.3)
part. pas.: deposado 1495 PCa862

pres. ind.: deposa 1495 PCa862
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*de(s)cender

part. pres.: decendientes 1469 TLN, descendientes 
1490 TLN

pres. ind.: desciende 1496 PCa887

pret. perf.: decendieron 1454 TLN

descubrir (cf. escubrir)

inf.: descubrir 1495 PCa862

*detener

fut. ind.: detendra 1485 PCa806 (5.14.13)
imp. subj.: detubiese 1490 PCa822

*deuenir-*devenir

part. pas.: deuenidos 13 PR

imp. ind.: deuenia 1489 TLN

imp. subj.: deueniera 1491 TLN (5.14.10.b)
  deueniesse 1489 TLN, deveniesse 1490 TLN 

(5.14.10.b)
fut. subj.: deueniere 1491 TLN (5.14.10.b)

*dirruyr (‘derruir’)
part. pas.: dirruyda 1489 TLN

*disponer

part. pas.: dispuesto 1459 TLN (5.14.12.b)
pres. ind.: dispone 1489 TLN

  disponen 1469 TLN

*doler

part. pres.: doliente 1495 PCa862 (5.14.3)

*elegir

part. pas.: elegido 21 PR

emendar (cf. enmendar)

inf.: emendar 1495 PCa862

*encerrar

part. pas.: encerrado 1485 PCa808

imp. subj.: encerrara (1ª pers.) 1483 PCa761

enchir

inf.: enchir 1452 PCa578

*encomendar

ger.: encomendando 1454 TLN

part. pas.: encomendado 1468 PCa660

  encomendados, 21 PR, 1482 PCa744

  encomendada 1451 PCa534

pres. ind.: encomiendo 1490 TLN (5.14.5.b)
  encomienda 1483 PCa760

pret. perf.: encomendo 1483 PCa760

*encubrir

part. pas.: encubiertos 1467 PCa646

*enfranquir

part. pas.: enfranquido 1469 TLN

pres. ind.: enfranquimos 1469 TLN

*enjurigir

part. pres.: enjurigentes 34 PR

enmendar (cf. emendar)

inf.: enmendar 1495 PCa862

*enoblescer

part. pas.: enoblescido 1469 TLN

entender

inf.: entender 1484 PCa777

ger.: entendiendo 1482 TLN

part. pas.: entendidas 1495 PCa857

pres. ind.: entiendo 1451 PCa529

  entienden 1475 PCa691

imp. ind.: entendia 1495 PCa862

pres. subj.: entiendan 1475 PCa691

*entretener

part. pas.: entretenida 1496 TLN

*escaeçer

imp. subj.: escaeçiera 1468 PCa652 (5.14.5.a)

*escomenzar

part. pas.: escomenzada 1459 TLN (5.14.12.a)

escrebir (cf. escribir)

inf.: escrebir 1454 TLN
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*escribir (cf. escrebir)

part. pas.: escrito 1483 PCa756, infraescripto 1475 PCa702

   (iuso) scriptos, 1489 TLN, 1473 PCa685, iuso 
escriptos 1472 PCa678, juso escritos 1481 PCa730, 
infrascriptos 1490 TLN, infrascritos 1491 TLN

  escrippta [1452-1471] PCa634

  escriptas 1495 PCa857 (5.14.12.b)
pres. ind.: escribe 1459 TLN (5.14.5.b)

*escubrir (cf. descubrir)

cond.: escubriria (1ª pers.) 1495 PCa862

esfforçar

inf.: esfforçar 1490 TLN

*esleyr

part. pas.: esleydos 1474 PCa697, 698, essleydos 1474 PCa698

pret. perf.: esleyeron 1477 PCa712

*establecer-*estableçer (5.14.4)
pres. ind.: establecemos 1496 TLN

pret. perf.: establecio 1481 PCa736

  estableçieron 1468 PCa653 (5.14.5.a)

estar

inf.: estar 1452 PCa578

ger.: estando, 1454 TLN, 1467 PCa644

part. pres.: estant 1473 TLN, estante 1479 PCa717

  estantes 1483 PCa575 (5.14.3)
part. pas.: estado 1492 PCa826

pres. ind.: esta, 1454 TLN, 1467 PCa648

  estamos 1468 PCa655

  estades 1474 PCa691 (5.14.2.a)
  estan, 30 PR, 1482 TLN

imp. ind.: estava 1482 TLN, staua 1452-1471 PCa634, 
estaua 1483 PCa769, estaba, 1454 TLN, 1492 PCa832

  estauan, 6 PR, 1467 PCa642, estaban, 1454 TLN, 
1492 PCa826 (5.14.9)

fut. ind.: estara 1472 PCa673

  estaremos 1452 PCa572 (5.14.5.c)
  estaran 1477 PCa712

pres. subj.: este 1491 TLN

imp. subj.: estuiuiese 1485 PCa808

fut. subj.: estouiere, estoviere, 1472 PCa673

*estrader (< extrahĕre)

imp. sub.: estradesedes [1452-1471] PCa634 (5.14.2.a)

*exponer, *esponer

ger.: esponiendo 1469 TLN

*exprimir

part. pas: expresso 1492 PCa832

  expresa 1459 TLN (5.14.12.b)

*extender

pres. subj.: extiendan 1459 TLN

fut. subj.: extendiere 1459 TLN

facer-faz(z)er (cf. *acer-*az(z)er, far)

inf.: fazer, 33 PR, 1451 TLN, facer 1454, fazzer 1474 
PCa697 (5.14.4)

ger.: faziendo 1481 PCa731, fiziendo 1489 PCa816 (5.14.7)
part. pres.: fizientes 6 PR, fazientes 1469 TLN (5.14.3 y 

5.14.8)
part. pas.: fecho 1454 TLN

  fechos 1469 TLN, fecgos 1491 TLN

  fecha, 4 PR, 1468 PCa660 (5.14.12.b)
  fechas 1454 TLN

pres. ind.: fago 1490 TLN (5.14.5.a)
  face 1459 TLN, faze 1467 PCa641 (5.14.5.a)
  fazemos 1469 TLN (5.14.5.c)
  fazes 1473 PCa685 (5.14.2.a y 5.14.5.c)
  facen 1472 TLN

imp. ind.: fazia 1479 PCa717

  faciamos 1469 TLN, faziamos 1485 PCa806

  facian 1454 TLN, fazian 1479 PCa717 (5.14.9)
pret. perf.: fize 1466 PCa641 (5.14.2.b y 5.14.3)
  fizo 1454 TLN (5.14.11)
  ficimos 1490 TLN (5.14.2.b y 5.14.10.b)
  ficieron 1454 TLN, fizieron, 1454 TLN, 1467 

PCa645 (5.14.11.c)
fut. ind.: fare 1496 PCa872

  fara, 1489 TLN, 1463 PCa635

  fares 1468 PCa651 (5.14.2.a y 5.14.5.c)
  faran 1489 TLN (5.14.5.c y 5.14.13)
cond.: faria 1474 PCa695

  farian 1451 TLN (5.14.5.c y 5.14.14)
pres. subj.: faga (1ª pers.) 1496 PCa872

  faga, 22 PR, 1474 PCa697
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  fagades 1471 PCa669, fagas 1471 PCa668, fagays 
1496 PCa872 (5.14.2.a)

  fagan, 38 PN, 1469 TLN (5.14.5.a)
imp. subj.: fiziese (1ª pers.) 1469 PCa662

  ficiese 1490 TLN, fiziese 1467 PCa646, fiziesse 
1495 PCa862

  fiziessemos 1469 TLN

  feziedes 1483 PCa749 (5.14.2.a y 5.14.9)
  fiziessen 28 PR, ficiesen 1454 TLN, fiziesen 

1473 PCa684 (5.14.10.b y 5.14.11.b)
fut. subj.: fiziere 1450, ficiere 1459 TLN (5.14.11.b)
  fizieredes, fizieres, 1482 PCa744 (5.14.2.a)
  ficieren 1482 TLN (5.14.10.b)

*fallar

fut. indic.: fallera (‘fallara’) 1480 PCa725 (5.14.13)

*fallecer

pres. ind.: fallecen 1484 PCa793

far (cf. *acer-*az(z)er, facer-faz(z)er)

inf.: far 1490 PCa822 (5.14.4)

*fenecer (cf. *finescer)

pret. perf.: fenecio 1495 PCa862 (5.14.5.a)

ferir

inf.: ferir 1484 PCa790

part. pas: ferido 1467 PCa646

pret. perf.: ferio 1454 TLN (5.14.10.b)

*ferrar

inf.: ferrar 1485 PCa808

*finescer (*fenecer) (5.14.4)
pret. perf.: finescio 8 PR (5.14.2.b y 5.14.5.a)

*forçar

part. pas.: forçado 1496 PCa872

fuir (cf. huir)

inf.: fuir 1454 TLN

part. pas.: fuydo 1495 PCa862

  fuidos 1454 TLN

pret. perf.: fuyo 1495 PCa862 (5.14.2.b)

  fueron 1484 PCa793

imp. subj.: fuyesen 1454 TLN (5.14.10.b y 5.14.11.b)

haber

inf.: haber 1459 TLN

ger.: habiendo 1459 TLN, hubiendo 1495 PCa861 (5.14.7)
part. pas.: hobido 1459 TLN (5.14.10.c)
part. pres.: habientes 1459 TLN (5.14.3)
pres. ind.: he, 1451 TLN, 1452 PCa560

  ha, hay, 1459 TLN

  habemos 1472 TLN

  habedes 1459 TLN (5.14.2.a)
  han, 5 PR, 1459 TLN (5.14.5.c)
imp. ind.: habia 1451 TLN

  habian 1451 TLN (5.14.9)
pret. perf.: hube 1459 TLN (5.14.2.b)
  hobo 1451 TLN, hubo, 1454 TLN, 1489 PCa818 

(5.14.11 y 5.14.11.a)
  hobieron 1454 TLN, hubieron 1495 PCa862 

(5.14.10.b y 5.14.11.a)
fut. ind.: havra 1490 TLN (5.14.13 y 5.14.5.c)
pres. subj.: haya 1491 TLN

  hayades 1473 TLN (5.14.2.a)
imp. subj.: hubiesse 1495 PCa860, huviese 1482 TLN

  hubiessen 1495 PCa860 (5.14.11.a)
fut. subj.: hobiere 1496 TLN (5.14.11.a)

*habrir (cf. *abrir, *obrir)

part. pas.: habierta 1464 PCa637

hauer-haver (cf. auer, haber)

inf.: hauer, 1469 TLN, 1492 PCa832

part. pas.: houidos 1495 PCa854

pres. ind.; he 1491 TLN (5.14.5.c)
  hauemos 1496 PCa887

pref. perf.: hubo 1489 PCa818

fut. ind.: havra 1490 TLN (5.14.13)
pres. subj.: haya 1491 TLN

imp. subj.: huviese 1482 TLN

fut. subj.: hobiere 1496 TLN

hir (cf. ir) (5.14.5.c)
inf.: hir 1482 TLN
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*hoir-*hoyr (cf. oir-*oyr)

fut. ind.: hoyran 1489 TLN (5.14.5.c)

*huir (cf. fuir)

pret. perf.: huyo 1495 PCa86

*iazer

pres. ind.: iaze 1491 TLN

impedir

inf.: impedir 1469 TLN

pres. subj.: impida 1469 TLN (5.14.5.b)

*inducir-induzir

part. pas: induzido 1496 PCa872

pres. ind.: induce / induze 1472 TLN (5.14.5.a y 
5.14.5.b)

*instituir-instituyr

part. pas.: instituido 1472 TLN

pres. ind.: instituymos 1472 TLN

pret. perf.: instituyo 1496 PCa871, 880

*interbenir

part. pres.: interbeniente 1469 TLN (5.14.8)

inviar

inf.: inviar 1459 TLN (5.14.5.b)
part. pas.: inviados 1454 TLN (5.14.12.a)
pret. perf.: invio 1454 TLN

  inviaron 1454 TLN (5.14.10.b)

ir (cf. hir, yr) (5.14.5.c)

inf.: ir 1454 TLN

ger.: yendo 1459 TLN

part. pas.: idos 1454 TLN

pres. ind.: va 1485 Pca811

pret. perf.: fue 1454 TLN, 1495 PCa860

  fuestes 1480 (nº 728)
  fueron 1454 TLN (5.14.11.a)
pres. subj.: baya 1492 PCa826 (5.14.5.c)
imp. subj.: fuesse 1495 PCa860

  fuesen 1483 PCa765, fuessen 1492 PCa826 
(5.14.11.a)

fut. subj.: fuere 16 PR

  fueren 33 PR (5.14.11.a)

juseguir

inf.: juseguir 24 PR

*liebar-lebar (cf. leuar-*levar)

inf.: lebar 1496 PCa886

ger.: lebando 1496 PCa886

pres. ind.: lieba 1495 PCa861

imp. ind.: lebaba 1495 PCa862

leer

inf.: leer 1472 PCa678

part. pas.: leida 1472 PCa678, leyda 1474 PCa694

fut. ind.: leera 1473 PCa681

imperf. subj.: leyese 1459 TLN

leuar-*levar (cf. *liebar-lebar)

inf.: leuar 1483 PCa761

part. pas.: leuado 1474 PCa695

  leuados 1496 PCa872

pres. ind.: levades 1459 TLN (5.14.2.a)
pret. perf.: leuaron 1474 PCa692

manifestar

inf.: manifestar 1474 PCa691

pret. perf.: manifesto 1489 TLN

pres. subj.: manifiesten 1474 PCa691

mantener

inf.: mantener 3 PR8 (5.14.4 y 5.14.5.b)
part. pas.: mantenidos 13 PR

pres. ind.: mantenes [1452-1471] PCa634 (5.14.2.a)
  mantienen 1480 PCa724

*membrar

pres. ind.: miembra 1495 PCa862

*merescer

imp. subj.: meresciessen 28 PR (5.14.5.a)

*morir

part. pas.: muerto 1454 TLN

  muertos 1454 TLN (5.14.12.b)
pres. ind.: muere 1473 TLN (5.14.5.b)
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pret. perf.: morio 1454 TLN (5.14.2.b y 5.14.10.b)
  morieron (2 veces) 1454 TLN (5.14.10. b)

mostrar

inf.: mostrar 1462 TLN, 1495 PCa862

pret. perf.: mostro 1467 PCa646

cond.: mostraria 1480 PCa721

imp. subj.: mostrasse 1495 PCa862

  mostrasen 1483 PCa757

mouer-*mover

inf.: mouer 1468 PCa653

part. pres.: mouientes 1496 PCa872

part. pas.: movida 1459 TLN

pret. perf.: movio 1454 TLN (5.14.2.b)
  movieron 1454 TLN

pres. subj..: muevan 1459 TLN (5.14.5.b)

*nascer-*naçer (5.14.5.a)
part. pas.: nascido 27 PR, nascido 1454 TLN

pret. perf.: nascio 1454 TLN

fut. ind.: naçera 1467 PCa649

nozer (‘nocir’)

inf.: nozer 1475 PCa702

*oblir (‘olvidar’ < *oblitu)

part. pas.: oblidos 1468 PCa654

*obrir (*abrir, *habrir)

part. pas.: obiertos 7 PR (5.14.12.b)

obedecer

inf.: obedecer 1473 PCa764

part. pres.: obediente 1477 PCa712 (5.14.3)

*obtener (cf. optener)

part. pas.: otonido (‘obtenido’) 1481 PCa736

pres. subj.: obtenga 1459 TLN (5.14.5.a)

ofrecer

inf.: ofrecer 1459 TLN

ger.: ofreciendo 1496 PCa878

oir-*oyr (cf. *hoir-*hoyr)

inf.: oir 1459 TLN

ger.: oyendo 1496 PCa887

part. pas.: oydo 1495 P860

pret. perf.: oyo 1454 TLN

fut. ind.: oyran, 2 PR, 1472 TLN (5.14.5.c)
fut. subj.: oyere 1459 TLN

oponer

pret. perf.: oposo 1483 PCa757 (5.14.11a)

optener (cf. obtener) (5.14.4)
inf.: optener 1459 TLN (2 veces)

pare(s)cer-*pareçer

inf.: parecer 1483 PCa749

pres. ind.: parece 1468 PCa651, pareçe 1474 PCa698

  parecen 1484 PCa782

imp. ind.: parescia, 1482, 1489 TLN

pret. perf.: pareçio 1476 PCa708, parecio 1483 PCa749

fut. ind.: parescera 1459 TLN, pareçera 1472 PCa673, 
parecera 1473 PCa686

pres. subj.: parezcades 1474 PCa694 (5.14.2.a)

*pedir

pres. ind.: pido 1480 PCa724

imp. ind.: pidia 1459 PCa862 (5.14.5.b)

*pe(n)sar

part. pas.: pensado 1454 TLN

pres. ind.: pieso 1483 PCa761

fut. ind.: pesara 1483 PCa765

cond.: pensaria 1495 PCa862

pres. subj.: piense 1454 TLN

*perder

pres. subj.: pierdan 1481 PCa731

*perescer

pres. de subj.: perescamos 1451 PCa512 (5.14.5.a)

pertene(s)cer-*pertene(s)çer

inf.: pertenecer 1472 PCa680, pertenescer 1479 PCa716

part. pres.: pertenescient 1489 TLN

  pertenescientes 1489 TLN, perteneçientes 
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1472 PCa677, pertenecientes 1472 PCa680

pres. ind.: pertenesce, 1473 TLN, 1481 PC736; pertenece 
1473 PCa686, pertenesçe 1479 PCa716

imp. ind.: perteneçia 1468 PCa656

  pertenescian 1495 PCa850

fut. ind.: pertenescera 1472 TLN (5.14.5.a, 5.14.5.c y 
5.14.13)

pres. subj.: pertenezca 1485 PCa811

  pertenezcan 33 PR (5.14.5.a)

*peruenir-*pervenir

part. pas.: pervenido 1454 TLN; peruenido [1452- 
1471] PCa634

  peruenidas 9 PR (5.14.12.a)
pret. perf.: peruinieron 11 PR (5.14.10.b)
imp. subj.: perviniesse 1490 TLN (5.14.10.b y 5.14.11.b)

*plazer (5.14.5.a)
pres. ind.: plaze 1472 TLN

imp. ind.: plazia 1483 PCa749

pret. perf.: plazio / plugo (2 veces) 1469 TLN 

(5.14.5.a, 5.14.11 y 5.14.11.a)
fut. ind.: plazera 1484 PCa786 (5.14.13)
imp. subj.: plugiesse (sic) 1495 PCa862 (5.14.5.a)

plegar

inf.: plegar 1482 TLN (5.14.5.a)
pres. ind.: plega, 1459 TLN, 1481 PCa731

poder

inf.: poder 1466 PCa640

part. pres.: podientes 1472 PCa680 (5.14.8)
part. pas.: podido 1459 TLN

pres. ind.: puedo 1467 PCa644

  puede 1482 TLN

  podemos 1474 PCa695

  pueden 24 PR (5.14.5.b)
imp. ind.: podia (1ª pers.) 1483 PCa761

  podia 1451 PCa543

pret. perf.: pudo 1492 PCa832

  podieron 1454 TLN (5.14.10.b y (5.14.11.a)
fut. ind.: podra 1477 PCa712

  podremos 1481 PCa730 (5.14.5.c)
  podran 1490 TLN (5.14.5.b y 5.14.13)
cond.: podria (1ª pers.) 1483 PCa771

  podria 1451 TLN

  podriamos [1451-1471] PCa634

  podrian 1468 PCa653 (5.14.14)
pres. subj.: pueda 1459 TLN

  podades 1452 PCa560, podais 1467 PCa644 

(5.14.2.a y 5.14.5.b)
  puedan, 21 PR, 1469 TLN, 1472 PCa680

imp. subj.: pudiese (1ª pers.) 1468 PCa656

  pudiese 1468 PCa656, puedisese (sic: 
puediese) 1474 PCa690 (5.14.10c)

  pudiera 1496 TLN (5.14.10.b y 5.14.11.a)
  pudiesen 1468 PCa660; puediesen 1474 PCa690 

(5.14.10c), pudiessen 1496 PCa872

  pudieran 1496 TLN (5.14.10.b y 5.14.11.a)

poner

inf.: poner 1468 PCa655

part. pas.: puesto, 29 PR, 1472 PCa676

  puestos 1484 PCa793 (5.14.12.b)
  puesta 1472 PCa673

  puestas 1496 TLN

pres. ind.: pongo 1468 PCa656

  ponemos 1474 PCa698

  ponen 1477 PCa713

imp. ind.: ponian 1473 PCa685

pret. perf.: puso 1489 TLN (5.14.11)
  pusieron 1454 TLN, pusyeron 1472 PCa673 

(5.14.11.a)
fut. ind.: pornemos 1496 TLN (5.14.5.c)
  porran 1451 PCa529 (5.14.5.c y 5.14.13)
imp. subj.: pusyese 1481 PCa731

fut. subj.: pusiere 1459 TLN

*po(s)sede(s)cer (cf. possedir, pos(s)eyr) (5.14.4)
pres. ind.: possedescen 1469 TLN (5.14.5.a)
fut. ind.: possedesceran 1469 TLN (5.14.13)
pres. subj.: possedezcan 1469 TLN (5.14.5.a)

possedir (cf. po(s)sede(s)cer, po(s)seyr)

inf.: possedir 1469 TLN (5.14.4 y 5.14.5.b)
ger.: possediendo 1496 PCa886 (5.14.5.a)

po(s)seyr (cf. pos(s)ede(s)cer, possedir)

inf.: posseyr, 1473 TLN, 1496 PCa872

pres. ind.: poseo 1490 TLN
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  posseys 1496 PCa872 (5.14.2.a)
imp. subj.: poseyesen 1454 TLN

*prender

part. pas.: preso 1483 PCa771

  presos 1474 PCa692, pressos 1490 PCa822

  presa 1474 PCa690

  presas 1477 PCa713 (5.14.12.b)

*preuenir-*prevenir

part. pas.: preuenido 1451 PCa529, prevenido 1481 PCa729

preueer

inf.: preueer [1452-1471] PCa634

*prober-*prouer (cf. proueer, proueher-prove her, 

proueyr)

pret. perf.: probio 1496 PCa881

imp. ind.: prouia 1474 PCa695 (5.14.9)

*procider

pres. ind.: procide 1474 PCa698 (5.14.5.b)

*produzir

part. pas.: produzido 1495 PCa862 (5.14.5.a)

*proferir

pret. perf.: proferieron 1451 TLN (5.14.10.b)

*proponer

pret. perf.: propueso 1473 PCa681 (5.14.11), propuso 
1474 PCa69 (5.14.11a)

  propusieron 1474 PCa695, propusyeron 1481 
PCa729

*proposar

pret. perf.: proposaron 1473 TLN

proseguir

inf.: proseguir 1459 TLN

proueer (cf. prober-prouer, proueher-prove- her, 

proueyr)

inf.: proueer [1452-1471] PCa634

part. pas.: proueydo 1473 TLN

pres. subj.: provea 1496 TLN

proueher-proveher (cf. proueer, proueyr)

inf.: proueher, proveher, 1473 TLN, proueher 1489 
PCa816 (5.14.4)

*prouenir

part. pas.: prouenido PCa548

proueyr (cf. proueer, proueher-proveher)

inf.: proueyr 1473 TLN (5.14.4)
part. pas.: proueydo 1473 TLN

pres. ind.: proueymos 32 PR

pret. perf.: proueyo 1473 TLN

*quebrar

pret. ind.: quebrastes [1452-1471] PCa634

querer

inf.: querer 1469 TLN

ger.: queriendo 1481 PCa736, quiriendo 1468 PCa650 
(5.14.5.b y 5.14.7)

part. pas.: querido 1451 PCa513

pres. ind.: quiero 1490 TLN

  quiere 19 PR (5.14.5.b)
  queremos, 16 PR (5.14.5.b)
  queres 1481 PCa730 (5.14.2.a)
  quieren 1481 PCa730

imp. ind.: quiria 1451 PCa548 (5.14.5.b)
  queria 1454 TLN (5.14.5.b)
  querian 1454 TLN (5.14.9)
pret. perf.: quiso, 1454 TLN (5.14.11.b)
  quisystes 1481 PCa730 (5.14.10.b)
  quysieron 1484 PCa793

fut. ind.: querra 1489 TLN, quierra (sic) 1467 PCa648 

(5.14.5.c )
  quuerremos (sic) 1474 PCa698 (5.14.5.c)
  querran 1459 TLN (5.14.13)
cond.: querria 1459 TLN (5.14.14)
pres. subj.: quiera, 1469 TLN, 1468 PCa650

imp. subj.: quisiesse 1473 TLN

  quisiesen 1454 TLN, quisyesen 1481 PCa731 

(5.14.11.b)
fut. subj.: quisieredes 1452 PCa560 (5.14.2.a)
  quisieren, 1469 TLN, 1452 PCa578 (5.14.11.b)
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recebir-reçebir (cf. recibir)

inf.: recebir 1468 PCa651, 658, reçebir 1472 PCa677

part. pas.: recebido 1451 TLN (5.14.12.a)
  recebidos 1472 TLN

  recebidas 1468 PCa654 (5.14.5.b)
pres. ind.: recebo (1ª pers.) 1483 PCa764 (5.14.2.a)
fut. ind.: recebira 1472 PCa677 (5.14.13)
imp. subj.: recebieran 1482 PCa744 (5.14.10.b)

recibir (cf. recebir-reçebir)

inf.: recibir 1489 TLN

part. pas.: recibido 1469 PCa662 (5.14.12.a)
pret. perf.: recibio 1474 PCa694

pres. subj.: reciba 1490 TLN

   reciban 1472 TLN (5.14.5.b)

imp. subj.: recibiese (1ª pers.) 1479 PCa718

quitar

inf.: quitar, 1490 TLN, 1467 PCa644)

ger. quirando (sic) [1452-1471] PCa634
part. pas.: quitado 1469 TLN (5.14.12.b), quito 1468 

PCa654

  quitos 1469 TLN

  quita 1467 PCa648

  quitas 1476 PCa709 (5.14.12b)
pres. ind.: quitamos 1469 TLN

pret. perf.: quito 1495 PCa862

imp. subj.: quitasedes 1472 PCa673 (5.14.2.a)

*reconocer

pres. ind.: reconozco 1468 PCa654 (5.14.5.a)
  reconocemos 1472 PCa672

pret. perf.: reconocio 1489 TLN, reconoçio 1481 PCa732

*redemir

pret. perf.: redemio 1490 TLN (5.14.10.b)

*redrar

pres. ind.: redro 1491 TLN

*reducir-reduzir

part. pas.: reduzidos 14 PR, reducidos 1472 TLN (5.14.5.a)

refazer

inf.: refazer 1474 PCa697 (5.14.5.c)

*ref(f)erir

part. pas.: refferida 5 PR (5.14.12.a)
  refferidas 15 PR

pret. perf.: refirio 1495 Pca857 (5.14.10.b)

*reflorescer

imp. subj.: refloresciese 1454 TLN (5.14.10.b)

regar

inf.: regar 1454 TLN

pres. subj.: riga (‘riegue’, acaso por confusión con 
regir) 1451 PCa549, (la sienbre et riga et siegue)

*relinquir

pres. ind.: relinquo 1481 PCa734

pret. perf.: relinquieron 1452 PCa562

*remeter (5.14.4)
part. pas.: remetido 1469 TLN (5.14.12.a)
pres. ind.: remetemos (2 veces) / remitemos 1469 TLN

render

inf.: render, 1459 TLN, 1467 PCa643 (5.14.4)
part. pas.: rendido 1454 TLN (5.14.12.a)
pres. ind.: riendo 1481 PCa734 (5.14.5.b)
imp. ind.: rendiamos 1475 PCa702

requerir

inf.: requerir 1490 TLN

ger. requiriendo 1492 PCa826 (5.14.5.b)
part. pas.: requerido 1462 TLN (5.14.12.a), requirido 

1453 PCa625 (5.14.5.b)
pres. ind.: requjero 1473 TLN, requiero 1451 PCa534, 

requiro (2 veces) 1462 TLN (5.14.5.b)

  requiere 1484 PCa790

  requerimos 1474 PCa695

imp. ind.: requiria 1469 PCa663, requeria 1484 PCa778 

(5.14.5.b)
  requerian 1473 TLN

pret. perf.: requirio 1464 PCa637, 638, requierio 1473 
PCa684 (5.14.2.b)

  requirieron 1467 PCa646 (5.14.10.b)
fut. ind.: requerira 1481 PCa736 (5.14.13)
pres. subj.: requiera 1481 PCa736

imp. subj.: requiriese 1481 PCa736 (5.14.10.b)
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*responer

pret. perf.: respuso 1483 PCa749 (por confusión con el 
casi sinónimo responder) (5.14.11.a)

*re(s)cibir (cf. recebir)

inf.: recibir 1498 TLN

part. pas.: recibido 1469 PCa662

pres. ind.: reciben 25 PR

pret. perf.: rescibio 1454 TLN, recibio 1489 TLN 

(5.14.10.b)
pres. subj.: reciba 1490 TLN

  reciban 1472 TLN

retener

inf.: retener 1474 PCa691 (5.14.4)
part. pas.: retenido 1472 TLN (5.14.12.a)
pres. ind.: retenemos 1472 TLN

  retenes 1451 PCa534 (5.14.2.a)
pres. subj.: retengades 1474 PCa691, retengaes 1483 PCa749 

(5.14.2.a)
imp. subj.: retuuiese (1ª pers.)1464 PCa637 (5.14.10.b)

retraer

inf.: retraer, 1454 TLN, 1459 TLN

part. pas.: retraydo 6 PR

pret. perf.: retrayo 7 PR

  retrageron 1454 TLN (5.14.11.b)

rogar

inf.: rogar 1490 TLN

ger.: rogando 1489 PCa816

part. pas.: rogado 1451 PCa548

  rogados 1495 PCa856

pres. ind.: ruego 1462 TLN (5.14.5.b)
  rogamos 1474 PCa695

imp.: rogaua 1476 PCa708, rogaba 1495 PCa862

cond.: rogaria 1495 PCa862 (5.14.14)
pret. perf.: rogo 1469 PCa662

*romper

part. pas.: rompido 1496 PCa886 (5.14.12.b)

saber, sauer

inf.: saber, 1482 TLN, 1452 PCa570, (a)ssaber 1495 PCa856, 
sauer 1490 PCa822, sauuer 1492 PCa836

part. pas.: supido 1495 PCa862 (5.14.10.c)
pres. ind.: sabe 1454 TLN

  sabeys 1473 TLN, sabedes 1451 PCa512. sabes 
1473 PCa681 (5.14.2.a)

  saben 1454 TLN

imp. ind.: sabia, 1483 PCa757

  sabian 1482 TLN

pret. perf.: supo 1454 TLN (5.14.11)
  sopieron 1454 TLN (5.14.10.b y 5.14.11.a)
pres. subj.: sepia 1495 PCa862

  seppan, 1451 TLN, [1452-1471] PCa634, sepan, 
1490 TLN, 1466 PCa640 (5.14.5.a), sepant, 1469 PCa661, 
1472 PCa676, etc. (este último 5 veces) (5.14.2.a)

imp. subj.: supiese 1473 PCa684, supiesse 1495 PCa862 

(5.14.10.b y 5.14.11.a)
fut. subj.: supiere 1472 TLN (5.14.10.b y 5.14.11.a)

sal(l)ir

inf.: sallir 21 PR, salir 1454 TLN

part. pas.: sallidas 1467 PCa648

pret. perf.: salio 1454 TLN, sallio 1485 PCa808

  salieron 1454 TLN, sallieron 1473 PCa684

condicional: saldria 1474 PCa691 (5.14.14)
pres. subj.: salga 1451 PCa549

  salgan, 21 PR, 1482 PCa744 (5.14.5.a)

satisfacer

inf.: satisfacer 1496 TLN (5.14.5.c)
part. pas: satisfecho 1491 TLN (5.14.12.b)

*segar

pres. subj.: siegue 1451 PCa549 (5.14.5.b)

seguir

inf.: seguir 1468 PCa656

part. pres.: seguiente 18 PR, seguient (4 veces) 1451 
TLN, syguiente 1474 PCa698

  siguientes 1459 TLN, seguientes 1489 TLN 
(5.14.3 y 5.14.8)

part. pas.: seguida 1489 TLN

pres. ind.: sigue, 1489 TLN (que si sigue = ‘se sigue’), 
[1452-1471] PCa634, siegue 1495 PCa860 (dixo segunt 
se siegue) (5.14.5.b)
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sembrar-senbrar

inf.: sembrar 1451 PCa512, senbrar 1451 PCa549

part. pas.: sembrado 1451 PCa512, senbrado 1467 PCa644

  senbradas 1451 PCa549

pres. subj.: sienbre 1451 PCa549

*sentar

part. pas.: sentados 1474 PCa697

imp. ind.: sentaua [1452-1471] PCa634

*sentir

pret. perf.: sintio 1495 PCa862

ser (5.14.5.c)
inf.: ser, 28 PR, 1454 TLN

ger.: seyendo, 4 PR, 1473 TLN (5.14.7)
part. pres.: sedientes 1467 PCa647 (5.14.5.a)
part. pas.: seydo 5 PR, seido, 1451 TLN, seydo, 1469 TLN, 

1451 PCa545, seido / sido 1482 TLN (5.14.5.c y 
5.14.12.a)

pres. ind.: soy 1490 TLN (soy tuvida), 1468 PCa655, 1474 
PCa690 (so y); so 1451 PCa548, 1471 PCa668, 669

  es 2 PR

  somos, 1472 TLN, 1483 PCa765, semos 1485 
PCa811 (5.14.5.a)

  sodes 1451 PCa512, sedes 1451 PCa512, sos 1468 
PCa654, sois 1474 PCa691, soes 1481 PCa730, soys 1495 
PCa862 (5.14.2.a)

  son 12 PR8

imp. ind.: era 18 PR, hera 1495 PCa862

  eran 1454 TLN, heran 1495 PCa862 (5.14.9)
pret. perf.: fue 7 PR

  fuestes 1480 PCa728

  fueron 10 PR (5.14.11.a)
fut. ind.: sere 1491 TLN

  sera 1462 TLN

  seremos 1485 PCa806 (5.14.5.c)
  seran 21 PR (5.14.13)
cond.: seria 14 PR (5.14.14)
pres. subj.: sea (1ª pers.) 1483 PCa761

  sea 20 PR, sia 1451 PCa529

  seamos 1496 TLN

  seas 1469 PCa661, seais 1472 PCa673

  sean, 3 PR, 1459 TLN, 1468 PCa652 (5.14.2.a), 
sian 1451 PCa517 (5.14.5.a)

imp. subj.: fuese 1454 TLN, fuesse, 1489 TLN

  fuessen 14 PR, fuesen 1454 TLN (5.14.11.a)
fut. subj.: fuere 16 PR

  fueren 33 PR (5.14.11.a)

seruir-servir

inf.: servir 1459 TLN, seruir 1469 TLN

part. pas.: seruido 1485 PCa800

  servidas 1459 TLN (5.14.12.a)
pres. subj.: sirva 1459 TLN

  syruades 1485 PCa800 (5.14.5.b)

*sobrevenir

pret. perf.: sobrevinieron 1454 TLN (5.14.10.b)
pres. subj.: sobrevienan 1496 TLN (5.14.5.a y 5.14.5.b)

sobtar (cf. soltar)

inf.: sobtar 1483 PCa764

*soler

pres. ind.: suele 1482 TLN (5.14.5.b)
  suelen 1496 PCa873

imperf. ind.: solia 1473 TLN

*soltar (cf. sobtar)

part. pas.: suelta 1467 PCa648

pres. subj.: soltes 1483 PCa761 (5.14.2.a)

sostener

inf.: sostener 1452 PCa578

sotituyr (cf. substituyr, sustituyr)

inf. sotituyr 1468 PCa658

*stablecer

pres. ind.: stablecemos 1496 TLN

subseguir

inf.: subseguir 1472 PCa676

substituyr (cf. sotituyr, sustituyr)

inf.: substituyr 1481 PCa736

part. pas.: substituydos 1481 PCa736

55Un documento real de Navarra de 1465: Edición y estudio lingüístico 



sustituyr (cf. sotituyr, substituyr)

inf.: sustituyr 1468 PCa653

part. pas.: sustituydo 1481 PCa736

tener (cf. *tenir)

inf.: tener, 1473 TLN, 1466 PCa640 (5.14.4)
ger.: tubiendo, 1494 PCa849, 1495 PCa854, teniendo 1468 

PCa657 (5.14.7)
part. pres.: tenientes 1496 TLN

part. pas.: tenido 34 PR

  tenidos 1491 TLN

  tenida 1454 TLN, tuvida 1490 TLN (5.14.10.c)
  tenidas 1468 PCa650

pres. ind.: tengo, 1451 TLN, 1453 PCa601, tiengo 1467 
PCa644 (5.14.5.a y 5.14.5.b)

  tiene, 1459 TLN, 1453 PCa601, tyene 1468 PCa650

  tenemos 1472 TLN (5.14.5.b)
  tenedes 1451 PCa512, teneys 1473 TLN (5.14.2.a)
  tienen 1469 TLN (5.14.5.b)
imp. ind.: tenia (1ª pers.) 1481 PCa732

  tenia 8 PR

  tenian 1454 TLN (5.14.9)
pret. perf.: tuuo 1481 PCa732

  tobieron 1454 TLN, tubieron 1489 PCa816 

(5.14.10.b y 5.14.11.a)
fut. ind.: tendre 1485 PCa798

  terna, 1472 TLN (5.14.5.c), tendra 1485 PCa798

  tendremos 1468 PCa657 (5.14.5.c)
  terran 1469 TLN, tendran 1477 PCa712 

(5.14.13)
pres. subj.: tenga 1490 TLN

  tengan 38 PR (5.14.5.a y 5.14.5.b)
imp. subj.: touiesse 1452 PCa564, touiese 1472 PCa676, 

tubiesse 1495 PCa862

  tubieseys 1495 PCa862 (5.14.2.a)
  touiesen 1472 PCa676 (5.14.10.b y 5.14.11.a)
fut. subj.: touiere (1ª pers.) 1472 PCa673

  tobieren 1469 TLN (5.14.10.b y 5.14.11.a)

*tenir (cf. tener)

fut. ind.: tenira 1482 TLN (5.14.4 y 5.14.5.c)

traer

inf.: traer 1489 TLN

ger.: trayendo 1454 TLN

part. pas.: traydo, 29 PR, 1489 TLN (5.14.12.a)
pres. ind.: traemos 1481PCa730

imp. ind.: trayan 1480 PCa725

pret. perf.: trayo 7 PR, trago 1453 PCa613 (5.14.11.b)
imp. subj.: traese 1474 PCa695 (5.14.10.c)

*transferir

part. pas.: transferida 1469 TLN

*trebudar

part. pas: trebudado 1469 PCa662

*tributar

part. pas.: tributado 1479 PCa716

  tributad(o)a 1472 PCa676

pres. ind.: tributamos 1479 PCa716

trucar (‘trocar’)

inf.: trucar 1496 PCa872

valer

inf.: valer 1489 TLN

part. pres.: valient, 1489 TLN, 1452 PCa564, valiente 
1480 PCa720, 721 (5.14.3)

  valientes 1489 TLN

pres. ind.: vale 1453 PCa625

  vales 1496 PCa872

  valen 1469 TLN

imp. ind.: valia 1483 PCa757

  valian 1492 PCa837

cond.: valdria 1453 PCa613

pres. subj.: valga 1474 PCa698

  valgan 1480 PCa728 (5.14.5.a)

*ve(e)r

inf.: ver 1484 PCa787

ger.: veyendo, 8 PR, 1473 TLN (5.14.7)
part. pas.: visto, 1482 TLN

  vista 1490 TLN

  vistas 1483 PCa765 (5.14.12.b)
pret. perf.: vio 1454 TLN

  vieron 1454 TLN (5.14.11.c)
fut. ind.: veran, 2 PR, 1472 TLN (5.14.13)
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venir (cf. *benir)

inf.: venir 1454 TLN

ger.: viniendo, 1459 TLN, 1473 PCa684

part. pres.: venient / benient, 1462 TLN, venient / 
veniente, 1452 PCa560 (5.14.3 y 5.14.8)

  venientes, 1471 PCa670, 1489 TLN

part. pas.: venido 1451 PCa548

  venidos 1496 PCa887

pres. ind.: vengo 1467 PCa644 (5.14.5.b)
  viene 1483 PCa769

  venimos 1472 PCa672

imp. ind.: venia 1474 PCa695

  venian 1454 TLN (5.14.9)
pret. perf.: vino, 1454 TLN, 1464 PCa637, venio 1453 PCa613, 

veno 1480 PCa720 (5.14.11)

  venieron / vinieron. 1454 TLN (5.14.10.b y 
5.14.11.c)

fut. ind.: venira 1484 PCa779

  veniran 1482 TLN (5.14.13)
pres. subj.: venga 1469 TLN

  vengamos 1453 PCa625

  vengan 1469 TLN (5.14.5.a y 5.14.5.b)
imp. subj.: veniese 1451 PCa548

  viniesen 1485 PCa800, viniessen 1495 PCa862 

(5.14.11.c)
fut. subj.: viniere, 1459 TLN, 1496 PCa872, veniere 1451 

PCa548 (5.14.11.c)

vestir

inf.: vestir 1489 TLN

*volver

pret. perf.: volvio 1454 TLN

  volvieron 1454 TLN

*yacer-*iacer

pres. ind.: iaze 1491 TLN

yr (cf. hir, ir)

inf.: yr, 1484 PCa790, 1495 PCa860

ger.: yendo 1459 TLN

part. pas: ydo 1495 PCa860, 862

  ydos 1483 PCa765

imp. ind.: yva 1485 PCa808

  yban 1492 PCa826

imp. subj.: fuessen 1492 PCa826

(Continuará)
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NOTAS

488) Lo confirma Saralegui (1977a: 214) en docs. de Irache; Pérez-Salazar (1995: 178); etc. 
489) Saralegui (1977a: 215) advierte que la yod secundaria no afecta a las vocales temáticas e, o, 

salvo casos excepcionales en docs. navs. del s. XIII-1ª mitad del s. XIV: requeriere 1212, requerie-
ron 1315, recebiemos 1321, deuenies 1395, frente a requirierdes 1347; y también Pérez-Salazar 

(1995: 178) denuncia el predominio de formas etimológicas sobre analógicas: venieren 1322, 
mories 1324, consentio 1341, recebiemos 1341, etc., y moriesse / muriesse 1337.

490) Sobre la vacilación entre subir y sobir (< SŬBĪRE) en Berceo y en muchos autores de los ss. XIII y 
XIV, cf. DCECH, s.v. subir.

491) Pérez-Salazar (1995: 178) documenta feziessen 1340.
492) Pérez-Salazar (1995: 179) encuentra casos como auiesse 1335, façiere 1336, puedesse 1337, dasse-

mos 1337, teniessen 1340, retenio 1342, contynies 1346.

493) Pérez-Salazar (1995: 179) documenta touedes 1325, ouido 1344.
494) Cf. Pérez-Salazar 1995: 180, que documenta en la 1ª pers. tres variantes, procedentes de FUI: fuy 

(1329, 1335, 1341), fue (1342, 1346) y fu (1327, 1329, 1345).
495) Cf. Menéndez Pidal (1968: 318-19); Penny (1998: 211-12).
496) Pérez-Salazar (1995: 180) registra un caso aislado fossen 1337 (al lado del general fuesen, 

fueron, en el mismo doc.). Cf. Penny (1998: 211-12), que puntualiza que las formas reducidas 
con fo-/fu- (< FU- < FUI-) se documentan hasta el s. XIII; y también Menéndez Pidal (1968: 319). 

497) Menéndez Pidal (1968: 318) explica que “en el mismo siglo XII se practicaba ya la uniformación 
† fizist, † fizo [. . .]; sin embargo, la generalización de esas formas analógicas no se consumó 

hasta bastante tarde, pues Nebrija aún usa en su Gramática las formas etimológicas hezimos, 
etc.”

498) Se trata de una variante fonética de hallar “en la ac. de dar sentencia” (cf. DCECH, s.v. hallar.
499) Cf. Menéndez Pidal (1968: 277 y 432).
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〈Résumé〉
  Comme verbe qui joue des instruments de musique, en français jouer. en roumain jucá 

qui joue aux instruments de musique, en italien sonare qui sonne des instruments de musique, 

en espagnol et en portugais trocar qui touche aux instruments de musique. Quant au violon, 

en français celui qui tient seconds violons signifie le second rôle, parce qu’il est assis là où les 

spectateurs ne voient pas bien. Mais en italien, celui qui tient primo violino est assis là où les 

spectateurs voient bien et peut voir tous les membres de l’orchestre et tenir le chef du concert. 

En français et en espagnol, le violon d’Ingre, peintre français jouait bien du violon. Quant à la 

contrebasse, elle sonne l’instrument le plus bas à cordes. En français et en italien, elle signifie 

la voix basse et elle signifie ronfler fort, ce sera à cause de la similitude des sons. Il n’y en a ni 

en roumain, ni en espagnol, ni en portugais. Quant à la guitare, le flamenco, chant et danse 

folkloriques sont composés du chant, de la danse et de l’exécution. L’exécution est la guitare de 

flamenco. C’est pour ça les expressions de la guitare se trouvent seulement en espagnol. Quant 

à la flûte en français de sa forme, la métonymie de la longue jambe, «jouer des flûtes» signifie 

s’enfuir, «être du bois dont on fait des flûtes» signifie extrêmement complaisant. Parce que la 

matière des arbres est apte à faire la flûte. Quant à la trompette, en français et en italien, 

«sonner de la trompette» signifie claironner, parce qu’elle sonne sa hauteur. Quant à la 

trombone, «Quell’oratore è un trombone» signifie un grand menteur en italien parce qu’elle 

sonne quelquefois fort. Quant au tambour, «avoir un ventre comme un tambour» en français et 

en italien signifie avoir du ventre en mangeant trop. «tambour battant» en français, en italien et 

en espagnol, signifie énergiquement, rapidement. Cette locution est d’origine militaire, «raison-

ner comme un tambour» en français, c’est par jeu sur l’homophone raisonner/ résonner. Elle 

signifie raisonner mal, tout en résonnant fort bien. L’Europe a une longue tradition musicale 

très variée: de nombreux instruments différents sont au service des compositeurs et 

musiciens. On retrouve donc beaucoup plus de locutions, dictons, proverbes comportant le 

nom d’instruments de musique dans les langues romanes excepté en roumain que dans le 

japonais. Les expressions en roumain sont très peu. Ce serait à cause du long résime socialiste.
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ロマン諸語における語の有縁性と比喩表現について（5）
― ロマン諸語（フランス語，イタリア語，ルーマニア語，スペイン語，
ポルトガル語）と日本語の故事・諺・成句にみられる楽器名による

比喩表現を中心として ―

小　倉　博　史



0．はじめに

　風の音，水の音，木の葉がすれあう音など自然界に満ちている音を模倣しようとして人間は自

分の手や口などの身体器官を使って自然の発音現象を意識的に作り出すことを考えた。こうして

楽器は生まれたのである。《打つ》という動作は《声を出す》ことに次いで古い，人間が行って

きた発音行為である。というのは，人間は特別なものを持っていなくても自分の身体を楽器とし

て《打つ》ことができるからである。次いで口笛や指笛などのように《吹く》という動作によっ

て発音できる。音を出すためには《はじく》，《こする》という動作も大切である。そこで，本稿

ではロマン諸語と日本語の故事・諺・成句に見られる楽器名の語彙による比喩表現を比較し，日

本と西洋諸国の楽器と人間との関わりについて考察するとともにロマン諸語間の比較を通して共

通点および相違点を明らかにする。

1．フランスでの器楽曲のはじまり

　「16世紀の最後の三分の一の時期に，急にフランス音楽の方向を変えた原因のひとつとして，

さまざまな楽器が社会生活に決定的な役割を持つようになったことを無視することはできない。

（中略）12世紀以来フランスにおいて，事実上声楽が支配的であったためである。フランスより

も早く器楽技術を開拓していた他の国々との触合いを通じて，フランスの芸術家たちは，この新

しい表現形式に興味を示し，クラヴィコード，オルガン，リュート，金管楽器，やがて弦楽器を

完成した技巧で《鳴らし》た。アンリ二世の治下（1547～59年）に様々な楽器が存在していた

ことは，ひとつの変動の帰結であったように思われる。（中略）中世前期にはまず，人声の普通

の音階が出せる高貴な楽器（ヴィエール，ハープ，ギター，リュート）と高貴でない楽器（金管

楽器）とが区別されていたようである。のちになると，高い楽器，すなわち，屋外の祭典に好ん

で用いられる鳴り響く楽器（トランペット，トロンボーン，ドゥルツィアン，オーボエ）と，室

内や教会のより親密な演奏に用いられる低い楽器（フルート，フラジョレット［縦笛の一種］，

ハープ，ヴィオール，オルガン）との区別が行われた 。17世紀の前半にはまた，リュート，ク

ラヴサン［ハープシコード，チェンバロ］，オルガン，ヴァイオリン用の器楽曲が生まれた。こ

れらの音楽は，教養があり往々にして気取った階層の人たちを魅了した。かって音楽はすべての

人たちによって開拓され，16世紀の場合には，声楽と器楽が半々であったが，多数の愛好家が

それほどの技術的訓練なしに曲を演奏することができた。その音楽が，17世紀には，楽器や舞

台装飾や舞台で展開される演技に魅力を感じる特権階級の人たちの集まりだけで享受されること

になったように思われる�1）。」
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2‒1．violon・ヴァイオリン < it. violone ヴィオローネ viola「ヴィオラ」の拡大辞

楽器名 種類 表現　（用いられる動詞） 意味 転義

violon 隠喩
意見をまと
める

Accordez vos violons!　
R  S

（gratter, racler） jouer

（皆のヴァイオリンを合
わせなさい→）（お互い
の）意見をまとめてくだ
さい

バイオリン奏
者，留置所，
［海事］食器
枠，［ 機 械 ］
（手動式の）
小型旋盤

隠喩
急ぎすぎる

aller plus vite que les vio- 
lons　R  S

（ヴァイオリンよりも早
く行きすぎる→）早く行
きすぎる，急ぎすぎる

隠喩
どうしよう
もない

C’est comme si on pissait  
dans son violon　R

（ヴァイオリンにおしっ
こをしているようなもの
だ→）（調和のとれた音
を得ようとすれば非常識
な行為である）どうしよ
うもない

隠喩
得にもなら
ないことに
金をつぎこ
む

payer les violons （du bal）　
R  S

（舞踏会のヴァイオリン
に支払う→）得にもなら
ないことに金をつぎこむ，
尻拭いをする，美人のた
めに舞踏会を催す

隠喩
脇役

seconds violins　 S （第二番目のヴァイオリ
ン→）脇役

隠喩
余技

violon d’Ingres　R  S （画家のアングルが玄人
はだしのヴァイオリン奏
者だったことから→）芸
術家の余技，技芸

直喩
がりがりの

R  sec comme un violon やせこけた，がりがりの

（ital.）
violino

primo violino  （sonare） （第一バイオリン（の奏
者→）腹心の協力者，右
腕

バイオリン奏
者，ハム（豚
のもも肉が楽
器に似ている
ことから）

（roum.）
vioára

（esp.）
violín

隠喩
無料で

de violín  （tocar） （バイオリンで→）無料
で

［ラ米］口臭

隠喩
しっぽを巻
く

embolsar el violín/ meter 
violín en bolsa

（バイオリンを袋に入れ
る→）しっぽを巻く，す
ごすごと引き下がる
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隠喩
趣味

violín de Ingres （アングルのバイオリン
→）趣味，道楽

（port.）
violino

（tocar） バイオリン奏
者

2‒2．violon・ヴァイオリンによる比喩表現の要因

特性
（直喩）

諺
（ことわざ）

連想 引用 合計 R S

フランス語
1

（R  1）
4 1 6 R  6 S  5

イタリア語 1 1

ルーマニア語 0

スペイン語 2 1 3

ポルトガル語 0

　フランス語では第２ヴァイオリンは脇役，イタリア語では第１ヴァイオリンは右腕の意はオー

ケストラにおけるそれぞれの役割からの発想は同じであろう。フランス語とスペイン語ではフラ

ンスの画家アングルが玄人はだしのヴァイオリン奏者であったことから芸術家の余技，フランス

語だけにみられるもととしては，ヴァイオリンを合わせることから意見を一致させるの意，オー

ケストラ全体をリードするヴァイオリンよりも早く進むことから急ぎすぎるの意，ロシアの作曲

家ハチャトッリアンの仮面舞踏会のヴァイオリンのための協奏曲にあるように舞踏会とヴァイオ

リンとの関係から舞踏会のヴァイオリンに支払うことから得にもならないことに金をつぎこむの

意，スペイン語ではヴァイオリンを袋に入れる様子からすごすごと引き下がるの意，ルーニア語

とポルトガル語には例はみられない。

3‒1．contrebasse・コントラバス < contre-, basse

楽器名 種類 表現 意味 転義

contre-
basse

パートを受
け持つ

tenir la contrebasse dans 
un orchestre

オーケストラでコントラ
バスのパートを受け持つ

（ポピュラー
音楽で）ア
コースティッ
クベース，コ
ントラバス奏
者

低い声 R   maugréer en contrebasse 低い声でぶつぶつ言う
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（ital.）
contra-
basso

隠喩
低い声

voce di contrabasso （コントラバスの声→）
とても低い声

直喩
大いびきを
かく

russare come un contrabas-
so

（コントラバスのように
いびきをかく→）大いび
きをかく

（roum.）
contra-
bás

（esp.）
contra-
bajo

コントラバス
奏者，［声楽］
低音，低音歌
手

（port.）
contra-
baixo

最低音域の歌
手，コントラ
バス奏者

3‒2．contrebasse・コントラバスによる比喩表現の要因

特性
（直喩）

諺
（ことわざ）

連想 引用 合計 R S

フランス語
1

（R  1）
R  1 1 R  1

イタリア語 1 1

ルーマニア語 0

スペイン語 0

ポルトガル語 0

　コントラバスは弦楽器のなかで最も大きくて，音が一番低いことから，フランス語とイタリア

語では低い声の意，イタリア語では直喩で大いびきをかくの意。ルーマニア語，スペイン語，ポ

ルトガル語にはみられない。

4．harpe・ハープ < lat. harpa← germ. Xarpon
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5‒1．guitare・ギター < esp. guitarra← arab. gitar← grec kithára

楽器名 種類 表現 意味 転義

guitare （jouer） （ギターに類
似した）弦楽
器：マンドリ
ン，バンジョー
など，ギター
音楽，ギタリ
スト，退屈な
繰り返し

（ital.）
chitarra

（suonare）

（roum.）
chitára

（esp.）
guitarra

隠喩
計画をぶち
壊す

chafar la guitarra a （+uno）
 （tocar）

（人のギターを押しつぶ
す→）人の計画をぶち壊
す

石膏破砕器，
晴れ着，

隠喩
油断のなら
ない

ser buena guitarra （良いギターである→）
油断のならない人である

直喩
見当違いで
ある

ser como guitarra en un 
entierro

（葬儀でのギターのよう
である→）見当違いであ
る，場違いである

隠喩
機嫌

tener bien ［mal］ templada 
la guitarra

（バランスの良い［悪
い］ギターを持っている
→）機嫌が良い［悪い］

（port.）
guitarra

（tocar）

5‒2．guitare・ギターによる比喩表現の要因

特性
諺

（ことわざ）
連想 引用 合計

フランス語 0

イタリア語 0

ルーマニア語 0

スペイン語 4 4

ポルトガル語 0

　スペイン語では民族舞踊のフラメンコとギターとの関係から唯一表現がある。バランスの良い
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（悪い）ギターを持っているから期限の善し悪しを表す。葬儀のギターから場違いであるの意な

どである。

6．リュート < a.p. latz← arab. al-ud←定冠詞 al＋ ud「木」

　「リュートは優雅さと愛の象徴として，人声の伴奏をし，ポリフォニック 2） なシャンソンを編

曲して演奏し，舞踊のリズムを与えた。（中略）1660～70年ごろ，リュートはクラヴサンの前に

消滅した 3）。」

楽器名 種類 表現 意味 転義

luth

（ital.）
liùto

（roum.）
laúta

（esp.）
laúd

（地中海の）
1本マストの
小 型 帆 船，
［動物］オサ
ガメ（長亀）

（port.）
alaúde

7‒1．  flûte・フルート <擬音語語幹 a-u「管に息を通して出る音」を表す：lat. flare「息を吹く」

の影響

楽器名 種類 表現　（用いられる動詞） 意味 転義

flûte 隠喩
調子を合わ
せる

accorder ses flutes 
（jouer）

（フルートを合わせる
→）人と調子を合わせる

フルート奏者，
［パン］（細長
い形をした）
フリュート，
～à champagne
フリュート型
シャンパング
ラス，［スイ
ス］フリュー
ト：塩味のビ
スケット

諺 Ce qui vient de la flûte s’en 
retourne ［s’en va］ au ［par 
le］ tambour

（笛から来たものは太鼓
で帰る→）得たものや金
は（得たときと）同じよ
うにして失う

隠喩
愛想がよい

être du bois dont on fait les 
flûtes

（楽器を作るのに使う柔
らかい木である→）非常
に愛想がよい，気がいい，
人の言いなりになる
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隠喩
逃げ出す

jouer ［se tirer］ des flûtes 
（se tirer=s’en fuir, s’en aller, 
flûteは「長い足」の意）

（長い足で立ち去る→）
一目散に逃げ出す，さっ
さとずらかる

（ital.）
flàuto

（suonare）

（roum.）
flaut

横笛

（esp.）
flauta

隠喩
思うように
はいかない

Cuando pitos, flautas, cuan-
do flautas, pitos

（呼び笛のときに，フ
ルート。フルートのとき
に，呼び笛→）物事は
我々の望むようにはいか
ないものだ

フルート奏者

隠喩
あれやこれ
やの理由で

entre pitos y flautas （呼び笛とフルートの間
で→）あれやこれやの理
由で

隠喩
これは驚い
た

La gran flauta!  Por la flauta! （大きなフルート !　フ
ルートのために !→）こ
れは驚いた

隠喩
なんて運が
いいんだ

Y sonó la flauta （por 
casualidad）

（偶然にもフルートがあ
る→）なんて運がいいん
だ

（port.）
flauta

隠喩
本気にしな
い

levar na flauta （tocar） （フルートを持って行く
→）本気にしない，から
かう

横笛，［ブラ
ジル］放浪
（生活），あざ
けり，フルー
ト奏者

7‒2．flûte・フルートによる比喩表現の要因

特性
諺

（ことわざ）
連想 引用 合計

フランス語 1 3 4

イタリア語 0

ルーマニア語 0

スペイン語 4 4

ポルトガル語 1 1

　フランス語ではフルートの形状から長い足で立ち去るから一目散に逃げ出すの意，フルートを

合わせるから調子を合わせるの意，フルートを作るのに都合のいい木から人の言いなりになるの

意。スペイン語では，呼び笛とフルートの音色の類似からあれやこれやの理由での意や思うよう
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にはいかないものだの意。ポルトガル語では，転義であざけりを表すことから，フルートを持っ

て行くからからかうの意。

8‒1．trompette・トランペット < franc. trumpa ←擬音語

　「トランペットはファンファーレで楽器のアンサンブルを支える 4）。」

楽器名 種類 表現（用いられる動詞） 意味 転義

trompet-
te

隠喩
金棒引き

C’est la trompette de quar- 
tier

（sonner, jouer）

（あの人は地域のトラン
ペットだ→）あの人は金
棒引きだ

［貝類］ほら
がい，［鳥類］
oiseau～ ラッ
パチョウ隠喩

もったいを
つける

entonner ［enboucher］ la 
trompette　R  S

（トランペットを樽に詰
める→）もったいをつけ
る，荘重な調子になる

隠喩
上を向いた
鼻

nez en trompette　R  S （形状の特徴から→）上
を向いた鼻

隠喩
名声

la trompette de la Renom- 
mée

（世論の女神のラッパ
→）名声

隠喩
こっそり

sans tambour ni trompette　
R  S

（トランペットも太鼓も
なく→）（太鼓とトラン
ペットは一般に軍事動作
を伴っていたから）こっ
そりと，ひそかに

隠喩
吹聴する

sonner de la trompette　
R  S

（トランペットを吹く
→）自分のことを吹聴し
て回る

（ital.）
trómba

隠喩
吹聴する

sonare la trómba （トランペットを吹く
→）吹聴する，いびきを
かく

トランペット
奏者，言い触
らす人，（車
の）クラク
ション，らっ
ぱ状のもの

隠喩
手 ぶ ら で
帰ってくる

tornare ［venire］ con le 
trombe nel sacco

（袋にトランペットを入
れて帰る［来る］→）手
ぶらで帰って来る，何も
決めずに帰って来る

隠喩
失敗する

rimanere nella trómba （トランペットの中にと
どまる→）失敗する

隠喩
落選する

restare in trómba （トランペットの中にと
どまる→）落選する

隠喩
競売する

vendere alla trómba （トランペットで売る
→）競売する
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隠喩
猛然とやり
出す

partire in trómba （トランペットの中で出
発する→）猛然とやり出
す

隠喩
さっさと通
り過ぎる

passare in trómba （トランペットの中で通
り過ぎる→）さっさと通
り過ぎる，難なく通過す
る

（esp.）
trompe-
ta

（tocar） トランペット
奏者，碌でな
し，役立たず

（port.）
trombe-
ta

（trombetear） 告げ口して歩
く人

8‒2．trompette・トランペッットによる比喩表現の要因

特性
諺

（ことわざ）
連想 引用 合計 R S

フランス語 1 6 6 R  4 S  4

イタリア語 7 7

ルーマニア語 0

スペイン語 4 0

ポルトガル語 1 0

　フランス語とイタリア語では，トランペットの音の大きさからトランペットを吹くから吹聴す

るの意で共通している。フランス語ではトランペットの形状から上を向いた鼻の意，高い音を出

す太鼓やトランペットもなくからこっそりとの意，世論の女神のラッパから名声の意，イタリア

語では，トランペットのなかにとどまるから，失敗する，落選するなどの意。高い音を出すトラ

ンペットで売るから競売する，トランペットの中で出発するから猛然とやりだす，トランペット

の中で通り過ぎるから難なく通過するの意である。ルーマニア語，ポルトガル語には例はない。
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9‒1．trombone・トロンボーン < it. trombone　tromba（trombe）の拡大辞

　「トロンボーンは，1762年に〈コンセール・スピリチュエル〉に，1774年に〈オペラ座〉に，

1794年以後には交響曲のなかに姿を現わす 5）。」

楽器名 種類 表現　（用いられる動詞） 意味 転義

trombo-
ne

（jouer） トロンボーン
奏者，（文房
具の）クリッ
プ，［ 電 波 ］
テレビ受信ア
ンテナ

（ital.）
trombó-
ne

隠喩
はったり屋

Quell’oratone è un trombo- 
ne

（あの弁士はトロンボー
ンだ→）あの弁士はった
り屋だ

ほ ら 吹 き，
（17－18 世紀
ころの口径の
太い）短銃，
ラッパズイセ
ン

（roum.）
trombón

嘘

（esp.）
trombón

トロンボーン
奏者

（port.）
trombo-
ne

トロンボーン
奏者

9‒2．trombone・トロンボーンによる比喩表現の要因

特性
諺

（ことわざ）
連想 引用 合計

フランス語 0

イタリア語 1 1

ルーマニア語 0

スペイン語 4 0

ポルトガル語 1 0

　イタリア語では，トロンボーンは力強く，時には荒々しいまでの音を出すことから，転義でほ

ら吹きの意があり，あの弁士はトロンボーンだから，はったり屋だの意。フランス語，ルーマニ

ア語，スペイン語，ポルトガル語には例はない。
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10‒1．  tambour・太鼓 < pers. tabir← arab. tubul（tabl「太鼓」の複数形。-m-はアラビア語 

tunbur, tanbur「弦楽器の一種」の影響か？）

楽器名 種類 表現　（用いられる動詞） 意味 転義

tambour 腹が膨れて
いる

（battre）
avoir le ventre gonflé ［ten- 
du］ comme un tambour R

（太鼓のように膨れてい
る→）食べ過ぎて腹が膨
れている

太鼓，ドラム，
鼓手，［建築］
ドラム，タン
ブール（ドー
ムの下に据え
られた円筒状
の壁体）

屁理屈をこ
ねる

ra i sonner  comme un 
tambour

（raisonner, résonner
「鳴り響く」の同音異義
語から）屁理屈をこねる

計画を洩ら
す

vouloir prendre des lièvres 
au son du tambour

（太鼓の音で兎を捕らえ
ようとする→）計画を洩
らす

堂々と tambour battant （軍事起源に由来し太鼓
は行進や職務を意味して
いた→）太鼓の音に合わ
せて，堂々と，てきぱき
と，迅速に

（it.）
tamburo

直喩
膨らんでい
る

avere la pancia come un 
tamburo

（太鼓のようにお腹がで
ている→）食べ過ぎて腹
が膨らんでいる

太鼓，鼓手，
ドラム状の物，
（ ピ ス ト ル
の）弾倉堂々と a tamburo battente 太鼓を鳴らして→）堂々

と

すぐに sul tamburo （太鼓の上に→）すぐに，
ただちに

（roum.）
tóba

塊 tóba de carte （書籍の太鼓→）博識の
塊

ドラム

（esp.）
tambor

意気揚揚と a tambor batiente （太鼓を鳴らして→）意
気揚揚と，勝ち誇って

鼓手，（ドー
ム下部の）円
筒壁体，（ピ
ストルの）弾
倉

（port.）
tambor

鼓手，（拳銃
の）弾倉，ド
ラム缶
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10‒2．tambour・太鼓の比喩表現の要因

特性
諺

（ことわざ）
連想 引用 合計

フランス語 1 3 4

イタリア語 1 2 3

ルーマニア語 1 1

スペイン語 1 1

ポルトガル語 0

　フランス語とイタリア語では，直喩で太鼓のように膨れているから食べ過ぎてお腹が膨らんで

いるの意で共通している。フランス語，イタリア語，スペイン語で太鼓を鳴らしてから軍事起源

で堂々との意で共通している。フランス語だけにみられるものとしては résonnerと raisonner推

論するの意の同音異義語から屁理屈をこねるの意。ルーマニア語では太鼓の形からのアナロジー

で書籍の太鼓から博識の塊の意。

11．  caisse・太鼓 < anc.prov.caissa < lat.vul.*capsea < lat.clas.capsa← capere 取る，

保管する

楽器名 種類 表現 意味 転義

caisse 宣伝する battre la grosse caisse （大太鼓を鳴らす→）鳴
り物入りで宣伝する

（運搬・保管
用などの）箱

　フランス語では，兵士を募集したり集めたりする隠喩で鳴り物入れで宣伝する，声を大にして

言うの意。

 太鼓鉦で捜す：  迷い子を捜すのにかねや太鼓を鳴らして捜し回ったところから→大勢で大騒ぎ

して方々を捜し歩く。

 太鼓のような判を捺す：絶対に確実なものとして保証する。

 太鼓も桴のあたりよう：  太鼓の音の大小，よしあしがたたき方次第であるように，やり方次第

で相手の反応もちがってくたとえ。

 太鼓を打つ：他人の言うことに調子を合わせる。迎合する

 太鼓の御居処：  御居処は尻。太鼓の鳴る音の「ドン」と「尻」の意の「けつ」を結びつけた

しゃれ。最下位，びりのことをいう。

 太鼓を打てば鉦がはずれる：  太古を打つほうの手に気を集中させると，反対の鉦を打つ手がそ

れる。同時に多くのことはできないことのたとえ。
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12．琴・箏

 琴しめるような挨拶：  ぴんと張った固い挨拶。自分は高級だとし，相手を見下げたよううな態

度で切り口上でする応対。

 琴の緒絶ゆ：親友，知己に死別することのたとえ。

 琴の音のさえるは風雨兆し：琴や鼓の音響がさえて聞こえるのは風雨の前兆である。

13．尺八

 尺八は鳴りかけたら半稽古：  尺八の稽古は鳴るまでが難しく，鳴りかけたら半分できたと同じ

である

 尺八ほど：涙やよだれなどが長くたれるさまをたとえていう。

 尺八を好む者は貧乏を吹き出だす：尺八好きは貧乏になるという俗説。

14．笛

 笛は思いを口移し：  笛の音はことばと同じように，拭き手の心をそのままあらわし伝えるもの

である。

 笛吹けど踊らず：  人に何かをさせるつもりでさまざまに手立てを整えて誘っても，人がそれに

応じて動かないことを言う。「新約聖書マタイ伝第 11章から」

 笛を吹かずと腰に差せ舞は舞わずと扇を持て：人前で披露する機会のあるなしにかかわらずい

つでも披露できるようにしておく平生のたしなみが必要だあるということ。

15．おわりに

　楽器を演奏する動詞として，フランス語 jouer，ルーマニア語 jucá「遊ぶ」，スペイン語 tocar，

ポルトガル語 tocar「触れる」，イタリア語 sonare「音をたてる」である。ヴァイオリンについ

ては，フランス語で第 2ヴァイオリンの奏者が脇役，イタリア語で第 1ヴァイオリンの奏者が右

腕というのは第 1は客席からよく見える位置であると同時に，楽団全体をよく見える位置でコン

サートマスターの役割を担い，第 2の指揮者のようの立場であることから右腕の意，第 2は第 1

の陰に隠れるように客席から見えにくいところに位置していることから脇役の意。フランス語と

スペイン語では，フランスの画家アングルが玄人はだしのヴァイオリン奏者であったことから芸

術家の余技の意。コントラバスについては，弦楽器のなかで音が一番低いことからフランス語と

イタリア語では低い声の意，イタリア語では音の類似からであろうか直喩で大いびきをかくの意。

ルーマニア語，スペイン語，ポルトガル語にはみられない。ギターについては，スペインスペイ
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ン，アンダルシア地方のジプシーの間で発達し，歌・舞踊・伴奏（ギター）の要素が一体となっ

た民俗舞踊・音楽であるフラメンコとの関係から，唯一スペイン語だけにみられる。フルートに

ついては，フランス語では，フルートの形状やフルートを作る木の材質から一目散に逃げ出すや

人の言いなりになるの意トランペットについてはトランペットの音の大きさから，フランス語と

イタリア語では，トランペットを吹くから吹聴するの意で共通している。トロンボーンについて

は，力強く，時には荒々しいまでの音を出すことから，イタリア語では転義でほら吹きの意があ

る。ヨーロッパでは器楽曲があったので楽器の種類もルーマニア語を除いて成句も豊富なのであ

ろう。ルーマニア語の場合，社会主義体制であったと言うことが影響しているのか成句はみられ

ない。日本の場合には器楽曲がなかったので，楽器の種類は少ない。

注

1） アルベール・デュフルク著，遠山一行訳（1972）：「フランス音学史」，p. 28
2） 二つ以上の対等の関係を持つ独立した声部によって構成される。
3） アルベール・デュフルク著，遠山一行訳：前掲書，pp. 205～206
4） 同上，p. 344
5） 同上，p. 344
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〈Résumé〉
  Nous analysons la relation du sens et du genre des noms qui représentent les bateaux et 

les avions.

  77.9 % des noms représentant les bateaux ont tendance à être masculins, mais parmi tous 

ces mots, les mots qui représentent les yachts sont 100 % masculins, qui représentent les 

galères sont 100 % féminins, et les mots qui représentent les bateaux à fond plat sont 84.2 % 

féminin.

  Quant aux mots qui repésentent les avions, 95.2% de ces mots sont masculins.

  Sur les mots qui ne suivent pas cette tendance, nous essayons de trouver la solution au 

point de vue de la terminaison et de l’origine.

0．は　じ　め　に

　意味グループと文法上の性（genre）との関係については，これまで，舟杉（1995.a.）では，

「チ－ズとワイン」について，舟杉（1996.b.）では「果実名と果樹名」，舟杉（1999.a.）では

「単位と計器」について考察してきた。

　今回は，「船，舟」と「飛行機」について取り上げ，文法上の性との関係について分析を試み

ることにする。

1．対　　象

　今回対象としたのは『petit Robert 1 （1979, 1989）』，『小学館ロベ－ル仏和大辞典（1988）』に

おいて見出し語となっている船，飛行機を表す語である。

2．船，舟

　太古の昔より漁や移動手段として舟は使われてきた。いわば一番歴史の古い乗り物と言えるで

あろう。

　固有名詞の場合には，「1935年に Académieと海軍省により固有名の性に従うと決定されたが，
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bateau，paquebot，cuirasséなどを想起して，男性名詞として用いる傾向も顕著であり，隠喩に

よる小船の名は普通名詞に従う」と朝倉（2002）には記載されている１）。では，普通名詞の場合

には何らかの性傾向が見られるのであろうか。

　今回対象とした名詞の中で，船，舟を表す普通名詞は全部で 340語，その内訳は男性名詞が

265語，女性名詞が 74語，男性・女性のどちらともなりうるものが 1語で，男性名詞が全体の

77.9％で，一応男性傾向があると言えそうである。

　意味上特記できるのは，「ヨット」に分類される語 11件すべて男性名詞，「ガレー船」に分類

される語 14件すべて女性名詞，「平底船」に分類される語 19件で 84.2％が女性名詞となってい

ることである。大きいか小さいか，すなわち，「船」であるか「舟」かの違いは見られなかった。

　フランス語の場合，名詞・形容詞の語形成において，français / françaiseに代表されるように，

男性形 +eで女性形を作るのが主流であることを考慮すると，男性形が基盤，無標であり，基盤

に eをつける女性形が有標であると容易に考えられる。本稿では，女性名詞の方が男性名詞に比

べ，より有標であり特徴的であるとの立場に立ち，女性名詞となっている要因を中心に取り上げ

ることにする。

2.1. 女性名詞となっている語

　女性名詞となっている船，舟を表す語は，74語である。その要因について分類してみる。分

類にあたっては，容易に我々が「性」を想定することのできる「意味」，「語形態」，「合成語」，

そして想定がしにくい「語源」の順で行った。

2.1.1. 意味

　容易に「性」を想定しやすいと考えられる「意味」についてまず取り上げる。［　］で記した

のは，「意味」以外で「性」決定に関与していると考えられる要因である。

2.1.1.1. 女性名

　女性名に由来するのは次の 2語である。

 marie-salope（泥運搬用艀）［＜Marie］

 Méduse（メデューズ号）［＜ギリシア神話の女性］

2.1.1.2. ガレー船

　「ガレー船」の総称・代表である galèreを含め 14語がすべて女性名詞となっている。

 birème（二段こぎ座のガレー船）［＜ラテン語女性名詞 biremis］

 capitane（ガレー船隊の指揮艦）［＜女性名詞 galèreの省略］

 fuste（中世末の小型ガレー船）［＜イタリア語女性名詞 fusta］

 galéasse, galéace（１６，１７世紀にベネチアで造られた大型ガレー船）［＜イタリア語女性名

詞 galeazza］

 galée（地中海で用いられたガレー船）［＜ビザンティン・ギリシア語女性名詞 galéa：語形態

-ée 94.4％女性２）］

 galère（ガレー船）［＜カタルーニャ語女性名詞：語形態 -ère 83.8％女性］
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 galiote（小型快速のガレー船）［＜古フランス語女性名詞］

 patronne（ガレー船隊の提督船）［＜女性名詞 galèreの省略］

 quadrirème（漕手座が４層のガレ－船）［＜ラテン語女性名詞 quadriremis］

 quinquérème（漕手座が５層のガレ－船）［＜ラテン語女性名詞 quinqueremis］

 réale（指揮官の乗るガレー船）［＜女性名詞 galèreの省略］

 trière（古代ギリシアで使用された漕手が上下三段に並んだガレー船）［＜ラテン語女性名詞

trieres＜ギリシア語：語形態 -ère83.8％女性］

 trirème（漕手が上下３段に並んだガレ－船）［＜ラテン語女性名詞 triremis］

　-rèmeに終わる birème，quadrirème，quinquérème，trirèmeは，ラテン語起源の語であるが，

この -rèmeは，「櫂」の意のラテン語男性名詞 remusから来ている。にもかかわらず，女性名詞

となっているのは，「ガレー船」の総称・代表である galèreが女性名詞であることに連想照応し

ていると考えられる。

2.1.1.3. 平底船

　「平底船」を意味する語は 19件中 16語，すなわち 84.2％が女性名詞となっている。

 barcasse（モロッコの平底船）［＜イタリア語女性名詞 barcaccia，語形態 -asse 77.5％女性］

 barge，berge（横帆を持つ平底船）［＜ラテン語女性名詞 barica］

 bélandre（河川，運河，港湾用平底船）

 bette（地中海で用いられる両端がとがった小型平底船）［語形態 -ette 95.3％女性，他に同形女

性名詞 bette（フダンソウ）がある］ 

 damelopre（オランダの内陸航行用大型平底船）

 flette（竿で操る河川航行用の平底艀）［語形態 -ette 95.3％女性］

 gabare，gabarre（河川，河口などで商品を運ぶ平底船）［＜古プロヴァンス語女性名詞

gabarra］

 mahonne（トルコの平底船）［語形態 -onne 93.3％女性］

 péniche（砂，建築材などを河川運送する平底船）［＜フランス語女性名詞 pinasse＜スペイン

語女性名詞 pinaza］

 pinace，pinasse３）（フランス南西部沿岸の平底漁船）［＜スペイン語女性名詞 pinaza，語形態

-asse 77.5％女性］

 prame（バルト海周辺で用いられる平底船）

 sapine，sapinette（モミ製の平底川舟）［語形態 -ine 95.1％女性，語形態 -ette 95.5％女性］

　例外的に男性名詞となっているのは次の 3語である。

 coche （昔，馬に引かせて客を運んだ川舟，平底船）

 sampan，sampang（中国・東南アジアで用いられる掛け屋根付きの木造小型平底船）［語形態

-an 97.1％男性，語形態 -g 96.1％男性）
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2.1.2. 語形態

2.1.2.1. 100％女性語尾

 ①語形態 -ache

  　patache（郵船，税関船，沿岸警備船）［＜スペイン語女性名詞 pataje］

 ②語形態 -euse

  dérocheuse（砕岩船）

2.1.2.2. 99.8％女性語尾

 ①語形態 -ation

  embarcation（小舟）［＜スペイン語女性名詞 embarcación］

 ②語形態 -ienne

  norvégienne（舳先が丸く上向きになった小舟）

2.1.2.3.  98％女性語尾

 ①語形態 -ière

  baleinière（捕鯨艇）

　　canonnière（砲艦，19世紀初頭までの戦闘用内火艇）［後者の意に関しては，女性名詞

chaloupe（小艇）の省略］

  sardinière（イワシ漁船）

 ②語形態 -ère

  coraillère（珊瑚漁船）｛☆同義の男性名詞 corailleur｝

2.1.2.4. 95.3％女性語尾

 語形態 -ette

  corvette（対潜装備をもった高速警備の護送艦，19世紀末頃までの 3本マストの軍艦）

  goélette（二本マストの帆船）

2.1.2.5. 95.1％女性語尾

 語形態 -ine

  bisquine（かつてイギリス海峡で用いられた漁船）

  brigantine（帆船）

2.1.2.6. 94.2％女性語尾

 語形態 -aille

  traille（ケーブルによる渡し船）［＜ラテン語女性名詞 tragula］

2.1.2.7. 93.8％女性語尾　

 語形態 -tte

  chatte（小型帆船）［同形女性名詞 chatte（雌猫）］

2.1.2.8. 93％女性語尾

 語形態 -elle
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  caravelle（13～16世紀のポルトガルなどでみられたラテン帆を持つ角船尾の小型帆船，初

心者用練習に用いられる帆船）［＜ポルトガル語女性名詞 caravela］

  navicelle（イタリア，特にトスカーナ沿岸で用いられる 2本マストの帆船）［＜イタリア語

女性名詞 navicella］

2.1.2.9. 92.5％女性語尾

 語形態 -otte

  péotte（昔アドリア海で使用された大型ゴンドラ）［＜イタリア語女性名詞 peota］

2.1.2.10. 91.9％女性語尾

 語形態 -olle

  voirolle（ノルマンディー沿岸の甲板のない小さな漁船）

2.1.2.11. 87.5％女性語尾　

 語形態 -ève

  sacolève（３本マストで反り返った船尾を持つ小型帆船）［☆同意異性 sacoléva］

2.1.2.12. 73.4％女性語尾　

 語形態 -ole

  yole（鎧張りの無甲板ボート，競漕用ボート）

2.1.2.13. 基本語４）で 88.4％女性語尾

 語形態 -che

 -cheに終わる語は，68,672語を対象とした場合の女性傾向は 67.8%であるが，基本語を対象に

した場合には 88.4％の強い女性傾向が見られる。この影響で女性名詞となっていると考えられる

のが以下の語である。

 quaiche（前のマストが後ろより大きい２本マストの小型帆船）［＜英語 ketch　☆英語の直接

借用語 ketchは男性名詞としてフランス語に入っている］

2.1.3. 合成語

　合成語とは，「合成語要素」＋「名詞」でできた語で，この場合はこの名詞の性をとることに

なる。

 cosmonef（宇宙船）［cosmo-（宇宙の意）＋女性名詞 nef（船）］

2.1.4. 同形女性名詞からの類推

 flûte（17，18世紀の弾薬・食料補給船，オランダの商船）［同形女性名詞 flûte（笛）］

2.1.5. 語源

 arche（ノアの箱船）［＜ラテン語女性名詞 arca］

 barque（小舟）［＜イタリア語女性名詞 barca］

 cange（ナイル川で旅客を運んだ小帆船）［＜アラビア語女性名詞 qanja］

 caraque（中世から 17世紀末まで，地中海や，ポルトガルの東インド貿易に用いられた大型商

船）［＜イタリア語女性名詞 caracca］
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 chaloupe（小艇）［＜中期フランス語女性名詞 chaloppe］

 dahabieh（かつてナイル川を航行した屋形船）［＜エジプト・アラビア語女性名詞 dahabiya］

 felouque（地中海の大三角帆をもつ小型帆船）［＜スペイン語女性名詞 faluca］

 frégate（フリゲート艦）［＜プロヴァンス語女性名詞 fregata＜イタリア語女性名詞 fragata］

 gondole（ゴンドラ）［＜イタリア語女性名詞 gondola］

 hourque（昔オランダで使われた肋板が平たく横腹の膨れた 3本マストの貨物帆船）［＜中世

オランダ語女性名詞 hulke］

 jangada（ブラジルのレシフェ地方で漁師が用いる三角帆の筏）［＜ポルトガル語女性名詞

jangada］

 marina（集合的に船舶）［＜ラテン語形容詞女性形marina］

 nave（13世紀に，十字軍遠征などのため地中海を航行した大型帆船）［＜イタリア語女性名詞

nave］

 nef（中世に大西洋で用いられた大帆船）［＜ラテン語女性名詞 navis］

 pirogue（アフリカやオセアニアで用いられる丸木舟）［＜スペイン語女性名詞 piragua］

 polacre（かつて地中海で用いられた帆船）［＜イタリア語女性名 polacra］

 tartane（地中海の小型帆船）［＜イタリア語女性名 tartana］

2.1.6. 女性名詞となっている要因が不明なもの

　これまでの要因には属さず，なぜ女性名詞となっているのかが不明であるのが以下の２語であ

る。

 jonque（中国などの伝統的な木造帆船）［＜ポルトガル語男性名詞 junco］

 pinque（19世紀まで地中海で用いられた 3本マストで狭い船尾を持つ帆船）［＜オランダ語

pink］

 -queに終わる語は，68,672語の名詞を対象とした場合，男性名詞となる語が 515語，女性名

詞となる語が 572語，男女の揺れがあるものが 4語，人を表しその自然性により男性・女性が決

まる語が 251語の合計 1342語で，特定の性傾向があるとは言えない。

　船，舟を表す語で -queに終わる語は，男性名詞 4語，女性名詞 6語の計 10語である。

 男性名詞 4語

  caïque（カイーク，小帆船），monocoque（モノコック船），multicoque（他胴船），transat-

lantique（大西洋定期船）

　因みに mono-で始まる語は，男性 79語，女性 38語，名 14語の計 131語で，男性傾向は

60.3％，multi-で始まる語は，男性 28語，女性 18語，名 6語の計 52語で，男性傾向は 53.8％で，

いずれも特定の性との結びつきは考えられない。

 女性名詞 6語

　2.1.5.ですでに取り上げた barque，caraque，feloque，hourqueで語源の影響で女性名詞と

なっていると考えられるものと，今回の要因が不明の jonque，pinqueである。
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　jonqueがフランス語に初めて現れるのは，1521年，juncという形でである。この時にすでに

フランス語に入っていた barque（XIV世紀にイタリア語から借用），caraque（XIII世紀にイタリ

ア語から借用），hourque（1326年初出，中世オランダ語から借用）などが，同じく -queという

語尾形態で女性名詞であったために，jonqueも女性名詞となったのではないだろうか。

　一方 pinqueについては，pinquetの形で，1634年オランダ語 pinkからの借用でフランス語に

入り，現在の形での初出は 1688年である。この語も，jonque同様の理由により，女性名詞と

なっていると考えられる。

3．飛行機

　飛行機が歴史に登場するのは，1903年 12月 17日，米国のライト兄弟がライトフライヤー号

で有人飛行を行ってから，すなわち２０世紀になってからである。

　飛行機を表す語は 83語で，その内訳は男性名詞が 79語，女性名詞が 4語で，男性名詞が全体

の 95.2％で，男性傾向があると言える。

　例外的に女性となっているものについてみていくことにする。例外的に女性名詞となっている

のは次の 4語である。

 avionnette（メキシコ，南米の軽飛行機）［avionの指小辞］

 caravelle（胴体後部にエンジンを置いたフランス製中距離ジェット機）［先に取り上げた小型

帆船の意もある。＜ポルトガル語女性名詞 caravela］

 stratoforteresse（米国の全天候，大陸間，戦略重爆撃機）［女性名詞 forteresse（要塞）：＜英

語 stratoforteress］

 superforteresse（米国の重爆撃機）［女性名詞 forteresse（要塞）：＜英語 superforteress］

　語形態 -esse 96.7％女性，語形態 -ette 95.3％女性，語形態 -elle 93％女性と，いずれも強い女性

傾向を示す語尾である。

　ちなみに，固有名詞としては，今回の対象語に含まれる boeing，Bréguet，concorde，

Douglas，対象語には含まれていないが，DC9，Lockheed，747など，すべて男性名詞となって

いる。

4．ま　　と　　め

　今回は，「意味と性」の４回目として，「船，舟」と「飛行機」の性について分析を試みた。

　「船，舟」については 77.9％の男性傾向であったが，特に「ヨット」に分類できる語は 100%

男性名詞，「ガレー船」に分類できる語は 100%女性，「平底船」に分類できる語は 84.2%の強い

女性傾向が見られた。

　「飛行機」については 95.2％の強い男性傾向がみられた。
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　例外的に女性名詞となっている場合には，語形態の影響，語源の影響などがその理由として考

えられるが，この女性名詞となる要因が多く重なれば重なるほど女性となる確率が高くなると言

える。たとえば，trière（三段櫂船）は，「語源」＋「語形態」＋「意味：ガレー」の３要因が絡

んだ女性名詞である。

　しかしながら，なぜ女性名詞となっているのかについて，その要因を明確に示せないものも２

語あった。jonque（中国などの伝統的な木造帆船）は，語源としてポルトガル語男性名詞 junco

が考えられるにもかかわらず女性名詞となっている。pinque（19世紀まで地中海で用いられた 3

本マストで狭い船尾を持つ帆船）もオランダ語 pinkに由来するものであり，外来語の場合よほ

ど強い女性要因がある場合を除き男性になるはずであるが，女性名詞となっている。

　今後は，基本語との関係，形容詞語尾との関係を視野に入れ，考察していくことにする。

［注］

1） 朝倉季雄著，木下光一校閲，新フランス文法事典，白水社 2002.8.10 p. 238
2）   本稿での語形態の％は，petit Robert 1.（1979, 1989），『小学館ロベ－ル仏和大辞典（1988）』，

DICTIONNAIRE HACHETTE BENJAMIN DE POCHE 5-8 ans（2007）, LE ROBERT 
BENJAMIN 6 / 8 ans （2011）において見出し語となっているすべての名詞，（ただし次のもの
は除く。①アルファベットの字母　②大文字のみで構成された略語　例：CELT, C.H.U. etc.　
③　数字で終わる語　例：V1, V2。また同一語であっても，正書法が異なる場合には，上記の
辞書が見出し語としている範囲で独立語として扱った。），最近の辞書（白水社 Le Dico第２
版 ），COMITÉ DE FÉMINISATION, CNRS（Centre National de la Recherche 
Scientifique） ― INaLF（Institut National de la Langue Française）1999 Femme, j’écris ton 
nom... Paris, La Documentation française，雑誌（L’EXPRESS, PARIS MATCH, etc.）から上記３
辞書において採用されていなかった語をつけ加えた 68,672語の名詞を対象としたものである。
内訳は，男性名詞 37,113語で全体の 54.04％，女性名詞 28,537語 で全体の 41.56％，「性」が
曖昧で一定していない名詞 120語で全体の 0.17％，指示対象の自然性に応じて男性にも女性に
もなる名詞，つまり男女同形である名詞 2,902語で全体の 4.23％である。

3）   pinasseには，同形異性異意の男性名詞「オウシュウアカマツ」の意もあるが，これはヴォー
ジュ地方の地域語である。

4）   ここでの基本語とは，これまで対象としてきた 68,672語のうち，以下の条件に１つでも該当
する名詞を今回の対象とした。
①  　DICTIONNAIRE DU VOCABULAIRE ESSENTIEL, Les 5000 mots fondamentaux
（LAROUSSE 1979）において見出し語となっているすべての名詞
② 　 ボルダス基本仏仏辞典（駿河台出版社 1979）において見出し語となっているすべての名
詞
③  　DICTIONNAIRE DU FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE NIVEAU 1, NIVEAU 2 
（LAROUSSE 1978, 1991）において見出し語となっているすべての名詞
④  　DICTIONNAIRE HACHETTE BENJAMIN DE POCHE 5-8 ans（HACHETTE 2007）におい
て見出し語となっているすべての名詞
⑤  　LE ROBERT BENJAMIN 6/8 ans （LE ROBERT 2009）において見出し語となっているす
べての名詞
⑥  　新スタンダ－ド仏和辞典（大修館書店 1987）において，書きことばで頻度の高い語，話
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しことばで頻度の高い語として星印のついている名詞
⑦  　ロワイヤル仏和中辞典（旺文社 1985）において，重要語，最重要語として星印のついて
いる名詞
⑧ 　頻度順フランス語基本単語集（芸林書房 1994）において見出し語となっているすべての
名詞
　上記の条件に該当する名詞は 7,735語で，内訳は，男性名詞 4,028語で全体の 52.07％，女性
名詞 3,510語で全体の 45.38％，「性」が曖昧で一定していない名詞 7語で全体の 0.09％，指示
対象の自然性に応じて男性にも女性にもなる名詞，つまり男女同形である名詞 190語で全体の
2.46％である。
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〈Summary〉
  This article shows the evolution of our understanding of foreign language classroom inter-

actions. At first our focus was the experimentation of new methodology but after several 

studies about the communication and the discursive technics inside a classroom, recently we 

are concentrating more on the research related to complex space and how a classroom of a 

foreign language’s class could be, also about the processes of the exchanges of the different 

actors of a classroom such as the teacher, the students and the taught or learned language. We 

will see how the space of the classroom can be a very complex space and how to use a combi-

nation of strategies and classroom’s technics to get a good balance between spontaneous and 

planned exchanges.

La classe. Un lieu qui paraît ordinaire mais tellement plus compliqué dans un même temps ! 

Beaucoup d’entre nous avons expérimenté de nombreuses classes pendant notre scolarité et pour 

certains, prolongé l’expérience en tant qu’enseignant.

Cet article va s’attarder sur la classe de langue étrangère essentiellement en se posant plusieurs 

questions sur l’espace-classe. Nous nous pencherons sur la classe en tant que lieu d’apprentissage 

mais également en tant que lieu de sociabilité important, un lieu épanouissant pour certains voire 

repoussant pour d’autres.

La recherche

Après un demi siècle de fructueuses recherches très diversifiées sur l’enseignement des langues 

étrangères, par des biais indirects, nous nous sommes rendus compte que la classe de langue 

servait surtout à mettre en pratique des méthodes pédagogiques d’enseignement, fait certainement 

louable, avant que l’espace-classe devienne lui-même le sujet principal de la recherche. La classe est 

de plus en plus considérée dans la recherche comme un lieu propre aux observations des interac-

tions entre les acteurs de ce même espace qu’est la classe de langue, entre la richesse des échanges 

parmi les intervenants à savoir l’enseignant, l’apprenant et la langue comme point qui relie ces deux 
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protagonistes.

Lorsque l’on étudie ou enseigne une langue dans une classe, donc cela sous entend souvent dans 

une institution d’éducation, on s’expose à des contraintes de programmes, de routines dans la 

pédagogie, d’organisation de la communication ou de la parole mais aussi dans sa façon d’aborder 

son apprentissage. Chacun use de stratégies, de règles plus ou moins strictes, voire de ruses afin de 

rendre cet espace-classe commun aussi équilibré que possible dans toutes ces interactions.

Où étudier une langue étrangère ?

Une langue étrangère peut être apprise de multiples façons : au mieux lors d’un séjour linguistique 

dans le pays de la langue-cible, dans la famille, en autodidacte ou grâce aux nouvelles technologies 

modernes, mais nous nous rendons compte très vite que c’est principalement dans le cadre d’une 

école （dès le primaire dans certaines écoles）, que l’on étudie ou enseigne une langue étrangère. Et 

c’est ce même système éducatif qui va produire ce qui sera enseigné et étudié par l’intermédiaire 

des manuels, des programmes sous le regard des instructions officielles qui évalueront les perfor-

mances de chacun. Nous sommes ici en droit de nous pencher sur ce qui est effectivement évalué : 

les progrès dans la langue ou la capacité à faire ce qui est proposé ?

L’apprentissage dans la classe est le nouveau point de mire de la recherche en acquisition des 

langues étrangères. Elles sont confrontées à une complexité des dispositifs institutionnels qui noie 

la réelle évaluation liée à l’appropriation de la langue. Difficile à mettre au clair la progression indivi-

duelle des apprenants uniquement en se fiant à la méthode et aux moyens utilisés. Des conclusions 

peuvent s’échafauder mais elles sont trop fragmentées dans la recherche. Aucune vue d’ensemble 

ne se profile actuellement mais plutôt des études détaillées sur des pratiques langagières, sur des 

processus d’acquisition d’une langue étrangère, sur des techniques de classe etc.

Une situation d’apprentissage dépend de phénomènes très divers et très compliqués et engendre 

des situations tout aussi difficiles dans leur variabilité. Ce n’est parfois pas aisé d’y voir des liens de 

causalité entre les différents aspects de l’apprentissage d’une langue étrangère.

La classe de langue :

La classe de langue a été depuis fort longtemps considérée comme l’espace privilégié dans l’appren-

tissage et l’enseignement d’une langue étrangère car c’est le lieu qui réunit les trois pôles mis en 

jeu : l’apprenant, l’enseignant et la langue enseignée ou étudiée. Le regard posé sur la classe s’est 

tranformé et a pris de l’importance. Les attentes sur ce lieu d’enseignement et d’apprentissage sont 
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devenues plus grandes.

- un lieu de formation

La classe devient un lieu privilégié de formation des futurs enseignants par des séances d’observa-

tion de classe longtemps plus souvent focalisées sur les façons d’enseigner que sur les façons 

d’apprendre. Le professeur est-il sévère ou plutôt laxiste ? Trop dirigiste ? Donne-t-il souvent la 

parole aux étudiants ? Est-il prolixe en compliments ou en conseils ? Est-il exigeant dans ce qu’il 

attend des apprenants ? Est-il juste envers eux ? Equitable dans la prise de parole ? Comment 

évalue-t-il ses élèves ? Est-il encourageant ? et bien d’autres paramètres y sont analysés.

Aujourd’hui, l’apprenant reprend une bonne place comme sujet principal de recherche. En effet, on 

met plus l’accent sur les façons d’apprendre, sur les comportements des étudiants face au profes-

seur, à ses camarades de classe, à la matière qu’il tente d’étudier, voire face à lui-même. Pourquoi 

certains acquièrent-ils la langue plus rapidement que d’autres ? Jouent-ils le jeu de la classe tous de 

la même manière ? Sont-ils égaux face à l’apprentissage d’une langue étrangère ? Pourquoi certains 

élèves sont récalcitrants à la classe ? Poursuivent-ils leur apprentissage en dehors de la classe ? 

Comment vivent-ils ce moment partagé dans la classe ? Profitent-ils des erreurs des autres 

étudiants ? et tant d’autres interrogations.

On assiste à un grand pas dans l’étude de la classe qui devient l’objet principal de la recherche. On 

ne parle plus de la classe comme simple lieu de pratique d’une méthodologie mais plutôt comme un 

lieu d’interactions. Les années de formation des futurs enseignants du Français Langue Etrangère 

aident les stagiaires à réfléchir directement sur le terrain afin de bien comprendre les conditions 

d’appropriation d’une langue étrangère dans la classe.

- un lieu de pratique

Il y a une cinquantaine d’années, avec l’essor de l’apprentissage des langues étrangères, les 

nouvelles méthodes d’apprentissage étaient très nombreuses et toutes aussi différentes les unes 

des autres et il était convenu que la classe était le terrain parfait pour les expérimenter tout en 

cherchant la méthode qui deviendrait la méthode idéale. Aux Etats-Unis et en Europe, on privilégiait 

les méthodes audio qui favorisaient les compétences de communiction orale remplaçant les 

méthodes plus anciennes centrées sur la traduction de textes écrits. C’était le tout à l’oral ! Mais 

était-ce la bonne méthode ? Le doute dans la véracité et la réussite de ces méthodes s’est immiscé 

parmi les chercheurs et les intervenants directs. La « course » à la bonne méthode prenait fin. On a 
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commencé à s’interroger sur les sortes de communication produites par de telles méthodes.

- un lieu d’appropriation

Notre vision de la classe nous renseigne beaucoup sur le comportement de chacun. La classe étant 

un espace bien établi et donc ainsi, tout le contraire d’une appropriation dans un milieu naturel. 

Francine Cicurel, dans « La classe de langue, un lieu ordinaire, une interaction complexe, » propose 

le shéma suivant sur les façons d’enseigner ou d’apprendre une langue dans une situation de 

classe : 

Interaction socialisée entre

Le Pôle professoral guidant　　　　　　 Le Pôle apprenant

 

- discours （prescription, information, évalua-

tion . . .）
- exigences institutionnelles, méthodologies, 

conceptions de l’apprentissage, . . .

- schéma d’action, interaction

- processus d’appropriation plus ou moins 

manifeste

- activités interactionnelles

- Stratégies d’apprentissage

　

par la médiation d’objets （souvent scripturaux : textes, livres, outils, inscriptions au tableau, 

notes）

   influence du contexte géographique, institutionnel, du hors classe （statut de la langue 

apprise, possiblité d’entendre une langue, de la parler, etc.）, de la langue des élèves.

Les recherches sur la communication exolingue ont beaucoup apporté aux recherches sur la classe 

de langue. Malgré les remarques visibles sur les efforts d’imagination, cognitifs, ou discursifs faits 

par les apprenants pour comprendre et se faire comprendre, ces résultats restent difficiles à détec-

ter ou à contrôler. 

Dans la classe, le rôle du professeur, rôle de médiateur entre les apprenants, la langue étudiée et les 

activités d’enseignement est indispensable.

La classe reste le lieu d’apprentissage par et avec les autres. Etudier dans le contexte d’une classe 

sous entend un certain engagement communicatif avec les autres et avec le professeur. Cela 

suppose une certaine écoute obligée ou non. Il est très difficle d’évaluer l’impact des autres sur son 
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propre apprentissage, de l’effet réel sur ce qu’on entend des autres intervenants de la classe. Est-ce 

qu’une correction faite à un étudiant vaut pour soi ? Les contacts de début de cours entre les 

étudiants, souvent plus animés, influent-ils sur les comportements durant le cours, souvent plus 

studieux voire silencieux ? Leurs rapports sont-ils les mêmes en dehors et pendant l’espace-temps 

de la classe ? La place de chacun est-elle identique pendant ces deux espace-temps ? Il est toujours 

difficile de se dévoiler en public, devant tous ! Personne n’accepte de montrer ses erreurs devant un 

auditoire même celui réduit d’une salle de classe. L’interaction dans la classe peut avoir des effets 

psychologiques inatendus sur des personnalités fragiles. On peut facilement imaginer en tant que 

professeur la gêne d’un élève à s’exprimer devant ses camarades de classe et à refuser l’exposition à 

de tels « dangers ».

La classe, lieu privilégié de l’apprentissage est un lieu qui met en jeu de nombreaux facteurs qui 

peuvent accélérer mais aussi ralentir l’appropriation d’une langue. Les diverses personnalités des 

étudiants et leurs objectifs sont à considérer : envie d’apprendre, d’être le premier, envie de travail-

ler à son propre rythme, les acquis, les aptitudes, les chances de pratiquer la langue en dehors de la 

classe, le rapport avec le professeur et ses camarades de classe, autant de facteurs difficiles à cerner 

mais tellement enrichissants à détecter et à essayer de comprendre.

- un lieu d’interaction

Dès les années 80, on considère la classe comme un espace socialisé avec des échanges actifs entre 

des partenaires qui ont en vue des objectifs communs et des objectifs de résultats d’où une véritable 

complexité dans ce lieu sujet à des changements, des reconsidérations, des remises en question etc.

Les deux protagonistes, enseignants et apprenants ont des stratégies propres qui divergent parfois 

et qui se rejoignent souvent afin de se faire comprendre :

‐   dans l’espace-classe, chacun à sa propre place : les apprenants dans leur apprentissage et les 

enseignants essayant d’être le plus efficace dans leur enseignement, 

‐   l es prises de paroles orchestrées par le professeur mais pouvant aussi être à l’initiative de 

l’apprenant,

‐   les encouragements du professeur qui donnera confiance aux apprenants : les aides du profes-

seur, les reformulations afin de bien se faire comprendre, les répétitions, le soutien, les explica-

tions, les corrections, 

‐ la répétition des mêmes séquences pour une bonne maîtrise finale,

‐   l’instauration exceptionnelle de moments fictionnels afin de se détacher de soi-même et de 

pouvoir dire des choses moins personnelles qui pourraient être génantes, supprimer l’affect dans 

les échanges . . .
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‐   la classe vue aussi comme un lieu de parole et de sociabilisation et non uniquement comme un 

lieu de progression langagière, prise en compte de l’évolution du comportement des apprenants 

partageant un même lieu institutionnel en tant que donnée d’amélioration des comportements 

d’apprentissage d’une langue étrangère （initiatives de l’apprenant, réponses brèves ou longues, 

prise de parole spontanée, interaction avec le professeur, avec ses camarades de classe, son 

investissement personnel dans son apprentissage）. 

C’est cette diversité des comportements dans la classe qu’il serait très intéressant d’analyser plus 

profondément afin de mieux en comprendre les interdépendances. 

- un lieu de transmission

Les institutions éducatives restent des lieux privilégiés （mais non exaustifs） des transmissions de 

savoirs et de savoir-faire grâce à des pratiques pédagogiques, des interactions dans les classes, des 

pratiques langagières. Il est important de prendre en compte la culture des intervenants, leur degré 

d’expérience, leur maturité, la formation de l’enseignant, son expérience, la personnalité des acteurs 

en contact et plus précisément dans notre contexte d’étude certaines actions comme donner la 

parole ou non, l’aisance dans la classe, faire appel à la mémoire des élèves, la mise en implication 

directe de l’apprentissage, de l’autorisation des improvisations, avoir recours à des exemples, des 

comparaisons tout cela contribue à la transmission que ce soit plus ou moins libre ou dirigé.

La classe est à cela intéressante qu’elle engendre des situations diverses plus ou moins bien contrô-

lées, suite à des actions planifiées （avec des exercices du manuel par exemple） mais aussi plus 

spontanées qui apparaissent dans le vif des échanges qui poussent les intervants aussi bien profes-

seurs qu’apprenants à improviser. On retrouve parfois ici une situation qui se rapproche d’une situa-

tion de communication réelle, naturelle, comme dans un contexte hors classe. Il n’est pas rare, 

« dans le feu de l’action » d’avoir recours à des ruses, à l’imagination rapide dans l’enseignement et 

c’est d’autant plus facile lorsque l’enseignant a accumulé des années d’expérience dans son travail et 

bien sûr tout cela n’est possible sans l’aide des apprenants eux-mêmes qui fournissent sans le savoir 

la clef de certaines situations inextricables. 

Quelle est la place de l’enseignant dans la classe ?

Il y a beaucoup de facteurs indispensables pour une bonne coordination entre lui, les apprenants et 

l’activité à accomplir. Il se fait souvent comprendre en multipliant les instructions pour arriver à 

faire comprendre la tâche finale à accomplir. Elles seront directement dépendantes de la bonne 

compréhension de l’étudiant （plus le niveau est faible plus le professeur usera d’explications 
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simples）. Entre la langue étudiée, le support, l’appropriation et les autres intervenants si besoin, le 

professeur joue un rôle de régulateur, également d’incitateur, d’aide et de médiateur. Il est évident 

qu’il a toute sa place ici et que cela explique le fait que l’apprentissage d’une langue en autodidacte 

est extrêmement complexe et difficile. Bien sûr, l’apprenant reste le maître de son apprentissage et 

de sa façon d’intervenir ou non dans la classe. Cela détermine le quotidien complexe mais tellement 

attrayant d’une classe.

Que se passe-t-il vraiment dans la classe ?

Dans une classe de langue, les apprenants doivent accomplir des actions proposées par le profes-

seur avec des contraintes de méthodes souvent. Cet apprentissage guidé se distingue complètement 

d’une situation naturelle d’appropriation d’une langue étrangère. C’est l’enseignant qui dirige 

l’apprentissage, c’est lui qui dit comment faire. Celui-ci est totalement structuré, rendu conforme 

aux instructions du professeur. Dans la classe, concrètement, le discours du professeur est mélangé 

aux instructions du professeur utilisées pour expliquer la production demandée aux étudiants : 

« vous allez faire . . . en haut de la page . . . avec votre voisin . . . » etc, qui sont absentes dans un 

contexte de communication naturelle mais propre à la classe. Les activités didactiques （les faire et 

les comprendre） sont les conducteurs obligés de l’appropriation dans la classe de langue. 

Il n’est pas toujours aisé de bien comprendre ce qui se passe vraiment dans la classe.

Que se passe-t-il vraiment dans une classe ? Peut-on connaître tous les fils intervenant dans l’appro-

priation d’une langue étrangère dans une classe de langue ? Les élèves sont-ils en mesure de le 

comprendre afin de progresser dans leur apprentissage ? Qu’est-ce qui favorise un bon apprentis-

sage ? Pourquoi est-on bien dans la classe et pourquoi ne nous sentons-nous à l’inverse, pas bien 

dans un contexte de classe ? Doit-on se poser les mêmes questions dans l’appropriation lorsque l’on 

considère le groupe-classe ? Suffit-il de bien comprendre les actes de paroles, les événements, les 

comportements dans la classe pour se faire une idée précise de l’appropriation d’une langue dans la 

classe ?

Conclusion

Aujourd’hui, la classe de langue dans l’appropriation d’une langue étrangère souffre de la comparai-

son et de la multiplicité des ressources de l’extérieur, qui semblent apporter plus qu’elle ne le 

pourrait elle-même. Pourra-t-elle ainsi jamais lutter équitablement ? Mais la classe, malgré ses 

contraintes et son contexte, reste pour les acteurs concernés un lieu privilégié d’échanges, 
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d’apprentissage, de communication tant sociale que linguistique où toutes les stratégies et les 

méthodes sont possibles et bienvenues afin de réaliser les objectifs fixés. Les recherches engagées 

sur la classe comme lieu bénéfique dans l’apprentissage d’une langue étrangère, lieu d’appropriation 

favorisé, fournissent déjà de plus en plus de réponses aux questions soulevées par les différents 

intervenants de la classe de langue pour une amélioration certaine des méthodes d’enseignement et 

d’apprentissage dans le partage. La classe, espace en constant renouvellement et en constante 

évolution, reste et demeure l’endroit idéalisé de l’apprentissage d’une langue étrangère. 
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〈Kurze Inhaltsangabe〉
  Das Paar von Beispielsätzen ‚Watashi ha isha desu‘ und ‚Watashi ha isha dearu‘ schildern 

diselbe Sachlage （Ich bin Arzt）, sie gehören aber jeweils zu einer anderen Stilart. Die zwei 

Stilarten darf man nicht gemischt gebrauchen. Die Desu-Stilart gehört zur höflichen gespro-

chenen Sprache. Außerdem wird sie auch beim Schreiben von Briefen und in der Jugend-

literatur gebraucht, während die Dearu-Stilart in der Schriftsprache geraucht wird, wie vor 

allem beim Schreiben von Abhandlungen.

  Etwa 1892 wurde es von Sazanami Iwaya mit seinem ‚Sankaku to shikaku‘ angefangen, 

Werke der Jugendliteratur in der Desu-Stilart zu schreiben. Seit der Zeit stellt es schon eine 

Tradition dar, Jugendliteratur in dieser Stilart zu fassen. Es gibt aber andererseits Schriftsteller, 

die ihre Werke der Jugendliteratur in der Dearu-Stilart fassen, weil diese den Vorteil hat, die 

Sachlage objektiv und bündig beschreiben zu können.

  Der Übersetzer Teiichi Hirai versuchte, gruselige Geschichten von Yakumo Koizumi, die 

er einmal mittels Dearu-Stilart vom  englischen originalen Text in einen japanischen übersetzt 

hatte, wieder für Kinder in eine leichtere Fassung zu überarbeiten. Dieses Mal benutzte er bei 

der Überarbeitung die Desu-Stilart. Er hoffte, dass damit auch Kinder seine Werke genießen 

könnten. Zu diesem Zweck reichte das aber nicht. Er musste außerdem einige Ausdrücke mit 

leichteren Sprachmitteln ersetzen. Darunter finden wir Onomatopoetika, was bedeutet, dass 

onomatopoetische Ausdrücke auch jüngere Leser leicht verständlich sind.

  In Kiichi Kanedas Übersetzung der Kinder- und Hausmärchen von Gebrüder Grimm 

finden wir viele onomatopoetische Ausdrücke, die aber nicht zum Zweck der Wiedergabe der 

Onomatopoetika im originalen Text benutzt wurden, sondern lediglich zum Zweck des leich-

teren Verständnisses der Texte eingeführt worden waren.

Ⅰ．児童文学作品におけるテクスト

1．「です体」の始まり

　今日，日本語の児童文学作品は「です体」で書かれることが多い。とりわけ読者が年少者であ

る場合は，それは当然だと考えられているように見受けられる。この習慣はいつ頃から始まった

のであろうか。

　児童文学の揺籃期に重きをなした巌谷小波が『こがね丸』を著して名声を博したのは明治 24

年（1891）であるが，小波はこの著作を伝統的な戯作の文体で執筆した。それは「ひたすら少年
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の読みやすからんを願ふてわざと例の言文一致も廃し」た故であるという1）。彼は，しかし，

『こがね丸』刊行の翌年くらいから「子供のための文章を言文一致体で記すようになる」2）。この

書物の編者は，話し言葉を基とした小波の児童文学作品の文体が「すっかり板についたものと

なった」実例として，小波の『三角と四角』（1892）を挙げている。小波は自作のおとぎ話をす

べて発音どおりの仮名遣いで記したので，例文はいわゆる「お伽仮名」3）になっている。

（例 1）

　数学の中に幾何というものがある。幾何を学ぶにわ，是非とも定木が入る。その定木の中に，

三角定木というのがある。― これは大方諸君も御存知でしょう。

　ところがこの三角定木，自分の体にわ，三方に尖った角があるのを，大層自慢に致し， ．．．

（中略）．．．たった三つよりない角を，酷く鼻にかけておりました。

 （巌谷小波「三角と四角」 4））

　1887年（明治 20年）に発表されたグリム童話の翻訳「八ッ山羊」（金田鬼一訳では「狼と七

ひきの子やぎ」）も文語体である。

（例 2）

八
や

ッ山
や

羊
ぎ

　むかしむかし八ッ子をもちし牝
め

山
や

羊
ぎ

ありけり。

　なかよくおしよ

　ある日市
ま

街
ち

へ行かんとして子どもらにむかひ，るすのうちはかたく戸をとぢて，たれがきた

るともかならずあくることなかれ，皆々おとなしくるすせよ，みやげには，旨
うま

き物
もの

をたくさん

かふてきて，あたへんとねんごろにいひおゐていでゆきぬ。（呉　文聡「八ッ山羊」 5））

　小波はしかし，後に『こがね丸』を言文一致体に書き改めて発表している。（例 3）として発

表時（1891年）の伝統的な戯作の文体による作品の冒頭部を，（例 4）として言文一致体による

改作（1921年）のおなじく冒頭部を挙げる。なお，小波が文体を改めたのは，文語体が大正期

の子供たちには読みにくくなったからであると云われる6）。子供たちには読みにくくなったとは，

発表当時の子供たちはむしろ伝統的な戯作の文体に慣れ親しんでいたことと，10年の経過のう

ちに児童文学作品が「です体」で書かれるのが当たり前になったことを意味するのであろう。

（例 3）

　むかし或
あ

る深
み

山
やま

の奥
おく

に，一匹
ぴき

の虎
とら

住
す

みけり。幾
いく

年
とし

月
つき

をや経
へ

たりけん，躯
からだ

尋
よの

常
つね

の犢
こうし

よりも大
おほき

く，眼
まなこ

は百
ひやく

錬
れん

の鏡
かゞみ

に似
に

て，鬚
ひげ

は一
ひと

束
つか

の針
はり

を欺
あざむ

き，一
ひと

度
たび

吠
ほ

ゆれば声
こえ

山
さん

谷
こく

を轟かして，梢
こずえ

の鳥
とり

も

落
お

ちなんばかり，一
いつ

山
さん

の豺
さい

狼
らう

糜
び

鹿
ろく

，畏
おそ

れ従
したが

はぬものもなかりしかば，ますます猛
まう

威
ゐ

を逞
たくまし

うして，
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自
みづか

ら金
きん

眸
ぽう

大
だい

王
わう

と名
な

乗
の

り，数
あまた

多の獣
けもの

類を眼
がん

下
か

に見
み

下
くだ

して，一山
さん

萬
ばん

獣
じう

の君
きみ

とはなりけり。 （巖谷小

波「こがね丸」 7））

（例 4）

　むかしある山奥に，一匹の大
おお

虎
とら

が住んでおりました。体はただの子牛よりも大きく，眼は鏡

のように光って，鬚
ひげ

は針のようにするどく，一度オウと吼
ほ

えさえすれば，その声が山中にひび

いて，樹
き

に止まっている鳥までが，驚いて下へ落ちるといういきおい。けだもの仲間はだれ一

匹，畏
おそ

れしたがわぬ者もないくらいでしたから，虎はますます大
おお

威
い

張
ばり

，名も金
きん

眸
ぽう

と名のって山

中の大王になっていました。（巌谷小波「こがね丸」 8））

　若松賤子が 1890年から 1891年にかけて発表した翻訳『小公子』も，話し言葉を基として児

童文学作品らしい文体になっている。

（例 5）

　かあさま，とうさまは，もう，よくなって？

と，セドリックが云ひましたら，つかまったおッかさんの腕
うで

が，震
ふる

へましたから，ちゞれ髪
げ

の

頭
あたま

を挙
あ

げて，おッかさんのお顔
かほ

を見ると，何
なん

だか，泣きたい様
やう

な心
こころ

持
もち

がして来ました。それ

から，また，

　かあさま，とうさまは，もう，よくおなんなすッたの？

と同
おな

じ事
こと

を云
い

って見
み

ると，どういふ訳
わけ

か，急
きふ

におッかさんの頚
くび

に両
りやう

手
て

を廻
まは

して幾
いく

度
たび

も
〳 〵
，

キッスをして，そして，おッかさんの頬
ほゝ

に，自分の柔
やはらか

軟な頬
ほゝ

を，推
おし

当
あ

てゝ上
あ

げなければならな

い様
やう

になりましたから，その通
とほ

りにして上
あ

げると，おッかさんが，もう
〳 〵
決
けつ

して離
はな

さないと

いふ様
やう

に，しっかり，セドリックを抱
だき

締
し

めて，セドリックの肩
かた

に自分の顔
かほ

を押
おし

当
あ

てて，声を吝
おし

まずに，お泣
な

きなさいました。（若松賤子「小
せう

公
こう

子
し

」 9））

2．「である体」・「だ体」

　児童文学作品が書かれるのは「です体」ばかりでなく，「である体」で書かれることも多い。

一般に年少の読者が想定されている児童文学作品は「です体」で書かれ，読者の想定年齢が上が

るのに応じて，「である体」や「だ体」で書かれるようになるといえよう。「である体」ならびに

「だ体」の『広辞苑』の説明は次のとおり。

　「口語文体の一。文末の指定表現に「である」を用いることを基調とするもの。論説文をはじ

め，書きことばに多く用いる。常体。である調。」

　「である体」が使われるジャンルの筆頭に論説文が挙げられていることからも分かるように，

文体としての「である体」の最たる特徴は客観的で冷静であることである。客観的で冷静である
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とは事態を第三者的に描くことを意味する。

（例 6）

　実さんの一族は，わたしの母方の遠いしんせき
4 4 4 4

にあたっている。実さんのおとうさんは事業

に失敗してからは，わたしの父をたよって，海を渡って来た。そうして，わたしの父の病院の

会計をしていた。（佐藤春夫「実さんの胡弓」 10））

　送り手は自分の父のことを「わたしの父」といい，「わたしのお父さん」とはいっていない。

「です体」なら「わたしのお父さん」がふさわしいであろう。「わたしの母方の遠いしんせき
4 4 4 4

」も

年少者向けではない大人びた言い方であって，全体の記述と釣り合いがとれている。「海を渡っ

て来た」は，それまで住んでいた米国から帰国したことをやや文学的に言い表したものであるが，

このような文学的な表現も年長の読者を想定したテクストでは可能であろう。

　「である体」はまた，記述のテンポを早くし，テクストの表現が歯切れよい印象を与える。ま

た，表現内容によってはテクストに快活で男性的な印象を与える。

（例 7）

　三ちゃんは，どこもけがもしなかったし，ただ，びっくりしただけなんだから，とうに元気

になっていた。歩けば歩かれるし，笑えば笑えたんだ。けれど，おれらがあんまりだいじにす

るものだから，すっかりあまえてしまって，

．．．．．．．（中略）．．．．．．

「三ちゃん，おめえ，家
うち

がどっちにあるか，わかるけ。いってみな」と聞いた。

　すると，三ちゃんは，ちゃんと家のほうをむいていたのに，クルリと，うしろをむいて，と

てもあまったれた声で，

「アッチー」といった。

　それをきくと，おれらは，こらえきれなくなって，とうとう一度に，わーっと，笑いだして

しまった。

　そして，三ちゃんを真中に，アッチー，アッチーといっては，アハアハ笑いながら，村へ

帰ってきた。（千葉省三「鷹
たか

の巣とり」11））

　次の例には「である体」のほかに終助詞「だ」や「さ」を用いた文末表現が見られる（ただし

登場人物のせりふの文末は考察から除く）。『広辞苑』の「だ体」の説明は次のとおり。

　「口語文体の一。文末の指定表現に「だ」を用いることを基調としたもの。「である体」と比

較すると，相手に語りかける感じが強い。だ調。」
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　「オツペルと象」には「ある牛飼いがものがたる」という副題が付いていることから見て取れ

るように，素朴な牛飼いが受け手にむかって荒削りな言葉づかいで語って聞かせているテクスト

である。したがって，ここに「である体」に混じって「相手に語りかける感じが強い」「だ体」

が使われているのは相応しい選択であると思われる。

（例 8）

　その晩，象は象小屋で，七把のわらをたべながら，西の五日の月を見て，

　「ああ，つかれたな，うれしいな，サンタマリア。」とかういった。

　どうだ，さうして次の日から，象は朝からかせぐのだ。わらも昨日はただ五把だ。よくまあ，

五把のわらなどで，あんな力がでるもんだ。

　じっさい象はけいざいだよ。それといふのもオツペルが，頭がよくてえらいためだ。オツペ

ルときたら大したもんさ。（宮沢賢治「オツペルと象」 12））

　さらにまた，「オツペルときたら大したもんさ
4

」では文末に終助詞「さ」を付けていることに

も注意したい。けだし終助詞「さ」は「文末に付いて，（ア）軽い感動を伴って断定・命令等の

意を表す」からである（『広辞苑』）。

3．「です体」と「である体」の併用

　『広辞苑』は「です体」を次のように説明している。

　「口語文体の一。文末の指定表現に『です』を用いるもの。丁寧な文体で，話しことばのほか

手紙・児童文学など相手に語りかける形の文章に用いる。『です』以外の部分には『ます』を用

いるので『ですます体』とも。敬体。」

　作者によっては同一の作品の中で「です体」と「である体」を切り替え的に併用することがあ

る。実例として同じく千葉省三の作品である「梅づけの皿」から引用する。この作品は，娘が送

り手となって自分の子供時代に母から聞いた思い出を語るが，思い出の中の母親自身は送り手と

なって自身の体験を語るという二重の語りの形を取っている。送り手としての娘が語る導入部や

途中の説明部では「です体」が用いられ，母親と母親の叔母との対立というクライマックスから，

対立の解消と和解にいたる出来事を述べる部分では「である体」が使われる。（この部分は原テ

クストでは一重のかっこで囲まれている。ここでは一重のかっこで囲まれた部分を他よりも 2文

字分頭を下げ，さらにこの部分の左側に縦の罫線を引いて示した。）
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（例 9）

　わたしのおばあさんの生まれた家は，西岡という村にあります。わたしは，小さいとき，お

かあさんにつれられて，よくそのうちへいったそうです。

．．．．．．．（中略）．．．．．．

　わたしは，いますんでいる東京の郊外に，あられがさびしい音をたてておちてくるころ，ふ

と，その西岡村の，おばあさんの生まれた家を思いだすことがあります。すると，それといっ

しょに，小さいとき，おかあさんからきいたはなしが，きっと思いだされてくるのであります。

．．．．．．．（中略）．．．．．．

   　　「おまえもとおったことがある，あの山道を，わたしはおとっつあんにおぶわれて

いったのだよ。．．．．．．．（中略）．．．．．．

   　わたしが，うちをでるとき，いやがって泣いたものだから，おとっつあんは，わたしの

気をひきたてるように，わざと，そう，いろんなことをいってくれたんだよ。子供だった

から，わたしは，そんなはなしをきくと，だんだん西岡がよくなって，はやくいってみた

いような気になったっけ」

　それでも，西岡の家へつくと，おかあさんはきゅうにさびしくなって，口もきかずに，その

日一日だまりこんでいたそうです。

．．．．．．．（中略）．．．．．．

　おかあさんが，じぶんのおぜんの前にすわると，お皿に，すっぱそうな梅づけがのっていま

した。おかあさんはその日，朝から虫歯が病んでこまっていたのですが，つげる人もないので，

こらえていたそうです。だから，この梅づけのおかずを見ると，とてもおはしをとる気になれ

なかったといいます。

．．．．．．．（中略）．．．．．．

    「わたしも，だまっておつけだけをすってすませばよかったのだけれど，．．．．．．．（中

略）．．．．．．

   『おら，飯くえねえ』っていったんだよ。

  ．．．．．．．（中略）．．．．．．

  おばさんは，いきなり立ってきてわたしのことをつきとばしたの。．．．．．．．（中略）．．．．．．

   『おにめ！おにめ！おぼえてろ！』

  どなると，わたしは，なんと思ったか，きちがいのようになって，外へとびだしたの。

  ．．．．．．．（中略）．．．．．．

   手さぐりで，板の間へはい上がって，さっきのおぜんのところをさがすと，もとのまま，

ちゃんとおぜんがすえてあって，梅づけのお皿ものっかっている。．．．．．．．（中略）．．．．．．

   そしたら，まあ，どうだろう，ちっともすっぱくないんだよ。それは梅づけじゃなくて，

わたしの大すきなこいもの焼いたのだったの。．．．．．．．（中略）．．．．．．

   　なかへはいると，おじさんは，青い顔をして床のなかにねていた。頭は，ぬれたてぬぐ
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いでひやしていた。わたしを見ると，おじさんは，口もとをゆがめて，くるしげにわらっ

て，

   『梅づけ，食べたか』っていった。

  わたしはコックリしてみせた。

  ．．．．．．．（中略）．．．．．．

「お じさんは，それから三月目でなくなったんだよ。．．．．．．．（中略）．．．．．．なんしろ，きつ

いおばさんだった。もうよっぽどの年になるなあ．．．．．．」

　おかあさんは，そういって，指をおっておばさんの年をかぞえてみるのでした。（千葉省三

「梅づけの皿」13））

　母親自身は送り手となって自身の体験を語る部分では（せりふの部分は除いて）終助詞「の」

や終助詞「よ」が用いられ，女性が語るにふさわしい文体を作っている。

4．「です体」の安らぎ感－話しかけること

　「です体」で書かれた児童文学作品を読むとき，私はそこから何よりもまず安らぎ（「安らぐ

こと。心の平安。気持ちの落ち着き」『広辞苑』）を感じ取る。この安らぎの感じは内容によって

はじめてもたらされるものではない。明るい内容であっても，暗い内容であっても，「です体」

で書かれた児童文学作品はわたしに安らぎ感を与える。この，内容の如何に関わらない安らぎ感

はいったいどこから来るのだろうか。

　「丁寧」とは「注意深く心が行きとどくこと。また，てあつく礼儀正しいこと。」（同上書）で

あるから，「です体」でもって語りかけられることは受け手にとって快いことである。この快さ

が受け手の心に安らぎ感をもたらす一因になることはたしかであるが，私にはそれ以上に「相手

に話しかける」という送り手の態度が受け手に安らぎ感を与える大きな要因としてはたらいてい

ると考える。そして「丁寧」さ以上にいっそう快く感じられると考える。「話しかける」という

場合，送り手が不特定多数の受け手を前提する場合ももちろん考えれらけれども，「話しかけ

る」場合の基本的な前提は，何といっても，送り手の前に受け手が一人いて，送り手と受け手が

一対一の関係にあることである。このような状況において話しかけられることは，受け手が送り

手と人格的に全面的に向かい合っていることを意味する。場合によっては，受け手の精神が送り

手の精神によってすっぽりと包み込まれていることを意味する。受け手は送り手によって大切に

扱われていると感じる。あるいは，受け手は送り手からいたわられていると感じる。

　上で見た「だ体」の説明にも，「だ体」は「である体」と比較すると「相手に語りかける感じ

が強い」とあったが，この「語りかける」にも「です体」の説明にあった「相手に語りかける」

に通じる面があると思われる。「だ体」でもって相手に語りかけることは，丁寧とは別に，ざっ

くばらんな態度で相手に接することを意味しており，それは日本の社会ではしばしば相手に対す

る親しさの表現と同一視されるからである。
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（例 10）

　太郎も次郎もおとなしくお留守居して居ましたか。父さんは土産を出しますよ。父さんの鞄

を御覧なさい。いろいろな紙が貼り付けてありませう。これは遠い遠い国を旅して来たしるし

です。（島崎藤村「旅の土産」 14））

　この例は父親が二人の子供に語りかけている場合である。送り手は父親，受け手は太郎と次郎

の二人。他のものはこの場面から除外されている。留守居といわないで「お留守居」といい，

「見なさい」という代わりに「御覧なさい」といっているのはすべて尊敬語であって敬語的表現

である。

　「いろいろな紙が貼り付けてありますね」という問いかけの代わりに，「いろいろな紙が貼り

付けてありませう」と問うのは，同じく敬語の尊敬表現であって，丁寧さにおいて「いろいろな

紙が貼り付けてありますね」に勝る。「父さんは土産を出しますよ
4

」に含まれる「よ」は終助詞

で，「自分の判断を示し，相手に同意を求めたり念を押したりする意を表す」（『広辞苑』。下線は

乙政）。「相手に同意を求め」るというところに「相手に話しかける」という送り手の態度の特徴

がよく現れている。こうして，テクストの受け手としての読者は，自分が送り手としての著者か

ら「丁寧な文体で」「語りかけられている」ことを感じ取る。受け手が送り手としての著者から

「丁寧な文体で」「語りかけられている」という感じが安らぎ感である。

　物語テクストにおいて頻繁に使われるのは，送り手である著者が読者に語りかける形式である。

その場合，著者は意識の中で不特定多数の読者を想定して語っているのであるが，現実にそのテ

クストを読んでいるのは一般にただ一人の読者である。それゆえ，この場合，送り手と受け手は

一対一の関係にあるということができる。こうして読者は送り手である著者に

（例 11）

　彦一の村に長兵衛さんといってあごに五十センチほどもあるひげをはやした，お金持ちの老

人がありました。かねて，おれのひげは日本一だといって，村のものにいばっていました。そ

して，ひげをほめるものがあれば，だれかれなしに家につれてきて，ごちそうするのでした。

（小山勝清「ひげの長者」 15））

5．『怪談』の改訳と「です体」

　小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）の諸作品の翻訳で知られる平井呈一は，八雲の諸作品のう

ち怪奇的な作品だけをよりだして，解説者のことばを借りると，「小学生にも理解できるように，

やさしい言葉に書き改め」ている 16）。
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（例 12）

　「おい，お勝。」と，そのとき突然轟き落ちる瀧の音の中から警告の聲が呼んだ。お勝は思

はず怖ろしさにぞっとして，その場に立ち竦んだ。

　「おい，お勝。」殷々たる聲はふたたび響きわたった。こんどは前よりも一そう嚇すやうな，

怒りを含んだ聲である。

　しかしお勝はもと
〳 〵
気丈な女であった。すぐさま気を取り直すと，いきなりそこにあった

賽銭箱を引っ掴むが否や，一散に駈け出した。嚇したものは，それなりもう姿も見せなければ，

声もかけなかった。（ラフカディオ・ヘルン作／平井呈一訳「幽霊瀧の伝説」 17）。下線は乙政）

　テクストが「小学生にも理解できるように，やさしい言葉に書き改め」られたとはどういうこ

とを意味するのだろうか。この点に注目しながら，改訳で改められた具体的な事例を書き出して

みる。

（例 13）

　「おい，お勝。」と，そのとき，とつぜん，とどろき落ちる滝の音のなかから，警告の声が

よびました。お勝は，思わず，おそろしさにぞっとなって，その場に立ちすくみました。

　「おい，お勝。」

　殷々とした（大きくひびく声や音のさま）声は，ふたたび，ひびきわたりました。こんどは，ま

えよりもいっそうおどすような，怒気をふくんだ声です。

　しかし，お勝はもと
〳 〵
気丈な女でしたから，すぐさま気をとりなおすと，いきなり，そこ

にあった賽銭箱をひっつかむと，いっさんにかけだしました。おどしたものは，それぎり，す

がたも見せなければ，声もかけませんでした。（「幽霊滝の伝説」 18） 下線は乙政）

　旧訳のテクストから新訳のテクストへの変更点は，箇条書きにしてみると，次のとおりである。

 ① 「である体」から「です体」へ変更された。テンスの切り替えも旧訳のとおりに行われてい

る［下線部］）。

 ②仮名遣いが新仮名遣いになっている。

 ③漢字を使用する場合は当用漢字に限った（聲→声／瀧→滝）。

 ④ 旧訳の訳文では漢字が使われていた表現がひらかな書きに改められている（突然→とつぜん

／轟き落ちる→とどろき落ちる／呼んだ→よびました／怖ろしさに→おそろしさに／立ち竦

んだ→立ちすくみました／響きわたった→ひびきわたりました／前→まえ／一そう→いっそ

う／嚇すような→おどすような／取り直すと→とりなおすと／引掴む→ひっつかむ／一散に

→いっさんに／駈け出した→かけだしました／嚇した→おどした／姿→すがた）。

 ⑤ ただし，難しい漢字表現をそのまま残す場合もあるが，その場合は，意味をかっこのなかに

小さい字で書き加えた。
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 ⑥ 文語調の慣用的表現は口語の平明な表現に改められている（引っ掴むが否や→ひっつかむ

と）。

 ⑦ 旧訳になかった接続詞を新訳では加えた（お勝はもと〱気丈な女であった→お勝はもと
〳 〵

気丈な女でしたから）。

　これらの変更のうち②～⑦は，想定されている読者が受けた学校教育を考えると，また，若い

世代が漢字の多いテクストを読みづらいと感じる国語生活を送っていることを考慮に入れると，

当然の変更だと考えられる。なお，（いきなり→すぐさま）の変更はどう分類するべきか迷うが，

これも⑥の亜種と考えるべきであろうか。また（怒り→怒気）の変更は，難易の方向が逆のよう

に感じられて，分類しなかった。あるいは，訳者としては改善のつもりかもしれない。

　こうした実例を眺めると，解説者のいう「やさしい言葉に書き改める」とは，古文を現代語文

に訳する場合のような，個々の難しい古語表現を一つ一つ現代語の平易な表現に置き換えること

を意味しているのではなくて，原文はできる限り生かしつつ，若い読者のために彼らが原文を読

むときに感じる困難と抵抗をなるべく少なくしてやるという意味であることが分かる。

　ここで見逃すことができないのは，「です体」から「である体」へ改めることが，この場合，

「やさしい言葉に書き改める」ことに属していることである。しかも，この変更は文末の指定表

現を変更すること，つまり文体上の変更である。それゆえに，この変更はテクスト全体にわたっ

て例外なく行われている。このことを考えると，「です体」から「である体」への変更は「やさ

しい言葉に書き改める」ための第一の基本的変更であると言わなければならない。

6．「やさしく書く」ことの意味

　『怪談』の別の例を観察しよう。（例 12）では旧訳の原文に「現在止め」が 1ヶ所混じってい

た（「声である」）（引用例文の 4行目）。そして，この「現在止め」は改訳の「です体」でも変わ

らず「現在止め」（「声です」）で置き換えられていた（引用例文の 5行目）。これはテンスの切り

替えであって，今問題にしている「です体」から「である体」への切り替えには入らない。ドイ

ツ語ないしは英語から日本語に翻訳された物語テクストにおいて，「過去止め」一本槍である原

文の陳述とちがって，「過去止め」のあいだに混じって「現在止め」が現れるのは普通のことで

ある。その理由についてはすでにたびたび論じた（総まとめ的な論述として，「日本語物語テク

ストにおける現在止めが独訳では過去形［Präteritum］になる問題」を挙げたい。阪神ドイツ語

学研究会『会誌』第 12号，2000年）。ここではテンスの切り替えを数多く含んでいる箇所を例

に選んだ（下線は乙政）。

（例 14）

　「芳一」と例の力の籠もった聲が呼ぶ。しかし盲人は息を殺して，じっと坐ったまゝ身動き

一つしない。

　「芳一」と二度目の聲が慄とするように呼ぶ。やがて三度目の聲が呼ぶ。こんどは荒々しい
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聲である。

　「芳一。」

　依然として芳一は石のやうに静かである。聲はいかにも不服らしくこんな事を呟いた。

　「返事がないな。これはいかぬ。奴，どこへ失せおったか見てくれう。」忽ち縁にあがる

荒々しい跫音がした。足は徐かに近寄って，芳一の側へ来て止まった。長い時が刻む。芳一は

軀ぢゆうが胸の動悸でがたがた震ふやうな気がする。あたりは閴
げき

として物の音一つしない。

　たうとう皺嗄れた聲が，芳一のすぐ耳許でこんなことを呟いた（「耳無し芳一のはなし」 19）。

下線は乙政）。

（例 15）

　「芳一。」といつもの太い，力のこもった声がよびました。しかし，盲人は，息をころして，

じっとすわったまま，身じろぎひとつしません。

　「芳一。」

と二どめの声が，ぞっとするようによびます。やがて，三どめの声がよびます。こんどはあら

あらしい声です。

　「芳一。」

　芳一は石のようにしずかです。 ― すると，声はいかにも不服らしく，こんなことをつぶや

きました。

　「返事がないな。これはけしからぬ。あいつめ，どこへいったか，見てやろうぞ。」

　たちまち，縁にあがるあらあらしい足音がしました。足音は，のしり，のしりと近づい

て，芳一のすぐそばまできてぴたりととまりました。芳一は，身うちが胸の動悸でがたが

たふるえるように感じました。あたりはしんとして，物音ひとつしません。

　やがて，しわがれた声が，芳一のすぐ耳もとでこんなことをつぶやきました（「耳なし芳一

のはなし」 20））

　旧訳から新訳への変更点に関して考察しよう。①この例でも，「である体」の現在止めは「で

す体」の現在止めに改められ，「である体」の過去止めは「です体」の過去止めに改められてい

る。したがって，テクスト全体にわたって「である体」を「です体」に改めるという点では首尾

一貫している訳である。②仮名遣いを新仮名遣いに改め，③使用する漢字を当用漢字に限るとい

う点でも変更上の原則を固く守っている。③漢字を使用する場合は当用漢字に限った（聲→声／

瀧→滝）。

　④の旧訳の訳文では漢字を使っていた表現がひらかな書きに改められているという点に関して

は次のような場合が認められた（呼ぶ→よぶ／殺して→ころして／坐った→すわった／慄とする

→ぞっとする／荒々しい→あらあらしい／静か→しずか／こんな事→こんなこと／耳許→耳もと

／側へ→すぐそばまで／来て→きて）。⑥文語調の慣用的表現は口語の平明な表現に改められて
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いる（これはいかぬ→これはけしからぬ／奴→あいつめ／失せをったか→いったか／［依然とし
4 4 4 4

て
4

］石のやうに静か→石のようにしずか］／長い時が刻む→［対応表現なし］のような省略はこ

こに分類できよう／徐かに→のしりのしりと／近寄って→近づいて／。逆に，表現を年少者向け

に口語でやさしく表現した場合に旧訳になかった形容詞や副詞をつけ加えて（側へ来て→すぐそ

ばまできて／止まった→ぴたりと
4 4 4 4

とまりました）もこの改変の亜種と考えてよかろう。難易の方

向が逆のように感じられる事例がこの例文にも見られた（身動き→身じろぎ）。

　これの例から，「やさしい言葉に書き改める」とはたんに「平易な言葉に書き改める」ことを

意味するだけに止まらず，「優しい言葉づかいで述べること」をも意味することが分る。ちなみ

に，「優しい言葉づかい」の典型は「です体」で書くことである。「やさしい言葉に書き改める」

ことが「優しい言葉づかいで述べること」をも意味するとすれば，これは 3.で記した，「です

体」で書かれた児童文学作品を読むとき，そこから何よりもまず安らぎ感を感じ取る者にとって

重要な事実であると言わなければならない。

　『広辞苑』によれば，「平易な」を意味する「やさしい」は「やさしい＝優しい・恥しい」か

ら派生した意味の一つである。つまり「やさしい＝優しい・恥しい」には 8種類の意味があって，

「平易な」を意味する「やさしい」は最後の 8番目の意味である。すなわち，「①身も痩せるよう

に感じる。恥ずかしい（用例省略。以下おなじ）。②周囲や相手に気をつかって控え目である。

つつましい。③さし向かうと恥ずかしくなるほど優美である。優美で風情がある。）④おだやか

である。すなおである。おとなしい。温順である。⑤悪い影響を及ぼさない。⑥情深い。情がこ

まやかである。⑦けなげである。殊勝である。神妙である。⑧（「易しい」と書く）（ア）簡単で

ある。容易である。（イ）わかりやすい」。

　ところで，児童文学作品の作者が読者の年少であることを念頭に置いて作品を「やさしく」書

くというときは，作品の個々の言葉づかいを「易しく」することに止まらないように思われる。

「です体」を採用することがすでに上の『広辞苑』の説明でいう「周囲や相手に気をつかって控

え目」（②の意味）にテクストを形成することの重要な第一条件であったように，「です体」で書

かれた作品は「やさしく」，それだけで「おだやか」で「すなお」で「おとなしい」（④の意味）

という印象を与える。作品は同時に「情がこまやか」で（⑥の意味），「神妙である」（⑦の意

味）かのような雰囲気を帯びるにいたる。もしそのうえに上の 5.で考察したような，年少の読

者の国語教育の水準や言語能力を考慮に入れた，読者の読解を容易にしようとする工夫が細部に

いたるまでめぐらされた作品は，たんに「平易な」作品であるばかりでなく，「優しい・恥し

い」のさまざまな意味での「やさしい」作品なのである。

7．ドイツ語と「です体」・「である体」

　日本語では文末が陳述の表現にとって決定的である。文末に来る述語をさまざまに変化させる

ことによって，陳述は質問になったり，依頼になったり，禁止になったり，命令になったり，あ

るいは要求になったりする。また，テンスの変更も文末に来る述語の活用を変えることによって
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実現される。さらに，さまざまな終助詞を使い分けることによって，陳述の表現に送り手の気持

ちを付加することができる。ところが，「です体」・「である体」の場合は，おなじく文末に起こ

ることであるとはいえ，両者を混用することはできない。したがって，「です体」・「である体」

の本質的な特徴は，文末の指定表現に「です／ます」あるいは「である」を用いることによって

テクストの様式としての文体が決まってしまうことにある。他方ドイツ語では，日本語のように，

文末が陳述の表現にとって決定的であることはない。例えば，文末の指定表現に使われる sein

動詞に「です」と「である」のような区別がない。„Ich bin Arzt.“は「わたしは医者です」とも

訳できるし，「わたしは医者である」とも訳することができる。それゆえ，ドイツ語のテクスト

を日本語に訳する場合に，文末の指定表現を手がかりにして「です体」にするか，それとも「で

ある体」にするかをきめることはできないわけである。

　それでは，ドイツ語のテクストを日本語のテクストに訳する場合，「です体」を選ぶか「であ

る体」を選ぶかを客観的に決定することはできないのであろうか。それは違う。なるほど日本語

の文末の指定表現に相応するものがドイツ語に存在しない以上，ドイツ語の文末に手がかりを求

めることはできない。けれども，訳文に「です体」を選ぶか「である体」を選ぶかを決定する契

機はドイツ語のテクストそのものにはっきりと内在している。それは，わたしたちが読んだドイ

ツ語のテクスト全体から受ける印象である。下の（例 16）の出典は児童向け書籍の出版社のＰ

Ｒ誌である。編集者はもともと年少の読者を想定しているから，これは年少の読者向けのエッセ

イであると言ってよい。それゆえテクストは客観的で冷静な論述というよりは，送り手が自ら体

験したことを受け手にむかって語っている印象を与える。しかも，送り手は小学校の（おそらく

低学年の）女生徒である。小学校の低学年の生徒が体験を語るという条件は，わたしがこのテク

ストを翻訳する場合に無条件に「です体」を選ぶことを要求する。

（例 16）

 Mein Vater, der Erfinder des Sams

  In der Grundschule wurde ich einmal gefragt, was mein Vater von Beruf sei. „Autor“, 

antwortete ich, und alle lachten, denn sie verstanden nur „Auto“. Auch der Lehrer fragte etwas 

ungläubig nach, ob mein Vater vielleicht Automechaniker sei, doch ich erklärte, dass mein Vater 

Bücher schreibe.21）

（わたしの父はザムスの生みの親

　あるとき学校で先生に，お父さんは何を仕事にしている人かと尋ねられました。「Autor（作

家）です」とわたしが答えますと，みんなが笑いました。だって，みんなは „Autor“を

„Auto“（自動車）だとばかり思ってしまったのです。先生でさえ，あなたのお父さんはひょっ

として自動車工かい」と，ちょっと不思議そうに尋ね返します。でもわたしは，父は本を書い

ているのですと教えてあげました。）
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　「です体」を選んだことと関連して，個々の表現もそれにふさわしい表現にせざるを得ない。

つまり，「やさしい言葉づかい」を選ぶことになる。„Ich wurde gefragt“の訳は「質問を受け

た」ではなくて「尋ねられました」となり，„was mein Vater von Beruf sei“の訳も「あなたの父

の職業は何かと」ではなくて，「お父さんは何を仕事にしている人かと」となる。„etwas 

ungläubig“も「少し不審げに」ではなくて「ちょっと不思議そうに」と訳するほうが全体の調子

に適う。また „Autor“も「作家」とはしないで「本を書いているの」とした。題名の „der 

Erfinder des Sams“を「ザムスを考え出した人」ではなくて「ザムスの生みの親」としたのも，

たんに直訳の生硬さを避けるためではなくて，「です体」で書かれたテクスト全体の雰囲気に合

わせたつもりである。接続法 1式を使った対話の部分も直接話法のように訳した。これも「です

体」に合わせた工夫である。なお，„Sams“というのは送り手である少女の父で児童文学作家

Paul Maarの作品の主人公の名で，実は豚の鼻をしたそばかすだらけの少年である。

　それではわたしはどんな場合に「です体」ではなくて「である体」を選ぶであろうか。（例

17）は子供向けの絵入り百科事典Meyers Großes Kinderlexikonから採った Baumの項の説明テク

ストである。内容を一読すれば，おなじく読者として児童を想定しながらも，百科事典の記述に

ふさわしく，客観的で冷静な論述に終始していることが分かる。テクストのなかにとくに情調に

流れる部分がないし，読者の情緒に訴えようとする部分もない。また，このテクストには日本語

の「です体」の基本的特徴ともいうべき「相手に語りかける」調子というものが認められない。

おなじく「だ体」で訳することがふさわしいと思われる箇所もない。このテクストを訳する場合，

わたしは躊躇なく「である体」を選ぶであろう。

（例 17）

 Baum Die Kinder klettern einen Baumstamm hinauf. Durch die Zweige und Blätter der 

Baumkrone scheint die Sonne. Sie setzen sich auf einen dicken Ast und sehen über den Garten 

zum Wald hinüber. In diesem Garten wachsen vor allem Obstbäume und einige anderen 

Laubbäume, zum Beispiel Birken und Buchen. Im Winter sehen diese Bäume kahl aus. Sie 

werfen ihr Laub ab. Die Kiefern, Fichten und Tannen in dem Nadelwald drüben bleiben das 

ganze Jahr grün. Die verschiedenen Bäume lassen sich an ihren Kronen und Blättern unter-

scheiden. Es gibt Bäume, die bis tausend Jahre alt werden wie die Eiche. Wenn ein Baum gefällt 

wird, kann man sein Alter an den Jahreringen im Stamm zählen. Für jedes Jahr hat er einen 

Ring. ― Kürzlich wollte man in der Stadt Bäume fällen, um eine Straße zu verbreitern. Viele 

Menschen waren dagegen. Sie wissen, daß die Bäume an einer Straße dafür sorgen, daß die Luft.

weniger Staub enthält und die Temperatrur im Sommer niedriger ist. Außerdem finden sie es 

schön, wenn Bäume in ihrer Nähe wachsen und sie etwas Grünes sehen.

　（樹木　子供たちが樹の幹によじ登っている。樹冠の小枝や葉を通して太陽が照りつける。

子供たちは太い枝に腰掛けて庭越しに向こうの森を見渡す。この庭にはとりわけ果樹と，数本
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の，例えば白樺やブナのような，広葉樹が生えている。冬になるとこれらの樹木は枯れ木のよ

うな外観になる。これらの樹木は葉を落としてしまうからである。むこうの針葉樹林に生えて

いる松の木や唐檜や樅の木は一年を通じていつも緑である。これらの樹木は樹冠の形と葉の形

で区別できる。樫の木のように何千年という樹齢を保つ樹木がある。樹木を切り倒すと，幹に

ある年輪で樹木の年齢を知ることができる。樹木は毎年年輪が一つ増えるからである。― 最

近街で，道路の幅を広げるために樹木を何本も切り倒そうとした。おおぜいの人がそれに反対

した。彼らは，道路脇の樹木は空気があまりほこりを含まないようにしてくれるし，夏に気温

が上がらないにようにしてくれるのを知っているからだ。彼らはまた，身近なところに樹木が

生えていて，少しでも緑を目にすることができるのはすばらしいことだと思っているのだ。）

8．易しく書くこととオノマトペ

　（例 15）についてさらに注目したいことがある。それは，この例文の「徐かに→のしりのし
4 4 4 4 4

り
4

と」の部分と，「止まった→ぴたりと
4 4 4 4

とまりました」という部分の言い換えにオノマトペが使

われたことである。ちなみに，この短いテクストにはオノマトペが，もともと旧訳から存在した

「がたがた」を勘定に入れると，3個使われている。これらがオノマトペであることは辞書の説

明によって明かである22）。すなわち，「がたがた」は「恐怖・寒さ・緊張などで体が揺れ動くさ

ま」（『広辞苑』）と，「のしりのしり」は「力強くゆっくりと歩くさまを表す語」（『日本国語大辞

典』）と，「ぴたり」は「急に停止するさま」（『広辞苑』）と説明されている。

　旧訳に現れなかってオノマトペが新訳に使われたということは何を意味するだろうか。新訳は

成人向けの旧訳にくらべて「小学生にも理解できるように，やさしい言葉に書き改め」られた日

本語テクストである。ここでいう「やさしい言葉」に含まれる「やさしい」がたんに「平易な」

という意味だけに止まらず，「優しい・恥しい」に含まれる幅広い意味をも指すことに注意した

い。日本語に訳するにあたって「である体」ではなくて「です体」を選んだことがすでに，受け

手に対する「優しさ」を送り手が優先していることを意味していた。

　したがって，「やさしい言葉使い」という表現は年少の受け手がなるべく抵抗感なしにいろい

ろな表現を受け入れることができるよう送り手として配慮することを意味している。この配慮こ

そテクストに現れた「優しさ」である。「足音は，のしり，のしりと近づいて」という表現を読

むとき，年少の受け手は大柄な鎧武者が廊下の床板を踏みしめながら大股で歩み寄る様子をあり

ありと眼前に思い浮かべる。オノマトペ「のしり，のしり」を用いたことによってテクストが幼

稚化したなどとは到底言うことはできない。また「のしり，のしり」をオノマトペ「のし，の

し」（「大きくゆったりと地を踏みつけて歩くさま」。『広辞苑』）のバリエーションだと見なすと

き，「のしり
4

，のしり
4

」には地を踏みつける脚の筋肉の緊張さえもがオノマトペに反映されてい

ると感じられる。日本語のネイテイブ・スピーカーならば，このような違いを見分けることは困

難ではない。同じように，「（足は）芳一のすぐそばまできてぴたりと
4 4 4 4

とまりました」という表現

を読むとき，年少の受け手は大柄な鎧武者が廊下の床板を踏みしめながら大股で盲人に近づいて
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きて，彼の位置までくるとその動きを急にやめたことを如実に感じる。この感じ方は，「芳一の

側へ来て止まった」という旧訳の事実に即しただけの表現よりもはるかに印象深い。主人公とと

もに，自分はどうなるのだろうかという不安におののいている受け手は，鎧武者が「ぴたりと
4 4 4 4

と

ま」った次の瞬間にいったい何が起こるだろうかと緊張して待ち構える。この緊張は「（足は）

芳一のすぐそばまできてぴたりと
4 4 4 4

とまりました」という臨場感あふれる描写によっていっそう盛

り上げられる。ここでも，オノマトペを使って「ぴたりと
4 4 4 4

とまりました」としたことによってテ

クストが幼稚化したなどとは決して言うことはできない。テクストはむしろオノマトペによって

いっそう迫真的になり，臨場感を高めたのである。旧訳にもともと使われていたオノマトペ「が

たがた」は，芳一の身体が恐怖と緊張のために揺れ動くさまを表した言葉であるが，日本語には

事態をこれ以上に具体的かつ実感的に言い表す言葉は考えられない。訳者もこのオノマトペは説

明的な書き換えなどによって動かすことができなかった。

　さて，8.の冒頭で短い例文に 3個もオノマトペが使われることになったと批判がましく述べ

たが，これには改訳を非難する意図があったのではなくて，日本語ではオノマトペが具体的な意

味を持つ有効な表現手段として愛用されること強調したかったからに過ぎない。日本語における

オノマトペのこの愛用ぶりは，ドイツ語でオノマトペがともすればおおざっぱな表現手段と見な

されて，オノマトペをまじえたテクストが軽率に作り上げられたと見なされるのと対照的である。

　オノマトペがともすればおおざっぱな表現手段と見なされやすいというのは，例えば日本語の

コミックスの独訳において，足が地面や床板などに接するいろいろな場面に対して一律に

„tapp!“や „tapp!, tapp!“が使われるのを見るとき私たちが抱く感想である。すなわち，階段を駆

け下りるときも，足音を忍ばせて近づくときも，自動車に乗り込む足音も，宙高くから飛び降り

て地面に身軽に立つときも書き込まれているオノマトペは „tapp!“か „tapp!, tapp!“である。これ

では „tapp!“や „tapp!, tapp!“はいわば「足音」の総括的な代理語のようなもので，受け手が代理

語を場面に応じてふさわしい擬音語に置き換える作業を引き受けなければならない。H.クライ

ストの怪談「ロカルノの女乞食」で女乞食が真夜中に暗闇のなか寝藁から起き上がって，松葉杖

をつきながら歩み出す足音も，オノマトペ „tapp!, tapp!“で表されているが，これはどんな日本語

に翻訳されるのだろう。

　ただし，日本語のオノマトペのこの具体性と分かりやすさは肯定され受け入れられもし，否定

され排斥されもする。井上ひさしによれば，三島由紀夫はオノマトペの分かりやすさに頼って表

現することを安易なりとして排斥し，宮沢賢治は表現を多彩にし，立体的にする手段として評価

してするさまざまなオノマトペを自ら作り出している。

9．グリム童話の日本語訳とオノマトペ

　児童文学作品が「です体」で書かれたり翻訳されたりすることは当然のようになっている。グ

リム兄弟の童話（原題は Kinder- und Hausmärchen：子供たちおよび家庭のメルヒエン）のいろ

いろな翻訳も例外なく，どの翻訳でも「です体」で翻訳されてきた。すでに『怪談』の改訳の事
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例で観察したように，児童文学作品全般にわたってオノマトペが愛用されることは「です体」の

採用と関係がある。「です体」で書くことは「やさしく」書くことであり，「やさしく」書くこと

は年少の読者でものみ込めるように，具体的で立体的な表現を豊富に用いることを意味するから

である。翻訳者がこのような意図をもつかぎり，オノマトペは彼の翻訳において出番を迎える。

訳文におけるオノマトペの出現は，したがって原文とは無関係である

　本誌第 79号，第 80号，第 81号にわたって，吉川英治の小説『宮本武蔵』においてオノマト

ペを使って表現されている事態がドイツ語ではどのように再現されているかを考察した。そして，

原作でオノマトペによって表現されている事態のほとんどがドイツ語の翻訳テクストではオノマ

トペを使わないで再現されていることを確認した。しかし，この観察をただちに一般化して，日

本語の物語テクストはオノマトペの表現を好み，反対にドイツ語原文の物語テクストはオノマト

ペの表現をそれほど好まないと主張するのは早計である。なぜならば，オノマトペの表現を好む

か否かは，テクストの送り手のテクス作成の意図に関わっているいるからである。送り手がテク

ストを主観的・情緒的に形成しようとする意図が強ければ強いほど，テクストにオノマトペが多

く使われるからである。

　ここでは金田鬼一訳『グリム童話集』を考察の対象に取り上げる。よく知られているメルヒエ

ンを 7篇選び出しオノマトペに関して対照した。なお，例文におけるふりがなは特別な場合を除

いて省略した。

1）「蛙の王さま（一名）鉄のハインリヒ」（KHM 1）の場合

 ① その森のなかには，菩提樹の古木の根がたに，水のもくもくわき出しているところが一か

しょありました。（in dem Walde unter einer alten Linde war ein Brunnen）

 ② この黄金のまりが，どうしたのか，お姫さまのさし上げていたかわいらしい手のなかへは落

ちてこず，すれちがいに地めんへすとんとおちて，．．．（ . . . ， daß die die goldene Kugel der 

Königs Tochter nicht in ihr Händchen fiel, sondern vorbei auf die Erde schlug）

 ③ そのまま，ころころと，水のなかへころげこみました。（ . . . und geradezu ins Wasser 

hineinrollte）

 ④おいおい泣いているところへ，．．．（wie sie so klagte）

 ⑤水のぺっちゃりぺっちゃりさん（Wasserpatscher）

 ⑥蛙のおばかさんが，なにをぺちゃくちゃいうことやら，（was der einfältige Frosch schwätzt）

 ⑦（蛙は）ぷかぷか，浮きあがってきましたが，（kam er wieder heraufgerudert）
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 ⑧ ぴちゃりペちゃり，ぴちゃりペちゃり，．．．なんだか大理石の階段をはいあがってくる（da 

kam, plitsch, platsch, plitsch, platsch, etwas die Marmortreppe heraufgekrochen）

 ⑨戸の前にペちゃんとすわっているのです（ . . . , so saß der Frosch davor）

 ⑩戸をぴしゃりとしめて（Da warf sie die Tür hastig zu）

 ⑪ 王さまは，おひめさまの胸がどきどきしているのを百も御承知で（Der König sah wohl, ihr 

das Herz gewaltig klopfte）

 ⑫蛙がぴょこんととびこんできて，．．．（da hüpfte der Frosch herein）

 ⑬そこへぴちゃんとすわって，．．．（Da saß er und . . . ）

 ⑭おひめさまはぐずぐずしていましたので（Sie zauderte）

 ⑮だれにもちゃんとわかりました（aber man sah wohl, daß . . .）

 ⑯かえるは，ぴちゃりぴちゃり，はいだしてきて，．．．（kam er gekrochen）

 ⑰ぱちーんという音がきこえました（hörte der Königssohn, daß es hinter ihm krachte）

 ⑱王子はぐるりとふりむいて（Da drehte er sich um）

 ⑲途中で，ぱちーんという音がしました（krachte es auf dem Wege）

　翻訳にオノマトペが見つかったのは，上に見られるとおり，全 19例であるが，このうちドイ

ツ語の原文で真正のオノマトペが使われているのはわずかに⑧の „plitsch, platsch, plitsch, 

platsch“ 1例だけである。そのことを原文のオノマトペにも訳文のオノマトペにも直線の下線を

ほどこすことで示した。⑤の „Patscher“は真正なオノマトペとは言えないで，オノマトペ

„patsch!“（ぱちっ，ぴしゃっ［平手打ちなどの音］；ぱちゃっ，ぴちゃっ［ぬかるみに落ちたと

きなどの音］。『郁文堂独和辞典』）から派生された形で，動詞の語幹から動作の主体となる人を

つくる後綴 -erの用法を類推によってまねたものである。しかし，わたしはこのような場合もオ

ノマトペにかぞえることをかねてより主張しているので23），⑧，⑰，⑲も原文にオノマトペが使

われた例にかぞえることとし，例文には⑧とおなじく訳文のオノマトペにも原文のオノマトペか
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らの派生語にも直線の下線をほどこした。結局，原文テクストにオノマトペが使われたのは合計

4例のみであって，それ以外は翻訳者の意図に照らして訳文にオノマトペが使われたのである。

そして，翻訳者の意図とは原テクストの意味を子供でも容易に理解できる日本語の表現に置き換

えることであったと思われる。ここではオノマトペが，たいていの場合，副詞として使われてい

る（er kam gekrochen：かえるは，ぴちゃりぴちゃり，はいだしてきて）。この場合は，訳文の

オノマトペには直線の下線をほどこしたが，原文にそれに相応するオノマトペはなく普通の動詞

があるのみなので，これには波線の下線を施すことによって日独両語間のくいちがいを示した。

動詞 „zaudern“を「ぐずぐずする」と訳する（⑧）とか，„wohl“を「ちゃんと」と訳した（⑮）

のも，やさしく言い換えようとしてオノマトペを使ってしまった事例である。子供の読者のため

を思って表現をやさしく言い換えようとする訳者の意図が極端な形で現れたのが①の場合である。

訳者としては「泉」という訳語を使うだけでは満足できなかったのであろう。「水のもくもくわ

き出しているところ」と言い換えたが，その言い換えのなかに「もくもく」というオノマトペが，

意図してかせずにか，顔を出したのである。

2）「狼と七ひきの子やぎ」（KHM 5）の場合

 ①おかあさんやぎはめーめーとないて（Da meckerte die Alte）

 ②とんとんと，入りぐちの戸をたたくものがあって（So klopfte jemand an die Haustür）

 ③入りぐちの戸をとんとんとたたきながら（[er] klopfte an die Haustür）

 ④とんとんとたたいて（[der Bösewicht] klopfte an）

 ⑤ ところが，のっそりはいってきたのは，おおかみでした（Wer aber hereinkam, das war der 

Wolf.）

 ⑥ むぞうさに，かたっぱしから，大きな口のなかへぐいぐい鵜のみにしてしまいました。

（nicht langes Federlesen: eins nach dem anderen schluckte er in seinen Rachen）

 ⑦よろよろと，外の青々とした草はらへでて（trollte er sich fort,）

 ⑧ そのふくれあがったおなかのなかで，なんだか，もくもく，ぴくぴく，動いているのが目に

つきました。（und sah, daß in seinem angefüllten Bauch sich etwas regte und zappelte.）

 ⑨ひとはさみ，じょっきりきったかとおもうと，（kaum hatte sie einen Schnitt getan）
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 ⑩じょきじょっき，じょきじょっき，きっていくうちに（als sie weiter schnitt）

 ⑪ おおかみが，がつがつしていて，（denn das Ungetüm hatte sie in der Gier ganz hin- 

untergeschluckt）

 ⑫ 子やぎたちをまるごと，ぐうっとのみこんだので（denn das Ungetüm hatte sie in der Gier 

ganz hinuntergeschluckt）

 ⑬ぴよんぴょこ，ぴよんぴょこ，はねまわりました（und hüpften）

 ⑭ 胃ぶくろのなかにはいっている石っころのせいで，のどがからからだったものですから

（weil ihm die Steine im Magen so großen Durst erregten）

 ⑮ おなかのなかの石っころがぶっかりあって，ごとりごとり，音がしました（so stießen die 

Steine in seinem Bauch aneinander und rappelten）

 ⑯ おなかのなかで，ごとごとがらがらと／ころがるものは，なんだろな（was rumpelt und 

pumpelt in meinem Bauch herum?）

 ⑰がぶりと飲もうとしたはずみに（und trinken wollte）

　ここでも訳文にオノマトペが使われている例は 17例見つかったが，原文でもオノマトペが使

われているのは 3例だけであった（①，⑫，⑯）。他の 14例はオノマトペが副詞として使われて

動詞を修飾している場合であった。その修飾の仕方は二とおりにわけられる。一つは，ドイツ語

の動詞に内在している意味を動詞と副詞で分け合って分担している場合（例えば，⑤のように，

„klopfen“は日本語では「とんとんとたたく」になる），もう一つは副詞が動詞の意味を敷衍して

いる場合（例えば。⑤のように原文ではたんに „hereinkommen“で表されている事態をたんに

「はいってきた」ではなくて「のっそりはいってきた」とするとか，⑥のように „schlucken“を

たんに「鵜のみにする」と訳さないで「ぐいぐい鵜のみにする」とする）である。後者は，読者

である児童に場面をより生き生きと，あるいは臨場感をもって読むようにという配慮からなされ

た工夫なのであろう。

3）「ヘンゼルとグレーテル」（KHM 16）の場合

 ①心配のあまり，ごろごろ寝がえりをしながら（sich vor Sorgen herumwälzte）
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 ②やいやい責めたてたので（ließ ihm keine Ruhe）

 ③おなかがぺこぺこなので（vor Hunger）

 ④グレーテルは，さめざめと泣いて（Gretel weinte bittere Tränen）

 ⑤お月さまは皓々と照らして（Da schien der Mond ganz helle）

 ⑥ 白い小砂利は，きらきら，きらきら，光っています（die weißen Kieselsteine glänzten wie 

lauter Batrzen）

 （以下次号）

注

1） 『日本児童文学名作集［上］』116ページ。
2） 同上。
3） 同上。
4） 『日本児童文学名作集［上］』117ページ。
5） 同上書 18～20ページ。
6） 『日本大百科全書』9「こがね丸」の項。
7） 『現代日本文学全集　第三十三篇』4ページ。
8） 『巌谷小波お伽噺文庫』11ページ。
9）  『現代日本文学全集　第三十三篇』 161ページ。下線およびふりがなは原文のまま。
10） 『赤い鳥代表作集・初期』229ページ。
11） 『日本児童文学名作集（下）』192～193ページ。
12） 同上書 181ページ。
13） 千葉省三『トテ馬車』59～70ページより抜粋。
14） 島崎藤村『幼きものに』19ページ。
15） 小山勝清『彦一とんち話（上）』47ページ。
16）  小泉八雲作／平井呈一訳『怪談 ― 小泉八雲怪奇短編集 ―』の解説，254ページ。下線は乙

政。
17） ラフカディオ・ヘルン作／平井呈一訳『骨董』11～12ページ。
18） 小泉八雲作／平井呈一訳『怪談 ― 小泉八雲怪奇短編集 ―』19～20ページ。
19） ラフカディオ・ヘルン作／平井呈一訳『怪談 ― 不思議な事の研究と物語 ―』。下線は乙政。
20） 同上書 243～244ページ。
21） Special Buch Journal Nr. 6.
22） 乙政潤『オノマトペの伝達上の価値⑴』 京都外国語大学研究論叢 LXXIX号，pp. 121～124。
23） 乙政潤『ドイツ語オノマトペの研究 ― その音韻導入契機と音素配列原理 ―』大学書林，

pp. 24～55。
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〈要約〉
　外国語学習において，「新しい単語がなかなか覚えられない」とか「文法が頭に入らない」と
嘆く学習者の声がよく聞かれる。最悪の場合には「私は記憶力が悪いから外国語を勉強する
のに向いていない」と外国語の習得をあきらめようとする人もいる。確かに記憶は外国語学
習に欠かすことのできないものである。記憶は感覚記憶，短期記憶，長期記憶と大きく分類
できるが，外国語学習において重要なことは，学習したものが長期記憶に定着することであ
る。Craik and Lockhartによると短期記憶されている情報は意味づけされることによって，
つまり「意味づけという情報処理」を行うことで，短期記憶を長期記憶に定着させることがで
きるという。そのための外国語教授法並びに学習法の開発が求められる。
　本論においては HoustonやMarkowitschなどの様々な記憶システムモデルに基づき記憶
のメカニズムに注目して，既習外国語が，新たな外国語を学習する時に，また，学習者の外
国語学習態度に対しどのような影響をあたえうるかを検証した。日本人学生の場合，ほぼ全
員において英語が既習外国語であることから，今回は英語学習と関連付けてアンケート調査
を行った。その際，成績上位グループと下位グループに分類して記憶の観点から分析を行っ
た。

Einleitung

  Im Fremdsprachenerwerb ist das kognitive System gefordert und die Aneignung von phonolo-

gischem, lexikalischem und syntaktischem Wissen verläuft nicht ohne die Muttersprache （Vgl. 

Hermann & Fiebach 2004: 70） und ist individuell verschieden. Laut des Gedächtnisforschers und 

Nobelpreisträgers Kandel ist jeder Mensch im Besitz eines unterschiedlichen Gehirns, hat etwas 

anderes gelernt und sein Gedächtnis ist das Bindemittel, das sein geistiges Leben zusammenhält 

（Vgl. Gruber: 2010: 9）. Zu Beginn der ersten Unterrichtsstunde im Fremdsprachenunterricht 

empfiehlt es sich daher die Lernenden nach ihren Lernbiografien zu fragen.

  Lernen findet nicht nur im Kindesalter statt, sondern dauert ein Leben lang, so dass immer 

wieder neue Gedächtniseinheiten gebildet werden. An keine in unserem Leben gemachten 

Erfahrungen könnten wir uns ohne unser Gedächtnis erinnern. So müssten wir z. B. unermüdlich 

das Essen mit Messer oder Gabel oder mit Stäbchen neu erlernen. Auch wäre kein einziger 

Mensch in der Lage zu lesen, zu schreiben und zu sprechen, weder in seiner Muttersprache noch 
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in einer Fremdsprache. Ohne Gedächtnis müsste eine Unterrichtsstunde in deutscher Sprache 

jedes Mal mit  „Guten Tag, mein Name ist ... “ beginnen und erreichte keine höhere Entwicklungs- 

stufe. Anders herum gesehen, sollten einerseits Lernende somit auf Erfahrungen, die sie bei der 

ersten Fremdsprache gemacht haben, zurückgreifen können und andererseits Lehrende dies in 

ihrem Unterricht effektiv nutzen.

  Diese Abhandlung führt in die Gedächtnissysteme ein und versucht anhand einer 

Untersuchung1） zu analysieren, wie die erste Fremdsprache, sich im Hinblick auf das Gedächtnis, 

auf weitere Fremdsprachen auswirken könnte und die Einstellung der Lerner beeinflusst. Dabei 

lässt sich, zwar nicht einwandfrei feststellen, welche Rolle das Gedächtnis beim Fremd- 

sprachenerwerb oder beim Sprachenlernen spielt, aber einige Facetten werden deutlich, die uns 

Hilfestellungen geben können, welche Konsequenzen wir daraus in Bezug auf die Fremdsprachen- 

didaktik ziehen müssen.

1. Was heißt Gedächtnis?

  Fast täglich sprechen wir von unserem Gedächtnis, vom Erinnern und Vergessen und sagen  

z. B. „Das kann ich mir nicht merken.“ oder „Ich habe ein schlechtes Gedächtnis.“ Solche Sätze 

hört man auch im Fremdsprachenunterricht. Aber wissen wir genau, wovon wir sprechen und wie 

unser Gedächtnis arbeitet. Sinz definiert „Gedächtnis“ wie folgt:

„Unter Gedächtnis verstehen wir die lernabhängige Speicherung ontogenetisch erwor-

bener Information, die sich phylogenetischen neuronalen Strukturen selektiv artgemäß 

einfügt und zu beliebigen Zeitpunkten abgerufen, d. h. für ein situationsangepasstes 

Verhalten verfügbar gemacht werden kann. Allgemein formuliert handelt es sich um 

kombinierte Veränderungen der Übertragungseigenschaften im neuronalen Netzwerk, 

wobei unter bestimmten Bedingungen den Systemmodifikationen （Engrammen） 

entsprechende neuromotorische Signale und Verhaltensweisen vollständig oder 

teilweise reproduziert werden können.“ （zit. nach Markowitsch 2009）

Das Gedächtnis wird in der Literatur sehr häufig mit dem Computer verglichen und daher auch als 

Speicher bezeichnet, wie das Mehrspeichermodell von Houston in Abb. 1 zeigt. Durch einen Reiz, 

eine Information, werden im sensorischen Register die Aufmerksamkeitsprozesse angeregt, die 

nach der Bearbeitung im Kurzzeitspeicher in den Langzeitspeicher gelangen. 
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1.1. Die Gedächtnissysteme

  Auch wenn immer von einem Gedächtnis gesprochen wird, gibt es nicht nur ein Gedächtnis, 

sondern mehrere Gedächtnissysteme. Im Folgenden werden die Mechanismen der 

Gedächtnissysteme erläutert. 

1.1.1. Das Ultrakurzzeitgedächtnis （UKZG）

  Das Ultrakurzzeitgedächtnis （UKZG） ist für die Verarbeitung aller Sinneswahrnehmungen,  

d. h. visuelle, auditive, olfaktorische, gustatorische usw. Reize verantwortlich und wird auch 

sensorisches Gedächtnis genannt. Durch die Sinnesorgane werden Informationen an die Gehirn- 

bereiche weitergegeben. Aus diesen bilden sich Gedächtnisspuren, die durch ihre Schnelligkeit 

unbewusst bleiben. Bei visuellen Informationen sind es 250 bis 500 Millisekunden und bei auditiven 

Wahrnehmungen zwei bis zehn Sekunden2）. Visuelle Wahrnehmungen sind schneller analysierbar 

als akustische. Die Aufnahme der Eindrücke geschieht unbewusst. Im sensorischen UKZG werden 

große Mengen von Informationen gefiltert und nicht sofort bearbeitete Informationen, denen nicht 

genügend Aufmerksamkeit zukam, werden getilgt. 

1.1.2. Das Kurzzeitgedächtnis （KZG）

  Baddely （1974） unterbreitete den Vorschlag das Kurzzeitgedächtnis （KZG） als Arbeitsgedächt- 

nis zu bezeichnen. Es spielt im Alltag eine Schlüsselrolle, denn dort werden die Informationen eine 

gewisse Zeit behalten, sortiert, bearbeitet und für die Weiterleitung in das Langzeitgedächtnis 

（LZG） vorbereitet. Die Größe der Chance, dass etwas aufgenommen wird, hängt davon ab, wie viel 

Aufmerksamkeit der jeweiligen Information dabei geschenkt wird. Die Informationsmenge ist auf 

„sieben plus minus zwei“ Informationseinheiten, die Millersche Zahl, auch als „magische Zahl 

sieben“ bekannt, begrenzt. Diese Informationseinheiten sind aber weder mengenmäßig noch 

zeitlich genau festgelegt3）. Bei einer Informationseinheit kann es sich um Silben, Wörter, Aufgaben 

oder Bearbeitungsschritte handeln. Bei dem Transfer von Informationen aus dem Kurzzeit- in das 

Abb. 1 Mehrspeichermodell （Houston 1981: 340）
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LZG verläuft ein aktiver Prozess （Brand & Markowitsch 

2009）. Experimente von Sumby und Pollack （1954） 

zeigten, dass die Leistung des visuellen Gedächtnisses 

die Leistungen des auditiven überragt. Bei der Erstellung 

von Lehrwerken wird diese Erkenntnis berücksichtigt. In 

vielen Lehrwerken für den Fremdsprachenunterricht 

finden sich zahlreiche visuelle Reize.

1.1.3. Das Langzeitgedächtnis （LZG）

  Anders als in den anderen Gedächtnissystemen ist die Verbleibdauer der Informationen, die 

hier zeitlich und räumlich gespeichert werden, unbegrenzt. Die Speicherung geschieht im 

prozeduralen/impliziten Gedächtnis, das auch als nicht deklaratives bezeichnet wird, und im 

deklarativen/expliziten Gedächtnis. Das erstere, das automatisch funktioniert, beinhaltet 

unbewusste Erinnerungen zu Handlungsausführungen und zum Erwerb von wahrnehmungsbezo-

genen, kognitiven und motorischen Fähigkeiten, durch die es uns möglich ist, einen Ball beim Golf 

zu schlagen oder ein Auto zu fahren （vgl. Kandel 2006: 150）. Man kann schwimmen, ohne explizit 

Befehle an den Körper zu geben, oder man spricht seine Muttersprache, ohne zu überlegen, in 

welcher Reihenfolge die Satzglieder im Satz angeordnet sein müssen （vgl. Kandel 2006: 151）. Das 

zweite, das deklarativ/explizite wäre die bewusste Erinnerung an den ersten Schultag. 

Entscheidend für einen erfolgreichen Output von Fremdsprachen ist es für Lernende die fremdsp-

rachlichen Informationseinheiten im LZG zu speichern.

1.2. Die fünf Gedächtnissysteme nach Markowitsch

  Markowitsch （2005） nimmt neben dieser Zweiteilung eine Kategorisierung des LZG in fünf 

Gedächtnissysteme vor:

 1. das prozedurale Gedächtnissystem, das Routinehandlungen, wie z. B. Fahrrad fahren, ge-

speichert hat, die schwer zu verbalisieren sind

 2. das Priming, bei dem man z. B. beim Anhören einer kurzen Tonsequenz das Lied wieder-

erkennt, das man morgens unbewusst im Radio gehört hat 

 3. das perzeptuelle Gedächtnissystem, das uns befähigt, Objekte und Personen aufgrund eines 

Gefühls von Vertrautheit oder Bekanntheit zu identifizieren 

 4. das semantische Gedächtnissystem, das zum Beispiel u.a. chemische Formeln und die Namen 

der japanischen Präfekturen beinhaltet

 5. das episodische Gedächtnissystem, das z. B. die Erinnerung an den ersten Kuss mit der 

Abb. 2 Aufgaben des KZG
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Freundin oder dem Freund gespeichert hat

Erfahrungen, die durch hochgradig emotionale Ereignisse gemacht worden sind, verankern sich 

fest im Gedächtnis und bleiben für die Ewigkeit abrufbar4）.

  Im Allgemeinen sind die Informationen deaktiviert und zu ihrem Abruf oder zu ihrer 

Reproduktion bedarf es einer Aktivierung. Die Aktivierung dehnt sich vom aktivierten Teil des 

Gedächtnisses über bestehende Verbindungen durch ein langzeitgespeichertes Netzwerk von 

Assoziationen zu anderen Teilen des Gedächtnisses aus, die so aufgerufen werden können. Von 

dieser Ausdehnung ist es abhängig, wie schnell die Informationen bemerkt und verwertet werden 

können. Diese werden anschließend im KZG aktiviert, wodurch sich der Abruf beschleunigt. Für 

Informationen, die noch im LZG sind, wird eine längere Abrufzeit benötigt. Gedächtnisinhalte 

werden dauerhaft im LZG gespeichert. Die Problematik besteht im Vergessen, des nicht 

Wiederfindens von Informationen. Es ist entscheidend, wie die Informationen im LZG systematis-

iert sind. Ordnung unter den Informationen ist der Schlüssel zu ihrem besseren und leichteren 

Abruf. 

   Wenn jemand Informationen in einem aktiven Prozess verarbeitet, ruft er Daten aus der 

Außenwelt ab, um sie anschließend mit bereits existierendem Wissen zu rekodieren, d. h. die 

Informationsverarbeitung ist zur gleichen Zeit daten- als auch wissensgeleitet （vgl. Wolf 1996: 545）. 

Zu dem bereits anzunehmenden existierenden Wissen der japanischen DaF-Lernenden gehören die 

Kenntnisse der englischen Sprache, die die meisten mindestens sechs Jahre gelernt haben. Wie 

bereits in der Einleitung er wähnt, funktionier t jedes Gedächtnis und somit jeder 

Abrufmechanismus individuell. Nur Lernende, für die englische Informationseinheiten so präsen-

tiert wurden, dass sie bis ins LZG gelangen konnten, können diese für weitere Fremdsprachen 

nutzen.

2. Gedächtnis und Lernen

  Die Beziehung zwischen Gedächtnis und Lernen kann man als untrennbar bezeichnen. Beide 

Begriffe beschreiben keine zwei unterschiedlichen Erscheinungen. In der Tat kann niemand ohne 

Abb. 3 5 LZG-Systeme nach Markowitsch （2005）
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Gedächtnis lernen und umgekehrt verliert das Gedächtnis ohne das Lernen seine fundamentale 

Funktion. „Gedächtnis ist phänomenal nicht zu trennen von Lernen“ （Sinz 1979: 16）. Beim Lernen 

geht es mehr um die Prozesse des Aneignens und bei Gedächtnis stehen die Vorgänge der 

Speicherung und des Abrufs im Vordergrund （Edelmann/Wittmann 2012: 206）. Gelerntes kann 

nach der Speicherung aus dem Gedächtnis abgerufen werden.

2.1. Lernprozesse

  Gedächtnisanforderungen werden in der Regel von Lernenden durch wiederholtes 

Auswendiglernen bewältigt. Um 90 Prozent der japanischen DaF-Lernenden geben als Lerntechnik 

wiederholtes Schreiben an. Ohne die Lerninhalte assoziativ zu verketten, ist diese Lerntechnik 

weniger effektiv. An Effektivität gewinnt sie erst dadurch, dass assoziativen Verket- 

tungen Vorstellungsbilder hinzugefügt werden. 

  Folgende Aktivitäten von Lernenden können erreichen, dass das zu Erlernende resistent 

gegen das Vergessen und zugriffsbereit ist （Lukesch 2001: 226ff）:

 1. die Elaboration von Merkinhalten:

Dabei fügen die Lernenden in Form von Verknüpfungen mit bereits Bekanntem dem 

Merkinhalt weitere Informationen hinzu. 

 2. die Ordnungsbildung:

Lerner bilden aus dem Merkinhalt Hierarchien, Kategorisierungen usw. 

 3. die Wiederholung

2.2. Lernmechanismen

  Zu den Mechanismen des Lernens von Informationen wurden und werden immer wieder 

Experimente gemacht. Ebbinghaus （1885） vertrat die These, dass geistige Prozesse ihrer Natur 

nach messbar sind. 

 1. Übung vervollkommnet das Gedächtnis:

Es gibt einen direkten Zusammenhang zwischen der Anzahl der Wiederholungen und der am 

nächsten Tag behaltenen Wörtern. Das LZG scheint eine reine Ausdehnung des Kurzzeit- 

gedächtnisses zu sein. 

 2. sechs bis sieben Wörter konnten in einer Darbietung gelernt werden, aber für längere Listen 

waren mehrere Darbietungen nötig5）.

  Ein von William 1890 durchgeführtes Experiment, in dem er selbst versucht hatte, acht Tage 
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lang 158 Zeilen von Victor Hugo auswendig zu lernen und dabei feststellte, dass er statt weniger 

Zeit mehr Zeit als am Anfang brauchte, hat gezeigt, dass wiederholtes Auswendig- 

lernen die Gedächtniskapazität nicht erhöhen konnte. Das heißt, dass reines Auswendiglernen  

zu keinem effektiveren Lernen führt, anders als das Auswendiglernen mit Techniken. Zum  

Beispiel wird das durch Experimente dokumentiert, bei denen Probanden die Anzahl von  

Zahlen beim Auswendiglernen durch den Einsatz von Elaboration steigern konnten （Lukesch 2001: 

219）. 

  Auch nach Herkner （1992） „fördern nicht sture, gedankenlose Wiederholungen6）（...） die 

Speicherung von Informationen, sondern aktive Bearbeitungen, des Lernmaterials“. „Je größer die 

Assoziationsdichte, d. h. mit je mehr Informationen ein Item assoziiert ist, umso größer ist die 

Wahrscheinlichkeit, dass es gefunden und abgerufen werden kann“ （Kruppa 1983: 83）. Bei 

besserem Lernen und stärkerer Codierung des Lernstoffs verbesserten sich Lernergebnisse 

（Loftus 1974）.

2.3. Die Rolle der Verarbeitungstiefe beim Lernen

  Wenn Informationen im Kurzzeitspeicher erhalten bleiben sollen, müssen Reize existieren, die 

nicht durch Desinteresse aussortiert werden und aktiv verarbeitet werden, denn bei genügend 

langem Erhalt der Information im Kurzzeitspeicher tritt der Transfer vom Kurzzeitspeicher in den 

Langzeitspeicher automatisch ein. Mit dem passiven Memorieren der Information ist es nicht 

getan. Sie wird auf diese Weise nicht vom Kurzzeitspeicher in den Langzeitspeicher transferiert. 

Entscheidend für den Transfer ist die Verarbeitungstiefe. 

  Unter Verarbeitungstiefe wird die Art und Weise bzw. Intensität, mit der die Informationen 

organisiert, analysiert und manipuliert werden, verstanden. Aufgrund von unterschiedlichen 

Beschäftigungen mit Informationen, die Probanden behalten sollten, haben sich in Experimenten 

völlig differente Leistungen im Behalten ergeben. 

Abb. 4 Craik/Lockharts （1972） Verarbeitungstiefenmodell
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Auf drei verschiedene Weisen mussten sich Probanden mit Wörtern 

auseinandersetzen. Die erste Probandengruppe achtete auf die Orthographie, die 

Klein bzw. Großschreibung der Wörter, die zweite Probandengruppe achtete darauf, 

ob sich die Wörter reimten und die dritte Probandengruppe sollte die Wörter 

daraufhin überprüfen, ob sie in ein bestimmtes semantisches Wortfeld passen. Die 

dritte Gruppe schnitt viermal besser als die erste Gruppe und doppelt so gut wie 

die zweite Gruppe ab. Daraus wurde geschlossen, dass eine semantische 

Informationsverarbeitung als tiefer zu bezeichnen sei, als eine 

Informationsverarbeitung, die sich auf strukturelle Merkmale stützt , was auch dem 

Verarbeitungstiefenmodell von Craik und Lockhart in Abb. 4 entspricht.  

Bisher ist ungeklärt, warum die Verarbeitungstiefe die Langzeitspeicherung 

eher fördert als wiederholendes Auswendiglernen  (Vgl. Gluck 2010: 177).  

Aus neueren Forschungen geht hervor, dass die gleichen Hirnareale bei der 

Fremdsprache arbeiten wie bei der Muttersprache. In einer Studie von Tasuno und 

Sakai (2005) wurde die Verarbeitung von englischen Vergangenheitsformen mit  

Hilfe der funktionalen Magnetresonanztomographie (fMRT) bei 12jährigen 

Reiz- 

eingabe Prozessor  

Verarbeitung    Reizanalyse       Behaltensleistung 

Zentra ler  
mittel      phonemisch (Laut)       mittel 

flach        graphisch (Form)       gering 

tief       semantisch (Bedeutung)    hoch 

Abb. 4  Craik/Lockharts (1972) Verarbeitungstiefenmodell 
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  Auf drei verschiedene Weisen mussten sich Probanden mit Wörtern auseinandersetzen. Die 

erste Probandengruppe achtete auf die Orthographie, die Klein bzw. Großschreibung der Wörter, 

die zweite Probandengruppe achtete darauf, ob sich die Wörter reimten und die dritte Probanden- 

gruppe sollte die Wörter daraufhin überprüfen, ob sie in ein bestimmtes semantisches Wortfeld 

passen. Die dritte Gruppe schnitt viermal besser als die erste Gruppe und doppelt so gut wie die 

zweite Gruppe ab. Daraus wurde geschlossen, dass eine semantische Informations- 

verarbeitung als tiefer zu bezeichnen sei, als eine Informationsverarbeitung, die sich auf struk-

turelle Merkmale stützt, was auch dem Verarbeitungstiefenmodell von Craik und Lockhart in 

Abb. 4 entspricht. 

  Bisher ist ungeklärt, warum die Verarbeitungstiefe die Langzeitspeicherung eher fördert als 

wiederholendes Auswendiglernen （Vgl. Gluck 2010: 177）. 

  Aus neueren Forschungen geht hervor, dass die gleichen Hirnareale bei der Fremdsprache 

arbeiten wie bei der Muttersprache. In einer Studie von Tasuno und Sakai （2005） wurde die 

Verarbeitung von englischen Vergangenheitsformen mit Hilfe der funktionalen Magnetresonanz- 

tomographie bei 12 jährigen japanischen Oberschülern, die gerade mit dem Englischunterricht 

angefangen hatten, untersucht. Nach einer Dauer von zwei Monaten, in denen man sich mit dem 

Unterrichtsthema Past tense beschäftigt hatte, wurde die Past tense-Bildung untersucht. Ein 

Vergleich zu der Bildung der Vergangenheitsformen im Japanischen und nach sechs Jahren 

Englischunterricht ergab, dass sich bei steigendem Sprachkönnen die Hirnaktivitäten verringerten 

und die Verarbeitungsmuster sich der Muttersprache annäherten （Vgl. Weskamp 2011: 20f）. Die 

Muttersprache und die Fremdsprache werden also nicht an unterschiedlichen Orten im Gehirn 

verarbeitet.

  Wenn man davon ausgehen könnte, dass Fremdsprachen wie Muttersprachen gelernt würden, 

sollte man das bei der Unterrichtsmethodik und der Vermittlung von Lerntechniken ausnutzen.

3. Didaktische Konsequenzen

  Aus der Perspektive der neurowissenschaftlichen Gedächtnisforschung werden mit Lern- 

inhalten, die nicht gelangweilt sondern so attraktiv präsentiert werden, dass sich die Lernenden 

dafür begeistern, Erfolge erzielt.

Positive Emotionen haben drei relevante Funktionen （Brand & Markowitsch 2009: 83）:

 1. Sie führen zur leichten Einspeicherung und Erinnerung.

 2. Sie dienen als Abrufhinweise.
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 3. Sie aktivieren das sogenannte Belohnungssystem im Gehirn

Es ist leicht vorstellbar, dass Lernende an einem Unterricht eines enthusiastischen Lehrenden 

aktiver teilnehmen. Zur Verringerung einer Überlastung des Gehirns durch zu viele neue 

Informationen sollten die Lehrenden die Aufmerksamkeit der Lernenden auf die wichtigsten Reize 

lenken （Brand & Markowitsch 2009: 81）. Die Reize müssen darüber hinaus neben der Vorausset- 

zung der positiven Emotionen Interesse bei den Lernenden hervorrufen, denn um Informationen 

vor der Aussortierung ins UKZG zu bewahren, wird es darüber hinaus erforderlich im 

Fremdsprachenunterricht eindrucksvolle Sinneswahrnehmungen anzubieten. Das Gleiche gilt für 

die Aufnahme in das KZG. 

  Es ist wichtig, sich als Lehrende im Rahmen der Vermittlung von fremdsprachlichen 

Informationen zu engagieren, die nötige Aufmerksamkeit auf die zu lernende Information zu legen, 

denn sonst erreicht sie das KZG möglicherweise erst gar nicht und das LZG erst recht nicht.

4. Umfrage per Fragebogen7） unter DaF-Lernenden

  Wie die bisherigen Darlegungen der Gedächtnisforschung und der Lernpsychologie gezeigt 

haben, ist der Weg vom UKZG bis zum LZG kurz zusammengefasst von einigen Faktoren abhängig. 

Er beginnt mit einem Reiz, der durch Aufmerksamkeit entsteht und u. a. durch positive Emotionen 

weitergeleitet wird. 

  Der Wortschatz und die Grammatik der englischen Sprache ähneln der deutschen Sprache in 

vielen Bereichen. Diese Ähnlichkeiten könnten die Probanden, deren erste Fremdsprache Englisch 

ist, als hilfreich empfinden, denn jede neue Information wird, wie bereits oben erwähnt wurde, mit 

einer bekannten bzw. ähnlichen verglichen. Das Speichern von neuen Informationeneinheiten im 

Gedächtnis wird erleichtert. Es ist anzunehmen, dass diese Erleichterung einen positiven Einfluss 

auf die Leistungen in der zweiten Fremdsprache, der deutschen Sprache, ausübt. Zur Überprüfung 

dieser Annahmen sind Probanden zum Ausfüllen eines Fragebogens gebeten worden und diese 

Ergebnisse sind mit den Leistungen korreliert worden.

4.1. Auswertung8） des Fragebogens

  In diesem Fragebogen sind die Probanden nach ihren Motiven zum Deutschlernen9）, nach 

ihrem Eindruck, den sie von dem Englischunterricht an der Mittelschule und Oberschule hatten, 

zu verschiedenen Aspekten ihres Lernverhaltens und zu den von ihnen selbst empfundenen 

Verknüpfungen der englischen zur deutschen Sprache befragt worden. 

  In der Lernpsychologie sind positive Emotionen die Voraussetzung für die Aneignung von 
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Wissen, so dass daher die Pro-

banden in Frage 2 nach ihrem 

Eindruck, den sie von ihrem Englisch-

unterricht in der Mittelschule und 

Oberschule haben, gefragt wurden. 

Dabei sollte untersucht werden, ob 

positive Emotionen zu besserem 

Behalten und leichterem Abruf 

führen. Die Anzahl der Leistungs-

stärkeren und Leistungsschwächeren, bei denen der Englischunterricht einen sehr positiven bis 

positiven Eindruck hinterlassen hat, weicht kaum voneinander ab, aber den eher schlechteren bis 

schlechten Eindruck hat mit über 10% und 5% die leistungsschwächere Gruppe.

  Frage 3 bezieht sich darauf, in welchem Maß die Probanden Englisch im Allgemeinen als 

hilfreich beim Deutschler nen 

empfinden. Das Gedächtnis vergle-

icht jede neue Information mit 

bereits gespeicherten Informationen 

und baut darauf auf. Das heißt, dass 

es von Interesse ist, in welchem 

Ausmaß eventuell gespeicherte und 

abrufbare Englischkenntnisse als 

hilfreich eingestuft werden. Aus der 

Tab. 2 wird dazu ersichtlich, dass eher die Leistungsstärkeren Englisch als hilfreich empfinden. 

Man kann annehmen, dass die Leistungsschwächeren durch den negativen Eindruck weniger 

Informationseinheiten gespeichert bzw. zum Zugriff bereit haben. 

  Auf die Ähnlichkeiten im Wortschatzbereich zielt Frage 4 ab, wobei die Ergebnisse im 

guten Bereich bei beiden Gruppen 

unerwartet niedrig ausfallen. Dass in 

einem Verhältnis von nur 10% zu 3% 

die Leistungsstärkeren der Meinung 

sind, dass es Ähnlichkeiten im 

Wortschatz gibt, lässt den Schluss 

zu, dass Ähnlichkeiten im Wortschatz-

bereich für Anfänger noch nicht 

signifikant sind. 
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  Bei der Frage 5 sind die Pro-

banden danach gefragt worden, ob 

ihre Englischkenntnisse ihnen das 

Behalten im Bereich der deutschen 

Grammatik erleichtern. Die größte 

Gruppe stellen dabei die Leistungs-

stärkeren mit der Antwort „einiger-

maßen“ dar. Mit „eher nicht“ und 

„gar nicht“ zeigt sich für die Leistungs-

schwächeren ein mit 25% eindeutiges Ergebnis. 

  In Frage 6 ging es um selbst ausgedachte Lerntechniken zum besseren Behalten, denn sowohl 

im Hinblick auf den Elaborationsgrad als auch auf das Verarbeitungstiefenmodell müssten sich bei 

Probanden, die sich selbst Lerntechniken ausdenken, besser Lerninhalte einspeichern lassen und 

diese zur Abrufbarkeit bereit sein. 

Das sollte schließlich zu besseren 

Leistungen führen. Diese Annahme 

wurde mit über 25% bei den Leistungs-

stärkeren zu unter 5% bei den Leistungs-

schwächeren bestätigt. Wer sich mit 

den Lerninhalten mehr auseinander-

setzt, erzielt dementsprechend 

bessere Erfolge.

5. Fazit

  Aus methodisch-didaktischer Sicht halte ich es für sehr wichtig, sich damit zu beschäftigen, 

wie die Verarbeitung von Sprache im Gehirn funktioniert und wie sie im Gedächtnis gespeichert 

wird. Die in der Hirnforschung gewonnenen Erkenntnisse sollten nicht unberücksichtigt bleiben, 

damit Fremdsprachenunterricht noch effizienter gestaltet werden kann. Jedem Lehrenden bleibt es 

überlassen, wie er es schafft die Aufmerksamkeit seiner Lernenden auf den Lerngegenstand zu 

lenken, um diesen langfristig zu behalten, denn ohne Überzeugung der eigenen Handlung kann die 

Lehrperson das sensorische Register der Lernenden nicht ansprechen und der Lerngegenstand 

könnte direkt im UKZG getilgt werden und der Lernprozess wäre beendet, bevor er überhaupt 

begonnen hätte. 
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Anmerkung

1）  Es wurde ein Fragebogen erhoben. Daran haben 36 Deutschanfänger aus zwei Universitäten 
teilgenommen. Die Ergebnisse des Fragebogens wurden mit den Unterrichtsleistungen der 
Lernenden korreliert.

2）   Näheres zu diesen Experimenten s. Croisile 2004: 84.
3）  Ausführlicheres zu der Einheit 7 findet sich bei Roche 2013: 63 f.
4） Zum Thema emotionale Ereignisse s. Markowitsch 2009: 113.
5） Der Punkt 2 ist mit der späteren entdeckten magischen 7 vergleichbar.
6）  Gedankenloses Wiederholen könnte vergleichbar mit dem wiederholten Schreiben von Lernstoff 

bei japanischen Studierenden sein. Diese Lerntechnik wurde von japanischen Studierenden in 
meinen bisher durchgeführten Umfragen zu ca. 90% angegeben. 

7） Der Fragebogen befindet sich in Anhang 1.
8）  Die Auswertung von Frage 7 und 8 bleiben hier unerwähnt, weil als Analysekriterium Ablei- 

tungen aus bisher gelernten Fremdsprachen bestimmt worden war und die Probanden solche 
Beispiele nicht angegeben haben. 

9）  Bei der Analyse der ersten Frage wurde nur das Kriterium berücksichtigt, ob die englische 
Sprache oder andere Sprachen als Grund genannt wurden. Das war bei den Probanden nicht der 
Fall.
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〈Summary〉
  Poetic image words are the essential factor of poetry. In order to understand the deep 

meaning of the poetic language correctly, the cultural context which the poetic image words 

depend on must be taken into consideration. The semantic understanding of the poetic image 

words can be aided by the relation of the two parameters in the linguistic coordinates. In the 

cross-cultural teaching of Chinese poetry appreciation, especially for the higher grade foreign 

students, we can analyze the deep implications of the poetic image words, combining with the 

explanation of Chinese cultural knowledge, so that the foreign students can not only under-

stand and appreciate the Chinese poetry, but also feel the Chinese culture. 

Key words: the cross-cultural teaching of Chinese; the poetic image words; Chinese poetry 

appreciation

汉语诗歌是中国传统文化的精髓。诗歌意象词语是构成诗歌语言的基本因素，客观物象词语入

诗即成为意象词语，成为诗人情感的载体。诗人正是通过对客观物象词语的恰当选择而完成了诗歌

意象语言的建构，从而表达自己的情思和感受。不同的民族诗歌中，民族文化语境不同，导致同一

事物所引起的语义联想有所不同，也导致诗人选择不同的客观物象词语作为诗歌的意象词语来表达

相似的情感（刘芳，2012a）。因此，正确把握诗歌意象词语赖以存在的文化语境，是深刻理解诗歌

深层语义的重要依据和保证。在跨文化高年级汉语诗词鉴赏教学中，结合中国的历史文化、民情风

俗、思维模式、宗教信仰等方面的知识，通过对构成诗歌语言基本成分——“意象词语”的语义分

析，使外国学生能够理解、进而欣赏中国诗词，从而感受中国文化。

文学领域中意象一词的运用最早源自于中国诗歌理论，是中国诗歌理论中出现最早而且又得到

广泛运用的重要术语，因此，文学中一提及意象也多指诗歌意象。
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诗歌意象是诗歌的基本构成因素，是诗歌的灵魂和本质特征，它对诗歌起着至关重要的作用。

那么，什么是诗歌意象呢？古今中外的众多学者对此概念界说不一。

中国王长俊先生（2000 ：21）认为：“诗歌意象的产生，也是‘象’（表象）接受‘情’的渗透

的结果，一旦生活表象染情，就成为诗歌意象。”李孝诠先生（2004）说，“诗歌意象是诗人在创作

过程中为表达一定的审美理想或思想感情而精心营构的、融入了诗人情感和思想的主客统一的符号

化表象。”翁光宇先生（见吴晓，1990 ：9）说：意象“是诗人的主观意念和外界的客观物象猝然撞

击的产物，是诗人为了表现自己的内心世界，把客观的物象经过选择、提炼，重新组合后而产生的

一种含有特定意义的语言形象。”李元洛先生（同上）说：“意象是客观的生活场景和诗人的主观的

思想感情相交融，通过审美意象的创造而以文字表现出来的艺术景象或境界。”

英美意象派奠基人、美国的庞德（Pound）（2004 ：84）为意象下了这样的定义：“An image is 

that which presents an intellectual and emotional complex in an instant of time.”（一

个意象是在一刹那时间里呈现理智和情感的复合物的东西）。意象派主要成员、英国诗人福特（F. 

M. Ford）认为：“诗的思想最好通过塑造具体的物体得到表现。”（见吴晓，1990 ：9）英国女批评

家斯珀津（C. Spurgeon）将意象界说为：“用任何一种方法勾画出来的任何一个想象的画面或其他

经验，它不仅可以通过诗人的某一感官，而且还可以通过他的头脑和情感为他所感知；诗人为了达

到类比的目的，往往把它们用于最广义的明喻和隐喻形式”（见王先霈等，1999 ：202）。美国新批

评派的重要人物布鲁克斯（C. Brooks）和沃伦（P. P. Warren）指出，“意象是诗的核心”，诗人

是 “按意象思维”的，或者“通过意象或在意象中感觉”的，“思想、感情、意象……以及语言机

制和节奏的这种密度、这种渗透、这种融合，乃是诗的本质、诗的力量的源泉” （Brooks & Warren，

2004 ：196）。英国诗人刘易斯（C. D. Lewis ）认为，意象是“语言绘成的画面”，“一首诗本身也

可以是多种意象描写绘制成的一个意象” （Lewis，1984 ：18）；他还在《意象的定式》中说：“一首

诗中的意象就像一系列放置在不同角度的镜子，当主题过来的时候，镜子就从各种角度反映了主题

的各个不同侧面……他们不仅仅反映了主题，而且也赋予主题以生命和外形，它们足以使精神形象

可见。”（刘易斯，1989 ：96 ）

这些国内外学者都从不同的侧面对诗歌意象做了不同的界定，但它们的核心内涵是一致的，即

诗歌意象由主观的“意”和客观的“象” 两个方面融汇组合而成。“意”即指思想、情感、观念、

意识等，“象”即指自然、社会各种客体的具体物象、事象。诗歌意象是“情”与“景”的交融，

“心”与“物”的互映。诗人创作诗歌的过程是诗人对生活的观察、感受、酝酿、表达的过程：首

先诗人对外界事物心有所感，然后将之寄托于精心选定的具体物象或事象，并融入自己的感受，创

造出特定的意象，再由意象构成诗作中特定的艺术意境。当主观的“意”与客观的“象”在思维空

间经过碰撞而有机融合之时，便产生了主客观统一的诗歌意象。诗歌意象作为情思的载体，其作用

在于立象寓意，托物言志，借景抒情。诗人将主观情思寄托于客观事物，将抽象的情思寄托于具体

的物象，使之成为情景交融的可感可触的艺术形象，从而产生无限的艺术魅力（刘芳，2007）。
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诗歌意象这一术语自诞生之日起，就与大自然以及社会中个别具体的、可感知的客观事物联系

在一起。客观物象、事象入诗即成为诗歌意象，从而成为诗人主观情思的寄托物。我们认为，从语

言学角度分析，与诗歌意象相对应的大多是日常语言中表示具体物象、事象的名词性词语，包括名

词性词和名词性短语，如“太阳”、“雨”、“落花”、“冷月”等。这些具象性的、可感知的名词性词

语用在诗歌中便成为意象词语，从而使诗人的情感有准确具体的“客观对应物”，以便使抽象的情

感被生动形象地表达出来（刘芳，2012b）。

在跨文化汉语教学中，尤其是高年级的汉语教学中，中国经典诗词鉴赏教学能够使外国学生理

解、进而欣赏中华民族的精粹，从而感受中国语言和中国文化。我们在跨文化汉语诗词鉴赏教学中，

具体可以采用以下教学流程：介绍诗词作者及创作背景 提取诗词中的意象词语 分析意

象词语的多项语义 确定意象词语的深层蕴含 鉴赏整首诗词。

诗词作者概况及创作背景的介绍是鉴赏经典诗词的重要前提，也是跨文化汉语诗词鉴赏教学的

第一步。我们首先应为外国学生介绍诗词作者的家庭、经历及创作诗词的个人、社会因素等背景知

识，这些背景能为外国学生理解和鉴赏诗词提供重要的条件。我们以苏轼1) 的《明月几时有》在跨

文化汉语诗词鉴赏的教学为例：

　　

 

　　

这首词写于中秋节，当时苏轼与弟弟已分别五年。中秋佳节的明月普照大地，长空浩渺无际，

词人想起自己政治上被压制，不能施展抱负，又加上怀念身在远方的兄弟，不禁感慨万千，趁着酒

酣兴浓，创作了这首富有浪漫色彩的名篇。在跨文化高年级汉语经典诗词鉴赏教学中，首先为外国

学生进行诗词作者——苏轼及创作背景的简单描述和介绍，使他们大致了解诗词创作的相关背景知

识，为他们理解和鉴赏这首词提供一定的前提条件。

客观物象词语入诗即成为意象词语，成为诗人情感的载体。诗歌意象词语是构成诗歌语言的基
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本因素，诗人正是通过对客观物象词语的恰当选择而完成了诗歌意象语言的建构，从而表达自己的

情思和感受。因此，诗词中意象词语的提取和解读是理解和鉴赏诗词的关键。

跨文化高年级汉语诗词鉴赏教学中，在为外国学生介绍诗词作者及创作背景之后，提取整首词

的意象词语是理解和鉴赏诗词的重要教学环节。我们仍以上文的《明月几时有》一词为例。外国学

生对诗词作者——苏轼的经历及创作背景有了大致的了解之后，我们应向外国学生讲解整首诗词的

中心意象词语：“月”。诗词题名以“月”为意象词语，整首词紧紧围绕中心意象词语“月”，先对

月宫仙境展开美好的幻想，而后借用“月”的自然运转规律“阴晴圆缺”来感叹人生的喜怒无常。

整首词以中心意象词语“月”为主线，使情、景、理融会贯通起来。

意象词语是由表示客观事物的具象性词语来承担的，除了具有最基本的概念意义之外，不同的

民族文化语境还赋予了意象词语独特的文化语义。在不同的文化语境中，同一事物所引起的语义联

想不同，因而，表示这一事物的语言所蕴含的文化含义也就有很大差异。当诗人选用一个具有文化

含义的具象性词语作为意象词语时，这一词语便成为呈现某种民族特定情感的意象词语，诗人可以

借助这一特定的意象词语迅速引起读者的共鸣，达到造境之目的；同时，读者也可由此来探究意象

词语所寄寓的情感意图，进而把握诗词的内在意涵。如中国诗歌中的“杜鹃”、“月”、“鸳鸯”、“红

豆”、“夕阳”、“落花”、“梅、兰、竹、菊”等意象词语，英语诗歌中的“rose”（玫瑰）、“Helen”

（海伦）、“skylark”（云雀）、“nightingale”（夜莺）、“daffodil”（黄水仙）等意象词语，都由代

代诗人传承下来，在不同时代、不同作者的诗歌中被反复使用以表达相同的意蕴。因此，不同的文

化语境赋予了意象词语独特的文化语义，并对于诗歌意象词语深层语义的解读起着重要的制约作用。

我们仍以《明月几时有》为例。跨文化高年级汉语诗词鉴赏教学中，在提取全词的意象词语

“月”之后，我们开始为外国学生进行“月”文化含义的介绍：

意象词语“月”在中国传统文化中具有多重文化含义。在中国，日为阳，月为阴；男性为阳，

女性为阴。月亮就是母亲和女性的化身，代表着女性的静温与和谐，也反映着女性世界的失意和忧

伤。因而，汉语词语“月”就蕴含着一种“游子思归，两地相思，望月怀远，共生情思”的意味。

中国诗词中亦常常有大量以“月”为意象词语的作品，表现出“望月思归的主题，旧梦重温的情

结”。当孤臣浪子云游天涯之际，总是把明月与故乡联系起来，意象词语“月”即蕴含有“启动乡

愁、寄托情思”的民族文化含义。这种以意象词语“月”来表达“望月相思”的感伤之作在中国诗

词中比比皆是，如诗人张九龄的《望月怀远》、《古诗十九首》中的《明月何皎皎》、曹植的《七哀

诗》、李白的《静夜思》、杜甫的《月夜》、王建的《十五夜望月》、温庭筠的《菩萨蛮》。

此外，在以“月”为感伤意象词语的大量名诗佳篇中，中国文人除了用“月”来表示“游子思

归，两地相思”之意外，还常常借“月”的“圆缺、盈亏、夕来晓去”等自然规律来感叹人生的

“悲欢、离合、沉浮、荣辱、吉凶”等，具有象征“人生无常”的文化含义，苏轼的《明月几时有》

就是突出的代表。

在跨文化高年级汉语诗词鉴赏教学中，通过对意象词语“月”多重语义的介绍，让外国学生充
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分了解，“月”在汉语诗词作品中是典型的寄托诗人种种情思的感伤意象词语，它积淀着深厚的中

华民族内涵，散发着浓郁的中华民族气息，美国汉学家克兰默·宾 (L. Cranmer Byng) 在谈到中国

古代诗人传统的吟咏对象时也说到：“月亮高悬在中国古典诗坛的上空……”（见张德明，1997 ：

57）

诗歌意象词语在基本概念意义的基础上，还具有民族文化赋予的多重文化含义。但如何在意象

词语的众多语义中确定其在某首诗词中所具有的深层语义呢？这是我们在跨文化高年级汉语诗词鉴

赏教学中最核心环节。

为了确定诗歌意象词语的深层语义，我们可以寻求语言坐标系中两轴语义关系2) 的帮助，语言

的两轴关系可以为任何言语现象提供解释的方法。语言的组合轴和聚合轴的思想源自于索绪尔（F. 

D. Saussure）3)，而进一步对此进行深入探讨和论述并做出了很大贡献的是语言学家雅各布森（R. 

Jakobson）。雅各布森（1960 ：370）指出，“将相似关系置于邻近关系上，便可以赋与诗歌以彻底

的象征和复杂多义的精髓。”雅各布森所说的相似性（similarity）也就是语言的聚合关系，邻近

性（contiguity）则是语言的组合关系，两者一则表现为“选择轴”一则表现为“组合轴”。他进

而还讨论了语言的两轴与语言的隐喻和转喻方式的关系，他认为，语言中的两轴关系实际上反映了

语言的两种主要方式——隐喻和转喻的基本特征。

诗歌意象词语的深层语义理解同样可以诉诸于语言坐标系的两轴关系。对于诗歌来说，构成横

轴的可以是一行诗，也可以是整首诗的线性发展；构成纵轴的则是诗歌语言的灵魂——“意象词

语”的众多内涵或联想意绪，这些内涵是和一个民族的文学传统、历史文化背景、社会心理、审美

情趣等等紧密联系的。从语义关系上讲，诗歌的上下文意义构成诗歌意象词语语义理解的横轴，意

象词语的各种语义构成意象词语语义理解的纵轴（刘芳，2011）。

在跨文化高年级汉语诗词鉴赏教学中，为学生介绍意象词语的多种蕴含，可以使学生了解中国

文化的博大精深，随后，我们可以借助语言坐标系两轴语义关系的帮助，确定意象词语的深层内涵。

我们仍以意象词语“月”为例，首先为外国学生讲解中国文化赋予意象词语“月”的多重文化含

义：具有“启动乡愁、寄托情思”以及象征“人生无常”的感伤意蕴。而后，为外国学生分析在唐

朝诗人张九龄的《望月怀远》中，意象词语“月”所具有的深层含义。

　　

诗句中，意象词语“月”蕴含着“寄托相思”的深层语义。跨文化高年级汉语诗词鉴赏教学中，

我们在引导外国学生对诗中意象词语“月”的深层意义做出判断的时候，可以借助于语言坐标系的

两轴语义关系，对意象词语“月”进行分析。意象词语“月”既参与了“横向组合”的语链，又是

“纵向聚合”轴上的一分子。意象词语“月”在中华民族文化中的所特有的各种文化语义构成了彼
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此间的相似的聚合关系，而组成了上面诗句语义坐标系的纵轴；诗句的线性发展构成彼此间的邻近

的组合关系，构成上下文语境，而成为诗句语义坐标系中的横轴。我们根据横组合轴上诗句的语义

关系来选择“月”在纵聚合轴上的内涵，从而确定意象词语“月”在这一诗句中的深层意义：诗中

的“月”是表现“相思苦”的感伤意象。诗人首先写明月从水上升起，照遍天涯，但对月刚一触及，

即转写人，这是全诗的宗旨。诗句表现了诗人遥夜相思之苦和企图在梦中再会思念之人的心情。

跨文化高年级汉语诗词鉴赏教学中，确定了诗歌意象词语的深层意蕴之后，我们可以向外国学

生进行整首诗词的鉴赏教学，这也是诗词鉴赏教学环节中的最后一个步骤。

我们仍以苏轼的《明月几时有》为例。首先让外国学生大致了解诗词作者及创作背景等相关知

识，提供理解和鉴赏诗词的重要条件，然后引导学生提取整首诗词的意象词语“月”，并依据语言

的民族性，向外国学生讲授民族文化语境赋予意象词语“月”的多重文化含义，在此基础上，借助

语言坐标系的两轴语义关系，对意象词语“月”的多重语义进行分析，从中确定意象词语“月”在

这首诗词中的深层语义，最后帮助和引导学生鉴赏整首诗词：《明月几时有》全篇以“月”为中心

意象词语，以“月”成景，由“月”生情，又以“月”明理，寄寓了词人浪漫而复杂的情怀。词的

上篇描写作者在月下醉后的幻想；下篇表达作者对兄弟的怀念之情——从月的阴晴圆缺，想到人间

的悲欢离合，作者不禁深深的哀叹，然而他又想到，只要人能健康地活着，即使不在一起，却能共

同欣赏这美好的明月，也是幸福的事。词作者把人世间的悲欢离合之情纳入对宇宙人生的哲理性追

寻之中，反映了作者复杂而又矛盾的思想感情，又表现出作者热爱生活与积极向上的乐观精神。

诗词教学历来是文学教学中的一个重点和难点，对于跨文化的外国学生来说，诗词鉴赏教学更

是难上加难。诗歌意象是诗歌的基本构成要素，是诗歌的灵魂和生命。诗歌意象以语言为物质外壳

和载体。诗歌创作的过程就是诗人寻找客观事物作为意象、建构意象语言，从而使其主观情感能够

生动形象地表达出来的过程。在跨文化高年级汉语诗词鉴赏教学中，我们必须抓住诗歌意象词语的

教学，结合中国的历史文化、民情风俗、思维模式、宗教信仰等方面的知识，细致地分析意象词语

的深刻内涵，以及意象词语所营构出的诗歌意境，这样，才能使外国学生真正体会和领略到诗歌所

蕴涵的思想情感，进而欣赏中华民族的精髓，从而感受中国语言和中国文化。

* 本文系为上海外国语大学规划基金项目“跨文化汉语教学中的词义研究”的阶段性成果，项目编

号：KX171279。
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1)  苏轼，号“东坡居士”，世称“苏东坡”，是北宋著名散文家、书画家、词人、诗人，是豪放词派

的代表。和父亲苏洵，弟弟苏辙合称为唐宋八大家中的三苏。《明月几时有》是苏轼的著名代表

作，倍受后人赞誉和喜欢，是脍炙人口的传世词篇。

2)  语言的组合关系和聚合关系可以构成一个语言的坐标系。语言的组合关系是一种历时性的关系，

语言各要素之间的结合是以线条特性为基础、或者说结构是在水平方向上展开，因此，组合关系

可被称为横向组合关系（syntagmatic dimension），即为此坐标系的横轴；语言的聚合关系是一

种共时性的关系，是指一个句式结构中占据某一个相同位置的语项之间的垂直关系，可以称为纵

向聚合关系（paragmatic dimension），即为坐标系的纵轴。

3)  现代语言学之父、瑞士语言学家索绪尔（F. D. Saussure）认为，语言各要素之间存在着两种最

基本的关系，即“组合关系和联想关系”，丹麦语言学家叶尔姆斯列夫（L. Hjelmslev）将“联

想关系”称为“聚合关系”。也就是说，日常语言体系各要素相互处于组合关系和聚合关系之中，

在话语中，词语彼此相连，组合关系就是由两个以上相连续的单位构成的横的线性关系。如，词

构成自由词组：“诗歌——的——语言——研究”；词和词组构成句子：“我们进行诗歌的语言研
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〈提要〉
　本文从类型学的角度对用于表现非自主自移事件的框架模式进行考察。汉语表现非自主自移

事件的框架模式有两种：一种是［谓语动词（V）＋趋向补语（D）］所构成的 VD 型框架模式；另

一种是［趋向动词（V d）＋指示性趋向补语（D d）］所构成的 V dD d 型框架模式。本文通过对实际语

料的调查来证明了 V dD d 型是有标记框架模式，并从位移主体的语义特征以及句法环境的角度

分析了 V dD d 型框架模式的使用特征。

0．はじめに

　現代中国語において，無意志的な自律移動を表す述補構造には，［述語動詞（V）＋方向補語

（D）］からなる VD型と，［方向動詞（V d）＋直示方向補語（D d）］からなる V dD d型 1） の枠付けパ

ターンが存在するとされる（柯理思 2003，ラマール 2008）。

  （1）   主持会议的一个老师听到这里，泪水 滚落 下来。 2） （会議の司会をしていたある先生は

ここまで聞くと，涙をぼろぼろと流した。）（张炜《唯一的红军》） 【VD型】

  （2）   “［…］我就问自己：我这是在哪里？一语末了，酸了鼻子，泪就又 下 来了。”（「［…］

私は，どこにいるんだと自分に尋ねたが，言い終わると鼻がつんとして，涙がまた流

れてきたんだ。」）（王朔《痴人》） 【V dD d型】

　しかし，両枠付けパターンが実際に使用される具体的な比率や使用状況についてはまだ十分な

考察が行われていない。本稿では，両枠付けパターンが用いられる実際の比率を明らかにした上

で，有標の V dD d型枠付けパターンが使用される際の状況を，移動主体の意味的特徴と構文的特

徴から分析する。

1．無意志的な自律移動とは

　無意志的な自律移動とは，移動主体の無意志的かつ自律的な移動を指す。この種の移動の主体

となるのは，典型的には以下の用例における“水滴”（雫）や“面包”（パン）といった非情物で

ある。
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  （3）   窗外的水滴更加大声地叭哒哒 滴 下来。（窓の外の雫は一層大きな音を立ててポタポタ

と滴り落ちた。）（鲁彦周《天云山传奇》）

  （4）   面包一个接一个地 滚 过来。（パンが一つまた一つと転がってきた。）（孙少山《八百米

深处》）

　しかし，人間・動物といった有情物が移動主体となる場合であっても，これらの移動主体が

［＋生命］の意味特徴をもたない場合や，その移動が移動主体の意志によらない場合は，これを

一律無意志的な自律移動と見なす。例えば，（5）は生命を失った有情物の移動，（6）は有情物の無

意志的な移動を表すため，いずれも無意志的な自律移動に含まれる。

  （5）   7 月 10 日，陈重申的尸体 浮 出水面，被几个在潭中洗澡的小孩发现，自行车也被打捞

出来。（7月 10日，陳重申の死体が水面に浮かび，淵で身体を洗っていた子どもたち

に発見され，自転車も引き上げられた。）（《报刊精选》1994）

  （6）   牛牛说：“姐姐，俺家屋梁上的小燕子不知咋地从窝里 掉 下来，摔伤了。三梆子说你有

药水，你给小燕子抹抹行不？”（牛牛は言った。「姉ちゃん，おれの家の梁に住んでる

ツバメの子が巣から落ちて怪我をしたんだ。三梆子が姉ちゃんなら薬を持ってるって

言ってたけど，ツバメに薬を塗ってくれるかな。」）（张海迪《轮椅上的梦》）

　また，以下の用例は所謂「無標の受け身文」であり，ラマール 2008: 116はこの種の文につい

て，「xを前景化しない受動文の一種であるという見方が一般的である」（x＝ 動作主，筆者注）

と述べている。（7）の受け身文においても，移動するのは“鲜花”（花束）のような非情物である

が，Vが言外に存在する使役者の動作行為を表し，当該の動作行為が使役力となって非情物の移

動を引き起こしていると考えられるため，（7）における VDは自律的な移動を表していることに

はならない。

  （7）   鲜花从四周看台纷纷扬扬地 扔 下来……（花束が周囲のスタンドからポンポンと投げ

落とされた…）（王朔《痴人》）

本稿は，（7）の VDで表される移動イベントを，使役移動イベント（caused-motion event）と見

なす。

　更に注意したいのは，「客観的世界においてはいかなるイベントも無から自発的に発生するわ

けではなく，全てにその原因が存在するが，何らかの理由からこれらの原因が認知的にはプロ

ファイルされない」（宋文辉 2006: 118）ということである。この点について宋文辉 2007: 43は，

「言語における使役イベントと物理的世界における使役イベントは完全に同等というわけではな

い。前者は人間の認知或いは解釈の結果であり，人間の主観性が含まれている。例えば，リンゴ
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が木から落ちるのは，物理学的に見れば地球の引力の作用によるものであり，使役イベントであ

る。しかし，人間の認知においてはリンゴ自身の重量が最も観察容易であるため，リンゴの落下

を引き起こした最も顕著な要因であるとされる。地球の重力は観察され難く，プロファイルされ

ないため，イベントは自律的なイベントとして概念化される」と指摘している。即ち，客観的世

界では，無意志的な自律移動にもそれを引き起こす使役力が存在するが，当該移動イベントを言

語化する際，VDの Vはそのような使役力を捨象し，代わりに移動の様態や方向という側面に着

目し表現しているのである。

　以上の記述から，「無意志的な自律移動」は，移動主体の移動が無意志的であるという点で

「意志的な自律移動 3）」と異なり，自律的な移動として概念化されるという点で「使役移動」と

区別される。また，無意志的な自律移動を特徴付ける無意志性は，“不自主地”（自分の意志では

なく）等の連用修飾語に，自律性は“自动”（ひとりでに・自発的に）といった連用修飾語に

よって表現されることがある。

  （8）   他答着，泪水 不自主地 滴 下来，他忙用手背擦去。（彼は答えながら，涙が 自分の意

志とは無関係に 滴り落ちてくるのを慌てて手の甲で拭った。）（谌容《人到中年》）

  （9）   你的大衣在我的手中 自动 滑 下。（君のコートが僕の手から ひとりでに 滑り落ちた。）

（张贤亮《绿化树》）

2．無意志的な自律移動の枠付けパターンに関する先行研究と問題点

　ここでは，無意志的な自律移動の枠付けパターンに関する先行研究を概観し，問題点を指摘す

る。まず，移動イベントにおける枠付けパターンについて説明したい。

　Talmyの一連の類型論的研究（Talmy 1975, 1985, 1991, 2000）は，移動イベント（Motion 

event）においてどのような意味要素（semantic elements）がどのような表層成分（surface 

elements）によって表現されるかという問題を分析し，諸言語において得られたタイプを比較し

ている。Talmy 2000は，移動イベントの中核スキーマ（core schema）を形成する経路（Path）

が主要動詞（main verb）によって表現されるか，それとも接辞や不変化詞等の付随要素（satel-

lite） 4） によって表されるかによって，世界の諸言語は大きく 2つのタイプに分かれるとしている。

前者は動詞枠付け言語（verb-framed languages，以下 V言語）と呼ばれ，日本語がこれにあたる。

後者は付随要素枠付け言語（satellite-framed languages，以下 S言語）と呼ばれ，英語や中国語

等が挙げられる。

　Talmy 2000はこのように中国語を S言語に分類したが，これについて中国語学界では様々な

反応があった。特に，現代中国語の方向補語は方向動詞から文法化したものであるものの，この

方向補語を担ういくつかの形式が主要動詞として高頻度に用いられる（柯理思 2003: 5‒6）とい

う事実は，議論を活発にさせた要因であろう。例えば，（10）は意志的な自律移動を表すが，経路
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概念が主要動詞である“出”や“回”に包入されているため，これは V言語の枠付けパターン

となる。

  （10） a.  他 出 去了。（彼は出ていった。/彼は出かけた。）

     b.  他 回 家了。（彼は家に帰った。）

　一方，以下の（11）は様態を表す述語動詞が文の主要動詞となり，経路概念は付随要素である方

向補語によって表されるため，S言語の枠付けパターンである。

  （11） a.  他 走 出去了。（彼は歩いて出ていった。）

     b.  他 跑 回家了。（彼は走って家に帰った。）

　柯理思 2003は上述のように，現代中国語には S言語の枠付けパターンと，V言語の枠付けパ

ターンが存在することに着目し，移動イベントを 3つのタイプ（「使役移動（agentive motion）」，

「有生の移動主体による移動」，「無生の移動主体による移動」 5））に分類し，各移動イベントが言

語化される際，どちらの枠付けパターンが使用されるかについて考察を行った。後のラマール

2008は，枠付けパターンの選択を左右する要因はヴォイスであることを指摘している。即ち，

所与の移動が外的な力による使役移動である場合は，S言語の枠付けパターンが選択され，自発

的に生起する自律移動であれば，両枠付けパターンの使用が可能ということである。しかし同時

に，「有生の移動主体による移動」のカテゴリー内部における枠付けパターンの選好は，ヴォイ

スによる制約が弱まり，一定程度まで文体と文の談話機能に左右されることも指摘している 6）。

このように，各イベント内における枠付けパターンの選択には，ヴォイスとはまた別の要因が存

在することが示唆される。

　このような経緯から，本稿は無意志的な自律移動の枠付けパターンの選択について考察を行う。

柯理思 2003の「無生の移動主体による移動」は，Talmy 2000の nonagentive 7） に準拠しており，

「一種の『自律』イベントに見えるが，移動主体の多くは非生命体（或いは自己制御能力のない

生命体）である」と説明される 8）（柯理思 2003: 6）。当該移動イベントの言語化には VD型が多用

され，S言語の枠付けパターンを用いる傾向にあることが指摘されている。また同時に，非生命

体の中でも“柳絮（柳の実）、太阳（太陽）、风（風）”等，自ら移動することが可能であると見

なされるものは方向動詞を用いることが可能であり，「無生の移動主体による移動」というカテ

ゴリーにおいても V dD d型の枠付けパターンが排斥されないことが指摘されている（同上 : 7） 9）。

しかし，柯理思 2003も指摘しているように，同論文では，当該移動イベントにおいて 2つの枠

付けパターンが用いられる具体的な比率や分布条件が明らかにされていない。柯理思 2003を発

展させたラマール 2008でも，この問題点は解決されていない。以上の問題意識を踏まえて，次

節では VD型と V dD d型が実際に使用される比率を調査し，特に有標の V dD d型の使用状況とそ
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の特徴を考察する。

3．無意志的な自律移動における 2つの枠付けパターンについて

3.1.　VD型枠付けパターンと V dD d型枠付けパターンの比率

　VD型枠付けパターンと V dD d型枠付けパターンの比率を考察するにあたり，まず使用したテ

キストや調査の手順を説明する。

　調査には《北京大学汉语语言学研究中心现代汉语语料库》を用い，北京での居住歴が長い作家

である王朔，刘心武，王小波のテキスト 10） から“上、下、进、出、回、过、起 11）”を含む用例を

検索した。その中から無意志的な自律移動を表す用例を抽出し，これらの用例で VD型が用いら

れているか，V dD d型が用いられているかを調査した。この結果を［表 1］［表 2］に示す。

［表 1］

上 下 进 出 回 过 起

VD VdDd VD VdDd VD VdDd VD VdDd VD VdDd VD VdDd VD VdDd

王朔  8 31 12 17  3  55 24  3 20  1 23  3

刘心武  1  1 16  8 18  51  7  3 10  5  7  1

王小波  1 34 19 23  8  36 28  3 17 18

計 10  1 81 3912） 58 11 142 5913）  9 47  6 48  414）

総計 11 120 69 201 9 53 52

［表 2］

総計 VD型（%） VdDd型（%）

515例 395例（約 77%） 120例（約 23%）

　［表 1］から，いずれの方向動詞或いは方向補語であっても，無意志的な自律移動の言語化に

は，V dD d型より，VD型の枠付けパターンの方が圧倒的に多用されることがわかる。また［表

2］の総計から，VD型が全用例の約 77%を占め，V dD d型は約 23%を占めるという数値が得られ

た。よって，無意志的な自律移動では，VD型が無標の枠付けパターンであり，V dD d型は有標の

枠付けパターンであることがわかる。それでは，有標の V dD d型はどのような状況で使用される

のであろうか。以下では，まず V dD d型に生起する移動主体の意味的な特徴を考察する。

3.2.　V dD d型枠付けパターンと移動主体の意味特徴

　第 2節で既述したように，V dD d型は「意志的な自律移動」の言語化に多用される枠付けパ

ターンであり，当該移動イベントを遂行することの可能な移動主体とは，典型的には人間・動物
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といった有情物である。このような意志を有する有情物の移動であれば，V dD d型は比較的自由

に用いられる（（10a），（10b）を参照）。

　また，車や汽車といった乗り物も人間のコントロール下にあるため，乗り物が移動主体となる

ケースでも V dD d型の使用は比較的容易である。

  （12）  8 月 5 日这天下午，一辆小车无声无息 进 了村，将一张大红纸贴在一户人家院门上。（8

月 5日の午後，一台の車がひっそりと村に入り，ある家の庭の門に大きな赤い紙を

貼った。）（杨晓光《从田埂走向奥林匹克》）

  （13）  说话之间，火车 进 了无锡站。（話している間に，列車は無錫駅に入った。）（周而复

《上海的早晨》）

　車や汽車といった乗り物は非情物であり，それ自身は意志をもたないが，その移動には多くの

場合，人間による意志的な操縦が必要となる。王珏 2002: 116は，“飞机（飛行機）、船只（船舶）、

飞船（宇宙船）”等を「自由移動物体類」と名付け，その意味特徴を「一定程度，人の意志に基

づいて自発的に運行される人工の物体」であるとする。このように，乗り物の移動には人の意志

が最も投影され易く，自発的に移動を遂行する移動主体として捉えられる。またこの場合，願望

を表す助動詞“想”を付加することも可能であることから，乗り物の移動には人間という操縦者

の意志が投影されていると考えて問題なかろう。

  （14） 那辆车想进来，可是进不来。（あの車は入ってきたいようだが，入ってこられない。）

　以上の考察から，一定の意志を有し，自発的に移動することのできる移動主体であれば，

V dD d型の使用が許容されるという傾向が予見されるが，他の移動主体ではどのような結果が得

られるのであろうか。以下では，V dD d型に生起する移動主体が有する意味特徴に着目しながら，

V dD d型の使用状況を分析していく。

3.2.1.　自然の力

　V dD d型の移動主体によく見られるのは，自然の力（natural force）である。自然の力には，

“太阳（太陽）、月亮（月）、星星（星）、台风（台風）、风（風）、光（光）、烟（煙）”のようなも

のがある。

  （15）  最后一抹夕阳像是跟着她们从西门 进 来，水泥小马路像金色镜框映着上面来来往往的

人、车。（落日前のかすかな夕日が彼女たちの後に続くように西門から入ってきた。

コンクリートの小さな通りが金色の額縁のように，往来する人や車を映し出してい

た。）（王朔《看上去很美》）
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  （16）  星星快 出 来了，我能找着岸。（もうすぐ星が出てきたら，岸を見つけられる。）（王小

波《绿毛水怪》）

  （17）  台风 过 去之后阳光明媚。（台風が過ぎ去った後，美しい晴れ間が広がった。）（余华

《夏季台风》）

  （18）  我走进去时，屋子里暗了一下，因为是草顶土坯房，大多数光从门口 进 来。（私が入っ

ていくと，部屋の中が一瞬暗くなった。茅葺きの屋根に煉瓦造りの家なので，ほとん

どの光は戸口から入ってくる。）（王小波《黄金时代》）

  （19）  我点燃一支烟，站在舷窗旁吸，烟袅袅飘向舷窗口，一 出 去就立刻刮飞了。（私はタバ

コに火をつけ，船の小窓のそばに立って吸った。煙は小窓の方へ向かってゆらゆらと

漂い，小窓から出ていくとたちまち消散した。）（王朔《一半是火焰，一半是海水》）

　これらの移動主体では，特別な文脈がなくとも V dD d型を使用できる。

  （20） 星星 出 来了。（星が出てきた。）

     台风 过 去了。（台風が過ぎ去った。）

     风 进 来了。（風が入ってきた。）

     最后一抹夕阳 进 来了。（落日前のかすかな夕日が入ってきた。）

     大多数光 进 来了。（たくさんの光が入ってきた。）

     烟 出 去了。（煙が出ていった。）

　自然の力は，これを動作主（agent）と見なすか否かという問題において異なる見解がある。

例えば，Fillmore 1968: 24は，「Agentive （A）, the case of the typically animate perceived instigator 

of the action identified by the verb.」（動作主は，典型的には動詞によって定められる動作によっ

て観察される生命体である。）というように，動作主は生命体であると規定している  15）。中国語

でも，鲁川 2001: 112は，「“施事”是发出可控行动的主体或可控心理状态及思维活动的有意志的

主体」（「動作主」は制御可能な行為を行う主体，或いは制御可能な心理状態及び思考活動を行う

意志を有する主体である）と述べ，動作主を生命体に限定する。しかし，邓守信 1984: 75は，動

作主を［＋有生］の意味特徴から規定する観点を明確に否定し，“风（風）、大水（洪水）”等の

非生命体は外部の始動者がおらずとも，ある種の現象を発生させることが可能であると述べてい

る。このような理由から，邓守信 1984: 76は［＋有生］の意味特徴ではなく，［＋能力］

（potent）から動作主を規定すべきであり，“风、大水”のような非生命体は，少なくともそれら

に固有の活動範囲内では，生命体の動作主と同等に見なすことができると主張している。また，

范晓 2008: 7も「“客机、洪水、狂风、门坎儿、风”不是生命体，但自然力量或人造工具本身也有

某种施动力」（「旅客機，洪水，狂風，敷居，風」は生命体ではないが，自然の力や人工の道具に

も本来何らかの動作主性がある）と指摘している。马洪海 1999，陈昌来 2003等もこれらの研究
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と同様，自然の力を動作主に含めている。

　このように，自然の力は自らその現象を発生させ，自ら移動可能な移動主体として捉えること

が可能である。また，自然の力は外部の力も必要としない。自然の力の移動は無意志的であるが，

［＋自発的移動］という移動主体の意味特徴が V dD d型の使用を許容していると考えられる。

3.2.2.　移動機能を備えた事物

　先の考察では，自然の力に［＋自発的移動］という意味特徴を認めたが，他にも自ら移動する

と捉えられ易いものに“电梯（エレベーター）、气球（風船）、风筝（凧）”等があり，これらの

移動主体も V dD d型を排除しない。まず，エレベーターは 3.2節で見た乗り物のケースと似てお

り，人間がエレベーターの中で操作を行うこともあるが，エレベーターそのものに駆動装置が装

備されているため，外部から操作を行うことも可能である。

  （21）  她的橐橐的高跟皮鞋声随着电梯 下 去的吱吱声消逝了不久，梅佐贤笑嘻嘻的长方型的

脸庞出现在徐总经理的面前了。（彼女のコツコツというハイヒールの音がエレベー

ターの降下するギーギーという音とともに消えてまもなくすると，梅佐賢が長方形の

顔をにこにこさせて徐社長の目の前に現れた。）（周而复《上海的早晨》）

  （22）  因为已经过了下班时间，电梯很空，姚杰一按电梯，就 上 来了。（既に退勤時間を過ぎ

ていたので，エレベーターは空いていて，姚傑がエレベーターのボタンを押すとすぐ

上がってきた。）（http://yc.qukanshu.com/files/article/html/11476/415250.html）

　（22）で示されるように，エレベーターは昇降ボタンを押せば，通常（故障等の原因がない限

り）自動的に移動するものである。このような状況は，（23）のように，有情物が他者からの言語

的な働きかけに応じて移動するという状況に近似している。

  （23） 他又叫我，我 下 来。（彼がまた私を呼んだので，下りてきた。）（《读书》）

　このように，駆動装置を備えたエレベーターは，意志を有し自発的に移動を行う人間のように

捉えられていると考えられる。エレベーターが移動主体となる場合も，フリーコンテクストで

V dD d型を用いることができる。

  （24） 电梯 上 去了。（エレベーターが上がっていった。）

     电梯 下 来了。（エレベーターが降りてきた。）

　エレベーターが移動機能を備えているように，以下に挙げる“气球（風船）、风筝（凧）”も元

来移動を目的として設計されている。
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  （25）  可是这欢喜是空的，像小孩子放的气球， 上 去不到几尺，便爆烈归于乌有，只留下忽忽

若失的无名怅惘。（しかしこの喜びも空虚なもので，子どもが放った風船のように，

上昇して何尺にも満たないところで割れて無に帰し，いわれのない茫然とした喪失感

だけが残った。）（钱钟书《围城》）

  （26）  一撒线，风筝就 上 去了。（糸を放すと，凧はたちまち揚がっていった。）（《现汉词典》）

　風船はゴムの中にヘリウムを入れて膨らませた玩具であり，ヘリウムは空気よりも軽いため，

自ずと上昇していく。凧は風を利用して空中に揚げる玩具であり，一定の条件の下では，上方へ

移動していくものと見なせる。このように，移動機能を備えた事物の移動では，V dD d型が許容

される。

3.2.3.　涙・汗

　涙や汗 16） の移動にも V dD d型が用いられることがある。涙・汗の移動では，方向動詞或いは方

向補語“出”，“下”を用いた表現が多く観察される。以下では，次の例のように，涙・汗が主語

位置に現れる場合に限定して考察を行う 17）。

 【V dD d型】

  （27）  “哎，看我多傻，不知不觉泪就 出 来了。［…］”（ああ，私はなんて馬鹿なんだろう。

勝手に涙が出てきた。［…］）（冯德英《苦菜花》）

  （28）  于观汗立刻 下 来了，忙示意杨重制止“市委领导同志”，那人看到于观向杨重小声递话，

笑眯眯地问，［…］（于観は急に汗が流れてきた。慌てて楊重に「市委員会幹部」の話

を制止するよう合図したが，その人は于観が楊重に小声で話しているのを見て，にこ

にこ笑いながら尋ねた。［…］）（王朔《顽主》）

 【VD型】

  （29）  王东海听着心里一阵酸痛，眼泪 涌 出来了。（王東海は聞いているうちに胸が痛くなり，

涙がどっと溢れ出た。）（冯德英《苦菜花》）

  （30）  豆大的汗珠 流 下来滴在军服上。（豆粒大の汗が流れて軍服の上に滴り落ちた。）（《人

民日报》1994）

3.2.3.1.　涙

　まず，涙の移動について，《北京大学汉语语言学研究中心现代汉语语料库》を用いて“泪”と

“出”の間の空白を 3文字に設定し検索を行った結果，V dD d型を用いた用例が 23例，VD型は

201例見つかった。“泪”と“下”の場合では，V dD d型が 61例 18），VD型が 255例であった。涙

の移動を表す場合でも VD型の方が圧倒的に優勢ではあるが，両枠付けパターンに生起する

「涙」には連体修飾語の有無において差異が観察される。また，V dD d或いは VDの前に強調の意
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味を表す副詞が生起するか否かという点においても違いが見られる。

　まず，連体修飾語の有無について，V dD d型で涙の移動が表される場合，移動主体である

「涙」は多く連体修飾語を伴わない裸の形式で生起する。

  （31）  胡亦大笑起来，笑得十分厉害，眼泪都 出 来了。（胡亦は大笑いしだした。笑いすぎて，

涙まで出てきた。）（王朔《一半是火焰，一半是海水》）

  （32）  家珍听了点着头，眼泪却 下 来了。（家珍はそれを聞いて頷きながらも，涙を流し

た。）（余华《活着》）

　V d“出”と共起する場合，収集した例文 21例のうち，19例における「涙」が連体修飾語を伴

わない裸の形式で現れ，他の 2例は領属性の連体修飾語を伴うものであった。V dが“下”の場

合では，裸の形式が 44例，連体修飾語を伴ったものが 17例であった。

  （33）  ［…］徐厂长的嗓子像破锣，沙沙地很刺耳，但他一开口，江雪的眼泪就 出 来了。

（［…］徐工場長の声は壊れた銅鑼のようで，しわがれ声が耳についたが，彼が歌いだ

した途端，江雪は涙を流した。）（刘醒龙《孔雀绿》）

  （34）  我的眼泪又 下 来了，我伤心地抽泣起来。（私の涙はまた流れてきた。私は悲しくて泣

きじゃくった。）（余华《在细雨中呼喊》）

　一方，VD型が使用される場合，「涙」はより描写的な連体修飾語を伴うことも多い。

  （35）  都是自己不好，他举起沉沉的腿，更重更大颗的泪珠 跌落 下来，跌个粉碎。（全て自分

が悪いのだ。彼は重い足を挙げると，更に重い大粒の涙がこぼれ落ちて飛び散っ

た。）（《人民日报》1995）

  （36）  终于，谭永坚一行热泪 滚 了出来 ：［…］（ついに，譚永堅は一筋の熱い涙をこぼした

［…］）（《人民日报》1996）

  （37）  当林青霞苏醒过来，看到守护在病床前憔悴的秦汉，一串无法抑制的清泪 冲 出眼眶，

淌在光洁苍白的脸颊上，［…］。（林青霞は息を吹き返した時，ベッドの脇に憔悴した

秦漢がいるのに気付き，数珠のような抑えることのできない清らかな涙が眼の縁から

堰を切ってあふれ，なめらかな青白い頬を伝った［…］。）（《读者（合订本）》）

　上掲の（35）では，“更重更大颗的”（更に重い大粒の）という連体修飾語が涙の形状をつぶさに

描写している。また，（36），（37）の「涙」はそれぞれ“一行”（一筋の），“一串”（ひとつながり

の）という数量詞を伴っており，これらの数量詞は涙が一続きに連なって流れる様子や，数珠の

ように次々と溢れる様を生き生きと描写している。この現象については，杉村 2000が示唆的で
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ある。

  （38）  一个戴眼镜儿的、高而瘦的男同志迈着沉重的步子走进来。随着他，序来一个勤务员，

给他们倒水。（眼鏡をかけた，背が高く痩せた男が重い足取りで（歩いて）入って来

た。彼の後に続いて従業員がやって来て，彼らに水をついだ。）

  （39）  一位非常妖娆的女士富有弹性地走进来。“你好！”她目空一切地打招呼。（とても妖艶

な女性が弾んだ足取りで（歩いて）入って来た。「こんにちは！」彼女は傲慢な様子

で挨拶をした。）（以上，杉村 2000: 160）

　杉村 2000: 160は（38），（39）について，「“迈着沉重的步子”“富有弹性地”……と歩行の様子を

描いた修飾語を用いた以上，それに対応してそれをうけるべき歩行の動詞があってしかるべきだ

と考えるのである」と述べている 19）。以上は連用修飾語と述語動詞のケースであるが，この現象

は（35）から（37）における連体修飾語と述語動詞の間にも平行して観察される。即ち，移動主体で

ある涙の描写性が高くなれば，これに応じて様態を描写する述語動詞が生起し易くなると考えら

れるのである。これに対し，V dD d型では「涙」が描写性に富んだ連体修飾語を伴うことが少な

い。よって，V dD d型は「涙が出た」，「涙が流れた」という事実を叙述することに重点があると

考えられる。

　次に，副詞との共起について考えてみたい。V dD d型で涙の移動が表現される場合，V dの前に

は強調を表す副詞“也，都”が現れることが多い。

  （40）  我好似受了侮辱，眼泪都要 出 来了 ! （私はどうやら侮辱されたようだ。涙まで出てき

そうだ！）（《读者（合订本）》）

  （41）  越说越气，泪都 下 来了，“啊，说呀？！”（言えば言うほど腹が立ち，涙まで流れて

きた。「ほら，言ってみなさいよ？！」）（王海鸰《中国式离婚》）

　《现代汉语词典第 6 版》によると，副詞“也，都”はそれぞれ“表示强调”（強調を表す），

“表示‘甚至’”（「～さえ /～すら」という意味を表す）というように強調の意味を表す。また，

李泰洙 2004: 62によると，「X＋也 / 都＋ VP」が強調の意味を表す場合，“也，都”はいずれも

前方の Xを極端な値とした序列を活性化させるという。このことから，V dD d型は涙の移動を極

端な事例として提示し，誇張を含んだ語気で表現する傾向があるといえる。先の考察とあわせて

考えると，V dD d型は「涙」の移動を，誇張を込めて主観的に述べる場合に特化して使用される

のではないかと考えられる。

3.2.3.2.　汗

　汗の移動でも，V dD d型では「汗」が連体修飾語を伴わないことが多い。しかし，「汗」の所在
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を示す連体修飾語を伴うケースは比較的多く見受けられる。（42）では「汗」が裸の形式で生起し，

（43）では「汗」がその所在を示す連体修飾語を伴っている。

  （42）  像所有的修表摊一样，我的那个摊子是座玻璃匣子，可以推着走，因为温室效应，坐在

里面很热，汗 出 得很多，然后就想喝水。（あらゆる時計修理店と同様，私のその店は

ガラス張りの四角い造りで，推して歩けるようになっている。温室効果で中にいると

暑く，汗がたくさん出て，水が飲みたくなる。）（王小波《2015》）

  （43）  范骡子在乡一级的干部里也算是个人物，可他却是第一次进这么好的地方，走着走着头

上的汗就 下 来了。（范のラバは郷の一級幹部の中でもなかなかの大物であるが，彼は

初めてそのような立派な場所に入ったので，歩いているうちに額の汗が流れてき

た。）（李佩甫《羊的门》）

　涙の移動であれば，涙の出所は目に限定されるが，汗は全身の様々な部位から出る可能性があ

るので，汗の所在を示す連体修飾語の生起が多くなると考えられる。また，「汗」が数量詞を伴

う場合は，汗の流れた期間や汗の出た回数・量を表すことが多いようである。

  （44）  冬天，工人们干活一阵大汗 下 来，工作服冻得硬梆梆的。（冬，労働者たちは働いて大

量の汗をひとしきり流し，作業服がカチカチに凍った。）（《人民日报》1993）

  （45）  这两身冷汗一 出 ，汪体内的元气早已损伤十之八九，待到醒来，已经躺在日本驻南京

的陆军医院里了。（こうやって 2回にわたり全身から冷や汗が出たため，汪の体内の

エネルギーは十中八九損なわれ，気付いた時には，既に日本駐南京陸軍病院にい

た。）（《读者（合订本）》）

3.2.4.　ことばの類

　最後に，「ことば」が移動主体となるケースについて考察を行う。V dD d型で「ことば」の移動

が表現される場合，ことばの移動は新たな展開を引き起こす起因となることが多い。この場合，

ことばの移動に後続して，ことばの移動によって引き起こされた新たな事態が述べられる。

  （46）  第三位也不服输：“我家汽车的后座还有一口油井呢 ! 所以我的汽车永远不需要加油。”

这最后一句话一 出 ，引得我们四个人都笑了 ，因为最后这个人终于把牛吹“爆”了。

（三人目も負けじと言った。「俺の家の車の後部座席には油田があるんだ！だから俺の

車は永久にガソリンを入れなくていいんだ。」この最後の一言が出てきた途端，我々4

人は皆笑った 。何故なら，最後の人はついに「大」ぼらを吹いたからだ。）（《读者

（合订本）》）
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　（46）では，“这最后一句话”（この最後の一言）の移動によって，“我们四个人都笑了”（我々4

人は皆笑った）という新たな事態が引き起こされたことが述べられている。ことばの移動は，話

し手にとって望ましいと考えられるプラスの事態を引き起こす場合もあるが，更に多いのは，こ

とばの移動がマイナス事態を引き起こす場合である。次の例を見られたい。

  （47）  我老家村上的张大爷早年丧妻，因怕两个未成年的子女受后娘的气，加之家境贫寒，一

直未敢续弦，自己一个人一把屎一把尿地把两个孩子抚养成人，成家立业。这时，张大

爷已是两鬓染霜，精疲力竭，在家孤单一人，很想找个老伴，安度晚年。没想到 这话

一 出 口，就遭到儿女的强烈反对 。（私の田舎の村の張というおじいさんは早くに奥さ

んを亡くしましたが，まだ未成年の 2人の子どもが後妻にいじめられてはいけないと

思ったのと，加えて貧しかったので，ずっと再婚していませんでした。一人で苦労し

て 2人の子どもを成人させ，結婚させ独立させました。その頃には，おじいさんのも

みあげも白くなり，精根尽き果てて家で一人寂しく暮らしていたので，連れ合いを見

つけて平穏な晩年を送りたいと強く思うようになったのです。しかし 思いがけない

ことに ，このことを口にしたところ，子どもたちに強く反対されてしまった ので

す。）（《人民日报》1996）

　（47）の文脈から，「張というおじいさん」は子どもたちが独立した今なら，伴侶を得て平穏な

老後生活を送ることに誰も反対しないだろうと考えたことが推察される。従って，（47）における

「ことば」は，話し手の管轄内においてはマイナス作用をもたないものである。更に，話し手は

聞き手の賛成を得られるであろうという期待をもって発話を行ったはずであるが，現実には当該

の発話が「子どもたちの強い反対に遭う」というマイナス事態を引き起こしたため，話し手の期

待値とマイナス事態の間に誤差が生じ，意外性が生じることになる。この意外性は文中の“没想

到”（思いがけず）からも読み取れる。

　このように，ことばの移動によって引き起こされる新事態は意外性を伴うことが多い。

  （48）  石大爷走到扩音器前，他的面部仍然看不出有什么明显的表情，只听他用家常谈心般的

口气说：“共产党从来没亏待过我呀。”这句话一 出 来，使台上台下的人都有点意外 ，

特别是他说完这句话以后，把头转向了几乎被大铁饼坠得昏倒的老曹，台下的群众就更

为之一震了。（石おじさんは拡声器の前にやってきたが，彼の顔には依然としてはっ

きりとした表情が見られなかった。彼はただ普段通りの穏やかな口調で言った。「こ

れまで共産党からひどい扱いを受けたことはありませんよ。」このことばが出てきた

途端，壇上の人も下にいる人も少し意外に感じた 。特に，彼がこのことばを言い終

わった後，大きな円盤の重みで失神寸前の曹さんの方に顔を向けた時，壇の下の群衆

は更に驚いた。）（刘心武《如意》）
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ここでは，“石大爷”（石おじさん）のことばに対し，聴衆が意外性を感じたことが述べられてい

るが，時にはことばを発した話し手自身が，そのことばに対し意外性を感じたり，その発話を後

悔することがある。

  （49）  有位记者问：“手术过后，现在你最想得到什么？”“实话告诉你，我现在非常想要一杯

啤酒！”话一 出 口，连她自己都惊奇不已 。因为在手术前，她从来就不喜欢喝啤酒。

（ある記者が尋ねた。「手術が終わって，今あなたが一番ほしいものは何ですか。」「実

を言うと，今とてもビールが飲みたいんです！」ことばが口を出た時，彼女自身も意

外に感じて仕方なかった 。何故なら手術前，彼女はずっとビールが好きではなかっ

たからだ。）（《读者（合订本）》）

  （50）  “这土蓝布你是从哪里弄到的？”话一 出 口，我就后悔了。为什么问这个？我要说的，

可不是这个啊！（「この藍色の木綿はどこで手に入れたのですか。」ことばが口を出た

瞬間，俺は後悔した。何故こんなことを尋ねたのだろう。俺が言いたかったのは，こ

んなことではなかったのに！ ）（戴厚英《人啊，人！》）

　以上の現象から，ことばの移動に V dD d型が用いられる場合，移動主体となることばは自由に

移動するものとして捉えられる。そのため，話し手の制御が及ばず，予期せぬ意外な事態を引き

起こし，ひいては話し手自身でさえことばの移動に意表を突かれたり，その発話を後悔すること

になる。このように，V dD d型の移動主体となることばにも［＋自発的移動］という意味特徴を

見出すことができる。

3.3.　V dD d型枠付けパターンの使用が難しいケース

　以上，V dD d型が用いられ易いケースを自然の力，移動機能を備えた事物，涙・汗，ことばの

類に分けて考察した。これらの移動主体は自由に移動するものと捉えられ易く，移動主体の［＋

自発的移動］という意味特徴が V dD d型の使用を支えていると考えられる。

　ここでは動作主性の角度から，これらの移動主体を再度分析してみたい。张伯江 2002: 489は，

動作主を要求する構文の 1つに，使役性の兼語文「S＋ V cause＋ A＋ V do」 20） を挙げている。この

構文は語用論的に規定される以下のような意味を含み，Aの位置は強制的に動作主を要求すると

される。

  （51）  S 相信 A 有执行 S 的意愿的能力，即 A 有操作事件发生的能力。（Sは Aが Sの願望を

実現する能力をもつ，と信じている。即ち，Aはイベントの発生を制御する能力をも

つ。）（张伯江 2002: 489）

従って，イベントの発生を制御する能力をもたないものは，Aの位置に立つことが困難となる。
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次の例を見られたい。

  （52） *我让微波炉热剩饭。（私は電子レンジに残飯を温めさせる。）（张伯江 2002: 490）

　この現象を移動イベントに適用すると，Aに立つことのできる移動主体は，往々にしてその移

動の発生を自ら制御できると見なされるものであり，これは［＋自発的移動］の意味特徴に相当

すると考えられる。現に，先に考察した移動主体はほとんどが Aの位置に生起する 21）。

  （53）  他上了一个土堆，两条胳膊向前平伸，让风吹进袖筒。（彼は土山に登ると，両腕を前

方に真っ直ぐ伸ばし，風が袖の中に入ってくるようにした。）（杜鹏程《保卫延安》）

  （54） 你让电梯上去吧。（エレベーターを上にいかせて。）

  （55） 你松手让气球飞上去吧。（手を放して風船を飛ばして。）

  （56） 你撒线让风筝飞上去吧。（糸を放して凧を飛ばして。）

  （57）  邓大姐越说，我的泪越止不住，当时我根本无法控制感情，当着亲人的面，让泪流出来

心里才会舒服，情绪才平稳。（鄧姉さんが言えば言うほど私の涙は止まらなくなり，

その時私は感情をコントロールすることが全くできず，身内の前で涙を流すことに

よってようやく楽になり，気持ちもやっと落ち着いた。）（牛国锋《邢燕子的昨天和今

天》）

  （58）  只是他坐在那空空的场子中间，自己捧下自己的尖帽，让汗自由地淌下来，让泪自由地

淌下来，冲淡了脸上的朱白，他顿时感觉到空虚，寂莫，真的感到自己的衰老。（ただ

彼だけが何もない広場の中央に座り，自分で三角ハットを取り，あるがままに汗を流

し，あるがままに涙を流した。顔に塗った赤と白のメイクが薄くなり，彼はにわかに

虚しさと寂しさを感じ，自分の老いを痛切に感じた。）（靳以《老丑角》）

　（53）の波線部は，自発的に移動する移動主体の移動を誘導すると理解され，（54）から（58）の波

線部は，自発的に移動する移動主体の移動を妨げないという意味に解釈できる。

　それでは逆に，V dD d型の使用が難しい移動主体とはどのようなものであろうか。その 1つは

本来的に静止している物体である。例えば，ある位置に固定された置時計等は Aの位置に立つ

ことが不可能であり，同時に V dD d型を用いてその移動を表現することも不可能である。

  （59） *你让钟掉下去吧。

  （60） *钟 下 来了。

　また，下の例では“钟”（置時計）が使役性の兼語文の Aの位置に生起しているが，これはコ

ンテクストからもわかる通り，置時計が自動的に動く（移動する）ようあらかじめ何らかの仕掛
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けがなされているからである。この場合，本来的には静止している物体であっても，エレベー

ター等の駆動装置を備えた移動主体と同等の能力を獲得することになる。

  （61）  如果想给对方一个坏兆头，你可以安排一下 ，在重要关头让钟从上掉下来，或让窗户

恐怖的打开，这需要花些功夫 ，但完全值得，你无法想象人有多么迷信。（もし相手に

悪い兆候を感じさせたいのなら，ちょっと準備をすればいい 。いざという時に置時

計を落としたり，または窓を不気味な感じで開けたり。これは少し時間と工夫が必要

だ が，本当にやってみる価値がある。人間というのは本当に迷信深いのである。）

（《哈佛经理领导权力》）

　また当然ながら，移動主体が有情物であっても，その移動が無意志的である場合は V dD d型が

容認されない。

  （62） *他不小心从屋顶上 下 来了。（「彼は不注意で屋根から落ちた。」の意味で）

3.4.　V dD d型枠付けパターンと構文的特徴

　ここでは，V dD d型が生起する構文の特徴について考察を行う。V dD d型は対挙形式，四字形式

に用いられ易く，これは両形式が表現の簡潔性を要求することに起因する。また，本来は V dD d

型の使用が難しいケースであっても，擬人法（personification）により，V dD d型の使用が可能と

なる場合がある。以下では，V dD d型を要求する対挙形式と四字形式，V dD d型の使用を可能にす

る擬人法について考察していく。

3.4.1.　対挙形式

　対挙形式 22） によって，V dD d型の使用が許容される場合がある。

  （63）  看来她对我的那些鬼话，也学会了 左耳进，右耳出 。（どうやら彼女は私のでたらめな

話に関しては，聞き流す ということを覚えたようだ。）（王朔《空中小姐》）

  （64）  有一件事我始终想知道：身为二十世纪后半期的人，身披销甲上阵与人交战，白刀子进

红刀子出 ，自我感觉如何？（ずっと知りたかったことがある。20世紀後半を生きた

人々は，鎧をまとって戦場に赴き戦いを交え，血で血を洗う争いをし ，どのような

気持ちだったのだろうか。）（王小波《积极的结论 1》）

　鈴木 2003: 231によれば，対挙形式には字義通りの意味（literal meaning）に解されるものと，

字義以上の意味に解され得るものがあるという。上掲の例で言えば，（63）の対挙形式はでたらめ

な話が「左耳から入って右耳から出る」ことから，対挙形式全体で「聞き流す」という意味を表
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し，字義以上の意味をもつ。同様に（64）は，「白い刀が入り，赤い刀が出てくる」ことから，「血

で血を洗う争いをする」という意味になる。

　更に，対挙形式は非適格な表現形式や，習慣上成立しないとされる表現形式にも利用され，こ

のような言語表現を成立させるという（鈴木 2001: 182）。（63），（64）において，対挙形式の構成

要素である“左耳进”，“右耳出”，“白刀子进”，“红刀子出”はいずれも単独では成立しない。少

なくとも“从左耳传进来”（左耳から（伝わって）入ってくる）や“白刀子捅 / 扎 / 戳进去”

（白い刀が突き刺さる）のように，前置詞“从”を伴ったり，述語動詞や直示方向補語“来 /

去”の生起が要求される。しかし，対挙形式ではこれらの成分が捨象され，方向動詞 V dのみを

用いるという最もシンプルな形で「でたらめな話」や「刀」の移動が簡潔に表現される。

　このように，対挙形式が簡潔な構造をとることについて，鈴木 2001: 194は，「事態のどの部分

が注意を引き付け前景化されているのか，焦点の所在を明確にするためである」と説明している。

例えば，（63）で対挙形式が「聞き流す」という全体的意味を簡潔に表現するために肝要なのは，

「左耳から入った話がすぐさま右耳から出る」という移動の部分であり，その話が「どのように

移動するか」といった付随的な情報（移動の様態等）は必要ないわけである。また，（64）の“白

刀子进红刀子出”では，移動前には白かった刀が移動後に赤く染まっていることや，刀の移動先

が人体であることは文脈から明白である。ここでも V d“进”，“出”を用い，刀の変化を簡潔に

描写することで「血で血を洗う争い」が表現されている。

　以上の考察から，対挙形式のように構造の簡素化を要求する形式においては，VD型ではなく，

V dD d型が使用されることがわかる。

3.4.2.　四字形式

　簡潔性という点においては，四字形式も限られた字数で豊富な情報を簡潔かつ明確に伝える機

能を有する。よって，四字形式では無意志的な自律移動が V dによって表現される。

  （65）  那一年那一天，风过树动 ，枝上落下白蛾般的花瓣。（その年のその日，風が通り過ぎ

て木が揺れ ，枝から白い蛾のような花びらが散った。）（刘心武《小墩子》）

　上の用例の“风过树动”では，「風が通り過ぎて木が揺れる」のように，わずか 4文字で因果

関係によって結ばれる 2つのイベントが表されている。“风”（風）の移動は，V dのみを用いた

最も簡素な形式で表現されている。また，以下の例のように，比喩を内包した四字形式も多く見

受けられる。比喩表現は，類似した事象を簡潔にわかり易く，生き生きと伝達することが求めら

れる。

  （66）  后来他用木刻刀使劲捅了一下，这才 血出如注 ，写这封三张纸的血书，他在手指上共

捅了三次……（その後，彼は彫刻刀を思いきり突き刺し，これでようやく 血が飛沫
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のように出た 。この 3枚の血書を書くのに，彼は手の指を計 3回突き刺した…）（肖

华《我和张艺谋的友谊与爱情 ―〈往事悠悠〉连载之十一》）

　以上，V dD d型は，対挙形式や四字形式が要求する簡潔性を満たすために用いられるといえる。

これらの形式では，VD型の Vが表すような付随情報は情報価値が低い上に，表現の繁雑性を招

くため用いられない。このように，表現の簡潔性が V dD d型の使用を支持しているケースもある。

3.4.3.　擬人法

　最後に，擬人法によって無意志的な自律移動の言語化に V dD d型が用いられるケースを考察し

たい。

  （67）  后来她的目光从门口 进 来了，一直来到他脸上。她那么看了一会后朝他走来。她一直

走到他身旁，她皱着眉头看着他，似乎是在看着一件叫她烦恼的事。而后她才说：“你

把我丈夫杀了。”  （その後，彼女の視線がドアから入ってきて，まっすぐ彼の顔のあた

りまでやってきた。彼女はこのようにしばらく見つめた後，彼の方に向かって歩いて

きた。彼女はまっすぐ彼のそばまできて，何か彼女を悩ませる事を見るかのように，

眉間に皺を寄せて彼を見ていた。その後，彼女はようやく口を開いた。「あなたが私

の夫を殺したのよ。」 ）（余华《现实一种》）

　瀬戸 1997: 86によると，擬人法は「人間以外のものを人間に見立てて表現する技法」である。

既述の通り，V dD d型は意志的な自律移動イベントの言語化に多用される枠付けパターンであり，

当該移動イベントの典型的な移動主体は人間や動物であった。上の例における“她的目光从门口

进来了”（彼女の視線がドアから入ってきた）は単独で見れば不自然であり，常用される表現で

はない。しかし，ここでは V dD d型を用いて“她的目光”（彼女の視線）を人間に見立てること

によって，“她的目光”があたかも人間のようにドアから入ってきて，「彼」の眼前に迫りくると

いう描写効果を獲得しているのである。このように，擬人法を用いることによって 23），「彼女」

が「彼」のことを恨みや疑惑の眼差しでじっと見つめていたことが効果的に表現されていると考

えられる。

4．まとめ

　以上，本稿では類型論的視点を交えて，無意志的な自律移動イベントを表す 2つの枠付けパ

ターンについて考察を行った。当該移動イベントの言語化には，［述語動詞＋方向補語］からな

る VD型枠付けパターンと，［方向動詞＋直示方向補語］からなる V dD d型枠付けパターンが使用

される。本稿では両枠付けパターンの使用状況を調査し，その結果，VD型が全体の約 77%を占
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め，V dD d型は約 23%を占めるという数値を示した。

　V dD d型は有標の枠付けパターンであり，自然の力，移動機能を備えた事物，涙・汗，ことば

の類といった事物が移動主体となる。意味論的に見た場合，これらの移動主体に共通する［＋自

発的移動］の意味特徴が V dD d型の使用を支えていると考えられる。

　構文的な特徴として，表現の簡潔性を要求する対挙形式や四字形式では V dD d型が多用される。

また，擬人法によって，無意志的な自律移動の言語化に V dD d型が用いられることもある。

　なお，本稿では VD型と V dD d型の使用を分ける弁別的な要因を明確に示すには至らなかった。

しかし本稿での一連の考察から，両枠付けパターンは機能を全く別にする対立関係にあるという

より，むしろ VD型が V dD d型を包摂する関係にあることが示唆される。即ち，V dD d型枠付けパ

ターンは VD型枠付けパターンの機能の一部を特化して担っていると考えられるが，この点につ

いては今後更なる全面的な考察を行いたい。

注

1）  下記の用例のように，方向動詞が場所名詞を伴う場合や“一”に後置する場合，直示方向補語
が現れないことがあるが，表記上は一律「V dD d型」とする。

       到傍晚时分，大群青年男女们站在村西头，眼巴巴地看见太阳 下 山，渐渐地沉入山后了。（夕
時になると，大勢の青年男女が村の西の果てに立って，太陽が山に沈み，徐々に山の後ろへと
沈んでいくのを今か今かと見ていた。）（王小波《歌仙》）

       晚风一 过 ，叶片的摩擦声更响，使人想起流动的涧水，从而进一步联想到逝去的岁月，而生

出万千的思绪。（夜風が吹き抜けると，葉身の摩擦音が一層大きな音を立て，流動する谷の水
を彷彿とさせる。更に過ぎ去った年月が連想され，様々な思いが起こる。）（刘心武《我爱每一

片绿叶》）
2）  本稿では用例を掲載する際，必要に応じて移動主体を波線，述語動詞を囲み線，方向補語を下
線で標記する。

3）   「意志的な自律移動」とは，以下の例のように，移動主体が自らの意志で遂行する移動を指す。
    她指指小屋就 走 过去了。（彼女は小屋を指さすと歩いていった。）（杨沫《青春之歌》）
4）  Talmy 2000は，付随要素を「名詞補部または前置詞句補部以外で，動詞語根と姉妹関係に立
つあらゆる構成素からなる文法カテゴリー」と定義する。具体的には，英語の動詞不変化詞
（verb particles）や中国語の補語等を指す。

5）  柯理思 2003の「有生の移動主体による移動」と「無生の移動主体による移動」は，大体にお
いて本稿の「意志的な自律移動」と「無意志的な自律移動」に相当する。

6）  例えば，ラマール 2008の会話データ（テレビドラマ）では，“回来”（戻ってくる）等の V dD d
型（＝ V言語の枠付けパターン）の使用が全体の 93％を占めている。一方，文学作品では，
V dD d型と“走回来”（歩いて戻ってくる）に代表される VD型（＝ S言語の枠付けパターン）
の使用が半々を占めるという結果が報告されている。

7） 以下のような移動イベントを指す。
    The rock slid/rolled/bounced down the hill.（岩石が丘の下に滑って /転がって /弾んでいっ
た。）（Talmy 2000: 28）

8）  柯理思 2003は無生の移動主体に「車」を含めているが，本稿は車等の乗り物の移動は人のコ
ントロール下にあるため，「意志的な自律移動」であると考える。なお，乗り物の移動であっ
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ても，事故による落下等で移動が制御されないケースは「無意志的な自律移動」に含める。
9）  马云霞 2008: 23も，無生の事物であっても，自ら移動すると見なされるものは方向動詞を用い
て表現できるとし，“雨（雨），雪（雪），太阳（太陽），云（雲）”等の自然現象が典型的な移
動主体に挙げられている。また，“车（車），球（ボール），水（水），血（血）”等も移動可能
な物体であるが，これらの移動が自律的なものであるのか，それとも外部の作用によるものな
のかは往々にして不明瞭であると指摘している。また杉村 2000: 157は，サッカーやバスケッ
トボールの実況放送で“球 进 了！”（ボールが入った！→ゴール！）という表現が用いられる
ことを指摘している。

10） それぞれ，王朔の小説 575193字，刘心武の小説 668982字，王小波の小説 752546字。
11）  《现代汉语词典第 6 版》には，“起”の（方向）動詞の意味として，“物体由下往上升”（物体が
下から上へ上昇する）という意味項目が挙がっている。

   皮球不起了。（ゴムボールが跳ねなくなった。）
12） “下雨”（雨が降る），“下雪”（雪が降る）の類 23例を含む。
13） “出汗”（汗が出る），“出血”（血が出る）の類 20例を含む。
14）  “起”からなる V dD d型には，“起毛”（毛羽立つ）のような語彙項目，“此伏彼起”（一方が下
火になれば他方が盛り上がる）のような四字成語しか観察されなかった。

15）  しかし同時に，「The escape qualification ‘typically’ expresses my awareness that contexts which 
I will say require agents are sometimes occupied by ‘inanimate’ nouns like robot or ‘human insti-
tution’ nouns like nation. Sincs I know of no way of dealing with these matters at the moment, I 
shall just assume for all agents that they are ‘animate’.」（「典型的」という修飾を用いたのは，
動作主が要求されるコンテクストにおいて，ロボットのような「無生」の名詞や，国家のよう
な「人間による組織」を表す名詞が現れることがあるのを意識してのことである。現時点では
これらの問題を処理する方法が思い浮かばないため，全ての動作主を「有生」のものと仮定す
るしかない。）（Fillmore 1968: 24）と述べている。これは即ち，動作主というカテゴリーが
［＋有生］という意味特徴で規定できるようなものではないことを示唆している。

16）  類似する現象として，「血」の移動もここに含めるべきではあるが，《北京大学汉语语言学研究

中心现代汉语语料库》で“血”と“出”，“血”と“下”の間に 3文字の空白を設け検索を行っ
た結果，V dD d型を用いた用例はそれぞれ 18例，2例と極めて少なかった（これに対する VD
型はそれぞれ 70例と 13例）。また，血の移動に V d“出”が用いられる場合，その大半（18例
中 16例）が“鲜血喷涌而出”（ 鮮やかな血が噴き出る）のように，四字形式の形をとるもの
や四字成語であった。V d“下”の場合も，2例のうち 1例は“鲜血顺坡而下”（鮮血が坂道を
流れる）という四字形式であった。このような状況から，本稿では「血」の移動を考察対象に
含めない。なお，四字形式については 3.4.2節で後述する。

17）  涙・汗は目的語の位置に生起することもあるが，本稿はこのようなケースを考察の対象に含め
ない。何故なら，涙・汗が V dの目的語となり V dD d型を構成する場合，V dと涙・汗は固定し
た，語彙的な結び付きであると考えられるからである。例えば，涙の場合，コーパスで“出”

と“泪”の間に 3文字の空白を設定して検索しても，涙が V d“出”の目的語となる用例
（V dD d型）は 4例しか得られない（対する VD型は 438例）。一方，V d“下”と“泪”の場合
は用例が 37例見つかったが（対する VD型は 942例），これは“下泪”（涙を流す・泣く）が
語彙として存在するからであると考えられる（しかし，“下泪”は文語的な表現で，常用され
るものではない）。

18）  このうち，10例に“泪下”という表現が見られたが，これも極めて文語的な表現である。
    所以每当传来朋辈谢世的噩耗，我就禁不住心酸，泪 下 ！（なので，友人たちがこの世を

去ったという訃報が伝わってくるたび，どうしようもなく悲しみが込み上げ，涙が流れるの
だった！）（《读书》）
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19） 任鹰 2000: 31‒32にも同様の指摘がある。
20）  使役性の兼語文の「V cause」は一般に使役義を表す“让（～させる），叫（～させる），请（～

するように頼む），派（派遣する），强迫（強いる）”等の動詞によって担われ，「V do」が表す
動作は，「V cause」が表す動作によって引き起こされる（刘月华等 2001: 709参照）。

21） しかし，「太陽，月，星」といった天体の移動や，ことばの移動はこの限りではない。
22）  鈴木 2001: 196によれば，対挙形式は「（一）各構造形式の字数（音節数）が等しい又は近く，
（二）形式内部の文法関係が同じ又は似通った構造が，（三）相互に文法上従属関係をもたない
ように，二個以上並列された表現形式を指す」と定義される。

23）  （67）は，後続する文脈において“来”が用いられていることからも，擬人法であると考える
のが自然である。
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〈Summary〉
  This paper analyzes the relationship between Romance of Three Kingdoms and Buddhism 

from the perspective of image, plot and thought, and points out that，though little, Romance of 
Three Kingdoms is affected by Buddhism. The thoughts of Buddhism and Taoism, combined 

with Confucianism, become the common thought of Chinese people and influence their 

aesthetic mentality, which is reflected in Romance of Three Kingdoms.

[Key Words] Romance of Three Kingdoms, Buddhism, Taoism, Confucianism

佛教传入中国，对中国文学产生了巨大的影响。就人们耳熟能详的长篇小说而言，《西游记》

自不待言，《金瓶梅》、《红楼梦》与佛教颇多因缘，《水浒传》中也有不少和佛教有关的人物与情节，

似乎只有《三国演义》与佛教的关系少之又少，这是为何？《三国演义》与佛教究竟有无关系？本

文试图对此问题进行分析。

《三国演义》成书虽然在明朝，但描写的是东汉末年三国纷争的故事，一般公认佛教传入中国

是在两汉之间，因此毋庸置疑，三国时期已有佛教在中国流传。那为何佛教在《三国演义》中不甚

突出呢？合理的解释是三国时期，佛教在汉地尚未站稳脚跟，在当时影响尚不甚大；加之彼时道教

兴起，在社会生活中扮演了重要的角色。《三国演义》开篇描述的黄巾起义就是借助道教发起的，

小说中人物张鲁本身就是“五斗米道”的第三代传人，后文中又有多起灵异事件与道教相关，就连

诸葛亮本人，也是一副半儒半道的形象。虽然三国时期有康僧会游吴，译经大师支谶避乱江南，但

一直到晋室南渡，鸠摩罗什入华，佛学在北方才发展起来；南北朝五胡乱华，佛教大兴。虽然作者

罗贯中生在元末明初，彼时佛教对中华文化已浸润极深，但从历史事实出发，《三国演义》所叙述

的故事，不像其他几部，背景都是佛学深入中国以后的事。因此，《三国演义》中佛教因素较少，

也就是可以理解的了。
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然而，这并不是说《三国演义》与佛教毫无关系。事实上，《三国演义》佛教的关系尽管不是

那么明显，依然割舍不断。这主要表现在人物形象的塑造、故事情节的设置以及思想倾向等几个方

面。

在《三国演义》一书中，正面出场的佛教徒只有一人，此人出场两次，法名普净。关羽千里走

单骑，过五关斩六将，在第三关汜水关的镇国寺，遇见了同乡人普净。僧人普净暗示关羽，使得关

羽逃脱了卞喜的毒手。普净随后往他处云游而去。后来，吕蒙白衣渡江，关羽败走麦城，被俘遇害，

还有一段“玉泉山关公显圣”：“关公一魂不散，荡荡悠悠，直到一处：乃荆门当阳县一座山，名为

玉泉山。山上有一老僧，法名普净，原是汜水关镇国寺中长老。”普净听到空中有人大呼曰：“还我

头来！”认得是关公，说：就这样算了吧，该放就放；凡事有因必有果。你现在被吕蒙杀了，大呼

还我头来，可颜良、文丑等其他众人之头，又将向谁要啊？于是 “关公恍然大悟，稽首皈依而去 ,

后往往于玉泉山显圣护民，乡人感其德，就于山顶上建庙，四时致祭。”玉泉寺如今尚在，位于现

在湖北省当阳市城西南 12 公里的玉泉山东麓。但是，关羽千里走单骑，过五关斩六将不见于正史

记载，纯属虚构。所以，普净也是虚构的人物，只有玉泉寺是真的。

在《三国演义》的诸多人物形象中，与佛教关系最大者莫过于关羽。关羽是《三国演义》中最

为丰满、生动的形象之一，由于他勇武忠义，被毛宗岗评为三国三绝之一，说他“是古今来名将中

第一奇人” ( 《读三国志法》)1）。历史人物关羽远不及小说形象丰富、完美，尤其是对关羽结局的

处理，史书和小说大不相同 , 据《三国志》记载 : “权遣将逆击羽，斩羽及子平于临沮”“追谥壮

缪侯”2）, 裴松之的注引述了《蜀记》的记载，说“权欲活羽以敌刘、曹，左右曰 : ‘狼子不可养，

后必为害 , 曹公不即除之，自取大患，乃议徙都 , 今岂可生？’乃斩之。”3） 由此可见，关羽乃是

兵败被杀，历史上也从未皈依佛教。那么，从历史上真实的关羽，到《三国演义》中的关羽，为何

发生了如此巨大的变化呢？

关羽与佛教相关联的传说由来已久，早在唐德宗贞元十八年 (802)，董侹所作的《荆南节度使

江陵尹裴公重修玉泉关庙记》中就有关羽助智顗大师修建玉泉寺的记述：“陈光大中，智顗禅师者，

至自天台，宴坐乔木之下，夜分忽与神遇，云愿舍此地为僧坊，请师出山，以观其用 ,指期之夕，

前壑震动，风号雷虩，前劈巨岭，下湮澄潭，良材丛木，周匝其上，轮奂之用，则无乏焉。”4） 这

里的神，指的就是关羽。唐人道宣所作的《续高僧传·智顗传》中尚未提及关羽助建佛寺一说，董

侹之文可以说是目前所知的关羽出现在佛教故事中的最早记载。从这个记载可以看出，关于关羽与

佛教相关联的传说，至少在唐代中期，即董侹作这篇庙记之前，就已经在玉泉寺一带广为流传了。

北宋张商英《重建当阳武庙记》内容更加详尽，详细记述了关羽与智顗大师斗法的过程，斗法失败

后，关羽不仅舍玉泉山修建佛寺，而且一心拜服，受戒于智顗大师。到了南宋，僧人志磐作《佛祖

统纪·智顗大师传》时，关羽皈依佛门、建造寺庙的故事，已经被当作智顗大师生平经历的一部分

来记述了。元代，关羽在佛教中的地位已经得到朝廷的认可。《元史》记载，从至元七年以后，“岁

正月十五日，宣政院同中书省奏，请先期中书奉旨移文枢密院，八卫拨伞鼓手一百二十人，殿后军
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甲马五百人，抬舁监坛汉关羽神轿军及杂用五百人 ,宣政院所辖官寺三百六十所，掌供应佛像、坛

面、幢幡、宝盖、车鼓、头旗三百六十坛，每坛擎执抬舁二十六人，钹鼓僧一十二人。”5） 可见，

世祖忽必烈时，关羽已经晋升为国家级祭祀所要请的神了。《三国演义》产生在元末明初，当时关

羽在佛教中的地位已经基本确立，很多寺院的伽蓝殿都供奉有关羽的神像，作者之所以在《三国演

义》中给关羽设计了一个富有宗教色彩的结局，无疑是受关羽在佛教中的地位影响。但罗贯中在创

作时做了两处改正，一是将关羽玉泉山显圣的时间提前到了三国时期，二是以智顗大师为原型，塑

造了一个全新的形象“普净”。这样的设计使小说故事情节紧凑，并大大增强了小说结构的逻辑性。

《三国演义》中人物众多，为何单单关羽能与佛教发生如此密切的关系呢？这主要是由于关羽

的忠义形象在民间拥有极大的影响。佛教传入中国之后，逐渐与中国本土文化融合，鉴于关羽形象

在民间的影响力，以及他与佛教伽蓝神形象的契合，佛教的传播者对关羽进行了改造，并纳入佛教

体系，随着他影响力的扩大，他在佛教中的形象也由最初的支持佛法，渐渐被演变成了护法伽蓝

神 ,其影响远远超过了佛教原有的十八个伽蓝神，在中国绝大多数寺院中享受供奉，为佛教吸纳了

大量的信徒。

综上所述，小说《三国演义》中的关羽形象与历史人物关羽存在着很大的差别，其结局更是被

赋予了皈依佛门的宗教色彩，这不是罗贯中的凭空构想，而是佛教在中国化的过程中，将关羽纳入

佛教体系，改造成为佛教中的护法伽蓝神 ,这种改造反过来又对中国本土文化产生了影响，并最终

影响到文学领域的真实反映。小说这样处理，应该说是历史因素和小说创作理念共同作用的结果。

《三国演义》中提到了一些佛教寺院，包括曹操父亲曹嵩被杀的地点一座旧寺、普净救关公的

地点汜水关镇国寺、刘备到东吴相亲的所在地甘露寺等，但基本上都是故事发生的背景，与情节关

系不大。值得注意的是《三国演义》脱胎于《三国志》，中间又经过了《全相三国志平话》等话本

及戏曲的演进，在演变的历史过程中，不可避免地掺入了中国人的一些观念。因缘、宿命乃至神鬼

灵异往往渗入到情节之中，甚至成为推动情节发展，解决矛盾纠葛的动因。早在宋代的《新编五代

史平话》中就有这样的说法：

可见，这里体现的是因果报应的思想。《全相三国志平话》里面的说法与此相同，开篇第一章

的标题即是“江东吴土蜀地川，曹操英勇夺中原 ；不是三人分天下，来报高祖斩首冤”，同样把历

史演进套进了因果报应、灵魂不死的圈子里。之所以出现这种情况，和当时的社会背景有很大关系。
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唐末五代，佛教成熟，大行天下，“俗讲”和“变文”成为佛教向社会传播的主要形式，早期的白

话小说，以宋元话本为例，受其影响甚深。作为《三国演义》的早期形式，《三国志平话》等作为

面向普通民众说书讲史的底本，不可能不受当时社会风气的影响，同时也必须迎合普通民众的审美

需求。因此，其中出现因果报应等内容也是不足为奇的。

到了《三国演义》，这种颇具传奇色彩的因果报应没有了，开头变成了 “话说天下大势，分久

必合，合久必分”，《三国演义》的艺术品格与罗贯中本人的人生经历和思想认识是有密切关系的。

据考证，他 7 岁开始，就在私塾学四书五经。14 岁时母亲病故，于是辍学随父亲去苏州、杭州一

带做生意。但是罗贯中对商业不感兴趣，在父亲的同意下，他到慈溪随当时的著名学者赵宝丰学习，

元惠宗至正十六年（1356 年），罗贯中辞别赵宝丰，到农民起义军张士诚幕府作宾。明人王圻在

《稗史汇编》中，称他“有志图王”；清顾苓《塔影园集》卷四《跋水浒图》记载“罗贯中客霸府张

士诚”，都表明罗贯中在元末曾经想有所作为，“传神稗史”只是在现实中失败后无奈的选择。罗贯

中的身上，更多体现的是一种“达则兼济天下，穷则独善其身”的儒家气质，而非“四大皆空”的

佛家思想，因此他抛弃了《三国志平话》那种明显虚假的因果报应式开头，代之以充满大气的“天

下之大势”，使全书的艺术品格得到了提升。国家“合”到一定的阶段就会“分”，“分”到一定阶

段又要“合”，历史是循环，这是天数、天意。尘世间的一切，战争胜败，朝代更叠，人的生死祸

福皆由天意安排。天意不可违抗，否则，即使聪明如诸葛亮，也只能落得一个“出师未捷身先死，

长使英雄泪满襟”的悲剧下场。

子曰：“君子有三畏 :畏天命 ,畏大人 ,畏圣人之言。”天命崇拜，在传统儒家思想之中就有体

现，经过董仲舒等人的“天人感应”一番演绎之后，更是深入人心。但中国的情况有些复杂，对老

百姓来说，儒家学说、佛教思想、道教观点是结合在一起的，各家理论及其作用在他们心目中也十

分相似。故而无论何种宗教，只要人们觉得可以帮助自己消灾弥祸、解除困扰，便具有同样的吸引

力，一样地烧香礼拜。久而久之，这种混乱而宽容的宗教态度，使极具中国特色的三教合一有了生

存的土壤。而儒、释、道之间的相互吸纳与渗透，又终于促成了三教合一局面的实现。这种奇特的

宗教现象不仅造成了中华民族不坚信一神却虔信众神的特殊的、矛盾的宗教心理，而且给素与民俗

文化有天然联系的中国小说创作提供了丰富的营养，为中华文化注入了新的内容。

具体到《三国演义》，应该说追求事功、奋发有为的儒家思想是占有优势地位的，但与“天命

观”、“宿命论”相应，道与佛在小说中同样占据着不容忽视的地位，书中神仙鬼怪、妖法道术的故

事比比皆是。例如开篇所列举的汉末诸多异象，书中反复验证的多次占卜等，都是中国人宗教观念

的综合反映。再如孙策斩杀于吉、左慈戏曹操、诸葛亮七星坛祭风、五丈原禳星等都与道教有关。

直接与佛教有关的描写虽然不多，但佛教传入中国以后，它的灵魂不灭、转世轮回思想同土生土长

的道教的鬼魂观念相结合，又衍化发展了儒家的相关理论，结果总是种善因获乐果，种恶因获苦果，

民众对此坚信不疑。这种社会普遍接受的因果报应观被《三国演义》生动地体现在诸多情节中。例

如董卓无恶不作，残害百姓达到令人发指的地步。他对前来投降的军民“或断其手足，或凿其眼睛，

或割其舌，或以大锅煮之。”董卓死后，他的尸首只剩下零碎皮骨。下葬又遇“天降大雷雨，平地

水深数尺，霹雳震开其棺，尸首提出棺外”。“三次改葬，皆不能葬，零皮碎骨，悉为雷火消灭。天
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之怒卓，可谓甚矣！”曹操不信鬼神，触犯了天条，上天大怒，结果曹操的结局是得病不治而亡；

更有甚者，书中还描写了在他临死之前还听到伏皇后、董贵人、二皇子等人的“索命之声”。不仅

如此，第一百零九回罗贯中将司马懿之子司马师捉杀张皇后、废魏主曹芳等恶行看作是对曹操昔日

恶行的报应。

需要注意的是，这里的因果报应思想既与佛教相关，却又不完全相同。其实，在佛教传入中国

之前，中国早就有“天作孽犹可违 , 自作孽不可活”“善有善报，恶有恶报”之说，《周易·坤·

文言》中也说：“积善之家，必有余庆；积不善之家，必有余殃。”曾子在《大学》中说：“货悖而

入者，亦悖而出。”用违背情理的手法得到的财物，也会不合情理地失去。中国人早就认为在人类

的世界中，冥冥中似乎始终有一个无形的规律在主持仲裁着善恶是非，不管人类有怎样的权谋智巧，

毕竟逃不出这个因果定律。天道循环，因果不爽，善恶到头终有报，只争来早与来迟。此话正反映

出宇宙间一种永恒的因果律，中国历史上无数事例，都有意无意地印证了这一条规律。可以说，中

国儒家思想的纲常伦理之中，早就有了因果报应的种子。但是，现实生活也不完全是这样，无法兑

现的时候，人们的向善之心不免受到动摇，于是不得不求助于幻想，寄托于来世，这与后来传入的

佛教思想一拍即合。正如《涅盘经·憍陈如品》所说：“善恶之报，如影随形；三世因果，循环不

失。”所以佛法劝人一心向善，诸恶莫作，众善奉行。但是，有专家指出，佛教提出的业报轮回观

念，与儒家思想有一个明显的差别，就是每一个人的命运是由他过去的所作所为引发和造成的，由

他本人承担。父母这一代做的好事是由父母自己在来生得到回应，儿女自己带来的后果受到“恶

报”，也跟父母无关。这样就从一个整体家族的相互责任，转变为每个人的个人责任。6） 从这一点来

看，前文所述《全相三国志平话》的开头，以及《三国演义》中曹操的恶行被报应到了他的子孙身

上，虽然披着佛教的外衣，骨子里还掺杂着儒家的思想。

总之，《三国演义》中佛道两家观念的区分是模糊的，而事实上，中国的佛教和道教杂处而生，

它们的理论难以划分得清。原本属于佛教的因果报应、转世轮回被道家吸收；道教宣扬修炼成仙，

佛家也说修炼成佛，而更为重要的是，中华民族的灵魂深处浸染着儒家思想的血液 ,佛道两派的思

想精髓在儒家思想的浸润下融合为一，逐渐形成了中华民族所共有的思想观念和审美心态。书中这

些因果报应的奇异情节使小说增添了一种神秘奇幻的色彩，顺应了中国读者的审美心理需求，这也

是《三国演义》广为流传的重要原因。

如果说“天下大势，分久必合，合久必分”体现的是一种“天命观”，谁也无法阻止的话，所

谓“天命”，究竟是什么呢？《诗经·大雅·文王》中说：“天命无常”；《周书》中也说：“天命无

常，修德为要。”荀子虽然说“天行有常，不为尧存，不为桀亡”，但那说的主要是自然科学。如果

说，在文王时代，人们提出“天命无常”的观点，还包含着对于“天命”本身有所怀疑的话，经过

“殷周之变”的洗礼，经过无数次改朝换代的更迭，到了罗贯中所处的元末明初，人们对于“天命”

有了更深刻的认识。从人类社会的发展来看，“天命无常”的意思就是没有任何政权可以理所当然
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地千秋永固、万世长存。中外经典，在叙述宇宙间的永恒规律时，有相通共鸣之处。在“天命无

常”这个观念上，儒家思想和佛教理论找到了共鸣。

无常观是佛教教理的特征之一。它主张，世间万象生成灭亡，诸行无常，是人所不能左右的，

世事的不变只是暂时和相对的，世事的变化无常才是绝对的、永久的。《三国演义》的开头“分久

必合，合久必分”，与此颇多契合之处。清人毛宗岗父子在评刻《三国演义》时，将明代文学家杨

慎所作《廿一史弹词》第三段《说秦汉》的开场词《临江仙·滚滚长江东逝水》放在了全书的开篇

卷首，可谓“点睛”之笔，词曰：

全词洋溢着一股浓浓的佛教思想，特别是“是非成败转头空”一句，豪迈、悲壮，既有大英雄

功成名就后的失落、孤独感，又暗含着高山隐士对名利的淡泊、轻视。加之全书所展示的蜀汉集团

的覆灭以及曹魏集团的兴衰等，无不深刻地揭示出了“世事无常”的佛理。有人将其与日本文学中

的名篇《平家物语》相比照，《平家物语》在成书过程、故事内容等方面与《三国演义》颇多类似，

它同样是由说唱文本发展而来，成书于十三世纪上半叶，较《三国演义》早一百多年。该书前 6卷

描写了平氏家族的荣华鼎盛和骄奢霸道；后 7卷着重描述了源、平两大武士集团大战的经过，渲染

了平氏家族终被消灭的悲惨结局，特别是出色地描绘了两氏之间波澜壮阔的战争场面，可以说是一

部宏伟的英雄叙事诗，素有日本的《三国演义》之称。全书的开场，也是一首诗：

这一诗篇诉说着“诸行无常”，在日本可谓脍炙人口。从“袛园精舍”、“沙罗双树”、“盛者必

衰”这些词句中不难看出，这里所说的“无常”来自佛教，而这种“诸行无常”的观念是《平家物

语》的基调，贯穿在整个作品之中。平家灭亡后，平清盛之妻平时子抱着外孙安德天皇与三神器一

同跳海，更让人有世事无常、盛者必衰之感。然而《三国演义》中表现的“无常观”又与《平家物

语》有所不同，虽然《三国演义》是在慨叹人生无常，但其整部作品的主题却是在揭露社会的弊端，

作者把人生的无常归结于社会的现实和腐朽的政治，在无常面前，人类是有可为的，只要顺应时势
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便可不违天命，消解社会矛盾便可化解无常。在《平家物语》中的“无常观”探究的则是生命本身

的无常，决定历史变迁的因素是无常本身而非社会，无常是非外力所能左右的，无法加以改变和化

解。从这个意义上讲，《平家物语》所体现的无常观更贴近佛教本义，这与它的集体创作背景及日

本当时的社会状况有密不可分的关系。

《三国演义》这种以具有儒家思想倾向的“无常”观也可以从当时的社会现实及作者罗贯中的

成长经历中找到根源。《三国演义》成书之际，民族矛盾尖锐，阶级压迫深重，社会动荡不安。求

神拜佛，成为众多不幸者主要的精神依托。元统治者以尊崇道教、崇尚佛教而著名，明王朝对宗教

也采取较为宽容的政策，这一切都为《三国演义》中宗教意识的张扬奠定了社会基础。然而，由于

经过上千年的浸染，在社会占主流的，还是儒家思想。儒家的核心思想是“礼”与“仁”相结合的

道德规范，提倡内圣外王之道，所谓“兼济天下”与“独善其身”。其崇德、仁义和治世的精神不

仅得到当时社会的广泛认同，而且也深入到中国古代文学创作的领域，主宰着众多文艺家的创作取

向。“有志图王”的早期经历与其晚年的特殊心境，是罗贯中偏好政治历史题材小说，并在这类小

说上取得艺术成功的关键。尺蠖斋评释的《西晋志传通俗演义》序文也说：“罗氏生不逢时，才郁

而不得展，始作《水浒传》，以抒其不平之鸣。”当然，这句话用在《三国演义》上也是适用的。罗

贯中无法隔断来自主客观的、根基深厚的儒家思想的影响，难以彻底地跳出三纲五常、君权神授的

樊篱。对国家，罗贯中强调施行“仁政”、“王道”，国家应由明君圣主来领导；对个人，罗贯中重

视仁、义、礼、智、信、勇、诚等品德。这在他笔下一系列赞美的人物身上得到了体现。然而，如

前所述，佛教传入中国后，给儒学做了补充，在中国三教合流，儒家思想与佛教观念又很难截然分

开，例如儒家“仁义”观念就和佛教中的“慈悲”之心颇有共通之处，儒家说仁者无敌，佛家说慈

悲没有敌人；儒家说杀身成仁，佛家说慈悲无我；儒家说舍生取义，佛家（地藏菩萨）说地狱未空，

誓不成佛……又如孝顺，佛教在印度时有这个因素，但是不突出，加上早期佛教讲究“灰身灭智”，

不太强调家庭关系。进入中国之后，在家是小孝，出家则是大孝。出家是成就大我，可以为历世的

父母超度，乃至以众生为父母，是一种博大的精神。某种意义上，这是把儒的仁爱精神扩大了。

“人人皆可为尧舜”，如果说儒家讲的是人的平等，大家都有成为圣贤的可能性，佛教则扩大为众生

平等，人与一切生物也是平等的。就因果报应、“无常”观念来说，两者也有类似，这也就造成了

《三国演义》所体现的思想倾向儒佛兼备的复杂性。王志远指出：“古代把读书人称为‘儒生’，我

从来不认为这个‘儒生’就是狭隘地只指儒家，只看儒家的书，而是博览群书、读遍各家的。例如

受儒家教育的人在商场、战场会很自然地应用兵家思想，而在生活中又秉承佛道精神，这在中国是

极其正常而普遍的现象。”7） 可以说，罗贯中在创作《三国演义》的过程中所流露出的儒释道合流

的宗教意识并非罗贯中个人的独特感受，它是中国历代文人普遍具有的思想意识，是中华民族传统

宗教心理意识的反映。

综上所述，在中国古典文学中，《三国演义》涉及佛教较少，但绝不是与佛教毫无关系。佛道

两派的思想精髓在儒家思想的浸润下融合为一，逐渐形成了中华民族所共有的思想观念和审美心态，

这在《三国演义》中也得到了体现。
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〈Summary〉
  The purpose of this article is to investigate differences in reporting between Japanese 

native speakers （NS） and Japanese non-native speakers （NNS）.
  We made investigate into the recorded data of meeting contents by NNS. The analysis 

revealed a difference between the reporting skill used by NS and NNS.

  NNS could abstract the various facts and speak structurally. And NNS can make a distinc-

tion of the fact from their opinions that they reported their opinion as a fact. However, they 

have a problem about interpersonal communication skill. They could not understand the native 

speaker’s vague complaints express.

1．は　じ　め　に

　この研究は，日本語母語話者の日本語対面コミュニケーション力を向上させるための学内共同

研究として始まったものである。成人の日本語能力にかかわる研究はまださほど行われていない

が，昨今の日本語力低下がさかんにとりざたされる状況では，日本語母語話者の現状を確認し，

社会人として必要とされる日本語力をはかる評価基準を作ることも必要となるだろう。

　本論はその前段階として，日本語を母語としない学習者の報告行為と日本語を母語とする大学

生の報告行為にどのような違いがあるのかを調査したものである。

　中西他（2011）では，日本語母語話者（以下 NSとする）の報告行為に焦点を絞った調査をお

こない，NS間でも日本語の運用能力に差がみられることを明らかにした。そこで使用したのは，

日本語を母語とする大学生，大学院生を対象にした報告場面の録画・文字化データである。デー

タは前半の話し合い（30分）と，後半の報告（1人 5分程度）の二部から構成されており，後半

の報告部分を調査対象とした。

　本論では同様の調査を日本語学習者（以下 NNSとする）に対して行い，NS1）との報告遂行能

力に違いがあることについて述べる。

　NSが持つ問題点については中西他（2011）で次のように述べられている。

 1．事実と報告が不整合である。

 2．報告内容を構造化し，順序立てて報告することができない。
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 3．自己内コミュニケーションの言語化（独話）を行う。

　本論では，これらの NSの持つ問題点と，NNSの報告行為を比較した結果，NSと NNSの問

題点は異なり，NNSの場合，日本語能力以外では，社会言語的能力に関わるストラテジーに問

題があることがわかった。

　本論では，まず，4章で上記の 1～3の問題点に対して，NNSがどのような状況なのかを NS

のデータと比較しながら明らかにする。次に 5章で NNSが持っている独自の問題点について述

べる。

2．よい報告行為とは

　山梨（1986）は，発話行為について報告型，警告型，祝福型などの分類を行っているが，その

中で報告行為について，次のように述べている。

  報告，陳述型

　　ⅰ命題：事態，事実等の記述

　　ⅱ準備：話し手にとって，聞き手が命題を知っているか否かは明らかではない

　　ⅲ誠実：話し手は命題を信じている。

　　ⅳ本質：話し手は聞き手に命題の情報提示を行う。（p. 46　一部改）

　そして，報告は，「議論」や「主張」と似てはいるが，議論や主張が「命題が真であることを

聞き手に信じさせようと試みる」のに対し，報告は情報提示を行うものである点が異なると述べ

られている。情報提示を行うものであるがゆえに，事実を改編してはならない，自分の意見を押

し付けてはいけないということが報告行為には必要であると考えられる。

　次に，「話し手は聞き手が命題を知っているか否かは明らかではない」ということについてだ

が，これは，相手の予備知識を探りつつ話を進める必要もあるということも表している。そのた

め，聞き手に対して，話し手は今から何の話をするのかといった予告を与えながら話を進める必

要がある。

　それは開始部分だけではなく，談話全体の構成に関しても，先に全体を示してから部分につい

て述べていくなど，相手につたわりやすくする工夫が必要である。そのため，話し手は，全体か

ら部分へと話を進める，伝える内容について要点まとめる，聞き手との情報差を埋める工夫をす

るなどが必要となる。

　最後に，双方向でのやりとりであるということが挙げられる。Brown and Yule（1983）では，

言語の機能の中に transactional function（報告的機能） と interactional function（相互作用的機

能）があることが述べられている （p.10-11）。本論で扱う「報告」とは，話し手からの報告を聞

き手が聞くという一方向的なものではなく，話し手が聞き手に助言を求めたり，それに話し手が

168 外国語を母語とする日本語学習者の報告遂行能力に関する研究



答えたりという相互作用的な言語行動をとらなければならない場面である。そのため，この 2つ

の機能のどちらをも併せ持つ言語行動と言えるだろう。そのため，社会言語的な能力が必要とな

る。これが，3つめの要素となるだろう。

　以上，報告という言語行為が成功したというためには，少なくとも次の 3つの点について適切

である必要があろう。

 1）報告する内容を的確に，主観を交えず把握しているか。

 2）報告する内容をどう構成してわかりやすく伝えるか。

 3）報告する者と報告を受ける者との間でのやりとりの適切さを欠いていないか。

　 1） 2）については，報告書などの書き言葉や，一方向的に述べるプレゼンテーションなどで

も同じことが言えるが，対面での口頭報告は，その場での話し手と聞き手の双方向的なコミュニ

ケーションが必要であり， 3）の重要性は高い。

3．調査方法

　本論で行った調査は，中西他（2011）で NSに対して行った調査と同様のものを，NNSに対

して行ったものである。

　まず，NNSが，違う母語話者同士で 2人 1組になり，日本語でパーティの準備について 30分

間，話し合った。ここはビデオ録画して記録を残した。その後，ひとりずつ決まったことを 5分

程度で教師に報告するというタスクを課した。ここは音声を録音した。決めなければならないこ

とは， 1）当日の内容（プログラム，どういう順番で何をするか） 2）当日必要なもの，それを

誰に頼むか， 3）当日までに準備すること，その分担，である。タスクは紙面で示した。2）

　NNSとして調査対象としたのは，大学 1年次生から 3年次生までの 8人である。母語は，中

国語を母語とする者が 4名（中国語・韓国語のバイリンガルを 1人含む），韓国語を母語とする

者が 4名であった。同学年で顔見知りの中国語母語話者と韓国語母語話者が組になり，話し合い

を行った後，1人ずつ報告を行った。

　NNSの詳細なデータは以下のとおりである。

［表 1］NNSの情報
番号 母　　語 滞日歴（年） 日本語に関わる資格等 特記事項 ペア
F1 中国語 4 日本語能力試験 2級合格 A
F2 韓国語 2.7 特になし A
F3 韓国語 0.7 日本語能力試験 1級合格 B
F4 中国語・韓国語 2.3 日本語能力試験 1級合格 朝鮮族 B
F5 韓国語 0.7 日本語能力試験 1級合格 C
F6 中国語 2.1 特になし 配偶者が日本人 C
F7 韓国語 0.8 日本語能力試験 1級合格 D
F8 中国語 2.2 日本留学試験 270点 D
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4．NSの問題点と NNSの報告の比較

　NNSの場合，NSの談話に観察される 3つの点については問題を感じなかった。比較しながら，

詳しく見ていこう。

4．1　事実と報告内容の整合性

　NSには１のように，話し合っていない内容について返答を求められると，自分の意見を決定

したこととして報告してしまうという問題が見られた。

 ⑴ 当日までにやることを報告していたときに

 NS： ［かすかな声］##［消え気味］実行委員，我々2名では〈少し笑いながら〉（はい）大変

だったので（うん）実行委員の募集を行います。3）

 T：実行委員の募集は，何でやりますか？。

 NS：ポスター，とかを，考えていました。

 T：二人で決めた？。［↓］

 NS：決めていません，私のイメージですが。〈少し笑いながら〉＝［J4］

　これに対して，NNSは⑵のように「これから意見を聞いて決める」や，⑶「まだ Kさん（相

談していた相手）には話していない」や，⑷「私にはわからない」などのように未決定事項であ

ることや自分以外の人の意見であることを区別している。 

 ２	 参加費を取るのかと Tが質問して

 NNS： そういうところは（うん）まだ（うん）決めてないから，みんなの（うん）意見を聞

きたいし（うん）。［F1］

 ３	 歌やゲームを誰に頼むのかという話題の中で

 T： で，えっとー，その，歌を歌ってくれるとかいうのは，Jさんとかですか〈二人で笑

い〉？。

 NNS： そうですね（おーん），実は司会者も（うん）Jさん（あー）と（うん）2回生の S？？

さんがすごく，こう〈笑い〉，テンションも高くて（うん）常に，楽しく（〈笑い〉），

こう，やっていけん（うん）のかなっていうのがあって（うん），ちょっと頼もうと。

 T：あ，はいはい，わかりました。

 NNS： でもゲームも（うん），ま，これは，Kさんと話してないんですけど（うん），Jさんに

頼もうかな（うん）っていうのは一応（んー），暗黙（おん）的に〈笑い〉。［F2］
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 ４	 予算が足りるのかと Tに質問されて

 NNS： あ，あああ，そうですね（うーん）まだ，お金は考えてない〈んですけど〉｛〈｝〈笑い

ながら〉［F4］

4．2　報告の内容の抽象化・構造化

　次に，報告事項を構造化することに関してだが，NSには「何の話を始めるのか」という概要

を十分に聞き手に与えられないまま談話を開始する被験者が 6例中 4例いたのとは異なり，

NNSは 8例全ての談話で予告部分がみられた。

　次の⑸⑹の例は NSの報告開始部である。５は教師からうながされないと，自分から用件を話

し始めることができなかった。

 ５	 報告開始部　「失礼します」のあと口ごもる

 NS： どうしたらいいんかな…［一人言のように，「な」はほとんど聞こえない］えーと…［紙

をめくる音］。

 T： 決まったことを…，教〈えてください〉｛〈｝。

 NS： えーとー［紙をめくる音］/沈黙　1秒 /決まったこと（ふん）…［自問しているよう

に］，まず（ふん）/少し　間 /内容…。

 T： 何 ‘なん ’〈のお話でしょうか〉｛〈｝。

 NS： えーと，留学生の…（うん），ウエルカムパーティについての（うん）企画ー /沈黙　1

秒 /案…を作ったので…。［J6］

　次の６の例は，開始部分で口ごもっており「ウエルカムパーティを開くことについて報告した

い」旨をはっきり伝えられないまま，教師が何の話か理解する間をあけず，プログラムのことに

ついて話してしまっている。

 ６	 報告開始部　ノックしてドアを開けて

 NNS： 失礼しまっす。すみません［小さい声］あのー，留学生のウエルカムパーティ…で，

（はい）あのー，話していたことー…で＝。チェック ###，よろしいで〈しょうか〉

｛〈｝。っとー，まずー，そのと…当日のー / 2秒間 /プログラム…の流れはー，ま，せ，

最初にせ［「せ」は小さい声］…先生の挨拶ー（ふんふんふん）####［かなり小さい

声］先生にお願いしてもよろしいでしょうか。はい，あ，あ＝。［J3］

　また，次の⑺のように開始部分はスムーズでも，そのあと話す内容を順序立てて述べることが

不得手な状況がみてとれる。
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 ７	 報告開始部　ノックしてドアを開けて

 NS： 失礼しまー〈す〉｛〈｝。 / 4秒　間 /［この間に Tの前に移動 ]えーと，あのー 先生，あ

の，留学生…,, のえーと歓迎パーティを（あーあー）企画したので（あーはい），えーと

それーについてちょっと，報告，（あ，はい）をしたいと思います。［文末の声が小さい］

えーと，/ 1。5秒　沈黙 / 留学生が，えーと，歓迎，お，交流パーティなんですが，（は

いはい）私たちでえーとビラ… / 少しの沈黙 /えーと日本語学科等 ‘とう ’にえーと配る

（ふん）ビラをえーと作成しますので，（はい）えーと，それをー，えーと必修の授業で

（あーはー）えーと〈お配りして〉｛〈｝【【。［J6］

　一方，NNSの談話では概要を示してから，具体的な内容を順序立てて述べていくことができ

ていた。⑻などは後半で授受動詞の使い方が文法的でなく，意味がとりにくいのだが，前半では，

「お時間大丈夫ですか」と，教師の都合を聞いてから話し始めるということもできている。⑼⑽

の例は，日本語としてはこなれたものではないが，それを補うように，用件が明確に伝わるよう

な短い文で簡潔に述べられている。

 ８	 報告開始部　ノックしてドアを開けて

 NNS： 失礼しまーす。先生，今お時間大丈夫です〈か〉{〈〉？。

 T： うん。

 NNS： 先生，4月の（うん）29日，あの留学生の交流パーティが（うん）あるんですけど，

（あ，はいはい）一応留学生会の Pさんと話してもらって（うん），一応，あの，もう 1

回先生と話してもらって，あのー，意見を聞かせていただきたいん〈ですけれども，

よろしいですか〉｛〈〉。［F1］

 ９	 報告開始部　「失礼します」と言った後に

 NNS： #######，わ，ウェルキャ，ウェルカーパーティ（うん），あれをあたしＡさんと少し

計画を立ててみたんですけど（うん），先生に報告しに来たんです。［F5］

 ⑽	 報告開始部　「失礼します」と言った後に

 NNS： ###―っと（うん），あ～，らい，らい，来年 4月（うん），えー，新入生たちのために

（うん），留学生パーティを（うん）お，お，おこらい，おくらうことに（うん）しま

した。（はい）だから，先生（うん）に，報告します。［F8］

　これは開始部分に限ったことではなく，全体的に自分が次に何を話すのかを聞き手に予測させ

ながら進めている談話が多かった。このようなメタ言語的表現について，数量的にも今後詳しく

データを見ていく必要があると思われる。
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 ⑾ パーティの日付を伝えた後で

 NNS：あ，ちょっとプログラムを，一つずつ言います。まずは（略）［F7］

 ⑿ Tに報告しますと言った後で

 NNS： えーっと，あー，パーティの流れは，さき，学校からの挨拶にして，えーそして

（略）［F8］

4．3　聞き手を配慮したコミュニケーション

　3つ目の NSの問題点は，自己内コミュニケーションを口に出し，独り言を言うという言語行

動をとることである。はっきりとした独り言が 3人の被験者の談話にみられた。

 ⒀ 用意するものを報告しながら

 NS：  / 沈黙　1秒 / なんかあったっけー / 沈黙　1.5秒 / あと，名札…作成のときに / 沈黙　1

秒 / ちょっと，あのー / 少し間 / ちょっとー，最初ー（略）［J2］

 ⒁ 日本人への景品が同じでいいかと Tに聞かれて

 NS： いや，日本人はー / 沈黙　2.5秒 / そっか日本人も参加してるのか（〈笑い〉）〈笑い〉は

い。［J6］

　髙岸（2012）などにより，若い世代の独り言が報告されているが，これは NSに特有なもので

ある可能性が高いのではないだろうか。今後詳しく若い世代の独り言について調査していく必要

があるが，今回の調査では，NNSの談話では 1カ所，1例しか見られず，「緊張する」というつ

ぶやきだけであった。

 ⒂ 報告を始め，手順を説明しようとして

 NNS： 例えば，あの順番は，あのー，まず，司会者（うん），えー，またいつも通りに日本語

学科の，あのー，先生に（うん）なんか，新入生たちに，し［ため息］緊張する［小

さい声で］。［F1］

　NSの談話に見られる独り言は，自問自答のようであり，対話者に積極的に投げかけられたも

のではない形式である。しかし，「口に出す」ということは対話者に「わかってほしい」という

意思を示しているように思われる。それに対し，NNSは同じようなことを直接，対話者に質問

という形で投げかけているのではないだろうかと考える。
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 ⒃ ゲームだけではなく歌もプログラムに入れると述べた後で

 NNS： ただゲームだけすれば，ちょっとシンプルすぎるかなーと考え…先生はどう思い〈ま

すか？〉｛〈｝。［F1］

 ⒄ 会費のことについて話している

 NNS： たぶん，一人ずついち，千円ぐらいで，いけると思います。

 T： 千円も払って来てくれるかな。

 NNS： たぶん。［ささやくように］高いですか？。［F8］

5．日本語学習者の問題点

　では，NNSに特有の問題点とはどのようなものであろうか。日本語力不足からコミュニケー

ションがスムーズにいかないことはある4）が，それは今回は扱わず，それ以外の特徴について考

察していきたい。

　本論では，特徴を 2点挙げたいと思う。2点とも社会言語的能力に関わる問題であるが，1点

目は，NNSが答えられないときにとるストラテジーが，時によって対話者には突き放されたよ

うに，または無責任に感じることもあるということである。

　2点目は，NNSは対話者からの「（報告内容に）賛成しかねる」という気持ちをこめた問いか

けの意味をとらえ損ねることがあるということである。はっきりと疑義を示すのではなく，不賛

成の意味を疑問の形で伝えられたときには，その意味を理解するのに時間がかかった場面があっ

た。

5．1　回答回避のストラテジー

　1点目は，自分に答えられない質問をされると NNSはすぐにその話題を回避するかのように

とれる言語行動を取ることが多いのではないかということである。これは 3．1で扱った内容と

重なるのだが，NSが事実になかったことまで答えようとするのに対し，NNSは「これから決め

る」「会長と相談する」といった言葉で，私は語れないという表現をとる傾向がある。たしかに

事実なのだが，話し合いがそこまで及んでいなかったことに関しての謝罪の表明がないことや，

語彙の選択なども原因になって，その伝え方にはコミュニケーション上で齟齬を来してしまう場

合もあるのではないだろうか。

　次の⒅の例は，「考えてないです」と笑いながら答えている。報告を受けている教員との人間

関係にもよるが，責任感がないのではと理解されてしまう可能性も否定できないだろう。
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 ⒅	 予算の問題はないかと Tに尋ねられて

 NNS： 予算の問題は，考えてない〈です〉｛〈〉｝［笑いながら］予算の問題は，留学生の会長

と相談。［F7］

　また，⒆の例は，相談相手の Sさんが勝手に言っていることだから私は知らないと言ってい

るようにもとれ，無責任な発言に感じられてしまう。

 ⒆

 NNS： んー，そしてゲーム，を今年はゲームをなんか留学生会が主導してたんですけど（う

ん），わたしは日本のゲームについてあまり詳しくないんで（うん），S1さんが，日本

人はしりとり？？（〈笑い〉）ゲームとかが（うん）が，好きって言って（うん），はい，

それをー，も，一応留学生会と相談し合ってから（うん），決める予定なんですけど

（うん），しりとりとか（うん），クイズとか（うん），を一応ゲームに（うん），計画し

て〈います〉｛〈｝。

 T：〈しりとり〉｛〉｝って順番に言うーのかな？。

 NNS： それ知らない＝＝

 NNS： なんか Sさんが（うん），しりとりとかしたらおもしろくない？　って（うん）言った

から（うん），たぶん留学生会で相談する時（うん）Sさんの（うんうん）説明がある

んじゃないかなって思ってます（うんうん）。［F5］

　ただ回答を避けているために，無責任だと感じさせるのではなく，謝罪表明と，フィラーの有

無が関わってくるのだろう。⑷の例のようにフィラーを有効に使ったり，さらに「すみません，

うーん，それはわからないです」などという謝罪や，保留のフィラーを使ったりすれば，聞き手

を突き放したような無責任さが感じられにくくなるのではないだろうか。この点に関しては，今

後フォローアップインタビューなどを行って，NSがこのような言語行動をとった理由や，NNS

から誤解される可能性があると考えなかったかという点などを調査する必要があるだろう。

5．2　不賛成の意味のこもった問いかけ

　2点目は，対話者が疑問の形で「賛成しかねる」という意を示した時，NNSに不賛成の意図

が理解されない場面があったということである。

　⒇では Tは，単調にしりとりをするだけでは盛り上がりに欠けるのではないかと考え，どの

ようなゲームに変えるつもりなのかと Sに質問しているのだが，Sは Tの疑問に気づいていない。

中国では大学生もしりとりをよくするということや，自分の子ども（F6には幼い子どもがい

る）が，よくしりとりをして楽しんでいるのを見ているという背景があった。
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 ⒇	「しりとりをする」と聞いて Tが質問している

 T：〈しりとりゲーム〉｛〉｝どんな…。

 NNS：はい，たぶん留学生たちあまりやらないことと思うん（うん）ですけど，（略） 

 T：#，子どもはよくするけど（はい），こう，大人になっても。

 NNS：もう，しないんですか？。学生，学生はまだするんじゃないですか？。

 T：ふつうーだったらしないと思います。

 NNS： あ，そうなんですか，もう〈笑いながら〉，あ，##大学生はもうしないんですか。［F6］

　21の例は，50人以上のパーティで椅子とりゲームをすると報告した NNSに「実行するのは難

しいのでは」とやんわりと指摘したつもりが，NNSは気づかず，具体的に説明しはじめている。

また，22の例は，一般の教員に挨拶を頼むのではなく，役職のある教員に挨拶を頼むべきだとい

う含みがなかなか NNSに通じなかった例である。これらの例で Tは NNSにはっきりと尋ねざ

るを得なくなっていることがわかる。

 21 Tがプログラムの内容に疑義をはさんで

 T：あと，いすとりゲームとか今まであんまりしたことがないんですけど【【。

 NNS：】】あっ，そうですか。

 T：うん，いすの数が・・・

 S： 多くあったら（うん），なんか，回るのが不便なので（うん），10人ぐらい？？（うん）で，

教室で持っていくのがいいと思う…。［F3］

 22 Sが「挨拶を Tに頼む」と言ったことを受けて

 T：あとは，そうですね，その，あ，あいさつをするんですか，わたしが？。

 NNS：はい。

 T：学科長じゃなくて？［F4］

　22と同様の談話が NSにもあるが，23のように Tの対応を敏感に感じ，「いつもはどんな先生

にお願いするのか？」と問いかけている。

 23プログラムを説明しながら

 NS： っとー，まずー，（中略）最初にせ［「せ」は小さい声］…先生の挨拶ー（ふんふんふ

ん）####［かなり小さい声］先生にお願いしてもよろしいでしょうか。はい，あ，あ＝。

 T：＝〈ああ，〉｛〈｝【【,,

 NS：】】〈いつも〉｛〉｝だいたいっ【【,,

 NS：】】〈どんな〉｛〉｝先生…にお願い…〈す〉｛〈｝【【。
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 T：】】〈ま，〉｛〉｝順番…はー，学科長が

最初（あ）にやっ（あーそだ）てー（略）［J2］

　このことに関して，クレームを述べるときのストラテジーが母語によって異なる可能性がある。

たとえば，李（2006）では，日韓の「不満表明」に関して述べられているが，そこでは，「遠回

しな不満表明」に関する日本語母語話者の使用率が，韓国語母語話者よりも有意に高いことが述

べられている。（p. 59）このような社会言語的ストラテジーの違いによって，母語話者同士なら

スムーズに疑義の意図が伝わるのに，異なる言語話者の場合伝わりにくいということも考えられ

よう。

6．ま　　と　　め

　本稿では，NSの問題点から NNSの報告に関する談話を分析した。さらに，NNS固有の問題

点についても考察してきた。その結果，NNSの報告の談話から，次のことがわかった。

 1．NSには問題であった「事実と意見を区別する」ということはできる。

 2．談話構成能力として，聞き手に内容を予測させるために，先に概略を述べることはできる。

また，順を追って構成された話し方はできる。

 3．NSのように独り言を口に出すことはない。ただ，NSとのコミュニケーションで困難回

避ととられる可能性がある言語行動をとる場面が見られた。また，質問者のやんわりとした

不賛成の意図をくみとれないことがあった。

　つまり NNSの方が NSよりも，2.で述べた 1）主観を交えず把握しているか。という点と

2）どう構成してわかりやすく伝えるか。という 2点においてすぐれており，情報を伝える，報

告するというストラテジーを身につけているといえる。ただ，NNSの場合，日本語能力以外で

は， 3）のやり取りの適切さという点において，社会言語的能力に関わるストラテジーに問題が

あることがわかった。そのため，やりとりを交わす上での問題点がないわけではない。一方的に

情報を伝えるだけではなく，相互のやりとりの上で報告を遂行していくための指導が必要である

と思われる。

　今後の課題としては，今回の調査では扱えなかった日本語のレベル別など，日本語力との関わ

りも考えていきたい。発音，ポーズ，文法的適切性などについても「伝わりやすさ」という観点

から外すことができないはずだからである。さらに，母語によって報告のスタイルに違いがある

のかということについても，調査していきたいと考えている。

　また，調査対象者が 8名と少人数であることから，本研究のデータだけで，学部留学生の傾向

と一般化することは難しいとも考える。被験者を増やして調査することも今後考えていく必要が

あるだろう。
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注

1） 中西他（2011）で用いたデータは以下のとおりである。NSの被験者は 6名，3組である。

番　号 性　別 生　年 グループ
J3 女 1979 A
J5 男 1983 A
J2 男 1992 B
J6 女 1989 B
J1 男 1989 C
J4 女 1989 C

各ペアの調査は前半の話し合い（30分）と，後半の報告（1人 5分）から構成されている

2） タスクカード 2枚を以下に示す。

タスクカード

タスク 1（以下のタスクを行ってください。質問は受け付けません。）

留学生の交流パーティ（4月の新年度のウエルカムパーティ）を企画してください。

白紙を渡すので，決定事項を書きとめておいてください。

30 分で以下の 3点を決定してください。

終了後に紙を提出してください。

出席者：留学生，日本人学生，先生

場　所：971（9 号館 7階ホール）

決めなければならないこと

1）当日の内容（プログラム，どういう順番で何をするか）

2）当日必要なもの，それを誰に頼むか

3）当日までに準備すること，その分担

タスク 2
お疲れさまでした。それでは，先ほど話し合った内容を，先生に報告してください。部屋に先
生が待機していますので，部屋に入るところから初めて，決まった内容を報告してください。
先生はその情報を元に，他の先生にも連絡を回すので，先生方に伝えておくべきことがあれば，
必ず伝えてください。

報告は紙を見ながらでも構いません。一人ずつ行います。
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3）   転写記号には BTSJ（2007年改訂）を用いる。発話番号などは紙幅の都合で省略する。談話終
わりの［　］に Jとあるのは NS，Fとあるのは NNSである。その後ろの数字は発話者の番号
である。Tは報告を聞いている教師の発話である。

4） 例えば次のようなものがみられた。
  ⑴  NNS： えー，3年生，4年生の女性も，あー，んー，教室の前に（うん）迎えに，えー，

することも 3年生 4年生の女の子です。
    T： 〈1年生〉｛〈｝を迎えに行くの？
    NNS： うん，そう，新入生を迎えにいくこと。
    T： えっ（##），今日来てねって言うんですか？。
    NNS： あ，いいえ，きょう，あー，あー，教室の外で（うん），外で，あー，案内する人。
    T： あー，あの，会場の前で（あー，はい），こ，こっちよって（はいはい），いらっしゃ

いませって（はいはい）やるんですか。［F8］

付記

　本研究は，2011年～2012年に京都外国語大学学内共同研究助成を受けて行われました。
　本論は，2012年 9月 1日・2日に行われた社会言語科学会第 30回大会（東北大学）にて口頭発
表したものを基にしています。会場でご指導いただいた先生方にお礼申し上げます。
　また，データ収集に協力してくださった学部留学生のみなさん，データの文字化に携わってくだ
さった堀才穂氏，小西達也氏，三好あかね氏，スィラダー・ブンサーム氏に心からお礼申し上げま
す。ありがとうございました。
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〈sommario〉
  Francesco Mastriani è tra i pochi letterati napoletani che svolsero l’attività di romanziere 

sia durante l’epoca borbonica che in quella post-unitaria, senza lasciare Napoli. Ma le sue 

preferenze letterarie cambiano con l’avvento del nuovo regno, non solo, come è stato già sotto-

lineato da altri studiosi, per le tematiche pre-veristiche. Nei romanzi precedenti all’Unità, anche 

se spesso c’è un inizio con scene napoletane, prevale un forte esoticismo, ossia descrizione e 

quasi adorazione verso paesi lontani. Invece nelle opere dal ’63, dopo una pausa di soli due 

anni, diventa molto minuzioso nella descrizione di nomi di vicoli e piazze tipicamente napole-

tane. Con questa toponomastica, che non di rado rasenta l’ossessione, i suoi personaggi si 

muovono liberamente sulla carta della città e confrontano le difficoltà, le miserie e i problemi 

napoletani concreti, temi che saranno essenziali nella sua letteratura. 

序　　論

　イタリア統一の年となった 1861年を境に，イタリア人のアイデンティティは大きな変貌を遂

げていくことになるが，おそらくその中でも最も影響を蒙ったのがナポリ人であろう。ナポリは

13世紀以来，イタリア半島の諸国家の中でも最大の領域を有するナポリ王国の首都であり，18

世紀にはロンドン，パリに次ぐヨーロッパ第三の都市として威勢を誇った。また，王国内のナポ

リ以外の地には大学の設置が認められなかったため，シチリアやプーリア，アブルッツォからも

学生や知識人が集まり，学問および文化の一大中心地としても栄えた。ナポリは「北方は聖なる

水に，そして残りの三方は塩水に」1） よって国境を守られていて，つまりはけして開放的とは言

えない王国の中心であり，それはある種，世界の中心のひとつとでもいったような錯覚を人々に

起こさせていたに違いない。

　1860年 9月 7日のガリバルディのナポリ入場に続く 10年は，そうした幻想が解体していく

日々でもあった。ナポリは王国の中心から，別の王国の一辺境都市へと転落していったのである。

この十年をナポリで過ごした知識人の多くは，デ・サンクティスに代表されるように，ブルボン

政権末期にナポリを追われ，北部イタリアの都市や外国での，いわば異文化体験の後ナポリに帰

還し，その成果を様々な形で発表していく。だが中には，統一前後を通じてナポリに残り，自ら

の主張の矛盾と向き合った者たちもいた。小説家フランチェスコ・マストリアーニはそうした知
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識人の一人であった。彼の長編小説は，統一以前と以降では大きく作風が異なっている。ブルボ

ン政権時代の作品が主に外国を舞台としているのに対し，統一以降の作品はもっぱらナポリを舞

台に，貧困や衛生，カモッラや匪賊など，同時代の社会的な問題を告発したものとなっている。

当論考では，マストリアーニの統一前後の作品を検証し，その中で「ナポリ」がいかに描かれて

いるのか，その変化についての考察を試みたい。

1．マストリアーニの 1860年

1-1．1860年のナポリの知識人たち

　『1860年から 1900年までのナポリの文学界』と題する論考の冒頭で，クローチェは南部イタ

リアの文化における「1860年」の意義を次のように述べている。

1860年は，南部イタリアにおいて，文化的な面に関しても新たな変動を刻んだ。ガリバル

ディの勝利とともに，1848年後の反動によって終身刑や国外追放の憂き目にあっていた文

学者が，哲学者が，科学者が，法学者が，祖国への帰還を果たし，仕事へと立ち戻ったのだ。

1848年から 1860年にかけての 10年あるいは 12年は，ナポリ文化において最も悲惨な時期

に数え上げられる。2）

クローチェの論考は，本来であればナポリで活躍することのできた多くの知識人が，1848年の

蜂起の粛清を受けて国外に追放されたことに起因する，こうした「悲惨な時期」を脱して，亡命

先から帰還した彼らが影響力を行使する 1860年から 1900年までのナポリの文学界・思想界を紹

介したものとなっている。その中でも中心に位置づけられているのが，文学史家のフランチェス

コ・デ・サンクティスである。

　デ・サンクティスは 48年の蜂起に加担したことを受け，2年後の 1850年に逮捕され，卵城内

の牢獄に収監，その後アメリカに送還される途中でトリノに逃亡し，最終的にはチューリヒに亡

命してその地で教鞭を執った。1860年，ガルバルディの入城によってナポリのブルボン政権が

解体すると，すぐさま故郷に戻る。そして統一イタリアのナポリ代理政権において教育大臣を務

めると，ナポリ大学の抜本的な改革に取り組んだ。

　講座の新規開設や閉鎖，学費や学位をめぐる問題など，彼が手を付けた領域は広範にわたるが，

統一前後の知識人の推移を考えるうえで興味深いのは，人事の刷新であろう。ブルボン政権末期

に人材不足を受けて，とりわけ文学と倫理学の分野において，無用で時代遅れの教授陣が講座を

担当して「悲惨な」状況になっていたのだ。デ・サンクティスは「8日間のうちに，32名の非凡

なる教授たちをお払い箱に」3） すると，自らと同じように 48年以降に亡命したり，不遇を囲って

いた自由主義者たちを中心に呼び戻し，その後任に据えた。いくつか例を挙げると，理論哲学の

スパヴェンタ，イタリア文学のセッテンブリーニ，哲学史のアウグスト・ヴェーラ，歴史哲学の
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アントニオ・ラニエーリなど。また法学関連の講座にはピサネッリら，数学関連の講座にはト

ルーディ，デ・ガスパリスら，自然科学や医学にはスカッキやガスパリーニらが招聘された。

デ・サンクティスは，ほぼ全ての新任教員を，その当時既にイタリアの知性を代表していた

自由主義者たちの中から精選した。だが，「アンシャン・レジーム」の体制に忠実でありな

がら優れた者たちを厚遇したように，そうした高貴な公平性をここでも見せて，政治色は考

慮に入れずに，ただ能力だけを見て採用したのだ。4）

　ヴィットリオ・インブリアーニもまた，そうした統一直後の新しいナポリに憧れて「帰還」し

た知識人の一人であった。インブリアーニは 1840年にナポリに生まれたが，48年の蜂起に参加

した自由主義者を父に持っていたため，彼が 9歳の時に一家はナポリを去り，ニース，トリノと

居を変えた後，インブリアーニが 18歳の時にチューリッヒに移る。彼はここでデ・サンクティ

スの文学講義を受講している。イタリア統一後，インブリアーニはデ・サンクティスと同じくナ

ポリに戻り，ナポリ大学で美学の授業を担当している。彼の場合は 48年世代の二世にあたり，

自らの思想や行動によってブルボン時代のナポリを去ったわけではなく，ギリシアに亡命した愛

国主義者を父に持つマティルデ・セラーオの例にも似ているが，やはり広い意味では，「ナポリ

文化において最も悲惨な時期」を外国で過ごし，ヨーロッパ的な教養を身につけて，「祖国への

帰還を果たし，仕事へと立ち戻」っていった層に属していると言えるだろう。

1-2．マストリアーニとブルボン政権

　だがインブリアーニには，デ・サンクティスが採用した大学教員たちとは異なる一面があった。

彼は二編の長編小説と多数の短編小説を残した，19世紀後半のナポリを代表する小説家でも

あったのだ。クローチェの小論の図式を踏襲しながら，そこに新たな視点を盛り込んだ『マスト

リアーニからヴィヴィアーニへ』の冒頭で，1860年のナポリの文学的状況についてアントニ

オ・パレルモは次のように述べている。

デ・サンクティスの大学改革およびジャーナリズムの実り多い開花とともに，即座にそして

公然と到来した 1860年の新しい風潮の中，出来上がっていた作家といえば，ヴィットリ

オ・インブリアーニとフランチェスコ・マストリアーニの二人だけであった。5）

文学のみならず広く学術についての状況を詳述したクローチェの論考とは違い，ここでパレルモ

が扱っているのは狭義の文学，とりわけ近代的な文学の形式としての小説である。

　パレルモが，統一直後のナポリの文学空間を描出するにあたって，インブリアーニとマストリ

アーニという二人の作家を併記したのは，偶然とは思われない。両者はジャーナリズムに関わっ

たという共通点も見られるが，おそらくはそれ以上に，様々な面において対照的な二人であった。
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長編小説『メロペ四世Merope IV』と『神よ，オルセニゴ家から救い出したまえ Dio ne scampi 

dagli Orsenigo』にもうかがえるように，インブリアーニは当時流行であった感傷的な姦通小説

の体裁を取りながら，それを解体し，読者の感情移入を注意深く避けながらパロディ化していく

ことで，独特の文学空間を作り上げている。一方のマストリアーニは，初期にはラドクリフなど

のゴシック・ロマンに影響を受け，読者に衝撃を与える展開や場面を創出することにおいて卓越

していた。悪しき貴族の犠牲となる可憐な庶民の乙女や，子供をかばって命を落とす母親，そし

て不実な夫への嫉妬のあまり我が子を殺めてしまう母親。マストリアーニの小説は，読者の感情

移入なくしては，その本領は発揮されることがないと言うことさえできるだろう。新聞の連載小

説の人気作家であった彼の小説の読者が，インブリアーニの読者のような知識人層ではなく，読

書体験といえば安価な新聞を読む程度の小市民階級であったことは当然といえば当然であろう。

死後にクローチェやコンティーニらの批評によって徐々にその文学的評価を認められていったイ

ンブリアーニに対して，マストリアーニは生前から読者の圧倒的な支持を得たものの，文学的な

評価はほとんど得られなかったことも，両者を対照づけている。

　また，ジャンフランコ・コンティーニがガッダの文体と比較して論じたように6），インブリ

アーニはとりわけ短編作品において造語を多用し，実験的で，技巧的で，極めて難解な文体を駆

使している。一方のマストリアーニは，初期の作品ではレトリカルな文体の特徴を指摘されるこ

ともあったが，とりわけ統一以降の作品においては，カモッラの隠語やナポリ語的な言い回しな

どをしばしば引用し，可能な限り読者の言語空間に歩み寄って，会話的で日常的な文体を取り入

れようとしている。読者を突き放し，異化効果に似たものを読書体験に取り入れようとしている

インブリアーニに対して，マストリアーニの読者は，おそらくは読書経験そのものを自覚するこ

ともなく，容易にページを進めていくことができたであろう。

　このように，作風や言語において，インブリアーニとマストリアーニはまさしく対照的であっ

たといえるが，リソルジメントをどのように生きたかという，人間としての経験においても，彼

らはブルボン時代末期の二つの可能性を提示している。前述のように，自由主義者の父親に連れ

られてという間接的な関わり方ではあったが，インブリアーニは 48年以降の亡命の中で育ち，

ナポリを離れた。一方のマストリアーニは，48年以降もナポリにとどまり，そしてブルボン政

権解体とガリバルディの入城をナポリで目撃し，イタリア王国への併合以降も，変わらずナポリ

で小説を書き続けたのだ。

　マストリアーニは，73年の生涯で 106本の長編小説を残しているが，小説家としてのデビュー

はけして早いとはいえない。1837年から翌年にかけて，つまりは 18歳から 19歳の時に，地元

ナポリの文芸誌に短編小説や記事，書評などを寄稿するようになる。1840年代，つまり 20代を

つうじて，こうした「ジャーナリスト」としての活動の場を徐々に広げていき，1850年前後に，

「作家」としての大きな転機を迎えている。それは 1848年に『違う空の下で Sotto altro cielo』を

出版し7），長編小説家としてのデビューを飾っていること，そしてもう一つは，1851年以降，編

集者としてブルボン家と密接な関わりを持つようになったことである。
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　長編小説家としてのマストリアーニは，ナポリの諸問題を告発した『虫けらども I vermi』，

『影たち Le ombre』，『ナポリの秘密 I misteri di Napoli』を中心的に論じられることが多いため，

統一後のいわゆる「南部問題」の先駆者としての印象が強いが，ガリバルディのナポリ入場以前，

12年の間に 13本の長編小説を上梓した人気作家であり，とりわけ 1851年の『ソレントの盲女

La cieca di Sorrento』は多くの版を重ねている。重要なのは，処女長編『違う空の下で』が，

1848年に発表されていることであろう。つまりマストリアーニは，クローチェがナポリ文化に

とって最も悲惨な時期であるとした 12年をちょうど覆うように，長編小説家として活躍してい

るのだ。

　そして，長編小説家としての活躍のかたわら，マストリアーニは定期刊行物の編集者としての

仕事をこなしている。前述のように 1830～40年代にかけては，短編小説や記事を寄稿する，

ジャーナリストとしての活動がその主な内容であったが，1851年以降は，Giornale delle Due 

Sicilieと L’Ordineというブルボン政権の機関紙の編集を務め，当初は無給であったが，後に月

に十二ドゥカーティの給与を国庫から受け取るようになる。また 1858年以降は出版に関する検

閲委員会の委員をも務めている。要するに初期のマストリアーニは，「最も悲惨な時期」にあっ

て，体制の内部に取り込まれた編集者として，そして同時に小説家として活躍し，つまりは数少

ないこの時期の体制派の作家であり，1850年代のナポリを代表する小説家・ジャーナリストの

一人であったといえる。

1-3．文学的空白をめぐって

　統一以降のマストリアーニの文学活動を整理するうえで示唆的なのは，1860年から 1862年ま

での二年近い文学的沈黙である。43年の長編小説家人生の中で 106篇の長編小説を発表したマ

ストリアーニには，その作品の多くが新聞の連載小説であったこともあり，この時期以外には創

作の合間の休止が全くない。この文学的「沈黙」の直後に発表した『物質主義者 Il materi-

alista』は，内容的にはそれ以前とさほど変わらない作品ではあったが，初めて分冊出版という

体裁をとっている。そして翌年には，マストリアーニの統一以降の作風を決定づける『虫けらど

も』を，これもまた新聞連載ではなく分冊出版という形で発表している。マストリアーニはこの

後，1870年の『メルカート地区の二つの祭典 Due feste a Mercato』まで，小冊子ごとの分冊出版

という形式を採用している。つまりは，1870年以降の，読者の反響を第一に考えた「新聞小説

家」としてではなく，また統一以前のように，体制に従いながらの執筆活動をしていたわけでも

ない，いわば比較的自由に作家活動を行えた期間であり，事実，最も思想的でオリジナル性の強

い作品が，この時期に発表されているのだ。そしてきわめて重要なことに，「沈黙」を破った

1863年以降のマストリアーニは一転して，徐々に反ブルボン的な主題を小説に織り込み，貧困

やカモッラ，匪賊などのナポリの諸問題をリアリズムの筆致で積極的に取り上げるようになって

いく。

　マストリアーニがブルボン時代に，どうした信条をもとに創作をしていたかは，議論の分かれ
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るところであろう。ブルボン家の機関紙のために働いていた期間に関しては，当然ながら，彼の

政治的および思想的な言葉はほとんど発せられていない。全ては，いわゆる「転向」後の彼の活

動や言葉をもとにして，推測するほかないのだ8）。『虫けらども』『影たち』『ナポリの秘密』の

三部作を「社会主義三部作」と呼び9），さらには，ピサカーネの同志であったジュゼッペ・ファ

ネッリの左派の新聞「リベルタ・エ・ラヴォーロ」紙にも寄稿していることを強調しているパレ

ルモは，マストリアーニを思想的に脆弱ではあるが社会主義者とし，作風の洗練と変化について

は首肯しているものの，統一後の「転向」そのものについても疑義を差し挟んでいる。つまりは，

統一後の反ブルボン的な思想や方法論の萌芽は，既にブルボン政権末期に培われていたのだが，

立場上公表するにはいたらなかったという考えである。パレルモによれば，60年代のマストリ

アーニこそが彼の本質であるが，48年から 60年までのブルボン時代の作品にも，共通した主題

が多々見られる10）。パレルモは「沈黙」についてはあまり語っていないが，マストリアーニの本

質が変化を蒙っていないと考えるのであれば，単に思考と方法を整理する準備期間としてとらえ

ていたのだろう。

　一方，「沈黙」の以前と以降での作風の明らかな相違に注目しているのがスカッパティッチで

ある。作風の変化の具体的な分析は次章に譲るとして，ここでは「沈黙」についてのスカッパ

ティッチの捉え方を紹介しておきたい。スカッパティッチの理解では，「転向」のターニング・

ポイントとして，「沈黙」が重要なものとして浮かび上がってくることになる。スカッパティッ

チはそこに，「リソルジメントの過程に関わることのなかった知識人の当惑」を見ている。

何よりもまず，ガリバルディの入城から一年以上にわたる沈黙が示唆的であろう。明らかに，

事件の急激な展開や，予期していなかったブルボン王朝の崩壊によって，彼は狼狽してしま

い，事物の新しい状況によって開かれた将来への展望に関する省察を，しばしの間余儀なく

されたのだ。 11）

それは日和見主義の時節に合わせた転向というよりは，思いもかけなかった時代の変化によって，

新しい方向性を模索する作家の姿である。多作家にとってはあまりに長いが，「新しい方向性」

を打ち出すには短い一年余の後，マストリアーニはブルボン家の御用作家から一変して，ガリバ

ルディ派になる。「沈黙」後の二作目にあたる『虫けらども』の最終章 La Luceには，熱狂的な

ガリバルディ賛辞が書き連ねられている。

我々は，確信とは言わないまでも，希望を受け入れよう。十年後には我らが国民は他のヨー

ロッパ国民の後塵を拝することはないだろうと。我々の再生の事業を，神が祝福してくださ

いますよう，現在生存する最も偉大なイタリア人であるジュゼッペ・ガリバルディが始めた，

この事業を 12）。
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2．マストリアーニ作品における「ナポリ」

　マストリアーニの小説世界がイタリア統一を境に大きな変貌を蒙っていることは，彼の生存中

から指摘されてきた。若きサルヴァトーレ・ディ・ジャコモを世に送り出した，ジャーナリスト

にして文芸批評家のフェデリゴ・ヴェルディノワは，同時代の様々なナポリの作家・知識人を紹

介した著書『スペード氏によるナポリ文学の横顔』（1882）の中でマストリアーニを取り上げ，

初期の作品群の方が，より推敲されていて質が高いと評価している。

かつて，それは随分昔，キャリアの最初期において，彼は今よりも優れた書き手で，賞讃に

値する長編小説を作っていた。『ソレントの盲女』は今読み返してみても面白く，興味深

い。 13）

当時のマストリアーニは「生活の必要に締め付けられることなく」創作を続け，「探求し，見直

し，そして磨き上げる」ことが出来ていたというのだ。

　1860年という年代や，イタリアの統一を暗示する表現は見られないが，ヴェルディノワの言

う「キャリアの最初期」は，『ソレントの盲女』という具体例からもわかるように，1850年代を

指していて，ほぼクローチェの言うナポリ文化の不幸な時期に当たると思われる。

　パレルモの『マストリアーニからヴィヴィアーニへ』所収の論文「フランチェスコ・マストリ

アーニのゴシック的社会主義」が発表されたのは 1970年で14），上述のようにパレルモはそこで，

「沈黙」を境にした初期と中期の非連続性に対して留保を求めている。つまりは，1970年当時，

イタリア統一以前と以降での作風の変質は自明のものとなっていて，パレルモはそうした定式に

異を唱えているのだ。

　それでは，こうして一般化されたマストリアーニの，初期と中期の作風の違いは，具体的には

どのような点にあるのだろうか。ほとんどの作品の舞台となる都市ナポリに関する描写や扱いを

中心に，それを見ていきたい。

2-1．異国趣味からナポリへ

　物語の舞台となる土地という視点からみると，ブルボン政権末期の作品群においては，顕著な

異国趣味がうかがえる。正確に言うならば，ほぼ全ての作品において，物語はナポリの貧民街に

始まり，その後，外国の様々な土地に舞台を移して展開していくという手法が取られている。こ

の時期の代表作『ソレントの盲女』を例に，詳しく見てみよう。

　第一章は，ナポリの庶民街，ペンディーノ地区のキアヴェッティエーリ通りに住む，主人公ガ

エターノの生活を中心に展開する。医学生であるガエターノは，祖母と妹と三人の貧しい生活を

送っている。父親ヌンツィオ・パガーノはかつてポルティチの貴族の邸宅に侵入し，強盗殺人を

犯したために絞首刑によって命を落としている。彼は公証人バジレーオの下で働きながら，生活
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費と学費を捻出していた。ある日，バジレーオが自分の父ヌンツィオ・パガーノの共犯者であっ

たことを明かす手紙を見つけると，彼を脅し，二人が奪った貴金属と金銭を手に入れて，祖母と

妹の死後，イギリスに渡る。

　第二章は，パガーノに殺害されたアルビーナとその夫リオネーロ侯爵との恋から結婚，そして

彼女の死という過去のエピソードを扱っている。パリでの二人の出会い，そして結婚の後，ナポ

リ近郊のポルティチの屋敷での生活，娘ベアトリーチェの誕生，バジレーオとヌンツィオの強盗

とアルビーナ殺害，そしてそれを目撃したベアトリーチェの視力喪失が描かれている。

　第三章以降（終章となる第六章まで）は，すべて時間を現在に戻して物語が展開していく。18

歳の美しい少女となったベアトリーチェと父リオネーロ侯爵はソレントの屋敷に住み，彼女は

「ソレントの盲女」と呼ばれている。リオネーロ侯爵は名医と評判のイギリス人医師「オリヴィ

エーロ・ブラックマン」を呼び，娘の治療に当たらせる。実はこのイギリス人医師の正体は，作

品の冒頭で登場したガエターノであった。イギリスで医学を学んだ彼はその地で名前を変えて活

躍していたのだ。ここで，イギリスでの彼の生活，貧しい強盗の一家との交流などが語られる。

その後は，ベアトリーチェに恋をしたガエターノ（オリヴィエーロ）の治療と二人の結婚，そし

てガエターノがベアトリーチェの母を殺害した男の子供であるという二重の「認知」の後，ベア

トリーチェが命を落とす。残されたリオネーロ侯爵とガエターノは，二人で協力して貧しい病人

たちを救うべく，アメリカへと旅立っていく。後半は，ソレントとナポリを中心に物語が展開し，

その合間に回想としてロンドンやカラブリアなどのエピソードが挿入されている。

　こうしたエキゾチズムともいうべき「異国」を盛り込んだ手法は，明らかにナポリ人の読者を

想定に入れたものだと思われる。それは，冒頭部分が例外なくナポリを舞台にしていて，物語の

展開にしたがって，外国の都市が舞台になるという図式からも明白であろう。読者の日常性に近

いナポリの貧民街を描く導入部は，ナポリ人読者にとってリアリティに富んでいて，自然と物語

世界に入っていくことができる。そして登場人物と物語に馴染んだところで，舞台が一気に外国

に移るのだ。それは『ソレントの盲女』のように，パリやロンドンといったヨーロッパの大都市

ばかりでなく，『悪魔の肘掛椅子 La poltrona del diavolo』（1859）ではジャワ島のように，ナポリ

の読者にとっては想像の範囲を超えたような土地が舞台になることもある。

　舞台が外国に移る際に，貧民街出身の主人公が，貴族社会あるいは上流社会との接点を経験し

ていることも，この時期の作品の特徴である。捨て子養育院で育った『私の亡骸 Il mio cadav-

ere』（1851）の主人公ダニエーレは，貧しくも心優しい税関吏ジャコモに引き取られた後，上流

社会の女性たちを相手に音楽教師をしながら成り上がり，最終的にはマイハイムの貴族エドモン

ドの専属音楽家となる。物語の後半は，マンハイムのエドモンドの屋敷での生活を中心に描かれ

ている。つまりは，ナポリと貧民という出自は，物語後半の外国と貴族社会という中心的な主題

のための，あくまで導入として描かれているのだ。

　その意味では，『ソレントの盲女』の「異国」は興味深い例といえるだろう。「ソレントの盲

女」であるベアトリーチェの父リオネーロ侯爵と母アルビーナが出会ったのはパリだが，二人は
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貴族の邸宅が立ち並ぶポルティチに屋敷を構えている。そこへ，主人公ジャコモの父ヌンツィ

オ・ピサーノが強盗に入り，アルビーナを殺し，ベアトリーチェが盲目になるという衝撃的な事

件が起こる。つまりは，貧乏学生から一転して名医ブラックマンとなるガエターノとベアトリー

チェの関係を軸に展開していく後半の物語の発端が，ポルティチの屋敷で起こっているのだ。ポ

ルティチはナポリ郊外にあり，当然ながらナポリ人にとっては「外国」ではない。だが同時に，

ブルボン家の四つの王宮のうちの一つがあり，貴族の邸宅が軒を連ねる土地で，庶民にとっては

憧憬の地であり，おいそれとは近づけず，外国以上に心理的な距離のある土地ということもでき

る。そこはナポリと目と鼻の先にありながらも，やはり足を踏み入れることのない「異国」なの

だ。

　こうしたある種のエキゾチズムは，統一後の，正確には「沈黙」以降の作品には見られなくな

る。『ラッザロたち I Lazzari』（1865）の舞台は，ほぼ全てがナポリの旧市街に終始し，『虫けら

ども』の場合は，パリ，ロンドンやフィレンツェの出来事が挿入されるエピソードもあるが，そ

の多くはやはりナポリの旧市街で展開する。さすがに大長編となる『ナポリの秘密』には，アブ

ルッツォの山岳地域や流刑地ポンツァに多くの紙片が割かれているが，それでも旧両シチリア王

国領内を出ることはなく，その首都ナポリでの事件を中心に描かれている。つまり，マストリ

アーニは明らかに意識的に，統一前のエキゾチズムを排して，ナポリを中心的な舞台に選んでい

るということになる。

　そうした舞台の選択と相関するように変化しているのが，主要な登場人物の階級である。上述

のように初期の作品においては，庶民階級の主人公が貴族階級と関わりながら出世を遂げて活躍

する様が描かれていた。ところが『ラッザロたち』のビアジエッロは，最後まで庶民階級に留ま

り，48年の蜂起に参加してブルボン王家を相手に戦う。そんな彼の恋人カルメーラもまた，ブ

ルボン家の警吏の娘ではあるが，けして裕福な育ちではない。『影たち』は母娘二代にわたる女

性が男性の犠牲となる物語だが，やはり母娘ともに富裕階層に属することはなく，極貧のままに

娼婦として生きることを余儀なくされていく。そして貴族や有力者は，妻を殺害した男の息子を

婿として受け入れ，実の息子に愛を注ぐ『ソレントの盲女』のリオネーロ侯爵のような高潔な人

物として描かれることはなくなる。「沈黙」以降の貴族や有力者は，下層階級に留まる主要人物

たちの運命を左右し，蔑み，凌辱し，搾取する者たちとして描かれている15）。彼らは「ナポリ」

という社会を決定づける存在であり，そこに住まう弱者たちが不幸になるのは彼らの責任である

とでも言わんばかりに。そしてマストリアーニの関心は，旅をすることの稀なナポリ人に外国を

夢見させることから，ナポリという社会を分析し，その害悪を明かすことに明らかに移行してい

る。

2-2．地区，通り，広場

　次に，統一以前と以降のマストリアーニ作品において，通りや広場の名称など，ナポリ市内の

具体的な住所がどのように書き込まれているかを見ていきたい。
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　『ソレントの盲女』の冒頭は，主人公ガエターノが老婆と暮らすナポリの貧民街の状況が克明

に描写されていて，ナポリの住居や衛生問題を研究した後年の作品を思い起こさせるほどである

が，その最後に通りの名称が登場する。

両手を伸ばした幅よりも広いことはけしてない，迷路のように入り組んだ無数の小道や袋小

路。それは異国の者たちの忌まわしい足跡が刻まれたような，奇妙な名前をしていて，そこ

を通る者はいつも，牢屋や病院を訪れる時のように戦慄を覚える。黒く汚れきった家々がひ

しめき合い，太陽の光にもほとんど恵まれず，堆積物のようにうず高くかたまっている。富

裕な者の目と思いがごくまれにしか分け入ることのない地区，それでもその湿りきった住居

には，誠実な職工の家族も住まうのだが，要するに，メルカートやペンディーノ，マンド

ラッキョといった地区，ひとまとめに「古きナポリ」と呼び習わされている界隈を構成して

いる，庶民が蝟集する古くからの喧騒のこうした網目の中に，階段下の小部屋とでも言った

方がいいような一本の小路があった。それはその地をはじめて訪れる者には，たとえ地元の

ナポリ人であろうとも，ある種の恐怖を呼び覚まさずにはおけないような無数の小路のひと

つであった。この曲がりくねって不吉で，汚臭を放つ小路には，ペンディーノのキアヴェッ

ティエーリ通りという名前があった。16）

　だが，第一章の中で言及されている具体的な住居表示や地名は，ガエターノの住居のそれを除

けば，彼の勤務先である公証人バジレーオの事務所がある「ジュデッカ通り」，バジレーオが出

かけた「トレド通り」，さらにはガエターノの住居がある界隈を総称した「ロレート街」くらい

のものである。「トレド通り」が，多くの店が軒を連ねる中心街の意味で使われていて，また

「トレド通りの方へ向かった」と，実際に登場人物がそこに所在したことをあらわしている描写

ではないことを考えれば，内実のある地名は「キアヴェッティ通り」と「ジュデッカ通り」だけ

になる。上述のように前者はガエターノの住居であり，後者は彼の職場である。つまり地名およ

び住所は，主人公ガエターノの属性を表しているにすぎず，とりわけ特殊な意味合いを与えられ

ているわけではない。こうした特徴は，残る第二章から第六章まで大きくは変わらず，ナポリを

舞台にした場面では，上記二か所の他には，名医ブラックマンとなったガエターノが逗留するホ

テルの名称（「クロチェッレ・ホテル」）が何度か言及されるくらいである。

　それでは，もう一つの舞台であるソレントの地名はどうなっているのだろうか。実はソレント

の具体的な地名はほとんど登場せず，通りの名称とは関係なく，森や別荘の描写が続くだけであ

る。ソレントは住所の表記を持つ具体的な都市としてではなく，あくまで憧憬の都市として，そ

の抽象的な面影を紙片に残しているにすぎないのだ。

　こうした特色は，ブルボン政権末期の他の作品とも多かれ少なかれ共通していて，その多くは

物語の冒頭に，ナポリの貧民街の詳細な描写の中で，主要な登場人物の住居かあるいは職場や学

校17），行きつけの飲み屋18） などの住所が登場してくるにとどまっている。それは前述したように，
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ナポリ人読者を念頭に置いて，日常的なリアリティを提供するためでもあるし，さらに言えば，

主要登場人物の属性を読者に伝えるためでもある。彼らの住居は紳士の住まうキアイア地区では

なく，ほとんどの場合がロレート街やポルト地区，メルカート地区，ペンディーノ地区といった

貧民街であり，そこに具体的な住所を与えることで，彼らがどのような社会階層に属しているの

かが，ナポリ人読者には一目瞭然だったはずである。つまりは，出自を端的に示して，さらには

物語空間にリアリティを付与することができる合理的なツールであり，それ以上の機能を担って

いるわけではない。

　ところが，統一以降の作品では，こうした通りの名称などの書入れが大幅に増加し，そして

様々な機能を帯びるようになる。三度にわたるナポリの反ブルボンの蜂起あるいは革命を盛り込

んだ歴史小説『ラッザロたち』を例に引いてみたい。物語は 1799年，1820年の「革命」に加担

し，挫折した後，潜伏しながら次の機会をうかがっている「水牛の目」ベルナルド・カパッチと，

その孫のビアジエッロの二人を中心に展開していく。冒頭で，ビアジエッロは恋人カルメーラの

家から帰宅するに際して，夜も遅いからとカルメーラの父ピエトロに送ってもらうことになる。

ピエトロが先導しながら，二人は夜のナポリ市内を無言で歩いて行く。

彼は，サン・アゴスティーノ・アッラ・ゼッカ通りを行き，そこからツィーテ通りに入り，

トリブナーリ通りに出た。そしてカプア城の前に来ると，左に曲がり，サン・フランチェス

コ刑務所に向かって歩き出した。19）

　深夜を過ぎても帰宅しない孫の身を案じたベルナルドは行動に出る。それまでほとんど外出す

ることのなかった彼が家を出て，カルメーラの家へと向かうのだ。マストリアーニはそこで，ベ

ルナルドの行程を具体的に書き記している。

（ベルナルドは）ノーラ門の方へと向かった。彼はあらかじめ，取るべき道順を決めていた。

ノーラ門，アヌンツィアータ通り，ヴィカリーア刑務所，フォルチェッラ通り，サン・アゴ

スティーノ・アッラ・ゼッカ通りという風に。20）

　カプア門広場に着いたベルナルドの前には，三本の道が見えてくる。

ヴィカリーア刑務所の前を通って，トリブナーリ通りへと向かう正面の道か，あるいは現在

ではチリッロ通りと呼ばれている，サン・ジョヴァンニ・ア・カルボナーラ通りに入る右側

の道か，それとも，左側のアンヌンツィアータのサン・ピエトロ・アダラム通りか。ベルナ

ルドには選択の余地がなかった。カルボナーラ通りを行けば遠回りになるし，ヴィカリーア

刑務所を通る道を行けば，番人の巡回を避けるわけにはかない。サン・ピエトロ・アダラム

通りには，三本の中でも比較的明るい。21）
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　こうした詳細な行程や，さらには取るべき道の選択に関する記述は，明らかに統一以前の作品

には見られなかった特色である。出発点となるベルナルドの住居（「マリネッラのカルカリ通り

にある建物の二階に，ビアジエッロの祖父は住んでいた」）22） と，到着点のカルメーラの住居

（「メルカート地区のサン・アンドレア通りにあるバルコニーの窓の内側に腰かけて」）23） の間の

道行きを詳細に描写する必要性は，ビアジエッロとカルメーラの属性に関する情報としては，明

らかに逸脱し，あまりに豊穣である。つまりここでは，ナポリの具体的な土地の名称は，登場人

物の背景から逸脱して前景化し，読者の眼前には，通り名が詳細に書きいれられたナポリ市内の

地図が広がっているのだ。夜道を歩くベルナルドはその時，自らの属性としての平板な住居を出

て，立体的なナポリの街の中へと飛び込んでいく。彼は取るべき道を，あらゆる可能性を考慮に

入れて選択し，その町の中を動いていく存在となる。

　登場人物の属性を抜け出して，自らが登場人物であるかのような存在感を示しだした都市は，

そこに住まう人間たちの貧困や生活条件の劣悪さを具体的に描き出すのにきわめて効果的となる。

　『虫けらども』は，とりわけブルボン時代後期のナポリ社会を蝕んでいた，「怠惰」「貧困」

「無知」という三つの「傷」を主題に章立てして，そのそれぞれに相応しい中編小説を組み合わ

せた作りになっている。そして，二つ目の「傷」である「貧困」に，レオポルド・Xという匿名

の一家の物語が挿入されている。家長のレオポルドは 1848年以前のナポリで，新聞や雑誌への

寄稿と私塾によって生計を立てる，夢多き小市民階級の知識人であった。その生活はけして裕福

ではないが，妻のラケーレ，息子のアルフレード，娘のクリスティーナの四人家族は，高いモラ

ルを持ちながら，そうした生活を送っていた。

　ところが 1848年の蜂起を境に，レオポルドの生活は急変する。彼は憲法の導入によってナポ

リが新しい時代を迎えるという，デ・サンクティスをはじめ当時の多くの知識人が抱いた「夢」

に熱狂し，「本物の自由と，真正の発展，独立，そしてイタリアの統一という目的」24）に憧れる。

だが 1850年にフェルディナンド二世が愛国主義者たちを粛清していくと，レオポルドもそうし

た一人となってしまう。彼は国外追放とされ，トリエステで家族の待つナポリへの帰還を夢見な

がら命を落とす。

　物語の後半は，残された家族のたどる悲惨な変遷である。一家は家賃が払えず，稼ぎを期待さ

れていた息子のアルフレードは家賃滞納のために刑務所に収監される。残されたラケーレとクリ

スティーナは必死に働くのだが，この当時の女性の賃金は微々たるもので，幾度も引っ越しを繰

り返し，果てにはナポリで最も住居環境の劣悪な「フォンダコ」に住むことになる。

　レオポルドの追放から数年が過ぎ去った。今は 1856年の 11月である。

　サン・ピエトロ・ア・フーサロ25） にある，クロチフィッソ・フォンダコの，薄暗く，冷

たく湿った小部屋を覗いてみようではないか。クロチフィッソ・フォンダコ！　読者諸兄は，

ナポリの「フォンダコ」が如何なものであるか，ご存じだろうか？ 太陽の光が差しこむこ
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ともけしてなく，周辺の路地のゴミ捨て場となっている，出口のない中庭を想像したまえ。

洗礼を受けた子らの住まいというよりは，薄汚れた獣たちが体を休ませる場所にふさわしい

ような，そんな袋小路のようなものを想像したまえ。実に，ナポリ市内にはこうした不潔極

まりない穴倉が，84軒を数える。（中略）このクロチフィッソ・フォンダコに，レオポル

ド・Ｘの家族が住んでいたのだ。26）

　地階部分あるいは半地下の「バッソ」や，かつては商館の倉庫であった，袋小路で窓もない

「フォンダコ」といった，本来は人間のための住居ではなかった空間の住居転用という，ナポリ

の劣悪な住居環境の描写は，1870年代にはヴィッラーリの『南部書簡 Le lettere meridionali』や

ジェッシー・ホワイト＝マリオの『ナポリの貧困 La miseria in Napoli』で詳細な研究の対象と

なるが27），1863年段階でのこうしたマストリアーニの記述は，明らかに先駆的なものである。

そして同時に，ナポリ市内の具体的な地名の記述への統一後の彼の情熱は，読者の目に迫真に

迫ったものとして訴えかける力を有していた。ナポリはもはや，異国への憧憬へと向かう眼差し

の軸足としてではなく，具体的な容貌を備えた，ある種「地獄」のようなものとして浮かび上

がってくる。つまりは，ナポリ人読者だけに向けられたものではない。それはナポリ外に居なが

らにして，まるでナポリの地図を広げて見ているかのような錯覚を，「異国」の者たちに起こさ

せる，そしてナポリの諸問題を広く知らしめるための，マストリアーニの新しい戦略となってい

るのだ。

結　　論

　マストリアーニが思想的に「転向」したのかどうかを特定するには，ブルボン末期の著作を丹

念に再読し，そこに隠された彼の意図を読み取るという作業が必要であろうが，少なくとも「沈

黙」以降の作品には，様々な点から変化が見られることは明白であろう。とりわけ，「ナポリ」

という主題や舞台を中心に読み解いていくことで，一人のナポリ人作家が，イタリア王国への併

合に際して何を感じたのかに焦点を当てることができたのではないだろうか。

　統一以前の作品において，一方ではナポリを舞台に置きながらさほど詳述することもなく，あ

くまで舞台背景として，そして登場人物の属性の一環として触れられるにとどまっていたのは，

異国をも舞台に取り込むエキゾチズムの裏返しであった。それは閉鎖的で外国の情報が入ってこ

ないブルボン末期の読者たちに，無害な形で憧憬の念を呼び覚まし，マストリアーニの人気の一

端を担ったに違いない。つまりはナポリ，両シチリア王国という一つの世界の中でのエキゾチズ

ムであり，その意味では，世界中を物語に込めながらも，きわめてローカルな感性で書かれてい

たのだ。その「ローカル」性は，両シチリア王国の輝かしい首都ナポリがナポリである所以を，

改めて問い直すまでもないといった，小世界の中心という認識によって支えられてもいた。統一

後の「沈黙」を挟んで発表された，ナポリ市内の地名が事細かに書き込まれた作品群は，まるで
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ナポリがナポリであることを確認しようとでもいうような執念に満ちている。

　また，登場人物が貴族社会や上流社会を中心に描かれ，下層階級出身者たちもそうした社会と

徐々に関わっていくといった初期の作品に比べて，統一後の作品の主人公たちはあくまで下層階

級に留まっている。マストリアーニはそうした彼らの生活を克明に描くことで，かろうじて読み

書きができる程度の小市民階級を中心に教育し28），あるいは指導者階級に現実を伝え29），「無

知」から来る「傷」を治癒する意図を持っていた。そしてそうした彼の意図と作品は，ナポリを

描くことで，ナポリという境界を超えた反響を呼ぶ可能性を秘めていた。

　だが現実は，そうはならなかった。統一後の作品の中ではカモッラや匪賊問題が取り上げられ

ているが，いわゆる「南部問題」として理論化されるには時期尚早であった。ヴィッラーリの

『南部書簡』は 60年代後半に書き始められてはいるが，世に出るのは 1875年になってからであ

る30）。そして文学の世界でナポリの貧困問題が社会的な注目を浴びるには，1884年のペストと，

それに次ぐセラーオの『ナポリの腹 Il ventre di Napoli』を待たなければならない。その頃のマス

トリアーニは，「ローマ」紙の連載作家として書きなぐるように作品を発表し，現在に至るまで

再評価する批評家も皆無なほど，その質の低下は如実であった。1883年からは，連載された長

編小説が単行本として刊行されることもなくなっていく。結果的にマストリアーニは，「ナポ

リ」を描いたローカルな小説家として，1891年にその生涯を終えた。
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〈Summary〉
  The number of Americans with Alzheimer’s disease and other dementias is growing each 

year as the baby boom generation is aging. Almost two-thirds of Americans with Alzheimer’s 

are women. Majority of these patients are cared by their family members, relatives and friends. 

Among the caregivers, more women than men care for their aged relatives for longer hours 

and longer years. They also provide “hands-on” care for the patients. Dementia and care giving 

duty have major impact on women’s lives. Japanese films have portrayed the elderly with 

dementia and their family caregivers for more than 40 years. The very first of those films was 
“Kokotsu no Hito.” The realities of living with dementia and the family’s sufferings shocked 

many Japanese viewers. Some film makers in the U.S. have started making movies dealing with 

the problems surrounding dementia in old age. However, the movies still fail to portray the 

realities of people living with dementia and the people around them. The patients as well as the 

care givers are “isolated,” “alienated” and sometimes “invisible” in these movies. This paper 

will examine some of the recent American movies which include characters with dementia. It 

will also explore how American films could try to make people who deal with dementia 
“visible.” 

は　じ　め　に

　日本においてアルツハイマーを扱った最初の映画は，有吉佐和子の同名の小説を原作とする

1973年に公開された豊田四郎監督の「恍惚の人」だった。「恍惚の人」という表現は流行語大賞

になり，そのことからも人々に与えた衝撃の大きさがわかる。今泉容子氏は「アルツハイマー映

画」というジャンルを確立させたのは日本であると「日本映画が辿るアルツハイマー型認知

症 ― 2000年～2010年」において述べている（71）。以来 40年が経過し，日本映画はアルツハ

イマー病の患者の症状，苦悩，戸惑いや，家族に重くのしかかる介護などをさまざまな視点から

描いてきた。一方，アメリカでは主に 2000年以降にアルツハイマー型認知症，あるいは認知症

を，中心的なテーマにとりあげた映画がようやく登場しはじめた。日本に比べてアメリカの認知

症映画の歴史は浅く，その数も限られている。日本と比較して高齢化率が低く，高齢者の人口増

加も遅くにやってきたアメリカでは認知症への人々の関心の高まりは日本ほど早くはなかったの

かもしれない。加えて映画評論家の Dennis Limは，映画において親の「老い」と「死」に直面

しての悲しみや心のみだれ，混乱を描くことは，かつてアメリカで “vaguely taboo”であったと
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書いている。（New York Times, 2007/11/04）

　米国で 2000年に公開された「電話で抱きしめて」（Hanging Up）では認知症の父親が一日に

何度も電話をかけることで娘たちを翻弄し，2004年の「きみに読む物語」（The Notebook）では

夫が認知症の妻を献身的に見守る。2007年の「マイ・ライフ，マイ・ファミリー」（The 

Savages）は，疎遠にしていた暴力的な父親の介護に直面する兄妹を描いた。2008年の「やさし

い嘘と贈り物」（Lovely, Still）は，認知症の夫を見守る妻とその子供を描き，昨年公開された

「ネブラスカ」（Nebraska）は，認知症の父と息子のロード・ムービーである。今泉氏によれば，

日本映画の多くは医師から本人や家族にアルツハイマーであるとの診断が伝えられる場面がある。

しかしアメリカ映画では必ずしもそうではないので，本稿で対象とするのは認知症の症状を呈し

た高齢者が中心的な役割で登場する映画としたい。

　認知症を語るときに重要なのは，患者としても介護者としてもそれが女性の人生に大きな影響

を与えるということである。女性介護者について調査したアメリカの “The Shriver Report, A 

Woman’s Nation Takes on Alzheimer’s”は，認知症の問題はそのまま女性の問題でもあると

Introductionに記している。米国の Alzheimer’s Associationが出した “2014 Alzheimer Association 

Facts and Figures”は，“Women and Alzheimer’s Disease”という特別レポートを含めた（53‒63）。

つまり，映画でも認知症を描くことは女性を描くことでもあるはずである。しかし，アメリカの

認知症映画において女性たちの現実は描かれない。そこにあるのは彼女たちへの “isolation”と

“alienation”であり，その姿は “invisible”になっている。本稿では，米国の映画が表象するアメ

リカの患者・介護者像と現実との隔たりを考察したい。

日本映画が描く認知症

　まずアメリカよりもずっと認知症映画の歴史が長い日本映画をみることにする。日本映画は患

者，介護者のどちらの視点からも認知症をとらえ，さらに壮絶ともいえる介護の現場も描いてい

る。「恍惚の人」の後，12年余りを経て 1985年に「花いちもんめ」が公開になる。今泉氏の分

析によると「恍惚の人」が介護する側の視点から描かれていたのに対して，1980年代のアルツ

ハイマー映画の特徴は，患者当人が気持ちを語ることである（2010: 54）。しかし，アメリカ映画

では認知症患者自身が苦悩することばは聞こえてこない。

　今泉氏によると初期の映画，「恍惚の人」，「花いちもんめ」の患者は男性で，彼らを主に介護

するのは嫁であった。その後，「人間の約束」で患者は女性，介護は家族になり，1990年代の

「午後の遺言状」，「ユキエ」は，妻が患者，介護するのは夫になる。2000年代にはさらに変化し

今度は女性患者を女性が介護する場合が増える。介護者は娘，嫁，孫娘などである。それと同時

にこの頃から若年のアルツハイマー患者を配偶者が介護するものが出てきたとしている（2010: 

73‒74）。家族構成とジェンダー観の変化により，時代とともに認知症映画の患者，介護者の関係

もさまざまに変化している。
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アメリカの認知症映画 ― 描かれない患者，介護者

　アメリカ映画は，現実の患者や家族の苦悩，介護の苦労をほとんど映しださない。実際の認知

症患者の 3分の 2が女性であるにもかかわらず，先にあげた 5つの作品のうち，女性患者が登場

するのは「きみに読む物語」のわずか 1本だけである。また 3つの作品では女性が主たる介護者

として男性を介護する役割を担う。このことからはむしろ男性の世話をするのは女性であるとい

う古くからのジェンダーの構図が見てとれる。さらにアメリカの認知症映画はラブ・ストーリー，

コメディー，おとぎ話の形をとっている。また，軽度の認知症の父親が登場する「ネブラスカ」

以外は，すべて長く患うことなく家族に大きな介護の負担をかけずに亡くなっていく。

　ここでアメリカの作品を少し詳しくみてみる。「きみに読む物語」の原作は 1996年に発表され

た小説家，ニコラス・スパークスのベストセラーである。アメリカの高齢者施設に，80歳を超

えた男性が 79歳の認知症女性のもとに物語を読み聞かせるために毎日通う。この二人は実は夫

婦であるのだが，妻はそのことを忘れている。まれに夫を思い出すほんの数分間があり，夫はそ

の瞬間を求めて毎日，彼女のもとに二人の出会いの物語を聞かせに出かける。現在から若かった

ころの二人の出会いまでをさかのぼりながら，献身的な夫を描く感動的なラブ・ストーリーに

なっている。ここでは日常の直接の介護は施設の人が行い，夫が介護しているわけではない。夫

婦は立派な施設に入所している設定で，実際にある施設よりもきれいすぎるとの監督への批判も

あったと監督は「きみに読む物語」の DVDの中のインタビューで答えている。

　「電話で抱きしめて」には三姉妹が登場し，父親の認知症をきっかけに彼女たちがお互いの関

係を見つめ直すドタバタのコメディーになっている。3人の娘たちはそれぞれ雑誌の編集長，

パーティー・プランナー，女優として仕事をしていて忙しい。中でもお父さん子であった次女に

は一日に何度も父親から電話があり，認知症の症状が出始めた彼を心配した次女は父をすぐに病

院に入院させる。ここではもっぱら電話で父の相手をするということが娘たちへの負担として描

かれ，むしろ父の入院をきっかけににぎやかな三姉妹がお互いに対して抱いていた不満を打ち明

け，あらためて絆を深める物語となっている。

　「やさしい嘘と贈り物」は，クリスマスのおとぎ話である。監督，脚本を手がけた 26歳の

ニック・ファクラーはクリスマスのラブ・ストーリーを撮りたかったとインタビューでこたえて

いる。認知症の夫は家族の記憶がなく一人，一軒家で暮らしている。家族は向かいの家に住み，

妻は夫に知られないように家に入り，薬をキャビネットに補充し，冷蔵庫に食べ物を入れておく。

夫は「新しく知り合った」向かいに住む女性，つまり彼の妻とクリスマスにデートの約束をする。

AARP（全米退職者協会）のホームページではこの映画を “magical”，“fable”と紹介し，夫婦が

雪の中で踊る以上にロマンチックなシーンは今年公開の映画の中にはないと批評している。その

上で “Lovely, Still is a young man’s vision of what it’s like to get old”と結んでいる。若い監督が描

く「老い」のおとぎ話なのである。

　「ネブラスカ」は，100万ドルの懸賞金に当たったというウソの手紙を真に受けて，懸賞金を
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受け取りに行くといってきかない認知症の父と一緒に息子が旅に出るロード・ムービーである。

父親の認知症は軽度で，息子は父の故郷でそれまで知らなかった父親の姿を知ることになり，父

を思いやる気持ちをより深く持つようになる。

　「マイ・ライフ，マイ・ファミリー」は，5作品の中で認知症の親を持った子供の戸惑いを現

実に近い形で描いている。ゴールデン・グローブ賞やアカデミー賞にノミネートもされ，全米批

評家協会賞脚本賞を受賞した。大学教授の兄と脚本家志望の会社員の妹が，絶縁状態であった暴

力的な父を，急遽引き取らなければならなくなった戸惑いを描く。

　ある日，父が同棲している女性の娘から，彼が認知症だと連絡が入る。自分の便でトイレの壁

に落書きをしたのである。子どもたちは，父を連れて帰らざるをえなくなる。兄は入所できる施

設を探しに一足先に帰り，妹が父に付き添い飛行機でニューヨークに向かう。途中，飛行機で父

親が急にトイレに行きたいと騒ぎ出し，娘は飛行機の通路を父の手を取りながら連れて行くのだ

が，途中でズボンがずり落ちて父のおむつ姿があらわになる。結局，兄があわてて探した施設に

空港から直接，時間外にも関わらず入所させる。妹は父を施設に入れることに抵抗していたが，

兄に「父親のおむつを替えるのか」と問われ，仕方なく入所させることに同意する。兄妹ともに

父親を施設に入れることに罪悪感を持っており，兄も “Don’t make me out to be the evil brother 

who is putting our father away against your will. We’re doing this together, right?”と妹にくってか

かる，これが最善なのだと自分を納得させようと懸命である。

　兄妹の会話からは施設についてのイメージや選び方の現実も垣間見える。妹は兄が施設を決め

てきたという電話を受けて，その施設は「におい」がするのか？と兄に聞く。兄はイライラしな

がら “Yes, Wendy, it smells. They all smell. Look, this place has an empty bed, they take Medicaid 

and it’s close to my house.”と答える。施設の独特のにおい，ベッドに空きがあるかどうか，メ

ディケイドを使えるかどうかなど，切羽詰まった家族の現実が映画から伝わる。こうした具体的

な介護者の苦労を登場人物に語らせた映画は他にない。しかしこの映画でも父親は間もなく亡く

なり，介護で苦労するのは短期間であり，兄妹はこのことをきっかけに自分たちの人生をより積

極的に生きるようになる。

　なぜ日本と米国では，認知症患者と家族の描き方が違うのだろうか。一つの理由は認知症とい

う病が今のところ積極的な治療法がなく，基本的には進行を止められないということがあるので

はないだろうか。日本には「しかたない」という表現に代表されるように運命をそのまま受け入

れるという文化がある。与えられた運命の中でどう生きるかを模索し，その中で懸命に努力する

姿が人々の共感を呼ぶ。映画でもそうした登場人物の姿が観客に感動を与える。一方，米国は運

命をそのまま受け入れることは，消極的に生きることで負けを意味する。よくもわるくも「あら

がう」文化だといえないだろうか。自分の手で人生を切り拓く pioneer精神を背景にもつアメリ

カ人にとって，徐々に衰えていくのみの認知症患者と，いつ終わるともしれない家族の介護生活

は描く側も，観る側も耐え難いのかもしれない。
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アメリカの認知症患者の現状

　平成 26年度版内閣府高齢社会白書によると米国の高齢化率は 13.1％と日本の 23％に比べて低

いものの，2012年にベビーブーマー世代が 66歳に到達し，実際の高齢者の数は増加の一途であ

る（12）。アルツハイマー協会が 2014年に発表した “Alzheimer’s Disease Facts and Figures”によ

ると米国のアルツハイマー病の患者数は 500万人で 65歳以上の人口の 9人に一人が患者である。

女性患者がその 3分の 2を占め，年齢が上がるにしたがって発病率が上がるため，女性の平均寿

命が長いことが主な要因として挙げられる（16‒17）。

　アメリカの高齢者のほとんどは，施設で過ごしているという印象はないだろうか。米国のナー

シングホームとは要介護者に対して，医療，看護，リハビリ，介護などのサービスを提供する日

本の特別養護老人ホームや老人保健施設に当たる施設だが「アメリカのケア動向Ⅰ」によれば

2008年に高齢者全体でもナーシングホームへの入居率は 4.1％で決して高くない。年齢別にみる

と 65～74歳人口の 1.3％，75～84歳は 3.8％，85歳以上が 15.4％である。認知症の高齢者だけを

見ても患者の 7割は自宅で過ごしている（8）。アメリカ人は積極的に施設を利用することはせず，

むしろ入所は万策尽きた際の最後の手段となっている。アメリカ政府の方針も，財政的な負担か

ら在宅介護を重視している。理由はナーシングホーム入居者の約 6割が国の提供するメディケイ

ドという，低所得者向け公的医療保険制度に加入しており，アメリカの財政に大きな負担をかけ

ているからである。この背景には高齢者の貧困率の高さがあり，2008年の調査では 65歳以上の

高齢者の貧困率は 19.0％であった。ナーシングホームへの入居には多額の費用がかかる。しかも

入所は往々にして長期にわたり，貯蓄や財産を使い果たしてしまい，途中からメディケイドに加

入する高齢者も多い。女性の場合には，高齢の夫のために介護費用を使い果たし，女性本人が介

護を必要とした時にはすでに貯蓄，財産が残っていないというケースが多く，貧困率も高く経済

的にも恵まれない女性が多い。

女性が担う在宅介護の現状

　自立と独立を重んじる米国であるが，日本と同様に介護の主な担い手は家族，しかも女性がそ

の中心である。ここでは 2014年の “Facts and Figures”のデータを参考にする。米国で必要な高

齢者介護の 85％は家族によってまかなわれており，介護者の 60％～70％が女性であると記され

ている（63）。日本同様，娘，義理の娘，つまり「嫁」が介護の担い手になることも多い。彼女

たちが介護に費やす時間も認知症の介護の場合には特に長い。介護者は平均で週に 21.9時間を

その役割に費やし，全米規模でいえば家族などによる無償介護は年間 177億時間にも上る。これ

は金銭に換算すると 2202億ドルで，この金額は「2012年度のマクドナルドの総収益の 8倍」に

相当すると調査書は表現している（30）。認知症に限れば介護の担い手はその 7割が女性である。

介護と一口に言っても内容が男女では異なっており，担う介護の内容に差がある。女性は毎日決
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まった時間に必要とされる入浴，着替え，食事，トイレの介助といういわゆる “hands-on”の役

割が男性に比べて圧倒的に高い。患者と介護者が別居している場合では，毎日患者のもとに通っ

ていると答えた女性は 37％で，一方男性は 25％だった。こうしたことは女性の就労にも大きな

影響を及ぼす。介護をするために女性の 2割がフルタイムからパートへ仕事を変え，2割が介護

休暇を取得，1割は仕事を辞めている（61）。このことは日々の生活費だけでなく，女性の生涯

賃金にも大きく影響を与え，貯蓄，年金額が減ることで高齢女性の貧困を招く結果にもつながる。

また女性が労働市場から撤退することは，アメリカ経済全体にも大きな影響を与える。

　家族介護者と患者の続き柄はどうだろうか。認知症の介護者の 55％以上が親の介護にあたっ

ている。配偶者の介護を行っているのは 16％で，妻が夫を介護している例が圧倒的に多く，夫

が妻を看ている 2倍に上った。さらに患者と家族介護者は，同居が 4分の 1を占め，20分以内

の距離に住んでいるのが 44％，20分から一時間以内が 17％とアメリカの広大な国土とアメリカ

人の移動性を考えると，意外なほど介護者は近くに住んでいる（30）。

　介護者の年齢を見ると認知症介護者の 2割が 65歳以上である。65歳以上の人を介護している

人の平均年齢は 63歳でありその 3分の 1は，健康に何らかの問題を抱えている。日本でも昨今，

問題になっている「老老介護」がここに浮かび上がる。一方で介護を担う人たちの 30％は同時

に 18歳以下の子供達の育児もしており，アメリカでは高齢者と子どもの間に挟まれたこうした

人たちをサンドイッチ世代と呼んでいる。以前に比べれば男性が子育てに参加するようになった

ものの，アメリカでもその役割を主に担うのはいまだに女性である。介護と子育ての二重の負担

が女性に重くのしかかっている。

　認知症患者の大きな特徴のひとつは，起きた時から寝るまでの日常生活のこまごまとした介助

が必要なことである。24時間介護を担っていると答えた介護者は全体の 23％で，女性の方が多

かった。介護時間が多くなるにつれて担当するのは女性が多くなる。もうひとつの特徴は介護期

間が長いことである。介護者の 43％が 1～4年，35％が 5年以上も介護をしている。

　アメリカでも家族を施設に入所させることは抵抗と罪悪感がある。それは介護者になることを

決定した要因の調査からもうかがえる。家族が介護を引き受けた理由について複数回答を求めた

調査では，介護の対象者に家にいてもらうためと答えた女性が 68％，男性が 58％で，認知症の

人を施設に入れたくなかったということが，介護者になるにあたっての決定に影響を与えていた。

患者の多くも自宅で過ごしたいという希望をもっている（58）。一方，施設で生活しているから

といって介護の必要がないわけではない。介護者は罪悪感に苦しんだり，施設の人と患者の介護

方針について話し合ったり，日常のいろいろなものも調達しなければならない。患者が施設に入

所しても一定の介護は続く。

アメリカの認知症映画と現実

　認知症の高齢者のほとんどは自宅にいるという現実にもかかわらず，映画は高齢者の多くが施
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設に入所しているという一般的な誤解をそのままみせる。在宅で，日常生活の直接の介護に家族

が苦労する姿を描いたものは，ひとつとしてない。症状が明らかになると患者はすべて，簡単に

病院に入院するか施設に移る。このことは映画の観客に認知症患者のほとんどは介護施設に入所

していて，家族は彼らを見舞いに行くだけという誤解を与え，在宅での患者，介護者の生活を知

ることはできない。映画で直接の介護を行うのは介護士か看護士である。「ネブラスカ」の父は

介護を必要としてはいないし，「やさしい嘘…」の夫もかつて自分が経営し，今は息子が経営す

るスーパーマーケットに毎日出勤し，規則正しい生活を送っている。また，軽度の認知症である

「ネブラスカ」の父親以外の患者は，すべて映画の終わりに亡くなる。何年も患う姿や介護に疲

労困憊する家族はいない。さらに患者を取り巻く人々の生活や仕事がさほど乱されることもなく，

転職や退職をする登場人物はいない。唯一，「マイ・ライフ…」で兄が妹に，引っ越してフルタ

イムから，パートになって父親の世話をしてはどうかと頼むシーンがあるが，妹は自分のキャリ

アが兄のキャリアに比べて重要ではないというような兄の提案に反発し，自分の脚本に資金援助

が出ることになったから介護はできないとウソをつく。家族の期待と罪悪感にさいなまれ，ウソ

までつかなければ女性は，既定路線としての介護の役割を避けることができないということもこ

のエピソードは示している。

　認知症患者，介護者のときに過酷ともいえる介護の現実はどの映画にも出てこない。Cohen-

Shalevは，映画が表現する「老い」について，“Old age is sterilized, “Disnified”, contained, and 

cleansed of its contaminating effect.”と述べている（4）。映画は「老い」をディズニー化し，殺菌，

浄化し「老い」の「汚染」から人々を守るというのである。さらに映画製作者たちは，セックス

と暴力はより多く見せたがるのに，それとは対照的に「老い」はより少なくみせたいのだと語っ

ている。「老い」における認知症は，そのことがよりはっきりと表れている。映画は認知症患者

と介護者を “alienation”（疎外）と “isolation”（孤立）という目にあわせ，その存在自体を “invis-

ible”（見せない）にしている。映画が見せるこうした現実との乖離は，一般の人々の，問題への

正しい認識を阻み，認知症患者，介護者へのサポートシステムや政策決定にも影響を与えかねな

い。

女性が撮る認知症映画

　患者や介護者の生活が正しくい認識されるには，当事者が映画製作者となって声を上げていく

ことが大きな力となる。天野正子氏は日本の認知症映画に関して，「老親」，「痴呆性老人の世界」，

「折り梅」などの女性監督の作品には「原作者や監督自身が介護の体験を持つことから，深刻に

なりすぎず，といって楽天主義でもなく，介護される当事者の希望やニーズを確かめながら，問

題解決を探る姿勢が貫かれている」と述べている（134）。アメリカ映画においてもこの傾向はあ

てはまる。「マイ・ライフ，マイ・ファミリー」と「電話で抱きしめて」は，女性が監督・脚本

を担当した作品である。前者の監督・脚本を担当したタマラ・ジェンキンスは，父親とおばが認
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知症患者で施設で生活していた。また後者の脚本家，デリア・エフロンとノラ・エフロンの父親

はアルコール中毒とうつ病であった。2000年公開の「電話で…」は，エフロン姉妹が彼女たち

の個人的な体験を描くことで，アメリカの認知症映画の先鞭をつけた。

　「マイ・ライフ…」のジェンキンスはニューヨーク・タイムズのインタビュー記事で，現実を

砂糖でコーティングするようなことをしなかったのは，彼女の “ethical choice”（倫理的な選択）

であり，“It was essential to be authentic, especially about the realities of people at the end of their 

life, when it’s not going to be great.”と述べ，“authentic”（本物）であることが大切であったとし，

必ずしも素晴らしい最期とはいえない人生の現実を，事実に忠実に描くことが極めて重要なこと

だったと語っている。（New York Times, 2007/11/04）さらに，自分の体験から，“Talk about 

alienation. It’s so lonely to be told that’s the way it is when your life isn’t like that at all.”（当事者の

疎外感を考えてもみてほしい，自分の現実の人生がまったく違う展開をみせているのに，こちら

が真実なのだといって違うものを見せられるのはどんなにさびしいことか。）と言っている。彼

女のことばは認知症映画が描くことなく，疎外している多くの患者と介護者の実感であろう。多

くの観客たちは，「マイ・ライフ…」を観た後に劇場で自分たちの介護経験を口々に語り始めた

と映画評論家が書いている。そしてそれは何よりも映画に多くの人たちの真実の経験が描かれて

いたからであると指摘している。観客は「マイ・ライフ…」に自分の姿や知り合いの姿をみつけ

たのかもしれない。

　イギリスで 2001年に製作された「アイリス」（Iris）は，アイリス・マードックの晩年を夫が

書いた原作をもとに製作された映画で，アカデミー賞主演女優賞，助演男優賞をアイリス役の

ジュディー・デンチと夫役のジム・ブロードベントが受賞している。映画は小説家で哲学者でも

あったアイリスが認知症でことばを失っていく経験を彼女の語った言葉とともにリアルに描く。

アイリスは “I feel as if I’m sailing into darkness.”と口にし，夫はアルツハイマーの妻を懸命に自

宅で介護するが，家にはごみが散乱し，風呂は汚れ，夫はそばを片時も離れようとしない妻をイ

ライラして怒鳴る。

　アイリスの夫役を演じたジム・ブロードベントは映画の DVDに収録されたアルツハイマー病

協会の授賞式のあいさつで，自分も実際の生活で介護をした経験を語り，当事者の真実の姿が描

かれていることに感動し，出演を決めたといっている。“My mother died from Alzheimer’s in 

1995 and reading the script, I knew that the story was unsentimental, honest and uncontrived, true 

depiction of the disease, which moved me immensely. . .”人々は真実を求めており，映画に描かれ

た真実こそが深く人々の心を動かすことがわかる。さらに彼は続いて介護家族としての孤立感と

疎外感について語る。

  “When my mother suffered from the disease, we as a family were always looking for 

accounts of the disease which would give us some comfort in a way . . . to tell us what we were 

going through was not unique and may be less frightening than we thought it may be and it 
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was perhaps understandable to some degree. That’s what I hope this film would do apart from 

being a wonderful love story but also just make people aware and take away some of the stigma 

of Alzheimer’s disease that is still there.”

　母がアルツハイマーで苦しんでいるときに家族は病気についての書物を読みあさり，母親の症

状の理解に努め，自分たちが経験していることは決して特別に変わったことではなく，思ってい

るよりも恐れることはないのだと安心できるような記述を探していたと語っている。この心情は，

彼だけのものではなく多くの患者，家族を代表するものだろう。さらに彼はこの映画に期待して

いるのは，すばらしいラブ・ストーリーであるという以外に，アルツハイマーに直面している人

たちを決してあなたたちだけではないと安心させること，またアルツハイマーに関していまだに

ある “stigma”（汚名・偏見）を晴らすことを期待しているのだと語っている。

　アメリカ映画が患者，家族の現実を描き，誤解を植え付けないためには，何が必要なのであろ

うか。Cohen-Shalevは，“Cinema can be both a mirror to social and psychological realities of old 

age, as well as a creative outlet for exploratory approaches to the phenomena of aging.”（2）と語り，

映画は「老い」の社会的，精神的な現実を映し出し，それを実験的な方法で探究することができ

ると述べて，さらに映画は単なる社会現象としての「老い」と，体験としての「老い」の橋渡し

になれると記している（2）。ブロードベンドは，映画「アイリス」はその役割を果たすと語った

が，アメリカ映画がその役割を果たすためには今後，何が必要なのだろうか。

アメリカ認知症映画の今後

　本稿で紹介した映画はその患者，家族がすべて白人である。しかし，現実にはアメリカにおい

てアフリカ系アメリカ人やヒスパニックのほうが，白人よりも一定の年齢での発症率が非常に高

い。75～84歳の間では，認知症の発症率がアフリカ系アメリカ人は白人の約 2倍，ヒスパニッ

クは約 3倍である。これは糖尿病や高血圧がマイノリティーに多いことが主な理由としてあがっ

ている。現実を映すのであれば，アフリカ系アメリカ人やヒスパニックの人たちの状況を描くこ

とが必要である。

　患者と介護者においても，同性愛の夫婦や必ずしも血縁ではない人たち，隣人たち，友人関係

もあるだろう。アメリカには同性愛者を対象にした高齢者施設もある。また日本同様，アメリカ

でも息子による介護が増えている。“More Men Take the Lead Role in Caring for Elderly Parents”

と題された 2008年のニューヨーク・タイムズの記事には，かつては息子が母に「僕がめんどう

みるよ」と伝えた場合に，それは「僕の妻がめんどうをみるよ」という意味だったが，最近は少

子化，独身者，離婚の増加，女性が働き始めたことを背景に息子の介護者が以前よりも増えてい

ると記されている。さらに彼らの介護の内容が今までは主に女性が担っていた日常生活に関わる

入浴，食事，排せつなどの “Hands-on”の介護も含まれている点が，大きな変化だとしている。
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しかし男性介護者の多くはこうした介護の役割を担うにあたり，自分には準備や経験が不十分と

感じており，仲間に介護の経験者が少ないために相談相手もなく，社会的にも “isolate”されて

いると書いている。しかし，ここで男性が女性介護者と違うのは，彼らははっきりと自分たちの

経験が “validate”されることを望んでいることである。男性たちは彼らが “invisible”になってい

ると感じていて，社会から認識されることを強く望んでいる。記事には “Very clearly, they said 

they wanted their role as caregiver validated, because in our society, as a whole, men as caregivers 

have been invisible.”と記されている

　男性介護者の増加は，認知症映画にとってひとつの光明である。なぜならばこうした彼らの経

験と要求は，やがて映画の製作にも影響を与えるだろう。「マイ・ライフ…」を撮ったタマラ・

ジェンキンスはインターネット映画サイトのインタビューで，映画撮影のための資金が集まらな

かった苦労を述べたうえで，映画の男性プロデューサーたちは，無敵のヒーローとしか共鳴でき

ないのではないかと皮肉交じりに述べている。2014年の米国アルツハイマー協会の調査では，

自分がアルツハイマーにかかった場合にどのような介護の受け方の選択肢があるかを考えたこと

があるかとの質問に 26％の女性が考えたことがあると答える一方，男性は 19％と低かった（57）。

また，介護を行っている人でさえ，認知症を我がこととして考えている人は，女性は 48％に対

して男性は 25％と少なかった（57）。しかし，介護に携わらざるをえなくなった男性たちが増え

れば，その経験を描こうとする動きもでてくるかもしれない。結局，ジェンキンスは “my male 

backup singers”と彼女が呼ぶ，すでに映画界で名の通った男性 3人と一緒に映画会社と交渉す

ることで，初めて資金提供を受けることができた。（New York Times, 2007/11/04）いかに映画

業界が男性中心の社会であるかはすでに知られているが，男性たちが患者，介護者として当事者

になることで少しずつではあるが，現実が描かれる可能性があるのではないだろうか。日本では

2013年に「ペコロスの母に会いに行く」で重度の認知症の母親とその息子が描かれた。映画誌

「キネマ旬報」で 2013年に公開された作品ベストテンの 1位になっている。原作は，離婚して故

郷に帰った男性漫画家が自らの経験をかいたエッセイ漫画である。

　最後にアメリカ映画にまったくといっていいほどみられないのは，病気について自分の気持ち

を語る患者自身の姿である。これは比較的症状が進んだ患者が描かれる場合が多いのと，認知症

の人は何もわかっていないのだという偏見からであろう。先日 NHKの教育テレビで「わたした

ち抜きにわたしたちのことを決めないで Nothing About Us Without US! 初期認知症を生きる」

（2014年 9月 20日）というドキュメンタリーが放映された。研究が進むにつれて，認知症の初

期で診断される人が増えてきた。その結果，認知症患者の中にも症状が軽い人の割合が増えてい

る。認知症を宣告された人たちがこれから語りはじめるだろう。このドキュメンタリーでは，ス

コットランドで認知症の人たち自身が認知症に関する政策作りの活動に参加していることを紹介

していた。アメリカでも女性監督が個人の経験から映画を製作し，真実を描くことで映画が説得

力をもったように，患者みずからの体験を反映した映画が必要だろう。
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お　わ　り　に

　高齢者の認知症患者とその家族の真実と苦悩を描き出す映画はアメリカではほとんどない。映

画では家族が介護に疲れ果てるまもなく高齢者たちは亡くなり，のこされたものはあらたな力を

さずかって生きていく。認知症の高齢者はまわりの家族の生き方を問う一つのきっかけとして登

場するだけである。夫婦のロマンチックなラブ・ストーリー，コメディー，おとぎばなしとして

描くのも確かに認知症のポジティブなとらえ方かもしれない。しかし，当事者の実際の姿を描か

なければ，患者，介護者はいつまでも見えない存在として疎外され，孤立したままになる。映画

は「たかが映画」ではないく，人々の考え方に大きな影響を及ぼし，また人々の考えも反映して

いる。このままでは映画が，認知症とそれに関わる人々についての正しい理解を妨げ，新たな偏

見を生む可能性もある。Chiversは，“The silvering screen offers a potent site for the production 

of cultural knowledge and requires critical attention because it has strong influence on popular 

thinking about late life.”（xviii）と述べて，高齢者が登場する映画は人々の文化知識の創造に大

いに効果を持ち，老いを含む晩年というものについての人々の考え方に大きな影響を与えると

語っている。

　Benshoff & Griffinは著作，“America on Film”の中で，ハリウッド映画はエンタテイメントで

しかないのだから，そこになんらかのイデオロギーがあると考えるべきはないとする考えは間違

いだと語っている。さらに映画を含むメディアはアメリカ文化であり，人々の考え方に大きな影

響を与えると語る（13）。また Chiversは映画の高齢者の描き方には，一貫した隠れたイデオロ

ギーがあると述べている（xxi）。アメリカ認知症映画はその多くは女性である患者や介護の役割

のために生活を犠牲にしている人々が，アメリカ社会には存在しないのだというメッセージを観

客に送っている。このことは高齢者に対する差別，エイジズムであり，女性差別，セクシズムに

つながることになる。
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〈Sumário〉
  Este artigo visa apresentar o carácter realista do conto Singularidades de Uma Rapariga 
Loura, de Eça de Queirós, pertencente à fase inicial das suas obras realistas.

  A partir da segunda metade da década de 1860, as obras de Eça de Queirós receberam 

uma forte influência do romantismo inglês e francês, que pouco tinha a ver com o português. 

Por volta de 1870, o autor dedica-se à difusão da literatura realista, em que se refletem as 

tendências da sociedade portuguesa daquele tempo. Após a partida de Portugal para o 

estrangeiro, como diplomata, e sentindo a impossibilidade de descrever as vidas portuguesas 

estando afastado do seu próprio país, Eça estabelece um novo estilo no seu romance realista, 

em que mistura a realidade com elementos fantásticos. Porém, nos seus últimos anos de vida, 

os romances deixaram de ser críticas severas à sociedade portuguesa, tomando uma temática 

de índole histórica e naturalista.

  Escrito em 1874, Singularidades de Uma Rapariga Loura é o primeiro conto de estilo 

realista de Eça de Queirós. Os elementos e temas realistas desta obra coincidem com os que 

existentes na crónica Uma Campanha Alegre, de 1871, onde o autor critica a sociedade portu-

guesa dos anos 70. Neste conto também aparece, ainda que metaforicamente, um ataque ao 

romantismo, como pode ser visto em várias descrições de cenas. Averiguando cada elemento, 

pode-se dizer que residem neste conto as ideias de Eça de Queirós sobre o realismo enquanto 

nova expressão literária do seu tempo, tal como pronunciado na sua comunicação de 
“Conferências Democráticas do Casino Lisbonense”, em 1871.

1．はじめに

　19世紀の作家エッサ・デ・ケイロース Eça de Queirós（1845‒1900）は，ポルトガル写実主義

を代表する作家としてその名が知られるが，当然のことながらそれぞれの年代により，その作品

傾向は異なる。文筆活動を始めた 1860年代後半の初期の作品にはロマン主義的特徴が見られ，

外交官職に従事する傍ら，作家としても精力的に執筆業に専念する 1870年代頃から写実主義に

傾倒し，晩年の 90年代はより理想主義的な作風へと変わっていく。本稿では，こうした変遷を

ふまえた上で，エッサの写実主義作品のなかでも初期に書かれた短編小説『ある金髪娘の奇

行』 1） を中心に，エッサの作品における初期の写実主義的兆候について考察していきたい。
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2．作品傾向

　エッサの作品は，19世紀半ばのポルトガル文学の傾向にしたがい，おおよそ 3つの段階に分

けられる。

　1866年から 1867年にかけて，ガゼッタ・デ・ポルトガル紙等に発表された作品では，ロマン

主義の特徴が見られる。この時代のものは，エッサの没後 3年の 1903年に，『粗雑な散文集』 2） と

いうタイトルで，友人であり，写実主義者たちの中心的存在であったジャイメ・バターリャ・レ

イス 3） により出版されている。ロマン主義的特徴といえども，この時代のエッサの作品における

ロマン主義的要素は，のちの写実主義時代にエッサが激しく攻撃することとなる，いわゆる超ロ

マン主義と呼ばれたポルトガルロマン主義の第二世代に見られる過度に感傷主義的なものとは異

なる。エッサ研究の第一人者カルロス・レイス（1999）は，エッサのロマン主義的特徴について，

ロマン主義第二世代にありがちな誇張された感情表現においてではなく，豊富な語彙を用いた幻

想的な情景の創造と，その表現技術においてロマン主義の特徴が見られると述べている 4）。また，

サライヴァ（2000）は，コインブラ大学在学中に触れたフランスの作家，おもにユゴーやミシュ

レなどの作品の影響が大きいと述べているように，エッサの作品におけるロマン主義的特徴はポ

ルトガル的なものではなく，大学時代に影響を受けた外国のロマン主義作品の影響が大きかった

といえる 5）。また，サライヴァ（2000）は，この時代の作品は，スピノザやシェリングのそれと

は異なる汎神論的な考えをもとにした，自然主義に傾倒していたと述べている 6）。この場合の自

然主義とは，いわゆる写実主義時代に現れた自然科学の客観性を文学に応用した自然主義ではな

く，自然崇拝，人間を含めた生物と宇宙の一体化といった意味が含まれる。こうした観念は，

エッサの作品においては写実主義の時代においても基本的には変わることはなく，写実主義以降

の作品，とりわけ『都会と山国』 7） などににおいて再び見られる。

3．写実主義時代

　ロマン主義時代に磨かれた表現技術は，写実主義作品のなかで開花することとなる。1867年

にリスボンでバターリャ・レイスらにより文芸サークルが結成されると，のちにこのサークルに

加わり，中心的存在となるアンテーロ・デ・ケンタル 8） の影響を受け，プルードンの社会主義思

想について研究し始める。またこの頃から，ゾラやフローベール，バルザックなどフランスの写

実主義作家の作品や哲学的思想などに触れ，文学を単なる芸術表現の場としてでなく，何らかの

社会的な役割を担うものとして考えるようになる。エッサの作品に写実主義的な要素が現れるよ

うになるのは，スエズ運河開通式に出席するために 1869年から 1870年にかけて訪れたエジプ

ト・パレスチナ訪問以降となる。1871年に 70年の世代と呼ばれた当時の知識人らにより開催さ

れたリスボンカジノ講演会 9） において，政治，社会，教育など多岐にわたるテーマについての討

論会が行われた際，エッサはその第四回目の講演で，「新文芸 ― 芸術の新たな表現としての写

実主義」 10） というタイトルで写実主義文学についての講演を行っている。その中で写実主義文学
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についていくつかの具体的な提案をしている。当時のエッサの演説の原稿は存在しないが，当時

の新聞等をもとにして，アントニオ・サルガード・ジュニオール（1994）がその講演内容につい

て以下のようにまとめている。

「エッサ・デ・ケイロースは，写実主義についてより具体的にまとめた概念をここに表わし

ている。

1．写実主義は完全にその時代のものであるべきで，現代の生活からその題材を選ばねばな

らない。我が国の文学は，基本であり，写実主義の第一条件であるこの原則からかけ離れて

いる。我々の芸術では，今の時代を除いた様々な時代を扱っている。そして，『エウリー

コ』『シトー会修道士』『ドン・ジョアン 5世の青春』『サンターナ門』などを読むようにと

勧めた。

2．写実主義は経験や哲学，気質や性格をもとにしたものであるべきである。

3．写実主義には，社会を導く現代的な理想があるべきで，それは，正義と真実のことを指

している。

　写実主義に課されたこの最後の条件は，文学や道徳，そして真実についての論議を再燃さ

せる。エッサは，さらに次のことを強調する。芸術は単に感覚的な喜びを目的とした一時の

感動を与えるためのものであってはならず，是正し，教育するという道徳的な目的を目指さ

ねばならない。」 12）

　この内容から，写実主義文学では同時代のテーマを扱い，経験学や生理学的な科学的要素を根

拠とし，正義と真実を踏まえた社会の理想的な姿を追求するべきであり，芸術のうちの文芸とし

て，単に感覚を満たすだけの刹那的なものではなく，道徳的な目的を踏まえたものであるべきで

あると考えていたことが分かる。また，同講演会においてロマン主義を否定しつつ，文学におけ

る写実主義のあるべき姿についても述べている。

「写実主義は全く別物である。写実主義は芸術のための芸術を否定することだ。伝統的で，

誇張され，過剰に感傷的なものをなくすこと。時間の膨張，言葉のてんかん，比喩のうっ血

を用いて，心の動揺を促す芸術と見なされるレトリックをやめることだ。完全なる真実を見

据えた分析をすることである。また，写実主義はロマン主義にたいする反発である。ロマン

主義は感情を崇拝した。写実主義は性質を解剖することであり，人間批判，我々自身の目で

我々を描き出す芸術だ。それは自分自身を知り，我々が本物か偽物であるかを知るために，

我々の社会にある悪を非難するためものである。」 13）

　こうした考えのもと，同年にはラマーリョ・オルティガン 14） と共著で，当時のポルトガル社

会を鋭く批判した時事論評『ファルパス』 15） が発表される。この作品は 1890年に『陽気なキャ
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ンペーン』 16） として，ラマーリョのものとは別に出版されることとなる。当時のフランスやイギ

リス、ドイツなどの先進国から遅れたポルトガル社会の現状を目の当たりにし，ポルトガルを何

とか再興させようという意気込みが見られる時代である。そしてこの講演会の翌年，1872年以

降は外交官となってハバナへ渡り，ポルトガルを離れることになる。以後，イギリスのニュー

カッスル，ブリストル，フランスのパリで亡くなるまで，外国で作品を執筆し続けることとなる。

1874年に短編『ある金髪娘の奇行』を，そして 1875年にレヴィスタ・オシデンタル紙上に『ア

マーロ神父の罪』 17） が掲載され，1878年に『従兄バジーリオ』 18） を出版する頃には，フランス社

会のあらゆる階層の人物を描いたバルザックの『人間喜劇』を真似て「ポルトガル的生活風景」

という作品群を作るための構想を練りはじめる。それについて 1878年 3月 12日のテオフィロ・

ブラーガ 19） へ宛てた手紙の中では，「私の願いは 1830年以来の立憲制によって作られたポルト

ガル社会を描くことです。そして鏡に映し出すように，彼らが作った残念な国を見せつけてやる

のです。それが私の「ポルトガル的生活風景」における目的なのです。」 20） と熱く語っている。

しかしながら翌月ラマーリョ・オルティガンへの手紙では一転，イギリスでポルトガルを描くこ

との限界について述べている。

「私は「ポルトガルの風景」について執筆するのですが，それは失望しながらのことです。

芸術家というものは，その芸術の素材のある所から離れて作業をすることはできません。バ

ルザックは『人間喜劇』をマンチェスターでは書くことはできかっただろうし，ゾラは

『ルーゴン・マッカール』の一行ををカーディフで書き得なかったでしょう。私は，ニュー

カッスルでポルトガルを描くことはできません。どんなページ，どんな一行を書くにしても，

二つの膨大な努力をしなければならないのです。それは，自分を取り巻く社会が与えてる印

象から，完全に自分を解放し，凝り固まった記憶をたどって遠くにある社会を呼び覚ますこ

となのです。そうすると，私の登場人物たちをますますポルトガル人ではなくさせてしまう

ことになります。肝心の観察地から遠く離れ，実験的な方法を用いて完全な社会の概要を本

にするかわりに，私は純粋に文学的な手順で，憶測や記憶で象られた慣習の社会を描いてい

くのです。」 21）

　最終的に「ポルトガル的生活風景」を描くという壮大な計画は頓挫する。こうした手紙の内容

からも，母国を離れた状態で，「ポルトガル版人間喜劇」を書き続けることは，不可能であると

いうことを自覚していたと言える。その後の作品には，写実主義的特徴のなかに，空想的要素を

取り入れた『中国高官』 22） （1880），ユーモアのある皮肉の込められた『聖遺物』 23） （1887）などに

みられるように，空想とユーモアを盛り込んだエッサ独特のスタイルを確立していく。1878年

から既に構想にあって，1882年には書き上げていたもののさらに推敲を重ねた小説『マイア

家』 24） を，1888年に自身の写実主義作品の集大成として出版すると，これを境にエッサの写実主

義時代は幕を閉じる。
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4．『マイア家』以降

　1888年の『マイア家』以降エッサが 1900年で亡くなるまでのエッサの作品には，聖人伝やロ

マン主義時代の復活を思わせるような物語が多く現れるようになる。写実主義時代では定番で

あった社会の裏側をあえて見せつけるようなテーマのかわりに，中世から続く名門ラミーレス家

にまつわる壮大な歴史物語『名門ラミーレス家』 25） や，ロマン主義時代の汎神論的な自然主義の

観念の復活を彷彿させるような，ポルトガルの田舎や自然を賛美し，行き過ぎた文明に疑問を投

げかける『都会と山国』などが書かれた。

　以上，エッサの作品の変遷を見てきたが，それぞれの時代により，作品傾向が異なるのと同じ

く，写実主義時代という枠組みのなかにも，作品の特徴には微妙な変化が見られることが分かる。

　次に，エッサの初期の写実主義的観念が表されている時事論評『陽気なキャンペーン』と，

『金髪娘の奇行』を対比させつつ，短編小説のジャンルにみられる初期の写実主義的特徴を検証

していく。

5．『金髪娘の奇行』

　短編小説『金髪娘の奇行』は，エッサが外交官としてハバナからニューカッスルに配属替えに

なる 1874年に出版されている。この作品はディアリオ・デ・ノティーシア紙の購読者のための

「付録」として出されたもので，1902年に『短編集』としてその他の短編とまとめて出版されて

いる。この作品はまた，エッサの最初の写実主義短編小説としても知られている。ストーリーは，

語り手である私が，ミーニョ地方のとある宿屋でマカリオという男性と知り合い，若い頃に起き

たある恋愛事件についてマカリオが語り始める，というところから始まる。

　青年マカリオは，代々続く由緒正しい商人の家系で，叔父の経営する織物問屋の帳簿係として

働いていた。あるとき，店の向かいにヴィラッサ母娘が引っ越してくる。マカリオは窓辺で美し

い娘のルイーザを見かけ，恋に落ちる。窓辺でお互いの存在を知ったある日，普段は女性客が訪

れることなどないマカリオの店にヴィラッサ母娘が訪れ，マカリオはその訪問にルイーザの自分

への思いを感じ取る。またその日偶然に，店でインド製のハンカチが紛失するという事件が起き

る。すっかり彼女に夢中になったマカリオは，友人のつてで何とかルイーザと接する機会を得て，

ついに彼女の家で開かれる夜会に招かれることとなる。その夜会でも，マカリオの金貨が紛失す

る。やがて二人は結婚の約束をするが，マカリオの叔父が反対し，マカリオは家を出る。失業し，

途方に暮れているところへ，自分をルイーザに紹介してくれた友人ペイショットがカーボ・ヴェ

ルデでの儲け話をもちかける。すぐにカーボ・ヴェルデ行きを決め，厳しくつらい仕事に耐えて

財産の基礎を築き，無事ポルトガルに戻って来る。帰国後ルイーザとの結婚を正式に申し込み，

新たな人生の一歩を踏み出そうとするが，ちょうど同じ頃に，友人ペイショットから新たな商売

を始めるための借金の保証人を頼まれ，マカリオはそれを引き受ける。ところが友人は不倫相手
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と駆け落ちして行方をくらませてしまい，マカリオが彼の借金の肩代わりをして再び無一文とな

る。途方に暮れて叔父のもとを尋ねると，ことのいきさつをすでに知っていた叔父は，結婚を認

め，二人は和解する。こうしてマカリオは晴れてルイーザとの結婚の準備をはじめたある日，指

輪をプレゼントするためにルイーザを連れてある宝石店へ行く。指輪を注文し，店を出ようとし

た時，ルイーザがこっそり別の指輪を盗んでいたところを目撃していた店員に呼び止められる。

その場をなんとか取り繕って料金を支払い店を出るが，怒りに震えたマカリオは，ルイーザに別

れを告げ，ストーリーは終わる。

　この物語は，語り手である「私」が，偶然知り合った見知らぬ男マカリオの話を聞くという枠

となる物語 26） のなかに，枠内物語 27） としてマカリオの恋愛事件が語られているが，恋愛事件の

物語が始まる以前の，「私」がマカリオという人物にに出会うまでのこと，つまり，ミーニョ地

方の宿屋に向かう途中目にしてきた幻想的な風景と，到着したときの「私」の精神状態について

細かく丁寧な描写がなされ，マカリオの身の上話を聞いていた時の「私」の「いつもの状態では

なかった」精神状態に至るまでの過程が念入りに構築されていく。

「山々と人気のない薄暗い景色の中を，私はやって来た。夜の八時をまわっていた。空は重

たげにどんよりとしていた。馬車の単調な回転のせいで脳が麻痺していたのか，疲労で神経

が弱りきっていたためか，それとも夜の窪みの中の急な坂道に続く退屈な風景のせいなのか，

空を埋め尽くす電圧によるものか，いずれにしても，事実は，元来実証的で現実的なこの私

が，空想や妄想にすっかりとらわれてここへたどり着いたということだった。我々の心の奥

底には，いかに冷静であるようにと教育されていようとも，ほんのわずかな神秘主義がある。

時折，物悲しい風景，墓地の古壁，神秘的な僻遠の地，柔らかく白みがかった月あかりなど

で，その神秘的な心の奥底は浮かび上がり，まるで霧のように魂や感覚，思考にまで広がっ

てしまうと，いかに厳格な，または批判的な人物であろうと，物悲しく空想的に，夢見がち

になってしまうものだ。まるで年老いた詩人の世捨て人のように。私が空想や夢へと身を委

ねることとなったのは，心地よい秋の昼下がりの明るみのなかで，ゆるやかな丘の上のロス

テーロの修道院の様子を見たときのことだった。（…）私は悲しくも滑稽に，人生の不毛に

ついて思いをめぐらせ始めた。そして世捨て人となり，林の中にひっそりとたたずむ修道院

か，せせらぎの聞こえる谷間のくぼみに身を寄せて，あたりの水が音を立てて石の鉢で高ら

かに歌うなかで，『キリストに倣いて』を読んだり，月桂樹のナイチンゲールの鳴き声を聞

きながら天国を懐かしむ。そんなことがしてみたいと願っていた。これ以上愚かなことはな

いのだが，私はそうした有様だったし，あのビロードのカフスの男の話を語らせた心の，つ

まりその感覚の過ちは，こうした空想的な状態のせいなのだろう。」 28）

　ここでは，「私」は，自分が本来実証主義で現実主義的な人間であるが，いかに合理主義的な

人であろうとも，誰しもふとしたきっかけをもとに心の奥に潜む神秘主義的な本質が現れるとし，
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ちょうどそのときの「私」も，丘の上の修道院を見た瞬間から，いつの間にか厭世的な空想を巡

らせていた，ということわりを述べる。そして，そのような状態に至ったことを「これ以上愚か

なことはない」としている。ここで描かれる「私」の理性を失わせる幻想と妄想，例えば，墓場

の古塀，神秘的な僻遠の地，柔らかく白みがかった月あかり，といった情景は，まさにロマン主

義における典型的なモチーフであり，語り手はそうしたものを心の過ちあるいは愚かな，という

言葉で表現し，また，こうした「滑稽な」精神状態に「私」があったと強調されることで，これ

から語られていくマカリオの物語そのものが，既にこの地点で愚かな物語であると断言されてい

ることが分かる。

　このように作品冒頭から，写実主義とは相容れないロマン主義にたいする否定的な考えが間接

的に表されているのだが，次に，作品中に現れるロマン主義的なシーンが，どのように描かれて

いるかについて検討していく。

　マカリオが友人の紹介で，ルイーザ母娘が通う公証人の家で開かれる夜会に参加したときの様

子には，ロマン主義的要素がふんだんに盛り込まれいる。

「このように，夜会は芸術に溢れていた。ある夜などは，流行の詩人が，「エルミーラ，あ

るいはヴェネツィア人の復習」というくだらない詩を読みに現れることになっていた。その

当時，ちょうどロマン主義的な大胆さが流行の兆しを見せていた。ギリシャの革命は，神話

の国から東洋のすばらしい国々へと抜け出たロマン主義の人々の心を魅了し始めていた。あ

らゆるところでヨアニナのパシャのことが話題になっていた。そして，尖塔やハーレム，琥

珀色の肌のスルタン，島々の海賊，老いたパシャがライオンをなで，レースで飾られたアロ

エの香りに満ちた広間などといった，新たな未開の地が貪欲に詩に表されていた。」 29）

　「ちょうどロマン主義的な大胆さが現れ始めていた」，とあるように，マカリオの恋愛事件の

時代が設定されている 1820年から 30年代にかけてポルトガルで現れ始めたばかりのロマン主義

的な雰囲気の夜会であることが表されている。イスラムのハーレム，琥珀色の肌のスルタン，

島々の海賊，レースで飾られたアロエの香りが立ち込める広間など，いかにも異国情緒に溢れた

ロマン主義的な趣向をうたう流行の詩人。またほかにも，夜会に集うご婦人方の衣擦れの音，羽

飾りで飾られたボリュームのあるドレス，レースのミトン，宝石のついた指輪，スパンコールの

ついた扇など，きらびやかな夜会でのブルジョアジーの貴族趣味，朗々と詩を朗読する知事の口

からのぞき見える虫歯などの描写には，エッサらしいブルジョアジーへの皮肉が込められてい

る 30）。

　一方この豪華な夜会のあとに描かれる，ルイーザの家で開かれた夜会には，こうした華やかさ

はなく，その招待客も，年老いて耄碌したマルタ騎士団の騎士，隠居した聖職者，ドン・ジョゼ

一世時代の闘牛場で起きたアルコス伯爵の死亡事件に，当時仕えていたある婦人のメイドとして

たまたまその場に居合わせたという昔話をもったいぶって語る年老いた老姉妹など，前出の夜会
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とは対照的に，明らかに格が下がり，ブルジョアジーの真似事をする市民の様子が滑稽にさえ映

るが，登場人物の個性豊かな容貌や性質が仔細に描かれることで，アイロニーと批判的な側面が

より際立ってくる。こうして物語の随所にちりばめられたロマン主義的場面は，決してすばらし

い光景として描かれるのではなく，語り手により淡々と述べられていくことで，ロマン主義的な

趣向にたいする冷めた視点が伺える。

　こうした細かな描写そのものもまた，写実主義の一つの特徴ではあるが，作者はこのテクニッ

クを生かしつつ，「陽気なキャンペーン」において批判されるテーマを作品中に盛り込んでいく。

　まず，ルイーザの外見的な特徴についての描写については，年齢は 20前後，上品で若々しく，

イギリスの本の装丁のような金髪，陶器のように白い肌に古い金貨を思わせる輪郭，金髪で色白

の典型的な美人として描かれる。しかしながら，外見の金髪の特徴が現れたとする彼女の性質は

「奇妙な」性質として表わされている。

「ルイーザの性格はとても奇妙だった。金色という色が，弱々しくあせた色であるというこ

とが正しければ，彼女は髪の色と同じく，金髪の人の性格だった。口数は少なく，いつも白

い小さな歯を見せて微笑み，何につけても，「ええ，そうね」としか言わなかった。彼女は

素朴というよりはほとんど無関心で，まったくもって柔順だった。マカリオを愛していたこ

とは確かだったが，その弱々しく，ぼんやりと，無気力な性質が与うる限りの愛情だった。

その様子はまるでどのようにも紡がれる麻糸のようだった。」 31）

　語り手はまず，金色を「弱々しく色あせた色」と定義し，彼女の性質はまさに彼女のその「金

髪」の色を性格に表したようなもので，口数が少なく，いつも微笑んで同意を表す言葉しか言わ

ず，無関心なほどに従順で，まるで麻糸のようにどのようにも紡がれるような性質であるとして

いる。このようにルイーザの性質に表わされる，弱々しく従順な性質については，「陽気なキャ

ンペーン」では，今時の若いポルトガル人女性の性質としてその「消極性」が批判され，常に誰

かの指示を待ち，決定権を委ねる意志のなさが指摘されている。

「その行動力のなさや不幸な消極性は，ここに由来する。ポルトガルの若い女性には，自主

性も，決断力も，意欲のかけらもない。命令され，支配されることを求めているのだ。いず

れにしても優柔不断で，はっきりせず，じっとしたまま人生のまっただ中に存在している。

危険や家族の危機，困難な状況を前にすると，ただ祈ることしか知らない。神のみが自分た

ちを促し，決断させ，必要な知恵を授けてくださるというあやふやな信仰心を持つ。しかし

結局はいつも召使いの助言に従うことになるのだ。」 32）

　物語では 2人の結婚は，ルイーザの盗癖が原因で破談となるのだが，ヴィラッサ親子のように，

より経済的条件のよい結婚相手を求める当時の社会的風潮について，「陽気なキャンペーン」で
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は次のように批判されている。

「今日では，思考や夢の裏には常に金が絡んでいる。その関心は宗教でも，祖国でも，芸術

でもない。金なのだ。（…）そこから，金と結婚する，裕福な結婚をするという願望が生ま

れる。金と権力を与えてくれるのであれば，老いていようと，愚か者だろうが，粗野であろ

うが平凡だろうがどんな夫でも構わない。一方で，世の中はこう言う。「人生を楽しめ」と。

一体，女性の人生において「人生を楽しむ」とはどのような意味を持つのだろう。裕福な夫，

豪華な家，四輪馬車，オペラの特等席，見事なドレスなど。これらはポルトガルの父親が皆，

娘のために望むことだ。人生を楽しむために裕福な結婚をすること。これこそが全ての女性

の生涯の願望を叶えてくれることにほかならない。」 33）

　マカリオ像については，青年期の描写では金髪で神経質，内気であったのにたいし，叔父と同

じ年頃になると，背が高くがっしりとした体格に，意志の強さを表わす顎，叔父と同じように眼

鏡をかけ，生涯独身で厳格だった叔父の店を継いで，同じ独身の人生を歩むことになる。こうし

た叔父と甥との間にみられる多くの類似点のなかでも，身体的，精神的特徴にその遺伝的要素が

反映され，写実主義期に同時に流行した自然主義的な手法を取り入れることで，同じ人生を歩む

ことになる運命を，冒頭のマカリオの描写ですでに匂わせている。

　物語の中で何度となく涙を流すマカリオは，感情的な人物であり，60歳になるマカリオがか

つての自らの恋愛事件について涙を流しながら語る。その様子に，語り手「私」は，その晩は

「神経質で過敏であった」ために「ひどい話」に思われたが，後日の語りの段階では，この物語

について冷静に「ありふれた話」として扱っているために，マカリオの姿は滑稽にさえ映る。こ

こでもまた，ロマン主義的な感情よりも，理性を重視する写実主義的な冷めた観点から，これか

ら語る物語は取るに足らない感傷的なロマン主義的恋愛事件であるという部分が強調されること

となる。

お　わ　り　に

　小説『金髪娘の奇行』における写実主義的要素は，ロマン主義世界の批判に始まり，ブルジョ

アジーやポルトガル人女性への皮肉，批判などを通して，ポルトガル写実主義にとって象徴的な

年に書かれた時事論評「陽気なキャンペーン」においてなされた社会批判が，短編小説という形

で表現されたものであると言える。この作品が書かれた写実主義初期は，ロマン主義文学の徹底

的な批判と，エッサが文芸作品のもつ役割を，単なる文芸ではなく，社会に対して警告を与える

ための媒体であるととらえていた時代である。のちにその社会における写実主義文芸の役割につ

いての考えは，自らの置かれた環境や，写実主義的概念の限界に直面することによって次第に失

われ，批判的な要素はよりイギリス文学的な皮肉やユーモアへと変化し，ロマン主義の時代に培
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われた想像力や表現力をうまく利用したエッサ独特の世界観を作り上げていくことになる。

サライーヴァ（2000）は，エッサの作品における短編小説のジャンルについて，登場人物が作者

自身によるものであり，筋書きがより象徴的な役割を果たしていることが感じられるのは短編小

説においてであり，小説では抽象的で概略的な事柄から得られるものすべてが，短編ではそのま

ま表現されている，と述べている 34）。

　エッサが写実主義小説を単なる社会的啓発を促す手段ではなく，独自の文体により文芸作品へ

と昇華させていく前の段階における，社会的啓発を視座に作品を書いた写実主義初期の時代の

エッサの考えと，サライーヴァの述べるエッサの短編小説の特徴をふまえた上で，短編小説「あ

る金髪娘の奇行」には，写実主義を導入した時代の，エッサの初期の写実主義文芸についての考

えが，ありのままに表現されていると言える。

注

1） Singularidades de Uma Rapariga Loura
2） Prosas Bárbaras
3） Jaime Batalha Reis（1847‒1935），作家，外交官。
4）  「ケイロースのロマン主義は，ロマン主義代代二世代（超ロマン主義）の感傷的で伝統的なセ
ンチメンタリズムと同一視することはできない。悪魔主義と汎神論的なあり方に影響を受けた，
『粗雑な散文集』の文章は，（『ガゼッタ・デ・ポルトガル』と『9月革命』に出版された。）む
しろ，当時にしてはある種独特の起源を持つロマン主義の作品の流れを汲むものである。」

  （原文）
   « （. . .）̶  em que o Romantismo queirosiano se não confunde com o sentimentalismo piegas e 

convencional da segunda geração romântica; atravessados por um sopro de satanismo e por vivên-
cias panteístas, os folhetins das Prosas Bárbaras （que vieram a lume na Gazeta de Portugal e n’ A 
Revoulção de Setembro） são antes tributários de leituras românticas de procedência algo singular 

para a época. » （Reis, 1999, p. 31）
5） SARAIVA, 2000, p. 65
6）  「1つの大きな観念の総体が様々な記事や随筆を占めている。作品はその観念から成り立ち，
作品中に血液のように流れている。その観念とは汎神論のことである。」

  （原文）
   « Uma grande ideia de conjunto domina os vários artigos e ensaios de que a obra se compõe e 

corre nele como o seu próprio sange: o panteísmo. » （Saraiva , 2000, p. 69）
7） A Cidade e As Serras
8） Antero de Quental
9） Conferências Democraticas do Casino Lisbonense
10） A Nova Literatura ou O realismo como Expressão de Arte
12） （原文）
  « Eça de Queirós dá agora algumas noções mais concretas do realismo sistmatizando:
   1.º O realismo deve ser perfeitamente do seu tempo, tomar a sua matéria na vida contemporânea. 

Deste princípio, que é basilar, que é a primeira condição do realismo, está longe a nossa literatura. 
A nossa arte é de todos os tempos, menos do nossos. E mandou ver o Eurico, O Monge de Cister, A 
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Mocidade de D. João V, O Arco de Sant’Ana;

   2.º O realismo deve proceder pela experiência, pela fisiologia, ciência dos temperamentos e dos 
caracteres;

   3.º O realismo deve ter o ideal moderno que rege as sociedades ̶ isto é : a justiça e a verdade.
    Esta última condição que impõe ao realismo lança-o de novo na discussão das relações da litera-

tura, da moral e da verdade. Insisite: A arte não deve ser destinada a causar impressões passagei-
ras, visando simplesmente o prazer dos sentidos. Deve visar a um fim moral: dever corrigir e 
ensinar. » （Junior, 1994, pp. 94‒95）

13） （原文）
   « O realismo é bem outra coisa : é a negação da arte pela arte ; é a proscrição do convencional, do 

enfático e do piegas. É a abolição da retórica considerado como arte de promover a comoção 
usando da inchação do período, da epilepsia da palavra, da congestão dos tropos. É a análise com o 
fito na verdade absoluta. Por outro lado, o realismo é uma reacção contra o romantismo : o roman-
tismo era a apoteose do sentimento ; o realismo é a anatomia do carácter. É a crítica do homem. É 
a arte que nos pinta a nossos próprios olhos ̶ para nos conhecermos, para que saibamos se 
somos verdadeiros ou falsos, para condenar o que houver de mau na nossa sociedade. » （Junior, 
1994, pp. 94‒95）

14） Ramalho Ortigão
15） As Farpa
16） Uma Campanha Alegre
17） O Crime do Padre Amaro
18） Primo Basílio
19） Teófilo Braga
20） （原文）
   « A minha ambição seria pintar a sociedade portuguesa, tal qual a fez o Constitucionalismo desde 

1830 ̶ e mostrar-lhe, como num espelho, que triste país eles formam ̶ eles e elas. É o meu fim 
nas Cenas da Vida Portuguesa. »（Qeirós, 2000, p. 35）

21） （原文）
   « Eu trabalho nas Cenas Portuguesas, mas sob a influência do dealento. Convenci-me de que um 

artista não pode trabalhar longe do meio em que está a sua matéria artística: Balzac （si licitus 
est. . ., etc.） não poderia escrever a Comédia Humana em Manchéster, e Zola não lograria fazer 

uma linha dos Rougon em Cardife. Eu, não posso pintar Portugal em Newcastle. Para escrever 
qualquer página, qualquer linha, tenho de fazer dois violentos esforços: desprender-me inteira-
mente da impressão que me dá a sociedade que me cerca e evocar, por um retesamento da 
reminiscência, a sociedade que está longe. Isto faz que os meus personagens sejam cada vez 
menos portugueses ̶ sem por isso serem mais ingleses: começam a ser convencionais; vão-se 
tornando «uma maneira». Longe do grande solo de observação, em lugar de passar para os livros, 
pelos meios experimentais, um perfeito resumo social, vou descrevendo, por processos puramente 
literários e a priori, uma sociedade de convenção, talhada de memória. » （Qeirós, s.d., p. 519）

22） Mandarim
23） A Relíquia
24） Os Maias
25） A Ilustre Casa de Ramirez
26） Genettによる一次的物語
27） Genett第二次物語・メタ物語世界的物語
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28） （原文）
   « Vinha de atravessar a serra e os seus aspectos pardos e desertos. Eram oito horas da noite. Os 

céus estavam pesados e sujos. E, ou fosse um certo adormecimento cerebral produzido pelo rolar 
monótono da diligência, ou fosse a debilidade nervosa da fadiga, ou a influência da paisagem 
descarpada e chata, sob o côncavo silêncio nocturno, ou a opressão da electricidade, que enchia as 
alturas ̶ o facto é ̶ que eu, que sou naturalmente positivo e realista, ̶ tinha vindo tiranizado, 
pela imaginação e pelas quimeras. Existe, no fundo de cada um de nós, é certo, ̶ tão friamente 
educados que sejamos, ̶ um resto de misticismo; e basta às vezes uma paisagem soturna, o velho 
muro de um cemitério, um ermo ascético, as emolientes brancuras de um luar, ̶ para que esse 
fundo místico suba, se alargue como um nevoeiro, encha a alma, a sensação e a ideia, e fique assim 
o mais matemático, ou o mais crítico ̶ tão triste, tão visionário, tão idealista ̶ como um velho 
monge poeta. A mim, o que me lançara na quimera e no sonho, fora o aspecto do Mosteiro de 
Rostelo, que eu tinha visto, na claridade suave e outonal da tarde, na sua doce colina. （. . . .） ̶ eu 
pus-me elegiacamente, ridiculamente, a considerar a esterilidade da vida; e desejava ser um 
monge, estar num convento, tranquilo, entre arvoredos, ou na murmurosa concavidade dum vale, 
e enquanto a água da cerca canta sonoramente nas bacias de pedra, ler a Imitação, e ouvindo os 
rouxinóis nos loureirais ter saudades do Céu. ̶ Não se pode ser mais estúpido. Mas eu estava 
assim, e atribuo a esta disposição visionária a falta de espírito ̶ a sensação ̶ que [me] fez a 
história daquele homem dos canhões de veludilho. » （Queirós, 2009, p. 168）

29） 原文
   « Assim as suas reuniões eram ocupadas pelas belas-artes ̶ e numa noite um poeta do tempo 

devia vir ler um poemeto intitulado Elmira ou a vingança do veneziano! . . . Começavam então a 
aparecer as primeiras audácias românticas. As revoluções da Grécia principiavam a atrair os espíri-
tos romanescos e saídos da mitologia para os países maravilhosos do Oriente. Por toda a parte se 
falava no paxá de Janina. E a poesia apossava-se vorazmente deste mundo novo e virginal de 
minaretes, serralhos, sultanas cor de âmbar, piratas do arquipélago, e salas rendilhadas, cheias do 
perfume do aloés onde paxás decrépitos acariciam leões. » （Queirós, 2009, p. 176）

30）  リスボンの女性が幼い頃からこうした貴族趣味的な身支度を仕込まれることについて批判した
記述が『陽気なキャンペーン』にある。

   「ここで少し，我らがポルトガルの若い女性たちが，どのように，ゆっくりと家庭内教育のも
のとに育っていくのかを見てみようではないか。母親たちは，芸術家がその功績に注ぐあらゆ
る関心を，幼い我が娘につぎ込む。そしてその功績をすばらしく目立つように仕立て上げる。
娘をまるで小さな淑女のように着飾らせるのだ！ 7，8歳のまだほんの赤ん坊，ほんの少し人
間になったばかりでまったく女性にもなっていない小さな子どもが，既に貴婦人の威厳を持ち，
一人前に，大真面目に，リボンやレース，フリルに覆われているのだ。成長するには身動きの
自由が必要な年頃に，すでに残酷な輪っかに締められたウエスト，きっちりと整えられて虐げ
られた頭とその髪は鉄に焦がされ，エナメル靴にむさぼられた小さな足，小さなお尻にパフ，
大げさな誇示，それは天使の牢獄だ。

    貴族のような装いが強いられる。こうして小さな女の子には少しずつそれらの衣装の影響が
浸透する。8歳で鏡の自分を見つめ，リボンのせいで不機嫌になり，意識的に白粉をはたき，
愛される少女を際立たせるためにぴたっとしたストッキングをほしがる。」

  （原文）
   « Vejamos, um pouco, como as nossas raparigas portuguesas se formam, lentamente, sob a 

educação interior. As mães põem nas suas pequerruchas todo o interesse que uma artista põe na 
sua glória : e tratam de dar a essa glória um relevo magnífico. Começam por as vestir como 
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pequeninas senhoras! A pequerrucha de seis, oito anos, uma baby, um bocadinho de criatura, um 
nadinha de mulher, ei-la já com gravidades de dama, direita, sériazita, coberta de fitas, de rendas, 
de folhos! Na idade em que precisam de toda a liberdade de corpo e de movimentos para crescer, 
já trazem a cinta apertada nu anel tirânico, a cabeça oprimida por duros penteados em que o ferro 
lhes cresta o cabelo, os pézinhos devorados pelo verniz, e anquinhas e puffs, e um grande aparato, 
que é o cárcere do anjo.

    Ora a toilette, como a nobreza ̶ obriga. E assim a pequenina pouco a pouco se penetra da 
influência dos seus vestidos. Aos oito anos olha-se ao espelho, tem perrices por causa duma fita, 
põe pó de arroz conscientemente, quer a meia esticada e elástica para dar relevo a uma pequeninha 
mimosa. »（Queoiros, s.d. p. 1206）

31） （原文）
   « –– era muito singular o temperamento de Luísa. Tinha o carácter loiro, como o cabelo –– se é 

certo que o loiro é uma cor fraca e desbotada : falava pouco, sorria sempre com os seus brancos 
dentinhos, dizia tudo pois sim; era mais simples, quase indiferente cheia de transigências. Amava 
decerto Macário, mas com todo o amor que podia dar a sua natureza débil, aguada, nula. Era como 
uma estriga de linho, fiava-se como se queria: »（Queirós, 2009, p. 184）

32） （原文）
   « Daqui vem a sua falta de acção, a sua infeliz « passividade ». Uma menina portuguesa, não tem 

iniciativa, nem determinação, nem vontade. Precisa ser mandada e governada; de outro modo, 
irresoluta e suspensa, fica no meio da vida, com os braços caídos. Perante um perigo, uma crise de 
família, uma situação difícil, rezam. Têm a fé abstracta que só Deus as pode inspirar, dar-lhes a 
decisão, a ideia precisa: mas terminam quase sempre por seguir o conselho da criada. » （Queirós, 
s.d. p. 1205）

33） （原文）
   « Hoje, no fundo do pensamento ou do sonho, há sempre o dinheiro. A preocupação não é a 

religião, nem a pátria, nem a arte –– é o dinheiro. （. . .）
   Daí o desejo de casar com dinheiro, casar rica; seja o marido velho, imbecil, rude, ou trivial, 

contanto que traga o dinheiro, e o poder que ele dá.
    Por outro lado a sociedade diz-lhe : goza  Ora na vida da mulher o que se entende por gozar? Ter 

um marido rico, grande luxo de casa, carruagem, camarote de ópera, toilettes magníficas. ̶ É o 
que todo o pai em Portugal deseja para sua filha.

    Casar rica para gozar: é em que se resolve a ambição de todo o destino feminino. Dinheiro ̶ e 
sensibilidade. » （Queirós, s.d. p. 1212）

34） （原文）
   « É aqui, nos Contos que os personagens se encontram mais imediatamente dependentes do autor, 

que a intriga ganha mais valor simbólico: tudo o que há de abstracto, esquemático nos romances 
de Eça aparece a nu. » （Saraiva, 2000, p. 51）
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〈Résumé〉
  Dans cette thèse, je traite du problème du sujet et de l’hypothèse de la fin de l’Histoire 

revendiquée par Alexandre Kojève. Afin d’éclaircir l’originalité de l’interprétation de cette 

notion par Kojève, je mentionne également la notion de la fin de l’Histoire selon Francis 

Fukuyama. 

  Dans un premier temps, je discuterai de la notion de la fin de l’Histoire telle qu’argumentée 

par Fukuyama dans les années 90. Après cela, je mettrai au jour l’interprétation de Hegel.

  Dans un second temps, j’examinerai la notion de la fin de l’Histoire chez Kojève. Pour ce 

faire, j’énumérerai d’abord ses trois éléments distinctifs. Ensuite, je montrerai que ce que 

Hegel a vu n’est pas exactement la fin de l’Histoire. Enfin, je mentionnerai le fait que l’hypothèse 

de la fin de l’Histoire concerne la philosophie non dialectique de Hegel.

  Dans un troisième temps, j’exposerai la société post-historique décrite par Kojève. D’abord, 

j’énoncerai la raison pour laquelle seule la société japonaise a fait l’expérience de la fin de l’His-

toire. Ensuite, je comparerai le phénomène de l’animalisation dans la société américaine et l’idée 

du snobisme dans la société japonaise. Enfin, je proposerai une conception de l’Histoire en 

spirale afin d’expliquer précisément la notion de l’Histoire chez Kojève.

  Dans un dernier temps, j’investiguerai philosophiquement comment Kojève a finalement 

abandonné le sujet. D’abord, je traiterai le lien entre l’esprit et le sujet chez Hegel. Ensuite, 

j’éclaircirai le fait que le sujet dans la philosophie kojèvienne possède la caractéristique de la 

négativité.

は　じ　め　に

　本稿ではアレクサンドル・コジェーヴが提唱した歴史の終焉論と主体の問題について論じる。

その際に，フランシス・フクヤマの歴史の終焉論についても言及する。そのことにより，フクヤ

マの議論の中には見られない，コジェーヴ独自の歴史の終焉論を明らかにする。

　第一節では，コジェーヴを 1990年代になって再び取り上げたフクヤマによる歴史の終焉論に

ついて述べる。その後，ヘーゲルにおける歴史の終焉の概念を明らかにする。

　第二節では，コジェーヴの言う，歴史の終わりとは何を意味していたか考察する。まず，歴史

の終わりの三要素を挙げる。そして，歴史の終わりを第一段階，第二段階と最終段階へと分割す
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る。そのうえで，ヘーゲルが見たものは歴史の終焉そのものではないことを論じる。最後に，歴

史の終わりという仮説とヘーゲルの非弁証法的哲学が結び付いていることに触れる。

　第三節では，コジェーヴの描くポスト歴史の社会はどのようなものか論述する。まず，日本社

会だけが歴史の終わりを経験したことの根拠を述べる。次いで，アメリカ社会における人間の動

物化という現象と，日本社会におけるスノビズムの観念とを対置する。最後に，コジェーヴの歴

史観を表現する螺旋状の歴史観を提唱する。

　第四節では，コジェーヴがいかにして主体を放棄するに至ったか哲学的に探究する。まず，

ヘーゲルにおける精神と主体の関連性を取り扱う。そして，コジェーヴにおいて，主体は否定性

という性格を有していたことを明らかにする。

1．フクヤマにおける歴史の終わり

　まずは，アレクサンドル・コジェーヴを扱う前に，フランシス・フクヤマに言及する。フクヤ

マと対比することで，コジェーヴが歴史の終わりという仮説を唱えることにより，表面的に政治

的なレベルでイデオロギーの歴史が終焉すると述べたいというよりも，実は主体性を持った人間

の概念が終焉する，と考えたことがより鮮明となる。

　90年代になって，戦後に活躍した思想家コジェーヴを掘り返したのはフクヤマであり，『歴史

の終わり』が書かれたことがきっかけであった。冷戦の終わりに書かれたこの本は，アメリカで

1992年に出版され，同じ年に日本でも翻訳が出された。フクヤマがその本を書くに当たって思

想的に影響を受けたとされるのはヘーゲルとコジェーヴである。フクヤマにとって，歴史が終わ

ることは何を意味していたのか。

　フクヤマは『歴史の終わり』発表後，数年経ってから過去を振り返って書いた論文の中で，リ

ベラル・デモクラシーはすぐに広まるのではなく，いずれ世界に広まるだろう，と考えていたと

述べている。自身が歴史の終わりには「プラス・マイナス 200年の誤差」があることを認める1）。

このような詭弁を用いなくてはならないのは，氏が 1806年のイエナの戦いで歴史はもう既に終

わってしまった，と解釈したことに起因している。後にコジェーヴの項で見るように，何度も歴

史は終わり得る，もしくはナポレオンによって歴史の終焉の萌芽が見られたと考えれば，このよ

うなロジックを用いなくても済んだことだろう。過去はともかく，未来に関してそれ程長い期間

で考えればあり得ないとは言い切れないだろうし，そもそも二百年後には残念なことに本人も私

も生きているはずはないだろうから，その主張の是非の検証は不可能であり，後世の研究者に期

待するより他にない。そのような限界を踏まえたうえでフクヤマのテーゼを改めて振り返るしか

ない。

　歴史の終わりとフクヤマが言う際に，その歴史の定義は一般的なものとは異なっている。それ

が意味しているのは，「唯一の一貫した進歩のプロセス」としての歴史である。その歴史観は

ヘーゲル哲学のそれをそのまま援用していることは言うまでもない。そのうえで，彼の唱える歴

226 歴史の終わりと主体の問題について



史の終焉とは，理論的には，リベラル・デモクラシーによってフランス革命の理念である自由と

平等が実現されたことを根拠に，それこそまさに最後のイデオロギーのであるとするものである。

そして経験的には，フランス革命とアメリカ革命（独立戦争）を発端にあらゆる市民の権利が認

められて以来，それは世界中に広まってきたのだが，この度冷戦という名の社会主義対民主主義

の対立が終了したことにより，その正しさが改めて証明されたと解釈可能であるとするものだ。

したがって，フランス革命以降の歴史というのは，フクヤマに言わせれば歴史の終わり以降の

「エピローグ」に過ぎないということになる。

（1）　ヘーゲルと歴史の終焉

　フクヤマの『歴史の終わり』を読むと，あたかもヘーゲルがリベラル・デモクラシーを最後の

国家の形態として肯定していたかのような印象を持つのだが，仔細にわたって吟味すると，フク

ヤマはヘーゲルがリベラル・デモクラシーを提唱していた，とまでは書いていないことが分かる。

フクヤマの考えでは，ヘーゲルの政治思想を体現している，最も合理的な政治体制がリベラル・

デモクラシーなのである。ヘーゲルがリベラリズムを肯定していたと，この日系三世の学者は論

じるわけだが，デモクラシーを支持していたとは言っていない。そのように考えるのは，他でも

ない本人である。いずれにせよ，ヘーゲルがフクヤマの言うような意味でリベラリストかどうか，

という問題は残る。

　確かに，フクヤマの言う通り，ヘーゲルは歴史とは自由の発現の過程であると考えていた。

『歴史哲学講義』の中でこう言う。「世界史とは自由の意識が前進していく過程であり，わたした

ちはその過程の必然性を認識しなければなりません」2）。近代の宗教改革や啓蒙思想，フランス

革命こそが国民の全員を自由にした。それゆえ，このような西洋思想に基づいた社会改革を行え

ない，非西洋世界では全員の自由が達成されることはなかった，と彼は述べる。

「わたしは民族における自由の認識のちがいについて一般的にのべ，東洋人はひとりが自由

だと知るだけであり，ギリシャとローマの世界は特定の人びとが自由だと知り，わたしたち

ゲルマン人はすべての人間が人間それ自体として自由だと知っている，といいましたが，こ

の三区分は，同時に，世界史の区分のしかたとあつかいかたをも示唆するものです。」3）

　今さらヘーゲルの自民族中心主義を批判することに大きな意味はないと思われるが，それでも

われわれは大哲学者のこの偏見に驚きを隠せない。それはさておき，ヘーゲルの言う自由とフク

ヤマが言うリベラリズムの間には，どうもドイツと英米の文脈の違いがあるように思えて仕方が

ないのだが，ここではそれ以上このことに深入りしない。

　ここで述べたいのは，ヘーゲルがリベラル・デモクラシーを歴史の終わりに現れる国家だと考

えてはいないことである。それどころか，実は彼が歴史の終わりについて語っていないばかりか，

そんな用語を用いてもいないことである。フクヤマはそのことを隠蔽している，と言えば言い過
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ぎになってしまうかもしれないが，明確に言及してはいない。その用語を最初に用いたのはフク

ヤマでもなく，コジェーヴであった。

　コジェーヴが歴史の終わり及び主体の終わりいう仮説を唱えたのは，『ヘーゲル読解入門』の

中でのことであった。したがって，本稿では主にその本を参照していく。ただし，普遍等質国家

の概念については，『ヘーゲル読解入門』よりも『僭主政治について』の方が詳しく述べられて

いるので，後者も合わせて参照する。

2．歴史の終わりと普遍等質国家

（1）　歴史の終焉（＝歴史の目的，fin de l’Histoire）の三要素

　コジェーヴがヘーゲルから読み取った歴史の終焉とは，どのような状態を指しているのだろう

か。彼はその定義をはっきり行っておらず，次のように述べるに留まっている。

「実際，人間的時間或いは歴史の終焉＝歴史の目的，すなわち本来の人間或いは自由かつ歴

史的な個体の決定的な無化とは，ただ単に用語の強い意味での行動の停止を意味するだけで

ある。これが実際に意味するものは，― 血塗られた戦争と革命の消滅であり，さらには哲

学の消滅である。」4）

　これでは余りにも曖昧とも言えるのだが，良く言えば，そのことがフクヤマのような後世の学

者に幅広い解釈の余地を与えたということになる。定義をしないまま議論を進めるのも時に無理

が生じるが，これまで歴史の終焉とは何か明確に定義されてこなかったので，ここで独自の新解

釈を試みたい。歴史の終焉＝歴史の目的には三つの要素がある。哲学を研究するだけの単なる哲

学者が賢者（Sage）になることによる叡智（Sagesse）＝絶対知（Savoir absolu）＝絶対的真理

（Vérité absolue）への到達，対外的な意味及び国内的な意味での大規模な戦争の終結とそれに

伴った暴力と革命のなき平和な時代の到来，階級のない自由で平等な世界の達成である。これら

三つの要素が全て満たされなければ歴史が終わらないというわけでもなく，一つでも条件を満た

せば歴史は終わりを告げる。

（2）　第一，第二，真の歴史の終わり

　ナポレオンはいわばフランス革命の完成者として，上流階級（貴族）と中流階級（商工ブル

ジョワジーなど）と下流階級（農民）との闘争に終止符を打ったと，コジェーヴ自身が明言して

いるわけではないが，これが一度目の歴史の終わりであると解釈できる。後に見るように，彼に

よれば，この一度目の歴史の終わりを認識した哲学者こそヘーゲルであり，ヘーゲルの解釈抜き

にナポレオンは歴史を終わらせることが出来なかったとさえ言える。

　その後，市民の間に再び不平等が生まれると，今度はスターリンが社会主義革命によりブル
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ジョワジー（新たな上流階級）とプロレタリアート（新たな下流階級）の闘争を終わらせた。こ

れが二度目の歴史の終わりだと思われる。この二度目の歴史の終わりを認識した哲学者こそコ

ジェーヴその人である。彼が戦前までスターリニストであったことを考慮に入れると以上のよう

な解釈が可能だろう。

　さて，歴史の終わりは二回だけではない。なぜならば，彼が考えた普遍的で均質な国家とは，

その定義上，成員（それを市民と呼んでも良いだろう）が全員平等な世界規模の主権を持った国

であり，別のところで彼が述べる「社会主義帝国」に他ならない。そして，そこで真の歴史が終

わると考えられるのではなかろうか。真の歴史の終了後には，もはや暴力を伴った革命の必要も

なく，そもそも戦争自体起こらない，とコジェーヴは考えた。この点に関しては，フクヤマはポ

スト歴史の時代においても紛争はなくならない，とヘーゲルに倣って論じている。このようにコ

ジェーヴがヘーゲルと異なった歴史の終焉観を持った理由は明確ではなく，独自の見解であると

捉えるより他にない。

　ところで，二度目の歴史の終わりは，彼の期待に反してソビエト連邦の崩壊をもって誰の目に

も失敗に終わってしまったように見える。しかし，管見では現在でも過去のような階級闘争とい

うには大袈裟かもしれないが，いわば新たな階級対立は続いている。格差社会を是正して平等な

社会を実現しようという動きがそれだ。それは，平等の実現を志向する社会民主主義と，自由の

達成を目指す新自由主義との間の対立として現前している。仮に平等を志向する側が成功を収め

たならば，真の歴史の終わりではないにせよ，三度目の歴史の終わりが訪れるかもしれない。

　このように考えれば，フクヤマが冷戦終了を以って『歴史の終わり』を出版したことはコ

ジェーヴの歴史の終焉論の一面しか見ていないことは明らかだろう。先に挙げた三つの条件のう

ち，大規模な戦争の終焉の面だけを取り上げたうえで，イデオロギー闘争としての歴史が終わっ

たとしているからだ。ただし，一面的だから間違いというわけではない。歴史の終わりにおける

階級対立の解消といった側面を全く無視している点もコジェーヴとは大きく異なり，そのヘーゲ

ル解釈からさらにマルクスを差し引いて西洋的近代の終着点であるアメリカ礼賛を内に秘めた人

物が，イデオローグとしてのフクヤマである。

（4）　ヘーゲルが見たものは歴史の終焉そのものではない

　さらに言えば，フクヤマはコジェーヴがフランス革命からナポレオン戦争に続く時代に既に歴

史は終わった，と述べ，多くの論者が同様に解釈したうえで議論を進めいているが，私見ではそ

うではない。コジェーヴがヘーゲルを通じてそこに見たものは，歴史の終焉の萌芽あるいは歴史

の目的（but）が実現されるという事実であり，歴史の終焉（terme）そのものではないからであ

る。問題となっている箇所をコジェーヴから引用しよう。

「私の周囲に起こっていることを眺め，イエナの戦いの後に世界に起きたことを熟考すると，

イエナの戦いの中に本来の歴史の終末＝目的を見ていた点でヘーゲルは正しかったことを私
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は把握したのである。この戦いにおいて，そしてそれにより人類の前衛は表面的にはともか

く，実質的には人間の歴史的発展の終局にして目的，つまりは終末＝目的に達していたので

あった。」5）

　イエナの戦いとはナポレオンがプロイセンに対して戦った戦争のことであり，フランス帝国拡

大の一つの契機になった出来事と言える。ナポレオンが起こした戦争の中でわざわざこれを取り

上げるのは，ヘーゲルが当時イエナ大学で教鞭を取っており，ナポレオン凱旋を目の当たりにし

たことによると思われる。そもそも，ヘーゲル自身が歴史の終焉を語っていないことからしても，

彼が本当にその時にそれを見ていたかどうか明白ではない。それはさておき，ナポレオン戦争が

ヨーロッパ全土を版図に入れようとするものであったとすれば，これも大規模な戦争の一つであ

る。確かに，この皇帝の失脚以降，ヨーロッパにおいて百年の平和が訪れた。大戦の後には暫し

の平定が訪れることをコジェーヴは直感していた。

　さて，「ヘーゲルはイエナの戦いで歴史の終末＝目的（but）が訪れたことを確信した」とせず

に，わざわざ「イエナの戦いの中に本来の歴史の終末＝目的を見ていた点でヘーゲルは正しかっ

た」というような迂遠な表現を用いるのは，単なるレトリックではなかろう。そもそも，歴史が

ここで真に終了したのであれば，コジェーヴはスターリンを第二の歴史の完成者と捉えることも

なかったはずである。ヘーゲルがナポレオンの起こした戦争に見たのは，自由と平等の理念の達

成という目的がヨーロッパ中に広がっていく過程である。

（5）　ヘーゲルの非弁証法的哲学と歴史の終わり

　これまでのコジェーヴ研究においてあまり触れられて来なかった点であるが，コジェーヴは

ヘーゲル哲学が全く弁証法的でない，と主張した。

「したがって，ヘーゲルの方法はまったく弁証法的ではなく，弁証法は，彼においては，思

惟や叙述の方法とはまったく異なったものとなっている。或る意味で，ヘーゲルは哲学的方

法としての弁証法を放棄した最初の人間であるとすら言うことができる。少なくとも，彼は

自らの意志で，知悉した上でそれを放棄した最初の人間である。」6）

　その理由はなぜか説明する前に，そもそも弁証法とは何か理解する必要があり，そのためには

弁証法の歴史を追わなくてはならない。

　そもそも，学問は神話の形式を取って生まれた，とコジェーヴは指摘する。「神話とは，一つ

の理論，すなわち実在するものを言説により開示するものである。」7） したがって，それは現在で

言うところの仮説に当たると考えて良いと思われるが，神話と呼ぶのはあくまでその正しさを保

障してくれるのが神であるからである。この神話は別の神話と出会い，対立する。つまり，ある

神話を語る人物と別の神話を語る人物の間で対話が起こる。換言すれば，両者は弁証法的方法を
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用いる。この対話者となることにより神話を語る者こそが哲学者であった。

　さて，ソクラテス－プラトンにおいては様々な意見がぶつかり合う結果，一つの真理へと到達

すると考えられた。定立に対して反定立が向き合って，それらの総合されたものを真理とする。

そしてまた，それと別の総合された真理とがぶつかり合い，更なる真理へと至る。最終的に一つ

の真理へと到達される過程で得られた，定立や反定立は周知のごとく揚棄（Aufheben）される。

このことは弁証法的揚棄と呼ばれる。ともかく，プラトンにとって，弁証法的方法とは異なった

人同士で行われる対話の方法であった。そして，総合に関しては自ら行うのではなく弟子がする

ことであった。

　このような弁証法の発展とは別に，発展してきた方法があった。それは，個人の主観的確信に

基づいているに過ぎない意見が，神がお墨付きを与える神話であるとされることによって普遍的

な正しさを保障されるというものである。これは全く対話によらない真理への到達方法であると

いう点で，弁証法とは対照的である。むろん，弁証法的哲学から神話レベルへと回帰することも

理論上は可能である。ただし，実はこれは回帰ではなく弁証法と神話の両者の総合である。なぜ

ならば，神話を支える神は対話者とも言えるからである。しかし，神の存在を疑えば，神的対話

者も虚構に過ぎないということになる。したがって，デカルトに至っては神なしでも自己との対

話や他者との対話で十分であるとして，弁証法から「省察」へと移行する，とコジェーヴは主張

する8）。

　さて，このように弁証法の歴史を追うことで明らかになったことは，弁証法とは対話の方法で

あるが，ここでの対話とは具体的な相手と議論を交わすことのみならず，過去の偉人が書いた本

を読みながら自分の意見と彼らの意見とを対峙させること，さらには自己内で違った意見をぶつ

け合うことも意味するということであった。また，弁証法的方法を用いれば必ずしも神に頼らず

とも真理へと到達できることが確認された。

　それを踏まえたうえで，ヘーゲルの哲学が弁証法的でないとは何を意味するのであろうかとい

う問いへ戻ろう。ヘーゲルにとっては，過去の哲学における対話を，哲学書を読むことによって

「経験」し，その総合された結果を，ただ論理的に言説を用いながら記せば良かったのである。

言い換えれば，彼がなすべきことは過去に作られた弁証法を静観するだけであり，自分の弁証法

など作る必要がなかった9）。その理由は，ヘーゲルが絶対的真理へと到達したと確証する時，そ

の真理はそれ以上論駁される可能性を持たないからである。別にヘーゲルの発見した真理に限ら

ず，彼以外の哲学者が発見してきた真理というのも相対的に，各時代には全て正しかった。ただ

絶対的真理のみが時代を超えて普遍的に通用するのであり，それは過去の全ての哲学を包含する。

　ところで，コジェーヴが言うには，ヘーゲル哲学は観念的でなく現実的である。ヘーゲルの真

理が，形而上学的なものではなく実在するものの完全な明示ないし総合であったことからもその

ことは分かる。したがって，ヘーゲルは歴史家や哲学者がこのような総合を行うのではなく，現

実の歴史そのものがそうするべきであると考えた。このことは哲学の中に歴史を持ち込んだ，換

言すれば，現実の行動による歴史の弁証法が哲学に反映されると考えたヘーゲルにとって必然的
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帰結であった。

　このことが意味するのは，ヘーゲルは自分の哲学が最終的なものであるとするために，彼の生

きていた時代の現状をも最終的であるとせざるを得なかったことである。「ミネルヴァの梟」の

例えが象徴しているように，歴史の総体は歴史が終わってからでないと認識できない。そのため

に歴史を終わらせる必要があった。また，「現実的なものは合理的なものである」という前提か

らも，そうするより他になかった。それゆえ，彼がナポレオンによる帝国が崩壊した後に，本当

は忌み嫌っていたプロイセンを肯定したのであり，このことは単に彼が権威主義者であったから

と解釈されてはならない。

　したがって，ヘーゲルの現実的なものは合理的なものであるという前提を疑わない限りは，歴

史の終焉論の乗り越えも可能ではないことになる。逆に言えば，その前提の間違いを認めれば，

終末論というイデオロギーは否定できると思われるかもしれないが，そう単純にこの問題を葬り

去ることはできない。我々は現在の現実と照らし合わせることでしか過去を振り返ることが出来

ないし，現在を非合理的であると定義しても，過去が現在よりも合理的であったという根拠はな

い。現実的なものが合理的でないからといって，終末論を否定は出来ないのである。

　ともかく，絶対的真理を唱えるためには弁証法的方法を放棄しなくてはならない。そして，そ

のためには歴史の弁証法が完成したことを理解しなくてはならない。歴史を人間による自然の否

定の過程と捉えるならば，人間が所与を否定しなくなった時に歴史は終わることになる。何も否

定する必要がなくなった時に，歴史はそれ以上先に進めなくなるからである。

3．ポスト歴史の社会における人間性

（1）　歴史の終わりを経験した日本社会

　大規模な戦争が終焉することがコジェーヴ流の歴史の終焉論の一つの要素であるとする根拠は，

特にコジェーヴの日本論（と言ってもたかだか日本語訳にして二ページに満たない短い文章に過

ぎないが）に拠る。彼は日本の専門家どころかアジアに詳しいわけでもない。そして，死の直前

に注として追加しただけであるという事情を考慮に入れても，余りに端的に過ぎる。したがって，

その日本論は，国を問わず，正しいのか間違っているのか論争の種となっているようである。例

えば，デリダは日本語も出来ずに，官僚として短期滞在しただけのコジェーヴが日本について語

ることを「言葉も話せず，ほぼ何も知らない遠方の国へ束の間の旅行をして帰り，断定的な診断

をくだすという『フランス人の得意技 spécialité francaise』あるいは伝統がある」10） と揶揄して

いる。

　さらにデリダは，このコジェーヴの注記があまり真面目なものではないとまで述べている。

もっとも，彼はいくつかの点を強調すればそれを真面目に読むことも出来ると言うことも断って

おくに留める。

　このような背景を踏まえたうえで，その内容を考察するとしよう。コジェーヴは，徳川家康に
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よる天下統一後に鎖国が完成して以降の日本に歴史の終焉を見たと言う。

「（日本社会は）ほとんど三百年の長きにわたって「歴史の終末」の期間の生活を，すなわ

ちどのような内戦も対外的な戦争もない生活を経験した唯一の社会である。」11）

　そこでは，楽観的と言われるフクヤマの描いた，どこか悲観的な空気の漂う歴史の終焉の風景

とは異なった，ある種の楽園的な景色が感じ取れる12）。この引用は，日本のみがポスト歴史の時

代（＝歴史の終焉以降の時代）を一度経験したことのある「唯一の社会」であるかのような印象

を与えてしまい，多くの論者はその解釈に沿って議論を進めているのだが，それは正確ではない。

先にも述べたように，ヨーロッパでも既に一度歴史の終焉は訪れていたのだが，「三百年の長

き」という程の長続きはせず，百年で新たなる殺戮戦が起こってしまった。

　それにしても，コジェーヴにとっては，なぜ日本だけがソ連，アメリカ，さらに同じアジアの

中国と異なる特殊な国なのだろうか。そしてまた，デリダではないが，現代の日本を少し訪れて

江戸時代の日本について言及するのもやや時代錯誤な論法ではある。とはいえ，後に見るように，

長年鎖国とされてきた江戸時代の日本を，ヨーロッパ人であるコジェーヴがポジティヴに評価し

ていることは非常に興味深い。その理由は，おそらく彼が日本の江戸時代を，侍による政権を

作った後に平和で平等な社会を実現するという，いわば貴族ではない者による革命によって幕が

開けた時代であると把握したからだろう。コジェーヴ研究者の Shadia B. Druryは，江戸時代に

なって戦が起こらなくなったという文脈で，次のように述べている。

「このことが意味するのは侍がもはや必要なくなったということであった。彼らの厳粛な理

想は，現実との関連性や必要性といった意味をなくし始めた。戦士の倫理という点で歴史を

理解するコジェーヴはこれを歴史の終わりと考える。」13）

　江戸幕府を作る礎を築いたのは，卑しい出自であるとされる豊臣秀吉であり，彼は封建制を破

壊するのに貢献した。これは，プロレタリアートによるブルジョワジーの打倒にも似る。武士は

自らが起こした革命により幕府を打ち立てたのであるが，平和な時代の到来によりもはや自分た

ちの存在は必要でなくなった。そこには，歴史的な意味での宗教も，政治もないという。コ

ジェーヴ自身は無神論者であり，反キリスト教的であったがゆえに，非キリスト教的宗教を有す

る日本文化を高く評価したとしても何の不思議もない。失われたものはそればかりではない。そ

こでは，戦士の倫理も次第に喪失されてしまったというのである。このことは，第二次世界大戦

後における状況とも酷似している。ただし，そこには最後の侍がいた。その人物こそコジェーヴ

が愛好したと言われる日本の作家，三島由紀夫である。

　三島は，戦後日本が「近代性」を指向する中で，次第にアメリカ化するに伴い，かつての武士

道の精神を無くしてしまったことを憂いていた。そのことが彼を割腹自殺へと追いやったと解釈
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することも可能である。「武士道とは，死ぬことである。」とは，『葉隠』の有名な一節であるが，

本来それは生か死かという究極の状況においての選択であった14）。『葉隠入門』の著者である三

島は，これを文字通り受け取った，あるいはそれ程彼は追い詰められた状況にあったということ

なのであろう。コジェーヴが日本で発見したものは「無償の否定性 la négativité gratuite」であっ

たが，この「否定性」こそ彼にとって歴史を動かすものであり，「いわゆる人間 l’Homme 

proprement dit」の主要な条件に他ならない。三島の自殺は，コジェーヴの訪日後に起こったも

のではあったが，その象徴的事件とも言えよう。こうして，最後の侍が死去した後の日本に訪れ

たのはいかなる時代であったのか，次に考えたい。

（2）　動物化とスノビズム

　実は，コジェーヴは 1959年に日本を訪れるまで，フクヤマ同様ポスト歴史の社会をつまらな

いものと考え，嘆いていた。なぜならば，そこでは人間が動物に戻ってしまうはずだからである。

アリストテレスによれば，人間は理性を持った動物であった。換言すれば，人間と動物を分かつ

重要な相違点の一つというのは理性を有するか否かということにあった。したがって，歴史が終

わって，そこに理性を持たない人間が現れたならば動物に過ぎない，ということになる。仮に歴

史の終わりに賢者が登場したのに，それ以降は理性を持たない人間ばかりになってしまうと本当

にしたならば，何とも皮肉な話ではなかろうか。そもそも，ヘーゲルにおいては，他でもない理

性こそが社会を発展，ひいては歴史を進歩させてきたはずである。「世界史とは自由の概念の発

展にほかなら」ず，その「自由の原理を実現していく主要な精神」を支えているものが理性なの

だ。『歴史哲学講義』の最後で彼は次のように言う。

「理性的な洞察力だけが，聖霊と世界史の現実とを和解させうるし，日々の歴史的事実が神

なしにはおこりえないということ，のみならず，歴史的事実がその本質からして神みずから

の作品であることを認識するのです。」15）

　そうであるとすれば，歴史の終わりにいるのは理性を伴った人間であるに違いない。だが，コ

ジェーヴはそう考えない。ここはヘーゲルを独自に解釈していると考えるしかないだろう。

　彼が，歴史の終わりに人間が動物に戻ってしまうのではないか，とネガティヴな考えを持った

理由は明確ではないが，『ヘーゲル読解入門』が最初に出版されたのは 1947年であったことを考

慮に入れると，理性的であるはずの人間同士が第一次，第二次世界大戦を通じて殺戮を繰り返し

たことが，人間の理性を疑うことに繋がったと考えるのが最も妥当である。

　彼が訪日以前に考えていたことには，「アメリカ的生活様式 American Way of life」16） こそポス

ト歴史の時代に対応する生活の仕方であり，アメリカが世界中の国々の行く末を現している。彼

はヨーロッパ人であったためか，このアメリカ的生活様式を蔑んでいた。1948年から 1958年，

すなわちポスト歴史（第二次世界大戦後）の時代に合衆国とソビエト連邦を訪れてみて感じたの
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は，「ソビエト人や中国人がまだ貧乏な，だが急速に豊かになりつつあるアメリカ人でしかな

い」 17） ということであった。世界は均質な国家で満たされるのであり，それぞれの国家の差異は

段々と捨象されていくに違いない。この結論はフクヤマがコジェーヴから読み取ったものであっ

たが，コジェーヴは国家間の文化的な差異まで認めなかったわけではない18）。

　訪日後，コジェーヴは認識を新たにして，ポスト歴史の時代においても人間は動物に回帰する

と考えなくなった。彼が言うには，歴史の終焉において日本では「純粋なスノビズム」が現前し

た。それは何か。彼自身はその厳密な定義付けを行っていない代わりに能楽や茶道や華道などの

具体例を挙げている。スノッブとは，社会的地位が低い人が，地位が高く教養を備えたようなふ

りをしている人のことを馬鹿にする態度のことを意味し，通常ネガティヴな意味で用いられる。

スノビズムをしいて日本語に訳すならば，上流気取りということになるだろう。その三つの芸能

のいずれも支配階級の特権的な占有物であるとも言えるのだが，コジェーヴはこれらを庶民も含

めた社会全体のものであると理解していた19）。

　ここで，かつての日本社会は平等ではなかったとコジェーヴが前提としており，無論デモクラ

シーでもなかったことに注目してほしい。やはり，コジェーヴにせよ，ヘーゲルにせよ，フクヤ

マと違って，デモクラシーが歴史の終焉に現れる国家のレジームであると考えていなかったこと

は明白である。

　続けて，『ヘーゲル読解入門』から引用しよう。

「だが，執拗な社会的経済的な不平等にかかわらず，日本人はすべて例外なくすっかり形式

化された価値に基づき，すなわち『歴史的』という意味での『人間的』な内容をすべて失っ

た価値に基づき，現に生きている。」20）

　確かに，先に挙げた日本特有の芸能というのは「すっかり形式化された価値」に他ならない。

というのは，そこには実用的な側面は殆ど全くなく，日本人がそれを行うのは，フクヤマ流に言

えば，「気概」，すなわち他者に認められたいという願望を満たすためと思われるからである。そ

して，驚くべきことに，日本人は「純粋なスノビズム」の為に，「『無償の』自殺 suicide 

« gratuit »」すらも行うことが出来るとまでこのロシアの思想家は言うのである。彼が念頭に置

いているのは，英語やフランス語にもなっている「腹切り」と「神風」（特攻隊）のことであろ

う。他者からの承認のためにならば命を捨てることも厭わないというのだ。

　こう考えると，9・11テロを西洋人が「神風」と表現したことは偶然とは思えない。テロリス

トの目的は，命を賭してでも自分の信条を貫くことにあった。テロリズムは（国家間で起こる）

戦争ではないが，より広い意味での戦闘の一種である。戦闘の中で，人は自己承認の願望を満た

す機会を得られる。

　逆に言えば，戦闘なしでも，承認願望が満たされる機会が与えられれば良いのである。何も日

本芸能を，世界中のリベラル・デモクラシーを有する国家に生きる人が行う必要はない。もう既
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に，仕事やスポーツ，芸術活動等の中で十分に気概が満たされるチャンスはある。フクヤマ自身

は，戦後日本が技術革新に力を入れて他国との経済競争に精を出していることを，歴史の終わり

に対する好ましい解答としてかなりポジティヴに評価している21）。しかし，テロリストにとって

は，それらの方法では満足できないようだ。彼らは，西洋社会の中で被差別層にあり，先に挙げ

たような通常の活動ではなかなか認めてもらいにくい。問題は根強く残る差別にあるのであり，

宗教間の対立は否定しづらいにせよ，第一ではないと考えられる。西洋の国家は少なくとも形式

上は政教分離の原則を認めており，キリスト教以外の宗教に関しても寛容である。テロリストも

何もキリスト教を攻撃し，自分たちの信じる宗教を国教にしようとしているわけではない。

　日本の話に戻そう。コジェーヴに従えば，日本人は現在，第二のポスト歴史の時代を生きてい

ることになる。彼が考えるには，この時代においては，日本人が西洋化するのではなく，西洋人

が日本化する。（フクヤマによれば，これはコジェーヴの冗談に過ぎないらしいのだが。）

　通常は，コジェーヴに反して，戦後の日本においては日本人が西洋化されていると考えられて

いる。日本は，例のアメリカ的生活様式（American Way of Life）を受け入れてきたが，世界中

の国々が日本的生活様式（Japanese Way of Life）を受け入れてきたとは言い難い。

　しかし，所見では，そもそも日本固有なスノビズムが西洋に見られなかったという方が間違い

である。ヨーロッパの貴族の芸術や学問に対する関心，ファッションへのこだわりなどはスノビ

ズムそのものではなかろうか。スノビズムという語自体，日本ではなく寧ろ西洋に固有のもので

ある。

　したがって，ポスト歴史の時代においては，日本が西洋化するのでも，西洋が日本化するので

もなく，それぞれが歴史的に持っていたスノビズムに回帰するのではないだろうか。あるいは，

日本は日本的なスノビズムに戻るか西洋的なスノビズムに走るかという選択の余地が与えられる

だけ，と言っても良い。いずれにせよ，西洋と日本が共通に持っていたスノビズムこそが現代の

西洋人と日本人を突き動かしていく。

　なお，フクヤマはコジェーヴの意見をそのまま受け入れて次のように書いている。

「大きな問題をめぐる争いにほとんど決着がついてしまった世界では，純粋に形式的なスノ

ビズムが『優越願望』の，すなわち同僚よりも優秀だということを認めてもらいたいという

人間の欲望の主要な表現形態になるというのである。」22）

　このように，コジェーヴの言う「純粋なスノビズム」を，氏が提唱する「優越願望」にうまく

結びつけることによって，その「願望」そのものは洋の東西を問わず適用されるものだからより

普遍的で有用な概念であると考えているようである。それゆえ，彼にとってはそれが西洋的か日

本的かという議論はさしたる意味を持たないということになる。

236 歴史の終わりと主体の問題について



（3）　螺旋状の歴史観

　さて，西洋的な歴史は終わったはずなのに，過去に戻るというのは何とも不思議な話に聞こえ

るかもしれない。そもそもコジェーヴの提唱する歴史の終焉は，直感に反するだろうが，一度き

りのものではない。日本が二回も歴史の終わりを経験したことがその証左である。反直感的に響

くだろうが，歴史は何度も終わり得る。コジェーヴによれば，ヘーゲルの体系は円環的である。

換言すると，ヘーゲルの歴史観は円環的である，すなわち出発点と終着点は同一である。

　歴史は単線的なものではなく，何度か終わっては始まるもので有り得ると私は考えている。こ

こで，コジェーヴの思考を敷衍して，単線的な歴史観に代わって螺旋状の歴史観というものを提

唱したい。コジェーヴが言うように，ヘーゲルの歴史観は円環的でかつ単線的でもあるのだから，

ヘーゲル＝コジェーヴの歴史観はむしろ螺旋状であるのではないだろうか。つまり，同一点に回

帰するようにも見えるのだが，別のパースペクティヴから見れば発展してもいるのである。した

がって，歴史が終わったからといってそこにはフクヤマや来日前のコジェーヴが考えたようなエ

ピローグが続くわけではない。そこでは，新たな歴史が切り開かれるだけであって，再び自由と

平等が失われたとしたならば，それを追い求めようとする人間の社会の営みは果てることはない。

　ところで，先に挙げた三つの条件のうち一つを満たしただけで歴史が終わるとするならば，歴

史は何度も終わるが，これら全てを満たしたときこそが真の歴史の終焉であると先に述べた。大

規模な戦争は何度も終わり得るが，市民間の自由と平等という理念は形式的にはともかく，実質

的にはそう簡単に実現できない。さらに，問題なのは，コジェーヴが自由と平等は両立し得ると

無根拠に考えたのに反して，実際にはそれらは時に対立する局面もあることだ。昨今の新自由主

義（経済活動の自由を重視）と社会民主主義（富の再分配を行うことによって平等を志向）の対

立が分かりやすい事例である。

4．否定性を有する主体の放棄

　コジェーヴは『ヘーゲル読解入門』の中で，ヘーゲルにおける主体の問題を取り扱いながらも，

それに対する自らの考えも明らかにしているように思われる。この節ではコジェーヴが読み取っ

たヘーゲルにおける主体と，そこからコジェーヴ自身が主体をどのように定義つけたか示したい。

そのうえで，歴史の終わりとはどのような哲学的意味を持っているのか問い直すことにする。

（1）　ヘーゲルにおける精神と主体

　ヘーゲルの『精神現象学』を解読するうえで抜きに出来ないことは，そもそも精神とは何であ

り，それがどのような働きをするかである。コジェーヴによれば，それは観念と実在するものと

の総合である。観念とは，人間が自然に対して作り出すもののことであり，主体に当たる。また，

実在するものとは，この世に現実に存在するもののことであり，客体に該当する。ゆえに，精神

とは主体と客体の一致でもある。
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　ただし，主体と精神を同一視してはならない。ヘーゲルの考えでは，主体そのものではなく，

精神こそが自然（＝存在＝客体）及び主体（＝歴史＝人間＝自己）として世界内で行動するので

ある。精神というのは出発点であると同時に終着点でもあるが故に，アポステリオリに歴史を振

り返る際のいわば準拠点である。精神ではなく主体と客体の対立から出発してしまうと，結局は

再び対立に至ってしまい，対立が最終的に廃棄できる過程をうまく引き出せない，とヘーゲルは

考えた。

　ここまで述べてきたことを，『ヘーゲル読解入門』から引用することで論証しよう。

「ヘーゲルは精神から，すなわち実在するものと観念的なものとの総合から出発するわけで

あり，したがって，（私が引用した 1801年の著作の本文においてきわめて率直に述べている

ように），彼は一方から他方を演繹することを放棄している。彼は両者を措定する，すなわ

ち両者ともども前提とする。そして彼はこの両者を後で，両者共通の結果である精神の側か

ら演繹する。換言すれば，実在するものと観念的なものとが一致する絶対的に真なる認識と

いう，彼によればすでに獲得された事実から出発し，ただ両者の関係 ― これが認識の生成

である ― を把握しようとするだけである。」23）

　この精神は一方では自己あるいは時間となり，他方では静的－存在あるいは空間となるもので

ある。この時間と空間との関係は，デカルトで言うところの思惟と延長との関係に対応する。

ヘーゲルは，思惟を時間に，延長を空間に置き換えた。そのことが画期的な発見であった，とコ

ジェーヴは述べる。延長を空間に置き換えたことには大差はない。だが，思惟を時間へと置き換

えることによって，個人の思考から人類全体の思考へとシフトチェンジをすることが可能となっ

た。むろん，そのことがヘーゲル批判を行う余地を与えたことは付言しておかねばなるまい。

　このことを言い換えれば，歴史を哲学の中に導入したことこそヘーゲルの独創であった。これ

こそ，コジェーヴやヘーゲルがそう言っているわけではないが，まさしく「歴史哲学の誕生」の

瞬間に他ならない。それゆえに，『精神現象学』は歴史を取り扱ってはいるものの，その歴史は

普通の意味での，つまり史実の積み重ねとしての世界史ではなく，歴史的な出来事の人間的な意

味と必然性を明らかにするものであった。このことから，コジェーヴが「歴史の目的に関して述

べるならば，― これは知であり，自己認識であり，つまりは（究極において知恵となる）哲学

である」24） と主張したことは前節でも確認したとおりである。

（2）　コジェーヴにおける主体と否定性

　それでは，コジェーヴ自身は主体についてどう考えていたのであろうか。彼は，人間の中に主

体性を認めて，それをヘーゲルにならって否定性と呼んだ。つまり，否定することが人間の本性

であり，動物にはない人間に固有のものであるとした。そして，コジェーヴは，否定性という概

念を存在論に取り込んだことこそヘーゲルの弁証法的な哲学の真新しい点である，とまで言い
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切った。コジェーヴによると，人間とは否定性である。そこで否定する対象とは何か。それは

「自然的な静的－所与－存在として捉えられた実体」25） である。このような「自然的な実体」の

特性は同一性にある。すなわち，それはいわゆる自然のことを想定すれば容易に理解できるであ

ろうが，自然は自らを本質的に変貌することはない。わかりやすく言えば，自然は人間の手が加

わらない限り，同じ状態を維持し続ける。それに対して，人間は究極的には否定性なのであるか

ら，人間のせいで人間と自然は対立することになる。別の言い方をすれば，否定性こそが存在を，

否定する主体と否定される客体とを分離する。なお，人間が自然に働きかけるのは，否定性とは

また別の人間的特徴である言説（ロゴス）及び労働による。

　ただし，ここで言う自然には，いわゆる外的世界としての自然（コジェーヴの言葉を借りれば

「自然的世界」）という意味だけでなく，（人間の）本質という意味もある。つまり，本質を自ら

の力で変容できるのは人間だけなのであり，その点において人間は主体的なのである。このよう

に人間が自然あるいは本質を変容として行動を起こす原動力には，ヘーゲルによって論じられた

承認欲がある。

　以上のことから，人間とは，「所与存在の否定
4 4

により『媒介』されて結果を得る『客観弁証法

的運動』として初めて客観的に実在するものとなる」26） とコジェーヴは指摘する。その弁証法の

行き着く先が時の終わりであり，いわゆる歴史の終わりである。そこでは，言説と存在，あるい

は実体と主体とが完全に一致しているので，それ以上，弁証法的運動を続けることがない。それ

以降の人間に出来ることといえば，ただ過去の人間が歩いた道を再び歩くことだけである。この

ように，歴史の終わりにおいて，人間が到達する絶対的真理を保障するものは何か。それが，哲

学的言説の円環性である。当初単なる仮説にすぎなかった言説は，一度現実を経て戻ってくるこ

とによりその正しさが保障される。そして，ヘーゲル哲学は円環している，つまり出発点と到着

点が等しいがゆえに，乗り越えることも修正することも不可能なのである。

　このように人間が自然を否定するという発想はどこから来たのであろうか。コジェーヴによれ

ば，古代ギリシャにおいて主張された人間はヘーゲル的な人間と違っていた。当時考えられてい

た人間というのは純粋に自然的存在者であり，否定性を持っていなかった。そのような人間と動

物との大きな違いはロゴスを持つ点だが，このロゴスは事物を解析することこそあれ，何も否定

はしない。

　それではなぜ近代人だけが否定をするのか。その答えは，人間学的な伝統であるユダヤ－キリ

スト教的な前－哲学的伝統の影響である。その伝統においては，人間は自然に対立し，自然を否

定することが可能である。人間は自然が作り出す世界にいわば異邦人として生き，この世界の法

則に逆らって歴史的世界を作ろうとする。歴史とは，人間の意識の中にだけあるものであって，

自然の中には存在しない。

　ヘーゲルはこのユダヤ－キリスト教的な伝統から自由で歴史的な個人の概念を継承し，それを

非キリスト教的（ここでは古代ギリシャ的という意味）な自然の哲学の概念と両立させようとし

た初めての哲学者であったと言ってよい。要はユダヤ－キリスト教の人間観から宗教性を換骨奪
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胎し，ギリシャ以来の哲学と結び付けたということである。このように，コジェーヴはヘーゲル

を自分へと引き付けて無神論的哲学者と解釈する。

　ここまで見てきたように，コジェーヴはヘーゲル哲学に影響されて，人間の主体性を否定性の

中に求めた。ただし，ヘーゲルにとっては主体と客体の化合物である精神という二元論が根源的

であったが，コジェーヴにとっては否定性を持った主体である人間の一元論を自らの哲学の基底

に置いた。そうであるから，否定性を持たない人間，それはもはや歴史的な意味での人間ではな

く動物なのである。コジェーヴは，「人間的であり続けるためには，『所与を否定する行動や誤

謬』が消滅するとしても，人間は『客体に対立した主体』であり続けねばならない」27） と述べて

いる。つまり，否定する客体を持たない限り，人間はもはや歴史的な意味での人間であるとは言

えないのだ。したがって，コジェーヴは人間の本質が否定性ではなく，スノビズムであると論じ

た時に，歴史的主体を放棄したと言える。

お　わ　り　に

　コジェーヴによれば，ヘーゲルの哲学がもはや乗り越えられないのであれば，所与の否定は不

可能である。それを歴史の終わりであるとコジェーヴは呼ぶのであるが，むしろそれは哲学の終

わりを意味する。このように歴史と哲学を同一視するような思考が歴史の終焉論を要請した。

　確かに，ヘーゲルで叡智への到達が完了してしまったなら，その後の哲学者の営みは「エピ

ローグ」にすぎない。コジェーヴは，ヘーゲルによって真理が見出されたのはヘーゲル哲学が円

環的であるからだと主張する。仮にそれがレトリックであるとしても，真理の存在そのものが疑

われたことにより，究極の目的は絶対的真理の発見であるはずの哲学は終焉してしまった。

　以上を踏まえたうえで，あえて次のように主張したい。

　目的論を内蔵していない歴史観は単なる事実の積み重ねに過ぎず，ニヒリスティックである。

そもそも歴史を振り返る作業は何らかの方向性や意味付けを抜きにして行うことは出来ない。歴

史から何かを学ぶことは過去の出来事をどう評価するかということと無縁ではいられないのだ。

そのように歴史を何らかの目的を持って評価する姿勢を仮にイデオロギーと呼ぶのであれば，む

しろ積極的にイデオロギーを持って歴史に触れることが重要である。

　そして，コジェーヴやフクヤマの歴史の終末論を愚かなイデオロギーと言って嘲笑するのはた

やすいが，現在を生きるわれわれにとって所詮歴史とは「終着点」である現在からしか見ること

が出来ない。したがって，二十世紀におけるコジェーヴ，フクヤマなどによる終末論の流行は，

ただ単にミレニアムの終わりであったからとか，宗教的な要因があったからと考えてはならない。

それは，無意味に耐えられず，物事の中に何らかの意味を見出さずにはいられない人間の根源的

な傾向なのではないだろうか。あるいは，ちょうど人生の終焉までにその目的を探究するように，

人類史にも何らかの目的が存在してほしいし，また存在するはずだという信念，そうであるとす

ればそれを何とかして認識したいというある種の願望に起因するのであろう。さらには，コ
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ジェーヴのような自己を誇大視する傾向のある人物であれば，自分こそがヘーゲルに次いで歴史

の終焉を見た偉大な賢者であると思いたいがために，歴史を終わらせたいと考える。そこにある

のは，自己承認への欲望を支える自己肯定への意志であると思われる。

　ただし，何らかの終末論を唱える際に，未来に向けた何らかの理想的なビジョンあるいは目的

を見出そうとしなければ，単なる悲観主義に終わってしまう。言い換えれば，終末論と目的論は

同時に提唱しなくてはならない。未来に対する積極的な視座を持たないという点で，フクヤマは

誤っていた。コジェーヴなら真の歴史の終わりと言うべき，辛い労働を最小限に抑えて，戦争が

なく，相互に対等な人間が暮らす社会がそれであった。理想を持たない人々が生きる社会は，変

容こそすれども改善はしない。したがって，積極的に新たなる歴史の終わりを見出す作業こそが

われわれに求められている。われわれが人間である限り，人間の主体性を放棄してはならない。

　その意味で，コジェーヴが人間の人間らしさを，否定性と言う名の主体性ではなく，スノビズ

ムに見出してしまったことは失敗であった。コジェーヴ自身は，スノビズムを「無償の否定性」

であり，本来ヨーロッパにおいては一部の者に属していたスノビズムが，日本において民主化し

たと語ってはいる。だが，他者よりも自らが優れているということを示そうとするに過ぎないス

ノビズムが，歴史的な意味での否定性を意味しないことは明らかである28）。人間はさらなる歴史

の終わりに向けて，現在の所与に対する否定を続けなくてはならないはずであった。歴史は人間

の意識の中にしかないが，同様に未来を指向することが出来るのも意識がなせる技である。

　このようにコジェーヴが人間の主体性を放棄してしまったのは，彼の時代に最も歴史の終焉に

近いとみなしたアメリカに対する失望からであると言ってよい。もともとヨーロッパ的な階級を

持たないアメリカ社会では，例えばコジェーヴにしてみればマルキストであるフォードらのおか

げで，比較的平等な社会ではあった。だが，彼がそこに見たのは主体性など持たない動物化した

人間であった。

　コジェーヴは，それに対して日本の社会は動物的ではなかったと言うが，スノビズムのために

生きる人間もやはり主体的ではない。コジェーヴの描くポスト歴史の社会がディストピアにしか

見えないのは，そこに人間の主体性がないからである。そして，そのような社会は，真の歴史の

終わりに到達せずとも，現時点ですでに存在すると言うことは可能である。われわれが動物化し

た社会に生きていないと言える保障はどこにもないし，ポストモダニストなら動物化した人間を

論じたがるであろう。今われわれに必要なのは，そのような滅亡の美学に酔うことではなく，人

間の主体性をいかにして回復するか再考することである。かかる主体性の回復の方法に関しては

今後の課題としたい。

注

1） これについては，以下も参照。小田川大典，「『エピローグ　芸術の終焉』を読んで」，5頁。
2） ヘーゲル，『歴史哲学講義』，上 41頁。
3） ヘーゲル，同上，上 41頁。
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4） Alexandre Kojève, Introduction à la lecture de Hegel, p. 43.（『ヘーゲル読解入門』，244頁。）翻
訳書について一言断っておくと，それは抄訳であり，コジェーヴの思想を知るうえで重要と思
われるいくつかの箇所が未邦訳である。なお，本稿においては翻訳書を参考にはしたが，原文
に当たって適宜訳を改変した。

5） Kojève, Introduction à la lecture de Hegel, p. 436.（『ヘーゲル読解入門』，246頁。）
6） Kojève, ibid., p. 455.（同上，258頁。）
7） Kojève, ibid., p. 456.（同上，259頁。）
8） デカルトが本当に神の存在を信じていたかどうかしばしば論争の種になる。神の存在証明まで
行っているのであるから，我々としては少なくとも表面上は彼が神の存在を信じていたと考え
るより他にない。いずれにしても，無神論者であるコジェーヴが，デカルトは神の存在を軽視
していたと考えることは興味深い。

9） Kojève, op. cit., p. 460.（前掲書，264頁。）
10） Derrida, Spectres de Marx, p. 120.（『マルクスの亡霊たち』，161頁。）訳は邦訳を参照にしたが，
原文に基づいて改変した。

11） Kojève, op. cit., p. 437.（前掲書，246-7頁。）
12） なお，コジェーヴが fin de l’Histoireを平和的なものとしたことから歴史の終末という，やや
呑気な響きのする訳を日本の訳者が選び，フクヤマの the End of Historyを，より深刻な響き
のする歴史の終焉という訳を日本の訳者が選んだことは偶然ではないのかもしれない。

13） Shadia B. Drury, Alexandre Kojève : the roots of postmodern politics, p. 54.
14） 山本常朝，『日本の名著 17　葉隠』，58頁。
15） ヘーゲル，前掲書，下 374頁。
16） コジェーヴはあえて英語でこのように表現している。
17） Kojève, op. cit., p. 437.（前掲書，246頁。）
18） なお，ヘーゲルが均質な国家を想定していたかどうかは明らかではない。
19） Auffret, Alexandre Kojève, p. 476.（『評伝アレクサンドル・コジェーヴ』，495頁。）
20） Kojève, op. cit., p. 437.（前掲書，247頁。）
21） 浅田彰，『「歴史の終わり」を越えて』，40頁。
22） フクヤマ，『歴史の終わり』，236頁。
23） Kojève, op. cit., pp. 429-430.（前掲書，228頁。）
24） Kojève, ibid., p. 438.（同上，234―235頁。）
25） Kojève, ibid., p. 531.（同上，362頁。）
26） Kojève, ibid., p. 531.（同上，363頁。）
27） Kojève, ibid., p. 437.（同上，247頁。）
28） このことはコジェーヴも認めていることである。Kojève, « Entretien avec Gilles Lapouge », 

p. 19.
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〈Summary〉
The American Southwest in the 19th century was a geographic space where ethnic conflicts and 

violence between Anglos, Mexicans, and others of color like Native Americans or African 

American were ever present. Among the Hispanic/Latinos’ leaders, Juan Seguín and Joaquín 

Murrieta were the most important and significant characters of the 19th Century. Juan Seguín, 

who was a pacifist, made efforts to adjust himself to the Anglo American society, but he 

couldn’t become a real “American”, because the “white” Americans always have considered 

him “the other.” Seguín’s position was to always promote the coexistence of Americans and 

Mexicans. That is why he played roles in the meditation and negotiation between both worlds, 

but finally he was rejected and expelled as the “other” like many Mexican and tejanos （Mexican 

Americans resident in Texas）. He had to change his residence, seeking the welfare of his 

family and himself. Resultantly, he had to constantly move back and forth between U.S and 

Mexico.

  On the other hand, Joaquín Murrieta’s case was completely different. Murrieta’s figure 

appeared and established itself as a result of a military conflict between neighboring nations 

which lead to a clash of cultural codes. Murrieta’s story takes place after the war between 

Mexico and the United States （1846-1848）, in the midst of the chaos resulting from American 

territorial expansionism and the gold rush in California. The people created some imaginary 

characters like Murrieta and promoted them in countless cultural forms, such as plays, 

corridos, novels, poems, films, series, etc. He was a symbol, model and hero of the social and 

cultural resistance of the Mexican Americans. These symbols, myths and legends were 

immortalized in the memory of those who had told about the lives and events of this important 

man.

  The corrido, which showed that violence causes violence, was also a kind of expressions of 

the Mexican American’s demand to the United States as a nation and to individual Americans. 

It said that the U.S. was an ambitious and competitive winner and would do anything to attain 

its objectives. Joaquín Murrieta has become the representative of Mexican people’s desire to 

attain revenge and thus restore their dignity. That is why the corrido has been both the root of 

the conflict and promoter of Mexican Americans’ identity at the same time. Therefore many 

feel it has been the one origin of the misunderstanding between both countries and peoples.
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Introducción

En la historia del sudoeste de Estados Unidos aparecieron algunos personajes importantes, sobre 

todo, en el siglo XIX, o durante los tiempos de conflictos violentos por la represión de las minorías 

étnicas. En este sentido, es importante analizar a los protagonistas de esa historia, específicamente 

a Juan Seguín, Juan Cortina y Joaquín Murrieta. Los últimos dos están incluidos en una misma 

categoría: por su manera muy violenta de resolver problemas sociales con el uso de armas. El 

primero era muy pacífico y adecuado a la sociedad dominada por los angloamericanos, sin recurrir 

al acto violento. Este artículo trata de estas dos categorías, Juan Seguín y Joaquín Murrieta, y tiene 

por objeto considerar cómo eran estos dos ejemplos de personas y cómo han sido relacionados con 

los hispano/latinos de los tiempos modernos.

Ⅰ El estilo de Juan Seguín

Juan Nepomuceno Seguín nació en San Antonio de Béxar （San Antonio de ahora）, Texas el 27 de 

octubre de 1806. En aquellos tiempos Texas todavía era territorio mexicano. En este sentido, Seguín 

es llamado tejano puro o bexareño, aunque tenía la nacionalidad mexicana. Desde joven, Juan 

Seguín tenía un sentimiento contra-gubernamental hacia el Estado mexicano cuyo poder nacional 

se concentraba en la capital, Ciudad de México. Además Texas era el espacio geográfico donde se 

podían entrecruzar los tejanos y los colonos norteamericanos que habían inmigrado a Texas. Seguín 

había pasado mucho de su tiempo de adolescente con la familia de Stephn Austin, el personaje 

principal de la primera banda de los inmigrantes norteamericanos1）.

  Después Seguín desplegó actividades notables en sus ocupaciones como coronel, alcalde, 

senador entre ellas. Sin embargo, él siempre mantuvo una posición abierta, es decir, no era ni Texan 

（angloamericanos residentes en Texas） ni mexicano （de la nacionalidad mexicana y fidelidad a 

dicho Estado）. Explicando más en detalle, parece que hay dos características de Juan Seguín: Una, 

el de ocupar el papel de “intermediario,” y la otra, como “traidor” reconocido por ambas partes, 

México y Texas.

  Básicamente los tejanos tenían un papel importante como “mediadores” entre dos distintos 

mundos. Ellos tenían que encargarse de ser los intérpretes o mensajeros entre ellos, porque ellos 

tenían demasiada habilidad para comunicarse con el enemigo en dos idiomas, el español e inglés, o 

para arreglar los conflictos ocurridos entre las dos partes. En ese sentido, generalmente, los tejanos 

han conseguido los puestos importantes y específicos de los que nunca podrían encargarse los 

Texans.

  A Juan Seguín le ordenaron ir afuera del Alamo como mensajero, de manera que tuvo que 
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partir para pedir la ayuda militar a Sam Houston y sus hombres, pasando por la zona ya ocupada por 

el enemigo mexicano. Por lo tanto, efectivamente o afortunadamente, él no fue asesinado en el 

Alamo por el ejército de Santa Anna porque él ya había salido de dicha fortaleza cuando Santa Anna 

la atacó2）. Seguín escribió en los últimos años de su vida, en junio de 1890, sobre este episodio:

Col. Travis resolved to name a messenger to proceed to the town of Gonzales and ask for help, 

thinking that Sam Houston was then at that place. But, as to leave the fortification at such a 

critical moment was the same as to encounter death, Santana ［sic］ having drawn a complete 

circle of iron around the Alamo, no one would consent to run the risk, making it necessary to 

decide the question by putting it to a vote; I was the one elected. Col. Travis opposed my taking 

this commission, stating that as I was the only one that possessed the Spanish language and 

understood Mexican customs better, my presence in the Alamo might become necessary in 

case of having to treat with Santana ［sic］. But the rest could not be persuaded and I must go. I 

was permitted to take my orderly Antonio Cruz and we left eight o’clock at night after having 

bid good bye to all my comrades, expecting certain death. I arrived safely at the town of 

Gonzalez, and obtained at once a reinforcement of thirty men, who were sent to the Alamo, and 

I proceeded to meet San Houston3）

（El coronel Travis decidió nombrar un mensajero y dirigirlo al pueblo de Gonzalez y pedir 

ayuda, porque pensaba que Sam Houston estaba en ese lugar en aquel momento. Sin embargo, 

salir de la fortificación en ese momento muy crítico significaba como si se encontrara con la 

muerte, porque Santa Anna había establecido el círculo de hierro completo alrededor del Alamo, 

nadie consentiría estar dispuesto a arriesgarse, y tuvimos la necesidad de decidir sobre el problema 

para someterlo a votación; Yo fui el elegido. El coronel Travis se opuso que yo tomara esa respons-

abilidad, porque mencionó que yo era la única persona que poseía la habilidad del idioma español 

y que entendía más las costumbres mexicanas, mi presencia en el Alamo podría ser necesaria en 

caso de tratar con Santa Anna. Sin embargo, los restos no pudieron ser persuadidos y yo tuve que 

irme. Fui permitido llevar a mi ordenanza a Antonio Cruz y nosotros salimos a las ocho de la 

noche después de decir adiós a todos mis colegas, ya que presagiábamos algo de muerte. Yo he 

llegado sin peligro al pueblo de Gonzalez y obtuve pronto un resfuerzo de treinta hombres, que 

fueron enviados al Alamo, y yo pasé a verle a Sam Houston.）

La razón por la cual Seguín se hizo más famoso fue que él había prestado notables servicios a la 

victoria de la batalla de San Jacinto el 21 de abril de 1836. En esta batalla, el comandante general en 

jefe Santa Anna y su ejército mexicano fueron vencidos y capturados por el ejército tejano del 
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general en jefe Samuel Houston para que reconocieran la independencia de Texas. Le pidieron a 

Seguín que se encargara como capitán de los voluntarios tejanos a quienes necesitaba dirigirles 

también en su idioma, el español. Seguín mostró su gran mando en esta batalla donde ordenaba la 

Novena compañía que fue compuesta por los tejanos.

  Después de realizarse la independencia de Texas, Seguín volvió a San Antonio e hizo el 

entierro de las cenizas de los muertos tejanos específicamente por causa de la matanza en el Alamo 

por el ejército mexicano. Después Seguín mostró sus grandes logros no solo en el campo militar 

sino también en el político. Fue elegido como senador y después alcalde de San Antonio en 1841. Su 

posición también fue de “mediación” entre los civiles tejanos y los angloamericanos. Pero la 

supremacía de los anglos se elevó tanto que ellos empezaron a excluir a muchos mexicanos 

residentes en Texas, y no fue necesario el puesto de mediación como la posición de Juan Seguín. 

Desde el punto de vista de los angloamericanos, creían que Seguín ya no era el mismo miembro de 

los anglosamericanos, o Texans, él también era mexicano y podría ser espía de México.

  De modo que en el año siguiente Seguín tuvo que huir a México porque el sentimiento contra 

los tejanos de los Texans se había elevado. Ellos realizaban actos violentos contra los tejanos y 

también prendieron fuego a las viviendas de los mismos4）. Era la apertura del racismo o supremacía 

de los blancos angloamericanos contra los tejanos y mexicanos. Esta situación miserable amenazó 

finalmente a Juan Seguín porque físicamente él era como si fuera “mexicano” y los anglos creían 

que Seguín absolutamente no era Texan y sería un “traidor.” Dejando sus bienes en San Antonio, 

huyó a México en 1842. Cuando cruzó el Río Bravo del Norte （o el Río Grande） y llegó al lado 

mexicano, Seguín fue capturado y le pegaron una etiqueta de “traidor.” Y entonces le pidieron que 

seleccionara una de las dos: si iba a ser prisionero o alistarse al ejército nacional mexicano. Seguín 

seleccionó la segunda. Exactamente eso fue el momento cuando Seguín prometió fidelidad al 

Estado mexicano y se sometió a recibir nuevamente la identidad nacional mexicana. Al mismo 

tiempo eso significa que él traicionó a los compañeros angloamericanos. Entonces Seguín fue 

ordenado en el mismo año como “guía” o “intermediario” para llevarles a San Antonio a los militares 

mexicanos del general Adrian Woll que iban a ocupar dicha capital vieja. También durante el 

período de la Guerra méxico-norteamericana de 1846-1848, Seguín tuvo que atacar con los ex-cole-

gas norteamericanos en su tierra natal. Las guerras han dividido a los mismos compañeros o las 

familias tejanas en dos partes. Los que no querían seleccionar una de ellas se fueron a pedir una 

tierra virgen al oeste de Texas. Por ejemplo, José Antonio Navarro era un diputado del congreso 

tejano y prometió fidelidad a los angloamericanos en Texas pero su hermano Ángel Navarro 

sostenía al gobierno mexicano5）.

  Después de terminar la guerra, en 1852 Seguín nuevamente regresó a Texas y fue elegido para 

que cumpliese dos mandatos, “juez de la paz”（justice of the peace） en el Condado de Béxar, Texas. 
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Y después fundó el partido político Demócrata del Condado de Béxar y además asumió el cargo de 

juez del Condado Wilson en 1869. Sin embargo, en 1870, Juan Seguín nuevamente se trasladó a 

Nuevo Laredo, Tamaulipas, México. Nuevo Laredo se ubicó al frente de Laredo, Texas, entre ellos 

corría el Río Bravo y también en dicha ciudad habitaba su hijo, quien era el alcalde entonces. Juan 

Seguín vivió ahí los últimos veinte años de su vida hasta que murió en 1890. Nuevo Laredo, exacta-

mente fue una ciudad mexicana en la frontera, pero la más cercana al territorio norteamericano.

Retrato de Juan N. Seguín

Ⅱ El estilo de Joaquín Murrieta

Unos dicen que Joaquín Murrieta （a veces, Murieta） era un personaje real y los otros que era 

fabuloso. Es que Joaquín Murrieta tenía dos características opuestas. Fue John Rollin Ridge quien 

escribió por primera vez sobre Joaquín Murrieta en 1854. Su título fue The Life and Adventures of 

Joaquín Murieta （La vida y aventura de Joaquín Murieta）6）. Ese autor de la mitad del siglo XIX era 

americano nativo de un pueblo primitivo. Me parece que el autor tenía mucho interés por la vida de 

Joaquín Murrieta porque él mismo estaba en la misma situación y se asemejaba al personaje de 

Murrieta. Es que Murrieta se veía obligado a someterse a la situación de miseria que Ridge tenía 

porque Joaquín Murrieta y Ridge eran unos representantes de las mismas personas de color que 

fueron explotadas por los angloamericanos. Ridge escribiría la vida de Joaquín Murrieta como la 

historia de una persona fantástica como si fuera un real “héroe” aventurero que seguía matando a 

los gringos bárbaros para resolver problemas sociales y recuperar la justicia y la estabilidad social. 

En este sentido, se reconocía que Joaquín Murrieta era un héroe y símbolo de dignidad y autoridad 

de todos los mexicanos7）.
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  Algunos historiadores dicen que Joaquín Murrieta era real y nació en Hermosillo, Sonora, 

México. Durante la guerra entre México y los Estados Unidos de 1846-1848, ya habían invadido 

muchos norteamericanos que querían explotar todo de su tierra natal y le sorprendieron a Joaquín 

Murrieta las conductas avaras de los angloamericanos desarrollados en el territorio mexicano. Al 

mismo tiempo, Murrieta también sentía que estaba muy asustado porque México fuese un país muy 

débil ante la amenaza de los Estados Unidos, y tampoco el estado nacional tuviera ninguna manera 

para oponerse al ejército norteamericano. Y además en 1849, después de terminar la guerra 

pudieron encontrar mucho oro en California （que se llamaba Gold Rush）, Joaquín Murrieta salió de 

su tierra natal para llegar a California y encontrar las minas.

  Dicen que las primeras personas que llegaron más temprano a California por ese objetivo eran 

peruanos y chilenos, seguidos por sonorenses. Ellos conocían la manera de la explotación y 

refinación del oro más que los angloamericanos. Sin embargo, una vez cuando entendieron comple-

tamente esa manera de explotar el oro, los angloamericanos empezaron a tratar de excluir violenta-

mente a los latinoamericanos. Según el cuento de la aventura de Joaquín Murrieta escrito por Ridge, 

él fue atado con cuerda y su hemano fue asesinado. Su mujer fue expoliada delante de él mismo por 

los blancos brutales de robo armado y después fue asesinada8）. Joaquín Murrieta desde ese 

momento decidió exterminar a los malos hombres angloamericanos “bandidos” y luchar contra 

ellos por causa de la justicia y así resolver los problemas existentes en la sociedad. Murrieta ha 

seleccionado la manera violenta para proteger la paz y la justicia de muchos pueblos de color, no 

sólo mexicanos sino también los indios y los negros entre ellos9）.

  Hace unas décadas los cultos chilenos pensaban que Murrieta era chileno. Creían que él era 

exactamente un ícono de anti-globalización o de bloqueo al neoliberalismo norteamericano. Pablo 

Neruda escribió una obra titulada Fulgor y Muerte de Joaquín Murrieta （1972） cuyo protagonista 

era Joaquín Murrieta. También Isabel Allende creyó en el papel de Joaquín Murrieta en su obra 

Daughter of Fortune （1999）.

  Entre los historiadores, hay unos que creían que Joaquín Murrieta era un bandido real que 

combatía con los angloamericanos tal como California State Rangers. Hay un episodio existente 

entre Joaquín Murrieta y su banda asaltando a los colonos anglos y los carros de los angloamerica-

nos por los senderos. Hasta 1853 parece que hubo 5 “Joaquínes,” entre cuyos bandidos mexicanos 

estaba Joaquín Murrieta. Se dispuso la búsqueda de estos criminales identificados por la legislativa 

del Estado de California, y pusieron el precio de mil dólares a la cabeza de Joaquín Murrieta. 

Finalmente el 25 de julio de 1853, el California State Rangers encontró a una banda mexicana 

armada y mataron a dos mexicanos: Uno de ellos era Murrieta, el otro era Manuel García conocido 

como “Jack de tres dedos”. El 18 de julio de 1853 la cabeza de Joaquín Murrieta conservada en 

formalina fue exhibida al público en Stockton, California. Ese asunto aun trae cola. 26 años después, 
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o en 1879, según el testimonio de una mujer que se presentaba por sí misma como la hermana de 

Joaquín Murrieta, apareció y declaró que la cabeza alcoholizada y exhibida no era la de Joaquín 

Murrieta. Después, finalmente la cabeza desapareció por causa del terremoto ocurrido en San 

Francisco en 1906 y los incendios sucedidos seguidamente10）.

  La leyanda de Joaquín Murrieta era más importante que el propio Joaquín Murrieta. El 

Murrieta imaginario siguió dando mucha influencia a los pueblos oprimidos en la sociedad 

norteamericana. Y también aunque su personaje fuese imaginario, fue cierto que Murrieta era un 

modelo como “el Zorro” o “Robin Hood” que eran “amigos de la justicia” en el mundo de las 

pantallas11）. Por lo tanto, se puede mencionar que Joaquín Murrieta no sería un bandido. Según el 

punto de vista de los mismos mexicanos, Joaquín Murrieta es como si fuese un cowboy mexicano 

（vaquero） “valiente.” Y Murrieta funcionaba de intermediario, es decir, como representante de 

todos los pueblos mexicanos que tenían descontento contra el saqueo y la posesión exclusiva de los 

angloamericanos. Además, Murrieta era un héroe, el modelo de todos los mexicanos y los otros de 

color, que trataba de recuperar su derecho y dignidad, venciendo a los angloamericanos.

  Aquí está un corrido muy famoso titulado El corrido de Joaquín Murrieta. El corrido fue un 

poema oral, y de cantar, fue una manera de expresarse a sí mismo por los minorías étnicas o 

pueblos de color que tenían problema con la alfabetización o que no tenían oportunidad para expre-

sarse. Y también el corrido fue hecho por contar algo a la otra de forma oral. Eso fue una manera en 

común en aquellos tiempos, porque había poca información que se difundía en el mundo y la gente 

siempre buscaba algo más cierto y más detallado. Por otra parte, el corrido les daría e incrementa-

ría la solidalidad. El corrido de Joaquín Murrieta dice así12）:

Corrido de Joaquín Murrieta

  （original, español）               （traducido al inglés）

1                       1

Yo no soy Americano              I am not American

pero comprendo el inglés            but English I understand

Yo lo aprendí con mi hermano          I learned it with my brother

al derecho y al revés              forwards and backwards.

A cualquier americano              I make any Anglo

lo hago temblar a mis pies.            tremble at my feet.

2                       2

Cuando apenas era un niño           When I was barely a child
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huérfeno a mí me dejaron.            I was left an orphan.

Nadie me hizo ni un cariño,           No one gave me a bit of affection,

a mi hermano lo mataron,            They killed my brother,

Y a mi esposa Carmelita,            and some cowards

cobardes la asesinaron.             killed my wife Carmelita.

3                       3

Yo me vine de Hermosillo            I came from Hermosillo

enbusca de oro y riqueza.            in search of gold and riches.

Al indio pobre y sencillo             I defended the poor and simple

lo defendí con fiereza.              Indian with fierceness.

Y a buen precio los sherifes           And the sheriffs put a good price

pagaban por mi cabeza.             on my head.

4                       4

A los ricos avarientos,              From greedy rich,

yo les quité su dinero.              I took away their money.

Con los humildes y pobres            with the humble and the poor,

yo me quité mi sombrero.            I took off my hat.

Ay, que leyes tan injustas            Oh, what unjust laws

fue llamarme bandolero.             to label me an outlaw.

5                       5

A Murrieta no le gusta              Murrieta doesn’t like

lo que hace no es desmentir.           to be falsely accused.

Vengo a vengar a mi esposa,           I come to avenge my wife,

yo lo vuelvo a repetir,              and I say again,

Carmelita tan hermosa,             how they made my lovely Carmelita

cómo la hicieron sufrir.             suffer so much.

6                       6

Por cantinas me metí,              I entered many a saloon,

castigando americanos.             punishing Anglos.

“Tú serás el capitán               “You must be the captain

que mataste a mi hermano.           who killed my brother.
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Lo agarraste indefenso,             You found him unarmed,

orgulloso americano.”              proud Anglo.”

7                       7

Mi carrera comenzó               My career started

por una escena terrible.             from a troubling circumstance.

Cuando llequé a setecientos           When I reached seven hundred

ya mi nombre era temible.            deaths, my name then was feared.

Cuando llequé a mil doscientos          When I got to twelve hundred

ya mi nombre era terrible.            my name terrified others.

8                       8

Yo soy aquel que domina            I am the one who dominates

hasta leones africanos.             even African lions.

Por eso salgo al camino             That’s why I set out

a matar americanos.              to kill Anglos.

Ya no es otro mi destino.             My destiny is no other.

¡Pon cuidado, parroquianos!           Beware, country men!

9                       9

Las pistolas y las dagas             Pistols and daggers

son juguetes para mí.              are mere toys for me.

Balazos y puñaladas,              Bullet and stab wounds,

carcajadas para mí.               hearty laughter for me.

Ahora con medios cortados           Now with their means cut off

ya se asustan por aquí.             here they scatter in fear.

10                      10

No soy chileno ni extraño            I’m neither Chilean nor a foreigner

en este suelo que piso.             to this land I tread.

De México es California,             California belongs to Mexico

porque Dios así lo quiso             because God wished it so.

Y en mi sarape cosida              And in my stitched sarape

traigo mi fe de bautismo.             I carry my baptismal certificate.

253Dos estereotipos de hispano/latinos descendientes de México en la historia de los conflictos étnicos en el sudoeste de Estados Unidos



11                      11

Qué bonito es California             How beautiful California is

con sus calles alineadas,            with its streets aligned,

donde paseaba Murrieta             where Murrieta passed by

con su tropa bien formada,            with his well-trained troops,

con su pistola repleta,              with his pistol loaded

y su montura plateada.             and his silver-plated saddle.

12                      12

Me he paseado en California           I have traveled in California

por el año de cincuenta,             around the year ’50 ［1850］

con mi montura plateada,            with my silver-plated saddle

y mi pistola repleta,               and my pistol loaded.

Yo soy ese mexicano              I am that Mexican

de nombre Joaquín Murrieta.           known as Joaquín Murrieta.

En la primera estrofa, dice, “Yo no soy americano pero comprendo el inglés.” Exactamente Joaquín 

Murrieta es mexicano pero está entre el límite de dos países o mundos, y necesita la comunicación 

con la gente del otro lado.

En la segunda, los americanos asesinaron a su hermano y a su mujer, Carmelita.

En la tercera, él fue de Hermosillo, Sonora, o mexicano. El objetivo de haber venido a California fue 

buscar el oro y la riqueza. Murrieta dice que él quiere defender a los indios en California.

En la cuarta, Murrieta les robó el dinero a los americanos ricos y avaros para los débiles pobres, es 

con estos con quien se quita el sombrero. Él se asusta por qué las leyes son tan injustas, porque lo 

nombran como a un bandido.

En la quinta, ha jurado que va a vengar a su esposa.

En la sexta, aun dentro de la cantina, Murrieta siempre está buscando a aquél que mató a su esposa 

y a su hermano para vengarlos. También ha criticado el orgullo de los americanos.

En la séptima, dice, cuanto más mate Joaquín a los americanos, más se horrorizarán oyendo su 
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nombre.

En la octava, dice que es muy feroz hasta puede matar leones africanos feroces y les ha dado el 

aviso a los americanos.

En la séptima, por realizar la matanza de los americanos siempre lleva hasta pistolas y dagas.

En la décima, dice, no es de chile, ni de otros países, es de México, y menciona que California es de 

México porque lo decidió Dios.

En la undécima, canta a la belleza de California. Para protegerla, está dispuesto a planear un 

conducto violento con demasiadas armas.

En la dosdécima, dice que Joaquín Murrieta mexicano ha paseado por California alrededor de 1850 

para matar a los americanos.

De manera que Joaquín Murrieta violento fue hecho blanco por el Estado norteamericano. 

Probablemente “muchos” Joaquínes asaltaron a los anglos y al contrario, los anglos también 

mataron a “muchos” Joaquínes y los descabezaron para que les sirvieran de ejemplo a los pueblos 

mexicanos y los otros de color. El escarmiento de los cuerpos muertos o alguna parte de cuerpos, o 

cabeza, dedo, brazo, oreja entre ellos sería una costumbre muy bárbara y carnavalesca que estaban 

de moda entre los blancos norteamericanos. En la sociedad de los angloamericanos del siglo XIX, 

esto era un evento o ceremonia en común en la vida cotidiana de aquellos tiempos. El lynch también 

era muy popular en la vida cotidiana13）. No les dieron ningún margen para dejarlo a ellos.

  ¿Quiénes son bárbaros? ¿Los blancos, o los de color? En este contexto, el barbarismo existía 

más en la parte de los angloamericanos. Los bárbaros no eran indios o mexicanos sino eran los 

anglos blancos que tenían la supremacía de “lo blanco （whiteness）,” y eso fue el origen del racismo. 

Es que el vencedor blanco piensa que el vencido es la otra persona diferenciada de su mismo vence-

dor, también, piensa que la otra persona de color es el bárbaro. Por lo tanto, ellos no querían recon-

ocer que sus conductos como “lynch” o “degüello” hechos por si mismo eran los conductos de 

barbarismo, porque creían que era necesario que se diferenciaran de los otros. Por lo tanto, los 

dichos conductos eran indispensables para conservarse a si mismo y mantener la justicia y la paz de 

la sociedad norteamericana. Ellos pensaban que estos conductos eran permitidos por su Dios, 

creían que no eran actos de barbarismo14）.
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Conclusión ― ¿Quiénes son los Juan Seguín o Joaquín Murrieta de nuestros tiempos?

Joaquín Murrieta se puede definir como el personaje del tipo contragubernamental y contra la 

teoría de la globalización. Por lo tanto, él era revolucionario y activista. Hace muchos años a Pablo 

Neruda le interesó Joaquín Murrieta porque la característica de ese tipo era muy radical: se le 

adjuntaron nombres tales como socialista, comunista, revolucionario, terrorista, activista, entre 

otros, específicamente durante los tiempos de la Guerra Fría del siglo XX. En nuestros tiempos más 

cercanos, me parece que el poder de los seguidores de la mentalidad de Joaquín Murrieta ya va 

debilitándose y al contrario el poder del Estado nacional básicamente les ha dado más restricción al 

movimiento contra-gubernamental ejecutado por los descendientes de Joaquín Murrieta que han 

querido seguir la idea de dicho personaje. Hoy en día, un Joaquín Murrieta “puro” ya no ha existido 

alrededor del sudoeste de los Estados Unidos, tal vez se pueda ver en distintas regiones o países del 

mundo. Han existido los activistas hispano/latinos que han actuado con entusiasmo en movimientos 

civiles, pero que no han cambiado tanto la sociedad. Aún en el segundo mandato del Presidente 

Obama, no han podido avanzar en la resolución del asunto de los inmigrantes ilegales que han 

tenido mucha expectativa por parte de los hispanos. Pocos de los valientes activistas civiles no han 

dejado de protestar contra el gobierno, como si siguieran creyendo en la realización de sus “sueños.”

  Por otra parte, han existido muchos personajes como “Juan Seguín.” Muchos de ellos han 

terminado hasta la educación superior y la carrera a un nivel más alto. Se puede reconocer que han 

existido muchos hispano/latinos que tienen el título doctoral （Ph.D.） y han trabajado de profesor u 

otra profesión. Entonces, en nuestros tiempos, las características superficiales de sus cuerpos, o su 

figura, nombre, apellido o ser bilingüe entre ellos son de hispano/latinos, pero muchos de los 

legales son ya completamente “americanizados,” nacidos en Estados Unidos o que han provenido 

de otros países y vivido ahí muchos años. Se han acomodado con iniciativa y completamente a la 

sociedad anglosajona aunque algunos hayan obedecido a la misma. Todo es por seguir viviendo ahí 

pacíficamente. Parece que hay muchos “Juan Seguínes,” pero ellos son ya completamente “america-

nos”, no son ni mexicanos ni latinoamericanos, adoptando la posición de los que han tratado de ser 

de “intermediario” o “mediador” con los ex-colegas que han provenido del espacio cultural compar-

tido con sus antecesores.
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El retrato y la foto de Joaquín Murrieta, y la noticia de la exhibición de la cabeza de la misma 
persona han sido autorizadas por la página web de la Universidad de Texas en Austin. El retrato de 
Juan Seguín, por Ramos （2008）.
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Notas

1） Raúl A. Ramos, Beyond the Alamo, Forging Mexican Ethnicity in San Antonio, 1821-1861 （Chapel 
Hill: North Carolina Press, 2008）, pp. 96-97, 105.

2） Juan Gonzalez, Harvest of Empire: A History of Latinos in America （New York: Penguin Books, 
2000）, p. 167.

3） Bill Groneman, Eyewitness to the Alamo, revised edition （Lanham: Republic of Texas Press, 2001）, 
pp. 120–121. El texto original en inglés, la traducción al español fue hecha por Takashi Ushijima.

4） David Montejano, Anglos and Mexicans in the Making of Texas, 1836-1986 （Austin: University of 
Texas Press, 1987）, p. 27.

5） Ramos, op.cit., p. 152.
6） John Rollin Ridge, The Life and Adventures of Joaquín Murieta: The Celebrated California Bandit 
（W.R. Cooke and Company, 1854）.

7） William Mero, “Joaquín Murieta: Literary Fiction or Historical Fact?” en http://www.cocohistory.
org/essays-murrieta.html; Sonia Barrios Tinoco, “Identity, Construction from Violence: The 
Corrido de Joaquín Murrieta,” en Electronic Journal of Literature and Comparative Literature 6 
（Seattle University, 2012）, pp. 80-81.（最終アクセス：2015年 1月 16日）

8） Ridge, op.cit., pp.7-30.
9） Barrios Tinoco, op.cit., p. 82.
10） Citado de la página web de la Universidad de Texas en Austin, http://www.laits.utexas.edu/

jaime/cwp4/JMG/man.html（最終アクセス：2015年 1月 16日）
11） Ibid.
12） Ibid. Acerca de la traducción al inglés, citado también de la página web de la Universidad de 

Texas en Austin. 
13） Montejano, op.cit., p. 83.
14） Amy S. Greenberg, Manifest Manhood and the Antebellum American Empire （New York: 

Cambridge University Press, 2005）, p. 45; Takashi Ushijima, “¿Quiénes son mexicanos?” en 
Revista de Estudios Hispánicos de Kioto 7 （1999）, pp. 13-23.
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〈Summary〉
  The reception of Joseph de Maistre in Kuga Katsunan’s thoughts hasn’t had adequate 

study done on it. This article demonstrates that it is possible to find decisive influences of de 

Maistre on Kuga. Whereas the first generation of Japanese intellectuals in Meiji era like 

Fukuzawa Yukichi tries to absorb and assimilate European ideas and knowledge, Kuga learns 

from de Maistre how to resist the Europeanization of Japan. Kuga’s nationalism maintains the 

Japan’s “independence” and “unification”, and however, it does not refuse European ideas and 

knowledge. It comes from Maistrian communitarianism against the individualism of the 

Enlightenment. And it also means the Japan’s “independence” and “unification” embrace the 

contradiction of its base on Joseph de Maistre, namely, a foreign ideology. The birth of 

Japanese nationalism in Meiji era includes such a contradiction.

1．イントロダクション
 本論文は，サルディニア王国の外交官・司法官にして反革命のカトリック思想家，ジョゼフ・

ド・メーストル（1753-1821）の思想が，明治期の政治評論家の陸羯南（1857-1907）の思想にど

のような影響を与えたかを明らかにすることを目的にする。まずド・メーストルと陸羯南につい

て簡単な説明をしたい。ド・メーストルは，フランス革命期における反革命思想で知られており，

後のフランスやドイツの反啓蒙主義の思想的潮流の中で影響力をもった思想家である。著作に関

して言えば，1792年にフランス共和国軍がサヴォワに侵攻した後，彼がスイスのローザンヌに

亡命していた際に著した『フランスについての考察』（1796）があるが，これはヨーロッパ中の

亡命貴族や反革命派の人々の間で有名になった。さらに 1802年，彼がサルディニアの大使とし

てロシアの当時の首都サンクトペテルブルグに赴任した際に執筆した『サンクトペテルブルグ夜

話』は，一般に彼の主著とみなされている。フランスの思想史や文学史の中ではたしかにジョゼ

フ・ド・メーストルの名は刻まれているのだが，しかし日本では今日までも十分な紹介はされて

はいない。そのことを端的に示すのは日本におけるド・メーストルの翻訳の状況である。今日ま

でにふたつの翻訳しか出版されていない。ひとつは，1885年に博聞社から刊行された『主権原

論』（陸羯南訳）であり，もうひとつは 1948年に中央出版社（現在はサンパウロ）から刊行され

た，『サン・ペテルスブルクの夜話（仏蘭西カトリック思想家選 2）』（岳野慶作訳）である。そ
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のふたつの翻訳本のうちの一冊の『主権原論』は 1885年ということで，日本におけるジョゼ

フ・ド・メーストルの受容史が極めて貧困な状況を鑑みた場合に，この翻訳時期の早さが際立っ

ている。そして，このド・メーストルの最初の翻訳者が，明治時代の日本のナショナリズムの代

表的論客の陸羯南であることは注目に値することである。ここから，明治期に生まれた日本のナ

ショナリズムとド・メーストルの思想との間に，どのような関係があるのかという本論文の関心

が引き出される。

　陸羯南は日本のナショナリズム（彼の訳語では，国民論派）を初めて定義した思想家として知

られている。彼は戦後すぐに再発見され，再評価された。それにあたっては日本の戦後思想家の

代表格である丸山真男の論文が大きな役割を果たした。その論文，『陸羯南―人と思想―』の有

名な序論は陸の戦後の評価に大きな影響力をもっているので，ここで引用しておきたい。

言葉もまたその運命をもつ。日本精神とか国粋とかいう名は，ついさきごろまで，あらゆる

価値の源泉であり，すべての主張ないし運動はその名において己れを合理化しようと競って

いたのに，いまやそれは無知と蒙昧と誇大妄想のシノニムとして侮蔑と嘲笑のうちに歴史的

過去の彼方に遺棄せられようとしている。今日「日本」イデオロギーと封建的反動との結合

はほとんどアプリオリであるかにみえる。しかしどのような兇悪な犯罪人も一度は無邪気で

健康な少年時代を経てきたように，日本主義の思想と運動も，大正から明治へと遡つてゆく

と，最近の日本型ファシズムの実践と結びついた段階とはいちじるしくちがつた，むしろ社

会的役割において対蹠的といいうるほどの進歩性と健康性をもったものにゆき当るのである。

明治二十年代の日本主義運動がそれであり，その最も輝けるイデオローグの一人がここに叙

べようとする陸羯南である。1）

戦前は是とされてきたイデオロギーの評価が戦後反転する中で，陸羯南の思想は例外的であると

丸山は評価している。進歩的かつ健康的な日本ナショナリズムとして，陸羯南の思想を肯定的に

とらえるパラダイムを彼は提供した。このパラダイムの下，陸羯南についての研究は今日まで積

み上げられてきている。

　まさしくこの進歩的で健康的な日本ナショナリズムとされるものこそがジョゼフ・ド・メース

トルの思想の影響下にあるものであって，その意味では日本のナショナリズムがそれ自体の定義

に反して，決して日本固有とされるような何らかの思想から派生したものではなく，外部から受

け入れた外来思想であるというテーゼを，本論文は論証する。丸山の言う「進歩的」，「健康的」

が指している陸のナショナリズムの特性は，後に詳述するが，まさしくド・メーストルの思想か

ら受容したものであることが明らかにされるだろう。
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2．先行研究

　陸の思想についての先行研究は戦後数多くあるが，その一方で陸の思想におけるド・メースト

ルの思想の受容についての先行研究は数少ない。ただし『主権原論』の翻訳の仕事は，陸の思想

形成期における最も大きな仕事であったことは史実の範疇に入る事柄である。したがって，ド・

メーストルについての言及は，陸に関する書物の中ではよくなされる。このような研究書におけ

るド・メーストル評価についてはひとつ傾向性なり政治性が認められる。陸とド・メーストルの

思想の異質性を強調する趣旨の言説でもって，陸研究におけるド・メーストルの相対的評価を下

げ，そしてド・メーストルの原典を精査しないことの正当性を主張するというものである。この

ような従来の研究には学問的に不正確かつ恣意的なものが含まれていることを本論文は，本格的

な検討に入る前に指摘しておきたい。そのために従来の研究におけるド・メーストルに関わる記

述を最初にいくつか見ておきたい。たとえば『近代日本政治思想史入門』（1999）という近代日

本政治思想史の教科書の中の第 5章で陸羯南が論じられており，そしてその中でド・メーストル

との違いについて論じられている。

（……）一方で民衆の自覚的な統合を訴えると同時に，他方で政府に対しては，世論を十分

に反映した政治を強くうながしたのであった。その点で，ド・メーストルとの違いはむしろ

際立っている。羯南が，思想的立場として伝統的主義をとりながらも，具体的な政論上にお

いては，一貫して藩閥政治に対する厳しい批判的姿勢を維持できた理由はここにある。2）

この記述に従えば，現状の政治に対して批判的態度を陸がとれたのに対して，ド・メーストルは

そうではなかったことになる。しかしそれはド・メーストルに関する史実を無視している。彼が

仮に現状の政治に対して現状追認的であるならば，フランス革命やそこから生じた政治に対する

批判を書く必然性がそもそもないことになる。この記述においては，ド・メーストルの置かれて

いた政治的なコンテクストが捨象されており，不正確で恣意的な評価を彼に押し付けていると

言ってよい。

　別の例として，松田宏一郎の『陸　羯南』（2008）を挙げたい。松田も，陸の思想とド・メー

ストルの思想は異なると主張する。

なお，羯南訳『主権原論』の中に「レーゾン・ナショナール」といった言葉がカタカナのま

ま引用されており，ここから羯南が「国民精神」といった発想を学ぶきっかけがあったので

はないかと見ることも不可能ではないが，そもそもド・メーストルは反革命の立場で君主主

権と教会の権威を強調し，その限りでは国民主権というよりも，キリスト教の権威を中心に

据えた反・理性中心主義者である。ここから「国民精神」の積極的な意味づけを読み出すの

は適切ではないし，またもしそうであるとしたらやや誤読になってしまう。羯南の訳を見る
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限り，『主権原論』の翻訳が後年の「国民主義」思想に結びついたようには思われない。3）

たしかに国民主権と君主主権とは異なるものだろう。そしてこの説に従えば，陸は国民主権を支

持し，ド・メーストルは君主主権を支持していることになる。しかし，では陸の「レーゾン・ナ

ショナール」ないし「国民精神」は国民主権と同じものなのかと問うてみれば，陸の『近時政論

考』から「国民論派は天皇の大権を固くせんことを期す」4） という一文を引いてくるだけで一蹴

することができる。もしかしたら著者は陸の国民主権は通常の意味の国民主権とは異なる意味と

主張するかもしれないが，しかし通常の意味でないならば君主主権と対置させることはできなく

なる。以上から，ここにおいても，脆弱な論証でもって，陸とド・メーストルの思想を峻別しよ

うとしていることが確認できる。5）

　このように陸研究において，ド・メーストルを格下げする言説が，恣意的に積み上げられてい

る。しかし陸に対するド・メーストルの影響を論じる研究者もいる。有山輝雄の 2007年の著書

はそのような仕事であり，陸におけるド・メーストルの影響を考える際に大きな示唆を与える。

彼は『主権原論』における「レーゾン・ナショナール」［raison nationale］というフランス語に

対して陸が付けた訳注を重要視した。「レーゾン・ナショナール」は後の陸の主著の『近時政論

考』における「国民精神」につながっていくものであるが，その訳注は以下の通りである。

其の国を挙げて是とする所の一種の精理を云ふ。国理と直訳するも妥当ならず。故に原語の

儘を記す。読者此の章の題言に云ふ国民思想即ち我が大和魂の如きものゝ是認する理論なり

と解せば大過なかるべし。6）

この訳注に注目しながら，「レーゾン・ナショナール」という概念を陸は「大和魂」と同質の概

念として理解したということを有山は指摘している。本論文もこの指摘から陸におけるド・メー

ストル受容についての考察を次章で行うが，有山自身はこの脚注から陸の『主権原論』の翻訳作

業について以下のように結論づける。

この書の翻訳学習は，羯南にとって新たな思想境地を開くものであった。彼は，自由民権派

などが持ち出すルソー思想を乗り越えた西欧思想を学習し，紹介する位置にたったのである。

（……）しかも，これまで，彼の内面にわだかまっていた欧化への反発，その表現として勤

王主義などは，「レーゾン・ナショナール」からすれば正当なものであって，「国家の情理」

形成にとって不可欠なものとして再評価されることになった。欧化への同調と反発という相

反する意識が，表面的な欧化，それへの反発，さらにそれらを止揚する近代（西欧的）国家

形成として弁証法的発展として整序できることを学んだのである。7）

ここでは陸におけるド・メーストル受容についてのひとつの解釈のしかたが提示されている。陸
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はド・メーストルの思想を日本の伝統的価値観を擁護し，啓蒙思想に代表されるヨーロッパの価

値観に対抗する思想として理解しようとしたのではないかということだ。ただし，次章以降で取

り扱うが，ド・メーストルの「レーゾン・ナショナール」の概念における啓蒙主義的価値観に対

する同調と反発はけっして相反するものではなく，むしろひとつの現象の表裏の関係にあるが如

きものである。有山の議論に不十分な点として，陸が日本精神ならび国民精神をド・メーストル

の「レーゾン・ナショナール」に見出していることを有山自身が指摘しているにも関わらず，当

のド・メーストルの「レーゾン・ナショナール」に対する理解がないことを挙げることができる。

つまり原典にあたった形跡がないということである。本論文は，したがってド・メーストルの

「レーゾン・ナショナール」とは何であるかを明らかにし，そのことによって陸がド・メースト

ルから何を受容したのかということを明らかにする。

　ド・メーストルの原典にあたりつつ，彼と陸の関係について論じた初めての論考は岡和田常忠

の『陸羯南とジョゼフ・ド・メーストル』8） である。『陸羯南全集』を編集する際，編者が陸の翻

訳と原典の照合を岡和田に依頼した旨が『陸羯南全集』のあとがきに書かれているが9），その成

果がこの論考である。この論考においては，陸が『主権原論』を翻訳する際，どのような訳語を

選択したかに注目している。同じ方向性の研究として，田所光男の研究が挙げられる。田所は

1987年の『福岡大学人文論叢』19号第 1巻，第 2巻，第 3巻において，陸に対するド・メース

トルの影響を検討する論文を発表している10）。ド・メーストルの原典にあたって，陸における

ド・メーストル受容を考察した研究としては，これら一連の田所の仕事が最も重要なものである。

田所の仕事の優れているところは，訳語の選択に注目することで，陸がド・メーストルをどのよ

うに自らの思想にしていったかを明らかにし，また陸の文章のなかには，特に断りがないものの，

ド・メーストルの文章の引用が暗になされたりしている部分が存在することを明らかにしたこと

だ。しかし，これは岡和田の論考にも言えることだが，訳語の選択から陸の思想を明らかにして

いくという目標設定がなされている関係上，ド・メーストルの思想それ自体を明らかにしたうえ

で陸の思想との関係を検討することはそれほどなされていない。本論文は，その検討をなすこと

によって田所の仕事を補完する試みであると言えるだろう。

3．『主権原論』の検討

　以上の研究動向の下，陸羯南におけるジョゼフ・ド・メーストルの受容を検討する。検討にあ

たって，先ほどの章でとりあげた『主権原論』（Étude sur la souveraineté, 1794）11） の脚注が重要

である。それは陸がド・メーストルをどのように理解したかを端的に示している。ド・メースト

ルの「レーゾン・ナショナール」とは「大和魂の如きもの」，すなわち日本国民の精神性に対応

するものであると陸は解釈した。そこで，そのレーゾン・ナショナールとは何なのかが問題にな

る。その点につき，その問題の訳注がある『主権原論』の第一篇第十章「国民の気風を論ず」

（Livre I, Chapitre X, De l’âme nationale）は重要な章である。この章はまず préjugé，すなわち先
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入見（陸の訳語では，「先入の説」）の重要性を説いている。

Il n’y a rien de si important pour lui ［l’homme］ que les préjugés. Ne prenons point ce mot en 

mauvaise part. Il ne signifie point nécessairement des idées fausses, mais seulement, suivant la 

force du mot, des opinions quelconques adoptées avant tout examen.12）

陸の翻訳の以下の通りである。

即人類の為には夫の先入の説より必要なるもの未之あらざるなり。斯に先入の説と云はば，

人或は其の字義に就きて善良ならざる意味を有するものと解釈することあらんも知る可らず

と雖，是れ決して然らず。元来此の字義は未一切の考究を為さざる以前に於て既に定めたる

説と云ふに過ぎざれば，決して悪意ある文字には非ざるなり。13）

「先入の説」とは，このようにあらゆる考察の以前にあって，考察の出発点となる知であるとさ

れる。あらゆる考察の前にある以上，先入の説それ自体が正しいかどうかは精査され得ない。そ

れはただ信じるより他ないものである。具体的にはそのような知とは何かといえば，それは中世

以来のヨーロッパのカトリックの伝統知である。啓蒙主義哲学はこの先入見を迷信として排除す

ることを自らのスローガンとして掲げている。啓蒙主義哲学と言っても，それぞれの哲学者の思

想に多様性があるが，その中でもカントの『啓蒙とは何か』（1784）は啓蒙主義哲学と呼ばれる

哲学の共通項を明示していると言ってよい。『啓蒙とは何か』において，啓蒙について以下のよ

うに定義されている。「啓蒙とは何か。それは人間が，みずから招いた未成年の状態から抜けで

ることだ。未成年の状態とは，他人の指示がなければ自分の理性を使うことができないというこ

とである。」14） 未成年状態とは，自らの理性を用いず，教会から与えられる教義に従属している

状態である。そうした状態から抜け出して，自らの頭を使って考える大人になることが啓蒙の定

義とされる。つまり，カントは個々人の理性の正当性を主張するとともに，カトリックの伝統知

に権威を認める態度を排除するように求めている。先入の説と伝統知の重要性を説くことによっ

て，そのような啓蒙主義に対する批判をド・メーストルは展開しているのである。

　ド・メーストルの啓蒙主義哲学批判については彼の『ベーコン哲学の検討』（Examen de la 

philosophie de Bacon, 1836）において詳しい議論を見つけることができる。そこでは，啓蒙主義

哲学は真理そのものというより，真理に到達するための方法を追及しており，その方法が知の正

しさを保証しているとド・メーストルは論じている。そうした方法論の例として，ベーコンの帰

納法が挙げられる。こうした方法論の本質は，既存の知の排除にあるとド・メーストルは考える。

この方法論によって，過去に正しいとされた伝統知は検証不可能であるがゆえに，迷信という烙

印がおされるようになる。これに対して，しかしこのような排除というやりかたは，真理が真理

として認められる知の営みにそぐわないとド・メーストルは考える。ひとつの知が真理として認
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められるには，真理として認められている他の知との整合性が必要だと彼は主張する。啓蒙主義

哲学は，単独の形で正しいされる真理の像を求めているが，ド・メーストルは真理の共同体的性

格を主張する。ここで彼は決して既存の知，伝統の知がすべて正しいとは主張しない。間違って

いるものはある。しかしその知が間違っていることが示されるのは，これまで正しいと認められ

てきた他の知との整合性の中でのみであるというのが彼の考えである。「形而上学において明ら

かなことがあるなら，それはいかなる真理も過去に確実だと認められた真理と，探す必要のある

関係によって結び付けられてのみ，推論を通じて
4 4 4 4 4 4

発見され得るということである。」 15） 単独の真

理に絶対的なものはないが，真理の共同体は絶対的であるというのがド・メーストルの主張であ

る。したがって，伝統知はたしかに間違っている可能性が常にあるが，しかしその間違いは伝統

知の集合の中の整合性で判断されるより他はないので，すべての伝統知をまずは無条件に信じな

ければならないということになる。16）

　このような共同性の中にある伝統知が「レーゾン・ナショナール」を形成するとド・メースト

ルは『主権原論』において主張する。

ou, plutôt, il faut que les dogmes religieux et politiques mêlés et confondus forment ensemble 

une raison universelle ou nationale assez forte pour réprimer les aberrations de la raison indivi-

duelle qui est, de sa nature, l’ennemie mortelle de toute association quelconque, parce qu’elle 

ne produit que des opinions divergentes.17）

又或は寧政教一致の定説を以て「レーゾン・ユニヴェルセール」即「レーゾン・ナショナー

ル」と成さざるを得ず。蓋夫の各自理想は徒らに争論紛議を生ずるに過ぎざれば，共同一致

の社会の為に永久の敵と認めざるを得ず。18）

ここで「定説」［dogme］は，先ほどの先入の説やカトリックの伝統知を指す。「各自理想」は

raison individuelleに対する陸の訳語であるが，今日であれば個人の理性と訳すのが妥当であろ

う。つまりこれは啓蒙主義者たちが称揚していた概念である。そしてこの概念は人間同士を隔て，

社会の共同性を失わせる。個人主義を称揚する啓蒙主義哲学を抑え込むためには，カトリックの

伝統知は「レーゾン・ナショナール」を形成しなければならない。それはつまり，われわれはこ

れまで正しいとしてきた知の体系を決して放棄することなく，常にそれをわれわれの思考の出発

点にしなければならないということである。そして「ナショナール」と「ユニヴェルセール」が

同義だとされているが，それはこの「レーゾン・ナショナール」が普遍的なものであること，つ

まり真理であるということである。つまり，われわれの思考の出発点であるカトリックの伝統知

は常に真理とされなければならないということである。「レーゾン・ナショナール」とはした

がって，伝統知が普遍的真理として受け入れられ，ひとびとの思考の土台とされるための精神的

なつながりを指すのである。
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　ド・メーストルの「レーゾン・ナショナール」にとって重要なのは，伝統知の絶対性である。

ただし個々の伝統知は間違っていることはありうるし，それが新しい知にとって代わられる場合

もあり得る。しかしそのようにとって代わられる正当性は他の既存の知との関係性においてのみ

保証される。その限りで真理の共同体の中の個々の真理は新しい真理に取って代わられることが

あるとしても，それはその共同体の中での変動なのであって，共同体自体を揺るがすことはない

と彼は考える。そしてド・メーストルの場合はその共同体はカトリックの伝統知の共同体である

が，彼によれば，この真理の共同体は国によって異なるとされる。それぞれの国民は，それぞれ

固有の真理の共同体を有しており，それを放棄してはならないとする。

ralliez-vous à la raison nationale qui ne trompe jamais. Souvenez-vous que chaque nation a, 

dans ses lois et dans ses coutumes anciennes, tout ce qu’il lui faut pour être heureuse autant 

qu’elle peut l’être, et qu’en prenant ces lois vénérables pour les bases de tous vos travaux 

régénérateurs, vous pouvez déployer toute votre perfectibilité sans vous livrer à de funestes 

innovations.19）

吾人は各々其の国の立つ所以を熟慮して可なり。読者記憶せよ。各国皆固有の旧法旧慣あり

て，凡其の国の為めに得らる可き幸福の種子は皆其の中に在りて存す。而して此の貴重なる

法を以て数世の研究の根基とする時は，悲愴なる変動に身を委するを要せずして，幸福を充

溢するを得べきなり。20）

この部分の陸の翻訳のクオリティは低いと言わざるを得ない。まず régénérateurの翻訳が「数

世の」となっているが，これは「再生」や「再建」を意味する言葉である（陸は générationの

類義語として取り違えたのだろうか）。つまり啓蒙主義哲学によって傷つけられた伝統知の共同

体の再建を意味している。そして perfectibilitéを「充溢」と訳しているのも不適切である。ここ

でこの言葉は完成の状態そのものを指しているのではなく，完成に向けて改良していくことがで

きるということを意味している。これは innovation（陸は「変動」と訳した）という語と対に

なっている。過去の知を否定して新しい知を受け入れることを主張する啓蒙主義的態度が

innovationという言葉に対応し，それに対して，過去の知を土台にして，新しい知を受け入れて

いく態度を perfectibilitéという言葉に対応するとド・メーストルはしているのである。新しい知

は過去の知の束であるところの「レーゾン・ナショナール」とは決して対立せず，それに取り込

まれる。そしてその結果として「レーゾン・ナショナール」が改良されていく。このとき決して

過去の知が否定されるわけではない。新しい知が自身の正しさを証明できるのは，ただ過去の知

の集合との整合性を通じてのみだからである。それぞれの国民は，新しい知を前にして，自身の

固有の伝統知を否定することなく，伝統知を土台にしなければならない。そしてその土台を通じ

て，新しい知を受け入れていく態度をとらなければならない。そのようにド・メーストルは主張
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しているのである。

　先ほどの翻訳ではうまくいっていなかったが，しかし知の共同体の改良可能性については，陸

はよく理解していると言える。そのことを確認するために，この改良可能性について『主権原

論』において別様に論じられている箇所に注目したい。ド・メーストルにおいて，共同性が常に

鍵概念になっているが，この共同性は，より正確に言うと，精神的なレベルでも政治的なレベル

でも同様にひとつの同じものとして取り扱われている。そこで政治共同体の改良可能性について

彼が論じているところを参照する。

Au reste, comme toute proposition outrée est fausse, je n’entends point nier la possibilité des 

perfectionnements politiques opérés par quelques hommes sages. Autant vaudrait nier le 

pouvoir de l’éducation morale et de la gymnastique pour le perfectionnement physique et 

moral de l’homme; mais cette vérité, loin d’ébranler ma thèse générale, la confirme au 

contraire, en établissant que le pouvoir humain ne peut rien créer, et que tout dépend de l’apti-

tude primordiale des peuples et des individus.21）

予未「二三識者の力に因りて政治を完全ならしむるを得べし」と云ふことを駁するを聞かず。

又夫の「修身と体操との教育は以て人の心身を完全ならしむべし」と云ふことを駁するを聞

かず。然りと雖政治も人身も皆人為を以て完全ならしむることを得べしと云へる真理は，以

て予が持説を動かすに足らざるのみならず，却て予の説を確実ならしむるものと云ふべし。

何となれば此の真理を推すときは人力は以て何事をも創造し得ずと雖，天下百般の事物は皆

人民及一箇人の本来有する所の才能に関して消長するものなりと結論すべければなり。22）

共同体の改良可能性があることをド・メーストルは否定しない。修身教育や体操が人間の心身を

改善することを否定しない一方で，しかしそうした改善も個人の元々の資質によって消長される。

そういう意味で，共同体が改善されることがあるにしても，それは常に元々のあり方に依存する

ということを彼は主張しているのである。この箇所に対して，陸は訳注を加え，そこで自身の解

釈を提示している。

即国民は識者の力に依頼し，一箇人は心身の教育に依頼して，以て其本然に復することを得

るを云ふ。之に因りて新たに創造し得るを云ふに非ざるなり。23）

教育によって新しいことを習得するにしても，それは決して新しいことの創造ではない。つまり，

それはゼロから何か新しいことを生じさせることではない。その新しいことは常に本然，つまり

元々のあり方を土台にして習得され，そしてその土台の延長線上でのみ理解されるということで

ある。ただし新しいことを学ぶことそれ自体を否定して，元々のあり方にしがみつくのではない。
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そうではなく，その新しいことが元々のあり方を無化することはありえないということである。

このように元々のあり方を重視することと，新しいことを学ぶことは決して相対立することなく，

両立するのである。陸はド・メーストルの共同体の改良可能性をそのように理解していた。

　以上から，改良可能性は常にあるものの，しかし伝統知を土台とする「レーゾン・ナショナー

ル」に「大和魂の如きもの」を陸は見出したというテーゼにわれわれは辿りつく。啓蒙主義が主

張する科学的知によってカトリック的な伝統的知が斥けられている状況に対して，カトリック的

な伝統知の集合性ないし全体性の優位を説くド・メーストルの主張に，陸は明治における日本の

伝統的な知なり思想の置かれている状況を重ね合わせた。明治期においてヨーロッパの知ないし

思想が入ってきて，日本の伝統知ないし思想が斥けられつつある中で，ヨーロッパの知ないし思

想を拒絶することなく，伝統的な知ないし思想を再評価するしかたを，陸はド・メーストルの思

想の中に見出したのだ。そのことを，次に陸の主著である『近時政論考』を検討する中で，確認

していく。

4．『近時政論考』の検討

　ここから陸の主著である『近時政論考』の中で論じられている陸自身の思想，国民論派，すな

わちナショナリズムを見ていく。そこでド・メーストルの共同体論が陸のナショナリズムの根幹

になっていることを確認する算段である。まず，陸が「独逸の学者ラインホールド・シュミード

氏」と「伊太利の学者ジョゼフ・ド・メストル氏」24） を引用しながら，次のように論じていると

ころから始めたい。

斯の如く欧州の諸学者は当時ナポレオンの軍事的勢力に反動して国民論派を拡張したり。此

の論派がついに勝利を占めて欧州諸国は互いに其特立を全ふし，独逸及伊太利の如きは当時

非常の屈辱に遭ひしにも拘らず，今日は世界強国の中に算入せらる。是れ一に国民的精神の

発達に因らずんばあらず。25）

まずド・メーストルの思想を自身の国民論派の思想として陸が考えていること，そしてその国民

論派は「反動」と「特立」という概念で特徴づけられていることがここで確認できる。そして

ド・メーストルの思想に対して次のような解釈を提示する。

わが国民論派の欧化主義に反動して起こりたるは，なお彼の国民論派の仏国圧制に反動して

起こりたるがごときのみ。日本人民が欧州の文化に向かって伏拝したることはまさに欧州諸

邦の人民が仏国の兵威に向かって伏拝したると同一般なり。26）

このように，『主権原論』においてド・メーストルの「レーゾン・ナショナール」の概念は「大
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和魂の如きもの」とした陸の解釈が，彼の主著の『近時政論考』においても繰り返されているこ

とが確認できる。ド・メーストルがフランスにおける啓蒙主義に対抗する姿に，日本がヨーロッ

パ化に対抗する姿を陸はここで重ね合わせている。そこで日本の「特立」を主張し，伝統的な知

ないし思想を拠り所にすることを陸は要求している。その際，この陸の考え方を支えているのは

ド・メーストルの思想だということをこの箇所は表している。

そして陸は自身のナショナリズムを以下のように定式化する。

国民的政治〔ナショナル・ポリチック〕とは外に対して国民の特立を意味し，而して内に於

ては国民の統一を意味す。国民の統一とはおよそ本来において国民全体に属すべきものは必

ずこれを国
ナショナール

民的にするの謂なり。27）

このような彼のナショナリズムの定式化は，彼の他の論考においても見られ，これは彼の思想の

根幹をなしていると言ってよい28）。このように，新しい知ないし思想に触れる中で，自らの既存

の知ないし思想を否定せずに土台にすることが「特立」である。さらにその土台に共同体的性格

ないし集合的性格が付加される。それが「統一」という言葉で表現されている。「特立」と「統

一」というふたつの要素はド・メーストルの『主権原論』の中で見られるものであるし，何より

このふたつの要素が不可分なものとして扱われているところにも，ド・メーストルの思想から陸

が受容したことが表現されていると言えるだろう。日本が伝統的価値観を捨て，ヨーロッパから

の知識や思想を無批判に受け入れている「特立」なき状況（福沢諭吉や自由民権運動論者たちに

代表される明治知識人第一世代が主張する欧化主義が広く受け入れられた当時の日本の状況）で

は，何よりも問題なのは，日本国民の「統一」が失われ，分裂してしまうということであるとす

る考え方が，ここでは提示されている。このような考え方にこそ，啓蒙主義哲学が主張する個人

主義は何よりも，伝統的知の共同性を破壊し，同時に人間の共同性も破壊してしまうとするド・

メーストルの思想に対する陸の解釈が表現されている。

　そして伝統知の共同体は新しい知に対して決して排他的ではなく，新しい知を受け入れること

でこの共同体が改良されていくことをド・メーストルは主張しているが，陸のナショナリズムに

もそうした主張を見出すことができる。

国民論派は実に欧化風潮に反対して起りたり。然れども此の論派はただに欧化風潮を停止す

ることを以て満足するものにあらず。尚ほ進んで日本の社交上及政事上に構成的論旨を有す

るものなり。去れば国民論派は一時の反動的論派にあらずして，将来永遠に大目的を有する

ところの新論派と云ふべし。彼れ固より自由の理を識認す。然れども自由なるものは智識の

進歩に応じて存することを信ず。彼固より平等の義を識認す。然れども平等なるものは道徳

の発育とともに生ずることを信ず。智識は自由の本なり道徳は平等の源なり，自由の理明ら

かに平等の義立ちて，而して国民的政治は全きを得。自治の能なきものは人に治められざる
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を得ず。自営の力なきものは他に制せられざるを得ず。自由は智識の進歩して固有の能力を

用ゆる者ほど多く之れを有す。貴賤の間に礼譲存し貧富の交に敬愛行はれ，而して後に始め

て平等の義，国民一致の実相を見るべし。29）

ヨーロッパから輸入した自由や平等といった新しい価値観を陸のナショナリズムは拒絶しない。

しかしそうした新しい価値観は既存の価値観との関係性の中で取り入れられねばならない。新し

い価値観でもって既存の価値観を放棄するのではなく，既存の価値観の「進歩」という形で，既

存の価値観の延長線上で新しい価値観は受け入れられねばならない。まずはわれわれ自身が最初

からもっている知なり価値観から出発するより他はないのだ。このような陸の思想に，ジョゼ

フ・ド・メーストルが主張する真理の共同体の改良可能性の思想の影響を認めることができる。

　ここで，陸がナショナリズムを学んだのは，決してド・メーストルからだけではないことは留

意されなければならない。陸に関する研究において，ブルンチュリの『一般国家学

（1875）』 30） やノヴィコフの『国際政治（1886）』31） については，その重要性が指摘されることがあ

る。32） 本論文はこの点に対して異議を唱えるものではない。しかし，そうした論者の中でもジョ

ゼフ・ド・メーストルが陸にとって最も重要であったということが本論文の主張である。そして，

ブルンチュリの『一般国家学』にしても，ノヴィコフの『国際政治』にしても，たしかにナショ

ナリティを重要視する点で陸の「特立」には思想的にかかわっていることは主張できるかもしれ

ないが，しかし真理の共同体の改良可能性のモチーフを見出すことができないということにこの

主張の論拠を求める。このモチーフこそが，陸のナショナリズムを特徴づけるものであって，そ

の点で陸の思想におけるド・メーストルの重要性を主張することに正当性がある。

　そしてこの特徴こそ，丸山真男が陸の思想において評価したものだった。丸山が陸のナショナ

リズムを「進歩的」，「健康的」と評したことをイントロダクションで紹介したが，その際丸山は，

陸のナショナリズムが自身を「反動的なショーヴィニズムから峻別」33） し，「自由主義を単純に

「外来」思想とみなす謬見に対して，（……）その発生の内在的な
4 4 4 4

必然性を指摘する」34） ことを根

拠とした。つまり，陸のナショナリズムは外来思想を決して拒絶せず，自らの内在的な発展とし

て受け入れるからこそ，「進歩的」かつ「健康的」であると丸山は評価するのである。それはま

さしく，ド・メーストルから陸が受け入れた，真理の共同体の改良可能性に対して評価である。

言い換えると，丸山が日本のナショナリズムの良質な部分として評価したものは，陸が解釈した

ド・メーストルの思想であったことになる。

5．結論

　陸羯南におけるジョゼフ・ド・メーストルの受容について，これまで十分な研究がなされてこ

なかった。本論文は陸の思想の中にド・メーストルの決定的な影響を認めることができることを

論証した。福沢諭吉や自由民権運動論者などに代表される明治期の知識人の第一世代が，ヨー
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ロッパの知ないし思想を積極的に取り入れるとともに，日本の既存の知ないし思想を退けようと

したのに対し，日本の欧化に対抗する思想を，陸はド・メーストルの思想に見出したのである。

日本の「特立」と「統一」，そしてその「特立」の中でヨーロッパ由来の知や思想を受け入れて

いく術を，啓蒙主義の個人主義に対して共同体主義を主張するド・メーストルの思想の中に認め

たのである。そして，そのことは同時に，日本の「特立」と「統一」は，ド・メーストルという，

本来は外部とされるべき思想を土台にしているという矛盾を抱えていることを意味している。明

治時代における日本のナショナリズムの誕生はこのような矛盾を内包しているのである。
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〈Sommario〉
  La letteratura futuristica della Belle Époque in Italia, che in genere purtroppo è stata fino 

ad ora interpretata dal punto di vista delle italianiste del femminismo letterario anglo-ameri-

cano, andrebbe considerata anche sul piano della nascita della nuova scienza moderna: la 

meccanica quantistica, che ha trasformato radicalmente i concetti di tempo e di spazio nella 

prima metà del Novecento. Il maggiore tema nella letteratura novecentesca in Europa consiste 

nell’interpretazione di le temps vécu nel senso minkowskiano, sperimentata dalla maggior parte 

dei romanzieri, quali Proust e James Joyce.

  La nostra scrittrice Enif Robert, che si è voluta dare un nome artistico maschile secondo le 

usanze del tempo, comincia a scrivere nei primi capitoli le sue esperienze piuttosto dure della 

sua grave malattia. Quindi si trova nel dilemma di decidere quale sia strada da prendere: una 

soluzione scientifica o una salvazione futuristica. Nel periodo di convalescenza, Enif si fida 

molto di Marinetti, fondatore del movimento artistico del Futurismo in Europa, che, pur 

combattendo sotto i bombardamenti nella trincea della frontiera della Grande Guerra, non 

smette mai di scriverle per incoraggiarla e consolarla di tanto in tanto.

1．ポジッリポにて（ A POSILLIPO ）

　1915年 6月 ― 良
おっと

人が亡くなって，4年の歳月が過ぎ去った。この 4年の間，わたくしは何ご

とかをなしたのか，何か考えごとをしたのか。まったく何も。ほとんど何も考えなかったし，行

動しなかった。完全な空白。25歳の美しい未亡人のわたくしは，社交界の掟 ― 特に女友だち

の掟にしたがって再婚しなければならなかったはずだ。再婚などしたくなかった。それは，二
ジ

者
レ

択
ン

一
マ

に対する典型的なこだわりのせいだった。このこだわりは，時にわたくしの唯一の活力源に

なった。父親にも母親にも兄弟にも女友だちにも楯
たてつ

突いた。わたくしは感じがよく知的なひとり

の男性に挨
あいさつ

拶され握
あくしゅ

手を求められ，彼につきまとわれ，軽く接
キ ス

吻され，次第に熱烈な抱
ほうよう

擁を経験

するようになり，とうとうその肉体を受け入れるに至ったのだった。今の彼の名は，ルイージだ。

　そのすべては，自然のなりゆきだった。観劇に誘われるままに，女友だちの期待を裏切るよう

なことをやってみたかったのだ。

　ありていに云うと，わたくしは恋を，それもホンモノの恋をもう一度したかったのだ。

〈切
ジャック・ザ・リパー

り裂き魔〉的外科療法 vs. 未来派療
セラピー

法
― エニフ・アンジョリーニ・ロバート Enif Angiolini Robert （1886-1976）著

『女の腹
アブドーメン

部  ― フィリッポ・トンマーゾ・マリネッティ共作外
サージカル・ロマンス

科 小 説  UN VENTRE DI 

DONNA: romanzo chirurgico con Filippo Tommaso Marinetti 』（ Facchi, Milano 1919 ） 邦訳（その 1）

清　瀬　　　卓
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　わたくしは初めてジューリオに口づけされた時，胸がいっぱいになって，途方もなく深く完全

な快い幸福感にひたされるような思いがした。

　ジューリオはわたくしに愛されたい一心で，出来ることは何なりと，超人的な努力すら惜
お

しま

なかった。事実，わたくしは彼を愛していた。ところが，彼が優しく口づけしてくれる度に，わ

たくしの満たされないひねくれた心
こころね

根がひょっこり顔を出して，他のところへ突き進み，別の現

実，別の悦び，未知の気まぐれ，実体を欠いた別の男，抽象的な存在を求めて，遠い昔であろう

と近い将来であろうと，自分の内面を詮
せんさく

索しようとする。…要するに，普通でないのだ。

　わたくしは頭がおかしいのではない。ただ退屈しているのだ。

　たしかに才能はあった。窓から，暑く匂いたつ眩
まばゆ

いばかりの拿
ナ ポ リ

破里湾の全景を一望の下に見渡

せば，もし男に生まれていれば，わたくしだって絵を描き詩作も多少はしたことだろう。そうし

た瞬間ばかりは，自分が女である気がしなかった。恋するだけでは，満足できなかった。

　わたくしと拿
ナ ポ リ

破里の貴
レ デ ィ ー

婦人との間には，なんの共通点もなかった。水着姿のぶくぶくと肥満し

た彼女たちは，砂浜の海
アザラシ

豹のように黒くテカテカと光って，その周囲を数知れない子孫たちがぴ

ちぴちと飛び跳
は

ねていた。

　ところが，出産して一週間が経過した時，大きな肉体的歓びを感じたことを覚えている。わた

くしの頭は，次のような考えをしっかりと把
はあ く

握したからだ。《わたくし自身が望み，胎内で育み，

産み落とした赤ん坊が，ここにいる。》

　今日は，ジューリオの帰宅が，やや遅すぎる。もう一時になろうとしている。心配はしない。

仕事がたくさんあるのだ。これまで嫉
しっと

妬などしたことはない。これからも，嫉
しっと

妬はしそうにない

と思う。

　1915年 7月 ― かつての健康状態が取り戻せない。ジューリオは，海水浴が出来るようにと，

ポジッリポにこじんまりした別荘を借りてくれた。

　2週間前のことだが，家
ホーム・ドクター

庭 医のフレスキは，わたくしの神経が過度に昂ぶっていることに気

付いた。そこで，海辺はわたくしの健康に有害だと厳
おごそ

かに宣言した。

　わたくしは，気分がすぐれない状態が危険だとはまったく思わない。脇腹や両脚に，時々軽い

痛みを感じる。きっと僂
リ ュ ー マ チ

麻質斯1） の痛みに違いない。

　ところが，わたくしのイライラはひどくなるばかりだ。昨晩など，愚かにもジューリオに狂っ

たように食ってかかった。30分帰宅が遅れたと云って，彼を激しく罵
ののし

った。まるで気がふれた

ようだった。もはやわたくしの嫉
ジェラ

妬心
シー

を心得ているジューリオに向かって，噛
か

み付いている間，

わたくしは内心は自分のことが可笑しくなった。このうえなく激しい叱
しっせき

責に夢中になっている間，

わたくしの天
あまのじゃく

邪鬼的心
こころね

根は，意地悪にも愉快で仕方なかった。叱
しっせき

責は激しいだけでなく，自覚さ

れたものだった。ありていに云えば，嫉
しっと

妬し絶望した女が感じる異常な怒りと苦痛に，身体が震

えていた。実際は，すべてが嘘で，ジューリオの帰宅が遅いことなどまったく問題にもしていな

いことは自覚していた。

　わたくしは，頭が変なのではない。わたくしの神経は並みの女性のものではない。この神経は
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考え，欲し，ありえないものにまつわりつき，離れ，また絡
から

まりつくのだ。情愛などで満足させ

られるものではないのだ。

2．未
フトゥリスタ

来派のビエーゴ・フォルティス（ IL FUTURISTA BIEGO FORTIS ）

 　ジューリオはわたくしをよろこばせようと考え，ひとりの未来派の人物に引き合わせてくれ

た。彼は実に型破りな詩人・芸術家で，生来意識して奇行ばかりしでかしていたが，感じがよく

陽気そのものだった。それが詩人のビエーゴ・フォルティスだった。

　天才との噂
うわさ

だった。

　筋骨隆々の体操選手で河
カッパ

童のような水泳の達人の彼は，わたくしの神経を逆
さかな

撫でして消
しょうもう

耗させ，

あらゆる意欲をすっかり殺
そ

いでしまう拿
ナ ポ リ

破里の海を，小
ボート

舟に乗ってわたくしたちが周遊する際，

悠
ゆうゆう

々と泳ぎながらついてきた。わたくしは片手をピチャピチャと撥
は

ねる水の宝石に委ねたまま，

舳
へさ き

先に横になって居眠りする。ジューリオが櫂
オール

を漕
こ

ぎ，未
フトゥリスタ

来派のフォルティスは，泡
あわ

まみれに

なってデングリ返りを行っては数々の遊びを即席で演じ，わたくしたちに飛
しぶき

沫を飛ばし，詩を吟
ぎん

じ，死んだような振りをするかと思うと溺
おぼ

れかかる風を装
よそお

った。こうして，彼は未
フ ト ゥ リ ズ モ

来派思想が明

日の新宗教であることを，長時間わたくしに諭
さと

してくれる。

　わたくしは，彼の話を聞いていない。日
パラソル

傘をさしたまま居眠りをする。でも，わたくしは力強

く，性急で，片時も休むことのない 活
ヴァイタリティー

力 が，自分の周囲に打ち震えているのを感じて，愉
ゆかい

快

なのだ。

　昨日，わたくしたちはマレキアーロまで出かけた。お天
てんとう

道様が，カンカンと照りつけた。鏡の

ように煌
きら

めく海の照り返しに，わたくしはすっかり眼が眩
くら

んでしまった。熱帯のような酷
こくしょ

暑だっ

た。この金属のように熔
ようかい

解した海に溶けてしまう気分だった。それは，テルニの高
こうろ

炉を訪れた昔

日をわたくしに思い出させた。

　わたくしは舳
へさき

先に長く身を横たえて，すっかり眠り込んでいた。小さな海
ビ ー チ

水浴場めざして，わ

たくしたちの舟は黒々とした磯
いそ

を滑
すべ

っていった。苔
こけ

むした鉄
てつさく

柵の上に，緑色の脱
キ ャ ビ ン

衣場が見えた。

　カプリ島は，金属のように照り返す海原の中に，真
しんじゅ

珠色に煙って見えた。かすかに閉じた瞼
まぶた

を

通して，わたくしは古い居酒屋の教会のような拱
アーケード

門を見ていた。それが，光を浴びて揺
ゆ

らめき，

力なく萎
な

えてゆくように思えたのは，あるいは血の色をした浅
アサ リ

蜊のスパゲッティの記
モニュメン

念碑
タル な

的料

理の大
おお

食
ぐ

いのせいなのだろう。

　気ちがいのフォルティスが，不意に泳ぎながら近づいてきて，投げ出していたわたくしの片手

をぎゅっと握
にぎ

って，接
キ ス

吻をところ構
かま

わずしたので，わたくしは飛び上がって，無意識に叫んでい

た。ジューリオが振り向いて，「どうした？」とわたくしに訊
たず

ねた。フォルティスは，見事なダ

イビングを演じて海に飛び込んだ。やがて水中から浮かび上がると，ジューリオに向かって大声

で，「冗
じょうだん

談だよ！ じつに素敵な冗
じょうだん

談さ！」と云った。

　わたくしは，うんざりだという仕
しぐさ

種をして，未
フトゥリスタ

来派の男に話しかけなかった。わたくしは永遠
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に彼の奇想天外な気まぐれの息の根をとめてやったとばかり思い込んでいたが，それは間違い

だった。

　実際に，その日の晩，破
カタストロフ

綻寸前まで至る事態が起った。

　わたくしたち三人は食卓を囲んでいた。ひどい磯
いそ

の匂いに包まれての，相も変らぬおしゃべり。

遠くにかすかながら聞こえる歌声と船頭の掛け声が，浮浪児たちの騒ぎ声と入り混じった。夕焼

けに燃えるあがる海面の照り返しに，彼らはまるで鰯
イワシ

のようにジュージュー音を立てている格好

だった。

　フォルティスの取った行動が，その場の官能的で穏やかな雰囲気のせいだったのか，あるいは

一時的な発作のせいだったのかは判らない。ジューリオが一瞬席を外
はず

した隙
すき

につけ込んで，彼は

食卓から立ち上がると，背後に回り，いきなり両手でわたくしの頭をつかんだ。わたくしがのけ

ぞった拍子に，その口に長い接
キ ス

吻を浴びせたのだった。

　息が詰まり，気が滅
め い

入り，どぎまぎしながらも，わたくしはじっと耐えた。フォルティスはわ

たくしから離れると，露
テラス

台に出た。わたくしは，叫ぶことも刃向かうこともできなかった。自分

自身に我慢がならず，不満であると同時に満たされた気分で，つと立ち上がると，自分の部屋に

行って横になった。ジューリオは，神経が昂
たか

ぶって熱を出したわたくしが寝
ベッド

台に横たわっている

のを見出した。

　当然のこと，彼は万事はわたくしの奇
ききょう

矯な性格のせいだと思い込んでいた。

　わたくしは二度とフォルティスに会いたくなかった。その口実を適当に考えた。彼が最前線へ

赴くはずなのは承知していた。彼に挨
あいさつ

拶しないで済
す

むように，新たな仮病をでっち上げた。

　わたくしたちの生活は，ふたたび単調なものになった。ところが，今朝，ジューリオは気晴ら

しに部屋に入ってくると，わたくしに最前線からの手紙を一通手渡した。フォルティスからの便

りだった。ジューリオを動揺させてやろうと思うと，内心は気がふれるほど愉
ゆかい

快で仕方なかった

が，わたくしはすごく落ち着き払って，危なっかしい内容の，そうでなくとも，きわめて不
ふきんしん

謹慎

な予感のする手紙を，彼に読んで聞かせた。

　《拝啓，貴
あなた

女を愛しています。お分かりでしょう。僕の接
キ ス

吻は，我々が知り合う前に，貴
あなた

女の

ことを考えながら，僕がうなされ続けた百年の夢を要約しています。時間がなくて実現できな

かった百年の一
いちず

途な求愛と十万回の夜の狂おしい愛
あいぶ

撫を，わたしたちは戦勝の後で実
じっせん

践したいも

のです。》

　《僕は塹
ざんごう

壕の中にいます。凍てつくような厳寒です。でも，拿
ナ ポ リ

破里の海での長い舟遊びの際，

仰向けになって情熱と太陽に上気した貴
あなた

女の温顔を思い浮かべて，手を暖
あたた

めています。》

　《緑の愛らしい金髪！ 異国の木々の落ち葉に隠れた自然で愛らしい裸
らたい

体！ どうしていました

か？ 貴
あな た

女の生活は？ 激しい風を期待していましたか？ …秋分の激しい風，それはこの僕なの

です。なぎ倒される覚悟は？ 爆風によって生じた大々的な気圧の変化のために，当地カルソの

上空には，電光の愛の素敵な夜が訪れます。いらして下さい。僕は生
いのち

命が惜
お

しいと思うのと同様

に，貴
あなた

女を狂おしいほど愛しています。日夜，解き放たれ牙
きば

を剥
む

いて迫
せま

ってくる死
しにがみ

神を眼
ま

のあた
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りにする時，経験した素晴らしい一瞬の思い出すらも，すべてが狂おしいほどに愛
いと

しく，しかも

笑って，楽園のすべてを危険にさらしています。》

　《貴
あなた

女が，楽園？ どうして！ …貴
あな た

女は地獄です。官能の地獄，純白のエスキモーの消防士た

ちが懸
けんめい

命に母乳をぶっかけて消そうとする地獄です。》

　《吸い取り紙がありません。この手紙の血の洋
インク

墨を，ふき取っては消し，煙
シガレット

草の火で燃やしま

す。煙
シガレット

草は，僕の魂の螺
らせんじょう

旋状の延長です。》

　ジューリオは思わず吹き出して，痙
けいれん

攣するように笑いこけた。手紙の最後まで聞くどころか，

何も云わずに，その場を立ち去った。

　要するに，まったく彼が嫉
しっと

妬してくれないので，わたくしは苛
いらだ

立ち，腹立たしくなった。突然

に，わたくしが滂
ぼうだ

沱の涙を流したのは，かかる苛
いらだ

立ちのせいではない。何のこれといった理由も

なく，わたくしは大泣きをした。おそらく，わたくしが感じている退
アンニュイ

屈の桁
けた

外れの井戸を涙で満

たすために。

　時として，本当に予期しない役者の素質がぱっと躍り出て，わたくしは天才的な悪
トリック

戯を幾つか

思いつくことがある。例えば，わたくしが歯をキーキーと鳴らしてみせると，ジューリオは本当

に身震いするのだ。彼は，わたくしの歯が全部粉々になってしまうのではないかと心配する。か

かる派手な効果音を出すには，実際は，たった一本の歯の先端と反対側の歯の先端をすり合わせ

るだけで事足りるのだった。

　何とまあ，世の中に，たくさんの神
ノ イ ロ ー ゼ

経衰弱気味の医師がいることだろう！ フレスキは間違い

なく神
ノ イ ロ ー ゼ

経衰弱だ。だって，わたくしが歯を剥
む

くと，彼までぞっとなって，昨晩など大声で小
こ ま づ か

間使

いに，《歯に手
ハンカチ

帛を挟
はさ

んでやりなさい》と叫んだのだから。そして，部屋を出て行きながら，《お

さまったら，わたしを呼びなさい》と云うのだ。

　こうしたことのすべてが，わたくしには面白く，さらには，どうしようもない退
たいくつ

屈を紛
まぎ

らして

くれる気晴らしになる。

　ジューリオに食って掛かることなど，もはやどうでもよくなった。わたくしは，そうした諍
いさか

い

を，気まぐれか気取りのせいにしたいところなのだが，実は病気のせいだったのだ。

　昨晩，食事中，ちょっと不
ふ き げ ん

機嫌になって，重い食卓を膝
ひざ

で持ち上げて，あっという間に，あら

ゆるものをひっくり返してしまった。

　ジューリオは神経過敏になって癇
かんしゃく

癪を起こしたが，そうしたことは，めったに彼に起こったた

めしがない。わたくしは，ある種の狂気の発作を起こしたのだ。

　「はい，はい！ 愉
たの

しいから，全部ひっくり返すの！ …食卓は回転するようにできてい

る！ 心
スピ リ

霊現
ティズム

象万歳！」

　わたくしは，何回となく，こうした馬鹿げた言動を吐いて，彼を侮
ぶじょく

辱し，怒らせた。わたくし

の内面に，彼を徹底して疲れさせ，完全に愛
あいそ

想が尽きるようにしてやろうと，奇妙な戴
いただ

けない不

安が眩
めまい

暈のようにどんどん増大してきた。侮
ぶじょく

辱的態度にしても，取り返しがつかず，忘れること

ができない態度をとろうとした。
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3．不
ふおん

穏な腹部（ LE PAURE D’UN VENTRE ）

　6月 22日 ― この 3日間，わたくしは寝たきりだった。少し熱があった。わけの判
わか

らない憂
ゆう

鬱
うつ

な気分を伴
ともな

う変な熱で，これといった原因があったわけではない。

　フレスキによく診
み

てもらったが，彼はしばらく考え込んでいた。胃腸の調子について時間をか

けて質問すると，何も詳
くわ

しいことは云わずに，安心して帰って行った。

　医師が出て行ってしまうと，まもなくジューリオが入ってきた。医師に会いたいと思っていた

ので，とても苛
いらだ

立っていた。

　なぜジューリオがそんなに心配しているのか，わたくしには理由が分からなかった。

　8月 15日 ― 微熱がまた出た。寝
ベッ ド

台のわたくしは，猛烈な勢いで過ぎ去った雷雨を眺
なが

めて，

まるで子供のような悦びを感じた。雷雨は，ほんの僅
わず

かな時間に入り江の様子をすっかり変えて

しまった。ものの輪
りんかく

郭はすっかり押しつぶされて台無しになり，紺
こんぺき

碧の山と島と雲のどっしりと

した存在感がごちゃまぜになってしまった。それらが閃
せんこう

光に歪
ゆが

み引きちぎられる有様は，まるで

雨のもつれた網
あみ

にかかった巨大な鯨
くじら

のようだった。

　今は，堂々とした絶対的な主
あるじ

人のお天
てんとう

道様が出ている。頑
がんこ

固で意地っ張りな太陽は，日光を浴

びて悦に入っている所有地のふしだらな海岸の凹
おうとつ

凸をぐっと抱きしめ，隅々まで撫
な

で回し，その

口という口に押し入るのだ。

　黄
たそがれ

昏の頃を見計らって，舟で一周してみるつもりだ。熱など気にするまい。でも，力が出てこ

ないではないか！ …

　ジューリオとフレスキが間もなくここへやって来て，外出を禁じるだろう。ああ，つまんな

い！ わたくしは囚
とら

われの女なのだ。これが現実なのだ。

　誰にも，何にでも囚
とら

われている。誰ひとり自由ではない！ 明日，伯
お ば

母のマリーアが，カル

リーノを連れて戻ってくる。わたくしは，何がなんでも子供といっしょに海水浴をしたい。

　8月 22日 ― 右脇腹の痛みがひどくなる。右脚も少し痛む。フレスキは，まったく分かってい

ない。わたくしは薬を馬鹿にしては，3時間を愉
たの

しんだ。フレスキは，イライラして出て行った。

　ジュ－リオは，他の医師に相談するように云い張った。

　8月 23日 ― 今日，わたくしはフレスキの質問にはきはきと答えながら，この若い風変わり

な科
サイエンティスト

学 者の刀
とう

圭
けい か

家を生理学的に分析することを初めて愉
たの

しんだ。彼は感じがよいが，眼
めがね

鏡の奥

で心を鎖
とざ

しているような冷たい態度をとった。

　彼フレスキは，恋愛経験がないのだろうか？ 女に口づけした経験がないのだろうか？ あの男

の 唇
くちびる

と肉体は，打ち震え，熱くなり，へばりつき，悦び，燃え上がり，死んでゆく組織とは

まったく別の生体組織で出来ていると直観した。

　フレスキは月世界か極地からやって来た刀
ド ク タ ー

圭家なのだ。謂
い

わば，エスキモーの刀
ド ク タ ー

圭家だ。

ジューリオに抱
だ

かれながら，そう考えると愉快だった。ここしばらく，わたくしは自分の精神を

完璧に制
コントロール

御していないことに気付いている。
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　フレスキの徹底した精密検査を受けなければ絶対だめだ。先ずは，注射を一通りしてもらわな

ければ。筆
ひつぜつ

舌に尽くしがたい拷
ごうもん

問だ。

　8月 24日 ― 浜
ビー チ

辺で女の子たちの小さな一隊を率
ひき

いて，カルロ坊やが金切り声を張り上げて

いるのが聞こえてくる。熱くひんやりとした磯
いそ

のかおりが，薬の臭
にお

いを消してくれる。紺
こんぺき

碧と緋
ひ

色
いろ

とに全体が満たされた生
いのち

命と死
しにがみ

神との因
いんねん

縁の対決なのだ。画家であれば，今日のわたくしは死
しに

神
がみ

を黄色と黒に描くところだが。

　こうした考えは，友人のマリネッティには気に入るだろう。今日，前線から彼が挨
あいさつ

拶状を書い

て寄こした。…

　男たちの誰もが戦っているというのに，痛む子宮を抱えているのは，何と情けないことだろ

う！ しかも，注射一本すら我
がまん

慢できない意気地なしの自分を考えると！

　8月 25日 ― 今日，二回目の注射をした。わたくしが身震いして注射針を避けようと動き回

るので，注射にならなかったと，フレスキは云った。

　昨晩，フレスキの入念な精密検査を長時間受診した！ 熟練の内診法2） に犯されたわたくしが，

羞
しゅうち

恥心
しん

でこれほどまで苦しまなければならないとは思いもよらなかった。

　フレスキが内診を行っている最中，わたくしは好奇心でいっぱいになり，はからずも性
エロティック

愛的な

気分になった。

　医師としての彼は，想像できるかぎり顔色ひとつ変えなかった。

　ところが，わたくしの内部では，別個の人格 ― 未知の謎の存在が，男性医師を冷淡な眼で値

踏みした。

　診察が終ると，フレスキはこう宣言した。

　「右子宮付属器炎3） であることは明らかなので，手術をお勧めします。」

　いやだわ！ 手術はごめんだ。手術を避けるためなら，何でもすると心に誓った。わたくしは

死ぬ覚悟すらできていた。

　ところが，かかる決意は，実に奇妙な詭
きべん

弁に満ちていた。

　わたくしは想像力の翼
つばさ

をかりて，実に魅惑的でいて奇妙な勇気と不安の海に舟を出して，航行

する。

　わたくしは，寝
ベッド

台に横たわっている。窓は，黄
たそがれ

昏の光に赤く染まった入り江に向かって開かれ

ている。自分の腹部から，血液のすべてが滴
したた

り落ちて，血の海をつくっている有様を考える。

彼
あなた

方の山なみは，初めて手
メ ス

術刀4） で切開される恐怖に直面した肉体のように，蒼白くなっている。

　小さな鋼
はがね

の三日月 ― 腑
ふ わ

分けの月が，解
かいぼう

剖5） の風景を支配している。

　8月 26日 ― 神経を鎮
しず

めることがもはやできない。ジューリオにもフレスキにも，自分でも

可
お か

笑しいぐらい意地悪になって，手のほどこしようがない。本当はフレスキのことを気にしすぎ

なのだ。…

　大嫌いな注射の処置を受けている間，若い医師の実に所帯じみた手当てを観察する。そして，

彼の落ち着いた正確で優しい手つきに，ほとんど感謝の気持ちを感じている自分にびっくりする。
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　わたくしはジューリオを愛し，しかも，彼だけを愛している。わたくしの散
さんまん

漫な感性は，愚
おろ

か

で矛
むじゅん

盾した幻想に絡
から

まって根をおろす。

　わたくしは，どこへでもいいから，旅に連れ出してほしいとジューリオに頼んだ。彼は微
ほほえ

笑ん

で，ちょっぴり同情するような眼差しをした。彼は，わたくしの頭がてっきり変になってしまっ

たものと思い込んでいる。

　フレスキは，わたくしの心の問題に無
むとんちゃく

頓着だ。おそらく患者の心の問題に関わりたくないので，

まったくないがしろにしているのだろう。

　昨日，彼は犠
ぎせい

牲を覚悟でも犯すことがなかった多少の罪と宗教的良心について，狡
ずるがしこ

賢い調子で

わたくしに語って聞かせた。

　それから，彼は《人妻を欲しいと思うな！》と宣言した。

　わたくしは寝
ベッド

台で，ぴょんと飛び跳ねると，くるりと体を回転させて，大笑いの発作を 枕
クッション

で

堪
こら

えた。

　「奥様，お願いですから，」 ― 彼は大きな声で叫んだ ― 「そのように身体をよじる動作は，

絶対に避けていただきたい。」

　ということは，わたくしは本当に病気なのだ。以前のように起き上がって，歩いていても。…

　それでも，痛みは取れない。

　今晩，フレスキは羅
ローマ

馬に発
た

つ予定だ。

　8月 28日 ― 昨日，ジューリオが入ってくると，こう云った。

　「軍に納入契約を結ぶために，ミラノへ行かなければならなくなった。用事は 2週間で済ま

す。」

　「わたくしも行く！」と彼に云った。

　ジューリオは，すかさず哀願するような調子で，こう答えた。

　「だめだ！ いけない！ お願いだから，ここに居てくれ。動いちゃいけない…冷静に考えて欲

しい！」

　そんなことは出来ない了
りょうけん

見だった。今朝，わたくしは断固すべての最終的な手順を決めた。

　「あなたとミラノへご一緒できないのなら，ほかにこれといってすることがないので，羅
ローマ

馬で

手術をしてもらいます。」

　ジューリオは苛
いらだ

立ったが，それとて吃
びっくりぎょうてん

驚仰天しているわけではなかった。彼は，わたくしのこ

うした奇
ききょう

矯な振る舞いには馴
な

れっこになっていた。内心は，予想だにしていなかったわたくしの

決心を聞いて，うれしく思っているのだ。

　「残念なことをした，」― 彼は，わたくしに云った ―「フレスキが出発する前に，決心して

くれていればよかったのに！ 彼と一緒に羅
ローマ

馬へ行けたのに。…」
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4．退屈をかこつ（ LA NOIA VINCE TUTTO ）

　8月 29日 ― 電報で決心を伝える。

　《拝啓，貴
アナタ

方ノ忠告ニ従イマス。何度モ絶讃サレテイタ名医ト貴
アナタ

方ノ手ニ，ワタクシノ身体ヲ

委
ユダ

ネマス。ゴ用意ガ出来テイルカ，ゴ一報願イマス。》

　電報を打ってから，わたくしはぐっすりと寝込んでしまった。その眠りは，すがすがしく，ま

ろやかで，充実して屈託のないものだった。

　ジューリオは，別の医師を連れて戻ってきた。刀
とう

圭
けい か

家狂いの彼らしい！ この医師は，病気が

ちの無学な嘱
しょくたく

託医だった。 医療の経歴では，実に敗北ばかりを喫
きっ

していた。

　ねたみ深い商売人のような眼つきをして，曖昧な口
くちぶり

吻で，手
オ ペ

術の危険性ばかりを強調した。わ

たくしの勇気に瞠
どうもく

目していた。

　9月朔日 ― フレスキが返事を寄こした。

　《出来テイマス。イツモノヨウニ，オ待チシテイマス。》

　家族に何回となく念を押した。母には黙っておくようにと。彼女を苦しめないように。万一の

場合，誰も臨席しないように。“ジューリオ，あなたも例外ではない。”わたくしの意思は，この

ところ不
ふぶんりつ

文律だった。つまり，すべては承認されていた。

　寄宿学校同窓の羅
ローマ

馬の女友だちビアンカとルチーア宛に，電報を送付した。

　ところが，無意識のうちに（とわたくしは誓って云うが），明日中に旅
ホテ ル

館に到着する旨
むね

を知ら

せる。

　9月 4日，羅
ロー マ

馬にて ― わたくしが着いたその晩，フレスキが，旅
ホテ ル

館の部屋にやって来る。病

気の進行状態を詳しく調べるために，もう一度診察したいと云う。症状の進行が，あらためて確

認される。早急に手術と診断される。医師のぶっきらぼうな内
ないしん

診を受けて，包み隠しようがない

性
エロチック

愛的な絶
オーガズム

頂感を覚える。

　「いったい，どうしたのです？ そんな風に身震いするなんて。堪
こら

えて下さい。」

突然，現実に連れ戻される。《女であることを忘れ》ようと考える。…。

　平静に立ち戻る。

　イライラも気にしなくなる。洗練され尽した精妙な皮
アイロニー

肉が，わたくしの口から堰
せき

を切ったよう

に噴
ふ

き出す。わたくしは盛んに笑って，憂
う

さを晴らす。しっかりと擬
カモフラージュ

態化された嘲
ちょうしょう

笑など，も

うどこ吹く風だ。

　「分かりました。では，明日ここへお越しになって，病院へ連れて行ってくださるのね。」

　フレスキは優
ゆうじゅうふだん

柔不断で，ぐずぐずしていた。冷ややかな科
サイエンティスト

学 者が，低俗で性
エロチック

愛的といってよ

い不意の好奇心にとらわれたのだ。

　「このあなたの部屋で，待っていて下さるのですか？」

　「そうよ。」

　わたくしは明日のうちに，宗教的良心など何
ど こ

処かへ行ってしまうだろうと確信すると，ニヤリ
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とほくそ笑む。

　翌日，女友だちに，その時ばかりは，わたくしをひとりにしないでほしいと頼む。彼女たちと

一緒に，昼食をとることにする。それから，一番の間
ま ぬ

抜け女だけを残す。それでじゅうぶんだ。

　マリーアと 読
リーディング・ルーム

書 室 で過ごす。恋愛や男の愚行や恥
は

じらいについて，あれこれとりとめのな

いおしゃべりをする。

　フレスキが入ってくる。すぐ後から，ひとりの若い婦人がやって来る。次第に記憶の霧が晴れ

て，それが誰だか判ってくる。

　ほんのしばらく躊
ちゅうちょ

躇してから，急にわたくしは立ちあがる。

　「あなたなの ?!」

　「ええ，わたしのこと覚えていて？」

　彼女は，寄宿学校の同窓生だった。それは，官能が疼
うず

く思春期の遠い遥
はる

かな記憶と再会との猛

烈な感動であり，親愛の情が籠
こも

った長い抱
ほうよう

擁と同
サッフォー

性愛的想
レミニサンス

起が詰まった一瞬だった。

　「辛
つら

い時に，わたしたち再会するのね。…病気のあなたは，危険な手術を明日に控えているし，

わたしは離婚の手続きをするために，羅
ローマ

馬へ来ている。」

　「お眼
め

にかかれて，とっても嬉しいわ。わたしたちの苦痛を軽減するために，運命がこうして

慰めを与えてくれるのだもの。」

　泣き笑いをする。

　科
サイエンティスト

学 者はそうした様子を観察して，興奮するのは絶対よくないと云う。馬車が待機している。

　「では，奥様，参りましょうか？ いつ面会できるかは，わたくしが女友だちに申し上げるつ

もりです。今は，ひどい興奮を避けるようにわたくしが配慮します。」

　わたくしたち二人だけで，馬車に乗って出発した。

　「約束なさった通り，どうしてあなたの部屋に居てくださらなかったのです？」

　わたくしは何とも云えない様子で，彼をじっと見つめ，こう返事をした。

　「…だって，お越しになるのが遅いのですから !!」

　（この《遅い》という形容詞は，云いえて妙だった！）

　美しい病院の真新しく清潔で白
はくあ

亜の別館に，病室を選ぶ。小さな診察室に一番近い 11号室だ。

　尼
シスター

僧たちは若い。そのなかに，健康な若さに溢
あふ

れ，眼差しや口もとの溌
はつらつ

剌とした美人がひとり

いた。ジョヴァンナ尼
に

だった。わたくしの世話係だ。それで，わたくしは元気を取り戻す。病院

で過ごす最初の晩の陰
いんうつ

鬱な気分が，軽減される。

　でも，わたくしは涙を流す。遠く…母も連れずに…旅をしているわが子を思って…。

　賞讃された医学部教授の朝の回
かいしん

診。本能的な反感を互いに覚える。イライラしているふたりの

人間が，互いに睨
にら

み合って，敵同士であることを感得する。刀
ド ク タ ー

圭家フレスキが，有難くない気分

を中和してくれる。病気について語ってくれるのは，彼だ。彼の検査から受ける不思議な親密感

を，わたくしは教訓として書き取らせる。彼らの手が死体に対する無関心を維持したまま，わた

くしを解
かいぼう

剖している気分だ。
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　他の教授と同じ手順の内診を，その教授は行う。所見を的確に述べる。

　「正常な子宮。卵巣炎による腫
しゅちょう

脹。子宮付属器の病変。」

　複数の指は，内部の入念な検査を続行し，病変を感知する。内診の操作手順は一様だが，医師

により，人柄により変化があり，患者が受ける印象はまったく異なる。

　目下，嫌
いや

がるわたくしの喰
く

いしばった歯が，キーキーと音を立てている。

　二人の医師が立ち去る時に，小声でこう云うのを耳にする。

　「ヘンテコ極まりない…尋
じんじょう

常じゃない…」

　「…免
めんえきりょく

疫力は素晴らしい。手術は絶対必要だ…」

　「…知性が血液に反映されているのだ…」

5．攻撃に曝
さら

された腹
アブドーメン

部（ UN VENTRE LANCIATO ALL’ ASSALTO ）

 　「先生，医学部教授はわたくしの気に入らないわ…感じが悪いの。宝物の生
いの ち

命を敵の手に渡

すなんて！…」

　「まあ！ 大
おお

袈
げ

裟
さ

な人だ！ 貴
あな た

女は，想像もできない女ですよ！ …ご心配無用です！ わたくし

に任せて下さい。わたくしは，貴
あなた

女の病
ベッ ド

床を離れるつもりはありませんから。麻酔6） がかかって

いる間に，彼はただ執
しっとう

刀しなければならないだけで，従って，本能的な親近感も反感も感じない

でしょう。」

　かかる感性の鬩
せめ

ぎ合いを蒙
こうむ

る神経の秘められた本能を，科
サイエンス

学は問題にしていない。われわれは

大いにこうした問題に注意を払う必要があると，わたくしは主張する。彼は，本能というものが

正しいことはほとんどないと云い張る。

　「しばらく様子を見ることに致しましょう。」

　「だめ！ 今すぐやっていただきたい！ …早急に！」

　毎日，気のおける女友だちが見舞いに来る。離婚して悲しげな友人は，白い病室に金髪の美し

い娘を連れてくる。荒々しい思春期のことなど度外視して，わたしたちの愛は，ただ慰めだけに

用意されている。

　彼女は肌が白く，実に洗練されていて，神経質な（離婚）女性だが，二度目の良
おっ と

人に 10年来

の愛情を注がれ，その抜け目のない繊細な微
ほほえみ

笑に，俗っぽさが感じられる。晩婚の連れ合いを最

近亡
な

くして喪
も

に服しているルチーアは，わたくしの病
ベッド

床のかたわらで，しばしば苦い涙に咽
むせ

んで

いる。成人した息子のパオロに，物理的にじゅうぶんに報いられて倖
しあわ

せなマリーアは，ふたこと

目には，夜
ナイト・

間勤
ポーター

務の仕事にくじけない彼のことを自慢の種にする。彼女は，先ほどまでの女性特

有の調子に加えて，多少骨の折れる家
メナージュ

事の実際にも言及することを忘れない。隠
インゲン

元豆の羹
スープ

汁や鄙
ひな

びた味覚を，しばしば話題にする…

　女友だちは，四人全員とも，ことばにならないスリリングな魅力を感じ取っている間近に迫っ

た手術当日を，わたくしがじっと待つために不可欠の存在なのだ。
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　偶
たまたま

々，ドゥーゼ7） が羅
ローマ

馬に滞在中と知って，彼女宛てに，病床から便りをしたためる。

　彼女は，素敵な手に四葉の白
ク ロ ー バ

爪草を持って，すぐにわたくしのところへやって来た。助手の医

師から，わたくしの悪性疾患について熱心に話をうかがう。わたくしを勇気付け，励ましてくれ

る。

　「万事順調に行くわよ…自信を持つの…治るから。」

　鋭い眼つきの冷たい医学部教授は，さらりと垢
あかぬ

抜けした調子で云ってのける。

　「では，日を決めましょう…今週の…水曜か，木曜か，金曜に。」

　「木曜日に。」

　「これで決まりました。」

　気が引けるほどに責
せきむ

務に忠実で，やや醜
みにく

い気の毒な存在の看
ナ ー ス

護婦に鬱
うっぷん

憤晴
ば

らしをする。

　「教授は憎
にく

たらしい！ まだ彼に執
しっとう

刀してもらうかどうか迷っているの。…彼は嫌
いや

だわ！」

　彼女は，教授が例えば手術の日をわたくし自身に選ばせるといった特別の配慮をわたくしにし

てくれていると念を押す。…普通は，患者の意
いこう

向など考慮せずに，彼が手術の日程を決める。

　「そのようなことは問題ではない…とにかく嫌
いや

なの！ 虫が好かない…」 

　ところが，手術器具の魅力，恐怖に対する説明できない好奇心，やり過ごさなければならない

深刻な時間が与える戦
せんりつ

慄，生命の限界に曝
さら

される危険な賭
か

け，血の出るような退屈しのぎ，そう

したことを思うと，わたくしはその場で身動きがとれなくなる。わたくし自身の本能的反感より

も，こうしたことの方が強力なのだ。

　《拝啓，エマーソン8） が見つかりませんが，そのうち手に入れるつもりです。》

　《ところで，この三人の友人をあなたのお手許にお届けします。》

　《では，近いうちに。》

　《エレオノーラ》（三冊の本）

　水曜日 ― いつも切
せっぱつま

羽詰って，落ち着かない気分だ。神経が昂
たか

ぶって，全身が震える。真似の

できないほど美しいドゥーゼが，香水の爽
さわ

やかな匂いとともに，明日のことを強
きょうはくかんねん

迫観念のように

思いつめないようにと，わたくしの気分転換をしてくれるが，何の効果もない。彼女は，エマー

ソンやアニーレ9） といったかつての真面目な賢者たちの立派な書物を病
ベッド

床に置いてゆく。

　ルチーアがプレゼントしてくれた趣味の良い本立てが 脇
サイド・テーブル

机 の上にあるが，未来派の書物が

何冊かあるのに気付く。

　「あれ！ …どうして！ …未来派などが ?!」

　熱っぽく，わたくしは自分の新しいものに対する情熱を語って聞かせる。未来派運動の混
こんとん

沌と

した前衛形態が，別個の前人未到の感性を作り上げてゆくことになるとのわたくしの意見を聞い

て，ドゥーゼは少し感動する。 

　「芸術・思想のあらゆる表現には，敬意を払う価値がある」と，彼女は云う。「こうした高貴

な見解を愚
ぐろう

弄する理由はどこにもないわね。貴
あなた

女が讃美し理解していることは正しいと思う。」

　本立てに，際立った対立が見られる。『ジャン・ポロン・ポロン Zang-tumb-tumb』や『洋上
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に架かる橋』や『サム・ダン Sam Dunn』といった書物のかたわらに，死んだ書物，在るのは

…『ルルドの聖母の奇
きせき

蹟』！ 

　知り合いの敬
けいけん

虔な婦人が多少の気
きづか

遣いをしてくれて，元気を出すために，その時が来るまで，

その本を読むようにと勧めてくれていた。年寄り臭い貧相な信心より，自分が納得している無信

仰の方が優れているなどと，わたくしは敢えて云わなかった。そうした事情で，その本は他の本

と一緒にそこに並んでいるのだ。

　前日の晩，わたくしは頭が冴
さ

えて眠れず，例の近親憎悪という対立の皮
アイロニー

肉のことをふと考えた

りした。空想にまかせて，別個の情念がまくし立てる姦
かしま

しい何頁
ページ

にも及ぶ対話を想像していた。

やがて，わたくしは，それらの書物が動揺し，互いに無意味な一騎打ちを交
まじ

えているかのような

印象を持った。おしまいには，優しい聖母は，わたくしの勝手な空想世界で，完全にマリネッ

ティの扇動的で好戦的な感
リリシズム

傷と彼の辛
しんらつ

辣な皮
アイロニー

肉に降参してしまっていた。

　「ルルドの聖母の信者なの？」

　わたくしは，くすっと嘲
ちょうしょう

笑した。

　「そうじゃやないの。神にすがって勇気付けてもらう代わりに，独力で命
いのちが

懸けの勝負に挑戦す

るの。考えてもごらんなさい。明日のこの時間には，わたしはもうこの世にいないかも知れない

のよ…それはともかく，退屈しないだけでも救われるわ！」

　わたくしは，細
こま

かな愛情の配慮を見せて，わたくしを励まそうと彼女が持参してくれた白い薔
バ

薇
ラ

の見事な花束に顔を埋める。わたくしが動かすことができない明日のことが思いやられて，眼

に見えて煩
はんもん

悶しているので，我が尊敬する友人は，仕事や演劇活動の話題を口にして，気を紛
まぎ

ら

そうとつとめてくれる。彼女は，（今 11時なので）早速《灰》10） の映画撮影に出かけなければな

らない。

　「マリオと仕事するの。彼のことはご存知？」

　「ええ，とっても感じの良い人…なかなか魅力的な男性ね。」

　「じゃあ，彼を呼んであげるわ。何日かすれば，連れてきてあげる。」

　彼女は笑って，わたくしをなだめてくれる。わたくしの動
どうよう

揺を鎮
しず

めてくれる。脈を診
み

にやって

来た女性医師に，彼女は話しかける。

　「先
ドクター

生，あなたにお伺いしたいのですが…患者さんに迷惑をかけないで，もう一度お見舞いす

ることができるのは，何時ごろになるでしょうか。」

　教授は姿を見せない。

　彼はドゥーゼがわたくしを見舞っていることを知ったのだ。彼は，女のお洒
しゃれ

落をことごとく憎

み，毛嫌いしている。彼は，血なまぐさく肉を切り裂く自己の人間嫌いを損
そこ

なうようなあまりに

強烈な匂いの化
ト ワ レ ッ ト

粧部屋を避けている。でも，その彼も，今となっては，わたくしがこれから演じ

ようとするドラマの端役にすぎない。

　ひとりの尼
シスター

僧がやって来て，司祭がわたくしを宗教的に励まそうと礼
チ ャ ペ ル

拝堂に控えている旨
むね

をし

きたり通り告げる。すでに心の準備は出来ている旨
むね

を，微笑みながら丁重に返答する。そして，
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ふたたびジューリオ宛の大切な手紙を書こうとする。その手紙に，当初わたくしたちが苦しんだ

宗教信条の齟
そ ご

齬のことや，幼い子供の躾
しつけ

についての希望や，彼の優しい心
こころづか

遣いに対する自分の愛

情などを，熱の籠
こも

った調子で一気に綴
つづ

る。

　もう一人の尼
シスター

僧がやって来て，わたくしの邪魔をしてまで，根気よく諭
さと

そうとする。半分開い

ている戸口から声が聞こえてくる。他の尼
シスター

僧たちが，この困った事態についてしゃべっているに

ちがいないと察しをつける。一番根性のある尼
シスター

僧が，わたくしを説得しようとやっきになる。

　「奥さま…神聖な聖
せいたいはいりょう

体拝領を…よりうまくことが運びます…神のご加
か ご

護が…」

　欠
あくび

伸をグッと堪
こら

えて，失礼にならないように努力する。

　「尼
シスター

僧さま，もうじゅうぶんと申しています…どうか，これ以上おっしゃらないで…わたくし

のために祈って下さい…」

　尼
シスター

僧たちは，廊
ろうか

下を落ち着かない様子で右往左往している。

　たくさん花を抱えて，ルチーアがやって来る。彼女は，長い喪
も

の面
ベー ル

紗で悲しい顔を覆
おお

っている。

助手の医
ドクター

師を連れて来て，内心ハラハラしながらわたくしの様子を見守って，神経性の発熱の程

度を自分の眼で確かめようとする。

　わたくしには，絶対安静が必要だ。

　彼らは語っては笑う。そうしてあれこれと，わたくしの憂
う

さ晴
ば

らしをしてくれる。わたくしは

努めて彼らに合わせようとするが，精神を集中できず，これから経験する時間のことを考え，危

険がいっぱいの深刻でどうなるか分からない明日のことばかりが気になる。 

　あまり器
きりょう

量良
よ

しでない看
ナ ー ス

護婦が，そこへ割って入る。気立てがよくて心の広い彼女は，自分に

とって不可解で変わった存在のわたくしに，たちまちなついた。わたくしには，もっと手厚い世

話と忍耐が必要であることを本能的に察してくれる…

　「奥さま，お化粧にまいりましょう…」

　「お化粧って？ …舞踏会を控えてもいないのに…」 

　「ハハハ！ 医
ドクター

師に笑われます。さあ，面倒かけないで，さっさと済ませましょう！ …とりあ

えず剃
てい

毛
もう

処置11） をしましょう。」

　診察室の手術台に寝て，不
ぶかっこう

恰好に両脚を開いた格好になる。剃
かみそり

刀を手にした可愛い小
アンジェリニン

天使と，

二人だけにしてほしいと云う。

　じっと大人しくしておれなくて，大いに難
なんじゅう

渋する。隣の部屋にいる刀
ド ク タ ー

圭家は，わたくしが

しょっちゅう叫び声を上げるので，業
ごう

を煮やしている。

　「じっとして ! …怪
け が

我します！」

　ちょっとした苦境を脱して，わたくしは一目散に部屋に戻る。ルチーアと刀
ド ク タ ー

圭家が眼を丸くし

ているのもかまわず，わたくしは思い切って引き出しと箪
たんす

笥を開ける。黙ったまま，病
ベッド

床の上の

持ち物を引っかき回す。肌
キャミソール

着姿で，顔面蒼
そうはく

白のわたくしは，肉
ショーツ

袴をはいて，頭
キャップ

巾をかぶる。

　わたくしの身体が，ぶるぶると激しく震える。《これ以上の馬鹿騒ぎ》を阻止しようと，

刀
ド ク タ ー

圭家が強く締め付けるので，わたくしは身悶える。
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　「ここから出てゆきたい！」

　キーキーと響くうわごとは，ヒステリックで無意味な笑いに変わる。肉
ショーツ

袴と頭
キャップ

巾だけの可
お か

笑し

な姿が，鏡に映っている。尼
シスター

僧と刀
ド ク タ ー

圭家と女友だちが，そっとわたくしを病
ベッド

床に寝かしてくれる。

とたんに，緊張が解けた。

　「どこへ行きたいのです ?！ 剃
ていもう

毛したてで，そんなに歩けませんよ…一番敏感な組織が，ヒ

リヒリしますから。」

　刀
ド ク タ ー

圭家は，やや息を弾ませながら，笑っている。掛
シーツ

布を被
かぶ

って，わたくしは激しい怒りを抑え

る。

　「馬
ば か

鹿！」

　でも，逃げ出そうとしても，無
む だ

駄なことは分かっているので，看
ナ ー ス

護婦とマリーアに伴われて，

浴室へ行く。マリーアは，愛情の籠
こも

った看護の仕事をルチーアから引き継ぐ。ルチーアは晩に

戻ってきて，わたくしと一夜を過ごしてくれる予定だ。

　温水に浸かると，多少は神経が鎮
しず

まる。マリーアが，わたくしの小柄な裸体を多少ぎこちない

云い方で褒
ほ

めてくれるので，わたくしは可
お か

笑しくなる。わたくしのキビキビした痩
そうしん

身は，力持ち

の女性の太って角張った体
たいく

躯と好対照をなす。

　浴室で，気立ての良いわたくしの小
アンジェリニン

天使は，何も知らずに大人しく，わたくしの腹部に沃
ヨー ド

度

丁
チン キ

幾を塗ってから，包帯を巻いてくれる。 

　ルチーアに見守られて，病
ベッド

床に戻る。午後の 5時。万一の事態を考えて，ジューリオに手渡し

くれるようにと，ドゥーゼ宛てに手紙を出す。手術がうまくいって麻酔から醒
さ

めた時，彼女の写

真を見れるように，一葉欲しいと伝える…

　午後 6時，教授の回診。彼に話をしたいと思う。冷めたく辛
しんらつ

辣な態度の彼が，こちらへやって

来る。ルチーアは，席を外す。

　「先生…わたくしは手術を受けなければならないので，しかもそれが早急に必要ということな

ら，少なくともこれ以上は妊
にんしん

娠問題を回避できるようにしていただきたい。健康な子供を出産で

きないと考えるだけでも，ぞっとしますから。それに…また…病気が治ると，30歳で，人生の

すべてを諦
あきら

めることはできないと思いますし…」

　彼は裁断するような声で，わたくしに答えて云う。その声は，好意的でなく，擦
かす

れて鼻にか

かっている。 

　「奥様，健康な部位は出来る限り少しでも残し，病魔に侵されている箇所だけを摘出するのが，

わたしの仕事です。開腹して確認してみないと，どのような状態なのか判りません。ところで，

今までの診察結果では，左側の子宮付属器はそっくりそのまま残せると思われます…」

　わたくしは敢えて癇
かんしゃく

癪を堪
こら

えない。彼が出て行くと，怒りをぶちまけたので，ルチーアは慰
なぐさ

め

るのに往
おうじょう

生する。

　明日になって被る頭
キャップ

巾や肌着と消毒済みの靴
ソックス

下の準備を一緒にする…

　午後 10時，彼女はわたくしの横に長
ソ フ ァ ー

椅子を置いて，そこで休む準備をする。わたくしは比較
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的落ち着いている。もう呆
ほう

けたようになっているわたくしには，休息が必要なのだ。

　消灯して 10分すると，廊下で静かな足音がする。戸口のところに，天才的俳優のマーリオが

姿を現す。ドゥーゼから励ましてあげなさいと云われてやって来たのだ。大きな写真を持って…

彼が部屋に入ってくる。

　「貴
あな た

女の子供なの ? …憶えているわ，生後 7ヶ月の頃，彼にわたしたち，こんな歌を唄って

あげたわ。」

　《カルロちゃん，カルロ坊や，

　お父ちゃんに，ニコニコ笑って…》

　ところが，わたしたちは，歌詞をこう云い換えなければならないことがしばしばあった。

　《…お父ちゃんに，シャーッと…おしっこをかけて…

　あれあれ，ほら，まあまあ！》

　わたくしは最愛のわが子のことで，一挙に頭の中がいっぱいになった。今頃は，何の不安も感

じないで，きっと無心に従
い と こ

兄弟たちとニコニコ笑っていることだろう。明日になれば，孤
みなしご

児に

なって…若いお母さんのことを知らずに成長するかもしれないというのに…そんなことはない…

冷静になるのだ！

　マーリオが連れてきてくれた女友だちの話に，じっと耳を傾ける。彼女は，自分自身を含めて

手術を受けた女性の話をしてくれる…でも，尼
シスター

僧がほんの数分と云って通してくれたので，彼ら

はそそくさと引き上げる。夜も更
ふ

けていた。 

　わたくしたちは眠る！ ルチーアは，わたくしに寝具をかけてくれる。彼女はそっと接
せっぷん

吻して

くれ，いたわるように苦しみでゆがんだその口もとをわたくしの影になっている額
ひたい

の上に置いた

ままだ。

註および参考文献

　本稿の翻訳に使用したイタリア語原文テキストは，Enif Angiolini Robert （1886-1976）, Un ventre 
di donna: romanzo chirurgico con Filippo Tommaso Marinetti （Facchi, Milano 1919）で，今回はその
導入部にあたる第 3頁から第 59頁までを本邦初訳として試みに日本語に訳してみた。
　未来派の前衛的な芸術運動は周知のようにマリネッティを中心にパリで男性グループによって旗
揚げされたことからも，エニフ・ロバートのような未来派の閨秀作家の存在はあまり顧みられるこ
とが少ないと思われる。しかし，本作は，まさに第一次世界大戦中のヨーロッパに作品中の時代設
定がなされており，しかも二十世紀初頭の数学・物理学－量子力学や理論物理学の創生期に当たり，
新しい技術革新の波に世界が呑み込まれようとしていた激動の時代に登場した閨秀作家が，自己の
病気治療と兵士マリネッティの塹

ざんごう

壕戦とを巧みな手法でアナロジーとして対比させ，半ば自伝的な
物語を近代的医療技術に対する不信感から未来派的展望に推移してゆく過程として日記・書簡体に
よって綴

つづ

ってゆくところに斬
ざんしん

新さが見受けられる。
1） 僂

リ ュ ー マ チ

麻質斯 rheumatism ― 全身の筋肉・関節などに多発性疼
とうつう

痛と運動障害を伴う原因不明の慢
性疾患の総称。俗に関節リウマチを指すことも，変形性関節炎を意味することもあり，混乱を
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招きやすい。
2） 内診法　internal（pelvic）examination  ― 婦人科診察の基本的触診法だが，個人のプライ
ヴェート・ゾーンに関する診察方法ゆえに，医師は患者の人格に特別の配慮をして，じゅうぶ
んなインフォームド・コンセントを得たうえで実施すべきもの。人差し指と中指 2指（未妊婦
人には 1指）を膣内に挿入して行う内触診法と，もう一方の手を下腹部外側から挟み込む子
宮・附属器双合診法に分かれるが，後者が一般的である。その他に，小児や未妊婦人には直腸
で診る直腸診 rectal examinationや，膣と直腸両方に 1指ずつ挿入する直腸膣診がある。最近
では，X線画像診断法，エコー診断法，磁気共鳴画像診断法，その他各種画像診断機器を使用
したコンピュータ画像診断法に重点が置かれてきている。

3） 子宮付属器炎 uterine adnexitis ― クラミジアトラコモナス，淋
りん

菌，大腸菌，ブドウ球菌，連
鎖球菌，嫌気性菌，結核菌などの上・下行性感染によって発症する卵巣・卵管の炎症で，先行
性帯

たい

下
げ

や下腹痛や圧痛を伴う。不妊症の原因になる。
4） 手

メ ス

術刀 surgical knife ― 特に外科手術などで，切開や切離などの目的に使用される刃先が大
小さまざまなサイズの刃物のこと。丸い刃先の皮膚切開用円

えんじん

刃刀
とう

，ドレーン留置処置用の刃先
がまっすぐで尖

とが

っている皮膚切開尖
せんじん

刃刀
とう

や，骨
こつまく

膜刀
とう

や切
せつだん

断刀
とう

など用途によって種々のタイプが
ある。現在では刃の部分を柄

え

からはずす使い捨ての替
か

え刃式メスが一般的である。内視鏡手術
などでは，切開・止血を瞬時に可能にする高周波高電圧発生メスやレーザー光線を利用した
レーザーメスを使用するが，それでも皮膚の切開は従来通りのメスが使用される。

5） 解剖 autopsy ― 現在の日本では，医学教育用の系統解剖，死因や病状解明のための病理解剖，
刑事訴訟法に基づく検証や鑑定のための司法解剖（法医解剖），非犯罪性の死因不明の場合に
実施される行政解剖（承諾解剖），食品衛生法や検疫法に基づく病因究明のための解剖などに
分類される。いずれにしても死体解剖保存法の定めるところに従って，厚生労働大臣が任命し
た解剖資格認定者，医学部・医学科解剖学・病理学・法医学教授または準教授，監察医によっ
てのみ行われ，それ以外の場合は保健所長の許可が必要で，司法解剖と観察医解剖以外の場合
は，遺族の承諾が必要である。以上の法規を無視すれば，死体損壊罪に問われる。

6） 麻酔 anesthesia ― 外科手術に際して古くは芥
ケ シ

子や朝
チョウセンアサガオ

鮮朝顔を使ったが，19世紀にエーテル，
クロロホルム，笑気を使用した患者の疼

とうつう

痛を可
か そ

塑的に除去する方法として発達した。意識の有
無で，全身麻酔と局所麻酔に分類し，全身麻酔は導入用の静脈麻酔と維持用の吸入麻酔の両者
を併用し筋

きん

弛
しか ん

緩薬
やく

使用が一般的である。局所麻酔は，表面麻酔，浸
しんじゅん

潤麻酔，伝達麻酔，神経ブ
ロック，硬

こう

膜
まく

外麻酔，脊椎麻酔に分類される。麻酔薬の作用機序 mechanismに関しては，細
胞膜の疎

そす い

水性部分に麻酔薬が溶け込みイオンチャンネルをブロックするとする臨界容積仮説
Meyer-Overton，中枢神経系に存在する特異な蛋白質の疎水部分（受容体）に麻酔薬が作用す
るとする蛋白受容体仮説など，未だに仮説の域に留まり，不明である。局所麻酔薬の場合は，
その芳香環が細胞膜のイオンチャンネル（Na-K）を塞ぎ脱分極できなくなるために神経興奮
がブロックされる。

7） ドゥーゼ Eleonora Duse（1858-1924） ― イタリアの舞台女優。幼少の頃から舞台経験を深め，
イプセンやダヌンツィオの演劇作品の主人公として活躍した。文豪詩人ダヌンツィオとの恋愛
関係で，世間の耳目を集めた。アメリカ公演中に死去。

8） エマーソン Ralph Waldo Emerson（1803-1882） ― 牧師の子として米国ボストンに生まれ，
ハーバード大卒業後，ボストン第二教会副牧師となるが，妻の死去後（1832），退職してヨー
ロッパを旅行，英国の思想家カーライルと交友する。帰国後は，思索と講演と著述の生活を送
り，〈コンコードの哲人〉と呼ばれた。『自然論』（1836）や『アメリカの学徒』（1837）によっ
て，楽天的で，個人主義的な神・人間・自然の究極的合一思想を標

ひょうぼう

榜，開拓時代の 19世紀ア
メリカ社会の思想的リーダーとなり，ソローやホーソンのみならず，海外にも多大の影響を与
えた。
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9） アニーレ ― 不明
10） 《灰》 ― イタリアで最初の女性ノーベル文学賞作家グラーツィア・デレッダ Grazia Deledda
（1871-1936）の長編小説（1904）のことで，映画化された作品に，エレオノーラ・ドゥーゼが
出演した。

11） 剃
てい

毛
もう

 pre-operative depilatory（shaving） ― 消毒法確立以前から手術創感染防止目的で実施さ
れてきたが，1970年代初めに感染予防効果に疑問が提示され，むしろ術後感染を増加させる
可能性が指摘されている。現在では一般に 切

インシジション・ライン

開 線 周囲および手術操作上支障となる最小
範囲内の剛毛除去を目的に，手術前日か当日に感染率が最も低い電気バリカンないし脱毛ク
リームを使って看護士の手で行われる。

　以上の註記作成には，以下の諸文献の関連項目を適宜参照した。
和田攻ほか編『看護大事典 Igaku-shoin Nursing Dictionary』医学書院 2003
南山堂『医学大辞典 MANZANDO’S Medical Dictionary』MANZANDO Co., Ltd. Tokyo 1985
『最新 医学大辞典 ISHIYAKU SHUPPAN’S Medical Dictionary』医歯薬出版株式会社 1990
『ステッドマン医学大辞典 STEDMAN’S English-Japanese Medical Dictionary』（株）メジカル

ビューMedical View社 2004
出月康夫責任編集『全科術前・術後マニュアル』照林社 1997



〈要約〉
　本稿では，白隠慧鶴（1685年-1768年）の『遠羅天釜』の伊訳を試みた。「白隠禅師の『遠羅天
釜』（1） ― 禅病について ―」（『研究論叢』LXXVI）および「白隠禅師の『遠羅天釜』（2） ― 念
仏と公案について ―」（『研究論叢』LXXX）においては，『遠羅天釜』の主な内容と中心的な概
念を分析し，紹介した。『遠羅天釜』は，三つの手紙で構成されている書である。三つの手紙
は，「鍋島摂州殿下近侍書」を巻の上，「遠方の病僧に贈りし書」を巻の中，「法華宗の老尼に贈り
し書」を巻の下とするものである。さらに，序文と下巻の付録を，漢文体で書いていた書も
含まれている。最後に『遠羅天釜続集』という「念仏と公案と優劣如何という書に答ふる書」が
収録されている書があり，『遠羅天釜続集』の中には，斯経慧梁（ ? -1786年）という白隠の高弟
の一人が書いた追加文が含まれている。これは「客の難に答う」という名義を表わし，原漢文
体で書かれた書である。
　本稿で引き続きとして伊訳している『遠羅天釜』巻の上は肥前蓮池藩の第4代藩主鍋島直恒
に宛てた手紙である。前回に『研究論叢』LXXXIIに掲載された翻訳の部分には，白隠禅師は
鍋島殿に動中の坐禅の優れた効果について説明していた。今回の伊訳の部分には，大乗仏教
の一つの宗派としての禅の修行について細かく説明している。
　本翻訳は，『白隠禅師法語全集』第 9冊（芳沢勝弘訳註，禅文化研究所，平成12年）にある白
隠自筆刻本（鹿苑寺所蔵）の写しから行ったものである。

Oradegama, volume I

  In tutto questo, quando ci adoperiamo totalmente per realizzare la nostra vera natura, cercando 

di ottenere un’energia vitale capace di renderla manifesta in qualsiasi luogo, non c’è niente che 

valga quanto la pratica nell’attività. 

  Ad esempio, immaginiamo di avere alcune centinaia di ryō1） d’oro e di farle custodire a una 

persona che per sorvegliarle si rinchiude in una stanza, chiude la porta a chiave e siede accanto ad 

esse; anche se di fatto le custodisce facendo in modo che nessuno le prenda e le rubi, non si potrà 

facilmente dire che si sia comportato come una persona energica e che abbia svolto un lavoro 

ammirevole.2） Questa situazione è paragonabile alla pratica distorta e individualista del buddhismo 
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hōnayōna3）.

  Diversamente, immaginiamo un’altra persona cui venga ordinato di prendere queste monete 

d’oro e farle recapitare in un certo luogo e che quest’uomo, in mezzo a bande di ladri che sciamano 

come vespe e a malfattori che pullulano come formiche, pieno di coraggio si sistemi una spada alla 

cintola, si rimbocchi l’abito fin sopra la tibia, assicuri le monete alla punta di un bastone che si carica 

in spalla e da solo le porti fino a quel dato luogo senza un minimo accenno di paura. In questo caso, 

ci possiamo congratulare con lui per la sua spettacolare impresa e per il suo valore. Ciò è paragona-

bile alla vera pratica del perfetto bodhisattva4）, che da un lato si impegna nella pratica per il suo 

Risveglio e dall’altro salva tutti gli altri esseri senzienti ［guidandoli verso la realizzazione della 

Via5）］. Quelle centinaia di ryō d’oro rappresentano la grande aspirazione, solida e che mai indietreg-

gia, nei confronti della retta pratica6）. I ladri che sciamano come vespe e i malfattori che pullulano 

come formiche simboleggiano le passioni degli uomini e cioè i Dieci Legami7）, i Cinque 

Offuscamenti8）, i Cinque Desideri9） e gli Otto Ostacoli10）. L’uomo raffigura il praticante impegnato a 

realizzare il vero zen, colui che ha raggiunto il perfetto risveglio11） del buddhismo mahōyōna. Quel 

certo luogo rappresenta il meraviglioso mondo del nirvana in cui vigono le Quattro Virtù12）, ossia 

l’eterna permanenza, la beatitudine, il Sé originario e la purezza. Per questo si dice che i monaci che 

praticano il vero zen debbano svolgere le loro attività quotidiane, come lo zazen e il riposo, nei luoghi 

del mondo contaminante con i suoi fenomeni13）.

  Spesso si è portati a criticare e svilire gli antichi praticanti del buddhismo hōnayōna, ma sia per 

la forza della loro comprensione della Via, sia per la luminosità della loro saggezza e per la ricchezza 

delle loro virtù, gli uomini di oggi non sono in grado di eguagliarli. Poiché essi sbagliavano il modo 

di praticare prediligendo soltanto i luoghi solitari e silenziosi, non conoscevano minimamente l’oper-

ato dei bodhisattva14） e non erano in possesso dei meriti necessari per edificare il regno di Buddha, il 

Tathāgatha15） li paragonò a volpi rognose, mentre Vimalakōrti16） li biasimava per il fatto di essere 

quel genere di persone che causano l’essicamento dei germogli e l’imputridimento dei semi17） ［del 

Risveglio］.

  Come disse il terzo patriarca del chan, “se si vuole ottenere il vero Risveglio della pratica 

mahōyōna, non si deve rifuggire dalle Sei Contaminazioni del mondo fenomenico”18）. Questo però 

non significa che ci si deve al contrario deliziare degli oggetti dei sensi19）. Come un uccello acqua-

tico che quando entra nell’acqua non si bagna per niente le ali, si deve invece continuare a praticare 

con determinazione e senza sosta, rimanendo nella realtà del mondo fenomenico, senza né attac-

carsi né rigettare gli oggetti dei sensi. Se per caso dovessimo continuare a evitare le Sei 

Contaminazioni che costituiscono il mondo reale e a temere gli Otto Venti20） che muovono le 

passioni, senza neanche accorgercene cadremmo nel buco della pratica hōnayōna e non 

riusciremmo mai a realizzare la Via del Buddha.
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  Yongjia Xuanjue21） ［nella sua opera Zheng Daoge］ affermò: “Il potere della saggezza ottenuta 

praticando lo zen nel mondo del desiderio è come il loto che sboccia dal fuoco e non potrà mai 

essere distrutto”22）. Neanche lui vuole affermare che bisogna vivere vittime dell’attaccamento ai 

Cinque Desideri. Al contrario, anche se ci si trova in mezzo alle Sei Contaminazioni e ai Cinque 

Desideri, bisogna agire mantenendo la propria mente pura e coerente, proprio come il fiore del loto 

che non si macchia del fango dal quale sboccia.

  Nonostante questo, anche una persona che vive nelle foreste in mezzo alle montagne o nei 

campi lontano dalle zone abitate, che mangia un solo pasto al giorno e pratica la Via sia di giorno sia 

di notte23）, non riesce ad agire con purezza. Figuriamoci, allora, quanto ciò sarà irrealizzabile per 

uno che vive con la sua famiglia in mezzo all’agitazione di una vita piena di occupazioni. Se non si 

possiede l’occhio per vedere nella propria natura, non si avrà la possibilità di vivere in accordo con 

questa verità buddhista. Perciò Bodhidharma24） ha detto: “Se desideri realizzare la Via del Buddha, 

devi guardare nella tua propria natura”25）. 

  Se tu riesci improvvisamente a risvegliarti alla vera realtà dei fenomeni e alla saggezza 

dell’Unico Veicolo26）, le Sei Contaminazioni saranno la meditazione zen e i Cinque Desideri saranno 

l’Unico Veicolo. In questo modo, tutto sarà presente durante la meditazione zen: dalle parole al silen-

zio, dal movimento alla tranquillità27）. Se si riuscirà in questo, la nostra realizzazione e quella di una 

persona che pratica tranquillamente nelle foreste e nelle montagne saranno differenti tanto quanto il 

paradiso lo è dalla terra. 

  ［Il precedente riferimento al］ loto che attraversa il fuoco, non vuole essere una lode ai praticati, 

persone assai rare in questo mondo. Yongjia comprese il significato profondo dell’insegnamento 

tiantai per il quale “le Tre Verità sono una”28） e perfezionò con accuratezza la pratica dello shikan29）, 

tanto che anche nella sua biografia ［raccolta nel Keitoku Dentōroku］30） esprime la sua ammirazione 

per la pratica zen in quanto presente in tutti gli aspetti della vita quotidiana, affermando: “i Quattro 

Retti Comportamenti coincidono sempre con la meditazione zen”31）. Nonostante il suo commento sia 

molto breve, non è qualcosa da interpretare con leggerezza. L’affermazione “i Quattro Retti 

Comportamenti coincidono sempre con la meditazione zen” si riferisce alla condizione mentale in 

cui “i Quattro Retti Comportamenti non sono altro che la meditazione zen e la meditazione zen non è 

altro che i Quattro Retti Comportamenti”. La stessa cosa è espressa dalla frase ［attribuita a 

Vimalakīrti］ in cui si afferma che “il bodhisattva, senza edificare il luogo per la pratica, manifesta i 

suoi numerosi retti comportamenti”32）.

  In altre parole, poiché il loto è un fiore che sboccia dentro l’acqua, quando si avvicina al fuoco 

appassisce immediatamente. La fonte di calore è, quindi, per il loto il peggior veleno in assoluto. 

Tuttavia, il loto che sboccia dalle fiamme, più a contatto con il fuoco si trova e più bello e profumato 

diventa. Una persona che pratica sin dall’inizio provando avversione e quindi evitando gli oggetti dei 
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Cinque Desideri, non importa quanto possa essere esperto nella dottrina della vacuità del sé e dei 

fenomeni33） e non importa quanto chiaro sia il suo modo di intendere la Via, quando si allontana dal 

tranquillo e silenzioso luogo della pratica ed entra nel mezzo dell’attività quotidiana34）, egli sarà 

come un mollusco fuori dall’acqua o una scimmia lontana dagli alberi. Non avrà neanche un po’ di 

energia e sarà proprio come il loto che quando si trova vicino al fuoco appassisce subito.

  Se, invece, sempre in mezzo alla realtà quotidiana delle Sei Contaminazioni una persona si 

impegna ［nella pratica］ con spirito intrepido, senza farsi distrarre e senza esitare,  diventando un 

tutt’uno con ciò che fa e senza commettere nemmeno un errore, sarà come quell’uomo che attra-

versando luoghi turbolenti e pericolosi è riuscito a consegnare le centinaia di ryō d’oro. Mostrandosi 

degno di fiducia e di carattere forte, e procedendo senza un momento di interruzione, in un istante 

riuscirà a superare e a liberarsi dai legami della coscienza profonda e dalle radici delle passioni, e 

trascendendo ogni dualità come quella della vita e della morte proverà una tale gioia da fargli 

sembrerà che lo spazio e il cielo cadano e una montagna di ferro si sgretoli. Egli sarà come il loto 

che sboccia dal mezzo delle fiamme, il cui colore e la cui fragranza diventano più intensi a mano a 

mano che si avvicinano al fuoco. E questo perché il fuoco è il loto e il loto è il fuoco.

注

1） Il ryō 両 era in origine un’unità di peso per l’oro. In seguito divenne la valuta del periodo 
Tokugawa.

2） Non siamo a conoscenza di altri testi che riportano questo esempio, quindi si può ritenere che sia 
una creazione di Hakuin, il quale d’altronde si serve spesso di aneddoti e metafore per spiegare 
gli insegnamenti buddhisti e le caratteristiche della pratica zen. 

3） Il termine qui usato è nijōshōmon二乗声聞 e indica il buddhismo hōnayōna, la cui pratica è 
incentrata sulla realizzazione di se stessi.

4） Endōn bosatsu 円頓菩薩. È un termine utilizzato in particolare nella scuola tiantai （in giapponese: 
tendai 天台）. Nella scuola zen il termine endōn indica l’essenza ultima del buddhismo mahōyōna, 
di conseguenza endōn bosatsu è il bodhisattva che, incarnando in pieno l’idea della pratica 
mahōyōna, si dedica a infinite pratiche sia per la propria realizzazione o risveglio sia per quella 
degli altri esseri senzienti in qualità di guida. Si veda anche la nota successiva.

5） L’espressione qui utilizzata è jōgubodai gekeshujō 上求菩提下化衆生 ed esprime un concetto 
fondamentale del buddhismo, già presente nell’opera della scuola tiantai Mohe zhiguan 
（giapponese: Makashikan摩詞止觀）, e particolarmente enfatizzato da Hakuin. Descrive la pratica 
del bodhisattva che simbolicamente è rivolta verso l’alto quando si dedica al suo Risveglio e verso 
il basso quando si occupa della salvezza di tutti gli esseri senzienti indicando loro il cammino 
verso la realizzazione della Via, ma che da un punto di vista temporale manifesta contemporaneità. 
Per Hakuin, questo concetto deve essere sempre presente nella mente e nelle intenzioni del 
praticante. 

6） Il termine utilizzato in questo caso è shōnen kufō 正念工夫 e anche questo rappresenta un 
concetto fondamentale nell’insegnamento di Hakuin. Nel buddhismo, shōnen indica la settima 
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delle Otto Virtù comprese nel Nobile Ottuplice Sentiero （in giapponese hasshōdō 八正道; in 
sanscrito ōrya astōṅgika mōrga）. Il Nobile Ottuplice Sentiero comprende: la retta visione （in 
giapponese: shōken 正見）, la retta intenzione （in giapponese: shō shiyui 正思惟）, la retta parola 
（in giapponese: shōgo 正語）, la retta azione （in giapponese: shōgō正業）, il retto modo di vivere 
（in giapponese: shōmyō 正命）, il retto sforzo （in giapponese: shō shōjin 正精進）, la retta 
presenza mentale （in giapponese: shōnen 正念） e la retta concentrazione （in giapponese: shōjō 
正定）. Il termine kufō viene spesso utilizzare per indicare l’impegno nella vera pratica zen e in 
particolare nella realizzazione del kōan.

7） I Dieci Legami, in giapponese jitten 十纒, che ostacolano la mente impedendole così il Risveglio e 
incatenano gli esseri umani a una esistenza ciclica, sono: la mancanza di coscienza （in 
giapponese: muzan 無慚）, la mancanza di vergogna （in giapponese: mugi 無愧）, l’invidia （in 
giapponese: shitsu 嫉）, l’avarizia （in giapponese: ken 慳）, il rimorso （in giapponese: ke 侮）, la 
sonnolenza （in giapponese: min 眠）, la volubilità （in giapponese: jōko 掉挙）, la svogliatezza （in 
giapponese: konjin 惛沈）, la collera （in giapponese: fun 忿） e l’ipocrisia （in giapponese: fuku 覆）.   

8） I Cinque Offuscamenti, in giapponese gogai 五蓋, che bloccano la vera mente, sono: la cupidigia 
（in giapponese: donyoku 貪欲）, l’ira （in giapponese: shini瞋恚）, il torpore （in giapponese: 
konmin 惛眠）, l’agitazione e il rimorso （in giapponese: jōke 掉悔）, e il dubbio （in giapponese: gi 

疑）.
9） I Cinque Desideri, in giapponese goyoku 五欲, ossia i desideri verso gli oggetti dei sensi sono: il 

desiderio di ricchezza （in giapponese: zaiyoku 財欲）, il desiderio di sesso （in giapponese: shiki- 
yoku 色欲）, il desiderio di bevande e cibo （in giapponese: inshoku yoku 飲食欲）, il desiderio di 
fama （in giapponese: meiyoku 名欲） e il desiderio di sonno （in giapponese: suimin yoku 睡眠欲）.

10） Gli Otto Errori, in giapponese hachija 八邪 , cioè le azioni o errori che ostacolano le otto virtù del 
Nobile Ottuplice Sentiero, sono: la visione errata （in giapponese: jaken 邪見）, l’intenzione errata 
（in giapponese: jashiyui 邪思惟）, la parola errata （in giapponese: jago 邪語）, l’azione errata （in 

giapponese: jagō 邪業）, il modo di vivere errato （in giapponese: jamyō邪命）, lo sforzo errato （in 
giapponese: jashōjin 邪精進）, la presenza mentale errata （in giapponese: janen 邪念） e la 
concentrazione errata （in giapponese: jajō 邪定）.

11） Qui appare nuovamente il termine endōn 円頓, particolarmente utilizzato nella scuola tiantai. 
12） Jōraku gajō 常楽我浄. Si tratta delle quattro proprietà o virtù del nirvana （in giapponese: nehan 

涅槃） definibili anche come assenza di cambiamento, assenza di sofferenza, assenza di legami e 
assenza di passioni. I loro contrari descrivono, invece, le caratteristiche del mondo dei non risveg-
liati. La loro descrizione si trova nel Mahōparinirvōṇa Sōtra （in giapponese: Daihan nehankyō 
『大般涅槃経』）.

13） Shōshiki tairi 声色堆裏. Il mondo fenomenico per il buddhismo è caratterizzato dalla Sei 
Contaminazioni o rokujin 六塵. Questo termine è un sinonimo di rokkyō, che indica i sei oggetti di 
cognizione corrispondenti ai sei organi di senso e sono: i colori （in giapponese: shiki 色）, i suoni 
（in giapponese: shō 声）, gli odori （in giapponese: kō 香）, i gusti （in giapponese: mi 味）, il 
contatto （in giapponese: soku 触） e gli elementi （in giapponese: hō 法）. Costituiscono gli oggetti 
che contaminano la purezza originaria della nostra mente. Il termine shōshiki tairi utilizza solo i 
nomi dei primi due oggetti per rappresentarli tutti.

14） Il concetto stesso di bodhisattva, che oltre all’ottenimento del suo risveglio si dedica anche alla 
salvezza di tutti gli altri esseri senzienti, è di origine mahōyōna e quindi sconosciuta ai praticanti 
hōnayōna.

15） Qui il termine giapponese nyorai 如来 indica Śākyamuni Buddha.
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16） Un famoso laico buddhista, le cui gesta e insegnamenti sono raccolti nel Vimalakōrti nirdeōa 
sōtra （in giapponese: Yuimakyō『維摩経』）. Il termine qui utilizzato non è Yuima ma Jōmyo, 
un’altra versione giapponese del nome Vimalakōrti, ma in realtà qui Hakuin avrebbe dovuto fare 
riferimento al Vimalakōrti sōtra.  

17） Il riferimento simbolico è ai germogli e ai semi del risveglio.
18） Questa frase è presente nello Xinxin ming （in giapponese: Shinjin mei『信心銘』）, testo attribuito 

al terzo patriarca cinese, Sencan （in giapponese: Sōsan 僧璨; ? -606）.
19） Il riferimento è ai rokujin, la cui spiegazione è stata riportata precedentemente. Cfr. nota 13.
20） Gli Otto Venti, in giapponese happō 八風, cioè le otto tentazioni che provocano e agitano la mente, 

sono: il guadagno （in giapponese: ri 利）, la perdita （in giapponese: sui 衰）, la calunnia （in 
giapponese: ki 毀）, l’elogio （in giapponese: yo 誉）, la lode （in giapponese: shō 称）, lo scherno （in 
giapponese: ki 譏）, il dolore （in giapponese: ku 苦） e il piacere （in giapponese: raku 楽）.

21） In giapponese Yōka Genkaku （永嘉玄覚, 665-713）. È considerato l’autore dello Zheng Daoge （in 
giapponese: Shōdōka 『證道歌』）. Fu un discepolo di Huineng （in giapponese: Enō o, nella versi-
one più lunga, Rokuso Enō 六祖慧能 638-713）, il sesto patriarca dello zen cinese o chan.

22） Si tratta di una frase presente nello Shōdōka.
23） Si riferisce ai sei periodi del giorno （giapponese: rokuji gyōdō, 六時行導［道］）, le sei ore in cui il 

praticante, senza sdraiarsi o riposarsi, si dedica solo alla pratica dello zazen. Corrispondono a 
un’ora della mattina, a una del mezzogiorno, a una del tramonto, a una della sera, a una della notte 
e a una della notte fonda. 

24） Bodhidharma （in giapponese: Bodai Daruma 菩提達磨） è il primo patriarca del chan.
25） Si tratta di una frase presente nello Xiemo lun （in giapponese: Ketsumyaku ron 『血脈論』）, opera 

attribuita a Bodhidharma, ma verosimilmente di epoca successiva.
26） Nel Saddharma Puṇḍarōka Sōtra o Sōtra del Loto （in giapponese: Hokekyō 『法華経』） si sostiene 

che l’insegnamento del Loto rappresenti l’Unico Veicolo e che non ne esistano altri. L’espressione 
in giapponese è: yuiu ichijō「唯有一乗」ed è un concetto portante del Sōtra del Loto che cerca in 
questo modo di eliminare discriminazioni tra buddhismo mahōyōna e hōnayōna.  

27） Il termine utilizzato è gomoku dōsei 語黙動静 e indica la totalità delle azioni della vita quotidiana.  
28） Il termine utilizzato è santai sokuichi「三諦即一」, per cui le Tre Verità dell’insegnamento tiantai 

sono tre ma costituiscono un tutt’uno. Le Tre Verità, denominate kōtai 空諦, ketai仮諦 e chōtai 
中諦, sono utilizzate per descrivere la realtà in tre aspetti. Kōtai, la Verità del Vuoto, ci spiega che 
tutti gli esistenti sono vuoti e non sostanziali nella loro essenza. Ketai, la Verità dell’Esistenza 
Nominale, afferma che tutti i fenomeni sono manifestazioni temporanee prodotte da cause e 
condizioni, ed esistono solo per via della loro designazione nominale. Infine Chōtai, la Verità 
Mediana, è la spiegazione del fatto che la realtà assoluta di tutti gli esistenti non può essere 
definita in termini né negativi né affermativi, né di vuoto né di esistenza nominale e provvisoria, 
perché è una verità che trascende la dicotomia e si colloca nel mezzo delle altre due verità. 
L’insegnamento tientai delle Tre Verità si rifà ad alcuni versi del fondatore della scuola mōdhyam-
ika, Nāgârjuna （metà del II sec. － metà del III sec.）, contenuti nel trattato di quattro volumi 
Mōla-mōdhyamaka-ōōstra （in giapponese: Chōron 『中論』）.

29） Shikan 止観. Il termine indica “cessazione （o quiescenza） e contemplazione”, in relazione alla 
pratica meditativa buddhista che mira a calmare i pensieri （止） e ad applicare una lucida osser-
vazione （観）, condizioni necessarie allo sviluppo della concentrazione e alla comprensione dei 
principi della realtà. 

30） Il riferimento è alla biografia di Yongjia contenuta nel IV volume del Jingde chuandeng lu （in 
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giapponese: Keitoku dentōroku 景徳傳燈錄）. Quest’opera di 30 volumi, composta da Yongan 
Daoyuan （永安道源, ? - ?） nel primo anno dell’epoca Keitoku （1004） e pubblicato nel 1008, 
raccoglie le biografie di 1701 maestri zen indiani e cinesi, numero che stabilisce simbolicamente 
la quantità dei kōan esistenti.

31） I Quattro Retti Comportamenti （in giapponese: shiigi四威儀, che secondo Yongjia sono sempre 
presenti nella meditazione zen, indicano le azioni del camminare 行, dello stare in piedi住, del 
sedersi 坐 （in particolare a gambe incrociate in meditazione） e dello sdraiarsi 臥. Queste quattro 
posture si pensava comprendessero tutte le attività umane, specialmente in riferimento alla 
pratica monastica, ed erano spesso identificate come caratteristiche dei bodhisattva. 

32） Frase presente nel capitolo Bosatsubon 菩薩品 del già citato Yuimakyō 『維摩経』, che insieme alla 
più famosa espressione jikishin ze dōjō 直心是道場 （trad. italiana: la nostra integra mente è in sé 
il luogo della pratica） ci spiega che il vero luogo della pratica o dōjō non è altro che la nostra 
stessa mente e quindi non è un luogo da edificare poiché già in noi.  

33） 我法二空 gahō nikō. Significa che i vari fenomeni, compresi noi stessi, sono privi di sostanza e 
quindi rappresentano una manifestazione della vacuità.

34） I due termini che Hakuin contrappone per spiegare il concetto per lui fondamentale di “pratica 
nell’attività” sono jōchō 静中 e dōchō 道中, che indicano rispettivamente il luogo tranquillo e 
silenzioso dove ci si siede solitamente per praticare lo zazen e la rumorosa confusione presente 
nella realtà della vita quotidiana. Secondo Hakuin è inutile rifugiarsi in luoghi tranquilli per prati-
care, perché la vera pratica è quella che si realizza nel mondo pieno di distrazioni e di persone 
schiave delle passioni e dei desideri. Questo tipo di pratica svolta nell’attività è per Hakuin la più 
solida, la vera e unica pratica.
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〈要約〉
　必修科目「フランス語講読」における文学作品の教材選択で，担当者が留意していることは，
当該学生の語学力，セメスター制による分量，簡潔な文体，内容に対する学生の興味，そし
て特に，作品を通して，学生たちにフランス語の何を学んでほしいか，ということである。
その点で，ここに取りあげた Alphonse Daudetの l’Arlésienne『アルルの女』は，内容に若干
の異同があるが，Bizetの同名の組曲としても有名（？）であるし，何よりも，短編にもかか
わらず，学ぶべき語法がふんだんに盛り込まれている作品である。種々のいわゆる初級読本
では扱われることのない，présent historiqueや style indirect libreがその代表と言っていい
だろう。
　以下，講義ノートを作成するつもりで，主としてフランス語法の面からこの作品を読んで
みることにする。対象は第5セメスターの学生である。大方のご教示，ご批判をいただけれ
ば幸いである。

DA01

Pour aller au village, en descendant de mon moulin, on passe devant un mas bâti près de la 

route au fond d’une grande cour plantée de micocouliers. C’est la vraie maison du ménager de 

Provence, avec ses tuiles rouges, sa large façade brune irrégulièrement percée, puis tout en 

haut la girouette du grenier, la poulie pour hisser les meules et quelques touffes de foin brun 

qui dépassent... 1）

01 en descendant de mon moulin「風車小屋を下って」

　en + 現在分詞 = gérondif〈ジェロンディフ〉

　ジェロンディフは，常に副詞的に機能することから，主節の動詞 passeを修飾する。用法とし

て同時性，様態，条件，原因，譲歩，手段などがある。この場合，手段を表すと考えられる。

【用例 1】  Rien n’assurait à la jeune femme que son époux fût leur fils. Ils en donnèrent la preuve, 

en décrivant des signes particuliers qu’il avait sur la peau. 2）

【用例 2】 En prenant l’avion, on peut aller à Tokyo en une heure.
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DA02

Pourquoi cette maison m’avait-elle frappé ? Pourquoi ce portail fermé me serrait-il le cœur ? Je 

n’aurais pas pu le dire, et pourtant ce logis me faisait froid. Il y avait trop de silence autour... 

Quand on passait, les chiens n’aboyaient pas, les pintades s’enfuyaient sans crier... A l’intérieur, 

pas une voix ! Rien, pas même un grelot de mule... Sans les rideaux blancs des fenêtres et la 

fumée qui montait des toits, on aurait cru l’endroit inhabité.

01 Pourquoi cette maison m’avait-elle frappé ?「なぜ私はこの家に強い印象を受けたのか」

　一般に，quand, comment, oùといった，疑問詞は主語が名詞の場合にも単純倒置を使用する

が，pourquoiは，本文のように複合倒置をする。

02  Je n’aurais pas pu le dire, （...）「（なぜなのかそうなのか言おうと思っても）言えなかっただ

ろう」

 leは中性代名詞。前の 2文，Pourquoi cette maison m’avait-elle frappé ? Pourquoi ce portail 

fermé me serrait-il le cœur ?を受けている。

 aurait puは，pourvoirの条件法過去。過去における仮定の用法を示している。ここでは〈si +

直説法大過去〉の条件部分が省略されている。すなわち Si j’avais voulu dire, je n’aurais pas pu le 

dire.

03 pas une voix !「声一つしなかった」

 On n’entendait pas une voix !あるいは，Il n’y avait pas une voix !の省略文。つぎの Rien, pas 

même un grelot de mule... も同じ。また，une voixの uneおよび un grelotの unは，普通〈否定

の de〉が使われるが，ここでは不定冠詞を使用することによって，否定の度合いを強調する意

味がある。

【用例 1】 Il n’y avait pas d’étoile dans le ciel.（空には星がなかった）

【用例 2】 Il n’y avait pas une étoile dans le ciel.（空には星一つなかった）

　部分冠詞の場合も同様である。

【用例 1】 Il n’y avait pas de vin dans la bouteille.（瓶にはワインが入っていなかった）

【用例 2】 Il n’y avais pas du vin dans la bouteille.（瓶にはワインが一滴も入っていなかった）

04  Sans les rideaux blancs des fenêtres et la fumée qui montait des toits,「窓の白いカーテンと屋

根から上る煙がなければ」

　Sansが〈si +直説法大過去〉の条件文の代わりに用いられている。同様の例として，

【用例 1】 A ta place, je n’aurais jamais dit cela.
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【用例 2】  Il suffirait de pouvoir aller en France en une minute pour assister au coucher de 

soleil. 3）

【用例 3】  Que n’aurais-je pas donné pour pouvoir dire tout au long cette fameuse règle des 

participes, bien haut, bien clair, sans une faute ? 4）

などを示しておく。

05 on aurait cru l’endroit inhabité.「その場所は誰も住んでいないと思われただろう」

 inhabitéは付加形容詞として l’endroitを修飾するのではなく，l’endroitの属詞である。

DA03

Hier, sur le coup de midi, je revenais du village, et, pour éviter le soleil, je longeais les murs de 

la ferme, dans l’ombre des micocouliers... Sur la route devant le mas, des valets silencieux 

achevaient de charger une charrette de foin... Le portail était resté ouvert. Je jetai un regard en 

passant, et je vis, au fond de la cour, accoudé, ̶ la tête dans ses mains, ̶ sur une large table 

de pierre, un grand vieux tout blanc, avec une veste trop courte et des culottes en lambeaux... 

Je m’arrêtai. Un des hommes me dit tout bas :

̶ Chut ! c’est le maître... Il est comme ça depuis le malheur de son fils.

01  des valets silencieux achevaient de charger une charrette de foin...「作男たちが黙々と荷馬車

に干し草を積み終わろうとしていた。」

　動詞 acheverはここでは，過去における未完了を表している。所謂 aspect〈相〉でいう進行相

を持たないので，Il dormait.（彼は眠っていた）Je mangeais.（私は食事をしていた）と同様の意

味にはならない。

【用例 1】  Un jour, pendant la messe, il aperçut, en relevant la tête, une petite souris blanche qui 

sortait d’un trou, dans la muraille. 5）

【用例 2】  Comme j’entrais dans Charing Cross, j’apreçus, à la lumière du gaz, un jeune homme 

（...） 6）

02 la tête dans ses mains,「両手で頭を抱えて」

　様態を示す状況補語の場合，前置詞を必要としない。

【用例 1】  Ayant donc fermé la porte, et semé sur les marches les miettes d’un gâteau, il se posta 

devant le trou, une baguette à la main. 7）

【用例 2】  Il ne tarda pas à se lever, et, ayant pris son chapeau, il me quitta, la figure contractée, 

les yeux égarés. 8）
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【用例 3】 Et elle restait au bord de son fauteuil, les prunelles fixes, et souriant toujours. 9）

DA04

A ce moment une femme et un petit garçon, vêtus de noir, passèrent près de nous avec de gros 

paroissiens dorés, et entrèrent à la ferme.

01 vêtus de noir「喪服を着て」

　une femme et un petit garçonの同格形容詞。（= qui étaient vêtus de noir）

DA05　省略

DA06

La charrette s’ébranla pour partir. Moi, qui voulais en savoir plus long, je demandai au voiturier 

de monter à côté de lui, c’est là-haut, dans le foin, que j’appris toute cette navrante histoire...

　さて，DA01から DA06までがこの作品のいわば，導入部分である。特徴的なのは，作者自身

が作中に登場し，聞き役を演じていることである。― ヨーロッパで発達した近代小説はすべて

原則フィクションであるはずが，― このことによって我々読者は，これから語られる悲しい事

件が本当にあった事実
4 4

 ― 似たような事件はあったかもしれないが ― と錯覚してしまうことに

なりかねない。実際，そういうことが過去の日本文学で起こっている。

　周知のごとく，明治期の日本は，文明開化の旗印の下，社会・政治制度から生活習慣に至るあ

りとあらゆる面で，ヨーロッパのまね
4 4

をした。美術，音楽はもとより文学もまたしかりである。

明治 30年代，Emile Zolaをはじめ，多くのフランスの文学作品が移入されたが，『アルルの女』

の作者 Alphonse Daudetも例外ではない。それどころか，当代一流の作家と見なされていたので

ある。こうした中から生まれたのが Zolaが提唱する naturalismeとはおよそかけ離れた日本の
4 4 4

自

然主義文学すなわち私小説である。たとえばその代表的な作家，田山花袋の『重右衛門の最後』

という作品の一節に以下のようなくだりがある。

自分は後の低い山に登って，いろいろなる思想に撲れながら一人その悲惨なる光景を眺めて

いた。

実際自分はさまざまの経験をしたけれど，この夜の光景ほど悲壮に，この夜の光景ほど荘厳

に自分の心を動かしたことは一度もなかった。 10）
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現にこの作品は，信州の片田舎で繰り広げられる重右衛門父娘の憎しみによる，全村を焼き尽く

すような放火事件と父娘の壮絶な最期に，語り手が立ち会ったという想定で書かれている。こう

した実際に起こったとする事実
4 4

を重要視するあまり，結果として文学作品に最も必要であるはず

の作家の想像力が欠如してしまう結果となった。

　しかし幸いにも，こうした危険を避けることのできた作家が同じ時代，日本にいたこともまた

事実である。それは，英国留学の経験がある夏目漱石である。ヨーロッパの本場での経験が，花

袋等自然主義の作家群とは異なる作品を生んだものと思われる。現に田山花袋の漱石批判に対し

て，漱石は『田山花袋君に答う』の中で，次のように語っているが，これこそまさに，ヨーロッ

パ流の小説作法であると言える。

拵えものを苦にせらるるよりも，活きているとしか思えぬ人間や，自然としか思えぬ脚色を

拵えるほうを苦心したら，どうだろう。拵らえた人間が活きているとしか思えなくって，拵

らえた脚色が自然としか思えぬならば，拵えた作者は一種のクリエーターである。 11）

DA07

Il s’applait Jan. C’était un admirable paysan de vingt ans, sage comme une fille, solide et le 

visage ouvert. Comme il était très beau, les femmes le regardaient ; mais lui n’en avait qu’une 

en tête, ̶ une petite Arlésienne, toute en velours et en dentelles, qu’il avait rencontrée sur la 

Lice d’Arles, une fois. ̶ Au mas, on ne vit pas d’abord cette liaison avec plaisir. La fille passait 

pour coquette, et ses parents n’étaient pas du pays. Mais Jan voulait son Arlésienne à toute 

force. Il disait :

̶ Je mourrai si on ne me la donne pas.

01 lui n’en avait qu’une en tête「彼の頭には一人の女のことしかなかった」

　luiは強勢形の人称代名詞。主語を強調する場合，ilを省略できる。

　enは中性代名詞。femmeを示している。（= Lui, il n’avait qu’une femme en tête.）

02 ses parents n’étaient pas du pays.「彼女の両親は土地の者ではなかった。」

DA08　省略
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DA09

Donc, un dimanche soir, dans la cour du mas, la famille achevait de dîner. C’était presque un 

repas de noces. La fiancée n’y assistait pas, mais on avait bu en son honneur tout le temps... Un 

homme se présente à la porte, et, d’une voix qui tremble, demande à parler à maître Estève, à 

lui seul. Estève se lève et sort sur la route.

01 la famille achevait de dîner.「家族の者たちは食事を終わろうとしていた」

　動詞 acheverは DA03の 01と同じ未完了の用法。

02  Un homme se présente à la porte, et, d’une voix qui tremble, demande à parler à maître Estève, 

à lui seul. Estève se lève et sort sur la route.「一人の男が門のところに姿を現し，震える声で

エステーヴ親方だけに話をしたいという。エステーヴは立ち上がり，街道へと出る」

　このくだり本来は，Un homme se présenta à la porte, et, d’une voix qui tremblait, demanda à 

parler à maître Estève, à lui seul. Estève se leva et sortit sur la route.と単純過去の継起的用法と半

過去の継続的用法となるはずだが，se présente, tremble, demande, se lève, sortはいずれも現在

形が使用されている。こうした現在形を présent historique〈歴史的現在〉あるいは présent 

narratif〈説話的現在〉という。

　小説は，一部の現代小説を除いて，過去形がその基本時制である。このことは，自明のことだ

が，そこに描かれている様々な事件が，すでに過去のことであることを示している。『アルルの

女』で言えば，作者がジャンのことを我々読者に語っている段階で，すでに彼は，この世の人で

はないのである。こうした過去を追体験する，時間芸術としての小説の欠点を補償する方法の一

つが，上記の現在形である。現在形を使用することによって，今，眼前で事件が展開していると

いう効果を作品に与えることができる。さらに，突如現れた男が語る話が，結果的にジャンの自

殺につながっていくことを考えれば，端役でしかないはずの男の出現が現在形で描かれている意

味も理解できるはずである。

【用例】  La cour est en pente, la maison dans le milieu ; et la mer, au loin, apparaît comme une 

tache grise. 12）

DA10

̶ Maître, lui dit l’homme, vous allez marier votre enfant à une coquine, qui a été ma maîtresse 

pendant deux ans. Ce que j’avance, je le prouve ; voici des lettres ! ... Les parents savent tout et 

me l’avaient promise ; mais, depuis que votre fils la recherche, ni eux ni la belle ne veulent plus 

de moi... J’aurais cru pourtant qu’après ça elle ne pouvait pas être la femme d’un autre.
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01 Maître, lui dit l’homme,「旦那，と男は言った」

　普通名詞が呼びかけで使用される場合，冠詞を省略する。

02 qui a été ma maîtresse pendant deux ans.「2年の間私の女だった」

　単純過去が使用されていた時代，複合過去は専ら現在完了として機能していた。そして，男が

語っている時点で，アルルの女がもはや男の愛人ではないことが理解できる。

03 Ce que j’avance, je le prouve ;「こう言うのも，ちゃんと証拠があるんですよ」

　leは中性代名詞で，ceを受けている。

04  J’aurais cru pourtant qu’après ça elle ne pouvait pas être la femme d’un autre.「あんなことが

あった後で，あいつがほかの男の女房になれるなんて思ってもいなかったんですがね」

　aurait cruは条件法過去の推測の用法。Je croyais pourtant... と半過去でいいはずだが，ここで

は男にとって予期しない出来事が起こったことを，条件法によって表している。

【用例 1】 J’aurais aimé commencer cette histoire à la façon des contes de fées. 13）

【用例 2】 Le roi et la reine auraient aimé avoir des nouvelles de leur fille. 14）

DA11

̶ C’est bien ! dit maître Estève quand il eut regardé les lettres ; entrez boire un verre de 

muscat.

01 quand il eut regardé les lettres ;「手紙を見終わるとすぐに」

　単純過去 ditに対して直前過去を示す直説法前過去。

【用例】  Quand elle eut tiré les provisions du panier, Stéphanette se mit à regarder curieusement 

autour d’elle. 15）

DA12

L’homme répond :

̶ Merci ! j’ai plus de chagrin que de soif.

Et il s’en va.

Le père rentre, impassible ; il reprend sa place à table ; et le repas s’achève gaiement...

01 répond, s’en va, rentre, reprend, s’achèveはいずれも前出の présent historique
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02 Le père rentre, impassible ;「父親は平然と戻ってくる」

　impassibleは主語 le pèreの同格形容詞で主語の様態を示す。

【用例 1】 M. Hamel se leva, tout pâle, dans sa chaire. 16）

【用例 2】 Sourd et aveugle, j’aurais deviné sa présence, （...） 17）

【用例 3】 Soudain le travail s’interrompit, et tous les hommes regardèrent, très attentifs. 18）

DA13　省略

DA14

Jan ne parla plus de l’Arlésienne. Il l’aimait toujours cependant, et même plus que jamais, 

depuis qu’on la lui avait montrée dans les bras d’un autre. Seulement il était trop fier pour rien 

dire ; c’est ce qui le tua, le pauvre enfant ! ... Quelquefois il passait des journées entières seul 

dans un coin, sans bouger. D’autres jours, il se mettait à la terre avec rage et abattait à lui seul 

le travail de dix journaliers... Le soir venu, il prenait la route d’Arles et marchait devant lui 

jusqu’à ce qu’il vît monter dans le couchant les clochers grêles de la ville. Alors il revenait. 

Jamais il n’alla plus loin.

01  depuis qu’on la lui avait montrée dans les bras d’un autre「彼女がほかの男のものだったとし

らされてから」

　過去分詞montréeは前置された直接補語 laに性・数一致。

02  Seulement il était trop fier pour rien dire「ただ彼は自尊心が強すぎて，何も言わなかった」

【用例】 Elle est trop petite pour sortir seule.

03  Le soir venu, il prenait la route d’Arles （...）「夕方になると，彼はアルルへ通じる街道へ出る

のだった」

　Le soir venuは過去分詞または現在分詞が独自の主語を持つ proposition participe absolue〈絶

対分詞節〉。主節に対する先立を示す。（= Quand le soir était venu,）

【用例 1】  La leçon terminée, ils descendaient dans le jardin, où, se promenant pas à pas, ils 

étudiaient les fleurs. 19）　先立を示す。（= Lorsque la leçon était terminée,）

【用例 2】  （...） les bêtes manquant, il aurait voulu massacrer des hommes. 20）　仮定を示す。（= si 

les bêtes avaient manqué,）

【用例 3】  Martin n’était pas obligé de gagner sa vie, son oncle Alfred lui ayant laissé un 
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héritage qui lui permettait de subvenir aux besoins de sa demi-existence. 21）　理由を示

す。（= parce que son oncle Alfred lui avait laissé）

　主節の動詞 prendreは半過去の過去における習慣・繰り返しを示す用法。

【用例 1】  J’allais souvent seul me promener sur la grève. Un jour, le hasard me fit aller vers 

l’endroit où l’on se baignait. 22）　ただし，se baignaitは継続を示す。

【用例 2】  La leçon terminée, ils descendaient dans le jardin, où, se promenant pas à pas, ils 

étudiaient les fleurs. 19）

DA15

De le voir ainsi, toujours triste et seul, les gens du mas ne savaient plus que faire. On redoutait 

un malheur... Une fois, à table, sa mère, en le regardant avec des yeux pleins de larmes, lui dit :

̶ Eh bien ! écoute, Jan, si tu la veux tout de même, nous te la donnerons...

Le père, rouge de honte, baissait la tête...

Jan fit signe que non, et il sortit...

01  De le voir ainsi, toujours triste et seul,「こんな風にいつもひとり悲しそうにしている彼を見

て」

　de +不定法で，この場合主節に対する理由を表す状況補語として使用。

　また，形容詞 triste, seulは，補語人称代名詞 leの同格形容詞。

【用例】  （...） et de voir les grosses larmes qui montaient dans ses yeux, j’avais envie de pleurer, 

moi aussi （...） 23）

02  Une fois, à table, sa mère, en le regardant avec des yeux pleins de larmes,「ある日，食事中，

母は，目に涙をいっぱいため彼を見ながら」

　en le regardant同時性を表すジェロンディフ

【用例】 Ce fut Martin qui répondit le premier, en haussant les épaules. 24）

　ときに，初級文法では，分詞法における絶対分詞節と異なり，ジェロンディフは，独自の主語

を持たない，とされているが，以下の 3例のようにジェロンディフ自体が主語を持つ場合がある。

【用例 1】  （...） ; et elle observait à l’écart le tremblement de leurs mains osseuses, en prenant les 

gobelets. 25）

【用例 2】 C’était en revenant de Nîmes, une après-midi de juillet. 26）

【用例 3】  Elles sont déjà vielles, ces ruines ; en marchant dans la vie, l’horizon s’est écarté par 

311アルフォンス・ドーデ『アルルの女』を読む



derrière, et que de choses depuis lors !  27）

　【用例 1】の場合，leurs mains osseusesが意味上の主語で，【用例 2】【用例 3】は，いずれも

意味上の主語として jeを想定すれば，文章内容が理解できる。

03  Le père, rouge de honte, baissait la tête...「父親は，恥ずかしさに顔を赤らめうつむいていた」

　honteは，DA12‒02と同様，Le pèreの同格形容詞。

DA16

A partir de ce jour, il changea sa façon de vivre, affectant d’être toujours gai, pour rassurer ses 

parents. On le revit au bal, au cabaret, dans les ferrades. A la vote de Fontvieille, c’est lui qui 

mena la farandole.

01 affectant d’être toujours gai,「いつも陽気に振るまい」

　現在分詞は，文頭に置かれる場合は主節の主語に，文中に置かれている場合は，直前の名詞か

代名詞にかかるが，affectantは，状況補語として，主語と同格的に使用されている。

02 A la vote de Fontvieille「フォンヴィエイユの守護聖人祭で」

　このくだり，学生は「フォンヴィエイユの投票で」と訳すケースが見られる。実際，彼らがよ

く使用している，「ロワイヤル仏和中辞典」，「プチ・ロワイヤル仏和辞典」，「ディコ仏和辞典」

では，男性名詞の voteしか掲載されていない。ここでの voteは女性名詞であることを伝えて，

仏仏辞典の Grand Robertの記事を紹介する必要がある。これによると，la voteはプロヴァンス

地方の方言で，Fête du saint patronとある。

DA17

Le père disait : « Il est guéri. » La mère, elle, avait toujours des craintes et plus que jamais 

surveillait son enfant... Jan couchait avec Cadet, tout près de la magnanerie ; la pauvre vieille se 

fit dresser un lit à côté de leur chambre... Les magnans pouvaient avoir besoin d’elle, dans la 

nuit.

　ここは，父親はジャンが恋の痛手から立ち直ったと思っているが，母親はまだまだ心配をして

いるくだりである。その証拠に，弟をジャンと一緒の部屋で寝かせたり，自分のベッドをその近

くにおいてもらったりしている。なぜなのか，その理由を父親から尋ねられたのであろう。そし

て，つぎの文が続く。
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01  Les magnans pouvaient avoir besoin d’elle, dans la nuit.「夜中に蚕の世話をしなければならな

いかもしれないからね」

　さて，この文を単なる作者の説明の文，いわゆる小説における地の文とするには，文脈上まず

無理がある。なぜなら，ベッドを移動させたのは，何も蚕の世話をするためではなく，息子ジャ

ンが心配だからである。第一，蚕が心配だとして，今になってベッドを移動させたことも理屈が

通らない。

　こうした状況
4 4

から考えられることは，01が彼女の言葉を元にした style indiret libre〈自由間接

話法〉 28） であるということだ。そこで，まず彼女の言ったことを直接話法で示してみよう。する

と，Elle dit : « Les magnons peuvent avoir besoin de moi, dans la nuit. »

　つぎにこれを間接話法に書き換えてみる。すると，Elle dit que les magnons pouvaient avoir 

besoin d’elle, dans la nuit. となる。そして，自由間接話法は，間接話法から導入部分を除いたも

のとされていることから，結果，この文の自由間接話法は，Les magnans pouvaient avoir besoin 

d’elle, dans la nuit. となる。

　概して，自由間接話法であるか無いかの区別はきわめて難しいものとされている。たとえば，

Il était malade. という簡単な文でも，あるときは，地の文であろうし，またあるときは，自由間

接話法と考えられる場合があるからだ。元々日本語にないとされている用法なのでなおさらであ

る。結局，その判断は読者の読解力にかかっていると言ってしまえばそれまでだが，Fontaine

にその起源があるとされるこの話法を，近代小説の中でも，Flaubertをはじめ，多くの作家が採

用している現状を見ても，作品読解の上で，避けては通れないものと思われる。

【用例 1】  En face, au-delà des toits, le grand ciel pur s’étendait, avec le soleil rouge se couchant. 

Qu’il devait faire bon là-bas ! Quelle fraîcheur sous la hêtrée ! Et il ouvrait les 

narines pour aspirer les bonnes odeurs de la campagne, qui ne venaient pas jusqu’à 

lui. 29）

【用例 2】  Une boîte en coquillages décorait la commode ; et, sur le secrétaire, près de la fenêtre, il 

y avait, dans une carafe, un bouquet de fleurs d’oranger, noué par des rubans de satin 

blanc. C’était un bouquet de mariée, le bouquet de l’autre ! Elle le regarda. 30）

【用例 3】  Elle le regardait, l’ouvrait, et même elle flairait l’odeur de sa doublure, mêlée de 

verveine et de tabac. A qui appartenait-il ?... Au Vicomte. 31）

　自由間接話法は，直接話法と間接話法の中間に位置する話法とされているが，前述した Il était 

malade. の場合でも明らかなように，いわばどちらともつかない曖昧な
4 4 4

要素を持った話法と言え

る。そしてこの曖昧な，という点を利用することで，たとえば作中人物の不安・期待・恐れ・疑

い・夢想，といった心理状態を直接話法で直截に，また間接話法による客観的に表現する以上の

効果を作品に与えることができる。
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DA18

Vint la fête de saint Éloi, patron de ménagers.

Grande joie au mas... Il y eut du château-neuf pour tout le monde et du vin cuit comme s’il en 

pleuvait. Puis des pétards, des feux sur l’aire, des lanternes de couleur plein les micocouliers... 

Vive saint Éloi ! On farandola à mort. Cadet brûla sa blouse neuve... Jan lui-même avait l’air 

content ; il voulut faire danser sa mère ; la pauvre femme en pleurait de bonheur.

01 comme s’il en pleuvait「ふんだんに」

　初級文法では，pleuvoirは本質的な非人称動詞と規定されているが，比喩的に使った人称動詞
4 4 4 4

として使用されている pleuvoirがあることを示しておきたい。

【用例】  （...） ; et les bestioles lui pleuvaient sur les épaules si abondamment qu’il ne pouvait 

s’empêcher de rire, heureux de sa malice. 32）　les bestiolesが主語

02 des lanternes de couleur plein les micocouliers「榎木いっぱいに色とりどりの提灯」

　形容詞 pleinがここでは前置詞的に使用されている。

DA19

A minuit, on alla se coucher. Tout le monde avait besoin de dormir... Jan ne dormit pas, lui. 

Cadet a raconté depuis que toute la nuit il avait sangloté... Ah ! je vous réponds qu’il était bien 

mordu, celui-là...

01  Cadet a raconté depuis que toute la nuit il avait sangloté...「カデは，その後兄が一晩中すすり

泣いていたと語った」

　depuisは，ここでは前置詞ではなく，副詞。

　a racontéは，前出と同じ現在完了としての複合過去。

　Cadetは普通名詞で弟の意味だが，この家族では彼のことを名前代わりに使っている。

DA20

Le lendemain, à l’aube, la mère entendit quelqu’un traverser sa chambre en courant. Elle eut 

comme un pressentiment :

̶ Jan, c’est toi ?

Jan ne répond pas ; il est déjà dans l’escalier.
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Vite, vite la mère se lève :

̶ Jan, où vas-tu ?

Il monte au grenier ; elle monte derrière lui :

̶ Mon fils, au nom du ciel !

Il ferme la porte et tire le verrou.

̶ Jan, mon Janet, réponds-moi. Que vas-tu faire ?

01 Elle eut comme un pressentiment :「彼女は何か予感のようなものを抱いた」

　commeを含めて直接補語の働きをしている。Elle eut quelque chose comme un pressentiment

と，quelque choseを補うと意味が理解できる。

【用例】  （...）, et elle aperçut, sous un rayon de la lune qui entrait par la fenêtre, comme une 

ombre mouvante. 33）

02  Jan ne répond pas ; il est déjà dans l’escalier., Vite, vite la mère se lève :, Il monte au grenier ; 

elle monte derrière lui :, Il ferme la porte et tire le verrou. の現在形はすべて，前述した

présent historiqueの用法である。

03 ̶ Jan, mon Janet, réponds-moi.「ジャン，ジャンちゃん，返事してちょうだい」

　Janetは Janの diminutif〈指小辞〉で，元の言葉より小さいもの，あるいは親愛の情を示す接

尾辞。livre→ livret, maison→maisonette, garçon→ garçonnet, fille→ filletteなど。また，日本

語の「○○ちゃん」もこの用法の一つである。

DA21　省略

DA22

Il s’était dit, le pauvre enfant : « Je l’aime trop... Je m’en vais... » Ah ! misérables cœurs que nous 

sommes ! C’est un peu fort pourtant que le mépris ne puisse pas tuer l’amour ! ...

01 Ah ! misérables cœurs que nous sommes !「ああ，人の心はなんと哀れなものだろう！」

　queは関係代名詞で関係節の主語の属詞を表す用法の一つで感嘆文で使用される。

【用例】 Sot que je suis !  34）

02  C’est un peu fort pourtant que le mépris ne puisse pas tuer l’amour ! ...「しかし，軽蔑しても
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思いを断ち切ることができないなんて，ひどすぎる！」

　このくだりは，ジャンの自殺をうけて発せられた作者の言葉である。これは DA6で述べた，

田山花袋の『重右衛門の最後』のくだり 10） と奇妙な一致を見る。

DA23  DA24　省略

注

1） Daudet, L’Arlésienne, p. 41.
  以下 DA01から DA22までの文章はすべて，L’Arlésienneからの引用である。
2） Flaubert, La Légende de Saint Julien l’Hospitalier, p. 183.
  以下，用例に注番号が付されていないものは，すべて筆者の自作である。
3） Saint-Exupéry, Le Petit Prince, p. 27.
4） Daudet, La dernière classe, p. 15.
5） Flaubert, La Légende de Saint Julien l’Hospitalier, p. 179.
6） Neval, Portrait du Diable, p. 559.
7） Flaubert, La Légende de Saint Julien l’Hospitalier, p. 179.
8） Neval, Portrait du Diable, p. 566.
9） Flaubert, L’Education sentimentale, p. 98.
10） 田山花袋『重右衛門の最後』p. 264.
11） 夏目漱石『田山花袋君に答う』p. 304.
12） Flaubert, Un Cœur simple, p. 168.
13） Saint-Exupéry, Le Petit Prince, p. 20.
14） Eros et Psyché, p. 8.
15） Daudet, Les Étoiles, p. 36.
16） Daudet, La dernière Classe, p. 17.
17） Flaubert, Mémoires d’un fou, p. 237.
18） Maupassant, Le Papa de Simon, p. 80.
19） Flaubert, La Légende de Saint Julien l’Hospitalier, p. 179.
20） ibid., p. 184.
21） Aymé, Le Temps mort, p. 598.
22） Flaubert, Mémoires d’un fou, p. 236.
23） Daudet, Les Etoiles, p. 37.
24） Aymé, Le Temps mort, p. 604.
25） Flaubert, La Légende de Saint Julien l’Hospitalier, p. 183.
26） Daudet, Les deux Auberges, p. 134.
27） Flaubert, Mémoires d’un fou, p. 236.
28）  自由間接話法は discours indiret libreと呼称されるが，ここではこの文体の命名者 Charles 

Ballyに敬意を表して style indirect libreとした。
29） Flaubert, Madame Bovary, p. 577.
30） ibid., p. 585.
31） ibid., p. 593.
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32） Flaubert, La Légende de Saint Julien l’Hospitalier, p. 179.
33） ibid., p. 178.
34） 朝倉季雄『フランス文法辞典』p. 306.
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