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『譯家必備』の第 1項目「初進舘」について

喜多田　久仁彦

 〈提要〉
	 	 江户时代，长崎是日本唯一的对外贸易港口。在长崎有一个叫做	“唐通事”	的职业群体。

他们的工作不只是口译和笔译，还承担了对唐商发放贸易许可证，管理抵日商人和船员等业务。

他们作为翻译或商务官在日中贸易上作出了极大贡献。由于这种通事职业是子承父业，代代相

传的，所以又被叫做	“家职”。为了继承	“家职”，他们还亲自编写教材来教授	“唐话	（中文）”。

	 	 本文选择这些教材之一	《譯家必備	（译家必备）》	中的	“初進舘	（初进馆）”	为讨论对象，

通过分析它在形式、内容等编撰上的侧重面，来探讨	“初进馆”	施教对象的水平、学习重点以

及教材意图等等特征。

はじめに

江戸時代の対外交渉の窓口であった長崎に「長崎唐通事」 1）（以下，「唐通事」と略称する）と

いう中国語の通訳官が存在した。唐通事は，長崎や平戸などに帰化定住した中国人の子孫で，長

崎奉行支配下の地役人として世襲的に職務を担い，対中国の通商貿易の最前線で中国語を駆使し

て活躍した。唐通事が使用した中国語は，各唐通事家に伝わる「南京口・福州口・潮州口・泉州

口」と呼ばれる専門の言葉で，それは祖先の出身地の言葉であり，「口」の字が示すように日本

人と中国人の間に意思疎通を成立させるための口語であった。唐通事は，日本社会で祖先から伝

わる専門の言葉と家職としての通事職を次世代に継承するため子弟への教育を重んじ，子弟の幼

少期からの家庭内教育や中国語学習用の教本 2）の作成・編輯などを行った。この教本には，唐通

事の日本社会への同化が進み，日本語を日常用語とし，中国語の習得が困難となっている唐通事

の子弟に対して中国語学習の重要性を説く内容や唐通事になるためには言葉の習得以外に教養を

身につける必要があると説く内容などが挿入されているものがある 3）。それは将来唐通事になる

子弟に現状認識をさせた上で，専門の言葉と家職の通事職を次世代に継承する決意を再確認させ

るためであったのだろう。

唐通事の手に成る教本は，唐通事はどのような中国語を話したのか，どのようにして子弟に中

国語を教えたのか，どのような意図で教本を作成したのかなど，唐通事の中国語・中国語教育の

実情を知る上で手がかりを与えてくれる貴重な資料である。明治政府が 1871（明治 4）年に通訳

養成を目的として外務省内に開設した「漢語学所」で唐通事の教本が使用されたことを考え合わ

せると，日本の中国語教育，とりわけ実用中国語教育の歴史を考察する上で極めて重要な資料で

あると考えられる。
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唐通事の教本の内容を通して，子弟に対する教育の内容・方法を明らかにするため，喜多田

（2011）では教本の一つである『譯家必備』の中から，来航中国人の長崎滞在中の生活に関わる

項目「拜聖	 拜媽祖　看花	 媽祖會　關帝會　王道禮　誦經	上墳身故八朔繳禮」を取り上げ，

唐通事の中国語の教育・学習は，通商貿易の業務関係だけに止まらず，来航中国人に対する管理

業務の必要から生活・行事等に関わる内容もその対象としたことを指摘した。

小論は，『譯家必備』の第 1項目である「初進舘」を取り上げ，本文の形式と内容から「初進

舘」の教材作成の意図を考察するものである。

1．『譯家必備』について

『譯家必備』という教本について概観しておく。「譯家」とは「通事」のことで，『譯家必備』

は，唐通事が「必ず備えておく」べき語学力・知識を習得するためのものであった。

長澤規矩也（1976）は，『譯家必備』を『唐話辞書類集第 20集』に収め，その解題で次のよう

に述べている。

   譯家必備　江戸末期鈔本

長崎の通事の爲に，清商との対話を項目毎に錄したもの。初めて通事となった時に來賀の清

人との會話を記した「初進館」から，來舶の乗員との會話「唐人進港」，漂着の淸舶の乗組

との對話「撁送漂到難船」，外国へ漂着した邦人を送還して來た淸舶の船員との會話「護送

日本難人」，貿易の取引「本船起貨」「貨庫」「淸庫」以下具體的問答を記載してゐる。體裁

は全く辞書ではないが，語彙が既刊の各書と非常に違ってゐるばかりでなく朱筆で訓點を施

してあるので，唐話研究には重要な資料であると認めて，本集の最終巻に輯録することを企

てた。然るに，架蔵本を底本として撮影中，蛀損が甚だしいので，靜嘉堂文庫本を借照した

ところ，彼は四巻に分けて無點。末に「譯家必備全部予祗役于長崎使譯司抄寫之／藏一本於

家塾／寛政七季八月　近藤重蔵」の奥書があるが，その轉寫本で，東條琴臺の舊蔵，「掃葉

山／房蔵書」の印記を捺し，誤脱が非常に多い。予の藏本は，朝川善庵の孫である片山格

（修堂，尚友館）の舊藏であり，是亦脱誤がある。よつて，その照片に，靜嘉堂文庫所蔵本

を以て一々對校したものを底本とすることにした。對校兩年に渉り，筆を執つては止むこと

數次，その爲，校訂の體裁，前後多様となつてしまつた 4）。

長澤規矩也（1976）では，『譯家必備』は，辞書のような形式ではなく 5），中国船入港・貿易な

どに関わる具体的な場面における対話を主な内容とする教本であると説明している。『譯家必

備』が唐通事の教本としてどのように使用されたのかという点については，唐通事の学習過程と

教本を挙げた武藤長平（1926）に次のような記述がある。
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長崎に於ける唐通事の支那語稽古の順序を略説するが，唐通事が最初に発音を学ぶ為に『三

字経』『大学』『論語』『孟子』『詩経』等を唐音で読み，次に語学の初歩即ち恭喜，多謝，請

坐などの短き二字を習ひ，好得緊，不曉得，吃茶去などの三字話を諳んじて更に四字以上の

長短話を学ぶ，その教科書が『譯詞長短話』五冊である。それから『譯家必備』四冊『養兒

子』一冊『三折肱』一冊『醫家摘要』一冊『二才子』二冊『瓊浦佳話』四冊など唐通事編輯

にかゝる写本を卒業すると此に唐本『今古奇觀』『三国志』『水滸伝』『西廂記』など師にき

て学び進んで『福恵全書』『資治新書』『紅楼夢』『金瓶梅』などを自習し難解な處を師にす

といふのが普通の順序である 6）。

「唐通事編輯にかゝる写本」という記述から，『譯家必備』は，唐通事自らが編輯した教本で

あるということが分かる 7）。中嶋幹起（2015）は，武藤長平（1926）が示した唐通事の中国語学

習の教本ついて，次のように指摘している。

これらのうち唐通事の中国語学習に最も重宝がられた教科書は，東京通事魏五左衛門の編纂

になる『訳司長短話』と貿易交渉の場での実際のやりとりを想定した会話で記されている

『訳家必備』とであって，この二冊を卒業することが何よりも肝心とされていた 8）。

以上の解説や指摘から，『譯家必備』は，唐通事が作成した発音と短い日常用語の学習を終え

た後に貿易の現場で必要な会話を学習する重要な教本の一つであったことが明確である。

『譯家必備』の内容を見てみると，33の具体的な場面が設定されており，唐通事と中国人の

会話を主とし，それを補う地の文がある。

初進舘／唐船進港／撁送飄到難船／護送日本難人／本船起貨／貨庫／清庫又曰清貨／王取／

插番／出印花布疋／起米洗艙油桅起石鈔包篷／領伙食／講價／出貨交貨秤貨／拝聖／拝媽祖

／看花／媽祖會／關帝會／王道禮／誦經／上墳身故／秤椅楠／修船［火覃］洗修杉板放船看

舵看修理／打索路／八朔繳禮／下頭番豎桅補蓬搭客眼桅／裝銅／看包頭講包頭秤包頭裝包頭

秤添退包頭雜包／巡船河下送水菜柴火／對帳／開船搬庫領牌／口外守風

 （［火覃］は「火」偏に「覃」の字）

これらの項目は，「初進舘」・「牽送漂到難船」・「護送日本難人」を除いて，通商貿易のために

長崎港に来た中国船の入港・積載品の処理・来航中国人滞在中の行事・船の手入れ・信牌（通商

許可証）の受領など出港に向けた準備等々，中国船の入港から帰航までの流れに沿った具体的な

順序になっていることから，『譯家必備』は，唐通事の実務上必要な語学力を養成するだけでな

く，業務の手順・方法等を習得するための教本であったと考えられる。
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2．「初進舘」の内容について

小論で取り上げる『譯家必備』の第 1項目「初進舘」について確認しておく。今回使用した

『譯家必備』は，『唐話辞書類集』第 20集所収のもので，その中の「初進舘」は，遺漏を補う書

き込みを含めると 4000字程になる 9）。

「初進舘」の教材作成の意図を検討する前に，本文の内容を確認しておきたい。項目名である

「初進舘」は，「初めて舘�10）（唐人屋敷）に入る」という意味で，冒頭で場面と人物の説明がなさ

れる。

大凡通事到了十五六歲，新補了學通事�11），頭一遭進館的規矩，到了公堂�12）看見在舘船主財副。

 （p. 3）�13）

方纔值日老爹對唐人們說道：	“这位是林老爹�14）的阿郎。此番新補了学通事，今日頭一遭進來

見見眾位。”（p. 3）

新しく稽古通事となった林通事の息子（林稽古通事）が舘（唐人屋敷）に行くという設定であ

る。この林稽古通事が唐人屋敷で体験する内容がそれに続き，4つの場面で構成されている。

場面 1　唐人屋敷の公堂で先輩通事や中国人と対話をする。（pp. 3-6）

場面 2　中国人（陳三官）に唐人屋敷内を案内される。（pp. 6-12）

場面 3　中国人船主より接待を受ける。（pp. 12-18）

場面 4　公堂に戻り中国人と対話をした後，帰路に着く。（pp. 18-19）

それぞれの場面の展開に従って内容を見ていくことにする。なお，本文には，句読点が一切な

く，改行もされていない。本文の内容・形式等を理解する一助として，筆者が現代中国語の表記

方法に基づいて句読点を付け，対話の部分では主体を明確にするために林稽古通事を「林）」，唐

人を「唐）」で示した。

場面 1  唐人屋敷の公堂で先輩通事や中国人と対話をする。

    当番の通事から中国人船主に紹介され，年齢・祖父・父・兄弟など家族のこと・既婚か

未婚か・住居など事細かな質問を受ける。

唐）原來林老爹的令公子。恭喜恭喜。貴庚多少？

林）不敢。

唐）屬鼠，屬牛，屬虎，屬兔，屬龍，屬蛇，屬馬，屬羊，屬猴，屬雞，屬狗，屬豬？

林）今年交十七歲。
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唐）尊翁好麽？

林）托福托福。

唐）令尊今日為什麽不進來？

林）今日家父本該帶小弟進舘。因為早間王府裡有字兒叫，諒必此刻還在王府裡辦什麽公事。

唐）老爹府上在那一條街？

林）舍下住在某街。

唐）有幾位昆仲？

林）小弟有兩個家兄，一個家姊，三個舍弟，兩個妹子。

唐）老爹娶親麽？

林）定是定了，還不曾娶在家裡。

さらに，ある中国人船主が林稽古通事が初めて唐人屋敷に来たと耳にして，自室に招きお祝い

すると言う。

唐）老爹頭一次進舘，到敝庫來頑頑。請三杯寡酒，要賀喜老爹。

林）多謝多謝。就到寶庫來拜拜。

唐）晚生先一步進舘候駕。

林）豈敢。請便請便。

場面 2  中国人（陳三官）に唐人屋敷内を案内される。

    中国人（陳三官）に案内され，唐人屋敷内の施設・物品などについて説明を受けながら

屋敷内を巡る。林稽古通事にとっては，未知の世界であり，すべてが新鮮に感じる。上

の「晚生先一步進舘候駕」から明白なように船主である中国人は自ら案内せず，屋敷内

を案内するのは別の人で，後に「陳三官」という名であることが分かる�15）。場面 2の会

話は，林稽古通事と陳三官の間で交わされる。

①土地廟とその付近の空き部屋

唐）新老爹進來了。晚生陪你走走。這裡就是土地廟了。

林）請教，這箇池塘上為什麽造起臺子？諒來必有用頭。

唐）那箇就是戲臺。

林）這裡一帶幾間庫都空了。為什麽沒有人住呢？

唐）	這幾間庫都是舊庫，樓上都塌了，東歪西倒的。……幾天前還有人住在這裡，各各生怕起

來，都搬去了。……那前面幾箇篷子開店的賣雜貨，做糕餅，做裁縫，賣燒酒，賣麵食，

這幾間沒有樓的，還是耐得住了。
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②天后宮（媽祖堂）

林）天后宮前插了紅旗。我們也有時節走過牆外沒有看見那箇旗。

唐）正是時常沒有插旗。今朝十五好日子了。每月初一十五是插旗。

林）正是好功夫。我再問你掛在前面的神帳有皇恩欽賜四箇大字，這是什麽緣故？

唐）老爹原來不曉得，前年乾隆皇帝南巡的時節恩賜的疋頭。這有一個緣故。

③観音堂

唐）到了觀音堂。老爹拜拜。

林）這地方好乾淨！

	 	 …中略…

林）這一尊觀音菩薩也是唐山帶來麽？

唐）	正是這箇酉年二十二番船主沈綸溪許塑的。韋陀天是姓熊的船主帶來的。他起呈子要造韋

陀天堂 ,	王家不准就歇了。

場面 3  中国人船主より接待を受ける。

    唐人屋敷内の案内が終わり，「屋敷内の部屋で待つ」と言った中国人船主の部屋に到着

後，「茶→点心→料理→酒→スープ→果物・菓子→酒→拳（酒座の遊び）」の順で歓

待を受ける。

［	方纔轉了觀音堂，走到了十五番庫來，上了樓，看見小公司，問一問說道：	“船主有

麽？”	“正是在。請老爹。”］（［　］は地の文を示す。）

唐）老爹請茶。

林）請教，唐山茶葉有幾樣？

唐）	也不多。叫做珠蘭茶就是於今老爹用的。還有雨前茶、松蘿茶、武夷茶。……煙葉是蒲城

的好，也倒不如東洋的有香氣好。

［	吃一回茶過了，排出點心來。……過了點心就排起桌子來，菜數也多。……船主叫一聲上菜，

客人說不用了。］

林）	小弟今日頭一遭進來，拜識長兄，多蒙錯愛，更蒙賜這樣美品佳餚，酒醉肉包實在當不得。

不必再費心。

［方纔兩道點心、兩道湯也過了。船主又說。］

唐）老爹用飯麽？

林）不敢。用酒多了，請收了席。

［席散了。小公司捧出一箇面盆，盛滿了溫溫的湯，放在椅子上。］

唐）請老爹洗手。

［過了一歇就排出幾十樣果品來。……主人吃了一盃要同客人豁拳。］
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唐）老爹們會豁拳。晚生要請教要請教。

	 	 …中略…

林）於今要暫別了。今天偶然過來蒙賜盛席，多多相擾了。多謝多謝。

唐）豈敢。怠慢怠慢。老爹再坐一回。用用茶。

林）不敢。多坐了。

［那時主人來送客，客人說道。］

林）請便，請留步。

唐）豈敢。還要送老爹到公堂去。

林）不敢當不敢當。

場面 4  公堂に戻り中国人と言葉を交わし，帰路に着く。

    中国人船主の接待が終わり，公堂に戻る。中国人から林稽古通事が顔立ち・話し方・声

などを賞賛され，中国人としばし話した後に帰宅する。

［	出了二門，到了公堂。公堂上還有幾箇唐人把一箇新通事圍住在中間，你一句我一句稱讚他

說好。］

唐）	老爹正真一箇聰明相貌，滿面福氣，眉毛生得好的狠。說話伶俐，好箇清亮的聲音。明日

一定大大發財了。老爹幾時再進舘？

林）再過幾天進來值日。

［方纔起身，向個人作揖說道。］

林）小弟坐久了，恐怕家裡懸望。少陪少陪。

上で拾い上げた部分は，本文の展開が理解し易い会話文と地の文である。この他に案内役の陳

三官による建造物の詳細な説明・由来やそれに対する林稽古通事からの質問などが場面の展開に

合わせて挿入されている。

3．「初進舘」作成の意図

語学の教本を編む場合，対象者・レベル・学習目標・学習効果を想定して，場面設定・語彙・

文法項目などについて配慮・工夫が必要であることは言を俟たない。以下では「初進舘」は ,ど

のような意図で作成されたのか，また，教材の内容にはどのような特徴があるのかを検討する。

3.1 語彙の充実

「初進舘」の本文には関連する単語を列挙という形で，無理なく盛り込み，語彙の充実を意図

したことが窺える。単語のジャンルとその数を挙げて，実際の表現を見てみる。該当する単語は
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筆者が「・」で示した。（〈　〉は単語の数を，［　］は前後の文を示す）

〔年齢，姓・号〕に関係する単語〈16〉

［贵庚多少 ?］

屬鼠
4 4

，屬牛
4 4

，屬虎
4 4

，屬兔
4 4

，屬龍
4 4

，屬蛇
4 4

，屬馬
4 4

，屬羊
4 4

，屬猴
4 4

，屬雞
4 4

，屬狗
4 4

，屬豬
4 4

？

尊姓
4 4

呢？賤姓
4 4

林。台號
4 4

呢？賤號
4 4

某。

〔家族等〕に関係する単語〈16〉

尊翁
4 4

好麽？

令尊
4 4

今日為什麽不進來？

家父
4 4

本該帶小弟進舘。

令叔
4 4

老爹好幾天不進來？

家叔
4 4

一向病在家裡。

有幾位昆仲
4 4

？

小弟有兩個家兄
4 4

，一箇家姊
4 4

，三箇舍弟
4 4

，兩箇妹子
4 4

。

［這幾位都在府上麽 ?］

不是。一箇大家兄
4 4 4

在別嶋王家手裡吃些錢糧。二家兄
4 4 4

過房到家伯裡去。家姊
4 4

出嫁了。一箇舍弟
4 4

做醫生。一箇是做生意。一箇還在家裡。一箇舍妹
4 4

許家敝同僚張某人。一箇還是年小。

［老爹娶親麽？定是定了，還不曾娶在家裡。］

那一位的令愛
4 4

?

陳按察的姪女劉問信的小女
4 4

。

〔職業〕に関係する単語〈7〉

一箇舍弟做醫生
4 4 4

。一箇是做生意
4 4 4

。

那前面幾箇篷子開店的賣雜貨
4 4 4

、做糕餅
4 4 4

、做裁縫
4 4 4

、賣燒酒
4 4 4

、賣麵食
4 4 4

。

〔教養〕に関係する単語〈4〉

這一位不比目今的後生家，會做詩
4 4 4

、會講話
4 4 4

、做文章
4 4 4

的道理也略略明白，更兼會寫字
4 4 4

。

〔建造物の部分〕に関係する単語〈3〉

連這亭子大門周圍的籬笆
4 4

的都是新做的。

這六扇亮槅
4 4

好大功夫了。又要這裡做欄杆
4 4

。

〔宗教用品〕に関係する単語〈4〉

再要三官菩薩的錫五事
4 4 4

，關老爹的玻璃燈
4 4 4

，籤訣牌
4 4 4

，籤子筒
4 4 4

也是重新添做。

〔唐人の部屋の調度品〕に関係する単語〈4〉

前面排了一張卓子
4 4

，放着香爐
4 4

、香盆
4 4

。……傍邊三四隻煙盤
4 4

，排得整整齊齊。

〔花〕に関係する単語〈7〉

花瓶裡頭插起薔薇花
4 4 4

、梅花
4 4

、菊花
4 4

、長春花
4 4 4

、山茶花
4 4 4

、水仙
4 4

、花蘭花
4 4 4

。

〔茶〕に関係する単語〈4〉
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［老爹請茶。有茶。請教，唐山茶葉有幾樣？］

叫做珠蘭茶
4 4 4

就是於今老爹用的。還有雨前茶
4 4 4

、松蘿茶
4 4 4

、武夷茶
4 4 4

。

〔点心〕に関係する単語〈6〉

點心也不止一樣。白扁豆
4 4 4

、蓮子
4 4

、龍眼
4 4

、荔枝
4 4

、珠粉
4 4

、西國米
4 4 4

。

〔主菜〕に関係する単語〈28〉

菜數也多。燕窩
4 4

、雞鴨
4 4

、小炒肉
4 4 4

、東坡肉
4 4 4

、燒雞
4 4

、燒肉
4 4

、羊肉
4 4

、羊脯
4 4

、火腿肉
4 4 4

、豬頭
4 4

、豬肝
4 4

、

雞肝
4 4

、鴨羹
4 4

、蟹羹
4 4

、肉圓
4 4

、魚圓
4 4

、魚糕
4 4

、魚肚
4 4

、鹿筋
4 4

、團魚
4 4

、河鰻
4 4

、七星蛋
4 4 4

、鯉魚
4 4

、鯽魚
4 4

、海
4

參
4

、鮑魚
4 4

、魚翅
4 4

、江珧柱
4 4 4

。

〔料理の付け合わせ〕に関係する単語〈14〉

澆頭也有幾樣。香菇
4 4

、海粉
4 4

、榆肉
4 4

、木耳
4 4

、松菇
4 4

、冬筍
4 4

、乾筍
4 4

、大蒜
4 4

、青蔥
4 4

、蔥白
4 4

、青菜
4 4

、落
4

花生
4 4

、韭菜
4 4

、金針菜
4 4 4

。

〔小皿・つまみ・漬け物〕に関係する単語〈12〉

若問小菜的名色，肚蚨
4 4

、蝦米
4 4

、淡菜
4 4

、鹽小魚
4 4 4

、鹽螺
4 4

、蚶子
4 4

、蛤蜊
4 4

、蝦醬
4 4

、瓜筍絲
4 4 4

、鹽菜
4 4

、甜
4

醬
4

、春不老
4 4 4

。

〔菓子・果物〕に関係する単語〈25〉

排出幾十樣果品，看見夾砂糕
4 4 4

、桂花糕
4 4 4

、眉公餅
4 4 4

、太史餅
4 4 4

、明糖
4 4

、明姜
4 4

、黃梨
4 4

、桔餅
4 4

、泡糖
4 4

、

荔枝
4 4

、紅棗
4 4

、黑棗
4

、青果
4 4

、胡桃
4 4

、松子
4 4

、榛子
4 4

、瓜子
4 4

、雪梨
4 4

、荸薺
4 4

、佛手柑
4 4 4

、冬瓜糖
4 4 4

、牛皮
4 4

糖
4

、

雲片糕
4 4 4

、麻餅
4 4

、芝麻糖
4 4 4

。

場面によっては列挙の形式ではないが，近い場所に関連語句を配置している部分もある。

〔飲酒〕に関係する語句〈15〉

看見老爹酒總不吃
4 4 4 4

，味薄了，不好請。

老爹就冷了，再換一盃
4 4 4

。

不妨得，照小弟一樣量淺
4 4

的人，熱酒
4 4

難當，冷的
4 4

倒好吃。這一盃乾了
4 4 4 4 4

，請收盃
4 4

。

這那裏使得，晚生看見老爹量好
4 4

，況且唐山酒
4 4 4

味淡薄了，多用幾盃也不醉人
4 4 4

了。

	 	 …中略…

老爹唐山酒
4 4 4

吃不慣，這箇小店拿進來的京酒
4 4

，再用幾盃
4 4 4

。

你看，這樣面孔紅了
4 4 4 4

，酒氣不醒
4 4 4 4

。

このように列挙や相前後して近い場所に関連語句を配置する形で，学習者の語彙の充実を図る

方法は，唐通事編輯の他の教本にも用いられており，唐通事編輯の教本の特徴の一つである。単

語の列挙は，全文が読物体で初級段階を終えた学習者向けの『養兒子』にも見られる。筆者が句

読点を加え，該当箇所を「・」で示した。
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父母死了也不曉得送喪的道理，把屍首埋在地中，不去拜墓，不請和尚念念經，帶孝不肯吃素，

只要吃酒吃葷菜。天天買魚吃紅魚
4 4

、山魚
4 4

、鱸魚
4 4

、鮑魚
4 4

、龍蝦
4 4

、拳螺
4 4

、鰦魚
4 4

、命魚
4 4

、鰸魚
4 4

、海
4

鰻
4

、烏賊魚
4 4 4

、比目魚
4 4 4

、金線魚
4 4 4

、老級魚
4 4 4

、帶魚
4 4

、海翁魚
4 4 4

、黑魚
4 4

、金槍魚
4 4 4

、河豚
4 4

、蟹
4

、車蜇
4 4

、娼
4

蛾
4

、虷子
4 4

、蛤子
4 4

、蛤蜊
4 4

、蟶
4

、螺螄
4 4

、海蜇
4 4

、江瑤柱
4 4 4

、還有淡水魚
4 4 4 4 4

、鯽魚
4 4

、鯉魚
4 4

、河鰻
4 4

、銀魚
4 4

、

團魚
4 4

、腳魚
4 4

、泥鰍
4 4

、田雞
4 4

、田螺
4 4

。若要野味呢，牛兒
4 4

、馬兒
4 4

、羊兒
4 4

、兔兒
4 4

、狐狸
4 4

、野豬
4 4

、鹿兒
4 4

、

豬兒
4 4

、野雞
4 4

、野鴨
4 4

、水鴨
4 4

、鳧兒
4 4

、狗兒
4 4

、老鼠
4 4

、黃鶯
4 4

、雁兒
4 4

、鶴兒
4 4

、孔雀
4 4

、鳳凰
4 4

、貓兒
4 4

、鳶烏
4 4

、

烏鴉
4 4

、斑鳩
4 4

、鴿兒
4 4

、麻雀
4 4

、鵝鳥
4 4

、鷺鶿
4 4

、鴛鴦
4 4

、燕子
4 4

、雞蛋
4 4

、鴨蛋
4 4

、魚子
4 4

、魚糕
4 4

。

 （『養兒子』p. 11） 16）

生臭料理の材料名の単語が 71列挙されている。この他にも「味に関係する単語 6・衣類に関

係する単語 13・色に関係する単語 16・語学に関係する単語 16・数量に関係する単語 10・寺僧に

関係する単語 7・遊戯に関係する単語 24・野菜名 26・菓子名 15・果物名・25・植物名 40・罵語

23・病名 16」（数字は単語の数）が並ぶのである。関連語句がある時は自然に文の中に溶け込む

形で，またある時は不自然に・執拗なほどに列挙し学習者の語彙の充実を図ろうとする意図が明

確に反映されている。「初進舘」・『養兒子』がこのような方法を用いたのは，語彙の習得が中国

語学習の重点の一つと考えた証であろう。

しかし，「初進舘」で使用されている単語を観察すると，通事の業務に直接関係する専門的な

ではなく，日常用語の域を出ない。この点から「初進舘」は，『養兒子』などの一般的な教本同

様，専門的な学習をする前の教材として作成されたのではないかと推測できる。

3.2 学習意欲の喚起

教本は，通常，学習者を個別に特定せず，ある一定のレベルの不特定多数の学習者を対象とす

るものである。この「初進舘」も当然，唐通事になろうとする多数の若者（唐通事の子弟）が使

用することを前提に編まれた教材であったであろう。その教材に唐通事になる心構えや叱咤激励

など学習意欲を喚起する内容を意図的に挿入することは，通事職が父子相伝の「家職」であり，

一時は帯刀も許された�17）権威ある職であったことから，子弟の語学の上達や出世を願う親世代か

らすれば至極当然のことであったと考えられる。

「初進舘」には，中国語学習の心構えを説くために，先輩通事が林稽古通事の能力や人柄を引

き合い出し，他の若者（通事家の子弟）の不真面目・非礼を戒める箇所がある。筆者が該当箇所

を「・」で示した。

值日老爹回答說道：	“虧得，這一位了不得，用功夫讀書。據我看來，目今後生家乖巧得狠
4 4 4 4 4 4 4 4 4

。

到了十四五歲就不學好起來
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

。讀書學話這兩樣事
4 4 4 4 4 4 4 4

，不但不留心丟掉了
4 4 4 4 4 4 4 4

，竟不想一味哩不長俊
4 4 4 4 4 4 4 4 4

，

只為玩話過日子
4 4 4 4 4 4 4

。不肯尊敬長上
4 4 4 4 4 4

，後生家禮貌一點也沒有
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

。這一位不比目今的後生家
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

，會做詩
4 4 4

又會講話
4 4 4 4

、做文章的道理也略略明白
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

，更兼會寫字
4 4 4 4 4

。他寫的端楷皆是字體端正得狠，時常有人
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來求他的字。又是做人極忠厚又聰明
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

，算得一箇才子
4 4 4 4 4 4

。我們在外頭照他一樣的做人是罕得
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

見
4

。”

 （p. 5）

林稽古通事は，能力・人柄いずれもずば抜けているが，より一層勉学に励むようにという中国

人の激励の言葉もある。
 

只管學學，學不如慣。明日老爹幫當年幫講價的時節，經過的事情再沒有難辦的道理。

 （p. 19）

このような戒めや激励は，唐通事が編んだ教本に頻繁に登場する。例えば，以下のものがある。

文中の句読点は筆者による。（『　』は教本名を示す。）

現見我十分嚴緊的，都不聽我說，不肯學好，還禁得不罵不打？（『小孩兒』p. 32）�18）

一來守規矩，做人要正經些，二來發狠讀書，當心學話。（『小孩兒』p. 35）

目今後生人家都不肯學，一到館中見了唐人，講也講不來，聽也聽不出。（『養兒子』p. 14）

我們通事家的兒子 ,學則底下的人也高身做大通事。不學的時候，大通事兒子不得高身。

 （『養兒子』p. 17）

原來通事的兒子讀書寫字講唐話這個家常茶飯，不足為奇。還要生意上的道理也要通的。

 （『養兒子』p. 17）

如今長崎的學生們只圖虛名沒有實學。一年半載坐在燈窓之下，識得些字兒就賣弄學問，在街

上揣書在懷裏走來走去，遇着人家咬文嚼字的說長說短，同ヶ三朋五友、東鄰西壁去講究說些

字不字文不文的話，有什麽意思？（『官話纂』p. 27）�19）

據我看來，目下長崎的後生家擔了個通事的虛名，不去務本。只看得玩耍要緊。不但詩賦做文

打不來，連唐話竟不會講，穿領長衣，插把好刀，只說自己上等的人，東也去耍子，西也去

遊々蕩々。買酒買肉，只管花費銀子，撒潑得緊。這個大々不是了。（『唐通事心得』p. 1）

我和你說你們，學唐話須要背得出。若沒有背在肚裡，憑你每日學了幾百句也用不着。

 （『長短拾話唐話』p. 1）

「初進舘」の戒めや激励は，ここに引用した『小孩兒』・『養兒子』・『官話纂』・『唐通事心

得』・『長短拾話唐話』と同様，明らかに学習途上にある唐通事家の子弟に対するものである。

唐通事が教本に心構えや叱咤激励など学習の必要性を説く内容を盛り込んだのは，通事家を維

持・継承する上で子弟の語学力に対して不安や危機感を抱き，学習意欲を喚起する必要に迫られ

ていたからなのであろう。
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3.3 唐人屋敷を通しての異文化理解

「初進舘」の特筆すべき点は，本文の場面設定を唐人屋敷としたことである。1603（慶長 8）

年初めて唐通事が長崎奉行によって正式に任命されて後，1639（寛永 16）年の幕府による鎖国

政策の完成，唐通事たちの世代交代などを経て，中国語がすでに母語ではなく，学習の対象と

なっていた唐通事にとっては，中国の文化も学習する必要に迫られていたと推察される。そこで

本文の場面設定を唐人屋敷とした教材「初進舘」を作成して，次世代の通事が中国独特の文化・

習慣など異文化の理解ができるように考慮したのであろう。それが明確な部分を見てみる。

林稽古通事が土地廟前で舞台を見つけて陳三官に質問する場面で，貿易のために海を渡る者は

菩薩の庇護に頼り安全の願掛けをし ,菩薩に感謝の気持ちを表すために芝居を奉納するのだと耳

にする。

林）請教，這箇池塘上爲什麽造起臺子？諒來必有用頭。

唐）那箇就是戲臺。

林）時常做戲麽？

唐）	不是。二月初二是土地公的聖誕。通舘各番在這箇廟上供養三牲各樣果品，結綵掛燈，又

幾折戯閙一兩天。真箇好頑。明年老爹進來看就曉得了。

林）舘裡有戲子麽？

唐）有的。弟兄裡頭會做戲的多。又有幾箇師父。

林）	不做什麽生意，單靠着做戯吃飯，這箇我不信。年裡頭不過一兩會的戯工錢也有限。那有

這樣大受用？

唐）	不是這樣説。我們是走洋的人。只靠菩薩的保佑平安來往幾担。有時節在洋中逢着大風暴

受苦。許下愿心的做戲酬謝菩薩。（pp. 7-8）

また，天后宮の「神帳」の四文字「皇恩欽賜」は，乾隆皇帝から林という姓の者が下賜された

が，勿体なくて自分では使えないので，この長崎の地まで持って来て菩薩に捧げたという由来を

説明する。

林）我再問你，挂在前面的神帳有皇恩欽賜四箇大字。這是什麽緣故？

唐）	老爹原來不曉得。前年乾隆皇帝南巡的時節，恩賜的疋頭。這有一箇緣故。往常聖駕出去

的時節，叫人家關門関戶迴避了不許拜駕。這一遭乾隆皇帝的南巡不是這樣。他的意思做

皇帝的把百姓認做親生的孩兒，不認得爹娘，那裡使得？所以自家騎在馬上走，叫百姓都

出來拜，更有一樁好事。不費民間一箇銅錢倒把自家的金銀緞疋恩賜民家，各各歡喜得很，

又叫出外的遠商來賞賜疋頭各色。那時一箇姓林的在那裡領了這一疋緞子，自己不敢用，

所以帶到這裡來供養菩薩的了。（pp. 9-10）
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この様な来航中国人の信仰上の慣習についての知識を得ることや「 2．初進舘の内容について　

場面 3」の内容である中国特有の食文化・食習慣に触れることなどは，唐人屋敷を除いては不可

能なことであった。そのため「初進舘」は，当時「長崎における異国（中国）」とも言える唐人

屋敷を教材の場面として設定し，林稽古通事と中国人との対話を通して，中国の文化・習慣につ

いての知識を習得させ，さらには「乾隆帝の南巡」など中国の情報をも獲得させようとしたので

あろう。これは他の教材にはない「初進舘」の特徴的な内容であると考えられる。

まとめ

「初進舘」作成の意図をまとめると次の 3点になろう。

①日常生活に用いる一般的な語彙の充実。

唐通事の業務に関する専門的な語彙や表現を使用せず，日常用語に限定した語彙の習得を意

図した。

②学習意欲の喚起。

父子相伝の通事職を維持・継承させるために学習途上の者に対して学習意欲を喚起すること

を意図した。

③唐人屋敷を通しての異文化理解。

鎖国政策・唐人屋敷造営以降，限定的となった中国文化との接点である唐人屋敷を教材本文

の場面として設定し，中国文化（異文化）ついての理解と知識を増やすことを意図した。

以上から考察すると「初進舘」は，唐通事の業務に関する高度で専門的な学習をする前の学

習者を対象にした中国語会話の熟達と中国文化の理解を意図して作成された教材であると推測

できる。

「初進舘」は，『譯家必備』の他の項目と異なり，業務に直接関連しない稽古通事の唐人屋敷

内での異文化接触を内容とし，唐通事編輯の教本に見られる多数の日常用語の列挙という方法を

用いている点などから，『小孩兒』・『養兒子』・『官話纂』・『唐通事心得』や『長短拾話唐話』と

同様に独立した教本として編んだものを後に他の項目と合わせて『譯家必備』として 1冊にした

可能性は否めない。

注

 1） ｢唐」という呼称について，林陸朗『長崎唐通事』p. 1に次のように説明されている。
江戸時代，長崎を対外関係の重要な地と認識した江戸幕府は，早くこの地を直轄地として長
崎奉行を置き，直参の上級旗本を任じて統治させるとともに，対外関係の業務を担当させた。
対外関係といっても主としてオランダと中国である。この当時，中国は王朝として明，つい
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で清であるが，ともに唐
とう

と通称し、中国人を唐
とう

人
じん

，中国船唐
とう

船
せん

，中国との貿易を唐船貿易ま
たは唐人貿易といった。

 「唐通事」は，1603（慶長 8）年初代の長崎奉行小笠原一庵によって長崎在住の唐人の馮六が登用
されたのに始まり、幕末の唐通事解散まで述べ 1644（実数は 826）名が務めた。職掌は，中国語
の通訳・翻訳，貿易業務，在留唐人の管理，長崎奉行の外交・通商上の諮問を受けることなど
であった。江戸時代，中国語の通訳を「唐通事」，オランダ語の通訳を「（和）蘭通詞」と書き
分けた。

 2） 唐通事が編輯した教本は，長崎県だけでも県立図書館等を中心に『唐通事心得』・『長短話唐話』
など 20種類以上が確認されている。小論で取り上げた『譯家必備』は，長崎歴史文化博物館，
靜嘉堂文庫，関西大学図書館，天理図書館で所蔵されている。

 3） 代表的な教本として『小孩兒』・『官話纂』・『唐通事心得』などがある。
 4） 長澤規矩也 ｢解題｣『唐話辞書類集第 20集』p. 1
 5） 『譯家必備』は，中国語の単語・短文を列挙し，その下に日本語で意味を示すという形式の「唐
話辞書」の形式ではないということを述べている。唐通事が編輯した辞書の中には岡嶋冠山の
『唐話纂用』や『唐話便用』に代表される辞書形式が多かったことを意識しての記述と考えられる。

 6） 武藤長平『西南文運史論』p. 51
 7） 奥村（2019）は，『譯家必備』の「初進館」の本文にある「乾隆帝の南巡」・「酉年二十二番船主
沈綸渓長崎来航時期」・唐人屋敷内の建造物の建築年代及び「護送日本難人」の内容から同書の
成立は，1754（宝歴 4）年頃であると推定している。

 8） 中嶋幹起「唐通事が学んだ言語とその教科書」『中国語教育第 13号』p. 6
 9） 1 ページが 27文字× 8行，合計 17ページあり，文字数で約 4000字となる。但し，第 1頁のみ項
目名「初進舘」を挙げるため 27文字× 6行となっている。

10） 「（唐）舘」の呼称について，山本紀綱『長崎唐人屋敷』p. 207に次のような記述がある。
唐人屋敷は…一般的には「唐人屋敷」または「唐館」，ある場合は「華人華舘」・「土庫」な
どと呼ばれた。

  唐人屋敷設置の目的と規模について，『長崎県史対外交渉編』p. 511、p. 515に次のような説明が
ある。
江戸幕府が長崎に来航する唐人を一定の場所に囲い込んで，オランダ人と同様に一般日本人
との接触を断ち切るために，1689（元禄 2）年に長崎十善寺に設けられた施設である。その
目的は唐人によるキリスト教の伝播を防ぐこと，唐人貿易の密貿易を防止することであった
と言われている。その規模は，総坪数 9373坪余で，唐人住宅・風呂屋・関帝堂・観音堂・
土神祠・天后堂（媽祖堂）が設けられていた。（p. 511）唐人の住宅すなわち唐館は十九棟、
二階造りになっていて，階上階下あわせて 50の部屋に割ってある。階上は 20部屋で船頭・
客商が住む。（p. 515）

11） 「學通事」という通事の階級は存在しない。「學通事」は，「學」の「習う、学ぶ」という意味か
ら「稽古通事」を指すと考え，小論では「學通事」を「稽古通事」と訳す。「稽古通事」は，
1653（承応 3）に子弟の通訳実務の教育や後継者育成の目的で増設された職階で，大通事や小通
事の子弟だけが就くことができた。

12） 「公堂」という語について，汪鵬「袖海編」『小方壺齋輿地叢鈔』p. 4に次のような記述がある。
通事官與客會話之所曰公堂

13） ページ数は，『唐話辞書類集第 20集』のページを指す。
14） 通事に対する敬称。李献璋『長崎唐人の研究』p. 317に次のような説明がある。

通事は，中国商人が用事万端を接衝する窓口であり、彼らの利権を左右する直接的な役なの
で，…中略…寛文初年、長崎預ヶ銀を争う鄭氏両家の書簡に「老爹」という官人に対する尊
称を用いられたのもそれを示すものである。
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15） 場面 3の接待が始まる前，林稽古通事が船主に対して屋敷内の案内のお礼を述べる部分で，案内
役の唐人は「陳三官」という名であることが分かる。

今天小弟頭一擔進來，不曉得舘裡的道理。虧得勞動他陳三官
4 4 4

一周遭帶小弟轉一轉，領教過許

多事情，樣樣都明白了。

16） ページ数の表示は，『養兒子』を収めた『中国語教本類集成』第一集第一冊のページ数を指す。
17） 唐通事は，1678（延宝 8）年に帯刀が許された。また、『唐通事心得』の本文の語句から唐通事が
帯刀していたことが分かる。

連唐話竟不會講，穿領長衣，插把好刀
4 4 4 4

，只說自己上等的人，……

18） ページ数の表示は，『小孩兒』を収めた『中国語教本類集成』第一集第一冊のページ数を指す。
19） ページ数等の表示は，『官話纂』を収めた『中国語教本類集成』第一集第一冊のページ数を指す。
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ニーノ・ダンジェロとナポリ大衆音楽の変容

近　藤　直　樹

 〈Sommario〉
  A causa del terremoto del 1980, la società e la cultura napoletana subirono una serie di 

cambiamenti che, oltre alle strutture socio-economiche, ne toccarono anche il lato antropolog-

ico. Chi ha perso la casa a causa del sisma, viene relegato in periferia e questo spostamento in 

massa di intere famiglie crea un effetto “fade out” della cultura dei vicoli, che progressivamente 

si affievolisce fino a scomparire del tutto, portando via con sé i cultori della sceneggiata e della 

canzone di malavita, alla maniera di Mario Merola.

  Un vero e proprio mutamento sociale che però porta alla nascita di un nuovo genere 

musicale, rappresentato a pieno titolo da Nino D’Angelo, cantautore e attore, che nei suoi film e 

nelle sue canzoni incarna pienamente lo stereotipo del ragazzo della periferia partenopea degli 

anni ’80, fino a diventare una vera e propria icona, riconosciuto a livello nazionale.

  Sebbene egli sia stato criticato anche duramente per le sue canzoni e la sua “napoletaneria”, 
non ci si può sottrarre da una valutazione sociologica della sua figura che ha legato la vecchia 
“Sceneggiata” alla canzone e cultura “Neomelodica” degli anni ’90.

はじめに
　1980年代のナポリは，シンガーソングライターのピーノ・ダニエーレ Pino Daniele（1955-

2015），俳優兼映画監督のマッシモ・トロイージMassimo Troisi（1953-1994）等，ナポリのス

テレオタイプを相対化しながらも新しいナポリ像を打ち出し，その後のナポリ文化にも大きな影

響を与えたアーティストが活躍した時代であった。そして，その両者と同じ 50年代に生まれ，

同じ時代に活躍し，80年代ナポリの顔となったアーティストがもう一人いる。シンガーソング

ライターにして俳優のニーノ・ダンジェロ Nino D’Angelo（1957-）である。

　ニーノ・ダンジェロは，ダニエーレやトロイージとは違い，少なくともその人気絶頂期であっ

た 80年代には，シンガーソングライターとしての評価は低く，もっぱら「金のヘルメット」と

呼ばれた髪形をして，抜け目ないがそれでいて憎めないナポリ近郊の下層階級の若者を演じたア

イドルタレントとして通っていた。だが，マリオ・メロラMario Merola（1934-2006）に代表さ

れるナポリ音楽祭のナポレターナの世界と，90年代に台頭する「ネオメロディチ」と呼ばれる

一連のローカルなアーティストを繋ぐ役割を果たしたのは間違いなく彼ダンジェロであり，ナポ

リの大衆文化という文脈においては，その重要性は計り知れない。

　実際，ダンジェロの 80年代の活動と人気については，ナポリの大衆音楽 1） を扱った多くの著

書の中でその重要性が指摘されている。かつては「カンツォーネ・ナポレターナ史」からは排除
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されてきたダンジェロのような大衆音楽も近年は記述の対象とされていて，Cossentino（2013）

はその好例であるが，あくまで通史であるため，簡単な紹介にとどまっている。その一方で，と

りわけ 2000年代以降のナポリ歌謡の研究が，それまで軽視されてきたネオメロディチ現象の分

析に重点を置いていることを受けて，ニーノ・ダンジェロをその源流とする評価が定まっている。

具体的には，Sanzone（2009），Tarli & De Iulis（2009）を挙げることができる。だがそうした評

価の一方で，こうしたネオメロディチ研究は，ダンジェロの 80年代の活動について，あくまで

ネオメロディチの「前史」として祭り上げるにとどまっていて，踏み込んだ分析が見られない。

それは彼らの関心が，ネオメロディチを軸に，犯罪社会・組織と音楽の関係へと向けられている

ことにもよると思われる。後述するように，80年代のダンジェロの音楽世界と人気は，むしろ

楽曲から犯罪社会を思わせる要素を排除することで成立していたのである。

　そうした中でも Ravveduto（2007）は，1980年の大地震によって加速したナポリ郊外の都市化

という現象の中で，80年代のダンジェロを理解しようとした点で画期的で重要であるが，あく

まで都市の郊外化の表象として指摘するにとどまっていて，ダンジェロの俳優や歌手としての活

動が，具体的にどのようにして，そうした社会現象の表象となりうるのかを分析するには至って

いない。

　本論考では，こうしたナポリ大衆文化研究の空隙を埋めるべく，ニーノ・ダンジェロの 80年

代の活動をたどりながら，1980年の地震後に大きく変容するナポリ社会において，映画やテレ

ビを通して拡散された彼のパブリックイメージや楽曲がどのような意味を持ったのかを考察し，

そして彼の 80年代の楽曲が，マリオ・メロラ流のシェネッジャータ歌謡と 90年代のネオメロ

ディチらの音楽世界を，具体的にどのように繋いでいたのかを明らかにしたい。

1．歌手ニーノ・ダンジェロの誕生

1.1　マリオ・メロラ路線の継承

　1957年 6月 21日，ナポリ市郊外のサン・ピエトロ・パティエルノに，貧しい靴職人の息子と

して，ニーノ（本名ガエターノ）・ダンジェロは生まれた。その 1年 3か月前に生まれたピー

ノ・ダニエーレとは同じ世代に属し，ともに 80年代のナポリのポピュラー音楽を代表するアー

ティストとして活躍しながらも，きわめて対照的な存在であった。ダニエーレが，市内の心臓部

にあたるサンタ・キアーラ教会のすぐ側で生まれ育ち，独特の伝統と歴史に富んだ大都市ナポリ

の文化の本質を受け継ぎ，それを批判的に表現したのに対して，ダンジェロは中世の城壁の外，

ナポリ市内の最北端と郊外の境界にあたる地域の出身で，80年代にナポリの中心部と郊外の関

係が複雑に変化していく中で，そうした社会的変容を体現したスターであった。また，ダニエー

レが極貧階級に生まれながらも，裕福な大叔母に引き取られて大学にまで進学したのとは異なり，

ダンジェロは，高校入学後すぐに中退し，ナポリ駅のジェラート売りとして家計を支えた。新左

翼団体「継続闘争」に参加し，ジャズやプログレッシブ・ロックやブルースを愛好するダニエー
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レに対して，ダンジェロの音楽的嗜好は，ダニエーレが毛嫌いしたナポリ音楽祭のカンツォーネ

のそれで，とりわけ「ナポリの声」と呼ばれた歌手セルジョ・ブルーニ Sergio Bruniをこよな

く愛した。そんな対照的な二人であったが，奇しくもデビューの年は同じ 1976年で，地元ナポ

リのラジオ局でダニエーレの《なんて暑いんだ》Ca caloreが流れ始めていた頃，ダンジェロの

《僕の物語》’A storia miaが発売された。

　カンツォーネ・ナポレターナにとっての 70年代は，1970年にナポリ音楽祭が終わりを迎えた

ことに象徴されるように，戦後の伝統が衰退し，あらたな表現を模索する時期にあたっていた。

そのため，新曲の制作以上に古典曲の新しいアレンジによるカバーやリバイバルが注目を集めた。

1968年の《赤いバラ》Rose rosseや 1969年の《町が燃えてしまえば》Se bruciasse la cittàといっ

たイタリア語曲のヒットで，イタリアを代表するポップス歌手として活躍していたマッシモ・ラ

ニエーリMassimo Ranieri（1951-）は，全編カンツォーネ・ナポレターナの古典曲というコン

サートを行い，そのライブアルバムを 1972年と 1974年に相次いで発売して，カンツォーネ・ナ

ポレターナに新しい息吹を吹き込んだ。それは，新たなアレンジと歌唱によって，カンツォー

ネ・ナポレターナから古い錆をこそげ落とし，同時代の楽曲として再生させる試みであった 2）。

アラン・ソッレンティ Alan Sorrentiやジャルディーノ・デイ・センプリチ Giardino dei semplici

といったプログレッシブ・ロックの系譜に連なるナポリのアーティストたちも，ほぼ同時期にカ

ンツォーネ・ナポレターナの古典曲を手掛けている 3）。ナポリ音楽祭とは異なるジャンルの歌手

たちによるこうした歌唱は，カンツォーネ・ナポレターナに新しい可能性を開いた。

　そうした新たな視点による古典曲の見直しとは一見して異なるが，ナポリ音楽祭の常連だった

マリオ・メロラは，カンツォーネ・ナポレターナの古典曲の中でも，ナポリの下層階級ややくざ

な男たちの世界を，きわめて演劇的で物語的に描出した「上着の歌」と呼ばれたジャンルに特化

してリバイバルし，それを舞台化し，後には映画化して，ナポリの庶民文化の最後の煌めきを

放っていた 4）。そしてニーノ・ダンジェロのデビュー曲《僕の物語》は，まさしくこのマリオ・

メロラの伝統的な路線を継承したシェネッジャータ的な楽曲であった。レコードに針を降ろした

瞬間，流れてくるのは前奏のメロディーではなく，女性の鞄を盗んで逃走しようとする少年を捕

まえた男性の単調な台詞と，警察署長の言葉である。

「署長さん，この少年は，こちらの女性から鞄を奪って，市場の通りを逃げようとしていた

ので，我々が捕まえました。こいつです」

「おい，ゴロツキ！」

　そこから，ムード歌謡的な，つまりはマリオ・メロラ風のオーケストラによる前奏が始まり，

それに続く歌詞は全て，「ゴロツキ」と呼ばれた少年の弁明となっている。

「ゴロツキだなんて呼ばないでください，
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そんな呼び名は，名誉にかかわる。

聞いてください，僕の物語を全部，

その後で，僕を裁いてください…」

　貧困のためにやむなく（病気の母親の薬を買うために）犯罪に手を染めた少年は，その顛末を

朗々と歌い上げる。そして歌が終わると彼の言葉は，切迫感を増し続ける演奏を背景に，再び語

りへと移行する。

「これで僕の物語はおしまいです，

僕を裁いてください。

どうしたんですか，手を放すんですか，

奥さん，あなたは泣いているんですか，

僕が奪った鞄をくれるっていうんですか，

『行きなさい，母さんを助けるのよ』なんて言って」

　19歳のダンジェロは，この自主制作のシングルレコードを抱えて市内のレコード店をまわり，

店頭に置いてもらえるよう個人的な営業活動をしたのだが，その時に，まるでトトの映画を思わ

せるような，ステレオタイプなまでのナポリ的エピソードを伝えている。彼はこの曲が事実に基

づいていて，兄が現在刑務所にいて，弟である自分がレコードを売り歩いている。兄を自由にす

るためには裁判費用がかかるため，店頭に置いてくれないかと懇願し，多くの場合は成功したと

語っている 5）。それが本当のことであったのか，それともカンツォーネ・ナポレターナの世界に

溢れかえっているもっともらしい逸話に過ぎないのかは証明しようもないが，いずれにせよ，

ニーノ・ダンジェロの身振りを雄弁に伝えている。

　だがそうした逸話だけではヒット曲は生まれないし，スターも誕生しない。ダンジェロはその

当時最もホットなメディアにも目を付けた。同年，法的に認可されたばかりの自由ラジオ局をま

わるという，同時期にデビュー間もないピーノ・ダニエーレが取ったのと同じ営業活動をしてい

るのだ。だが，68年世代のカウンターカルチャーと親近性の高い自由ラジオは，ピーノ・ダニ

エーレの先鋭的なブルースロックとは違って，マリオ・メロラ風のローカルで伝統的な楽曲を快

く迎えることはなく，ニーノ・ダンジェロは苦労を強いられた。ダンジェロは自由ラジオ局に顔

の利く指揮者の友人を介して，何とか《僕の物語》をラジオで流してもらうことに成功したこと

を語っている 6）。こうして，ニーノ・ダンジェロもまた自らのパフォーマンスと声の力によって，

デビュー曲をヒットさせた。同年には，《僕の物語》を含むアルバムが発売され，1978年までに，

計 3枚のアルバムを発売している。堂々とした体躯で，古き良き時代の親分としての歌声を聴か

せたメロラに対して，小柄で痩身の美少年ダンジェロは，メロラよりはむしろセルジョ・ブルー

ニに似た鼻にかかった声を武器に，絞り出すような高音で切なげに歌い上げ，新しいスターとし
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て地元ナポリで知名度を得た。

1.2　下層階級の日常の悲劇

　70年代後半から 80年代にかけて，停滞していた伝統的なナポレターナの世界にも，再び新し

い創造性と傾向が生まれてくる。中でも憂いを含んだ美少年パトリツィオ（1960-1984）は人気

を博し，1975年のデビューから 1984年の若すぎる死に至るまで，毎年アルバムを発売している。

地元のゼウスレコードから発売されたその楽曲は，シンセサイザーなど同時代のポップスの流行

を取り入れてはいたが，歌詞には相変わらず刑務所やカモッラといったナポリの伝統的な主題が

頻出していた。それでも，日常的な恋や切ない感情といった若者の等身大の主題も描かれていて，

マリオ・メロラ路線の一つの進化系として考えることができるだろう。

　ニーノ・ダンジェロは，アイドル的なルックスとポップな楽曲，そして若者の等身大の歌詞と

いったパトリツィオの路線をさらに推し進めた。そうした兆候が最初に現れたのは，1979年 4

月に発売された 4枚目のスタジオアルバム『産婦』’A parturenteであった。とりわけアルバムの

タイトル曲にもなった楽曲《産婦》と《エスポージト・テレーサ》Esposito Teresaは注目に値す

る。両曲からは，パトリツィオの楽曲以上に犯罪社会を思わせる要素が後退し，その代わりに，

ナポリの下層社会に生きる若者の出産や恋愛といったより日常的な主題の下に，その生と死が描

かれているのだ 7）。

　《産婦》は，難産に苦しむ妻を分娩室の外で待つ，貧しく若い夫の焦燥と安堵を，切迫した現

在形でセンチメンタルに描いている。

誰がドアを開けてくれるんだ，俺が帰宅したときに，

誰が付き添ってくれるんだ，お祈りに，

誰が両手を広げて俺に言ってくれるんだ，愛してるって，

誰が俺に力をくれるんだ，仕事に行くための。

（中略）

「ご主人はどちらですか？」

「俺です，先生，どうしたんですか」

「おめでとうございます，元気な男の子ですよ」

「母親は，母親は元気ですか？」

「母親ですか？　健康そのものです」

　《エスポージト・テレーサ》の語り手は，恋人を交通事故で亡くす貧しくも心優しい男子高校

生であり，突然の不幸によって失われてしまう若者の恋愛が，切迫感をともなって歌い上げられ

ている。
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9時だというのに，君は来ない

授業がはじまって

先生が出席をとる

それでも君はまだいない。

どういうことだ，いったいどうして

この心は胸の中で震えている

ところが手紙が学校に届けられ

先生が目に涙をたたえて，僕たちに真実を告げる。

「君たちに，残念ながら悲しい知らせを告げなければならない。

エスポージト・テレーサが，今朝登校途中に

交通事故に遭い，もう…」

　アルバム『産婦』発売の翌 1980年，《エスポージト・テレーサ》はシェネッジャータ劇となっ

た。パレルモ，カターニャ，ターラントといった南部の諸都市だけでなく，トリノやミラノでも

上演され，シェネッジャータ劇の新しいスター，ニーノ・ダンジェロの名前をイタリア中に広め

た。

2．ジーンズと Tシャツの金髪少年

2.1　地震とカモッラ

　1980年 11月 23日，アヴェッリーノ，サレルノ，ポテンツァにまたがる地域を震源としたマ

グニチュード 6.9の地震が南イタリアを襲い，28万人が家屋を失い，9千人近くの負傷者，3千

人近い犠牲者を出す大災害となった。家屋や人口が密集したナポリの被害はとりわけ甚大で，数

百にものぼる道路が通行禁止となり（1981年 7月になってもその数は 350本），6000軒の建造物

が使用不可能，そうした危険な家屋に居住していたおよそ 11万 2千人が，退去を強いられた 8）。

　地震から 1年後の統計データは，住居問題の解決が容易ではなかったことを証言している。退

去を余儀なくされたおよそ 3万 5千世帯のうち，2万 3500もの世帯が，仮設住宅の恩恵にあず

かることができずに，倒壊の危険性が高い元の住居に住み続けるか，あるいは友人や親戚の家に

身を寄せていたのだ 9）。取りあえずは落ち着き先を見つけたその他の 1万数千世帯にも，キャン

ピングカーやコンテナ，ホテル，船舶，学校など，長期滞在の難しい，安定した住居とはとても

言えないような仮住まいを余儀なくされた者が多くいた。

　こうした状況を受けて，1981年 3月に労働省は，クワリアーノ，サヴィアーノ・シシャーノ間，

トゥフィーノ，ナポリ・バイアーノ間，アチェッラといったカンパーニア州のナポリ郊外の諸地
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域に，計 8500戸分の公営住宅の建築を決定した。これらの多くが比較的時間の流れが緩やかな

農村地域で，ナポリ県に属する市町村ではありながら，ナポリ市内とは若干異なる文化圏で，そ

の住民たちは大都市であるナポリ市民から「田舎者（カフォーネ）」と呼ばれてきた。そうした

郊外の農村地域に大規模の住宅が建設され，そして家屋を失ったナポリ市民たちが移住してきた

のである。こうして，80年代を通じてナポリの郊外には，郊外の都市化とでも言うべき現象が

起こっていった。

　地震による人の移動によって，それまでの都市計画が破綻する結果となった。1970年代には，

ヨーロッパでも最悪と言われた都市ナポリの過密な人口密度を緩和するために，低所得層向けの

集合住宅が建設されていった。1975年に完成したスカンピア地区の「帆」と呼ばれた 7棟の巨

大建築には，1980年の地震以降不法侵入者が増えて無法地帯化し，ナポリの犯罪地域の同義語

と化していった 10）。

　80年の地震はまた，それ以前から進行していた犯罪組織のあり方にも大きな影響を与えた。

70年代後半から 80年代初頭にかけて，カンパーニア州の犯罪組織「カモッラ」は，壮絶な縄張

り争いを繰り広げたが，その主役となったのが，「新生カモッラ」（NCO）のボス，ラッファ

エーレ・クートロ Raffaele Cutoloであった 11）。「教授」と呼ばれた頭脳派のクートロは，1960年

代から徐々に活性化してきていたカンパーニア州の犯罪組織を，ファシズム期以前のカモッラと

重ねて入会儀式や階級制度を取り入れて神話化し，彼の組織 NCOは，瞬く間に南部全体にネッ

トワークを広げていった。彼が敵対視したのは，70年代にシチリアのコルレオーネマフィアの

傘下に入ることで力をつけていった，ロレンツォ・ヌヴォレッタ Lorenzo Nuvolettaを頭領とし

たカンパーニアの犯罪組織であり，それに対抗する形で，カンパーニア的なアイデンティティを

基調として，大陸側の南部人の愛郷心に訴えたのだ。

　クートロの NCOとヌヴォレッタらの「新ファミリー」（NF）は，1978年から 1983年までの

間に 1500人を超える死者を出す，文字通りの「戦争」を繰り広げた。クートロは，とりわけ刑

務所の中で絶対的な権力を誇ったのだが，そのきっかけもまた 1980年の地震であった。ナポリ

のポッジョレアーレ刑務所の看守は，地震の際に刑務所内のドアを開放した。当然ながら刑務所

内では異なる組織の犯罪者たちが殺し合う事態となったのだが，その中で権力を掌握したのが

クートロだったのだ 12）。

　クートロはまた，キリスト教民主党のガーヴァ閥の後ろ盾を得ることで，政界にも影響力を

誇った。そのきっかけとなったのが，1981年の，テロ組織「赤い旅団」によるチーロ・チリッ

ロ Ciro Cirilloの誘拐事件であった。カンパーニア州の都市計画部門の評議員であったチリッロ

は，ナポリのキリスト教民主党のアントニオ・ガーヴァ Antonio Gavaの右腕で，ガーヴァは何

としてもチリッロを救出し，当時まだ記憶に新しかった 1978年のアルド・モーロ事件の二の舞

は踏まないようにと動いた。政府は八方手を尽くしたが，赤い旅団と交渉できる者は，イタリア

の刑務所で圧倒的な権力を握っていたラッファエーレ・クートロをおいて他になく，クートロが

条件に出した 30億リラは，赤い旅団と NCOで山分けにされた。3か月後，チリッロが解放され
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る直前に，カンパーニア州およびバジリカータ州の地震による被災地域の再建のための特別法が，

議会で可決されている。クートロはその後も，チリッロ事件をちらつかせて事件に関わった政治

家たちを脅しながら，公共事業や住宅再建に関わる入札に入り込み，巨万の富を手に入れた。要

するに 1980年の地震は，マリオ・メロラの映画ではとても描き切れないほどの社会的脅威とし

て躍進する機会を，カモッラに与えてしまったのだ。

2.2　上昇する若者の夢

　大地震が発生した 1980年末，ニーノ・ダンジェロは前述したように，『エスポージト・テレー

サ』の舞台版で人気を呼んでいた。16世紀から 17世紀に建造された家屋が密集するナポリは，

建造物の倒壊が深刻であったが，劇場もその例外ではなく，密閉された空間で 2時間余りを過ご

すことへの恐怖が蔓延し，空席が目立つようになる。だが，ニーノ・ダンジェロのシェネッ

ジャータ劇は例外で，いつも満員であったことを，彼自身誇らしげに語っている 13）。彼の俳優兼

歌手としての活躍は，映画監督ニニ・グラッシア Ninì Grassiaの目に留まった。グラッシアはダ

ンジェロの楽屋を訪れ，発売されたばかりの 5枚目のスタジオアルバム『名声』Celebritàのタ

イトル曲《名声》を，ダンジェロの主演で映画化する話がまとまった。映画俳優ニーノ・ダン

ジェロの誕生である。

　映画『名声』の主人公パスクワーレはナポリの貧しい自動車修理工で，歌手としての成功を夢

見ている。彼は興行主にデビューの必要資金とされた金銭を騙し取られ，その返済のために友人

と盗みに入り，刑務所に送られる。その刑務所の中で，カモッラの親分ドン・アルマンドに美声

を認められ，今度こそ「ニーノ・ダンジェロ」の芸名でデビューを果たす。彼は歌手としての名

声を得るが，華やかな暮らしの中で恋人や母親のことを忘れてしまい，母親の死の知らせ受けて，

自分が大事なものを失ったことに気づく。

成功とメダルが，この手で音を立てている。

ラジオも新聞も，僕の話でもちきりだ

僕はビッグだ，歴史にも名前が残るほど。

けれどもこの成功は今，あなたを求めている。

あなたの言葉が思い出される

「勇気を出して，へこたれないで」。

僕のために，わが身をすり減らしたあなた

それを思うと，自分がみじめになってくる。

母さん…あなたは知らない，知るわけもない

この成功の名誉は

あなたに捧げたんだ…
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　社会的成功の中で家族を忘れる若者という設定や，無知で貧しい若者が犯罪組織と関りを持た

ざるを得ない状況など，物語的にはマリオ・メロラが主演した映画の影響が大きく感じられるが，

それでも，自分の芸を生かして犯罪にまみれた日常から抜け出し，社会的な上昇を果たそうと苦

心する若者という繊細にして大胆な人物像は，メロラには全く見られないものであった。恰幅の

いい中年俳優メロラは，勃興する新生カモッラに抗う昔気質のカモッラや庶民を演じていて，過

去の視点から現在のモラルの腐敗を叱責する役を担っていた。一方，それとほぼ同時代でありな

がら，思春期の若者であったダンジェロは，そうした社会にまみれながらも，夢を持ち未来を切

り開こうとする人物を演じ，若い観客たちは，現実世界では口をつぐんでいるほかないカモッラ

の脅威に対する，逃避ともとれるようなもう一つの表現をそこに読み取っていたのだ。

　その後もダンジェロはグラッシア映画に出演し続け，1982年には『アヴェ・マリア』

L’Avemaria，『学生』Lo studenteと，自身の楽曲をタイトルとした作品で主演を演じている。そ

の全てにおいて，『名声』と同じく，裏社会との関係を抜け出して，スター「ニーノ」として自

らの力で成功を収めようとする，貧困家庭出身の若者を演じている。

　1981年，『名声』で華々しく映画デビューを飾った年に，アルバム『ディスコテカ』’A disco-

tecaが発売された。1970年代に世界的なブームを呼んだディスコミュージックは，1980年代に

入ると，その発信地であったアメリカでは下火となった。だがヨーロッパ各地では人気が衰える

ことなく，テクノやニューロマンティックといった，シンセサイザーを積極的に取り入れた新し

い流行と結びついて，「ユーロディスコ」や「イタロディスコ」と呼ばれた新しい潮流を生み出

し数多くのヒット曲を輩出し，その後のいわゆるユーロビートに繋がっていく。ニーノ・ダン

ジェロのシングル曲《ディスコテカ》は，こうした新しいディスコミュージックとは異なり，最

新流行を取り入れた都市型のディスコというよりは郊外のあか抜けないディスコという感じでは

あったが，それでもそれまでの彼の楽曲とは違うロック調のアレンジが取り入れられていて，

オーケストラを前面に出したマリオ・メロラ風の音楽から大きく踏み出した一曲となった。歌詞

は，ディスコで恋人と喧嘩をした語り手が，仲直りを求めている内容で，カモッラも貧困もない

日常的なラブソングである 14）。

このディスコの中

光にあふれて，音が響いている。

それは声，君の声

愛しい人，僕は君のためにここにいる。

悪いのは僕じゃなくて，嫉妬のせいなんだ。

そのせいで，嘘ばかりついてきた

ダニエーラは友だち，ただのクラスメート

君の勘違いさ。
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　こうした路線の変更を受けて，10代の少女たちを中心に，ファン層が形成されていった。ダ

ンジェロ自身，《名声》あたりから客層が変わり始めたことを後年語っていて，それが決定的に

なったのは《ディスコテカ》であったと述べている 15）。そしてダンジェロは，そうした客層の変

化を好機と捕らえ，さらに自覚的に方向転換を図った。

　計 4本の映画に出演した翌 1982年には，彼の代表作となる《ジーンズと Tシャツ》’Nu jeans 

e ’na magliettaをタイトル曲にしたアルバム『ジーンズと Tシャツ』が発売され，大ヒットを記

録する。シングル《ジーンズと Tシャツ》は，《ディスコテカ》の路線をさらに推し進めた一曲

で，自分よりもはるかに若い少女への愛の告白というシンプルなラブソングとなっている。

ジーンズと Tシャツ

石鹸の香りの顔，

僕はそんなかざらない

君に恋をした。

だがそんな彼女は，「まだ恋をするには／早すぎると言って」語り手の求愛を受け入れようとし

ない。これほど物語的な状況設定もなく，アイロニーもないストレートなラブソングがナポリ方

言で歌われたことはかつてなかった。

その気まぐれとしかめ面までが

僕を夢中にさせる

前よりもっと好きになる

どれほど僕を苦しめているか，君にはわからない。

さあ，口づけをおくれ，

こっちにきて，僕の手を握って，

そして一緒に紡いでいこう

二人の恋物語を。

君に恋をしてしまった

君がほしいからって，どんな罪になるというの。

君はまだ少女だけれど，

二人の愛に，年はないから。

　翌 83年には，70年代にコメディー映画で人気を博したマリアーノ・ラウレンティMariano 

Laurentiがメガホンを撮って映画化され大ヒットを記録した。映画『ジーンズと Tシャツ』で

ダンジェロは，叔父が働くカプリ島のホテルで夏の間だけジェラート売りとして働く，ナポリの

貧しい好青年というお決まりの役を演じている。それまでの彼の映画と違うところは，犯罪社会
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とは全く関係のない，シンプルな青春映画になっている点である。映画『名声』で描かれた社会

的上昇は，もはや犯罪組織とは無関係で，北部の富裕層という，純粋に社会的階級の問題に転嫁

されている。ニーノは，そのホテルの上客である北部の富豪の娘アンナマリアと恋に堕ち，彼女

の父親の反対を乗り越えて，二人の恋は幸福な結末を迎える。

　何も特別なところのない，他愛もないこの青春映画がヒットしたのは，ニーノ・ダンジェロの

爽やかで自然な演技と，エンターテインメントを極めたラウレンティ監督の手腕，タイトル曲の

他にも彼の代表曲が目白押しの音楽的な魅力 16） などを挙げることができる。そして何よりも 83

年の南部の若者たちは，美しい島を背景に，北部のブルジョワ美少女の心を魅了して，犯罪社会

と一切関わることなく社会的に上昇するニーノ・ダンジェロの快活さに夢を重ねたのだろう。

2.3　郊外のシュクニッツォ

　人の移動は，当然のことながら文化そのものの変容と移動をもたらす。マリオ・メロラやピー

ノ・マウロに代表される，「復讐」や「義侠」をテーマとしたシェネッジャータに熱狂してきた

のは，ナポリ中心街に居住していた下層庶民たちであったが，彼らの価値観がナポリの中心街か

ら姿を消し郊外に移住すると，文化的な文脈を喪失した彼らの子供たち世代は，そこにリアリ

ティを見いださず，もはや古い価値観を継承することはなかった。1978年から 1982年までの 5

年間に 15本も制作されたマリオ・メロラの映画は，1983年には皆無で，そして 1984年の『グ

アッパリア』Guappariaが最後となった 17）。80年代は舞台においても，伝統的なシェネッジャー

タ劇が消滅していった時期に重なっている。マリオ・メロラが体現してきた，犯罪社会を描き，

人情に訴えかけ，そして最後にはナイフで復讐を果たし，観客がそれに喝采を送る映画やカン

ツォーネの衰退は，流行の変化という一般的な現象だけには帰せられないだろう。それは，支持

者であったナポリ中心街の下層民たちの生活圏と文化圏が失われたことにも関係していたのだ。

　そんな 80年代の若者たち世代が熱狂したのが，カモッラ的な価値観や，見渡す限り代わり映

えしない，同じ階層ばかりが同調的に支配する，荒廃する新興住宅地と化した郊外地域を抜け出

して，犯罪と距離を置き，復讐に手を染めることなく社会的に上昇しようとする，無知ではある

が爽快なニーノ・ダンジェロであった。だがニーノ・ダンジェロは，少なくとも彼がスクリーン

で演じ，そのパブリックイメージとなったキャラクターは，彼のニックネームの一つが「金髪の

シュクニッツォ」であることから分かるように 18），ただの夢見る廉潔な青年ではなかった。

　「シュクニッツォ」scugnizzoは 20世紀初頭に登場するナポリ方言の新造語で 19），カモッラの

世界に足を踏み入れる手前の不良少年を意味している。つまりは，極道の世界にも公の世界にも

属せず，表の世界と裏の世界をつなぐ，ある種トリックスターのような存在であった。シュク

ニッツォはしばしばナポリ外からの旅行者を騙してはした金を手に入れ，その際には，要求され

る過剰なまでの「ナポリ人ぶり」を満足させることも厭わない。それでいて，どこか憎めない愛

嬌やユーモアのセンスに秀でているのだ。

　ラッファエーレ・ラ・カプリア Raffaele La Capriaが『失われた調和』L’armonia perdutaの中
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で描出している「ナポレタネリア」napoletaneriaは，こうしたダンジェロのシュクニッツォぶ

りの説明として読むこともできる。ラ・カプリアによれば「ナポレタネリア」とは，ナポリ人ら

しさやナポリ的な本質を表す「ナポレタニタ」napoletanitàの堕落した形式で，非ナポリ人に向

けてステレオタイプのナポリ人を演じる，ナポリ人特有の身振りである。

それは，最低の演技をしながらも成功を収めていることが自分でも分かっていて，それでも

精を込める俳優に生じているのと似ている。彼は，観客がそれを望んでいて，それをすれば

喝采が得られることを知っているのだ 20）。

　裏社会と公の社会という二つの世界の境界で自由に振る舞うダンジェロは，都市と郊外という

地域的な境界性も相対化している。ダンジェロの出身地サン・ピエトロ・ア・パティエルノは，

彼が幼少期や青春時代を送った 60年代から 70年代前半には，靴職人が多く輩出していることだ

けを特徴とした，周辺は一面農村地域という典型的なかつての郊外であり，その後彼がスターに

なる過程で地震が発生して，上述のように居住のあり方が変容していった地域でもある。ダン

ジェロの洗練されない振る舞いや言葉遣いは，明らかにこうした都市化していく郊外の若者のそ

れであるが，必要以上に典型的に「ナポリ人ぶる」抜け目のないフレンドリーなそのキャラク

ターは，ナポリ外から見れば，「ナポリ人」のステレオタイプにも映る。地震以降のナポリ周辺

の都市と郊外の関係性の変化が，ダンジェロというキャラクターに反映されているのだ。

　スターのパブリックイメージと演じる登場人物の関係においても，ニーノ・ダンジェロは新し

い足跡を残している。初期のダンジェロの映画は，基本的に彼自身の楽曲やそのシェネッジャー

タ劇を基にしている。こうした複数のメディアにまたがる展開は，ダンジェロの初期楽曲の特徴

であるが，既に 1970年代にマリオ・メロラやピーノ・マウロが確立したもので，それ自体が革

新的であったわけではない。だが，俳優と演じる役柄の関係に注目すれば，ダンジェロがいかに

当時の視聴者にとって新しい存在であったのかが理解できる。メロラは映画の中で，メロラ自身

として演じたことは，少なくともこの当時は皆無であり 21），あくまで役柄として，義侠心に篤い

昔気質のやくざ男が与えられていたに過ぎない。彼がそうした役柄を完璧に演じたこともあり，

それが結果的にメロラのパブリックイメージとして定着していったのだ。一方，ニーノ・ダン

ジェロの場合は，デビュー映画『名声』に顕著なように，彼の演じる登場人物の名前はしばしば

「ニーノ」とされていて，また，貧困家庭の出で，肉体労働に従事しながらも歌手として成功す

ることを夢見るという，人間「ニーノ・ダンジェロ」とアーティスト「ニーノ・ダンジェロ」を

重ねようとする制作の意図が明白である。

　また，演技の面でも，ニーノ・ダンジェロはマリオ・メロラと一線を画していた。往年の名優

を思わせる，様式化され堂々としたメロラの演技は，とりわけその雄弁な手の表現が「東洋的」

であると評された 22）。ところがニーノ・ダンジェロは，飾らない演技を持ち味としていて，スク

リーンの「ニーノ・ダンジェロ」は，インタビューやヴァラエティ番組で見せる素顔の彼自身と
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それほど変わるところがなかったのだ 23）。こうした，役と俳優の関係に基づく新しい演技のあり

方は，同時代に活躍したマッシモ・トロイージやロベルト・ベニーニ Roberto Benigniらの演技

にもみられる一般的な傾向で，ニーノ・ダンジェロが楽曲の場合と同じように，伝統的なナポリ

大衆文化の世界にそれをもたらしたと考えることができるだろう。

3．ネオメロディカの誕生

　ニーノ・ダンジェロは，大地震とカモッラの抗争という八方塞がりの状況下に置かれた，80

年代の南部の若者たちの，現実においては叶えがたい夢を，歌と映画の世界で垣間見せることに

よって，圧倒的な人気を誇った。だがダンジェロの 80年代の活躍の影響は同時代にとどまらず，

90年代の「ネオメロディチ」と呼ばれる一連のアーティストたちの源流としても理解されてい

て，ナポリ大衆音楽の新しい潮流である，ネオメロディチたちの「ネオメロディカ（新しい音

楽）」の創始者として位置付けられている 24）。

　それでは，ネオメロディカを生み出した 80年代のダンジェロの音楽は，ナポリの伝統的な大

衆音楽とどのような関係にあるのだろうか。ダンジェロが，マリオ・メロラと 90年代のネオメ

ロディチをつなぐアーティストであるのは確かだが，果たしてそれがどのようにして可能になっ

たのだろうか。ここでは，シンガーソングライターでもあったダンジェロの楽曲について，歌詞，

音楽，歌唱法の三つの視点から分析し，ネオメロディカと伝統との関係を考察してみたい。

3.1　歌詞

　既に述べたように，ダンジェロの楽曲の歌詞がメロラの影響を脱していったのは，1979年の

アルバム『産婦』以降であったが，貧困と犯罪をめぐる人生の影に物語的な意味を与えたシェ

ネッジャータ的な名残はいまだ見られた。それが払拭されて，若者のためのラブソングとしての

特徴が前面に出てきたのは，1981年の《ディスコテカ》であった。

　だが，若者のためのラブソングというだけならば，何もダンジェロの専売特許ではない。90

年代以降のネオメロディカの始祖としてのダンジェロの特徴を歌詞の面からみれば，恋する若者

の感情を，ヒステリックなまでに高めようとする点を挙げることができる。当然ながら恋愛は，

古典的なカンツォーネ・ナポレターナの重要なテーマでもあったが，多くの場合はその恋情は抑

制されていて，恋愛のエロティシズムは，ユーモアを交えた暗示を別にすれば，ほとんどの場合

は描かれてこなかった。ダンジェロをネオメロディカと繋いでいるのは，若い恋愛の刹那的で性

的な特徴を，極端なまでに前面に押し出したその歌詞にある。

　こうした傾向が特徴的な楽曲は，《ジーンズと Tシャツ》以降の絶頂期の彼の真骨頂であり，

枚挙に暇がないが，映画『ジーンズと Tシャツ』の冒頭で使用された，1983年の《星の下で》

や，同年のアルバム『がんばれチャンピオン』Forza, campioneの一曲目《呪わしい電車》

Maledetto treno 25） などはその代表的な楽曲である。歌詞には多くの場合，場面設定や登場人物の
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関係が具体的に描かれていて，シェネッジャータの影響を感じさせる。だが，シェネッジャータ

の描く恋愛には裏切りと復讐が不可欠であったのに対して，ダンジェロのラブソングの場合，恋

愛の性的な側面にしばしば焦点が当てられている。

裸の君がどれほど美しかったか，

濡れそぼったその体からは潮の香り

君は涙を浮かべて，初めてと言った。

それから夏が来て，僕を捨てた君，

そしてまた僕のもとに戻ってきたのは，もう君じゃない

子供のようだったあの顔には，化粧が。　　（《星の下で》）

僕のマンションには憂鬱が立ち込めている

彼女が引っ越してしまい，もう近くにはいないんだ。

呪わしい電車，お前はあの子を連れ去ってしまった

あの子が僕の全てだったのに。

二人の心の中で，日に日に深い愛が育っていたというのに，

お前は一体どこへ連れ去ってしまったんだ。　　（《呪わしい電車》）

　また，ダンジェロのサンレモ音楽祭デビューを飾った 1986年の《行けよ》Vaiや，同年の《キ

アーラ》Chiaraも，恋する若者の切ない気持ちを歌った曲である。

ほとんど毎日恋に堕ちて，

夜の騒音に紛れて口を開く

君が好きなのはいつも大人の男

キアーラ。

家の中では争ってばかり

兄弟たちに悪態をついて

母親だけは君の側に立つ

キアーラ，いつだって君の勝ちだ。（《キアーラ》）

そんな風に，行ってしまうの，

僕のことはもうどうでもいいの，

僕を捨てて行ってしまうの

僕はもう君を探している，

君を失おうとしているこの時に。
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行けよ，決して太陽の出ないところへ，

何も見つからないところへ，

霧の中に包まれて

手にしているものを探しながら。（《行けよ》）

　ニーノ・ダンジェロの歌詞の言語的特徴についても，様々な指摘がなされている。作詞と作曲

を手掛けたダンジェロはシンガーソングライターでもあったのだが，彼はナポリの音楽業界で初

めて，ナポリ文学の教養を持たない詩人と言われた。ここでナポリ文学というのは，詩や小説や

戯曲などの狭義の文学だけでなく，とりわけカンツォーネの歌詞も含んでいることに注目された

い。その場合の「ナポリ文学の教養」とは，サルヴァトーレ・ディ・ジャコモ Salvatore Di 

Giacomoに代表される黄金時代のカンツォーネ・ナポレターナの詩のことである。その当時，

作詞家は「詩人」poetaと呼ばれ，その多くが小説や雑誌記事，戯曲なども同時に手掛けた。第

二次大戦後になると「作詞家」paroliereと呼ばれるようになり，歌詞の重要性が低下するが，

そうした作詞家たちは黄金時代の詩をモデルとし，その表現や表記法に準じた形で作詞をした。

　そうした教養のないダンジェロの歌詞のナポリ方言の特徴として，動詞の不定詞の語尾にアポ

ストロフィではなくアクセントを付けたり，動詞の活用形や人称における文法的な間違いなどが

指摘されている 26）。だが，ナポリ文学の視点からは，当然ながら詩人としては認められないダン

ジェロの歌詞は，大衆文化におけるテクストと鑑賞者との関係の中で考えれば，新たな関係性を

提起したと言うこともできるだろう。公式の文化を鑑賞者に伝えるのではなく，逆に鑑賞者の文

化に降りていって，それを正統的なものにするという転換がそこで起こっていたのだ。ナポリ郊

外の無教養な若者たちは，初めて自分たちの感情が，「貧しいナポリ方言とフォトストーリーの

ようなイタリア語の間の奇妙な」 27） 自分たちの言語によって歌われている状況を目の当たりにし

た。今の若者たちが日常的に話している言語，たとえそれが文法的な誤りを含んでいようとも歌

詞として使用する傾向は，90年代のネオメロディチたちの楽曲において一般化していくことに

なる。

3.2　音楽

　80年代，とりわけ 81年の《ディスコテカ》以降のダンジェロの楽曲の音楽的特徴を理解する

ためには，ナポリ大衆音楽だけでなく，80年代のイタリア全体のポピュラー音楽の傾向を視野

に入れておく必要がある。それは，伴奏におけるオーケストラの後退とそれに合わせたシンセサ

イザーやドラムマシーンを始めとする電子楽器の大幅な導入，そして主にイギリスおよびアメリ

カの同時代の音楽の流入である。

　ポピュラー音楽における生オーケストラの伴奏は，イタリアにおいては，とりわけサンレモ音

楽祭およびナポリ音楽祭にとって重要な要素であり続けた。ところが，30周年を迎えた 1980年

のサンレモ音楽祭において，サンレモ音楽史上初めてオーケストラが廃止され，歌手たちはあら
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かじめ録音された演奏によるカラオケで歌唱している 28）。ロックンロールやロックの全盛期にお

いてさえ，サンレモ音楽祭（そしてナポリ音楽祭もまた）は，まるでそれが強固なアイデンティ

ティであるかのように，オーケストラによる生演奏にこだわってきたが，今やその枷が外された

のだ 29）。

　また，視点を鑑賞者の方に転じてみて，イタリアのリスナーが広くどのような音楽を好んで聴

いていたのかを調査してみれば，80年代のもう一つの傾向が明らかになってくる。外国人アー

ティストの影響やレコード売り上げが，70年代に比べて格段に増加しているのだ。

　まずは 70年代のイタリア国内の年間シングルレコード売り上げの上位 10位を見てみたい 30）。

外国人アーティストによる楽曲の割合は比較的控えめで，70年には 5曲，71年 2曲，72年 1曲，

73年から 75年まで 2曲，76年 4曲，77年 5曲，78年 3曲，79年 4曲と，年によって多少の違

いはあるものの，基本的にはイタリア人歌手による楽曲が半数を上回っている。また，73年に

エルトン・ジョンの《クロコダイル・ロック》Crocodile Rock，78年にビージーズの《ステイ

ン・アライブ》Stayin’ aliveが年間 1位に輝いたことを例外とすれば，その他の外国曲が上位 2

位にまで昇ったことはない。

　ところが 80年代になると，外国曲の割合が飛躍的に増加している。80年 5曲，81年 6曲，82

年および 83年 7曲，84年 8曲，85年 7曲，86年 8曲，87年 9曲，88年 3曲，89年 5曲と，ほ

とんどの年において半数以上を占めている。その内訳をみても，89年にエドアルド・ベンナー

ト Edoardo Bennatoの《ビバ・ラ・マンマ》Viva la mammaが年間 2位に輝いたのを例外として，

上位 2位は 10年間を通じて，全て外国曲である 31）。

　マリオ・メロラに代表される，ナポリ音楽祭の顔であったアーティストたちの大衆音楽の影響

を受けた初期楽曲から，《ジーンズと Tシャツ》のような明らかにポップス的な楽曲へのダン

ジェロの「転向」は，こうしたイタリア全体の傾向を鑑みれば，同時代の流行を取り入れた数多

くの事例の一つに過ぎないことが分かる。それが，それ自体が伝統的なジャンルであるナポリの

大衆音楽において生じているために，一見して転向に見えてしまうのだ。

　ダンジェロは，ナポリのローカルな大衆音楽の世界では最も早い段階から，オーケストラの伴

奏を段階的に廃止していき，主に英米の同時代の音楽的潮流を積極的に取り入れ，ナポリ的なメ

ロディーと掛け合わせていった。ここで注意をしておかなければならないのは，ダンジェロのそ

うした試みが，同時期に黒人音楽やラテンアメリカ音楽とナポリの伝統的な音とを融合しようと

していたピーノ・ダニエーレの音楽的な実験とは全く異なっていることである。

　異なるルーツを持つ複数の音楽的要素（詩的要素もそこには含まれている）を，まるで多国籍

な出自のミュージシャンたちによるジャムセッションのように戯れようとしたのがピーノ・ダニ

エーレであった。それは複数の要素を，溶け合わせることなく独立させておき，ゆるやかな統一

体として表現する，地中海的な「統合」の一つの形であった。

　だが，ナポリ・チェントラーレ Napoli centraleからピーノ・ダニエーレに繋がる高度な音楽

的実験を受け入れるには，鑑賞者の側にも一定の音楽的教養が必要とされる。彼らの音楽的な実
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験の要にあったのは，何よりも，楽曲の主役を声から楽器へと転じたことであった。それは，

ボーカルのメロディ・ラインを基調としたカンツォーネ・ナポレターナの伝統に対する挑戦でも

あったのだが，高校に進学することもなく，音楽的な教養にも恵まれていない郊外の若者たちが，

自らを投影できる音楽ではなかった。ボーカルのメロディ・ラインを基調として，粗野ながらも

流行の音楽的特徴を積極的に取り入れたダンジェロの楽曲は，そうした若者たちの音楽的要求を

満たしたのだ 32）。

　82年の《ジーンズと Tシャツ》は，装飾的なコーラスやオーケストラ部分が残っていて，い

まだ 70年代的なサウンドを引きずっていたが，その後次第にシンセサイザーやドラムマシーン

が積極的に導入されて，1984年の《ポップコーンとポテトチップス》Popcorn e patatineでは，

オーケストラもコーラスも完全に姿を消し，とりわけテクノを取り入れた冒頭部と，ナポリ大衆

音楽的なメロディアスなサビの組み合わせは，ニーノ・ダンジェロならではのナポレターナの進

化系の一曲として特筆に値する。「ポップコーンとポテトチップス」は映画館のお供の定番で，

今まさに別れようとしている二人のかつてのデートを思い起こさせる，若さと娯楽と幸福の象徴

として使われている。

僕たち，僕たちは二人きり，話そうとして

それでも大事なことは何も言えず，

愛が二人に呼びかけても

僕たちは答えることもない。

（中略）

ポップコーンとポテトチップスで思い出す，

昔の君，今では戻りたくないというあの頃の。

君は僕の彼女で，パンで，愛で，自由だった。

僕は，馬鹿げた幸せな夢に浸りきっていた。（《ポップコーンとポテトチップス》）

3.3　歌唱法

　伝統的なナポレターナを継承したナポリ音楽祭と，90年代のネオメロディカを繋ぐ存在とし

てのニーノ・ダンジェロの特質を，おそらくは歌詞や音楽以上に表しているのは，彼の歌唱法で

あろう。それは，とりわけサビのメロディーにおいて発揮される，「こぶし」を思わせるような

メリスマと，鼻と喉から絞り出すような声である。とりわけこの独特なメリスマは，ダンジェロ

が理想としていたセルジョ・ブルーニが得意としていた歌唱法であり，ブルーニの他にも，アン

ジェラ・ルーチェ Angela Luceなど，ナポリ音楽祭の常連歌手たちにはしばしば見受けられる。

　だが，「こぶし」的なメリスマは，戦後のナポリ音楽祭の常連歌手たちによる発明ではなく，

カンツォーネ・ナポレターナ以前の民衆歌謡時代からのナポリの歌の特徴であった「レモンの

枝」fronna ’e limoneにも通じる 33）。直線的に歌わず声を震わせながら進行する，メリスマを必要
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以上に利かせたある種の「こぶし」は，オペラ風の歌唱法に属するカルーソや，詩を朗読するよ

うに歌うロベルト・ムーロロには見られず，むしろナポレターナ以前の伝統的な民衆風歌唱の特

徴とも言える 34）。

　だがニーノ・ダンジェロの歌手としての重要性は，こうした伝統的な，80年代の流行歌手に

は一見して不似合いな古い特質を，新しい歌唱法と重ね合わせることで進化させた点にある。彼

の歌唱法のもう一つの特徴は，喉と鼻から出た，振り絞るようなかすれた高音で，時にはつぶや

くように，そして時には朗々と歌い上げる点にあり 35），それが，彼の80年代の楽曲の歌詞の特徴

である切ない恋愛の感情を，最大限に劇的なものにしている。こうした異なる歌唱法の接合に

よって，ニーノ・ダンジェロはナポリの古典的な歌唱を進化させながら 90年代へと繋ぎ，新し

い時代のナポリ歌謡の一つの型を生み出したのだ。

おわりに

　1980年の地震とそれに起因する犯罪組織カモッラの興隆によって，1980年代のナポリは多く

の変化を被った。固有の前近代的な価値観を持ち続け，マリオ・メロラ演じる義理と人情に篤い

やくざ者の復讐に喝采を送ったナポリ庶民たちは，地震によって家を失い，郊外へ移転していっ

た。のどかな農村風景が広がっていたナポリ郊外は新興住宅地となり，同じような価値観と社会

的背景を持つ若者たちが，都市と郊外の辺境という周縁的なその地域的アイデンティティと同様，

犯罪者と一般市民との間のあやうい辺境に生きていた。

　こうした 1980年代のナポリ郊外の若者たちの日常と夢を体現したのが，シンガーソングライ

ターにして俳優のニーノ・ダンジェロであった。そのステレオタイプ的なキャラクターやそれに

特化した映画，そして同時代のアメリカのポップスを接ぎ木したようなナポリ歌謡は，美学的に

は決して評価の対象とされたことはなかったが，80年代のナポリおよびその近郊の価値観を見

事に表現していた。

　また，ナポリ音楽祭的なナポリ歌謡を進化させ，新しい価値観の中で埋没させることなく，90

年代のネオメロディカへと発展させた功績は，ニーノ・ダンジェロに帰せられる。歌詞，音楽，

歌唱法の 3点にわたって考察したように，ダンジェロの 80年代の楽曲には，意外なほどに古典

的な特質も残されていて，それが同時代の音楽的特徴と融合して新しい歌謡のあり方を表現して

いた。ダンジェロの音楽活動は，マリオ・メロラに代表されるそれ以前のナポリ音楽祭の歌謡に

とっては進化であり，90年代のネオメロディカにとってはその源流で，そのどちらを理解する

ためにも避けては通れないものであると言えよう。
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注

 1） 60年代後半以降のナポリの方言歌は，フォークやロック，R&Bなど，同時代の英米を始めとし
た音楽の流行をナポリの音と融合したグローバル志向と，犯罪や下層社会を描いたきわめてロー
カルな潮流に二分されるが，本論文ではその両方をまとめる際には「ポピュラー音楽」，そして
後者のみに限定する場合には「大衆音楽」という用語を使用して区別した。

 2） 1972年の ’O surdato ’nnammurato（CGD）と，1974年の Napulammore（CGD）。とりわけ前者
に収録された表題曲は，今でも同曲の最高の歌唱として親しまれている。

 3） Alan Sorrentiは 1930年のナポレターナの名曲 Dicitencello vuje（1974）をプログレ風にカバーし
ている。また，1915年のナポレターナの古典曲をカバーした Giardino dei sempliciのセカンドシ
ングル Tu ca nun chiagne（1975）は大ヒットした。

 4） 近藤（2019）参照。
 5） D’Angelo （2010）, p. 61.
 6） Idem.
 7） 1979年と言えば，マリオ・メロラが『マンマサンティッシマ』Mammasantissimaから『ナポリ
…カモッラは挑み，町は応じる』Napoli… la camorra sfida, la città rispondeまで，年間の出演本
数としては最高の 6本のカモッラ映画で主演を務めた年であり，それだけを見ればメロラ流のカ
モッラ映画の最盛期であったとも言えるが，その同時期にダンジェロが新しい方向へと歩みを始
めた事実は興味深い。

 8） 1981年 1月のデータ。Cfr. Dal Piaz, p. 127.
 9） Dal Piaz, p. 127.
10） それは，市内の闇の部分が郊外の農村地域に流出していった現象として理解することもできるが，
同時に，同じ建物に上流階級と下層階級が，階を隔てながらも同居してきたナポリの居住文化が
解体し，同じ階層が同じ地域に住む，つまりは垂直から水平への居住文化の変化をもたらし，ナ
ポリ文化の伝統の変化に大きな影響をもたらした事実はきわめて重要である。

11） 1989年に『ニュー・シネマ・パラダイス』Nuovo Cinema Paradisoでアカデミー外国語映画賞と
カンヌ国際映画賞のグランプリを受賞したジュゼッペ・トルナトーレ監督のデビュー作『教授と
呼ばれた男』Il camorrista（1986年）は，ラッファエーレ・クートロをモデルにしている。

12） Barbagallo （2010）, p. 126.
13） D’Angelo （2000）, p. 93.
14） 同アルバムには他にも《友情》Ll’amiciziaなど，思春期の友情や恋愛を歌ったポップな楽曲が含
まれていて，悲惨で劇的な影のある生活を描いたナポリ歌謡とは一線を画している。

15） AA.VV. （1997）, p. 159.
16） 《星の下で》Sotto ’e stelle，《ロックンロール》Rock and Roll，《グアイヨンチェッラ》Guagliuncella，
《僕は君を選んだんだ》Aggio scigliuto a tteなど。

17） その後 15年の月日を経て 1999年には，ジージ・ダレッシオとダブル主演した『百歳までも』
Cent’anniが制作されている。

18） 1984年の映画『ニューヨークのシュクニッツォ』Uno scugnizzo a New Yorkでは，ニューヨーク
を舞台に，歌手としての成功を夢見る移民の少年「ニーノ」を演じている。

19） Cfr. De Blasi （2017）.
20） La Capria （1999）, p. 48.
21） 『百歳までも』（1999）では，有名歌手マリオ・メロラとして演じている。
22） Scialò （2002）, pp. 69-70.
23） こうした両者の違いは，1982年に公開されたマリオ・メロラ主演の映画『裏切り』Tradimento，
『誓い』Giuramento（共に，ほとんどのメロラ映画でメガホンを取ったアルフォンソ・ブレシャ
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監督）において際立つことになる。
24） Tarli & De Iulis （2009）, p. 41. Sanzone （2014）, pp. 73-74.ダンジェロの影響を受けて90年代以降に
活躍したアーティストはネオメロディチ neomelodici，彼らの音楽は，ネオメロディカ neomelod-
icaと呼ばれている。

25） ペッペ・アイエッロは「貧しいナポリ方言とフォトストーリーのようなイタリア語の間の奇妙な
言語」とダンジェロの詩を評し，その例として「呪わしい電車」という「誰もあえて使おうとは
しない」表現を挙げている。Aiello （1997）, p.53.

26） Capuano e Zukkurat （1999）, p. 100.
27） Aiello （1997）, p. 53.
28） サンレモのオーケストラは，1990年以降復活している。その意味でも，オーケストラの不使用は

80年代的な傾向であったと言えるだろう。
29） 1980年のサンレモ音楽祭は，この他にも，自由ラジオで人気の若き DJクラウディオ・チェッ
ケットが司会を務めたり，オープニングでも 60年代のヒット曲のディスコ・バージョンが取り
入れられたりと，「鉛の時代」を抜け出した新しいイタリアの音楽を，それ以前の時代に回帰す
ることで再生させようとする試みが指摘されている。Cfr. Tomatis （2019）.

30） イタリアのシングルヒットチャートは，96年のMTV導入以前は公式のものが存在していない。
ここでは音楽雑誌Musica&Dischiのデータを活用した。

31） 70年代後半までの，カンタウトーレ文化とプロテストソング，そしてそれを支えた議会外政治運
動から脱したイタリアの音楽もまた，こうしたアメリカを中心とする外国のポップな音楽の影響
を大きく受けた。ナポリの文脈で考えれば，ムジカノーヴァMusicanovaのボーカルとして本格
派のフォーク音楽に浸ったテレーザ・デ・シオ Teresa Di Sioの転身が多くを語ってくれる。
1982年に発売されたセカンドアルバム『帰りたい気持ち』Voglia ’e turnàでは，カーペンターズ
を思わせるようなノスタルジックなポップス曲が多く，とりわけタイトル曲は大ヒットを記録し
た。フォークリバイバルの最前線にいた70年代後半のムジカノーヴァからの転身は衝撃的であっ
たが，70年代から 80年代への音楽文化の変化を理解するには格好の例であろう。『帰りたい気持
ち』というタイトルは，「鉛の時代」以前の 60年代への「回帰」という当時の風潮を暗示してい
る。アメリカ音楽の影響を受けたポップス調のアレンジもまた，時代の流行であった。

32） Aiello （1997）, p. 55.
33） 「レモンの枝」は，屋外の離れた場所にいる相手にメッセージを伝える際に使われた歌唱法で，
物売りたちの掛け声に典型的である。劇作家ラッファエーレ・ヴィヴィアーニ Raffaele Vivianiは
しばしば，劇中歌に取り入れている。Cfr. Scialò （2017）, p. 216.ヴィットリオ・デ・シーカ
Vittorio De Sicaの映画『昨日，今日，明日』Ieri, oggi, domani（1963）のアデリーナのエピソー
ドで，マストロヤンニ演じるカルミネが，刑務所の中にいる妻アデリーナに，歌を介してメッ
セージを伝えるシーンがあるが，それが「レモンの枝」である。

34） ダンジェロの場合はこうした長い伝統に自覚的であったとは思えず，あくまでセルジョ・ブルー
ニを経由しているのだと思われる。

35） だがこうした特徴には賛否両論があり，それこそがダンジェロとネオメロディチに対する批評家
や音楽通たちの批判の的となっているのも事実である。Aiello （1997）, p. 53.
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開発援助における「近代化」と「開発」をめぐる言説の変遷
― 冷戦期から現代まで ―

佐々木　　　豊

 〈Summary〉
  This essay traces the history of development assistance after World War II as promoted by 

a variety of actors, including the United States, international organizations such as the World 

Bank, the United Nations and its specialized agencies. In so doing, the essay posits 
“development” and “modernization” as the two pillar concepts of development assisnace, and 

examines the ways in which they have been modified to fit the changing political, cultural and 

social milieu of each period during the past seventy years.

  More specifically, this essay examines how the original, ideologically motivated 

modernization theor y constructed by American social scientists in the 1960s, which 

emphasized the economic development of “underdeveloped countries” as national units, was 

gradually replaced by the more universal concepts of “human development” and “social 

development” that define “development” as the process of the enlargement of individual 

choices and capabilities through poverty alleviation. In the final analysis, this essay suggests 

that the world development community must continue to struggle hard to reconcile 

developmentalism with environmentalism.

はじめに

「我々は，科学技術の進歩と産業発展の恩恵を低開発地域（underdeveloped areas）の改善

と成長のために利用可能とすべく，大胆な新しいプログラムを開始しなければならない。世

界の人口の半分以上は悲惨といってよい貧困状態で暮らしている。…（中略）…彼らの経済

生活は原始的で停滞している。彼らが直面している貧困は，彼らにとってもより繁栄した地

域の人々にとっても障害であり，また脅威でもある。歴史上初めて，人類はこれらの人々の

苦しみを軽減するための知識と技術を所有している。合衆国は工業的・科学的技術の発展に

おいて諸国家の中でもずば抜けた国家である。…（中略）…平和を求める人々がより良い生

活を求める願いを実現できるように，我々が蓄積した技術的知識の恩恵をこれらの人々が利

用できるようにするべきであると信じる。…（中略）…これは，国連とその専門機関を通じ

て，実施可能な限り，全ての国家が協力して行う共同事業になるべきである。…（中略）…

生産の増大が繁栄と平和の鍵を握っている。そして生産の増大の鍵は，近代的な科学技術の

適用が握っている 1）。」
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これは，米国第 33代大統領トルーマン（Harry S. Truman, 1884–1972）が，1949年 1月 20日

にワシントン D.C.で行った就任演説からの一節である。この声明文を当時の国際関係の文脈に

おいて読み解くならば，米国を初めとする西側先進諸国にとって，国際機関や各国政府機関によ

る開発援助を通じて新興独立諸国家を順調な「開発」路線を歩ませて貧困から脱却させ，伝統社

会の衣を脱ぎ捨てた「近代社会」へ変貌させることが主要な外交政策上の課題とされたことを示

していた。他方，第二次世界大戦後に独立したアジア・アフリカの発展途上諸国にとっても，欧

米の先進国による「開発」支援を受けつつ「近代化」を達成することが国家目標とされるように

なったといえる。

実際，脱植民地化時代を迎えた第二次世界大戦終了後の国際社会において，世界全体の共通の

目標を設定する際に基本的座標軸となったのが，「開発」を通じた発展途上国の「近代化」で

あったといえよう。特に 1960年代に入ると，米国を盟主とする西側先進諸国が主導する世界銀

行や経済協力開発機構（OECD），国連開発計画（UNDP）を初めとする開発援助に携わる国際

機関によって様々なアプローチの下に発展途上国に対する開発援助政策が本格的に実施されるに

至り，その成果は，今日に至るまで数量化したデータとして毎年発表し続けられてきている。こ

のように，第二次世界大戦後の半世紀以上に亘って先進国や国際機関が主導する「開発」に関す

る合意が形成される中，国際関係論，開発経済学，政治学，社会学等を専門とする数多くの社会

科学者も，「開発」と「近代化」の手段や目的に関して多様なアプローチ・戦略を提唱してきた。

本稿は，第二次世界大戦後から現在に至るまで，社会科学者や国際機関によって提示された

「開発」と「近代化」をめぐる言説とパラダイム，また実際に採用された戦略の変遷を検証する

ことを通じて，その背景にある知的・道徳的・倫理的基盤を，時代状況との接点を意識しつつ明

らかにすることを目的とする。本稿では，まず 1において，東西冷戦下，米国の社会科学者によ

る「近代化論」のパラダイム構築とベトナムへの実践例を検討し，その失敗の要因を分析する。

同時に「近代化論」批判の文脈の下，世界大に拡大した資本主義システムに着目する社会科学研

究者らによって提出された新しい「開発」思想の潮流を紹介する。続いて 2において，1970年

代～1990年代の時期を対象としつつ，それまでの一国単位の経済成長に焦点を当てた「開発」

概念が，発展途上国の民衆の貧困削減から諸個人の「人間開発」及びそれと連動した「社会開

発」パラダイムへと発展的に変容していく過程を辿る。さらに 3において，21世紀最初の「開

発」目標である「ミレニアム開発目標（MDGs）」を分析の俎上にのせ，その目標の意味を戦後

の「開発」思想の系譜におきつつ明らかにする。また「人間開発」・「社会開発」概念とも接点を

持つ修正「近代化論」が有する含意も提示する。世界の開発コミュニティの目標がMDGsから

「持続可能な開発目標（SDGs）」（2016–2030）に移行した今日，「近代化」と「開発」理念の変遷

を歴史的視座の下に検討することは，如何なる道程を経て現在の開発理念に到達したのかを理解

する上で重要であろう。

本論に入る前に，「開発」と「近代化」という本稿の二つのキーワードの関係について説明を

施しておく。「近代化」はしばしば「開発ドクトリン」と呼ばれるように 2），両者とも発展途上諸
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国を貧困状態から脱却させ，経済的に豊かな安定した国家にすることを課題とした概念／言説で

あるという点において親和性が高いといえる。具体的には，両概念とも，技術導入を通じた工業

化の進展による経済的発展と貧困の削減，公衆衛生や教育水準の向上，そしてそれに伴う民主主

義的統治の進展という包括的な経済・社会・政治の構造変化を志向し，発展や進歩の内容に関し

て共通の想定をしている。そこで本稿では，「近代化」と「開発（戦略）」に基づく米国の外交政

策の展開を歴史的視座の下に分析した著作を著したエクブラード（David Ekbladh, 1972–）の指

摘に倣い，「開発」と「近代化」をほぼ等値の概念として扱うことにしたい 3）。

1．発展途上国を対象とする「近代化論」の構築と適用―帰結と批判

1.1 米国で構築された「近代化論」の内容と特徴

1950年代から 1960年代までの時期，発展途上諸国に対する開発援助に中心的な役割を担った

アメリカ政府による開発援助政策に対する理論的基盤を提供したのが「近代化論（moderniza-

tion theory）」であった。この「近代化論」においては，「近代性（modernity）」に特徴付けられ

た社会は以下のような特徴を有しているものとして理解された。①経済の自律的発展（生産と消

費の増大の両方を含む）②公衆の政治過程への広範な参加（民主的な代表性と政策選択のプロセ

ス）③世俗的で合理的な価値基準の普及④社会的移動性／流動性（空間的／社会的／心理的移動

の観点を含む）⑤パーソナリティの変化（業績主義／他者指向） 4）。

従って「近代化論」とは，単に経済成長のみに着目した開発理論ではなく，政治，社会，文化，

心理的変化を射程に入れた社会科学の複合領域に跨る学際的理論であったといえる。そのことを

反映して，「近代化論」は，経済学のみならず，政治学，社会学，社会心理学等の知見を援用し

た理論として，社会科学の諸ディシプリンを専門とする当時の米国の第一級の社会科学者がその

学問的英知を結集して構築された概念であった 5）。このように「近代化論」は学際的性格を有す

る一方，社会発展に関して幾つか共通の前提的認識を有していた。まず，あらゆる社会を“伝統

的 ” vs “近代的”要素の二分法的観点から分析の遡上に載せ，伝統社会から近代社会への漸次的

な移行（＝進歩）を想定し，すべての国家が単線的道筋によって近代社会へと変貌するという

“収斂理論”としての性格を持っていた。その際，いち早く科学／技術文明の進展によって工業

化に成功して「近代化」を達成した欧米諸国が範型と見なされ得ること，そしてまたすべての発

展途上国がこのような「近代化」を成し遂げることが出来るという普遍的一般理論の構築が意図

されていた 6）。

特に経済発展を中心に置く「近代化論」として，アメリカ政府の発展途上国を対象とする開発

援助政策に大きな影響を与えた研究が，ロストウ（Walt W. Rostow, 1916–2003）による『経済成

長の諸段階』（初版 1960年）であった 7）。ロストウはマサチューセッツ工科大学の経済史の教授

時代にこの著作を著すが，上梓後にケネディ／ジョンソン両政権下で国家安全保障問題担当大統

領特別補佐官及び国務省政策企画室部長を務め，自らの理論を現実の外交政策に適用する機会を
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持った学者出身の高級官僚であった。

当時，「近代化論」のいわば代名詞となった本書においてロストウは，すべての社会の国民経

済は，以下の五つの範疇で表現される成長段階，すなわち「伝統的社会」―「離陸のための先行

条件期」―「離陸」―「成熟への前進」―「高度大衆消費時代」という漸次的な段階を経て発展

すると論じた。ロストウは，最終段階の「高度大衆消費時代」にある英米を含む欧米の先進国も

それ以前の四段階を経て現在の段階へ到達した一方，「未開発／低開発」国も，適当な条件が与

えられれば，同じ発展の道筋を辿って英米と同じ水準の発展段階を達成できると主張した。さら

にロストウは，アジア・アフリカ・ラテンアメリカの発展途上諸国は，「離陸のための先行条件期」

乃至は「離陸」期にあると述べる一方，これらの諸国が残存する伝統社会の構造，政治，価値観

から脱却するためには，外部（外国）からの技術援助や資本援助が必要であることを指摘した 8）。

ロストウのこの著作の副題が“A Non-Communist Manifesto”であることが示したように，こ

のような援助プログラム提唱の背景には，共産主義陣営が呈する“脅威”に対抗する意味合いが

あった。すなわち，第二次世界大戦後，世界各地におけるナショナリズムの勃興を背景に新興諸

国が相次いで誕生し，経済的繁栄や生活水準の向上を目的とした産業政策を進める中，ソ連型の

中央集権的・管理型の「開発」に対抗する有力な「開発モデル」を提供しながら，暴力的な革命

を経ることなくこれらの諸国を民主主義国家として成長を促すことが，米国を中心とする西側諸

国の安全保障を含む国益にとって重要であることが強く認識されたという事情があった 9）。その

意味で，「近代化論」は国際関係における外交政策への適用を目指した「冷戦的学知」であった

といえる。

1.2 「近代化論」に基づく開発モデルの適用とその帰結

それでは，このようなロストウ流「近代化論」においては，発展途上国の「開発」の具体的な

方法／目標はどのように設定されたのであろうか。簡潔に言えば，当時「開発」とは，GNP

（国民総生産），或いは一人当たりの GNPの増大に表れる国家単位の経済成長を意味した。すな

わち GNPという経済指標で示される一国の経済的富の創出および生産と消費の拡大を通じた経

済活動の活性化による経済的パイ全体の増大，そしてその過程で“雨水が滴り落ちるように”社

会の下層にまでその効果が及んで生活水準が向上するという“トリクルダウン”方式が想定され

た。このような開発概念の下，先進国による開発援助も経済成長を促す社会的基盤／資本として

のインフラ整備のための援助が主要目標となり，大規模な援助プログラムが，世界銀行を中心と

する多国間開発銀行や先進国の開発援助業務の中心に位置づけられた 10）。

折しも，米国第 35代大統領ジョン・F・ケネディ（John F. Kennedy, 1917–1963）の提唱に基

づき，国連は 1961年の総会で 1960年代を国連「開発の 10年」に指定し，発展途上国の経済成

長や先進国による開発援助の増大を旨とする決議を行った。また，経済協力開発機構（OECD）

の発足（1961年）に伴い，前年に成立していた米英仏を中心とする「開発援助グループ」が改

組されて OECD内の下部機関として開発援助委員会（DAC）が誕生し，西側先進国を中心とす
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る発展途上国に対する国際的な支援体制が整備された。また，米国政府も 1961年に対外援助を

担当する専門政府機関として米国国際開発庁（USAID）を設立し，政府開発援助体制を整えた 11）。

このように内外において発展途上国を対象とする開発援助に対する機運が高まる中，ロストウ流

「近代化論」に基づく援助政策が内戦下のベトナムで実施された。

アメリカ政府は，旧宗主国であるフランスに肩代わりする形で，1950年代末から，軍事的援

助に加えて南ベトナムの「近代化」を推し進める援助政策を開始した。ケネディ政権期に入ると，

ソ連に対抗する新たな開発戦略を推し進めたケネディ大統領の意向を受けて，政権入りしたロス

トウを初めとするアメリカの社会科学者が構築した「近代化論」を理論的根拠として，ベトナム

社会の近代化を目的とするさまざまなプロジェクトを実施した。以下では，その代表的なプロ

ジェクト二つを分析することにしたい。

一つ目は，1961年，国務省や USAID・CIA（アメリカ中央情報局）を含むアメリカ政府機関

と南ベトナム政府が協力して実施した「戦略村（Strategic Hamlet）」計画であった。この計画は，

反政府ゲリラ組織である南ベトナム解放戦線（South Vietnam National Liberation Front, NLF）

が南部の農村部で勢力を増大させている状況に対抗するため，小農民を農村地帯から新たに建設

された「戦略村」に再定住させ，そこで“近代的な”社会組織・制度の下に農業技術や職業訓練

を受けさせて NLFの影響力から農民を「隔離」することを目的とするものであった 12）。

この「戦略村」は，社会工学的発想の下，周囲を塹壕や鉄条網で囲まれた一種の要塞化された

社会空間を形作り，移住した農民たちは米国によって提供された武器で武装した自警団を作って，

NLFの兵士の侵入を防ぐ対策がなされた。また，自治組織の形成が奨励されて市民参加型の民

主主義の実地の教育・訓練が施されるのと併行して，学校・灌漑設備・道路補修等のインフラ整

備が行われ，近代的な農作業法も伝授された。そのようなプログラムを通じて，定住した“伝統

的農民”たちが偏狭な地方的視座から脱却して“近代的市民”として心性を得ることが期待され

たのであった。再定住に関わる補償や村落建設の一部は USAIDが負担し，現地の米国政府の出

先機関が作成した“近代的生活”を唱導するパンフレットなどが配布されたりした。このプロ

ジェクトが開始されてから 2年余りの間に，南ベトナム全土で約 8600の「戦略村」が創設さ

れた 13）。

二つ目はメコン河流域開発計画であった。この計画は，1930年代のニューディール時代に，

当時の失業対策として効果のあったアメリカのテネシー川流域開発公社（Tennessee Valley 

Authority, TVA）による同河川流域の総合開発の範に則り，“ベトナム版 TVA”として，アメリカ

政府主導の下に行われた大規模地域経済開発プロジェクトであった。東南アジア数か国に跨って

流れるメコン河流域の開発は，すでに 1950年後半から国連の援助を受けて開始されていたが，

アイゼンハワー政権（1953–1961）末期からケネディ政権期（1961–1963）にかけて，アメリカ政

府や世界銀行，さらに日本やカナダを含む西側諸国の参加も得て，同河川流域の総合開発が本格

的に着手された。ケネディ政権を継いだジョンソン政権期（1963–1968）の 1965年には，TVA

の先例に倣い，USAIDの職員や民間のコンサルティング及び開発業者，ベトナム政府関係者か
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ら構成される「メコンデルタ開発公社」が創設された。この公社による指導の下，メコン河流域

のダム建設や灌漑設備等のインフラ整備，土地改革，農業技術支援を通じた農業生産性の向上や

農産物の市場化を目的として，長期的な視野の下にベトナム農村部を開発するプロジェクトが着

手された。この計画は，「コミュニティ開発」理念の下，農村部の雇用創出や所得上昇，近代的

な技術の伝播を通じてベトナム人の生活を「近代化」し，それを通じて農民の世界観を変えるこ

となどを目的としていた。具体的な「開発」プロジェクト策定に当たっては，ハーバード大学や

マサチューセッツ工科大学で「近代化論」の構築に従事していた研究者も助言を与え，フォード

財団も資金援助を行った 14）。この様な官民挙げての積極的な支援の背景には，長期的なプロジェ

クトを通じて，ベトナムの「国家建設」に対するアメリカの長期的支援への決意を内外に示すと

いう強い意図があったといえよう。

しかし，両計画とも，結果は失敗であった。まず「戦略村」計画の失敗の原因は，農民が先祖

伝来の土地から半ば強制的に移住させられたことや再定住地が必ずしも農業に最適の土地でな

かったことで彼らの不満が高まったこと，また「戦略村」建設に携わった南べトナム政府関係者

が，USAIDからの補償金や建設費用を再定住した農民側に分配せずに彼らに強制労働を課した

ことにあった。州レベルで「戦略村」を統括的に管理・監督する役人も，南ベトナム政府の息の

かかった官僚たちであり，約束されたはずの民主主義的な地方選挙が行われずに腐敗が横行した。

「戦略村」の外部との完全な遮断も実現されず，その間隙をついて，NLFのメンバーが「戦略

村」への潜入に成功して，不満を持った農民を NLF側の味方に付けたり，定住農民が武装解除

されて「戦略村」を放棄する事例も報告されるようになり，1964年にこの計画は中止に追い込

まれた 15）。

またメコン河流域開発計画に関しても，当初の目標達成とは程遠いものとなった。その最大の

要因はベトナム戦争の激化であった。つまり，NLFの攻勢によって親南ベトナム政府側の農村

地域から数百万人とも見積もられる農民が流出して避難民化し，それに対応するために，

USAIDの資金を難民支援活動や避難施設の建設に投入せざるを得なくなったため，この開発プ

ロジェクトへの融資が困難になった。また主に農村部が戦場と化したために農業生産も増加せず，

両計画に参加した USAID関係者や民間業者や民間団体の間からも，戦闘の激化と共に身の安全

に対する懸念の声が高まった。加えて，一部の政府関係者の間からも対北ベトナム戦争遂行と結

びついた開発計画を疑問視する声も挙がるようになり，この計画は頓挫した 16）。

ケネディ／ジョンソン政権下の国防長官を務めたロバート・マクナマラ（Robert McNamara，

1916–2009）が「安全保障は開発である。開発なしには安全保障は有りえない。実際に発展しな

い発展途上国は“安全な”状態に留まることはできない。…開発が進展するに連れ，安全保障も

前進する。…合衆国の役割はこれらの発展途上国に安全保障を提供することである 17）。」といみ

じくも述べたように，ベトナム戦争時，アメリカ政府中枢にいた人々は，冷戦下の国家安全保障

と近代化の道を歩みつつある発展途上国の「開発」を強く結びつけていた。そして，そのような

文脈で理解される「開発」を支える理念的基盤が「近代化論」であったといえる。本節で分析し
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た「戦略村」計画及びメコン河流域開発計画とも，共産主義勢力を封じ込めながら，ベトナムに

近代的な「国家建設」を実現するためのプロジェクトであったといえる。しかしその失敗によっ

て，上からの「開発」を中心に置くロストウ流「近代化論」の権威は大きく失墜した。

1.3 「近代化論」批判と「開発」に対する新たな知的視座

ベトナム戦争の泥沼化とほぼ時を同じくして，1960年代中葉から後半にかけて，一国単位の

国民経済の成長に焦点を当てた「開発」路線に対する批判が，先進国の開発経済学者や開発援助

機関関係者を含む各方面から出されるようになった。

この時期，例えばイギリスの経済学者シアーズ（Dudley Seers, 1920–1983）ら一部の開発経済

学者は，発展途上国では“トリクル・ダウン”方式による「開発」の結果，国民総所得で示され

る経済指標は上昇していることから経済成長が実際に観察される一方，その恩恵が国民全体に行

き渡らず，様々なレベルにおける経済格差―富者と貧者，都市と地域―がむしろ拡大している点

を指摘し，「開発」の基準を国民総所得の増加のみで測定することに深刻な疑問を呈した 18）。特に

原料や農産物等の一次産品の輸出に頼る発展途上国においては，それらの物品の国際価格の低下

によって輸出収入が減少する一方，工業化に必要な資本財等の輸入によって貿易収支が悪化し，

経済的に停滞していることも注目され始めた。この状況を受けて，1964年に国際連合は発展途

上国の経済開発と先進国と発展途上国との経済格差是正を目標とする国連システム内の専門機関

として国際連合貿易開発会議（UNCTAD）を創設した。1969年には，世界銀行の委嘱を受けた

国際開発委員会［ピアソン（Lester B. Pearson, 1897–1972）元カナダ首相が委員長］が，戦後の

先進国による「開発」援助の成果を見積もる報告書を提出し，これまでの経済開発と援助に関す

る問題点を指摘しつつ「開発への取組みにおいて我々は，決定的に重要な地点にある」という認

識を示した 19）。さらに，ピアソン委員会の報告書を批判的に継承して，イギリス出身の経済学者

B・ウォード（Barbara Ward, 1914–1981）らによって，先進国と発展途上国の間で広がる格差問

題としての「南北問題」が学術的に分析され始めた 20）。そしてまた，1972年にストックホルムで

「国連人間環境会議」が開催されて「開発」が環境や生態系にもたらす悪影響の問題が取り上げ

られ，従来の経済成長一辺倒の「開発」に警鐘が鳴らされるようになった。先進国の間からは，

期待された「開発」の成果が上がらないことから生じる「援助疲労」という言葉も登場して従来

のトリクル・ダウン方式による経済成長促進に対するコンセンサスが崩れる一方，「グローバ

ル・サウス」として国連総会でも存在感を増しつつあった発展途上諸国の間からも「開発」に対

して自分たちの声を積極的に主張する気運が生まれ，「開発」をめぐる言説はグローバル化した 21）。

また，1960年代末から 1970年代にかけて，ロストウ流「近代化論」を批判する形で新しい

「開発」思想の潮流が生まれて注目を浴びるようになった。そのような潮流を代表したのが，

A・G・フランク（Andre Gunder Frank, 1929–2005 ）やサミール・アミン（Samir Amin, 1931–2018）

を初めとする左翼系知識人たちが提唱した「従属論（Dependency Theory）」であった。「近代化

論」が発展途上国を自立した存在と見なしつつ，内発的な経済成長と外部からの経済援助を「開
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発」の二本柱にしたのに対し，「従属論」はこのようなアプローチを批判し，「中心（center）―

周辺（periphery）」概念の下，発展途上国の“低開発”の原因を，世界大に拡大した資本主義の

生産関係の不平等な構造に求めた。つまり「従属論」によれば，世界資本主義システムの中で中

心を占める先進工業国家が発展途上国から原料を輸入して工業生産を独占して富を蓄える一方，

周辺地域の発展途上国では中心に対する原料供給地として大地主制・金融寡頭制に基づく輸出に

依存した歪な社会経済構造が生み出され，両者の間には不平等な分業体制が成立していた。また

技術革新の面でも先進国が独占して発展途上国はそれに従属する一方，後者は原料の輸出依存体

質に起因する債務の累積によって経済的窮迫状態に置かれた。それ故，従属論者はこのような

不平等な資本主義的生産関係によって発展途上国は半永久的に“低開発”状態に留まっている

と論じた 22）。

「従属論」を発展的に継承して「世界システム論」を提唱したアメリカの歴史社会学者ウォー

ラーステイン（Immanuel Wallerstein, 1930–2019）は，「開発」／「近代化」ともに欧米の社会科

学者が考案した概念であり，特に「近代化論」は，世界大に拡大した生産様式としての資本主義

システムの歴史的発展を等閑視し，世界が直面している真の課題から注意をそらす袋小路に陥っ

た理論であると厳しく批判した。同時にウォーラーステインは，世界資本主義システムの中で

「中心―周辺―準周辺」の連環に伴う諸問題を，歴史的動態を視野に入れた「史的システム」の

形成の中で捉える必要性を強調した 23）。このような「近代化論」に対する相次ぐ批判によって，

1970年代以降は「近代化（論）」という言葉は，「開発」を語る際の言説から切り離されていった 24）。

2．国際機関による「開発」への新たなアプローチ（1970年代以降）

2.1 「ベーシック・ヒューマン・ニーズ（BHNs）」と構造調整政策

国連が 1970年代を「第二次国連開発の 10年」と位置付け，「開発」の目標として経済成長と

並んで「社会の質的及び構造的改革」が謳われる中 25），それまでの「開発」が産業の育成や国民

総所得を初めとする経済指標で示される国民経済の成長にのみ焦点を当て，「貧困削減」の問題

に直接取り組んでこなかったのではないかという深刻な反省が生まれ，「開発」の目標を再定義

する動きが本格化した。その際，中心的な役割を担ったのが，米国政府の国防長官を務めた後，

1968年から世界銀行総裁に就任したマクナマラが指揮する世界銀行であった。

マクナマラは就任当初から，発展途上国の一人当たりの国民総所得の増加よりも貧困者の生活

環境を改善することに関心を寄せ，世界銀行の果たすべき使命を，一人ひとりの人間に焦点を当

てた「貧困」問題の解決に求めた。実際，マクナマラは，1972年 9月に開かれた世界銀行の年

次理事会における演説において，先進国による開発支援にも拘らず発展途上国の 40％の人々が

経済発展の恩恵を受けることなく貧困状態にある現実を直視し，「開発」の目標は諸個人の栄養

状態，住居，健康，識字率，雇用―「エッセンシャル・ヒューマン・ニーズ（essential human 

needs）」―を満たすことを目標とするべきだと述べ，またそれを実現するための所得の平等な
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分配を実現する「経済的・社会的政策」の必要性を訴えた 26）。マクナマラが語ったこの「エッセ

ンシャル・ヒューマン・ニーズ」は，その後「ベーシック・ヒューマン・ニーズ（BHN）」とい

う言葉で一般化され，貧困削減を実現する上で世界銀行が採用した基本的な指針概念となった。

またそれが社会的正義の達成を目標とする道徳的含意を持っていたことから開発 NGOの支持も

得て，この概念の下，官民が協力して発展途上国の小農民や都市の貧困層で対象とする実践的な

支援活動を意図した政策が行われるようになった 27）。以後，世界銀行は1970年代を通じて，発展

途上国に対する大規模な産業インフラ構築のための援助と並行して，発展途上国の個々の人間を

対象とする「草の根型」の貧困削減政策を実施する。その結果，マクナマラ総裁下の世界銀行の

発展途上国に対する開発援助のための貸付金は，1968年当時の 9億 5300万ドルから 1981年の

124億ドルまで大幅に増加し，また職員数も同じ期間の間に 767名から 4000名までに膨れ上

がった 28）。

但し，このような「貧困削減」に焦点を当てた開発アプローチは，発展途上国の政府機関から

必ずしも全面的に歓迎されなかった点は留意すべきであろう。その理由は，BHNに基づく開発

援助は概して貧困層を対象とするミクロレベルでの小規模援助プロジェクトであったため，一部

の被援助国はあくまで大規模なインフラ整備型の大型プロジェクトを欲したこと，また先進国に

よる国内貧困問題に対する介入は，一種の主権侵害であると捉えられたからであった 29）。加えて，

70年代を通じて豊かな「北」の先進国と貧しい「南」の発展途上国の格差が注目される中，発

展途上国はその解消を求めて，援助よりも公正な貿易の拡大を求める「新国際経済秩序（a New 

International Economic Order）」を「原料と開発をめぐる諸問題」をテーマとする国連特別総会

（1974年 5月）で提唱した。この総会で採択された宣言文では，新興独立諸国は依然として「外

国および植民地支配の遺物」によって発展を阻害され，先進諸国と発展途上国間の格差は増大し

ていると主張される一方，主権国家としての平等，すべての国民の自決権，共通の利益，経済・

社会制度に関する自己決定権，すべての国家の自然資源利用に関する主権等の原則に基づいて

「新国際経済秩序」を設立すべきことが謳われた 30）。これは発展途上国が，国際経済秩序の構造レ

ベルでの改革を積極的に唱道し始めたことを示していた。

さらに，1980年代に入ると，石油ショックやそれに伴う世界経済の後退を背景とする発展途

上国の累積債務問題への対応が最重要課題となり，発展途上国のマクロ経済の改革―構造調整―

が，「開発」戦略の要諦とされるようになった。具体的には，1982年のメキシコの貿易収支悪化

に伴う債務超過及びそれによって引き起こされた先進国の商業銀行の危機に端を発する債務返済

危機は他の発展途上諸国にも波及し，世界銀行や IMF（国際通貨基金）を含む国際機関によっ

て救済措置が行われた。その際，世界銀行と IMFは，債務危機に陥った中南米やアフリカの発

展途上国に対する救済貸付の条件として，被援助国の財政と経済のマクロレベルでの構造調整，

つまり，税収拡大と緊縮財政及び国内規制緩和に基づく貿易・市場の自由化（経済自由化）を課

した。そこには，発展途上国が輸出によって獲得した外貨や借入資金を生産性の向上や輸出競争

力の伸張に効果的に結び付けることを妨げる国内経済構造自体に問題があり，この問題を是正し
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て，できるだけ先進国のそれに近づけるべきであるという認識があった 31）。

しかし，このような構造調整策は，一部の発展途上国では一定の成果をみたが，特に後発発展

途上国では輸出が伸びずに先進国からの資本流入も停滞し，経済成長へと結び付かなかった。加

えて，多くの発展途上国において教育や医療・保健衛生への公共支出や食糧補助金などが削減さ

れたために貧困層や社会的弱者，若年層にマイナスの影響が及び，これらの人々の生活水準の低

下を招くことになった 32）。戦後の開発援助の歴史の中で 1980年代は「失われた 10年」と呼ばれ

ているように，新しい「開発」パラダイムとしての「構造調整政策」は，特にサブサハラ・アフ

リカ地域の最貧困国を対象とするものは失敗したという評価が下されている 33）。

2.2 「持続可能な開発」概念の登場

既述のように，1972年に国連が開催した「国連人間環境会議」において「開発」と「環境問

題」との関連性がすでに注目されていたが，1980年代に入ると「開発」をめぐる論議に新たな

次元を加える用語としてとして加わったのが，「開発」と「環境」のあるべき関係を含意する

「持続可能な開発（sustainable development）」という概念であった。この概念の普及には，1983

年，国連総会の決議に基づき，ノルウェー総理大臣（当時）グロ・ハーレム・ブルントラント

（Gro Harlem Brundtland, 1939–）女史を委員長とする「環境と開発に関する世界委員会」（通称

“ブルントラント委員会”）が大きな役割を果たした。環境問題専門家を含む 15余名から成る同

委員会は，世界各地で公聴会を開き，また環境保護運動を行っている活動家とも会談を行うなど，

精力的に情報と見解の収集を行った。同委員会に託された課題は，「持続可能な開発」を達成す

るための長期的な環境戦略を含むグローバルな政策課題を考案することにあった 34）。

4年間余りの活動を経て，1988年にブルントラント委員会は『我々の共通の未来（Our 

Common Future）』と題された報告書を発表した。この報告書では，人類が直面するほぼすべて

の環境問題―オゾン層破壊，温室効果ガス，森林破壊，土壌侵食，絶滅危惧品種，資源の枯渇，

食物連鎖の乱れ等―が取り上げられ，地球生態系の危機が包括的に論じられた。同委員会は，こ

のような生態系の危機と「開発」の関係を説明するに当たって，両者の両立を示唆する「持続可

能な開発」という概念を導入した。この点に関して報告者の導入部分は次のように述べていた。

「人類は開発を持続的なものにする能力を有している―将来の世代が彼ら自身の欲求を満た

す能力を損なうことなしに，現在の世代の欲求を満たすことを保証するために。持続可能な

開発という概念は，確かに限界の意味を含んでいる―絶対的な限界ではなく，現在のテクノ

ロジーの状態と社会的組織が環境資源に課す限界，そして人間の諸活動の影響を吸収する生

物圏の能力が示す限界である。しかし，テクノロジーと社会組織は両者とも管理され，新し

い経済成長の時代の道筋を付けるように改善することができる 35）。」

同レポートではまた「特に発展途上諸国において，地球の土地，水，森林，その他の自然資源
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に前例のない圧力をかけている」開発，貧困，人口増大に言及する一方，「経済成長の新しい時

代の可能性，すなわち環境資源の基盤を持続・拡大する諸政策にもとづかなければならないよう

な経済成長」を唱導した。つまり「環境」と「開発」は二律背反的なものではなく両立できるも

のとして捉え，環境保全にも配慮したいわば“節度ある”開発を提唱したものと言えよう 36）。

この「持続可能な開発」という概念を中心においた国際会議が，1992年 6月，リオデジャネ

イロで開催された「開発と環境のための国連会議」（通称「地球サミット」）だった。この会議は，

前述した「国連人間環境会議」」（1972年）開催 20周年を機に，100ヵ国余りからの首脳を含む

178ヵ国の政府代表，国際機関，環境／開発 NGOの参加の下に開催された。この会議の結果，

「環境と開発に関するリオ宣言」を含む 5つの文章が採択され，環境保全と矛盾しない「持続可

能な開発」に向けた地球規模での取り組みが合意された 37）。「リオ宣言」においては，「人類は，

持続可能な開発への関心の中心にある。人類は，自然と調和しつつ健康で生産的な生活を送る資

格を有する。」（第 1原則），「開発の権利は，現在及び将来の世代の開発及び環境上の必要性を公

平に充たすことが出来るように行使されなければならない」（第 3原則），「開発途上国，特に最

貧国及び環境の影響を最も受け易い国の特別な状況及び必要性に対して，特別の優先度が与えら

れなければならない。環境と開発における国際的行動は全ての国の利益と必要性に取り組むべき

である」（第 6原則）と述べられ，ブルントラント委員会のリポートの内容と同趣旨の提言がな

された 38）。

「持続可能な開発」という概念に対しては，自然破壊を伴う「開発」の持続の望ましさを所与

のものとしつつ，それを「環境システム」の維持よりも重要なものとみなしていること，そもそ

も「持続可能な開発」という用語は自己撞着であり，「開発」と「環境保全」を両立させていく

ための具体的な処方箋が示されていないこと，といった点を指摘する批判も出されている 39）。し

かし，ブルントラント委員会および「地球サミット」が導入した「持続可能な開発」という概念

は，これ以降，「開発」と「環境」をめぐる議論の中でひときわ目立つものとなったことは疑い

ない。そのことは今世紀に入ってからも「国連ミレニアム開発」を引き継いだアジェンダである

「持続可能な開発目標」においても，ほぼ同様の意味で使用されていることが示している。

2.3 「人間の開発」論と「社会開発」論の登場

既述のように，1980年代に行われた発展途上国の「構造調整」と結びついた「開発」が多大

のヒューマン・コストを伴うことが明らかになるにつれ，被援助国家の財政的健全性を保ちなが

ら「貧困削減」を図る「開発」はどうあるべきか，という問題が再び主要課題として浮上した。

そのような中，パキスタン出身の経済学者で世界銀行の開発援助政策の立案にも関わったマブー

ブル・ハック（Mahbub ul Haq, 1934–1998） 40）や，インド出身でイギリスで教育を受けた厚生経

済学者であるアマルティア・セン（Amartya Sen, 1933–） 41）を含む有力な経済学者は，「開発」の

目的を個人が「選択の幅」を拡大したり「潜在能力」を実現できる条件を確立することにあると

いう倫理的な言説で「開発」を語るようになる。このような価値規範を取り入れつつ，「ベー
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シック・ヒューマン・ニーズ（BHN）」を受け継ぐ形で，「人間開発（Human Development）」と

いう概念が 1990年代に「開発」を語る際の中心的な言説／パラダイムとして定着するように

なった。

「人間開発」概念を初めて導入したのが，UNDPの 1990年に発刊された『人間開発報告書

（Human Development Report）』であった。UNDPは世界銀行の協力の下に『人間開発報告書』

を 1990年から今日に至るまで発刊し続けているが，その第 1号に当たる 1990年報告書において，

この概念を次のように説明した。

「人間開発とは，人間の選択を拡大するプロセスである。原則として，これらの選択は無限

であり得，時の経過とともに移り変わる。しかし開発のすべてのレベルにおいて最も本質的

に重要なのは，人々が健康で長い人生を送り，知識を習得し，そして見苦しくない生活水準

に必要な資源を入手できることである。しかし，人間開発はそれにとどまらない。多くの

人々によって高い価値が与えられているその他の選択，政治的，経済的，社会的自由から，

創造的かつ生産的になる機会，そして個人の尊厳や人権を享受する機会にまで広がっている

のである 42）。」

このような「人間開発」に基づく新しい開発パラダイムは，単なる「貧困削減」の次元を超え

て，諸個人の尊厳を維持することができる生活の質の向上を射程に入れた，優れて規範的な概念

であることが見て取れる。また BHNと比較すると，BHNが社会福祉的な供与に重点を置いた

のに対し，「人間開発」では人々の社会参加を重視したものである点も指摘されている 43）。

「人間開発」概念が何よりも革新的であったのは，従来の GNPに代わり，所得，寿命（健

康），教育という社会経済的発展のレベルに関わる三つの要素に基づく「人間開発指数（HDI）」

を導入して指標としたことであった。所得は一人当たりの GDP，寿命は出生時の平均余命（期

待寿命），教育レベルは識字率と就学年数に基づいて算出されて指数化され，これらの三つの指

標の平均から HDIが計算される。さらにまた，発展途上国の国家予算や援助資金の使われ方を

評価するに当たって，それらが義務教育や公衆衛生等の主要な優先課題にどのような割合で使用

されたのかに関しても数値化して示された 44）。また『人間開発報告書』は，1990年代を通じて，

「人間貧困指数」，「ジェンダー開発指数」，「ジェンダー・エンパワーメント指数」等の新しい指

標を新たに導入し，「人間開発」概念の包括化・精緻化を試みている 45）。

さらにこの時期，「人間開発」と並んで開発パラダイムとして定着したもう一つの概念が「社

会開発」であった。「社会開発」をめぐる議論はすでに 1960年代から始まっており，既述の

BHNも「社会開発」概念の系譜に連なるものであったといえるが，90年代の「人間開発」論の

登場と相まって，UNDPを含む国際機関や NGOが協働して「貧困」問題に取り組むためのパラ

ダイムとなった。つまり「人間開発」を実現する上で，個々の人間を取り巻く社会環境全般（住

居，環境，栄養，雇用，保険・医療などを含む）の改善を図ることの重要性が一層認識されたこ
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とから，この概念と連動する形で民衆参加型の「社会開発」がクローズアップされたのであった 46）。

そのことを象徴したのが，1995年にコペンハーゲンで開催された国連主催の「世界社会開発

サミット」だった。同サミットは，「貧困」，「雇用」，「社会統合」の三つが主要議題として取り

扱われ，その相互連関の下に議論が行われた。この会議が開催された 1995年当時の状況と上記

の議題の関連性は以下のようなものであった。

まず「貧困」については，1980年代以降，豊かな北の国々と貧しい南の国々の間の格差は拡

大し，世界の貧困人口（当時の定義では一日 1ドル以下で生活する人々）に関しても増大傾向を

示していた。また，「雇用」に関しては，発展途上国では農村部・都市部双方において失業者が

増加する一方，先進国においても多国籍企業化の進展による海外移転，オートメーション化等の

要因によって雇用減になり，失業率の増加が見られた。このような貧困者・失業者の増大は，社

会の基礎的単位である家族を含む社会集団の安定性を損なうことによって社会的疎外状況を生み

出し，また「南」から「北」への経済難民・環境難民の流入も新たな社会的緊張をもたらし，

「社会統合」を困難にしていた 47）。

以上のような状況認識の下，「社会開発サミット」で合意された「社会開発に関するコペン

ハーゲン宣言と行動計画」は，今後の「開発」の原則・目標に関して次のように宣言した。まず

「開発」とは「中心に人間を置き，より効果的に人間のニーズを満たすよう，経済の方向付けを

行うこと」と定義された。またその目的として，「世代間の公平を確保しつつ，環境の保全と持

続可能な使用を保護することにより現在及び未来への世代への我々の責任を果たすこと」や「す

べての人々に対する機会の公平と平等を通じて所得の公平な分配及び資源へのより大きなアクセ

スを促進すること」等が挙げられた。特に家族が「社会の基礎的単位」であることが宣言され，

そのために「構成員の権利，能力及び責任に留意しつつ家族は強化されなければならない」と指

摘された 48）。さらにまた，世界に10億人以上いると見積もられる貧困者の大部分が発展途上国の

女性であることが言及され，特に女性のエンパワーメント（＝権利付与と能力強化）が開発の主

要な目標であること，そのためには女性が「社会の機能及び福利を定める決定の策定並びに実行

及び評価への参加を必要とする」とされた。これらの「開発」の目標を達成するに当たっては，

各国が「第一義的責任」を負う一方，他のアクター―国連，国際金融機関，市民社会組織―の参

加の下，発展途上国の社会的緊張や不平等を削減し，また先進国と開発途上国の間の格差の縮小

に向けて努力すべきことが強調された 49）。このように，このサミットの宣言文においては，先行

する「持続可能な開発」論や「人間開発」論を換骨奪胎した「開発」概念が謳われたことが看取

される。

注目すべきは，この「国連社会開発サミット」と併行して各国の開発 NGOを中心とする

“NGOフォーラム”が開催され，「もう一つのコペンハーゲン宣言」が出されている点である。

この“NGOフォーラム”の宣言文の内容は政府間の「宣言と行動計画」の内容と重なる部分が

ある一方，「開発」のモデルに関わる幾つかの肝要な点で異なるビジョンを示していた点が注目

される。つまり，NGO起草の宣言文では，「コペンハーゲン宣言と行動計画」に盛り込まれた
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経済的枠組みが「開放的自由市場経済の力」に依存し過ぎて「公平で持続的な社会開発目標と基

本的に矛盾」し，また「開発」の支配的モデルとされてきた新自由主義体制及びそれに基づく構

造調整プログラムは貧困層や女性を含む社会的弱者の状況を悪化させ，さらに環境悪化や生態系

の破壊にも繋がっている，と批判した。さらに「社会の全分野で，参加型で実りある社会開発を

進める前提条件としての人権を優先することを十分に認識していない」と断じ，「オルターナ

ティブな開発ビジョン」を実現するために家庭・コミュニティ・国家・国際という各レベルで満

たされるべき条件を提示した 50）。その条件とは，家族やコミュニティ，国家や国際全てのレベル

における性別・人種・階級・民族・年齢如何に拘わらない各個人の平等な参加型・自己決定・自

立を目標におく「民衆中心のビジョン」の立場に立つ「開発」の促進というものであった 51）。こ

のように政府間会議と NGOフォーラムの間で開発に関するビジョンの相違が露わになった一方，

市民社会アクターの社会開発における参加と貢献が強調されたことにより，その存在感がとみに

高まったと言える 52）。

3．21世紀の国際社会と「開発」

3.1 「国連ミレニアム開発目標（MDGs）」

これまで検討してきたように，「開発」戦略は，その主たる目標を国家単位の経済成長優先主

義から諸個人に焦点を当てた「社会開発」重視へと変遷していくが，例えば 1990年代後半に於

いても，約 12億の人間が一日 1ドル以下で生活するという絶対的貧困状態にあるというのが現

実であった。この状況を前にして，国連は 1997年に次の 10年間を「貧困撲滅のための国際の

10年」と宣言したのに続き，2000年 9月にニューヨークで国連ミレニアム・サミットを開催し

た。このサミットにおいて，「ミレニアム宣言」が世界 189カ国の代表によって承認され，2015

年までに達成すべき 8つの「国連ミレニアム開発目標（MDGs）」を定めた行動計画が採択され

た。その 8目標とは，1. 極度の貧困と飢餓の撲滅　2. 初等教育の完全普及の達　3. ジェンダー

の平等の推進と女性の地位向上　4. 乳幼児死亡率の削減　5. 妊産婦の健康の改善　6. HIV／エ

イズ，マラリア，その他の疾病の蔓延の防止　7. 環境の持続性の確保　8. 開発のためのグロー

バルなパートナーシップの推進，であった 53）。

MDGsがこれまでの「開発」目標と比べて画期的であったのは，全世界中から貧困者数を半

減させるという壮大な「貧困削減」目標を掲げた点，また「貧困」を単なる物質的な窮乏状態と

みなすのではなく，教育の欠如，公衆衛生や医療へのアクセスの欠如なども「貧困」状態を助長

するものとして多面的な次元を有する現象として捉えた点，そしてその解消に向けて，国連組織

や世界銀行を含む国際機関・各国政府・民間組織（多国籍企業から NGOまで）が協働して取り

組み，しかも年数を区切って達成可能な課題として掲げた点，である。つまり，MDGsは，「人

間開発」や「社会開発」の視座／目標を取り入れつつ，「貧困」に直面する人々の全生活領域を

対象とする複合的かつ包括的な開発戦略としての性格を有していた。
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それでは，目標達成期限として定められた 2015年を過ぎた今日，どの程度MDGsは達成され

たのであろうか。「国連ミレニアム開発目標報告 2015」によれば，達成状況の概要は次のような

ものであった。1. 1990年には，開発途上国の半数に近い人口が一日 1.25ドル以下で生活してい

たのに対し，2015年には，その割合が 14％までに減少した。2. 開発地域における小学校の準就

学率は，2000年の 83％から 2015年には 91％にまで達した。3. すべての開発途上地域は，初等，

中等および高等教育における男女格差を撲滅するという目標を達成した。4. 世界における 5歳

未満の幼児死亡率は，1990年から 2015年の間に生まれた 1,000人あたり 90人から 43人へと，

半分以下に減少した。5. 1990年以降，妊産婦の死亡率は 45％減少し，この減少の多くは 2000

年以降に起こっている。6. HIVへの感染は 2000年から 2013年の間で約 40％低下し，感染者数

も約 350万から 210万人へ減少し，また 2000年～2015年の間，620万人以上の人々がマラリア

による死を免れた。7. 2015年には世界人口の 91％が改良された飲料水源を使用している（1990

年には 76％）。オゾン層破壊物質は 1990年以来，実質的に除去されている。8. 先進国による

ODAが 2000年から 2014年の間に実質 66％増加し，1352億ドルに達した 54）。

このように同報告書はMDGsの達成成果に言及する一方，残された重要な課題も指摘した。

具体的には，「女性が就業機会・資産・公私の意思決定において未だに差別に直面」し，男性よ

り貧困状態に置かれていること，開発途上地域では最貧困層と最富裕層世帯の間で，また都市部

と農村部の間で大きな格差が存在すること，二酸化炭素の排出量が 1990年以降 50％増加し気候

変動と環境悪化がこれまでの進展を切り崩していること，世界各地で起こっている紛争によって

難民／避難民が増加し「人間の開発にとって最大の脅威」になっていること，「約 8億人が未だ

に極度の貧困の中で生活し飢餓に苦しんでいる」こと，等が指摘された 55）。以上のような課題を

指摘しつつ，“ポスト 2015年開発アジェンダ”として，統計能力の向上を通じた良質なデータの

作成を行ってモニタリングを強化し，「持続可能な開発のための持続可能なデータ」を用いて開

発戦略の目標達成を実現していくべきことが強調された 56）。

3.2 修正「近代化論」の登場

興味深いことに，近年，一部の社会科学者から新しいバージョンの「近代化論」が唱えられ，

「近代化」の言説が復権してきているという現象がみられる。既述のように，「近代化論」は，ベ

トナムにおける適用の失敗や新植民地主義的言説という批判を浴び，社会科学の理論としての権

威が失墜した。しかし，ポスト冷戦期に入ると，経済発展から政治・社会・文化・パーソナリ

ティの変化に関わる説明理論として構築された旧近代化論の成果を部分的に吸収・発展させなが

ら，大規模な統計的データを用いたより洗練された「近代化論」が登場した。

この動向を代表した研究が，アメリカの政治学者イングルハート（Ronald Inglehart, 1934–）

とドイツの政治学者ヴェルツェル（Christin Welzel, 1964–）による共同研究であるといえる。両

者は，20年間に及ぶ世界の 85％をカバーする地域の人々を対象とするWorld Values Survey（世

界価値観調査）による世論調査のデータを基に，経済的発展と個人の価値観やジェンダー間の平
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等，また民主主義の浸透との間の相関関係に関する研究を発表してきた。彼らの研究結果に基づ

く主な知見は以下のようなものであった。

まず，社会経済的発展，価値指向，民主主義制度の間には強い連関が観察される。つまり社会

経済的発展によって，人々の価値指向は，“生存のための価値（survival values）”から“自己表

現価値（self-expression values）”へと移行し，後者が「近代化」の主要な文化的表徴となる。つ

まり社会経済的発展は，人々の価値観をより世俗的で多元的なものにし，また自己表現，参加，

生活の質といったものに価値の重きを置くようにさせる一方，このような価値を実現している社

会においては，民主主義の実現・強化が可能となる。他方，経済的資源が乏しい貧困国では，

人々の価値志向は“生存のための価値”（乃至は“存在論的安全”［existential security］）に集中

するので自己表現が出来ない状態に置かれ，経済的資源が豊かな社会とは対照的に他者に対して

不寛容で排斥的な世界観を持つようになる。つまり，社会経済的発展こそが，“自己表現価値”

の出現と優勢化の前提条件となる。そして重要なことは，“自己表現価値”が支配的になった社

会では，人々の選択の幅は増大し，社会で生活する人間の潜在的可能性，つまり人々の自律的な

選択に基づいて自らの生を形成する能力，或いは選択の幅の拡大の結果としての「人間開発」に

繋がることである。換言すれば，“自己表現価値”の浸透によって「近代化」は「人間開発」の

過程へと変容し，ジェンダーや社会的少数派との平等の権利の確立を含む人間解放が促進される。

そしてこのような過程は，「近代化のヒューマニスティックな変容」と呼ぶべきものである 57）。

またイングルハートとヴェルツェルは，経済的発展が政治的／社会的／文化的生活の体系的変

化をもたらすという旧近代化論の主張は大筋としては正しかったとする一方，従来の「近代化

論」と違いを次のように説明している。すなわち，従来の「近代化論」が「近代化」と「欧米

化」をほぼ同一視したのに対し，修正「近代化論」においては，「近代化」の過程において全て

の国が欧米型の文化変容を経験するわけではないこと，さらに近代化とともに宗教的信仰を含む

伝統は廃れるわけではなく，人々の価値観と行動様式は歴史的に形成された文化遺産によっても

影響されて単一の“グローバル文化”の形成へと収斂しないこと，また社会経済的発展によって

もたらされる個人の価値や選択を重視する文化変容は直線的で不可逆的なものではなく，社会経

済的発展が長期的に頓挫する場合には，ポピュリズムの台頭や宗教的根本主義といった反近代的

な対応を引き起こすこともあること，などである 58）。

以上のようにイングルハートとヴェルツェルの修正「近代化論」は，人びとの文化的価値観／

価値志向の変化及びそれに基づく行動様式の変化，またそれらと連動した包括的な社会変化を説

明する理論となっている。そして，そのような「近代化」が実現するためには，社会経済的発展

＝「開発」がいわば初期条件として達成されることが必要であり，諸個人が“生存のための価

値”が支配的な状況から脱しなければならないことを強調した。つまり，経済成長による生活水

準の改善が物質的な余裕をもたらし，それが前提となってより開放的で民主的な社会が実現する

ということである。実はこの点は，経済史家フリードマン（Benjamin M. Friedman, 1944–）の研

究によって，アメリカのような高度に発達した社会においても概ね妥当することが明らかにされ
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ている 59）。また，一部の比較政治学の研究者の間からも，従来の「近代化論」の中心的命題の一

つである“社会経済的発展が中産階級を成長させ，政治的民主化に繋がる”は，長期的観点から

みると正しい洞察であるという評価もなされている 60）。いずれにせよ，彼らが提唱する修正「近

代化論」は，“人々の潜在的可能性”や“人々の選択の幅の増大”をその言説に取り込むことに

よって「人間開発」論と概念的にも親和性を持った議論であるといえよう。

さらにこの二人の研究者は，彼らの研究上の知見が先進国の外交政策にどのような意味を持つ

のかに関しても示唆を行っている。つまり，“生きるための不安”を抱いている人々が多数を占

める貧困国がテロリストを生み出す温床になり，そのような国家では経済発展を起点とする「人

間開発」のプロセスが起こらない限り民主主義が根付くことがないと述べて，アメリカを初めと

する先進国は対外援助資金を増大させる必要があると提言した 61）。

このように，修正「近代化論」は，従来の「近代化論」の論理と幾つか基本線を共有している

ことが看取される。他方，開発政治学の分野においても，発展途上国における順調な「開発」を

可能にする上で，国家・社会の近代化，つまり，開発を遂行する有能な官僚制度，開発の恩恵が

民衆にも行き渡る民主制度の整備，マスメディアを含む市民社会の成熟，すなわち「開発」の当

事者としての発展途上国における「良き統治」を可能にする国家能力の向上，といった要素が指

摘されている 62）。その意味において，「（旧）近代化論」・修正「近代化論」によって示された知見

の一部には，21世紀の「開発」戦略を進める上でも有効な指摘が含まれていると言える。従っ

て，「開発」戦略を考える際，国外的要因を重視する「従属論」に与するか，国内的要因を重視

する「近代化論」を取るか，という二者択一をするのではなく，両者は補完的な関係にあるとい

う認識の下，それぞれの知見を分析用具として役立たせることが重要であると思われる。

おわりに

本稿で検討したように，「近代化」と「開発」をめぐっては，第二次世界大戦終了後 75年経っ

た今日に至るまで複数の規範的理念・パラダイムが登場し，それらはアメリカを含む先進国や世

界銀行，UNDPを含む国際機関によって共有・拡散され，さまざまな開発援助戦略が試みられ

てきた。趨勢としては，この間，「近代化論」を規範的パラダイムとする一国単位の「経済成

長」に基づく「開発」戦略から，発展途上諸国の諸個人に焦点を当てた「貧困削減」および非物

質主義的な価値を含んだ「人間開発」，そしてそれと結びついた「社会開発」というパラダイム

へと変遷したことが認められる。「開発」戦略の変遷には，戦後の各時代状況を反映する形で，

米ソ冷戦下の東西陣営間の「開発モデル」をめぐる競合，「従属論」の登場に象徴されたグロー

バル化した資本主義システムの構造自体への注目と発展途上国の側からする不平等構造に対する

異議申し立て，「持続可能な開発」という概念に象徴された地球環境問題と「開発」の両立可能

性の探究，環境／開発 NGOの台頭，そしてそれらに影響された社会科学者たちによる新たなパ

ラダイム構築に向けた知的営為，という複数の要因が複雑に絡みあっていたことが見て取れる。
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それではMDGsから，その後継概念として導入された SDGsへ移行した今日，発展途上国の

「貧困削減」や「人間開発」にどの程度の成功しているのであろうか。例えば，世界銀行が発表

したデータによれば，2011年の購買力平価に基づき，国際貧困ラインを 1日 1.90ドルで計算し

た場合，世界の貧困層の数は，1990年の 19億 5800万人（全世界人口の 37.1％）から 2015年の

7億 3600万人（同 10％）に減少した。他方，成長著しい東アジア・太平洋地域ではこの間に貧

困率の急激な下落がみられたのに対し，後期発展途上国が集中するサブサハラ・アフリカ地域の

貧困率は 41.1％（世界の貧困層の半分以上）となり，地域毎に大きな格差もみられた 63）。また，

UNDPは，2011年以降，「人間開発」指数に沿う形で多角的視点から貧困状態を捉えることを目

的として，「多次元貧困指数」（MPI，健康・教育・生活水準に関する加重指標の観点から貧困状

態を捉える指数）を導入するが，2019年のグローバル「多次元貧困指数」（57億人が暮らす 101

か国を対象）によれば，13億人（23.1％）が「多次元的に貧困」状態にあり，またその割合が最

も高い地域はサブサハラン・アフリカ地域と南アジアに集中していた（全体の 85.4％） 64）。2019

年の UNDP年次報告書においても，「人間開発における不平等はより深刻になっている。…21

世紀の最初の 20年間は極端な窮乏を減少させることに目覚ましい進展を見せたが，人々が教育

を受けたり，職を得たり，十分な食物を得るといった望ましいことを行う諸自由―一連の領域の

能力を持つ点において，容認できないほどの格差が存続している。」という悲観的な評価が示さ

れた 65）。

この現実を前にして，ポスト冷戦期に入ってから，一部の開発経済学者の間から経済成長を前

提におく「開発」をめぐる言説編成やパラダイム自体の根本的な再考／転換を促す議論も出され

ている。これらの「ポスト近代主義／開発主義」的立場によれば，「開発」パラダイムは依然と

して欧米で進歩を遂げた社会科学の知識と方法論に基づき，「開発」をモデル化・数量化した基

準で計測しようとしている。そしてそのような統計的データへの“愛着”は，社会の進歩は計測

して数値化できるという西欧啓蒙主義時代の社会進歩の理念を引きずり，そこには管理・監督に

結びつく権力装置が潜在的に働いている，と主張する 66）。また「近代化」と「開発」を通じた

「発展途上国」における市場経済の導入は，発展途上国の一部の人々の生活を悪化させている点

を指摘して，経済成長が“幸福”や“善き生活”の前提となるべきであるというこれまでの「開

発」理念自体が，西欧的価値観に基づく“上からの押しつけ”ではないのかという疑義も出され

ている。

例えばスイスの開発経済学者リストは，「もし近代性と結びつけられた諸価値が社会秩序を判

定する唯一の基準であるとしたら，一般的な無関心の中で経済成長の名において排除されている

人々が増えている我々自身の社会に関して何を語ることができるであろうか？」と自戒を込めて

語る一方，「経済的言説がそこに還元される成長への執着―（中略）―が，不平等を拡大し生態

系を破壊することによって集団的な災厄へと導いている」と断じ，従来の「開発」パラダイムそ

のものから離脱すべきことを主張した 67）。また「ポスト開発」思想を代表する論客の一人である

フランス出身の経済思想家であるラトゥーシュ（Serge Latouche, 1940–）の場合は，「近代化」
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と「開発」概念には西欧近代文明に特有の進歩・自然支配・数量化に基づく合理性・生産主義に

よる物質的豊かさの追求という価値観が反映されており，それは必ずしも西欧以外の地域の人々

に受容されているものではなく，「近代性」そのものの超克の必要性を唱導した。そしてラ

トゥーシュは，「成長のための成長」という信条に基づく生産中心主義という“中毒”から脱し

た反資本主義的な「脱成長（de-growth）」社会というユートピアの実現に向けての「革命的」変

化を起こし，そのために其々の地域の草の根レベルでエコロジカルな持続性・自立性に基づく民

主主義的な社会関係（ラトゥーシュはこれを“localism”と呼ぶ）の実現と“善き生活”の構想

が図られるべきである，と主張した 68）。このような従来の「開発」理念に対して批判する論客の

主張の背景には，世界を覆っている資本主義的生産システム・社会関係が限界を露呈していると

いう認識，また地球自然環境の再生能力を超えたダメージを与えているというエコロジカルな思

想があることが見て取れよう。

経済成長を前提においた「開発」の限界の認識や「脱成長」の理論が理念的に評価される部分

があるとしても，その実現のための具体的方策に関しては，多くの課題や困難があることは多言

を要しない 69）。他方，特にポスト冷戦期以降は，「開発」をめぐる言説は，「北」の先進国と

「南」の発展途上国の NGOを含む市民社会全体の参加の重要性が増々強調されるようになり，

そのビジョンは常に未来志向のスタンスを維持して進化を続けている。その意味において，極度

の貧困状況に置かれた人々が尊厳のある生活を送ることが出来る社会を構築するために援助の手

を如何にして差し伸べることが出来るのか，というヒューマニズムを根底に有する「人間開発」

を中心とする「開発」概念は，「近代性」批判を取り込みながら，また「人間―環境」のあるべ

き関係を模索しつつ，その意味内容を変容させながらもこれからも基本指針として議論され，

精緻化され続けていくことであろう。
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日本における倫理的観光の更なる推進に向けて
― 倫理的観光者の育成に向けた概念整理と実践的諸課題 ―

原　　　一　樹

 〈Summary〉
  The aim of this paper is to clarify the concept of ethical tourist and the practical problems 

for the development of ethical tourists in Japan. After the introduction section, the paper is 

divided into six sections. In section 2 and section 3, the definition of ethical tourism or 

responsible tourism is reviewed while referring to the documents of UNWTO （World Tourism 

Organization） and GSTC （Global sustainable tourism council）. After this review, 

recommended actions for ethical tourists by these two organizations are rearranged along the 

phase of tourism. In section 4, the basic points of attention for the development of ethical 

tourists are discussed while referring to the previous research. As a result, this paper indicates 

three points. The first point is the tensions between article 2 and article 3 of global code of 

ethics for tourism. The second point is the inherent difficulties of the development of ethical 

tourists. The third point is the responsibility of governments and businesses for the sustainable 

development of tourism. In section 5, the development of ethical tourists is discussed from the 

perspective of consumption. At first, this paper reviews the present situation of ethical 

consumption and consumer education in Japan. Secondly, this paper points out the lack of 

ethical education in the educational program of human resources led by the Japanese 

government. Finally, necessary efforts of various actors are clarified in terms of ethical tourism 

products and dissemination of information. In section 6, the development of ethical tourists is 

discussed from the perspective of the experience of culture in tourism context. The implication 

of the recommended actions for ethical tourists given by UNWTO and GSTC are examined 

philosophically. Finally, necessary efforts of tourism researchers and educators are clarified.

はじめに

観光における実践や研究においては，1970年代から 80年代以降，環境や地域社会に対する悪

影響を及ぼすマスツーリズムへの反省を受けて，様々なオルタナティブツーリズムが提唱されて

きた。特に 2015年の国際連合による「17の持続可能な開発目標」（SDGs）の採択後は，2017年

が「持続可能な観光の年」に指定されるなど，環境・経済・文化・社会の持続可能性を念頭にお

いた観光開発に関する各種の取組みが積極的に推進されている。観光は様々なアクターの参画と

相互作用により展開される現象であるので，持続可能な観光の発展に向けては，国際組織，各国

中央政府・地方自治体，企業，大学，NPO・NGO，マスメディア，観光者自身などのパート
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ナーシップによる取組みが重要である。

本稿では，将来の持続可能な観光の発展に大きな影響を与えるものの一つとして，観光者の行

動が重要である点に鑑み，持続可能な観光の発展に寄与する「倫理的観光者」を巡る政策文書や

先行研究の議論を検討し概念整理を行った上で，日本において倫理的観光者の育成を活発化させ

るための実践的な諸課題の整理を行う。特に英語圏では，観光に関わる倫理的諸問題の研究が

21世紀に入り活発化してきたが，日本において観光倫理の研究は未だ活発とは言い難く，倫理

的観光者を巡る先行研究も管見の限りではほぼ見当たらない。この状況下，本稿は，倫理的観光

者の育成の内実を理解し，日本において必要な実践を進めるための学術的議論の端緒を開くこと

に貢献する。特に方法論としては，国際機関による理念的言説や英語圏における理論的研究への

参照と分析，日本社会における具体的実践の現状把握，観光経験に関する原理的考察を組み合わ

せて議論を構築し，今後必要となる実践を明らかにする点に本稿の独自性と存在意義がある。

1．「倫理的観光」の定義と UNWTO（国連世界観光機関）による観光者への推奨行動

Leslie（2012）によれば，特に 1980年代以降，観光による環境や地域社会に対するネガティ

ブな影響が注目を集め始め，従来型のマスツーリズムとは違う観光形態として，グリーンツーリ

ズム，貧困削減に向けたツーリズム，エコツーリズム等が誕生してきた（p. 17）。倫理的観光

（ethical tourism），或いは「責任ある観光」（responsible tourism）もこの流れの中で生じてきた

ものである。しかし，これらは特定の観光形態や観光商品を指す言葉ではなく，「観光による便

益が，それにより影響を受ける人々や政府，観光者，投資家等に最適の仕方で配分されることを

保証する形で観光計画・観光政策・観光開発を行う手法を表現する」言葉である（p. 20）。

GSTC（Global sustainable tourism council）はより具体的に，1）経済・環境・社会に対するネ

ガティブな影響を最小化する，2）地域住民の経済的利益を生み出す，3）地域住民の生活に影響

を与える決定について地域住民を巻き込む，4）自然・社会・文化に関する遺産の保護に積極的

に貢献する，5）観光者に対し，より楽しい経験を提供する，6）障がいを持つ人々にアクセスを

提供する，7）文化に対して敏感である，の 7点を，「責任ある観光」の特徴として挙げている 1）。

倫理的観光者（ethical tourist）とは，このような「責任ある観光」の実現を目指す観光者であ

る。UNWTO（国連世界観光機関）は 1999年に採択された「世界観光倫理憲章」を踏まえ，小

冊子「責任ある旅行者になるためのヒント」を発行し，観光者への啓蒙活動に取り組んでいる。

内容は，「旅先に住む人々に敬意を払い，私たちの共有遺産を大切にしよう」，「私たちの地球を

守ろう」，「地域経済をサポートしよう」，「旅先の情報に通じた旅人になろう」，「尊敬される旅人

になろう」の 5つの観点に分けて提示されている 2）。また，同じく UNWTOは 2017年に，提言

「開発のためのツーリズム」を発表し，「持続的な経済成長」・「社会的包摂，雇用と貧困縮減」・

「資源の効率性，環境保護，気候変動」・「文化的価値，多様性，遺産」・「相互理解，平和，安全

保障」・「持続可能な開発の為のガバナンス・諸政策・ツール」の 6つの観点から，持続可能な観
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光開発に対し，観光に関わる各アクターがいかに参与しうるかを取りまとめ，各アクターへの推

奨行動を提示している 3）。以下，UNWTOによる観光者への推奨行動を，旅行の時系列に即し，

「環境・経済・文化・その他」に大きく分けて筆者なりに再整理してみると，以下のようになる。

表 1　UNWTOによる観光者への推奨行動

旅行前

〔環境〕
・観光部門がフードロス問題に対応できるよう，自宅でも滞在先でも持続可能な食習慣を持
つ。・4R（Refuse, Reduce, Reuse, Recycle）を採用する 4）。・その土地の環境政策と地域プロジェ
クトを考慮する観光事業者を選ぶ。
〔文化〕
・旅立つ前に旅先の慣習・伝統・社会様式を調べておく。・現地の言葉を二言三言でも話せる
ようにする。・ボランティアツーリズムに参加する際は十分に事前調査をする。
〔その他〕
・病院や大使館の連絡先を知っておく。

旅行中

〔環境〕
・自然資源（森・湿地）を保護し，環境への影響を軽減する。・野生動植物及びその生息地を
尊重する。・水やエネルギーの消費をできる限り削減する。・保護地域では許可された場所に
しか立ち入らない。・目的地で持続可能な形で資源を用い生産された観光商品やサービスを求
め，持続可能な開発の連鎖反応を起こす。・絶滅危惧種の動植物で作られているものを購入し
ない。・航空旅行でのカーボンフットプリントを最大限活用する為に，滞在日数を長くする。
〔経済〕
・地元で作られた工芸品や製品を購入する。・適正な価格を支払い，地域の販売者や職人の生
活を尊重する。・深い知識を持つ地域ガイドを雇い案内してもらう。・住民が所有するレスト
ランを使う。・偽造品や，国や国際規制により禁止された製品を買わない。・物乞いの子供に
お金を与えるのではなく，地域のプロジェクトを支援する。
〔文化〕
・歴史，建築，宗教，服装，コミュニケーション方法，音楽，芸術，料理に至るまでを経験
し，その全てを尊重する。・他人を撮影する時は事前に許可を得る。・保護された文化的工芸品
を持ち出す代わりに，写真を撮る。・様々な国での交換プログラムに参加する。・自分が訪れ
た目的地やコミュニティで，文化やアイデンティティに関する直接的知識を得るよう努める。
〔その他〕
・旅先には何も残さない。・旅行前と旅行中の健康と安全に気をつける。・その国の法律と規
制を守る。・人権を尊重し，子供を搾取から守る。

旅行後

・率直な旅の評価を発信し，ポジティブな経験についてはそれを広める。
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2．UNWTOによる推奨行動の特徴と GSTCによる追加項目

以下，上記の UNWTOによる推奨行動の特徴を整理し，合わせて GSTCによる推奨行動もそ

こに追加してみる。これにより，国際的機関・団体による推奨行動の全体像が把握される。

2.1 旅行前に期待される行動の特徴

旅行前に観光者に期待されているのは，特に環境と文化の観点からの事前学習と，実際に費用

を支払う観光事業者の選択を環境保護の観点から自覚的に行うことである。UNWTOの提言は，

観光事業者の選択についてやや具体性に欠ける表現に留まっているが，GSTCは，1）認証や賞

を獲得している持続可能な目的地を探すこと，2）持続可能な休暇を提供する事業者を掲載して

いるオンラインの予約サイトを活用すること，3）持続可能性に関する認証を得ている宿泊施設

を直接予約すること，の 3点を旅行前の行動として推奨しており，それぞれについて，実際の事

業者や予約サイトを例示している点で，より具体的である。加えて GSTCは，なるべく荷物を

少なくすることや，環境への影響を最小限にする交通手段を探すことも推奨している。

2.2 旅行中に期待される行動の特徴

旅行中については，環境・経済・文化の各観点から様々な行動が推奨されている。環境につい

ては，直接的な自分の身体的行為や消費者としての購買行動が，環境破壊や環境への悪影響に繋

がらないよう留意することが求められている。経済に関する基本原則は，訪問先の人々（飲食店，

ガイド，職人，小売業者等）に経済的利益を最大限もたらすことであると言えよう。GSTCは，

地域での持続可能な観光に関わる各種プロジェクトへの参加も推奨している。文化については，

訪問先の文化や人々に敬意を持つことと，訪問先の文化を直接的に，幅広く経験することが推奨

されているが，環境や経済に関わる行動に比べ，推奨行動の具体性はやや低い。この点について

は，本稿の後半で検討する。

2.3 旅行後に期待される行動の特徴

旅行後の行動について UNWTOは，旅の評価とポジティブな経験の発信を推奨しているが，

この表現はやや具体性に欠けると言えるだろう。GSTCはより具体的に，自分の経験に基づき責

任ある観光を行う際のヒントを友人や家族に与えること，写真を共有すること，一度訪問した場

所やその場所が抱える諸問題について探究を続けること，旅行経験をもとに別の素晴らしい場所

についても学ぶこと，慈善活動への寄付により訪問先の保全に繋がる返礼をすること，を挙げて

いる。大きくまとめれば，旅行から帰った観光者には，責任ある観光に関する情報発信者となる

こと，訪問先に関心を持ち続け，何らかの貢献を行うことが主に求められていると言えよう。
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3．倫理的観光者の育成を巡る留意点

さて，ここまで倫理的観光者に求められる行動を国際機関・団体である UNWTOや GSTCの

提唱事項を参照しつつ整理してきた。簡潔に言えば現在，世界的に，持続可能性に配慮した「良

き観光者」の増加や育成が求められているということである。しかし，日本社会においては筆者

の見る限り，この点に関する社会的・学術的問題意識も未だ高いとは言い難く，学術的探究の深

まりや社会的実践の活発な展開も十分とは言えない。その本質的理由の一つとしては，Weeden

（2014a）が言うように，「観光に含まれる倫理的問題の性質や，休暇や休暇中の行動に関する社

会的態度が複雑である」という事情も確かにあるだろう（p. 39）。しかし，英語圏では多少の先

行研究も存在するので，本節では，いかに日本で倫理的観光者の育成を進めるかという問題につ

いての現状把握と実践的諸課題の整理を行う前に，これまでの英語圏での先行研究も参照しつつ，

倫理的観光者の育成に当たって留意すべきと考えられる点をまとめておきたい。

まず，そもそもなぜ倫理的観光という実践や倫理的観光者の存在が要請されているかという点

については，観光がおよそ人類なるものに対して持つ価値や大義を確認しておく必要がある。

UNWTOによる「世界観光倫理憲章」の第 1条から第 3条は，人類にとってのこの「観光の大

義」を謳うものと理解することができる。確認すれば，第 1条は「人間と社会の間の相互理解と

敬意に対する観光の貢献」，第 2条は「個人と集団の充足感を得る手段としての観光」，第 3条は

「持続可能な開発の要素としての観光」である。これらの「観光の大義」，或いは観光が持つ価値

は，誰しも否定し難いものであると位置づけて良いだろう。その上で，倫理的観光は，これらの

観光の大義を実現する為に，実践が提唱されているものであると言える。ただし，ここで生じる

問題は，第 2条「充足感を得る手段としての観光」と，第 3条「持続可能な開発の要素としての

観光」とが，必ずしも常に一致するとは限らない点にある。特に観光がグローバル化・大衆化し，

資源を大量に使用し，目的地の自然環境や経済，文化，社会生活に大きな影響を与える営みと

なった現代社会において，第 2条と第 3条の調停が求められているとも表現できるだろう。

注意しておきたいのは，一般的に観光は市井の人々にとって馴染み深い現象であり経験である

が，それは上記第 2条「充足感を得る手段としての観光」の側面を主に指しており，第 1条や第

3条について，人々が自覚的である度合いは相対的に小さいという点である。平たく言えば，観

光は一般的に日常生活のルーチンや規範からの離脱や解放をもたらすもの，リラックスや安楽を

与えるもの，と捉えられる傾向が高い。故に，第 1条が謳う観光の持つ啓蒙的価値や，第 3条が

謳う持続可能な発展への貢献という価値が前景化することは少ない。但し，MacCannell

（2011）が「観光者は日常から逃れうるかもしれないが，倫理的領野からは逃れられない。彼ら

の快楽と欲望の善さに関する問いは，繰り返し新たなものとして更新される」（p. 62）と言うよ

うに，観光も詰まる所は，人と人との関係性（＝倫理）の中で生じる現象である以上，私達は観

光という領域においても，倫理的問題を問わざるを得ない。

倫理的観光が要請される理由をこのように確認した上で，他方で基本的事態として理解してお
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くべきは，私達が常に完全な倫理的観光者として振る舞うことは難しく，UNWTOや GSTCが

提唱する倫理的観光者像は，一つの目標状態を指す理念型として理解する必要がある点である。

主な理由は以下の二点と言えるだろう。

一点目の理由は，まさに先述の通り，私達が観光に求めるものが正義や公正のみではなく，寧

ろ逆に，多くの観光者は楽しみやリラックスなど，個人の充足や満足を求める傾向を強く持つ点

にある。Weeden（2014b）が，「観光者は日常からスイッチを切り替えたいという欲望を持ち，

利便性，質，価格を倫理的考慮よりも優先させる傾向にある」（p. 228）と言うように，私達は

観光者として自らの快楽や喜びを優先させ，倫理的正しさに目を向けることを忘れてしまいがち

である。

二点目の理由は，食材の購入のように比較的分りやすい場合と比べ，観光商品や観光サービス

の提供には，様々な財やサービスの多くの生産者が複雑に参加しているため，その全ての経済取

引において公正な関係を構築し維持することが難しい点が挙げられる。この点をWeeden

（2014a）は，「観光に関わるグローバルな長いサプライチェーンの全てで公正な関係を維持する

ことの難しさ」（p. 123）と表現している。これら複雑な関係性の故に，観光者が自分の観光行

動に付随する全ての経済取引において必ず，常に倫理的に振る舞える可能性は，極めて低いとい

うことになる。

以上のように，倫理的観光者として行動することには様々な難しさが伴うが，更に追加的に注

意しておくべき点は，そもそも持続可能な観光開発に関わる責任を，消費主体としての観光者に

ばかり帰してしまうと，事態の本質を見損なってしまうという点である。例えば Hall（2014）

はこの点について，「エンドユーザーだけを見ると，生産と製造に関する選択肢や，デザイン・

需要・使用が交差する地点が見えなくなる」（p. 41），「持続可能な観光消費を個人の選択とのみ

捉えると，消費が社会の中に構造化され位置づけられている点を見損なう」（p. 40）などと表現

している。UNWTOは先述の「開発のためのツーリズム」の中で，持続可能な観光開発の為に

政府・自治体や企業が取るべき行動も提案している。持続可能性という観点から観光商品・サー

ビスの生産構造が抱える問題については，この UNWTOの提言も参照しつつ，稿を改め検討す

る必要がある。

ただし，他方でやはり理解しておくべきは，倫理的観光者として振る舞うことの現実的な難し

さや，観光者のみで成し遂げうることの限界があるとしても，社会構造を改善させていく契機と

して，個々の人間の価値観の変化や，それに伴う行動変容が重要である点は動かないという点で

あろう。英語圏では，自らを倫理的消費者だと自認する英国の人々が観光に関しいかなる価値観

を持ち行動しているかを調査したWeeden（2014a）の研究や，倫理的消費を促進する為には

「消費者自身の他者との差別化の欲望」や「良質な経験に対する美意識」に訴える必要があるこ

とを論じた Clancy（2014）の議論など，倫理的な消費活動を行う人間の価値観に関する調査や

議論の蓄積が始まっている。この潮流は人間の持つ価値観やその変化に注目することの重要性を

示している。
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本稿では以下，特に人間の価値観の形成に影響を与えるものである教育や各種啓発事業，情報

や知識の提供といった観点から，日本における倫理的観光者の育成に向けて，各アクターが取り

組むべき実践的諸課題を明瞭化する作業を行う。その際，議論を見やすくする為に，消費活動を

行う経済的主体としての倫理的観光者の育成と，他者の文化を経験し享受する文化的主体として

の倫理的観光者の育成の 2つの観点に分けて，検討を進める。

4．経済的主体としての倫理的観光者の育成に向けた課題

経済的観点からは，観光者も観光に関する財やサービスを購入する消費者として位置づけられ

る。よって，日本における倫理的消費及び消費者教育の現状を踏まえた上で，観光における倫理

的消費を高め，UNWTOや GSTCの提唱する枠組みの実現を目指す為に，誰にどのような行動

が可能かを検討する必要がある。以下，日本における倫理的消費の状況の把握，学校教育の現状，

様々な観光関連事業者による取組みの形の可能性，の順に検討する。

4.1 日本における倫理的消費の状況

Hall（2014）によれば，倫理的消費とは，「持続可能性への懸念に関連した消費における道

徳」・「より広い消費の政治の一部としての，個人や小集団による意識的な政治的プロジェク

ト」・「消費者による抵抗やアクティビズム」など，論者により様々な定義が提出される概念であ

る（p. 33）。日本における公的な定義は，「消費者基本計画」（消費者庁）にある，「地域の活性

化や雇用なども含む，人や社会・環境に配慮した消費行動」というものと見なして良いだろう 5）。

Weeden（2014a）曰く，21世紀に入り英国では広義の倫理的消費を行う消費者が増えている

とのことである。消費者庁の表現を借用すれば，日本においては，倫理的消費という言葉の認知

度は低いが，考え方としては理解が進んでいる状況のようである。「『倫理的消費（エシカル消

費）』に関する意識調査」（消費者庁・2016年 12月）は，倫理的消費にポジティブなイメージが

持たれている点，しかしそれを実施するのが難しいとの回答もある故に，身近な取組みから始め

られることの PRが必要である点，倫理的消費に最も関心が高い世代が 50代・60代，次いで 10

代・20代である点，エシカルな商品・サービスを購入しない理由として，価格の高さや，「本当

にエシカルかどうか分からない」，「どれがエシカルな商品か分からない」といった回答が多くあ

り，情報をどう消費者に伝えていくかが課題である点などを指摘している。消費者庁は，「具体

的な行動についての消費者の意識はすでにある程度高く，一層の高まりもみられることから，一

旦倫理的消費の言葉とその概念が結び付いて理解されれば，倫理的消費の取組が普及していく可

能性があると考えられる」とまとめている。

特に観光における倫理的消費について，Weeden（2014a）は，英国の状況を「意識は高まって

いるが市場は拡大していない」（p. 46），「実際に責任ある休暇を購入する観光者は少ない」

（p. 44）と述べている。この点については日本においても，観光政策文書，業界団体 HP，観光
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商品の開発・販売状況を見渡す限り，英国以上に観光における倫理的消費が進展しているとは言

い難い状況であると言って良いであろう。行政や学校，観光関連事業者が，経済的観点からの倫

理的観光者育成において何を更に行いうるか，以下，検討する。

4.2 学校教育の現状

行政による倫理的観光の推進に向けた教育の取組みについて，UNWTOは「開発のための

ツーリズム」の中で，政府の役割の一つとして「生物多様性の喪失に関するコミュニティや観光

者への教育」を挙げている。これを敷衍して捉えると，広義の環境教育の推奨と言えるだろう。

この点について日本では各省庁による政策として，以下の取組みが実施されている。

まず，環境教育は文科省の主管で，初等・中等教育の各科目で実施されている。学習指導要領

における環境教育の総則は「環境の保全に貢献し未来を拓く主体性のある日本人を育成するため，

その基盤としての道徳性を養う」であり，各教科科目の観点から環境問題を学ぶとともに，家庭

科では「持続可能な社会を目指したライフスタイルを工夫し，主体的に行動する」という学習項

目も掲げられている 6）。環境省も様々な「ESD（Education for sustainable development）」事業を

展開している。また，消費者庁は，「消費者が主役となって選択・行動できる社会の形成」を政

策の一つに掲げ，「エシカル消費の普及啓発を始め，ライフステージに応じた体系的な消費者教

育の推進を図る」としている。その一環として，倫理的消費の普及・啓発を目指し各地で「エシ

カル・ラボ」というイベントを開催している 7）。

以上が現在，日本国内で行政機関が実施している環境教育・消費者教育の取組みである。特に，

「教育で未来の消費者（生活者）を育てていくことが，将来倫理的消費が日本に定着する一番の

近道である」（消費者庁）と言われるように，公教育を通した若年層への働きかけは重要である。

ただし，観光に関わる消費者の価値観や欲望の多様さや，観光商品・サービスの生産構造の複

雑さに鑑みると，一般的な環境教育・消費者教育だけでは，観光という文脈で倫理的消費を行う

観光者を育成するには不十分である点は，指摘しておかねばなるまい。この点に関連して，国土

交通省の報告書「我が国における持続可能な観光に向けた課題（平成 30年）」を見ると，観光者

については「観光客の満足度」（観光客満足度の維持，アクセシビリティ）が取り組むべき課題

として挙げられているのみで，観光者に向けた啓蒙・教育活動は挙げられていない点が気になる

点である。即ち，国の政策において，観光者はその満足度を気に懸ければ良い「客」としてのみ

位置づけられ，観光者もまた持続可能な社会の実現を目指す市民，或いは持続可能性に配慮しつ

つ消費する主体でもあるという側面は忘却されてしまっている。また，観光庁は「観光経営マネ

ジメント人材育成」も進めているが，倫理的観点からの観光者教育を主軸としたプログラムは現

時点では企画・実施していないようである。同じく観光庁は，初等・中等教育での観光教育プロ

グラムも開始しており，そこにも持続可能性や倫理的消費に関する教育を組み込む必要があろう。

観光教育に携わる機関が増加している高等教育については，観光学の統一的な基本カリキュラ

ムが存在しているわけではない。各機関がそれぞれに独自性を持つカリキュラムを提供すること
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にも社会的意義があるとは言え，各教育機関の工夫に期待が寄せられる。各教育機関は，初等・

中等教育での環境教育・消費者教育の実情を踏まえ，それらとの接続を意識しつつ，自らの教育

プログラムに，倫理的観光者の育成に資する内容を適切に組み込むことが必要である 8）。

4.3 観光関連事業者による取組みの可能性

学校教育が若年層を主な対象として，中長期的観点から倫理的消費者，或いは倫理的観光者の

育成に寄与しうる点を踏まえた上で，現役世代の観光者に対する教育や啓発活動も合わせて重要

である。この場面で主要なアクターとなりうるのは，観光関連企業，政府・自治体や DMO，メ

ディアなどの組織である。未だ日本においては倫理的観光者を育成・啓発する取組みが活発であ

るとは言い難いが，以下，UNWTOや GSTCによる推奨行動を観光者が取りやすい消費環境を

整備する為に，どのような取組みが可能かを整理しておきたい。大きくは，環境負荷が小さく地

域経済への効果を最大化するような倫理的観光商品の開発・販売と認証の取得，及び，倫理的観

光商品に関する情報提供の 2点が重要であると考えられる。

まず，倫理的観光商品の開発・販売と認証の取得の問題は，観光関連企業による取組み具合が

大きな影響を及ぼすものだが，本稿の範囲を超える大きな問題であり，別途，日本における現状

を正確に把握する調査が必要である。英語圏の研究でも，様々な見解が錯綜している現状にある。

例えば，先に触れたWeeden（2014a）と同様，Budeanu& Emtairah（2014）は，「業界や地域は

エコフレンドリーな取組みを進めているが，持続可能な観光に関する休暇やサービスを購入する

観光者の関心の低さがある」（p. 84）と述べ，消費者意識の成熟の不足を指摘している。他方で

Malone（2014）のように，「観光における消費実践の変化は，消費者がもはや 3つの S（sun, 

sand, sea）を欲望せず，経験，参加，自己実現，満足等を欲望することを意味している」（p. 157）

と，消費者意識の変化の進展を強調する論者もいる。また，観光関連企業の取組みについても，

Weeden（2014b）のように，「責任ある観光が観光産業全体の成功にとり不可欠と考えられ始め

ている」（p. 226）と現状を評価し，「責任ある観光をマスマーケット化しないと，市場に革命的

変化は生じない」（p. 127）と述べ，広範囲の大衆に訴えかける力を持つ大手旅行会社の責任の

重大さを強調する論者が一方に存在する。他方で，Hall（2014）のように，「環境問題を市場で

解決できるという強い信念」のもとで開発・販売されるエコツーリズム等の倫理的観光商品を消

費するだけでは，「自然の新自由主義化」が更に進展するのみで，「支配的な市場化のパラダイム

を覆すことはできない」と述べ，そもそも倫理的観光商品やその消費に限界を見出す論者もいる，

という状況である（pp. 42–48）。

英語圏での議論はこのように，状況認識や本質論のレベルで活発化しており，日本の文脈でも

同様に議論を深めることが必要である。少なくとも英語圏で日本と比べて活発な動きとなってい

るのは，倫理的観光に関する認証制度や，GSTCが旅行前に観光者に推奨している，持続可能性

を配慮する観点からの事業者選択に有用な情報提供の豊富さである。

認証制度については，GSTCが冊子“The Responsible Tourist”の中で，持続可能性に関する
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認証を得た目的地を掲載するサイトを 4つ，持続可能性に配慮した観光商品を予約できるサイト

を 5つ，GSTCが承認する国際的な認証枠組みを 20以上，具体的に示しているように，世界全

体を見ると，倫理的観光を推進し認証を得る小・中規模の企業や団体数は増えつつあると言える。

日本の状況はと言えば，まだ少数には留まるが，UNWTOの「世界観光倫理憲章」を批准す

る観光関連企業や団体が現れ始めている点，国際的認証を得る旅行会社（JTBは「トラべライフ

認証」を得ている）や，GSTCの国際認証の普及活動を進めている団体（日本エコツーリズムセ

ンター）が存在している点などは，現時点で注目しておく必要がある 9）。日本の消費者庁は，倫

理的消費に関する企業と消費者とのコミュニケーションの重要性を指摘している。よって，この

点も踏まえ，倫理的観光の推進に資する取組みを実施している日本の観光関連企業は，国際認証

を受けることで，自社ブランドの差別化が図れると同時に，倫理的消費に関心のある消費者との

繋がりが強められる点を認識する必要があろう。

次に，倫理的観光に関する情報提供の問題については，Cutler（2014）が，「観光者は経済

的・社会的・環境的なダメージの主な原因であるが，ホスト社会に観光が与える長期的影響を彼

ら自身がこうむることはなく，自分達がもたらす影響を知らないままである。故に，観光者は倫

理的観光に関するより多くの情報を与えられるべきであり，観光産業の与える影響に関し，より

自覚的になるべきである」（p. 182）と述べている。問題は，これも Cutler（2014）が言うように，

「いかなる倫理的観光情報が入手可能で，いかにその情報が観光者に提供されているか」

（p. 170）である。

この点について，英語使用者は，先述の GSTCの HPや GSTCが紹介する情報源を参照する

ことで，倫理的観光に関する情報を得ることが可能だが，日本語での情報源はまだまだ不足して

いるのが現状である。SDGsに関する自社の取組みについて情報発信を行う企業が近年は現れて

いる点，また，エコツーリズム等の自然観光に関わる団体の HPが以前から存在する点などは指

摘できるが，情報の発信元の少なさ，情報量の少なさ，情報へのアクセスの容易化や情報源への

誘導の仕掛けの不十分さ等の観点から，日本の観光者にとって倫理的観光の情報取得は難しい状

況にあると言わざるをえない。この結果，環境保護や訪問先への経済効果に関心の高い観光者が

いたとしても，倫理的観光消費を行う観光行動を取りづらい状況にあると言える。情報発信につ

いては，以下の取組みが更に可能である。

まず，政府・自治体や DMOは，倫理的観光の理念や内実，世界的動向に関する情報収集を

行った上で，各組織の HPで情報提供する必要がある。特に日本でも登録数が増えている DMO

は，Cutler（2014）が「倫理的観光行動について，DMOが更に観光者を教育すべきという意見

もある」（p. 182）と指摘するように，地元の観光資源の魅力を PRするのみならず，自然環境保

護に向けた注意事項，文化的観点からのマナー喚起，特に地元に高い経済効果を与える観光者の

消費行動等について，具体的な情報提供を行うことが期待される。

加えて，出版社やテレビ局等のメディアも，同じく倫理的観光に関する情報源としての機能を

更に果たすことができる。基本的な事柄として認識するべきは，Cutler（2014）が言うように，

70 日本における倫理的観光の更なる推進に向けて



ガイドブックやテレビ番組等のメディアは，「目的地に関するイデオロギーを提供する文化媒介

者」であり，ともすれば「ローカルな視線や地域問題を沈黙させることもある」（p. 170）とい

う点である。メディアは地域のどの側面にスポットライトを当て，何を後景化・不可視化させる

かについて編集する大きな力を持っている。特にマスメディアに携わる者は自分達の営みが持つ

この力への自覚を持ち，地域の環境・経済・文化の持続可能性を配慮する観点から，情報発信す

る必要がある 10）。

以上，本節では，消費活動を行う経済的主体としての倫理的観光者の育成のために必要な取組

みを整理してきた。引き続き，以下，他者の文化を経験し享受する文化的主体としての倫理的観

光者の育成に向けて，何がなされるべきか，検討する。

5．文化的主体としての倫理的観光者の育成の問題

UNWTOや GSTCが文化的観点から倫理的観光者に推奨している行動は，旅行前については

事前の情報収集や学習，旅行中については，訪問先の人々や文化を尊重しつつ幅広く経験し，訪

問先に関する直接的な知識を得るよう努めること，旅行後については，倫理的観光に関する情報

発信者となり，訪問先に関心を持ち続け何らかの貢献を行うことであると，大まかに整理できる。

これらの推奨行動のうち，特に旅行中と旅行後の行動については，一般的表現から更に踏み込

んで，その具体的内実を考えてみる必要があるだろう。重要なことは，UNWTOや GSTCによ

る推奨行動の内実や含意を展開し，他者の文化を経験し享受する際に自覚しておくべき点や注意

すべき点を洗い出し，それらを理解している観光者を育成することであると筆者は考える。これ

は，GSTCの表現を用いれば，「文化に対して敏感である」観光者を育成することであり，その

主要な舞台は学校教育の中での観光者教育ということになるだろう。以下，訪問先の多様な文化

の尊重と幅広い経験の議論と，訪問先の文化やアイデンティティに関する直接的な知識の獲得の

議論，旅行後の情報発信と訪問先との継続的関わりの議論の 3つに分けて，その内実や含意を検

討する。その上で最後に，「文化に対して敏感である」観光者を育成する為に，学校教育の中で

取り組める事柄について整理してみることとする。

5.1 訪問先の多様な文化の尊重と幅広い経験について

UNWTOの表現を使えば，観光者には訪問先で，「歴史，建築，宗教，服装，コミュニケー

ション方法，音楽，芸術，料理に至るまでを経験し，その全てを尊重する」ことが推奨されてい

る。一見すると，この文章の意味は自明のものであり，特に，他者の文化の尊重という点につい

ては，訪問先の各文化形態に関わる習慣，或いは社会全般に浸透している行動規範などを尊重し，

それに従うようにする，という行為は確かにわかりやすいとも言える。

他方，他者の文化を幅広く経験する，という点については，まずは，訪問先の文化の全てを経

験することの不可能性を再認識する必要がある。そもそも「音楽」という文化形態一つを取って
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みても，一つの社会の中には実に様々な「音楽」が存在し，多様性がある。また，現実的な問題

として，訪問先での滞在時間は多かれ少なかれ限定されているものであるので，観光者が一つの

訪問先で経験できる文化には質・量ともに限界がある点は明らかである。

この自明の事実から理解するべきは，観光者は自分が関心のある文化，自分の趣味嗜好に合う

文化，或いは，観光産業や他の観光者から薦められた文化を訪問先で経験することが多いと思わ

れるが，自分が経験した文化があくまでも，当該地域や社会の持つ文化の一部分であるに過ぎな

いことを改めて自覚する必要がある，という点である。或いは，訪問先の社会が観光者に見せた

くない文化的要素を敢えて後景化・不可視化している可能性がある点にも，留意する必要がある。

この問題は，倫理的観光の議論とは離れた位置にあるようにも見える，観光社会学における

「観光の眼差し」の構築の議論や，長らく観光研究で議論されてきた，観光における真正性を巡

る問題とも直結している。UNWTOが手短に述べる，「訪問先の様々な文化を経験すること」と

いう行動の内実には，考えるべき多くの要素がある。即ち，私達が訪問先で他者の文化を経験す

る際には，誰によって，いかにして構築された観光の眼差しのもとで，何を真正なものとして自

分が経験しているのか，についての反省が要請されるということである。少なくとも，自分自身

の「満足度」にしか関心の無い観光者ではなく，自分自身の観光行動が他者の文化に及ぼす影響

を気に懸け，他者の文化の持続可能性に配慮する，「文化に敏感な」倫理的観光者であることを

望む観光者にとっては，この反省は必要なものとして要請されると言える。

以上をまとめると，訪問先の多様な文化の尊重と幅広い経験という行動に関しては，倫理的観

光者に必要な態度として，自分の経験の部分性を自覚することや，観光経験の人為的な構築性に

関して反省的であることが，挙げられることとなる。

5.2 訪問先の文化やアイデンティティに関する直接的知識の獲得について

UNWTOは，「自分が訪れた目的地やコミュニティで，文化やアイデンティティに関する直接

的知識を得るよう努める」ことを推奨している。この表現について，訪問先に関して書籍や映像

等のメディアを通して得られる間接的知識に対して，身体的に五感を通して訪問先の文化を体験

することを「直接的」という表現の意味するところであると解釈として良ければ，この意味での

「直接的知識」の意味は確かにわかりやすい。

ただし，直接的知識を得ることの意味は，もう少し別様に考えてみる必要もある。例えば事前

にメディアで慣れ親しんだエッフェル塔のイメージを持つ人が，実際にパリに行き実物のエッ

フェル塔を見て，確かにイメージと実物が同じものであると再認識することは，十分に訪問先の

文化に関する直接的知識を得た，と言い得る経験であろうか。寧ろ，事前の間接的知識とは異な

るもの，そこからはみ出してしまう何かに触れることこそ，直接的知識と言い得るのではないか。

即ち，観光においては，事前に得ていた情報やイメージとの齟齬を発見し，そこに何らかの意味

を見出すことが重要だと言える側面もあるということである。UNWTOは，「深い知識を持つ地

域ガイドを雇い案内して貰う」という行動も推奨しているが，これは地域の雇用に貢献するとい
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う経済的観点からのみならず，訪問先の文化やアイデンティティに関する直接的な知識の獲得と

いう観点からも重要であると言える。それは，ガイドから地域文化に関する「正確で深い知識」

を得ることができるからという点に加え，寧ろ，現にその地に生活しているガイドの生活感覚や

世界観，物事の捉え方等に触れることで，訪問先の社会に生きる人々のアイデンティティのあり

方の一つを知ることができるからである，とも言えるはずである。

現在，従来から存在する観光名所や世界遺産ではなく，地域の日常的な街並みや路地など，か

つての観光客であれば出向かなかったような場所を訪れることや，一つの場所に長期滞在し「暮

らすように旅をする」こと，或いは地域のイベントに参加し地域住民と交流することなど，観光

経験への新たな需要が生まれている。これらは地域住民の生活の質との調和に留意しつつ展開さ

れれば，訪問先の文化や人々のアイデンティティを知ることにとって有効な行動であると言える。

訪問先のリアルな生活を知ることの意義の一つとしては，現地を訪れ，人々の様子を眺め，現地

の人々と交流することを通して，自分自身が訪問先の社会・文化・人々に対し持っていたステレ

オタイプが覆される経験が生じうる点，即ち，間接的知識に直接的知識が取って代わりうる点が

挙げられるだろう。或いは，人々のリアルな生活に触れることで，訪問先にも日常生活を営む人

間達が確かに暮らしていることを実感し，時には，彼らが様々な社会的課題を抱えていることに

気づくこともありうるだろう。重要なことは，これらの認識を通して，自分自身と訪問先の人々

との，同じ人間としての差異と共通性の両方に気づくことである。

もう一点，他者のアイデンティティに関する理解を深めることは，翻って，自分自身のアイデ

ンティティに関する理解を深めることになる点にも注意しておきたい。MacCannell（2011）は，

「観光は，主体的実存の土台を再編成する以上の目的を持たない」（p. 11）と述べている。また，

Wearing（2010）は，「観光は，他の環境や人々，社会や文化と出会うことで，自己同一性が拡

大し成長する可能性を持つ，拡張された社会的相互作用である」（p. 36）と言う。自らのアイデ

ンティティの再編成や拡大，他者への共感力の向上，引いては近代社会の理念の一つである寛容

の精神の育成は，哲学者や思想家によっても度々，旅の効用として語られてきたものであり，世

界観光倫理憲章にも謳われている，観光の大義でもある。訪問先の文化やアイデンティティに関

する直接的知識を得ることの意義や価値は，大局的に，人類史的な観点から理解される必要があ

る。観光は人間による人間に対する理解を深めさせ，人間なるものをより人間的なものにする，

と表現しても良い。

5.3 旅行後の情報発信と訪問先との継続的関わりについて

旅行後の推奨行動として，UNWTOは「率直な旅の評価を発信し，ポジティブな経験につい

てはそれを広める」こと，GSTCは「自分自身の体験に基づき責任ある観光を実施する際のヒン

トを友人や家族に与えること，写真を共有すること，一度訪問した場所やそこに在る問題につい

て探究を続けること，旅行経験をもとに別の素晴らしい場所について学ぶこと，慈善活動に寄付

することで訪問先の保全にお返しをすること」を挙げている。以下，特に情報発信と訪問先の問
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題の継続的探究について，手短にその含意を検討しておきたい。

情報発信については，GSTCが具体的に責任ある観光を実施する際のヒントを発信することを

推奨するのに対し，UNWTOの言う「率直な旅の評価」という表現には一考の余地がある。こ

の表現について，もちろん自分自身の旅の「満足度」を率直に発信するという理解も可能ではあ

る。だが，「文化に敏感である」ことを倫理的観光者が要請される者であるならば，倫理的観光

者には，観光経験に対する自分自身の満足度・感情・価値評価の理由への問いかけ，或いは自ら

の評価の相対性についての反省意識を持つことが求められる，とも言えるのではないだろうか。

文化を経験する行為には，様々な価値観や理解の枠組みを持つ経験主体による，その経験に関す

る意味形成や解釈という行為が必然的に伴う。しかしながら，そこに唯一絶対の意味や解釈が存

在するわけではない点が重要である。いわば，文化観光の現場は，様々な解釈と価値評価がせめ

ぎ合う，交渉の場面であり，ある者の価値評価の言説が当該の文化に対し，大きな影響を与えて

しまうことも大いにありうる。倫理的観光者には，この根本的な事態のあり方を自覚した上で，

「率直な旅の評価」を発信するという，実は難しい課題が課せられているとも言えるだろう。

もう一点，GSTCが言う「一度訪問した場所やそこに在る問題について探究を続けること」に

ついて，なぜそのような事柄が推奨されるのかと言えば，これは先述の，観光が持つ「自己同一

性が拡大し成長する可能性」（Wearing）や，「主体的実存の土台の再編成」（MacCannell）とい

う意義と深く関わるものであると解釈することができる。私達は訪問先で様々な文化を経験し，

また，人々との出会いや交流の中で訪問先に関する直接的な知識を得ることで，その地を単に

「観光地」としてのみ捉えるのではなく，自分と同じ人間達が暮らしている，様々な課題を抱え

た一つの社会として捉えるに至る。訪問先の社会の実情や課題を知り，その社会の人々への共感

を持つことは，自分自身が「少しだけ他者になること」，とも表現できるだろう。もちろん観光

者は，自分が訪問した場所やその地が抱える問題について無自覚であること，或いはすぐにそれ

らを忘却してしまうことも大いにありうる。しかし，観光の持つ人類史的な可能性を肯定し探究

する者にとっては，「少しだけ他者になった自分」を維持し続ける作業として，訪問先やその社

会が抱える課題に関心を寄せ続けることが，自分自身の人生にとっても重要な営みとなるはずで

ある。

5.4 学校教育の中で取り組める事柄

以上の議論を踏まえ，学校教育の中で，「文化に敏感な」倫理的観光者を育成するには何が取

り組まれるべきか，という点について，最後に手短に検討しておきたい。

まず，日本における観光教育の基本的状況として言えることは，先述の通り，観光庁のイニシ

アチブもあり，観光人材教育が様々な組織で展開されつつあるものの，観光地を開発しマネジメ

ントする人材の育成という観点が濃厚で，環境的・経済的・文化的観点からの倫理的観光者の育

成を目指す取組みは，未だなお少ないと見受けられる点である。経済的主体としての倫理的観光

者の育成については，これも先述の通り，環境教育・消費者教育の取組みと関連させ進めること
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が可能だが，そもそも文化的観点からの倫理的観光者育成については，行政や教育機関が自覚的

に目標として掲げ，積極的に進めている状況だとは言い難いと見受けられる。初等・中等・高等

教育における，自覚的かつ組織的な取組みが求められるところである。

ただし，高等教育に関しては，特に人文社会系諸学の観点からの観光教育の中で，ここまで検

討してきたような，国際観光倫理憲章に象徴される観光の持つ価値や意義，他者の文化を観光で

経験することの意味，観光の眼差しや真正性の構築，観光の持つアイデンティティへの効果など

の各論点は，既に個別的には教育主題として扱われてきたと考えられる。つまり，倫理的観光者

の育成が自覚的に目標として掲げられているわけではないにせよ，人間が観光をすることの意義

や観光経験の内実に関する研究・教育は既に進められてきており，日本において「文化に敏感

な」観光者を更に育成していく素地は十分にある，ということである。

この素地の上で教育を展開する際に，特に重要な点は，MacCannell（2011）による，「観光者

の倫理は，行動規則に関するリスト作成よりも先に進むべきである。これらの規則の究極目的と

地位を問う必要がある」（p. 49），或いは「観光倫理の鍵は，アリストテレスに従い，行動規則

を見ることではなく，観光者の快楽（罪と無垢）を見ることにある」（p. 49）という言葉も踏ま

え，単に観光に関する様々な倫理的規則の内容やその遵守を教えるのではなく，観光者としての

自分自身の観光経験の質や，自らの観光行動が生み出す善について反省する姿勢を身に付けさせ

ることである。或いは，観光者を単に，「満足度」を求める消費者としてのみ捉えるのではなく，

「満足度」という曖昧な言葉には収まりきれない，観光経験の様々な質やニュアンスを多角的に

学び反省する機会を設けること，自らの観光経験を端緒とした問題探究や情報発信等の文化創造

を試みる機会を設けることなども，重要な教育実践となるであろう。

以上を踏まえ，観光研究・教育者に取り組めることは 2つあると見受けられる。一つは，倫理

的観光者教育に関する体系的議論の構築を協働で進めることである。もう一つは，各観光研究・

教育者が，観光現象及び観光学の複合性を改めて認識し，持続可能な観光の推進という観点から，

様々な観点からの観光学理論を闊達に駆使しつつ，各自の役割の場において，倫理的観光者の育

成という取組みに貢献していくことである。

終わりに―本稿のまとめと今後の課題

以上，本稿においては，日本における倫理的観光の更なる推進に向けて，倫理的観光者の育成

に関する概念の整理と，実践的諸課題の洗い出しを行ってきた。ここで本稿全体のまとめとして，

議論の流れと，得られた成果や結論を再度，明記しておきたい。

第 2節から第 3節においては，倫理的観光に関する定義について触れた後，特に本稿独自の作

業として，散在する UNWTOと GSTCによる倫理的観光者への推奨行動に関する提言（未邦訳

の文書を含む）を，環境・経済・文化の観点から，旅行の時系列に沿い整理して可視化し，その

特徴を取りまとめた点が成果である。
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第 4節では国連の世界観光倫理憲章や英語圏の先行研究を参照しつつ，倫理的観光者の育成に

おける留意点をまとめた。この作業の結果，憲章の条文相互の間にある緊張関係，倫理的観光者

を育成することに伴う難しさの内実及び理由，持続可能な開発の責任を観光者という主体にのみ

帰する点の不合理性，の 3点を指摘できた点が成果である。

第 5節以降では，社会構造を改善する際に重要な役割を果たす個々人の価値観や行動の変化に

関する研究が日本でも更に必要だとの理解を踏まえた上で，人間の価値観形成に大きな影響を与

える実践である教育に焦点を合わせ，倫理的消費を行う経済的主体としての倫理的観光者の育成

と，他者の文化を経験する文化的主体としての倫理的観光者の育成の 2つの側面に分けて，その

取組みを進める際の課題を整理する作業を行った。

経済的主体としての倫理的観光者の育成を考察した第 5節では，各種行政資料を参照し，日本

における倫理的消費全般や環境教育・消費者教育の現状を把握した上で，現在の観光行政による

人材教育プログラムの不足点を指摘した点が重要である。また，観光関連事業者の取組みについ

ては，英語圏の先行研究を参照し，英国の具体的状況と比較しつつ，倫理的観光商品の開発・販

売や認証の取得と，倫理的観光商品に関する情報提供の観点から日本の現状を評価した。その上

で，観光関連企業，政府・自治体や DMO，メディアの各アクターが更に取り組む必要がある作

業を指摘した点が成果である。

文化的主体としての倫理的観光者の育成を考察した第 6節では，一般的表現に留まる

UNWTOと GSTCの推奨行動について，原理的・抽象的レベルで考察を深めることで，その含

意を展開した点が成果である。また，観光研究・教育者が更に取り組む必要がある作業も明瞭化

できた。

以上の作業の結果，本稿は，現時点での最新の研究と国内外の実践の状況を踏まえた上で，倫

理的観光者の育成に関する概念の明瞭化と，日本における実践的諸課題の洗い出しという問題に

明瞭な結論を与えるものとなった。最後に，今後の検討課題を 3つ挙げておきたい。

一つ目は，教育という手段以外での倫理的観光の促進に向けた取組みの可能性や方法の検討で

ある。Edensor（2001）は，観光をパフォーマンスと捉え，こう述べている。「観光は，観光の

管理者や労働者との協働による，観光者達のパフォーマンスにより再生産される一般的に理解さ

れ具体化された実践や意味の集合を構成する」（p. 72）。観光をこのようにパフォーマンスと捉

える場合，いかに自然な形で，観光者に倫理的観光者という役割を演じて貰うかという観点から

の，道具立てや舞台装置（旅行プログラム，観光商品やサービス，行動に関する説明書き等）の

準備が肝要となる。政府や企業などの大きな影響力を持つアクターは，立法や規制，商品開発や

マーケティングなど，実に様々な行動により観光者に影響を与えることができる。この点から，

観光者以外のアクターに焦点を合わせる形での研究が是非とも必要である。

二つ目は，日常生活者としての習慣と，観光者としての習慣との繋がりや関係性に関する検討

である。再び Edensor（2001）は，「日常からの逃避と真の自己の解放や新たな役割の発見を強

調する議論もあるが，観光者は日常習慣を観光にも持ち込むものである」（p. 61）と述べている。
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或いは逆にMacCannell（2011）は，観光者は日常生活のルーチンから離れ，習慣が保留状態に

置かれることで，倫理に更に自覚的になりうるとも指摘している（p. 56）。UNWTOは企業に

「持続可能な生産パターンの事例集を作り観光者に示すこと」を推奨しているが，観光者が旅先

で倫理的行動の重要性に気づき，逆に日常生活での行動が変容する可能性がどの程度あるかは検

討に値する。

最後に三つ目として，日本社会全体の，生活やライフスタイル全般に関する状況の観察と検討

が継続的に必要である点を挙げておきたい。観光現象も観光消費も，社会全体の一角を占める行

動領域として存在しているので，より広い社会的文脈や人々の価値観が反映される点は否めない。

Wearing（2010）は，余暇や家族のための時間，消費対象の縮減，日常生活のストレスの縮減を

求める「ダウンシフト」や「自発的単純さ」という社会的潮流の存在を指摘しているが（p. 39），

このような潮流が人々の観光行動や，観光に求める価値に影響を与えることは大いにありうる。

個人の趣味や美意識が社会的文脈の中で形成されることを思えば，倫理的観光の進展も，公的な

教育や政府・産業界等の努力のみで制御・推進できるわけではなく，大きな社会的雰囲気の中で

醸成されていく側面もある点に，十分留意しておく必要がある。

謝辞：本研究は，JSPS科研費・課題番号 18K11851の助成を受けたものです。

注

 1） GSTCが作成している冊子“The Responsible Tourist”参照（下記サイトより DL可能）。
  （https://www.gstcouncil.org/wp-content/uploads/2010/09/The-Responsible-Tourist---issue-1-

FINAL.pdf）或いは UNWTOは，2002年の「目的地における責任ある観光に関する宣言」で，「訪
れる人，住む人にとってより良い場所を作ること」という簡潔な定義を提出している。

 2） 「世界観光倫理憲章」及び「責任ある旅行者になるためのヒント」の日本語版は，UNWTO駐日
事務所 HPからダウンロード可能。

 3） この提言については UNWTOの HPから英語版のみダウンロード可能。
 4） 4Rとは，Refuse（レジ袋等の不要なものを断ること），Reduce（廃棄物を減らすこと），Reuse
（使えるものを繰り返し使うこと），Recycle（資源として再利用すること）の 4つを指す。

 5） 「『倫理的消費』調査研究会取りまとめ～あなたの消費が世界の未来を変える～」（平成 29年 4
月・消費者庁）。消費者庁 HPからダウンロード可能。

 6） 文部科学省 HP「新学習指導要領における『環境教育』に関わる主な内容」を参照。
 7） 「エシカル・ラボ」は 2015年から 2019年までに全国各地で 10回開催されている。（消費者庁 HP
を参照）。

 8） 「世界観光倫理憲章」の第 2条には「観光交流の価値，観光の経済的，社会的，文化的な有用性
及び観光に付帯するリスクに関する教育を，教育プログラムに導入することは奨励されるべきで
ある」との項目がある。

 9） 世界観光倫理憲章に署名した企業や団体は，日本旅行業協会（JATA）の HPで確認できる。
GSTCの認証はデスティネーションも取得することができ，日本では釜石市が取得済みである。
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10） 倫理的観光の情報提供については，昨今の情報環境の変化により，特に若年層において紙媒体の
ガイドブックの使用やテレビ視聴の頻度が減少していることも考えられるので，ソーシャルメ
ディア時代に合わせた情報提供の仕方を別途，検討する必要がある。
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オランド大統領政権下における 
フランスの移民政策とロマ系住民排除政策

― 「右」と「左」の政策的収斂 ―

東　村　紀　子

 〈Summary〉
  This paper analyzes French immigration policies under the Hollande’s Presidency from 

2012 to 2017, and particularly, its expulsion policies and the decision-making process for the 

Romani People. 

  Traditionally, the socialist party is known to be more tolerant to migrants, even towards 

illegal immigration. At the beginning of Hollande’s Presidency the French government was 

expected to be a more welcoming to migrants and refugees compared to the policies of 

Sarkozy. Yet this government adopted strict policies, especially to Romani People. The Interior 

Minister Emmanuel Valls stated that “Roma gypsies should return to Bulgaria or Romania 

because they can’t integrate into French society,” and he added “Roma gypsies have a way of 

life that is extremely different to ours, and they are obviously in confrontation with our French 

population.” In addition to these expulsion policies, Valls and Hollande complained about the 

European Union’s directives for the quota of refugees. As a result, the socialist presidency was 

unable to adopt humanitarian policies proclaimed by Hollande at the French Presidential 

Election which was held in 2012. 

  This article refers to “left-wing” and “right-wing” as terms to imagine general political 

orientation, but this dualism is no longer sufficient to explain actual French immigration 

policies and expulsion policies for the Romani people because there is now political consensus 

between both. The Socialist and left-wing parties have moved from their humanitarian ideology 

and aligned with the political orientations of the right-wing.

はじめに

　フランス共和国は従来，対外的には三色旗に象徴される「自由・平等・博愛」を国のモットー

とし，時に人権先進大国としてのイメージを誇示してきた。しかし一方，グローバリゼーション

が加速するにしたがって，時の政府が「右」であるか「左」であるかを問わず，人権大国として

の自負心よりも実利優先主義による経済的効率を追求する政策へと転換してきた。それだけでな

く観光立国としての立場を誇るフランス政府は，観光地で物乞いや窃盗などを繰り返し，土地の

不法占拠を行うロマ系住民を極めて悪質な不法移民とみなし，フランス経済や社会の安定を脅か

す存在として排除の対象としてきた 1）。フランス社会党政権は長年にわたり，伝統的左派政党と

して貧困と格差の是正を柱とした社会民主主義的思想に基づくリベラルな政策を掲げ，国籍や社
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会的属性を問わず社会的弱者の救済を行う人道主義的なイメージを前面に押し出してきた。また

排外主義的言説を反知性主義的な位置にあるものとして「ポピュリズム」「大衆迎合主義」と位

置づけてきたのもフランス社会党であった。しかしそのフランス社会党ですらも 2012年に政権

に就くやいなや，その高邁な人道主義的イメージとはかけ離れた政策をとってきた。フランスは，

人種差別と解釈されかねない言説には非常に敏感な面を持つ社会である一方で，今も日本で一般

的に「ジプシー」と呼ばれるロマ系住民に対する警戒感は非常に根強く，露骨でもある。ロマ系

住民の民族的起源は未だ明らかでなく，一般的に放浪生活を送るとされており，謎が多いことか

ら欧州において差別的扱いを受けることも少なくない。

　さらにロマ系住民は独自の民族舞踊や音楽，占いなどエキゾチックで神秘的な文化を持ち，

ヴィクトル・ユーゴー（Victor Hugo, 1802-1885）原作の小説「ノートルダム・ド・パリ」や，

その原作をもとに作られたバレエや映画などでもたびたび題材に取り上げられてきたが，いずれ

の作品内においてもロマ系住民であるというだけで社会における異種な存在としてみなされてい

たことが解かる 2）。近年におけるフランスの移民政策の排除対象としては，その多くがアラブ系

移民のみに注視されがちであったが，実はそれより前からフランス国内において長年にわたり排

除対象とされ差別されてきたロマ系住民こそ，フランス社会における外国人への差別意識の底流

をなすものである。したがってロマ系住民に対するフランス政府の排外主義政策には，同国が

数々の移民問題に対処しきれず，マイノリティの包摂も未だ実現されていないフランス社会にお

ける社会統合政策の難しさが象徴されている。

　2001年以降，フランスでは移民排外主義を標榜する RN（Rassemblement National 3），国民連合，

以下 RNと略す。）が地方選挙や国政選挙において議席を獲得する現象が顕著である。RNと同

様に移民の排除を促進しようとする政党はフランスだけでなく，EUを形成するほぼ全ての加盟

国においても存在し，政権与党に入る事例も現れている 4）。フランスはその排外的主張を行う政

党の台頭と躍進現象が，他の欧州諸国の中でいち早く顕在化した国である。さらに RNは欧州議

会においても現在まで安定的に議席数を獲得し，とりわけ 2002年以来，大統領選挙の度に有力

候補として多くの票を集めている 5）。こうした RNの躍進現象と，フランスの移民政策及び難民政

策をめぐる諸議論を俯瞰した際に特徴的な点が見られる。それは，かつてはリベラルな人道至上

主義を掲げていた伝統的左派政党であるフランス社会党に属する政治家までもが，躊躇なく排外

主義的言説を広く用いるようになったという点である。特に 2012年にオランド社会党政権が誕

生すると，マニュエル・ヴァルス内相（Manuel Valls, 1962-）や当時のセシル・デュフロ住居問

題担当大臣（Cécile Duflot, 1975-）やミシェル・サパン労働大臣（Michel Sapin, 1952-），ジョル

ジュ＝ポー・ランゲヴァン教育大臣（George Pau Languevin, 1948-）などの，いずれも社会党出

身閣僚によってロマ系住民に対する強硬な排除政策が採られるようになった。

　そもそも上述したようにフランス社会党は一般的にリベラルな思想に基づく「左」と位置付け

られる。その一方で移民政策をめぐる政策論では，「右」あるいは「極右」と一般的に分類され

る党や政治家の動きや考えは排外主義傾向が強いものとしてしばしば危険視される 6） （Taguieff 
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2012）。しかしこの「左」「右」「極右」という用語そのものについても，フランスの場合は何を

指標として右や左と据えるのかまでは未だ明確には示されておらず，特に日本の研究者間では精

査されないまま感覚的に使用されている。したがって本稿においても便宜上「右派」「左派」と

いう言葉を用いているが，実は従来の「左か，右か」といった二元論は，政党や政策傾向の大ま

かなイメージをつかむ際には容易で便利な概念であるものの，移民政策をめぐる動向分析にあ

たっては正確さと緻密さを欠く表現であることをあらためて指摘しておきたい。また各政党の誕

生の歴史や変遷などについて詳細に分析された文献であっても，なぜその党が「左」あるいは

「右」なのかについて説明されておらず，定義もなく熟議も十分になされていないまま，便宜的

かつ抽象的に「左か，右か」で線引きされてきた実情がある。さらにその熟議されないままの指

標で「左」とされる，いわゆる社会民主主義政党や共産党でさえも，実は排外主義的傾向を持つ

動きを有していることを指摘する文献は現時点においてまだ稀少である。そこで本稿では，2012

年に始まったオランド社会党政権下におけるロマ系住民の排除政策に焦点を当てて，フランス社

会党政権下にあっても排除政策は粛々と展開されていった過程を明らかにしていく。これにより

フランス政治の文脈において「右」や「極右」の政党のみが特別に排他性を有するのではなく，

政党横断的に移民排外主義的政策が存在していることを証明でき，現在まで当然視されてきたイ

メージが現実の姿とは言えない可能性もあることを示唆していく。そしてフランス社会はあらゆ

る矛盾を抱えたまま，政府が主導する形で異種な存在と見なされる者を排除する社会へと変化し

ている。このことをロマ系住民の排除政策という切り口から実証的に示していくことが本稿の目

的である。

　本稿における全体の構成は以下の通りである。まず第 1節においては，フランスの移民政策を

めぐる先行研究の整理を行い，どのような議論が行われてきたのかを明らかにする。次の第 2節

において，歴史的にフランス社会党はいかなる移民政策を推し進めてきたのか，その政策の流れ

を明示する。さらに第 3節では，オランド率いる社会党政権が行ったロマ系住民に対する排除政

策について詳述していく。そして最後に，フランスの移民政策は「左」と「右」の違いだけでは

移民政策の特徴を決定づけることが容易でなく，また政策的に接近し，収斂してきたとする本研

究の結論を明示する。

1．フランスにおける移民政策及び難民政策をめぐる争点と先行研究の整理

　従来の研究では，移民政策や難民政策が厳格化される度，その明確な変容を説明する最も重要

な変数として，大統領の思想あるいは出身政党が「左か，右か」という点のみが注視され，その

別によって政策方針がある程度は推測のつくものとして考えられてきた（大山 2013，滝沢 2018）。

また特にフランスの移民問題が世界的に注目を浴びるようになった 2002年大統領選挙以降にお

ける同領域を分析対象とする研究は，移民に関する時系列ごとの社会事象を挙げ，移民政策にお

いて一見キーパーソンとなった政府側アクターの政策矛盾点及び個人の思想を批判することから
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始まる研究が多数を占める（宮島 2006，Todd 2008）。特に 2005年 10月にパリで起きた暴動に

ついては，当時のニコラ・サルコジ内相（Nicolas Sarközy, 1955-）の強硬姿勢及び挑発行為によ

る結果と位置づけ，暴動が起きた背景を社会学的視点から捉えた文献が数多く見られる（宮島

2017，山本 2008）。これらの文献においては，2005年暴動に象徴される移民問題の根深さとフラ

ンス特有の統合政策や既存の行き詰まりが指摘され，フランス的統合概念をあらためて問い直す

多くの示唆に富む分析が行われている。また，先行研究の多くはフランスにおいて排外主義的政

策が採られる際，どの党の出身の誰が大統領職に就いていたかを重視する。そしてその政策を人

種差別的政策として位置付け，移民問題を政治争点化することでフランス国内の議論を活性化さ

せ，自らの支持率を上げようとするポピュリストであるとして批判している（Todd 2008, Weil 

2002）。しかし本稿は，ある国家レベルで政策が採られる際に，大統領個人の属性や政治的パ

フォーマンス，個人生活の特性といった変数のみでは政策が変化する際の要因分析をする上で大

いに説得性に欠けるとの認識のもと，今や移民政策や難民政策においてはそもそも「左か，右

か」の問いそのものがもはや意味を持たない問いになっていることを，フランソワ・オランド大

統領（François Hollande, 1954-）率いる社会党政権期における移民政策及び難民政策に焦点を当

てながら，実証していくこととする。

　これまでの（移民政策及び難民政策の領域にかかわらない）先行研究の中には，党派性あるい

は政治家個人のイデオロギーが個別的な政策の方向性を決定づけると解釈する分析もある一方で，

政党の左右に関係なく政策は収斂されてきたことを指摘する分析も 1980年代後半から既に蓄積

されてきた（Schain 1988, 岩本 1994）。ただし現時点においても移民政策及び難民政策から，そ

して実証研究の視点から左右の政党横断的な収斂現象を指摘した文献は非常に限られており，今

も「右派政党＝移民への規制を厳しくする政策を採る」「左派政党＝移民への規制を忌避する政

策を採る」といったような，観念論的イメージで捉えられることが一般的である。事実，特に社

会学や法律学における多くの先行研究文献においては，大統領個人の政策的思想が移民政策に決

定的な影響を与える要因として捉えられ，その政策への危機感が示されてきた（宮島 2006，岡

村 2003）。しかし実のところサルコジ政権が移民の社会統合を推進すべく「全国外国人受け入

れ・移民機関」を設立し，「受け入れ・統合のための契約」を推進した（渡邉 2015）ことや「フ

ランス・イスラム教評議会」を設置したことに触れられている文献は非常に限られているのが現

実である。このように，一般的にイスラム系移民をひどく嫌っていたと思われがちなサルコジ元

大統領が，実は内相時代より排除政策を採るかたわら，移民への歩み寄りともいえる政策を採っ

てきたことはほとんど注目されていない。また時代を遡るが 1970年代には伝統的右派政党に属

していたジスカール・デスタン（Valéry Giscard d’Estaing，1926-）が移民の子どもたちをフラ

ンス社会に統合させようと積極的に取り組んだ。例えば大学進学を目指す 16万人の移民の子ど

もたちに奨学金を支給し，フランスの学校生活にすぐになじめない子どもたちのために，授業の

3分の 1を移民の子どもたちの出身国の言語で教える施策を採った（畑山 1997）。また同大統領

は，移民の母国からの家族呼び寄せ制度を推進しただけでなく，移民が労働組合に入る際の様々
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な制限事項を撤廃した（畑山 1997，伊藤 1998）。つまり上述した「右派政党＝移民への規制を厳

しくする政策を採る」「左派政党＝移民への規制を忌避する政策を採る」とのイメージは必ずし

も現実に即しているわけではなく，実際にはねじれ現象が起きていると考えるのが妥当である。

　さらに，フランスの移民政策及び難民政策を分析した研究は 1970年代から 2012年までの間に

多く蓄積されてきた一方で，2012年から始まるオランド社会党政権の移民政策及び難民政策に

ついて言及した文献は現時点において極めて稀少である（東村 2018）。東村が指摘するところは，

オランド率いる社会党政権の移民政策は，フランス政府が移民の受け入れに難色を示し始めた

1970年代から脈々と続いてきた，経済的合理性を優先した移民政策の延長線上にあることを証

明しようとしたものである。そしてそれは「左」「右」の政策的接近を意味する「収斂」である。

そして本稿ではその「収斂」は，現実的かつ有効な移民政策をいずれの既存政党も採りえなかっ

た結果ではなかったかとの問いをもとに論稿を進めていく。またオランド政権における先行研究

や数的データ，あるいは公にアクセスできる議事録などは非常に限られていることから，新聞記

事を多用し，同時に政策決定に関わった内務省幹部や研究者，そして社会活動家への聞き取り調

査を重要な情報源として編み込みつつ本稿を進めていく 7）。

　ところで一口に「移民」と言っても，その一括した呼称にカテゴライズされる人々の中にはフ

ランス社会と近似性の高い社会で生まれ育った欧州系移民もいれば，フランスの中では富裕層が

比較的多いとされつつも独特の宗教的観点及び文化や習慣の違いからフランス社会への統合が疑

問視されるユダヤ人，かねてより流浪の不可触民とされてきた（ポリティカルコレクトネスの観

点から「ジプシー」と呼ばれなくなった）ロマ系住民，フランスの旧植民地出身のアフリカ系移

民やアジア系難民の子孫など，その出自は様々である。しかしフランス社会において移民統合モ

デルの行き詰まり現象が議論される時，その排除対象を分析してみると，同化が不可能あるいは

困難とみなされがちな非ヨーロッパ系移民が浮かび上がってくる 8）。そして今，同化が不可能あ

るいは困難とみなされがちな非ヨーロッパ系の移民に対する排外主義的言説が支持されるという

ことは，以前は一旦フランスに定住すれば誰もがフランス社会に統合された「フランス人」とし

て見なされるという原則論が，形骸化した空虚な建前論でしかなくなったことを証明するもので

ある。そして同化が不可能あるいは困難とみなされがちな非ヨーロッパ系移民に分類される社会

層として筆頭にあげられるのは，言語や学歴の障壁を克服できず，また正規の労働市場に参入で

きないイスラム系移民である。こうした人々が過激化した宗教に引き寄せられた結果としてテロ

リストへと転身する者や反社会的行動を起こす者などが，社会の不安要因として強く認識される

ようになったのは 1970年代であった。その後も政教分離原則を国是とするフランスにおいて，

公共の場所で宗教的表象と見なされるイスラム教のスカーフやユダヤ教のキッパを着用すること

についての是非をめぐる論争をはじめ，公共施設における男女隔離を要求する声やハラール食の

提供を要請する声，熱心なイスラム教信者によるモスクの建設要求問題などが各地で相次いだ

（Lorcerie 2005）。そうした中，FNは移民をフランス社会のアイデンティティーと安全保障政策，

経済政策のいずれにも脅威を与える存在として据え，危機感を煽る言説を行った。FNの主張は
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かつてのナチズムを想起させる危険な民族主義的主張として白眼視される一方，潜在的支持者を

含め幅広い層の支持者を着実に増やした。

　また，流浪の不可触民とされてきたロマ系住民については，その先行研究の数は非常に限られ

ている。確かに，人類学的視点からロマ系住民の生活様式や，彼らへの差別の実態を調査した文

献は少しずつ増えてきているものの（Hancock 2003, 金子 2016,左地 2017），ロマ系住民を社会

的に排除していくシステムを作る政策について政治学的論点から分析された文献はほとんど存在

しない。フランスの移民政策や難民政策の文脈において，今まで主な関心の対象とされてきたの

はイスラム系移民及びフランスの旧植民地から来る移民や難民への排除政策であって，対ロマ系

住民としての排除政策にスポットが当たることはほぼなかったと言えるであろう。

　なお従来の研究では移民と難民の両者を分析対象とする時，その多くが「移民」と「難民」の

法的地位の違いを明確に打ち出そうとするところから議論が出発しており，特に「難民」につい

ては一応のところは法的定義がなされている 9）。ところが実際に迫害行為や戦闘地域から逃げて

くる従来の「難民」の枠組みに入る人々も当然存在する一方，出身地が戦闘地域または内戦地域

に該当しない者が多くいることが，難民認定を行う現場においては悩みの種となっている。つま

り母国において迫害行為や戦争などが起きているわけでもないのに，経済的な豊かさや生活の安

定を求めて欧州に入域してくる，いわゆる「偽装難民」が多く発生しているためである。フラン

ス政府は「安全な国リスト」を作成し，難民申請の段階で申請する応募資格を満たしているかど

うかを迅速に判断するための一応の基準は持ちつつも，時として各難民申請者個人の個別具体的

な背景をも勘案しなければいけないことから，審査にあたって正確な判別と処遇を決定する作業

が困難を極めているのが現状である。そのため本稿では現状に則し，あえて移民と難民の定義づ

けと線引きを明確にすることを避けて論稿を進める。

2．移民政策をめぐる社会党の変容と「右」と「左」の政策的収斂

　そもそもフランスで最初に移民を排除するべきであるとの主張を展開し，移民問題を政治争点

化したのは，実は現在「極めて左」と位置付けられるフランス共産党と共産党色の強い自治体で

あった。1960年代初頭までは，フランス共産党は移民を社会的差別の犠牲者として同情する立

場を明らかにしていた。ところが 1960年代後半になると，同党は移民が集住する地区ゆえの社

会的・経済的な負担に対し，国から押し付けられた迷惑な存在として移民に対する抗議の声をあ

げるようになった（Schain 1988，畑山 1997）。さらに同党は，移民がフランス人労働者の賃金を

相対的に下げ，フランス人労働者の雇用機会を奪う存在とみなし，労働力を安く買いたたく資本

家たちを批判するための格好の道具として位置付けた。それだけでなく同党所属の政治家は当時，

違法薬物の取引をはじめとする非行化現象が社会問題化していることを指摘し，移民労働者がま

じめに働くフランス人労働者に麻薬を売りつけて堕落させ，労働環境や教育環境を悪化させる存

在であるとして早急に移民を排除する必要性を強調した。フランス共産党は現在，国境管理政策

84 オランド大統領政権下におけるフランスの移民政策とロマ系住民排除政策 



については国境の完全撤廃や，移民や難民への寛容な受け入れを推進する姿勢を見せている。し

かし最初にフランスで移民集住地区での治安悪化の原因を移民に求め，移民を物理的に排除する

ための暴力的ともいえる行為を先導していたのは同党所属の市長たちであった（Costa-Lascoux 

1988）。1980年 12月末にはヴィトリ・シュル・セーヌ市の共産党市長主導のもと 300人のマリ

人労働者を強制的に収容し，さらにマリ人労働者の多く住む寮をブルドーザーで破壊するなどの

行為を行った。こうした物理的排除を力づくで行う共産党には激しい非難の声が上がったものの，

労働市場に移民が参加することを芳しく思わない人々からは一定の支持を得た。さらに同時期に

おいて特徴的なのは，移民に対して寛大な政策を採ってきたフランス社会党幹部が市長や地方の

首長となった時，移民に対して強硬な姿勢をとる政治家が出現してきたことであった。例として，

フランス社会党出身であったガストン・デュフェール（Gaston Deffert, 1910-1986）元内務大臣

は，1983年 3月に行われたマルセイユ市長選挙において，いかにして移民の増加数の抑制と治

安悪化を食い止めることができるかが最重要課題であるとして選挙キャンペーンを行い，保守候

補を破って再選された。さらにフランス社会党出身のシャルル・エルニュ元国防大臣（Charles 

Hernu, 1923-1990）はヴィヨール市長であった際に，移民を排除あるいは追放の対象とする政策

を打ち出した。そして移民家族への給付の削減や公共住宅への入居を制限するなど，従来のフラ

ンス社会党の施策とは正反対の方向性を打ち出した。つまり 1960年代からは移民問題が可視化

するにしたがい，共産党だけでなく，人権や平等といった言葉に敏感なはずのリベラルな社会党

も，移民への寛容性を失いつつあったことが示されたと言えよう。

　1981年に社会党出身であったフランソワ・ミッテラン（François Mitterand, 1916-1996）が大

統領選に出馬した際，不法移民への滞在許可条件の緩和と国外追放の禁止を選挙公約として打ち

出した（Weil 2005）。ミッテラン大統領は就任直後より，既に定住している移民に対する寛容政

策に着手し，未成年者の外国人及びフランスに家族縁者がいる者への差別及び強制国外追放処分

を禁止した。また移民に対して，身分証明書の常時携帯を義務付けたペルフィット法の撤廃を

ファシスト的観点から作られ，偏見に満ちた人権無視・人権抑圧法であるとして強く非難し同法

の撤廃を約束した。

　さらに 1984年には再び，第二次帰国奨励プラン（帰国に際しての本人と家族の旅費，引越し

の費用，帰国後の会社・商店創業のための職業訓練支援）を打ち出す。しかし失業人口が大幅に

増加する中，政府が移民に対して手厚い寛容政策を採ることは，不法移民が合法化されることへ

の懸念を高まらせ，移民の物理的排除を望む世論を急激に高まらせた（Dupin 1990）。この機に

乗じて，ミッテラン政権の寛容主義を批判し，支持者を急激に増加させたのが FNであった。ま

た 1980年代に入ると，移民が自らの社会権獲得を目指して労働争議やデモを頻繁に起こすよう

になった。その一方で，移民排斥を訴える FNは，フランスから移民を追い出すことで多くの経

済問題や社会問題が解消されうると説くことにより，特に工業地帯の密集する地中海沿岸の南部

地域や，フランス北部・東部での支持基盤を着実に固めていった。FNは経済的危機においては

移民を本国に強制送還すれば，失業者もいなくなり，ひいては犯罪率も減ると訴え，移民問題と
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失業者の増大や犯罪率の増加及び凶悪化とを結び付けた。そして「職を持たない移民労働者やそ

の子孫が，生活苦から凶悪犯罪に走る」との当時のジャン＝マリー・ル・ペン党首（Jean-Marie 

Le Pen, 1928-）による説は，急速に勢力を伸ばした。この時まで，失業問題においては右派政権

が強行策を採ろうと，左派政権が党の第一公約として失業率減少を謳おうと，伝統的左派も伝統

的右派も「リストラこそがフランス経済を活性化させ，不況の解消につながる」と説明するのみ

にとどまり，抜本的かつ有効な措置を採ることが出来なかった。そんな長期に及ぶ不況に対する

不満と不安が交錯する中，人心をつかんだのが FNであった（Wieviorka 1992）。1980年代初頭

までは脆弱な泡沫政党として認識され，大統領選挙の度に立候補条件すら満たせずに涙を呑んで

いたルペンは，ここで急激に勢力を拡大した。この動向の背景には，失業率の増加や不況などの

他に，もう 1つの要因が存在する。1980年中頃から，旧植民地（多くはアルジェリア・モロッ

コ・チュニジア等のマグレブ諸国）からの移民の滞在長期化が指摘されると同時に，イスラム教

を信仰する移民が自分たちのアイデンティティーを主張するようになったことである。こうした

移民の定住化と，それに伴う文化的・宗教的摩擦は，フランスの共和国理念を揺るがす脅威であ

るとして，党派を超えてフランス人の反発を招いた。そしてルペン党首も，自らの愛国思想や移

民排斥主義思想を全面に打ち出した。こうした社会的要因を背景に，1983年のパリ議会選挙や

1984年のヨーロッパ議会選挙でも議席を獲得するようになり，1986年には国民議会選挙におい

て初めての議席を獲得し，当時のフランス共産党と全く同じ議席数（35議席）を獲得すること

に成功した。

　1986年 3月にはミッテラン大統領のもと，シラクが首相に指名され初の保革共存が樹立された。

同年の国民議会選挙時よりシラクは，現在の社会不安は，移民とその支持母体であるフランス社

会党が作りだしたものであるとのアピールを行うようになり，現行の移民政策に不安や不満を持

つ人々の同意を集めることに執心した。また，首相就任当初から移民問題をアジェンダとして取

り上げ，シラク内閣で最も右翼的なイデオロギーの豪腕として鳴らしていたパスクワ（Charles 

Pasqua, 1926-2015）を内相に任命した。パスクワは内務省の任務である公共の秩序維持という

名目のもと，外国人の流入を公共の秩序を乱す虞のある動きとして捉えた。そして当時の移民問

題と，移民の引き起こす犯罪率増加の根拠を，フランス国籍を容易に取得できる（当時の）出生

地主義に求めた。加えて，今まで当然の権利として与えられてきた 10年の居住証発行数に制限

を設け，交付の対象となる外国人の範囲を狭めた。また不法滞在者の国外追放を言い渡す権限を

警視総監に与え，フランス人の配偶者としてフランスに滞在する者への滞在許可条件をいっそう

厳しくした。

　パスクワ内相はさらに，移民が公共の秩序を乱す行為に及んだ際には，強制国外退去措置の手

続き簡略化に努め，10年の居住を許可されている居住証を没収することを可能にした。これに

対し，各種人権団体やカトリック教会の司祭やプロテスタントの大司教，パリの大モスクを管轄

するイスラム教司教等の宗教関係者が一堂にリヨンに会し，移民やその 2世の人々とともにハン

ガーストライキを決行した。しかし宗教関係者を含んだ人々の動きは，厳格化される移民政策や
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移民法にほとんど影響を与えることはなく，入国を拒否された者は即刻，本国への強制送還が執

行された。同時にパスクワ内相はアルジェリアの外務省や警察機関に対し，フランスにこれ以上

アルジェリアからの移民を増やさないよう，最大限の努力をしてほしいと訴えた。

　これらの強硬策は，フランス各地で新たなストライキ行動やデモ活動を次々に呼び起こすこと

となった。しかしパスクワは，同時期にパリで相次いだ移民 2世によるテロ活動に関し，テロリ

ストを取り締まるためにもヴィザは必要不可欠な手続きであると述べ，ヴィザ取得条件の厳格化

の正当性を訴えた。さらに 1986年 10月，不法移民のマリ人 101人が，強制的にチャーター機に

乗せられ，手錠をかけられた状態で本国に送還される場面がテレビで報道された。そして何かと

印象的なスローガンを発することを好むパスクワ内相は「テロリストを恐怖に陥れてやる」と発

言した 10）。それは政府が不法移民を安全に対する脅威とみなし，国民に対してもその危機感を植

え付ける演出でもあった。これに対し，マリ共和国政府，フランス社会党や各種人権擁護団体か

ら抗議声明があり，人種差別撤廃を訴える団体等による抗議デモが激化した。

　1989年 12月，ミッテラン大統領はテレビ演説の中で，移民受け入れ寛容政策に関して「フラ

ンスの移民政策は限界に達した」と表明した。さらに 1990年 4月 4日には，ロカール首相が

「フランスは世界のあらゆる貧困を受け入れるわけにはいかない」と表明し，とりわけ外国人に

よる暴力行為を取り締まる法律の制定を示唆した。その背景には，後を絶たない不法移民の増加

現象やフランス人による移民殺傷事件，若年移民の非行化現象，そしてボスニア紛争や中近東及

びフランスの旧植民地やスリランカからの難民が押し寄せていたからでもある。実際，この時点

ですでに難民申請の受理には数年かかり，その間にフランス社会に亡命者や難民が根付いてしま

い，結果として，国外退去させることが難しくなっていた。

　1993年には再びパスクワが内相に就任する。彼は就任直後の 6月 2日，保守中道政権が目指

す主要な目標のひとつとして「移民ゼロ」を掲げたが，後になって彼は「移民ゼロ」を「不法移

民ゼロ」へとスローガンを修正した 11）。ただし「不法」という言葉を後から付け加えつつも，合

法的滞在資格を持つ外国人に対してさえも，取り締まりを強化することを定めたパスクワ 1993

年改定移民法が成立した。同法は，一夫多妻状態にある移民及びその妻には居住証は発行されな

いという規定（パスクワ法第 9条）や，外国籍の両親のもとフランスで生まれた子供がフランス

国籍を取得する際には，16歳から 21歳の間に「自らの意思で」フランス国籍を申請する義務が

規定（同法第 11条），不法滞在者とフランス人との婚姻を認めないという規定であった（同法第

31条） 12）。パスクワ法の最大の特徴を示しているのは第 11条であった。同条文は，以前は出生地

主義が原則とされていたのが，以後は移民の二世は本人の意思によって国籍の取得を希望し「フ

ランス人になること」を宣言しなければ，フランス国籍を取得できないことを明文化した条文で

ある（Weil 2005，田部井 2006） 13）。同法の成立過程においては，人権団体や労働組合などがデモ

を起こし，国際移民局も法文の見直しと撤廃を求めたが 14），国民議会及び元老院の右派議員，国

籍委員会及び統合高等審議会においてイニシアティブを握っていた国務院副委員長によっても支

持された（薬師院 2007） 15）。パスクワ法は，上記法内容が全部で 50項目ほどあるうち 8項目に関
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して憲法に抵触する虞があったものの，憲法評議会で指摘された条項を若干修正した形で，法令

に盛り込まれることとなった 16）。

　1996年 3月 22日，パリのサンタンブロワーズ教会占拠事件が発生し，パスクワ 1993年改定

移民法により非正規滞在者となった人々約 300人が，自らの立場を合法化するよう要求するデモ

行為に及び，パリを中心としてデモは各地で繰り広げられた。この教会占拠事件は，最終的には

警察部隊が占拠者を強制退去させて一応は終焉したかのように見えた。しかし当時，すでに社会

の不安要因と見なされていた非正規滞在者を国外退去処分にできなかった政府への強い不満の声

が上がった。

　1996年 11月には，パスクワよりも更に移民に対して厳格な措置を採ると評価されていたジャ

ン＝ルイ・ドゥブレ（Jean-Louis Debré, 1944-）内務大臣主導により，ドゥブレ移民法案が施行

される運びとなった。ドゥブレ法の柱は，非正規滞在者の追放措置の強化，司法警察の権限強化

や国境取り締まりの強化であったが，さらに「外国人を家に泊める場合には，市役所に届け出な

くてはならない」と義務付ける項目もあった。しかし人権団体の呼びかけを契機に同法に対する

抗議の輪が広がり，59人の映画関係者による「市民的不服従」の呼びかけは，1997年 2月 22日

の 10万人デモへと拡大した。1990年代に入ってからの 1つの大きな特徴として，政府による移

民取り締まりが強化されると同時に，市民レベルでの人権擁護を訴える動きが活発化した点が挙

げられよう。

　1997年 5月に行われた国民議会選挙でフランス社会党が勝利したことに伴い，リオネル・ジョ

スパン社会党第一書記（Lionel Jospin, 1937-）が首相に任命され，フランスの移民・難民政策は

それまでの政策の転換点を迎えるかのように見えた。ジョスパン新首相は内相に就任したシュ

ヴェヌマン国民運動党党首（Jean-Pierre Chevènement, 1939-）と左派連立内閣を組織し，前政

権までの厳格化された複数の移民法を撤廃することを急務とした。結果，人道主義的観点から従

来の移民政策を再び寛容化する方針を定めたシュヴェヌマン法が政府主導で採択されたものの，

結局は細かい個々の条文の加筆修正にとどまるのみで，抜本的な改革の礎とはならなかった。ア

ムステルダム条約の基本的骨子である EU共通の移民政策に対して非常に積極的であったジョス

パン首相と，超国家的組織に対して懐疑的であったシュヴェヌマン内相との方向性の違いは，や

がて同政権内部の亀裂を生みだし，結果的に前政権から続く移民政策の厳格化に歯止めをかける

ことはできなかった。

　したがって本稿の「はじめに」でも述べたように，従来の「左か，右か」といった二元論は，

政党や政策傾向の大まかなイメージをつかむ際には容易で便利な概念であるものの，移民政策を

めぐる動向分析にあたっては正確さと緻密さを欠く表現であることをあらためて指摘する。経済

政策と密接に結びつき，なおかつ長期化・深刻化した社会問題である移民問題及び難民問題に関

しては長年，左派政党や右派政党との間でお互いのイデオロギーは熱く対立していたはずであっ

た。ところが現在では「左も，右も」，安全保障の観点からは移民や難民の存在を国内治安や経

済への脅威を与えうる不安分子と見なし，フランス経済に多大な負荷をかける存在として捉え排
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除の対象とする。こうした動きは，実は大量失業時代を迎えた 1970年代半ばから見られるよう

になっていたことは上述してきた通りである。経済的にも逼迫した状況において，既に右も左も

同じ政策を採らざるを得ない事態に直面したために，経済的合理性を最優先する方針において政

策的収斂が見られ，各政党横断的に共通した政策方針や難民政策をとるようになってきた。そし

て「右派」も「左派」のいずれもが，移民政策や難民政策の争点を国民に示して議論を活性化さ

せつつ，選挙対策のための有用な政治的道具として用いる手法をとる。結果，いかなる政党から

大統領や首相，各大臣が現れようとも，彼らの出身政党のイデオロギーが即ち移民政策や難民政

策を決定づける変数とはもはやなりえないことを証明する事実が表出されてきた。

　さらに言えば 1970年代後半に始まった大不況の後のミッテラン大統領による「フランスの移

民政策は限界に達した」との声明は，当時の社会党主導の移民政策及び難民政策の限界点を自ら

認めるものであった 17）。さらに1990年代後半にジョスパン首相主導のもと移民寛容政策を打ち出

したシュヴェヌマン内相も，人権を重視した寛容な移民政策や難民政策には限界点が厳然と存在

することを指摘した。そして従来の社会民主主義的な政策を続けることは不可能であり，今後は

制限的に受け入れを行っていくしか選択肢がないと表明した 18）。ここに，既に2000年代に入る前

よりも先にフランス社会党を筆頭とする「左派」政党はもはや伝統的な左派イデオロギーによっ

て動かなくなってきた，と考えるのが妥当であろう。1980年代において，既にフランス社会で

は移民政策や難民政策をめぐって右派と左派との間には政党横断的な収斂が見られ，逆に言えば

従来の左右軸はもはや意味を持たなくなりつつある政策の 1つが移民政策と難民政策であったと

言えるであろう。

　さらに，ロマ系住民が不法移民として排除政策の対象となるのは，サルコジ内相が就任した

2002年以降のことである。ロマ系住民の排除をめぐる動きをここで簡単に整理しておく。

　まず 2002年から始まったジャック・シラク大統領（Jacques Chirac, 1932-2019）政権下におい

て，当時のサルコジ内相がロマ系住民の排除政策に乗り出した際，同内相はフランス社会党やそ

の支持者から，人種差別や非人道的政策を推進する政治家として激しい非難を浴びた。2005年

にはロマ系住民の排除を目指すサルコジ内相がロマ系住民への帰国援助金受給制度を試験的に導

入することを宣言した。そして 2006年にはフランス政府は一人当たり 150ユーロの帰国援助金

をロマ系住民の人々に支払うと同時にフランスから追い出す政策を打ち出した。ところがフラン

ス政府の希望的観測の通りに事態は変わることなく，2007年になりサルコジ大統領政権に代わ

ると，当時のオルトフー移民・統合・国家アイデンティティー共同開発大臣の指令のもと，帰国

奨励援助金の額は 300ユーロにまで倍増した。この援助額はロマ系住民にとって，彼らの出身国

と見なされるルーマニアやブルガリアへの帰国に必要な額をはるかに超える金額であった。オル

トフー移民・統合・国家アイデンティティー共同開発大臣はこの措置について野党議員から追及

された際，これより他に有効な代替手段がないため，致し方のない措置であると説明した。2009

年にはとうとう本国帰還を望む援助支給者数は 1万人にも上った。この政策はフランス経済に

とって大きな負担となったばかりでなく，この制度により帰還援助金を得ていても，EU域内の
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自由移動の原則によって再びフランスに戻ってくるケースがあとを絶たず，援助金制度はほとん

ど意味をなさないものとなっていた。このことからフランス国内ではロマ系住民に対する憎悪の

感情がいっそう強くなり，ヘイトクライムと推定されるロマ系住民を標的とした暴力事件や殺人

事件が相次いだ。ただしサルコジ政権における移民政策の最大の関心事は，ロマ系住民の排除よ

りも，いかにして国内の治安悪化の元凶と据えるイスラム系移民を排除しうるか，という点で

あった。つまり 2002年のサルコジ内相就任時から 2012年のサルコジ元大統領がオランド大統領

候補に敗れるまでの間，その排除政策の主な矛先は絶えずイスラム系移民に向けられていたので

ある。そしてイスラム系移民の排除を推進しようとするサルコジの政策は絶えずフランス社会党

から非難の的とされてきた。では 2012年に始まるオランド大統領政権下においては，どのよう

な政策が採られ，ロマ系住民はいかに扱われたのか。続く第 3節では，オランド政権下における

ロマ系住民の排除政策に焦点を当てて分析を行う。

3．オランド大統領政権下におけるロマ系住民の排除政策

　2012年 5月，フランス社会党出身候補者のフランソワ・オランドが大統領に選ばれた。同選

挙期間中，オランド大統領候補は自身が大統領に選出されれば，5年間にわたりフランス領土内

に居住することを証明できた外国人に地方参政権を付与する方針を掲げていた。この部分だけを

切り取って見れば，オランド大統領候補は「移民」を「市民」へとシフトさせるのに積極的であ

り，サルコジ主導による政策期の政策とは異なり寛容性を見せるものと思われていた。しかし結

論からいえば，オランド政権発足後に外国人参政権がその後において議論の俎上に上ることは一

切なかった。そればかりかロマ系住民の強制大量撤去を推し進めるとともに対テロ政策としての

強硬な難民政策や移民政策を水面下で促進し，さらには難民危機を迎えた折には欧州連合による

クォータ制にも強烈な不快感を表明する政権であったことを本節において示す。

　オランド大統領就任直後，同大統領は「左派の中の最右翼」と呼ばれていたヴァルス（当時，

国民議会議員兼エヴリー市長）を新政府の内相に任命した。マスメディアではヴァルス内相自身

が外国人の両親を持ち，生まれながらのフランス国籍を持つ人物ではなかったことから，移民に

対しても寛容な政策を推進するのではないかとの憶測が流れていた。しかし同内相は就任直後よ

り，まずは国内推定人数およそ 15,000人いるとされているロマ系住民が土地の不法占拠を行っ

ていることを指摘し，フランスへの入国や滞在手法が合法と認められない多くのロマ系住民を一

刻も早く国外退去させるべきであると述べた。

　また，フランス政府はかねてよりロマ系住民を排斥する際に「ロマ系住民の親が学齢期の子ど

もを就学させない」ことを理由として挙げており 19），ロマ系住民の子どもの育て方は子どもの権

利条約にも反するとして批判してきた。フランス社会においても一般的に，就学年齢に達したロ

マ系住民の子どもたちは学校に通わず，ゆえに成人してからも社会常識や健全な勤労意欲を持た

ず，文化的な生活に適応できない民族グループとして嫌悪される傾向にある。そのうえ公衆衛生
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の観点からも問題のあるキャンピングカーで各地を放浪し，土地を不法占拠していることもあっ

て遵法精神のない犯罪予備集団のように見られがちである。ヴァルス内相の問題意識もまさにそ

こにあり，2012年 6月 27日に行われたル・モンド紙の記者とのインタビューにおいて同内相は

家族単位で不法滞在を行っている者や難民の国外退去処分を早急に進めていく方針を発表した 20）。

そして自身が進めていく移民政策と従来の社会党政権による移民政策とでは方針が全く異なって

おり，厳格な法適用を最重要視していく意向を明らかにした。さらに同内相は，左派政党に属し

ていることがすなわち移民や難民を世界中から受け入れる意思があることと同意義ではないとし

て，今後も極めて制限的に移民や難民を受け入れていく意向を示した。

　2012年 7月 31日，ヴァルス内相はラジオ放送 Europe 1でのインタビューで国内推定人数お

よそ 15,000人いるとされているロマ系住民について意見を求められた。その際，ロマ系住民の

居住キャンプを取り壊して強制退去させ，即刻国外退去処分を行うことでフランス社会から一刻

も早く排除すべきと断言した 21）。以前，サルコジ元大統領がロマ系住民の国外退去処分について

言及した際には，サルコジ元大統領は社会党やその支持者から大きな非難を受けた。ところが今

回は，社会党出身であるヴァルス内相がロマ系住民の排除に積極的な姿勢を示したことから，入

閣時より「左の中の右」と評されていた彼の発言は，フランス社会において再び注目を集めた。

このことによってヴァルス内相は，フランス社会党出身の大臣としては珍しく右派政党所属議員

からは高い評価を受け，また社会党内部においては共感を示す声が大多数を占めた 22）。

　ヴァルス内相主導のもと，フランス政府はロマ系住民排除のための暫定的措置として，ロマ系

住民による土地の不法占拠と定住を禁止するためにロマ系住民のキャンプ群解体に着手し労働市

場への参加を著しく制限することを発表した 23）。このキャンプ場解体と追放に関する通達には

ヴァルス内相の署名はもちろん，当時のデュフロ住居問題担当大臣やサパン労働大臣，ランゲ

ヴァン教育大臣などの，いずれも社会党出身閣僚による署名がなされていた。さらにヴァルス内

相はラジオ放送内において「ロマ系住民はルーマニアもしくはブルガリアに戻る義務がある。ロ

マ系住民はフランス社会に統合され得ないエスニックカテゴリーに入る。」と言い切った 24）。同発

言は，特定の民族集団への差別であり，非人道的発言として国際人権擁護団体や研究者，移民擁

護団体から強い非難を受けることとなった。そしてこの後，ロマ系住民の排除をめぐる象徴的な

問題がブルゴーニュ＝フランシュ＝コンテのドゥ県で起きた。フランスの世論を二分したレオナ

ルダ事件である。

　2012年 5月以降，ヴァルス内相は既に不法移民の強制送還を法的手続きに沿って粛々と進め

るよう関係各署に要請しており，その方法が人道的手法に基づいていることを熱心にアピールし

ていた。ところが 2013年 10月 9日，ロマ系住民のレオナルダ・ディブラニ（Leonarda Dibrani） 

という名のコソボ出身の 15歳の少女が，ドゥ県ポンタルリエールの中学校からルヴィエに向か

う学校遠足のバスに乗っていたところ，級友たちの眼前で警察に身柄を拘束され，その日のうち

にコソボに強制送還される事件が起きた。レオナルダの乗ったバスに同乗していた担任教諭は，

警察がバスの停止を命令した際に，このような行動は非人道的であるとしてレオナルダの拘束に
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反対した。しかし警察はこの教師にレオナルダのコソボへの強制送還が避けられないと告げると，

レオナルダが警察車両に乗り込む光景を他の学生たちが見ないように指示した。

　この一連の出来事はマスメディアによって大々的にとりあげられた。ドゥ県（ディブラニ一家

が生活していた）のジョエル・マテュラン（Jöel Mathurin, 1969-）副知事は，一家をコソボに

向けて強制送還することを事前に通告していたため，行政的措置としては全く問題がなかったと

主張した。また事前に強制送還の告知をしていたにもかかわらず告知を無視して既に遠足に出か

けていたのは悪質であり，強制送還執行にあたって警察は必要な措置をとったにすぎないと主張

した。一方で事態の一部始終を目撃していたレオナルダの担任教師は，一連の措置は非人道的か

つ非教育的であり，現場を目撃した多数の生徒たちの心を傷つける対応であったとして現場でレ

オナルダの拘束に強い抗議の意を表した。これに対し，マテュラン副知事は，リヨン空港でレオ

ナルダは終始落ち着いた様子であり，飛行機への搭乗を拒否することもなくコソボに戻ったため，

特に非人道的な扱いをしたわけではないと説明した。その上でヴァルス内相は，母親が彼女を遠

足からすぐに連れ戻すように警察に要求したため，それを実行したに過ぎないと主張し，また警

察官憲がバス車両にむりやり乗り込むことは一切なかったことを強調した。そもそもディブラニ

一家は 2009年 1月にフランスに不法入国した後，複数回にわたって難民認定を受けようとした

が，いずれも要件が認められず難民申請が却下されていた。以後も複数回にわたって同家族全員

の国外退去が当局から命じられていたが，一家はその命令になおも応じず居住し続けたため，翌

年初頭には行政裁判所より出頭命令がかけられていた。一家のうち，レオナルダの父親は出張中

に不法滞在を摘発され，拘束先で隔離施設に入れられていた。その約 1か月後に単独でコソボに

強制送還され，翌日にレオナルダの母親と子ども 6人が同じ足取りを辿った。レオナルダの通っ

ていた中学校の担任教諭は，もう少しこの一家がフランスに長くいることができれば，正規滞在

となるための要件を満たす可能性があったこと，そしてなぜ学校といういわば聖域に警察権力が

入ってきたのか理解できないとして，RESF（国境なき教育ネットワーク 25））に事の全容を語り，

同組織のブログ上でレオナルダの強制送還措置を激しく非難した 26）。

　この出来事を通して，オランド大統領政権内部にも見解の違いが明確に表れた。ヴァルス内相

はこの強制退去措置について事実の全容解明を内務省監察局に命じる一方で，彼らの不法滞在が

「不法」であるがゆえに強制送還措置をとったことは決して間違っていなかったと主張した。一

方，ヴァンサン・ペイヨン国民教育大臣（Vincent Peillon, 1960-）や，フランス社会党の大御所

であるブリュノ・ル・ルー社会党議員（Bruno Le Roux, 1965-）は，あくまでも学校教育機関は

警察権限によって侵害されるべきでない聖域であり，今回の退去強制措置は以前のサルコジ政権

下における非人道的処遇と酷似した手法であって教育的配慮を完全に欠く差別的なものであった

として激しく非難した 27）。エロー首相（Jean-Marc Ayrault, 1950-）は，社会党政権内における意

見の収拾がつかなくなることを危惧するとともに，従来の党是であった人権至上主義が確実に揺

らぎ，瓦解しつつあると批判した。そして仮にディブラニ一家の強制送還措置にあたって，客観

的事実として人権侵害行為が立証されれば再びフランスに呼び戻し，正規滞在者として認めるこ
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とを約束した 28）。野党議員の大多数は，ヴァルス内相の判断と措置は極めて正しい措置として称

賛する一方で，エロー首相のように宥和的な政策によって強制送還処分の取り消しを行うことは

今後，政策の揺らぎを作る前例となってしまうことへの危機感を抱いた 29）。

　つまりレオナルダ事件において明らかとなったのは，それぞれの政治家の移民政策に対する対

応や考えは「左」あるいは「右」のいずれの政党に属しているかは必ずしも判断基準とはならな

い，という点であった。言い換えれば，フランス政府が不法移民を合法移民と同様に寛容に受け

入れ，歓迎していると解釈されかねないことへの警戒感が「左」「右」の差を超えて浮き彫りに

なった出来事であった。そして同事件における各政治家の対応は，「フランスに入国した」「フラ

ンスに滞在している」という既成事実によって滞在の正規化を求める不法移民を拒否する意味を

込めた強いメッセージでもあった。

　事件から 10日後，オランド大統領はレオナルダが単身でフランスに戻ってくるのであれば滞

在を合法化し，以前に在籍していた中学校への復学も認めるとする一方，彼女の家族両親の入国

は一切許可しないと述べた 30）。この発言についてレオナルダの家族や元担任教諭，RESF代表者

は，大統領がこうした選択肢を 15歳の子どもに迫るのは，家族と一緒に暮らす権利を否定する

残酷な非人道的措置であると非難した。なおディブラニ一家は，彼らがロマ民族であるがゆえに，

フランス人のロマ系住民への嫌悪感と差別感情によってフランスを追い出されたと考えており，

民族差別の対象に仕立て上げられたとして怒りの感情をマスメディアに向けて吐露した 31）。また，

本件に関して 10日間にわたって一切の声明を出さなかったオランド大統領にも左右を超えて非

難の声が集まり，大統領として政権内をうまく取りまとめられていないことへの不信感が浮き彫

りにされた。そして同時期において，レオナルダ強制送還を執行した政府の決定に対し，一部の

高校生や教師が外国人の人権擁護を訴えるためデモ行進を呼びかけたが，その参加者は 2000人

以下にとどまったため政府にとっての脅威とはならず 32），むしろレオナルダを擁護する意見が少

数となっていることが明らかになった。レオナルダ事件について，当時のパリジャン紙及び世論

調査会社の IFOP（l’institut français d’opinion publique）が行った世論調査では，54％の人々が

「なぜフランス政府はもっと早くにロマ系住民の排除に着手しなかったのか疑問である」と答え

た 33）。さらに同調査では，レオナルダの強制送還取り消し措置については65％の人々が反対の意

を示している。

　移民政策を厳格化する方針を明確に打ち出した前政権のサルコジ政権下においても，学校は聖

域とされ，そこに国家権力が介入することや警察が外国人の子どもを逮捕することについては大

いに躊躇があった。ところがレオナルダ事件は，オランド社会党政権の「厳格性」と「人道主

義」のスローガンが，もはやそれ自体が旧来のフランス社会党の政策とは異なり，矛盾に満ちた

ものであることを露呈するものとなった。

　筆者は 2019年 2月，LDH（Ligue des droits de l’Homme 34））の PACA 35）地域代表者として，長

年にわたってフランス社会党傘下の組合と協力しながら移民や難民の権利を守るべく社会活動家

として活躍してきたアンリ・ロッシ氏（Henri Rossi, 1938-）にインタビューを行った。その際，
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同氏は「フランス社会党はもう以前の社会民主主義的な政治や人権思想を完全に忘れてしまって

おり，もはやロマ系住民はもちろんイスラム系の移民や難民，貧しく困っている人々を救うとい

う発想を完全に捨ててしまっている。今ではいかによそ者や『自分たちとは異質な存在』を排除

し，いかにフランス社会にとって利益にならない人々を軽んじて切り捨てるかという点に執着し

ているだけの，表面だけを取り繕う人種差別的政党へと様変わりしている。ロマ系住民をはじめ，

世界中から来る移民や難民をフランス社会の一部として包摂できないフランス社会党は，それこ

そが矛盾に満ちた存在である」と指摘した 36）。

　以上において見てきたように，2012年以降のオランド政権におけるその排外主義的政策は，

その排除対象をイスラム系移民からロマ系住民に変えただけで，実は同党政権下においても排外

主義的移民政策は脈々と受け継がれていたのである。オランド政権下では，国家がフランス社会

への統合が難しい民族としてロマ系住民を選別し，排除した。この政治手法は，以前にフランス

社会党が手厳しく批判していたサルコジ政権がイスラム系移民を選別し，排除した時の方法と何

ら変わらない。ここに，以前の人権至上主義的な左派イデオロギーから既に脱却した現在のフラ

ンス社会党の実態が映し出されていると言えるであろう。

おわりに

　オランド政権誕生当初，多くのマスメディアは同政権によって寛容な移民政策あるいは難民政

策が採られるであろうと予測していたが，その人権派を旗印としてきた社会党政権においても政

策が寛容化されることはなかった。むしろ社会党の名前を盾に一見寛容そうに見える体を装いつ

つ，実はサルコジ主導による排外主義的な移民政策の連続性の上に，レオナルダ事件に見られた

ように，さらに強硬な手段によってロマ系住民を排除してきたと言えるであろう。つまり「左か，

右か」の二元論はもはや「寛容な移民政策を採るか，厳格な移民政策を採るか」を判断する指標

とはなりえず，それよりも政府が重要視するのはその時々において「誰を排除対象と据え，どう

排除するのか」という点である。そしてオランド政権下においては，異種なマイノリティとして

ロマ系住民を物理的にも心理的にも強制的に排除する社会へと変化している。したがって「右」

や「極右」の政党のみが特別に排他性を有するのではなく，今では「左」も含む政党が，政党横

断的に移民排外主義的政策が存在しているといえるであろう。そしてその実像は，現在までフラ

ンスが外交戦略として利用してきた人道的イメージとかけ離れているのは，前述したオランド政

権におけるロマ系住民に対する排除政策を見れば明らかである。

　現在，フランスの移民政策あるいは難民政策をめぐって右派政党及び左派政党は様々な対立点

を取り上げてそれぞれの党の有能性を競うものの，そのいずれもが，どちらがより民意を惹きつ

けるかという選挙対策に執着した政策を展開する。つまり現在の移民政策や難民政策は，移民や

難民に対する社会統合政策や福祉政策は軽視され，以前よりいっそう政治道具化されたイシュー

へと変化し，厳格化の方向性を向きつつ政策的にかつてないほどに接近している。結果として，
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外見が明らかにヨーロッパ人と見られる人々（欧州系移民も含む）と，ロマ系住民をはじめ「フ

ランス社会に統合され得ない」と見なされるマイノリティの人々やフランス社会における貢献度

が認められない人々の間には埋められない大きな溝が生成されており，この溝がさらなる対立を

生み出す可能性をはらんでいる。そしてこの溝を埋めようとする努力はなされないまま諦められ，

フランス社会への同化可能性が低い人々を国家が判断する。そこでマイノリティとしてフランス

社会から分断された者が取り残されたとしても，それは自己責任による当然の帰結とし，異質な

者の排除を声高に訴える政党や政治家を求める政治的要請の波が押し寄せてきた。その政治的要

請の 1つが，本稿で取り上げたロマ系住民へのフランス政府の強硬な対応策である。オランド政

権においては，いわばイスラム系移民に対して宥和的な立場をとる代わりにロマ系住民を排除対

象とした。現在，フランス共産党とフランス社会党の間には Terra Novaと呼ばれる政策同友会

が存在する。同会は移民や難民を寛容に受け入れ，彼らに無条件にフランス人と同じ権利を与え

る政策の重要性を強く主張している 37）。この共闘体制は一見したところ人道主義にかなう動きに

見える一方，その手段や政策目標の実態はいわば既得権益を守りたい移民 2世や移民 3世の貧困

層へのばらまき政策であり，移民集住地区の多い地域で常に一定の求心力を保てるよう実質的な

選挙対策としての活動が指摘されている。そして 2012年大統領選挙でオランドが勝利した際に

も，イスラム系移民の 2世や 3世が集住する地区における得票率が高かったことは非常に興味深

い点と言えるであろう。

　以上で述べてきたように近年の移民政策においては，不法移民をはじめとする貧しい移民や文

化的非対称性が色濃いロマ系住民を排除してきたことは，左も右も変わらない。それどころか従

来の管理政策や排除政策をより一層厳格化された要件を課す動きが活発化している。本稿では，

オランド社会党政権下においては人権最優先の社会民主主義的政策は影を潜め，ロマ系住民を露

骨にフランス社会における異種の存在とみなして排除対象としてきた過程を述べてきた。ヴァル

ス首相の演説内における「ロマ系住民はフランス社会に統合され得ないエスニックカテゴリーに

入る」との発言は，フランス社会における分断を表す一片であり，異質なものを容赦なく切り捨

てる動きが明らかなものとなった。ここに，三色旗が象徴する「自由・平等・博愛」の精神とは

全く逆のうねりがフランス社会に起きており，「左」「右」の違いや従来のありとあらゆる線引き

を超えてフランス社会の随所においても見られるといえるであろう。

注

 1） 特にパリやリヨン，ニース等の多くの観光客が集まる大都市圏において，ロマ系住民の子どもた
ちによる巧妙な手口の窃盗行為をはじめとする犯罪が多発している。また警察が彼らを逮捕して
親を召喚したとしても，親自身が子どもたちに犯罪行為を教唆していることなどが明らかになっ
ているため，事実上の野放し状態にあるとして常にロマ系住民は当局から警戒すべき対象とされ
ている。
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 2） 金子マーティン「ロマ『ジプシー』と呼ばないで」影書房，2016年。ロマ系住民に対する欧州各
地での偏見や蔑視，人権侵害の事例などが文化人類学の見地から詳細に分析されている。

 3） 旧党名は Front Nationalであり，邦語名は「国民戦線」であった。2018年 6月に Front National
から Rassemblement Nationalに改称し，略称は RN。邦語名は「国民連合」。本文では基本的に
旧党名時代の動きを説明する際には FNを略称として用い，2018年 6月以降も継続的に続く同党
の動きを指す時には RNと記すこととする。

 4） 1999年 6月，オーストリアでは厳格な移民排外主義政策を党是としてきたオーストリア自由党が
総選挙において第二党に躍進し，同党を率いるイェルク・ハイダー党首（Jörg Haider, 1950-2008）
はオーストリア国民党との連立与党政権を樹立した。その際に率先してオーストリアの排外主義
的傾向を厳しく批判し，他の欧州諸国に対してもオーストリアとの交流制限措置を呼びかけ，実
行したのはフランスのシラク大統領であった。2007年にはデンマークの Dansk Folkeparti（邦語
名：デンマーク国民党）が大幅に議席を伸ばし，欧州議会選挙では議席数を倍増させるなど支持
者層を急増させた。現在もデンマーク国民党は政権与党には参加していないが，閣外協力を行っ
ている。イタリアでは 2018年 3月にマッテオ・サルヴィーニ（Matteo Salvini, 1973）率いる
Lega（邦語名は「同盟」。前身の Lega Nordから改称）が政権入りした。なお政権入りこそ果た
していないものの，ドイツでは AfD（正式名称は Alternative für Deutschland，邦語名「ドイツの
ための選択」）が 2014年より複数の州議会選挙で議席を大幅に伸ばしており，州によっては第 2
党へと進出している。ギリシャでは Golden Dawn（邦語名「黄金の夜明け」）は 2015年に国政の
第 3党へと躍進した。フランスの RNはヨーロッパ議会においてブルガリアの Национален съюз 
Атака（邦語名：アタカ国民連合）と積極的に情報交換を行い，協力関係を構築している（2010
年 5月，筆者が欧州議会において当時のジャン・マリ・ルペン党首に聞き取り調査を行った際に
得た回答より）。

 5） SOFRES，IFOP社などの大手の統計会社の解析結果による。
 6） André Taguieffは「極右」と呼ばれる政治グループの根本はナチズムに代表される人種主義に基
づいた差別を積極的に肯定するものとして位置づけている。

 7） 本稿を執筆する上ではフランスの新聞記事として本稿では Figaro紙と Le Monde紙を多く用いる
（時系列的に起きた事柄を中立的に把握しやすいことから）。フランスの全国版の新聞としては一
般的に Figaro紙がいわゆる「中道右派寄り」とされており，Le Monde紙はほぼ党派性なしの中
道，Libération紙が社会党系新聞，l’Humanité紙が共産党系の新聞と位置付けられている。ただ
し筆者が 2010年 5月に FNのジャン・マリ・ルペン党首とブリュノ・ゴルニッシュ（Bruno 
Gollnisch, 1950-）欧州議会委員に複数回にわたってインタビューを行った際，ゴルニッシュ欧州
議会議員（当時 FNの副党首）は「Le Monde紙も一般的に中道とされているが，実際には共産
党的思想を持った記者が多く，必ずしも中道として機能しているとは言えない」と述べている。

 8） なお本稿筆者が 2010年 3月より半年間にわたってパリ政治学院にて Catherine Wihtol de Wenden
教授に指導を受けた際にも常々同教授は「ヨーロッパ系か，非ヨーロッパ系か，今ではそれがま
ずはフランス社会に統合されうる移民かどうかを判断される材料となる」と述べており，2019年
2月 12日に 2時間にわたってインタビューを行った際にも全く同様のことを述べた。

 9） 1951年に採択された難民条約の第 1条において，難民とは「人種，宗教，国籍もしくは特定の社
会的集団の構成員であることまたは政治的意見を理由に迫害を受けるおそれがあるという十分に
理由のある恐怖を有するために，国籍国の外にいる者であって，その国籍国の保護を受けられな
い者またはそのような恐怖を有するためにその国籍国の保護を受けることを望まない者」と定義
されている。

10） “Le précédent Pasqua-Pandraud Cent un Maliens dans un charter”, Le Monde, 18 octobre 1986.
11） “France, pays d’immigration Fixé de manière ambiguë Par Charles Pasqua l’objectif zéro immigré 

est un mythe”, Le Monde, 2 juin 1993.
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12） フランス政府が発布した法令や判例を公開するデータベース“Légifrance”から。LOI nº 93-1027 
du 24 août 1993 relative à la maîtrise de l’immigration et aux conditions d’entrée, d’accueil et de 
séjour des étrangers en France より。

13） ここで挙げられた条文の法文解釈の確認にあたっては，田部井英夫「フランス移民政策の歴史的
展開（2）移民受け入れ停止から統合化へ」の文章を参照した。

14） “L’adoption du projet de loi sur la maitrise de l’immigration par l’assemblee Nationale-La majorite a 
fait bloc derriere Charles Pasqua.”, Le Monde, 4 juin 1993.

15） なお右派議員による賛意についての詳細については以下を参照されたい。 “Au Sénat La droite se 
félicite du projet de M. Pasqua sur l’immigration” Le Monde, 8 juillet 1993.

16） “Apres la censure de huite des cinquante et un article de la loi sur l’immigration – Le Conseil consti-
tutionnel empeche le gouvernement d’appliquer sa politique”, Le Monde, 17 août, 1993.

17） 1989年 12月 10日放送 Antenne 2と Europe 1でのラジオ放送インタビューにおいて，このよう
に語った。当時，ミッテラン大統領はこの発言を行った理由に，後を絶たない不法移民や（「名
誉の殺人」と称した）フランス人による移民への殺傷事件の続発，若年移民の非行現象などが挙
げた。またフランスの旧植民地であったアフリカや中近東からの難民や，ボスニア紛争やスリラ
ンカの内紛によって逃亡してきた亡命者が夥しい人数にのぼったため，難民申請の受理までに数
年かかり，国外退去処分に処することが事実上困難となっていたことも，原因として挙げた。

18） 1989年 12月 10日放送 Antenne2と Europe1でのラジオ放送インタビューにおいて，このように
語った。

19） “Expulsion de Leonarda : ce que dit l’enquête administrative”, Le Monde, 20 octobre, 2013.
20） “Immigration : après l’expulsion de Leonarda, retour sur le bilan de Valls”, Le Monde, 16 août, 2013.
21） “Roms : Manuel Valls assume les expulsions”, Le Monde, 2 août, 2012.
22） ル・モンド紙の記者が複数の社会党議員に，ヴァルス内相の発言についてどう思うかを尋ねたと
ころ，回答を避けてその場を立ち去る議員が大多数を占める一方で，ある議員は「彼の職務権限
としては極めてまっとうな発言であり，ロマ民族に同情するだけでは貧困問題も都市問題も解決
しえないので必要な措置である」と述べている。

23） “La circulaire sur les évacuation de campements roms publiée”, Le Monde, 29 août, 2012.
24） “Roms : surenchère verbale et idées reçues avant les municipales”, Le Monde, 24 septembre, 2013. 
25） 不法移民の親元に生まれ育ち，本国への強制送還や，親と引き離されて隔離施設に収容される措
置に反対する非政府組織 Réseau Education sans frontiers（2004年設立）。

26） “Expulsion d’une collègienne kosovare : une enquêtes administrative ouverte”, Le Monde, 15 octobre 
2013.

27） “Immigration : la gauche face à ses éternelles contradictions”, Le Monde, 17 octobre 2013.
28） “Collègienne explusée : S’il y a eu faute, cette famille reviendra, assure Ayrault”, Le Monde, 16 

octobre 2013.
29） “tartufferie du PS sur l’immigration”, Le Monde, 19 octobre 2013.
30） “On demande à Leonarda de choisir entre ses études et sa famille”, Le Monde, 19 octobre 2013.
31） “tartufferie du PS sur l’immigration”, Le Monde, 19 octobre 2013.ただしレオナルダ自身は「フラン
スでの生活様式しか知らず，アルバニア語を全く話せないのに生活の基盤を急に失った」と述べ
ているものの，2013年時点で既に 15歳であった彼女は 11歳までコソボで過ごしていたことから，
彼女の主張は信憑性を欠くとの批判も根強い。

32） “Immigration : 16600 régularisations de plus en 2013”, Le Monde, 16 octobre 2013.
33） “tartufferie du PS sur l’immigration”, Le Monde, 19 octobre 2013.
34） Ligue des droits de l’hommeの邦語名は「人権連盟」で略称は LDH。フランスにおける代表的な
人権擁護推進団体の 1つである。同連盟は 1898年，通称ドレフュス事件の際にドレフュス大尉
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の人権を守るために設立された。同事件以降，今日に至るまであらゆる差別の撤廃を謳い，男女
平等や政教分離原則，死刑制度への反対や推定無罪の原則の重要性を訴えている。移民問題が政
治争点化され始めた頃から現在まで，不法滞在者の正規化推進運動やロマ系住民の権利保障など
に非常に積極的に関わってきている。

35） PACAとはフランス語で Provence-Alpes-Côte d’Azurの略語であり，プロヴァンス＝アルプ＝
コート・ダジュール地域圏のことを指す。カンヌやニース，アヴィニョンやマルセイユなどの都
市がこの地域圏に属しており，他地域と比して RNの支持者が多く，各種選挙では RNを出身母
体とする政治家が多数選出される地域でもある。

36） 2019年 2月 27日，カンヌ郊外の Henri Rossi氏の自宅にて筆者が 4時間にわたって行ったイン
タビューを書き起こした内容をもとにしている。

37） 2019年 3月 1日，フランス内務省幹部であるMaxime Tandonnet氏の自宅にて筆者が 3時間にわ
たってインタビューした内容をもとにしている。
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Crépon, Sylvain （2006） La nouvelle extrême droite, Enquête sur les jeunes militants du Front National, 

L’Harmattan.
Costa-Lascoux, Jacqueline. （1988） De l’immigration au citoyen, Notes et études, Documentaires, no. 4886. 

La documentation française, pp. 75.
Dupin, Ellies. （1990）. Oui, Non, Sans opinion. Inter Edition, 1990.
Delwit, Pascal （2012） “Les étapes du Front National 1972-2011”., dans Delwit, P., Le Front National. 

Mutations de l’extrême droite française, éditions de l’Université de Bruxelles, pp. 11-36.
Hancock, Ian （2003）. We are the Romani People, University of Hertfordshire Press.
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Dinámica de grupos en la enseñanza de segundas lenguas

Gisele FERNÁNDEZ LÁZARO

 〈Summary〉
  Every single L2 teacher has, at some time, encountered situations in which two groups of 

students, which apparently share a common set of characteristics and belong to the same 

education context, seem to come from parallel universes. With one of the groups teaching 

flows, academic objectives are met, the atmosphere is relaxed and cheerful, and students 

participate and collaborate with one another and with the teacher. Yet, with the other group, 

nothing seems to work, the environment is tense or apathetic, turning the teacher’s work into a 

kind of nightmare. What is the differential factor between these two groups? What is the 

source of this difference? Can the teacher control and affect the behavior of a specific group of 

students? In this article we will try to answer the previous questions from the psychosocial 

perspective of group dynamics. First, we will examine what makes a class group meet the 

criteria necessary to be considered as such under the theoretical framework of social 

psychology. Secondly, drawing on the fundamentals of group dynamics, we will analyze the 

most important aspects of group processes in L2 teaching, advancing, at the end, practical 

proposals which might allow us to create favorable learning environments.

Introducción

  En la enseñanza de segundas lenguas/lenguas extranjeras (L2), coexisten diversos factores 

que pueden influir en la consecución de los objetivos educativos. Algunos extrínsecos, como el 

currículum, el contenido, su estatus relativo y clasificación (más fuerte o débil), la duración y canti-

dad de clases o el número de alumnos por aula; y otros intrínsecos, propios de la pedagogía, que 

hacen referencia a las opciones de control que el profesor y el alumno tienen sobre el conocimiento 

que se transmite y recibe dentro del contexto de la relación pedagógica, tales como la selección, 

organización, ritmo y temporalización (Bernstein). Sin embargo, incluso entre grupos de estudi-

antes en los que todos los factores parecen coincidir, los docentes encuentran grandes diferencias 

en sus actitudes hacia el aprendizaje. Tal y como observan Dörnyei y Malderez (1999), la clave 

diferencial podría encontrarse en la teoría de la dinámica de grupos: 

La teoría de grupos puede contribuir a la comprensión de lo que ocurre en las aulas. Ciertos 

aspectos, como los patrones de relación entre los estudiantes o el progreso dinámico del desar-
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rollo de los grupos de clase simplemente no pueden ser entendidos del todo sin tener en 

cuenta los procesos grupales del aula (158). 

  El estudio de los procesos grupales parte de la siguiente premisa: un grupo social es un ente 

cuyas cualidades no pueden ser explicadas totalmente mediante el estudio de los miembros que lo 

componen. Ya a finales del s. XIX y principios de XX, psicólogos como Max Wertheimer (1880–

1943), fundador de la psicología de la Gestalt; Wilhelm Wundt (1832–1920), creador de la psicología 

experimental; o sociólogos como Émile Durkheim (1858–1917), reconocido como uno de los padres 

de la sociología, y Gustave Le Bon (1841–1931), autor de la icónica obra La psicología de las masas 

(1895) identificaron e investigaron este fenómeno. En palabras de Wertheimer: “Hay entes [grupos] 

cuyo comportamiento no está determinado por el de sus miembros individuales, sino que los 

procesos parciales están determinados por la naturaleza intrínseca del grupo” (2).

  Kurt Lewin (1890–1947), precursor de la psicología social y creador de la teoría de campo, 

fundó en 1945 el Centro de Investigación para la Dinámica de Grupos en el Instituto de Tecnología 

de Massachusetts. Lewin (1948a) creía que los grupos son entidades complejas, dinámicas y 

potentes que tienen el poder de influir en los individuos y la sociedad mediando en su comporta-

miento. Siguiendo los pasos de Lewin, la dinámica de grupos estudia los grupos sociales, cómo 

estos se forman y evolucionan, los procesos que se generan, los comportamientos individuales y 

grupales, la interacción y relación que se produce dentro de un grupo (intragrupal) o entre difer-

entes grupos (intergrupal). El estudio de los procesos grupales interesa a muchas disciplinas, tales 

como la psicología clínica, social o industrial, la psiquiatría, sociología, antropología, ciencias políti-

cas, el trabajo social, estudios de negocios o comunicación y, cómo no, la educación.

  El presente trabajo, de carácter descriptivo, forma parte de una investigación más amplia cuyo 

objetivo final es determinar en qué medida la cohesión grupal influye en el nivel de aprendizaje 

dentro del contexto formal de enseñanza de L2. En este artículo analizaremos los aspectos más 

relevantes de los procesos grupales aplicados a la enseñanza, y trataremos de determinar qué facto-

res influyen en el nivel de cohesión grupal y de qué manera el desempeño docente puede influir en 

los procesos grupales. Sin embargo, antes de comenzar debemos hacernos una pregunta: 

¿realmente un grupo de clase se puede considerar grupo tal como lo entiende la psicología social?

1．Concepto de grupo

  Dentro del campo de la sociología, una de las definiciones más concretas de grupo es la del 

sociólogo estadounidense Merton. Para este investigador, un grupo es “un conjunto de personas 

que interactúa entre sí dentro de unos esquemas establecidos” (366). En otras palabras, para que 
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exista un grupo, son necesarias dos condiciones: la interacción entre los individuos que forman el 

grupo y que estos compartan unas normas comunes. Teniendo en cuenta si se cumplen o no estas 

dos condiciones, Merton establece diferentes tipos de conjuntos humanos (ver tabla 1).

Tabla 1. Conjuntos humanos (Merton, 1980)

Interacción
Normas comunes

SÍ NO

SÍ Grupo X

NO Colectividad Categoría social

  Ejemplos de colectividad serían los trabajadores de una gran empresa, el conjunto de estudi-

antes de una universidad o un club de fans de una estrella del pop. Por su lado, una categoría social 

estaría formada por los ancianos, los inmigrantes o las mujeres. En el campo de la psicología social, 

sin embargo, el concepto de grupo no parece tan claro. En las primeras etapas del desarrollo de 

esta disciplina, se distinguían dos enfoques teóricos muy diferentes. Por un lado, la perspectiva 

individualista, con investigadores como Floyd Allport, que afirmaba que la falacia de grupo “es el 

intento de explicar los fenómenos sociales en términos del grupo como un todo, mientras que la 

verdadera explicación se encuentra únicamente en las partes que lo componen, los individuos” 

(689). Por otro lado, la perspectiva grupal, defendida por Lewin, concebía el grupo como un ente 

dinámico. Lewin (1948b), aportó el concepto de interdependencia:

La esencia de un grupo no es la similitud o disimilitud de sus miembros, sino su interdepen-

dencia. Un grupo puede ser caracterizado como un “ente dinámico”; esto significa que un 

cambio en el estado de cualquier miembro cambia el estado de los demás. El grado de interde-

pendencia entre los miembros del grupo varía desde una “masa” suelta hasta una unidad 

compacta. Depende, entre otros factores, del tamaño, la organización y la intimidad del grupo 

(84).

  Con el objetivo de determinar qué es un grupo, la psicología social ha establecido cinco crite-

rios básicos que un conjunto humano debe cumplir para que pueda ser considerado como grupo 

social. Shaw lo resume de la siguiente manera: 

a )  La interacción entre los miembros se considera una condición esencial para la constitución y 

desarrollo del grupo. 

b )  Entitividad, es decir, conciencia de formar parte del grupo. Turner (1990) explica que los 
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grupos se perciben a si mismos como un ente en contraste con otros grupos: “nosotros” frente 

a “ellos”. El nivel de entitividad puede ser bajo, como ocurre normalmente en un grupo de 

clase, o muy alto. En un grupo familiar, por ejemplo, la conciencia de pertenencia puede llegar 

a ser muy fuerte. 

c )  Objetivos comunes. Los miembros deben compartir al menos un objetivo común. Es más, 

lograr objetivos es una de las razones más habituales por las que se forman grupos. Mills 

define los grupos como “Unidades compuestas por dos o más personas que entran en contacto 

para lograr un objetivo, y que consideran que dicho contacto es significativo” (2).

d )  Normas comunes.  Con normas nos referimos a los patrones de conducta de los miembros: 

qué pueden o no pueden hacer y cuándo. El grupo, como ente, espera que los miembros acaten 

las normas que todos comparten.  

e )  Interdependencia, es decir, la dependencia mutua que se establece entre los miembros del 

grupo: lo que hace o no hace un individuo concreto afecta al resto. Y no solo eso, sino que 

también afecta al desarrollo del grupo y a la consecución de sus objetivos. En un equipo 

deportivo, por ejemplo, si uno de los jugadores no cumple con su labor esto repercutirá en el 

juego de cada uno de sus compañeros y hasta es posible que pierdan el partido, es decir, que 

no consigan su objetivo común. 

  Así pues, teniendo en cuenta estos criterios, podemos afirmar que no todos los grupos de clase 

pueden ser considerados como grupos sociales. Una clase de laboratorio, por ejemplo, donde los 

estudiantes trabajan de forma autónoma frente a un ordenador, sin depender de sus compañeros ni 

del profesor, no podría ser considerada, en principio, un grupo social, puesto que no hay interacción 

entre los miembros. Además, el trabajo independiente causa que tampoco se cumpla el quinto crite-

rio, la interdependencia. Pero podemos sostener que la mayoría de los grupos de clase pueden ser 

considerados, o al menos deberían aspirar a ello, como grupos sociales.

2．Aspectos de los procesos grupales significativos para la enseñanza de L2

  Al interior de un grupo, concurren muchos fenómenos: atracción, aceptación, rechazo, 

frustración, expectativas, satisfacción, etc. Y estos fenómenos no solo se dan entre los miembros del 

grupo, sino entre cada uno de ellos y el grupo como ente. Cómo y por qué se producen estos 

fenómenos es lo que trata de explicar la dinámica de grupos. En otras palabras: la dinámica de 

grupos analiza la conducta del grupo como ente y los cambios individuales de sus miembros con 

respecto a su relación con el grupo, por qué se comportan como lo hacen, y por qué reaccionan 

como reaccionan, al tiempo que trata de establecer técnicas que aumenten la eficacia de los grupos. 
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También estudia cómo evolucionan los grupos, desde su formación hasta su disolución.

  La formación de un grupo social es un proceso complejo y dinámico que surge como resultado 

de las interacciones de un conjunto de personas que persiguen el logro de un objetivo común. 

Después de su formación, los grupos requieren cierto tiempo para llegar a desarrollarse. Durante 

este proceso, los miembros del grupo intentan comprender el comportamiento de los demás, 

adecuando el suyo propio y sus expectativas, se adoptan y se redefinen los roles de los miembros y 

surgen los líderes. Los grupos sociales, sin importar el tipo de grupo que sean, suelen pasar por 

algunas fases más o menos reconocibles, cada una de las cuales tiene patrones y temas comunes. 

Durante ese proceso, y siempre que este resulte exitoso, los miembros pasarán de ser un conjunto 

de desconocidos a convertirse en un grupo cohesionado y productivo, con unas normas y objetivos 

comunes.

  El modelo de desarrollo de grupos sociales de Tuckman intenta explicar cómo un grupo se 

desarrolla en un plazo de tiempo determinado.  Las cinco fases que atraviesa un grupo son: 

formación, conflicto, normalización, rendimiento y disolución. Según Tuckman, para que un grupo 

evolucione favorablemente, todas las fases son necesarias e inevitables. Poder prever cómo evolu-

cionará un grupo y conocer cuáles son las fases que deberá atravesar nos permite establecer inter-

venciones adecuadas para cada momento.

  En el siguiente apartado, adaptando el modelo de Tuckman al contexto educativo de enseñanza 

de L2, analizaremos con más detalle cada una de estas fases, explicando cuáles son los sentimientos 

y actitudes que más habitualmente experimentan los estudiantes, al tiempo que se aportan 

recomendaciones sobre las intervenciones que el docente puede realizar en cada fase, para afrontar 

las dificultades que aparezcan y fomentar la evolución positiva del grupo, con el objetivo último de 

alcanzar un alto grado de cohesión grupal que favorezca el aprendizaje y la autonomía de los estudi-

antes. Las recomendaciones aquí recogidas han sido probadas empíricamente por el autor en fases 

posteriores de la investigación.

2.1 Fase de formación

  El proceso de formación de un grupo no suele ser muy agradable para los miembros. Y en el 

contexto educativo de la enseñanza de L2, este proceso puede resultar aún más complejo que en 

otros tipos de grupos. Imaginemos, por ejemplo, una asignatura de conversación española de 

primer curso en una universidad japonesa. El profesor hispanohablante nativo llega al aula el primer 

día y se encuentra con un grupo de alumnos expectantes, nerviosos, que no se conocen entre ellos, 

no saben qué esperar, nunca han estudiado la lengua meta (el español) y hasta es probable que este 

sea su primer encuentro real con un extranjero. El docente, tras una breve presentación que sirve 

de introducción de algunas funciones comunicativas básicas, comienza a interrogar a los estudi-
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antes sobre su nombre, apellido, de dónde son y dónde y con quién viven. Estas preguntas tan 

simples a los ojos de un occidental resultan una fuerte intromisión dentro del contexto cultural 

japonés, ya que aspectos referidos a la familia o residencia pertenecen, para los japoneses, al ámbito 

privado. Podemos entender que durante las primeras sesiones los estudiantes se sientan tensos y 

ansiosos. No solo deben enfrentarse a un idioma nuevo y a unos compañeros de los que no saben 

nada, sino que, además, deben desnudarse ante todos y contar cosas que, en una situación normal, 

solo confiarían a sus mejores amigos. Y la experiencia no resulta mucho mejor en cursos posteri-

ores, cuando el docente ya no interroga al estudiante sobre dónde o con quién vive, sino que le pide 

que de su opinión sobre tal o cual tema, y que lo haga en voz alta y clara ante todos los compañeros 

y, por supuesto, en la lengua meta. Y pese a todo, estas primeras sesiones de clase, traumáticas o 

no, resultan fundamentales para el futuro funcionamiento del grupo, ya que la mayor evolución se 

produce durante la fase de formación, y pronto el grupo crea una estructura y organización internas 

bien definidas. La intervención del profesor, en la fase de formación, debe enfocarse en promover 

las relaciones personales y rebajar cuanto antes el filtro afectivo de los estudiantes, centrándose en 

tres puntos específicos: la aceptación, las normas grupales, y los objetivos grupales.  A continu-

ación, expondremos estos tres puntos con más detenimiento.

2.1.1 Aceptación

  La aceptación es un sentimiento que no tiene relación con los gustos y aversiones personales, 

sino que implica más bien un respeto incondicional, sin juzgar al otro, aceptándolo con sus cuali-

dades y defectos. En la enseñanza de L2, un nivel de aceptación alto proporciona a los estudiantes 

una sensación de seguridad que les permite expresarse en la lengua meta sin temor a hacer el 

ridículo cuando cometen errores. Un concepto clave en la dinámica de grupos es la cohesión 

grupal. La cohesión se fundamenta en la aceptación de los otros miembros, con independencia de 

que, individualmente, se gusten o no. En palabras de Turner (1984): “A uno le pueden agradar los 

miembros de un grupo al mismo tiempo que no le gustan como personas individuales” (525). La 

clave de la aceptación y, por ende, de la cohesión, es el conocimiento. Cuánto más conocemos a 

alguien, más dispuestos estamos a aceptarle tal como es. Un mayor nivel de aceptación entre los 

miembros del grupo implica mayor cohesión grupal, y cuanta más cohesión grupal haya, más 

sentimiento de pertenencia grupal (ver tabla 2).  Clément, Dörnyei  y Noels (1994) señalan que en 

el contexto de la enseñanza de L2, la cohesión grupal percibida contribuye significativamente a la 

motivación de los alumnos, factor que incrementa las posibilidades de un aprendizaje exitoso.

  Con el fin de fomentar la aceptación, durante la fase de formación el profesor debe tener en 

cuenta los siguientes factores:
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a )  la proximidad, haciendo que los estudiantes cambien de sitio frecuentemente, con el objetivo 

de crear oportunidades para que puedan establecer relaciones entre ellos;

b )  el contacto, creando situaciones donde los estudiantes puedan hablar libremente entre ellos, 

sin importar cuál sea la lengua que usen;

c )  la interdependencia, fomentando el trabajo cooperativo, donde la actuación de cada uno de los 

miembros puede afectar a la consecución de los objetivos comunes. El docente puede proponer 

actividades como proyectos, resolución de tareas en subgrupos, etc.;

d )  la competición, empleando, por ejemplo, juegos en los que compitan subgrupos. Se ha 

demostrado que la competición fomenta la cohesión grupal; y

e )  el reto, proponiendo tareas difíciles que deban resolver entre todos, dando la oportunidad a 

cada miembro de aportar lo que pueda, por poco que sea.

2.1.2 Normas grupales

  En un aula, como en todos los contextos sociales, deben existir unas normas de conducta. Las 

normas pueden venir impuestas por la institución educativa, por el profesor o ser propuestas por los 

estudiantes. Pero, hasta que una norma no es aprobada por el grupo, esta no se puede considerar 

una norma grupal. Es decir, para que una norma pase a formar parte del sistema de valores del 

grupo, esta debe ser expuesta de forma explícita y aceptada por todos. Por lo tanto, en la fase de 

formación del grupo, el profesor debe proponer de forma explícita algunas normas comunes, 

pidiendo la valoración de los estudiantes y aceptando sus opiniones y sugerencias. Entre todos se 

deberían decidir unas reglas de clase que afectarán no solo a la actitud, sino también al rendimiento 

escolar, al compromiso y al esfuerzo. 

  En el aula de L2, decidir las normas grupales puede resultar un factor definitivo para rebajar el 

filtro afectivo del estudiante, especialmente para los discentes de primer curso. Si los estudiantes 

tienen unas pautas claras de lo que pueden y no pueden hacer, de lo que se espera de ellos y de lo 

que ellos pueden esperar de sus compañeros y del profesor, la tensión y la ansiedad disminuyen 

notoriamente. Si saben que al cometer un error no solo no harán el ridículo, sino que probable-

mente recibirán la ayuda de sus compañeros, su deseo de participar en la clase aumentará. Definir 

las normas grupales se puede plantear como una actividad más en el aula, adecuando los contenidos 

al nivel de los estudiantes. En un nivel A1, por ejemplo, se puede pedir a los estudiantes que, de 

forma individual, escriban diez frases que comiencen por: «En mi clase ideal, mis compañeros... /el 

profesor... /yo...». Luego, en subgrupos, comentarán sus ideas y elegirán las diez mejores, que 

presentarán a toda la clase. Por último, se hará una puesta en común de toda la clase y, entre todos, 

se decidirá qué condiciones se aceptan como normas, cuáles se negocian y cuáles se rechazan. El 

profesor deberá hacer de moderador, sugiriendo alguna norma que considere importante o 
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haciendo ver la inconveniencia de otra.

  En un estudio de caso (Fernández, 2020), el autor pudo constatar los efectos positivos de tener 

unas normas grupales previamente acordadas y aceptadas. En dicho estudio, se observó que  a 

medida que el grupo iba evolucionando, era el propio grupo como ente el que se encargaba de que 

las normas se cumplieran, sancionando directa o indirectamente al miembro que las violaba. En 

otras palabras, el propio grupo hacía el trabajo de control del comportamiento y del rendimiento 

que normalmente los profesores hacemos: animar a estudiar, despertar al que duerme, pedir silen-

cio, etc. 

2.1.3 Objetivos grupales

  Según Hadfield: “Es fundamental para el éxito del trabajo de un grupo tener una dirección y un 

propósito común. Definir y acordar los objetivos es una de las tareas más difíciles que el grupo debe 

emprender” (134). En el contexto de la enseñanza de L2, es habitual que los objetivos vengan 

impuestos por el programa curricular. Sin embargo, en muchas ocasiones, los objetivos individuales 

de los estudiantes no coinciden con los establecidos por la institución, y estos objetivos individuales 

raramente concuerdan, ni siquiera, entre sí. Para algunos estudiantes, el objetivo es conseguir los 

créditos necesarios, otros quieren mejorar su nivel en la lengua meta para irse a estudiar al extran-

jero, otros quieren ser traductores, lingüistas o, simplemente, mejorar su capacidad comunicativa 

para ampliar su círculo de amistades. Sin olvidar el objetivo institucional, es importante que el 

grupo acuerde un objetivo común que tenga en cuenta los objetivos individuales.

  En el caso de una clase de conversación de nivel A1, por ejemplo, podría acordarse un objetivo 

comunicativo específico que todos deberán cumplir al finalizar el semestre, por ejemplo: ser capaz 

de mantener una conversación sobre un tema concreto durante cinco minutos. Este sencillo 

objetivo común tiene en cuenta la mayoría de los posibles objetivos individuales sin desatender el 

objetivo institucional.

  En el siguiente esquema (ver tabla 2), apuntamos los aspectos más significativos relacionados 

con los sentimientos y comportamientos que experimentan los estudiantes durante la fase de 

formación, así como las intervenciones recomendadas para el docente. 
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Tabla 2. Fase de formación en los grupos de clase

SENTIMIENTOS COMPORTAMIENTOS
INTERVENCIONES

DEL PROFESOR

- Tensión
- Sentimientos de ansiedad
- Falta de confianza
- Inquietud
- Interés
- Optimismo

- Poca o nula comunicación
- Formalismo
- Observar a los demás
-  Explorar los límites aceptables
- Evaluar al profesor como líder
- Buscar su lugar
- Autocontrol
- Verificar expectativas

1- Promover la aceptación
     +aceptación --> +cohesión --> 

+membresía
-　La proximidad
-　El contacto
-　La interdependencia
-　La competición
-　El reto

2- Normas grupales
3- Objetivos grupales

2.2 Fase de conflicto

  Durante la fase de formación, como acabamos de ver, los estudiantes se esfuerzan en mantener 

el orden y adaptarse al nuevo medio. Sin embargo, según se conforma el grupo, comienzan a surgir 

conflictos y desacuerdos más o menos explícitos. En este punto, los miembros ya aceptan la existen-

cia del grupo, pero se enfrentan a las limitaciones que este les impone. Los sentimientos con 

respecto al grupo como ente y a los compañeros son cambiantes, y lo mismo ocurre con respecto al 

profesor. Ya se comienzan a conocer entre ellos y se ha formado una cierta confianza que les 

permite expresar sus opiniones. Algunos quieren cambiar el rol que adoptaron en la primera etapa 

de formación del grupo, otros no aceptan los roles que tomaron sus compañeros. Los estudiantes 

siguen buscando su sitio dentro del grupo y ponen a prueba su grado de influencia, tanto con sus 

compañeros como con el profesor. En el estudio de caso mencionado anteriormente, Fernández 

observó que durante la fase de tormenta una fuerte rivalidad surgía entre los estudiantes, y esta 

rivalidad fue la causa de muchos de los conflictos que vivió el grupo, además de un factor impor-

tante de estrés para los estudiantes y, por ende, para el docente.

  Es en esta fase cuando algunos estudiantes se muestran disconformes con las normas 

comunes, con los objetivos y, especialmente, con el profesor como líder. Algunos expresan sus 

sentimientos de forma directa, otros incumplen deliberadamente las normas comunes. Aunque en 

la mayoría de los casos, los estudiantes muestran su disconformidad no cumpliendo con sus tareas, 

o incluso saboteando los esfuerzos del grupo.

  Los conflictos, sin embargo, no deben entenderse como algo negativo, puesto que ofrecen la 

oportunidad de renegociar los objetivos y las normas. Y en esta fase, las intervenciones del profesor 

deberán ir en ese sentido. En palabras de Dörnyei y Murphey (2003): “El elemento necesario en 

esta etapa no es el enfrentamiento, sino el intercambio de puntos de vista disidentes y de posibles 
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alternativas” (52). Durante esta etapa, el profesor debe identificar los conflictos y valorar cuáles se 

deben afrontar y cuáles atajar (ver tabla 3). En esta fase, el profesor es un mediador. Es un buen 

momento para, si así lo requiere el grupo, renegociar las normas grupales.  A medida que los 

conflictos se van resolviendo, surge entre los estudiantes una nueva conciencia sobre los objetivos y 

los valores compartidos, y se adopta un sistema finalizado de normas grupales, con el propósito de 

eliminar las tensiones y aumentar la productividad. Cuando esta etapa termina, se puede decir que 

el grupo ya está formado, y si el proceso ha sido positivo, se entra en la fase de normalización.

Tabla 3. Fase de conflicto en los grupos de clase

SENTIMIENTOS COMPORTAMIENTOS
INTERVENCIONES

DEL PROFESOR

- Incertidumbre
- Falta de confianza
-  Sentimientos cambiantes 
hacia el grupo  

-  Dudas con respecto al 
líder (profesor)

- Rebelión contra el líder
- Incumplimiento de normas
- Explorar los límites aceptables 
- Resistencia a la tarea
- Crear subgrupos
- Buscar su lugar
- Competencia 

1- Gestionar los conflictos
2- Identificar capacidades 
3- Negociar normas y objetivos

2.3 Fase de normalización

  Durante las fases de formación y conflicto, los estudiantes se van conociendo, buscan su lugar 

en el grupo y aprenden cuáles son los puntos fuertes y débiles de cada uno. En esta tercera etapa, si 

el proceso grupal transcurre de forma adecuada, los estudiantes comienzan a desarrollar relaciones 

más cercanas. Ya se conocen bien y se aceptan, y el grupo comienza a estar cohesionado. También 

aprenden a confiar en las capacidades de los compañeros, lo que permite una división de tareas más 

efectiva. Durante esta fase, comienza a aparecer un sentimiento de pertenencia y camaradería en el 

grupo. Los estudiantes se muestran optimistas y pierden el miedo a equivocarse. Es durante esta 

etapa cuando la curva de aprendizaje de la lengua meta comienza a despegar. Los estudiantes se 

muestran dispuestos a colaborar, se ayudan entre ellos, y el filtro afectivo es lo suficientemente bajo 

como para poder expresar sus opiniones y plantear dudas sin temor al error.

  El profesor, durante esta fase, debe adoptar un estilo más participativo (democrático), permi-

tiendo que los estudiantes comiencen a organizar por sí mismos su trabajo. También debe poner de 

relieve las capacidades individuales de cada estudiante, fomentando así la división de trabajo, tan 

necesaria para aumentar la productividad (ver tabla 4). Esta etapa de normalización termina cuando 

la estructura del grupo se solidifica y los estudiantes se hacen responsables de su trabajo y organi-

zación. A medida que esto ocurre, la energía emocional se va concentrando más en la resolución de 

las tareas y cada vez menos en las relaciones personales.
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Tabla 4. Fase de normalización en los grupos de clase

SENTIMIENTOS COMPORTAMIENTOS
INTERVENCIONES

DEL PROFESOR
- Positivismo
-  Aceptación del grupo y 
sus miembros

- Percepción de logro  
-  Sentimiento de pertenen-
cia al grupo

- Aceptación de las normas
- Evitación de conflictos
- Aceptación de los roles 
-  El grupo comienza a estar 
cohesionado

1-  Potenciar las capacidades 
individuales

2-  Adoptar un estilo más 
participativo

3- Aceptar sugerencias 
4-  Delegar las funciones de 

control a los estudiantes.

2.4 Fase de rendimiento

  Durante esta fase, el grupo está comprometido, cohesionado y activo. Esta es la fase más satis-

factoria y de mayor productividad, que se caracteriza por una disminución de la emotividad y un 

aumento de la cooperación y la orientación a la tarea. El grupo ha alcanzado la madurez, lo que le 

permite actuar como una unidad para alcanzar los objetivos deseados. Los estudiantes tienen un 

fuerte sentimiento de pertenencia grupal y confían en la capacidad del grupo para resolver tareas y 

conflictos.

  Durante esta etapa, el profesor debe saber pasar a un segundo plano, presentar las tareas y 

permanecer atento, pero dejando que los estudiantes se autorregulen y tomen el control sobre la 

tarea y el desempeño del grupo. Es el momento de valorar los éxitos y las capacidades, tanto 

grupales como individuales (ver tabla 5).

Tabla 5. Fase de rendimiento en los grupos de clase

SENTIMIENTOS COMPORTAMIENTOS
INTERVENCIONES

DEL PROFESOR

-  Satisfacción por los 
progresos

- Apego al grupo
- Interdependencia
- Confianza
-  Conocimiento y aceptación 
de los puntos fuertes y 
débiles del grupo

- Mayor rendimiento
-  Habilidad para resolver 
conflictos

- Cohesión 
-  Confianza en la capacidad del 
grupo para resolver tareas

1-  Potenciar las capacidades 
individuales

2-  Delegar las funciones de 
control a los estudiantes

3-  Reconocer los logros y 
celebrar los éxitos

4- Fomentar las sugerencias

  Por último, y no menos importante, aparece la etapa de disolución, que en el contexto educa-

tivo formal coincide con el fin del curso escolar. Es una fase de mucha carga emotiva, con 

sentimientos de pérdida, que requiere una atención especial por parte del docente. El rendimiento 

del grupo desciende de forma considerable con respecto a la fase anterior. Es tiempo de despedidas 
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y de procesar los sentimientos que estas producen. El profesor debe retomar el liderazgo y ayudar 

al grupo a hacer balance, ver qué objetivos se han cumplido y cuáles no, reflexionar acerca de lo 

aprendido, guiando a los estudiantes en la actitud que deben tener y cómo deben actuar para poder 

seguir aprendiendo.

  Como hemos visto, los grupos atraviesan diversas fases. Pero no solo es un proceso secuencial, 

sino también cíclico, es decir, los conflictos o problemas que afecten a un grupo concreto casi con 

toda seguridad volverán a surgir posteriormente, aunque en cada ocasión el conflicto se abordará 

en un plano más elevado y estará más próximo a ser resuelto.

3．El profesor como líder

  Aunque el éxito de un grupo social depende de muchos factores, la mayoría de los investi-

gadores están de acuerdo en que uno de los más determinantes es del líder del grupo. En contextos 

educativos, este papel lo suele representar el docente, que es el que tiene la autoridad. Según 

apunta Stevick, el estilo de liderazgo del profesor influirá significativamente en el desarrollo del 

grupo, en su rendimiento y en su capacidad para alcanzar sus objetivos.

  Hay muchas y muy variadas teorías sobre el liderazgo, algunas tan complejas que para aplicar-

las al contexto educativo requerirían que el docente tuviera un equipo personal de especialistas 

asesorándole en tiempo real a través de un pinganillo. La teoría del liderazgo situacional propuesta 

por Hersey y Blanchard, sin embargo, aplica unas escalas muy simples que nos pueden ayudar a 

saber qué estilo de liderazgo es el más adecuado, dependiendo de la fase de desarrollo que 

atraviesa el grupo. Para estos autores, hay dos aspectos que el líder (el profesor) debe controlar: las 

tareas y las relaciones personales. Estos dos aspectos determinan el tipo de liderazgo que se ejerce, 

dependiendo de dónde se sitúe el foco. En el primer aspecto, el profesor se centra en conseguir que 

el grupo haga las tareas encomendadas y cumpla con sus objetivos; y en el segundo, el docente se 

enfoca en crear un buen ambiente personal, un ambiente relajado y de confianza mutua que permita 

a los miembros del grupo desarrollar sus tareas con eficacia. Según esta propuesta, dependiendo de 

la fase de evolución que atraviese el grupo, el profesor debe enfocarse más o menos en uno de estos 

dos aspectos, lo que determinará el estilo de liderazgo (ver tabla 6).
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Tabla 6. Teoría del liderazgo situacional (Hersey y Blanchard, 1982)

FASE DE EVOLUCIÓN ENFOQUE ESTILO DE LIDERAZGO

1. Formación Tarea-alta/Relación-baja Directivo

2. Conflicto Tarea-alta/Relación-alta Vendedor

3. Normalización Tarea-baja/Relación-alta Participativo

4. Rendimiento Tarea-baja/Relación-baja Delegativo

  Otra ventaja de la teoría del liderazgo situacional es que se puede adaptar al modelo conceptual 

multidimensional de cohesión propuesto por Carron, Widmeyer y Brawley (1985). Estos autores 

distinguen dos categorías dentro de la cohesión: integración grupal y atracción individual hacia el 

grupo, y en cada una de estas categorías, señalan dos aspectos diferentes: resolución de tareas, y 

relaciones sociales. Los cuatro constructos resultantes permiten analizar el nivel de cohesión en un 

grupo y tiempo concreto.

  Según Hersey y Blanchard, durante la fase de formación el docente debe poner el foco en las 

tareas, que deben ir orientadas, como hemos visto en el apartado 2.1, a que los estudiantes se 

relacionen entre sí e intercambien toda la información personal posible. El estilo de liderazgo para 

esta fase será directivo, es decir: el profesor dará pautas claras y muy concretas sobre cómo deben 

realizar cada tarea y cómo organizar el trabajo, supervisando cada paso.

  Durante la fase de conflicto, cuando los estudiantes comienzan a aceptar la existencia del grupo 

y a buscar su lugar dentro de él, el profesor puede entablar una relación más abierta, relacionán-

dose de forma más horizontal, pero manteniendo aún un nivel de control alto sobre la tarea. En esta 

etapa, el estilo que debe adoptar el profesor es el de vendedor: debe convencer a los estudiantes de 

la relevancia de las tareas que propone, haciéndoles partícipes y responsables de su proceso de 

aprendizaje. También debe ser convincente sobre la necesidad de cumplir las normas grupales, o 

animar a renegociar algunas de ellas. Sin embargo, es posible que, ocasionalmente, el profesor deba 

volver a adoptar un estilo directico con el objetivo de atajar o resolver ciertos conflictos.

  En la fase de normalización, el grupo ya comienza a estar cohesionado y el profesor debe 

adoptar un estilo participativo, permitiendo que los estudiantes compartan sus ideas, resuelvan sus 

conflictos y tomen cierto control sobre las tareas, aceptando sus sugerencias.

  Cuando el grupo ya está totalmente formado, en la etapa de rendimiento, el estilo de liderazgo 

será delegativo, es decir, el profesor deberá confiar más en la capacidad organizativa y resolutiva de 

los estudiantes, dejando en sus manos la responsabilidad de su proceso de aprendizaje y facilitando 

la toma de decisiones sobre la elección y organización de las tareas.

  Sin embargo, tal y como señalábamos en el capítulo anterior, la formación de un grupo no es un 

proceso lineal. Frecuentemente los grupos sufren retrocesos y reaparecen conflictos que ya 

perecían resueltos. El profesor, como líder, debe saber evaluar la situación y adaptar su estilo de 
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liderazgo al momento concreto. Especialmente durante la fase de conflicto, es muy probable que 

deba recuperar en momentos puntuales el estilo directivo, con el fin de atajar ciertos conflictos y 

redirigir la atención de los estudiantes hacia los objetivos educativos.

4．Conclusiones

  Los múltiples factores que afectan al aprendizaje dentro de un contexto educativo formal hacen 

de este entorno un sistema complejo y en continuo cambio. Sin embargo, ni los factores pedagógi-

cos ni los personales pueden explicar por sí solos todos los eventos que ocurren en un aula. La 

teoría de la dinámica de grupos introduce aspectos de corte social que pueden aportar luz sobre 

algunos sucesos que hasta ahora nos parecían inexplicables.

  Un grupo de clase, entendido como grupo social, atraviesa diversas fases desde su formación 

hasta su disolución, y en cada fase los miembros experimentan diversas emociones que determinan 

su actitud hacia sus compañeros, hacia el grupo como ente, hacia el profesor y también hacia el 

aprendizaje. Desde esta perspectiva, la dinámica de grupos se revela como una disciplina muy útil y 

con muy variadas aplicaciones prácticas a la docencia. Especialmente, en el contexto de la 

enseñanza de L2, donde un ambiente de confianza y cooperación entre los estudiantes puede ser 

determinante para el éxito del aprendizaje. La aplicación de las técnicas propuestas en este artículo 

puede ayudar al docente no solo a comprender qué está ocurriendo realmente en el aula, sino que, 

además, le provee de algunas herramientas específicas que bien aplicadas permiten influir en los 

procesos que el grupo experimenta durante su evolución. De esta forma, el profesor podrá guiar a 

los estudiantes ayudándoles a superar los conflictos que surjan, fomentando la cohesión grupal, lo 

cual repercutirá en una actitud más cooperativa en el aula y formará estudiantes más dispuestos a 

tomar el control sobre su propio aprendizaje.

  Este trabajo, de evidente enfoque descriptivo, debe completarse con estudios empíricos para 

poder determinar en qué aspectos concretos y de qué forma los procesos grupales afectan al apren-

dizaje de L2. Con este fin, el autor actualmente investiga la relación que se establece entre la 

cohesión grupal (variable independiente) y el nivel de aprendizaje alcanzado por los estudiantes 

(variable dependiente), confiando en poder arrojar en publicaciones posteriores algo de luz sobre 

este complejo pero apasionante campo de investigación.
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複言語・複文化活動を通した共同体での発展的学び
― 連携型アクションリサーチの試み ―
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 〈Summary〉
  Based on the perspectives of plurilingualism and pluriculturalism, this paper provides an 

overview of multiple attempts of community collaboration designed both in and outside the 

curriculum for university students studying foreign languages and related topics. In a commu-

nity-based participatory research （CBPR） approach, it also intends to assess the impacts of 

these programs on the students in addition to their language acquisition and disciplinary 

knowledge focusing on such elements as developing their autonomy, collaborative growth, 

citizenship, and international professionalism.

  The paper consists of the following five project reports: 1） a multicultural and multilingual 

picture book reading project at the library（Nakayama and Yoshida）; 2） community engagement 

activities as part of university curriculum in collaboration with the local community（Kawakami 

and Kajikawa）; 3） science communication at a liberal arts university（Hatada）; 4） community 

engagement activities as part of field museum initiatives（Minami and Kajikawa） 5） language 

study tours in collaboration with university students, international students, and high schools

（Shimamura and Minami）; and 6） an elementary school English volunteer project（Yoshida）
（see Table 1）. With an overview of each program, the learning effects of the program and its 

impact on the community are examined and their challenges and implications are discussed for 

future studies.

  Instead of sticking with the conventional style of foreign language education from a 

monolingual perspective, the implementation of comprehensive field-based plurilingual activi-

ties were found to be meaningful not only for university students, but also for the local commu-

nity, which is becoming increasingly multilingual and multicultural.
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はじめに

社会経済のグローバル化が加速し，日本は本格的な多文化共生社会の時代を迎えた。異なる価

値観や習慣を持つ人々と協力し，よりよい社会を築くことができる人材の育成が日本社会の喫緊

の課題であり，高等教育にも求められている。均一的な集団による学びを前提とした従来のよう

な知識伝達型の授業や教育機関での実習では，このような能力をもつ人材育成は望めず，異文化

や外国語学習への興味がある外国語系・国際系学部の学生であっても，多様な言語文化的背景を

持つ人とつながる環境を主体的に探すことは容易ではない。多様な背景を持つ人々と交流し協働

することで，異文化や多様性についての理解を深め，体験を振り返ることで，新たな課題を見つ

ける過程が成長の糧となる。そのような場を大学が提供することに意義がある。

そこで本稿では，外国語系・国際系学部の学生が参加した，地域との連携による協働活動から，

語学能力の向上や専門知の修得のみならず，自律性，協働的成長，市民性や国際的専門性の育成

を目指した様々なタイプの教育プログラムの概要とその教育効果について報告する。実施したプ

ロジェクトは以下の通りである（表 1参照）： 1）図書館での多文化・多言語絵本読み聞かせプ

ロジェクト（中山，吉田）； 2）地域との連携による正課教育としてのコミュニティ・エンゲー

ジメント活動（河上，梶川）； 3）博物館活動を通したコミュニティ・エンゲージメント活動

（南・梶川）； 4）文系大学におけるサイエンス・コミュニケーション（畑田）； 5）大学生・留

学生・高校との連携による語学スタディツアー（島村，南）； 6）小学校英語ボランティアプロ

ジェクト（吉田）。

表 1：共同体との連携型プロジェクト

プ
ロ
グ
ラ
ム
名

多文化・多言語
絵本読み聞かせ
プロジェクト

コミュニティ・
エンゲージメン
ト活動

文系大学におけ
るサイエンス・
コミュニケーショ
ン

大学生・留学生・
高校との連携に
よる語学スタ
ディツアー

小学校英語ボラ
ンティア

プ
ロ
グ
ラ
ム
タ
イ
プ

体験型プロジェ
クト（正課外）

地域調査・貢献
活動（正課）

児童館でのプロ
ジェクト実施
（正課）

宿泊を伴う交流
および発表活動
（正課外）

学習支援体験
（正課外）

実
施
場
所
と
期
間

単発の活動・近
隣の図書館

①地域に泊まり
込みで 5週間
②現地月 1回 3
～5 日を 5回実
施

単発の活動・近
隣の児童館

①単発の活動・
地域の活動拠点
② 2泊 3日

月に一回の定期
的な活動と，単
発の活動：近隣
の小学校
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対
象
学
生

専攻する言語が
異なる学生（英
語・中国語・フラ
ンス語・ポルトガ
ル語・イタリア
語・ドイツ語）

観光学科の 2 年
次生

サイエンスコ
ミュニケーショ
ンを受講する 3，
4年生

中国語を専攻す
る日本人大学
生・高校生，日
本語を専攻する
中国人留学生

主に教職課程の
学生

連
携
機
関

近隣の図書館 地域コミュニ
ティ，役場，企
業，観光公社，
ＮＰＯ，大学など

Y児童館 福井県越前町熊
谷の地域住民交
流センターおよ
びその周辺

京都市，高槻市
内の小学校

目
標
と
概
要

言語・文化の壁
を越えた協働活
動を通して，多
文化共生社会の
あり方について
考え，次世代に
伝えたいことを
模索してもらう。

一定期間，地域
社会での暮らし
やその地に根ざ
した活動を通し
て問題を発見し，
その解決に貢献
できる人材育成
を目指す。

反応が分かりや
すい子どもを対
象に，紙飛行機
を題材としたプ
ロジェクトを実
施。科学的バッ
クグラウンドの
代わりにコミュ
ニケーション能
力を持つ外大生
が，サイエンス
コミュニケー
ターとしての経
験を積む。

高大連携による
交流・発表活動
と地域貢献作業。
外国語でのコ
ミュニケーショ
ン能力の向上と
異文化理解力・
社会人基礎力の
育成を目標とす
る。

小学校での外国
語活動を実施。
教職に就く学生
の指導力向上と
児童の英語への
動機づけと国際
理解を目指す。

評
価
方
法

学生へのインタ
ビュー，来訪者
へのアンケート

参与観察および
実習中の面談，
学生へのアン
ケート，学生が
書いた毎日の活
動 記 録，LINE
でのやりとりの
記録，地域住民
へのポスター発
表・口頭発表

学生アンケート，
児童へのアン
ケート

参加学生へのア
ンケート，連携
機関協力者への
インタビュー

学生へのインタ
ビューと学生ア
ンケート，児童
へのアンケート

1．背景

1.1 複言語主義，複文化主義の視点からの外国語大学が目指す教育とは

これからの時代に必要とされる外国語能力とは，実社会において，課題を自ら探り，解決に向

けて，異なるバックグラウンドを持つ組織や個人と連携し，言語・文化の壁を越えた協働活動を

展開したり，境界線を乗り越えたりするために，単一言語文化を規範とする教育を超えて，複言
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語を組み合わせて学びあう能力である。社会や個人のニーズに合わせて，複数の言語やその背景

にある文化的知識を運用するというこの行動主義的な考え方は，言語を学ぶ目的と手段を明確に

しようとするヨーロッパ言語共通参照枠（CEFR：Common European Framework of References 

for Language）の理論的な柱である複言語主義の考え方である。

しかし，こうした学びを提供するためには，教室内での外国語学習だけではもはや十分でなく，

外国語を学ぶ学生とそのニーズをもつ地域社会を有機的に結び付け，相互作用的にインパクトを

与えあい成長することができる共同体が必要かもしれない。地域社会と教室を結び付けることで，

学生同士の協働，または地域との協働による学びが学生の成長及びさらなる外国語学習への動機

付けに寄与すると考えられる。そこで外国語系および国際系学部の学生が，複言語主義，複文化

主義の視点から，複言語をベースとした学外機関との連携による協働活動を経験する機会を設け

る教育的意義は大きいと考える。

1.2 プロジェクトの枠組み：参加型アクションリサーチの可能性

異文化間の接触を参加者及び社会にとって意義ある学びとするためには，参加学生側の成長だ

けではなく，受け入れる側である地域コミュニティやその他連携組織や関係者も含めた双方の互

恵性を追求する必要がある。異なるコミュニティ間を繋ぐ人材に育成すべく，学生が様々な関連

機関と連携し，また個人資源を活用し，課題解決のために自ら地域コミュニティに働きかけると

いう体験を，自らの学びとしてだけでなく，地域コミュニティに還元できる知見を可視化するこ

とも重要である。そのために，コミュニティを基盤とした参加型アクションリサーチ CBPR

（Community-based participatory research）をプロジェクトの枠組みとして用いる。CBPRはそ

もそも欧米の人種問題を背景とした地域の格差問題の是正やマイノリティのエンパワメントと

いったアプローチとして概念化されたもので，日本でも地域での福祉や看護，保健活動といった

分野で活発に行われている（武田 2015–a，b）。参加型評価も含めたリサーチのすべてのプロセ

スにおいて，コミュニティの人達にも参加してもらい，共同体のメンバーと大学側の間の対等な

協働によって生み出された知見をコミュニティのウエルビーイングの向上や問題・状況改善のた

めに活用することを目指す。このアプローチを応用することによって教育プロジェクトと地域コ

ミュニティプロジェクトのフィールドを架橋することができることが期待される（図 1参照）。
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図 1：参加型アクションリサーチにおける共同体の連携イメージ

1.3 研究課題と分析方法

本稿では，大学と地域コミュニティ，またはその関連機関との連携による協働体験プロジェク

トにおいて展開される協同学習及び，プロジェクト型学習について，以下の 3つの視点から有効

性を考察する：①外国語専攻の学生が専攻語を用いて行う協働プロジェクトの可能性②国際系学

部の正課プロジェクトとして行う地域貢献活動の課題と有効性③教養科目としてのプロジェクト

型の学びの可能性と有効性。

① 外国語専攻の学生が専攻語を用いて行う協働プロジェクトの可能性と学びの可視化について

は，「図書館での多文化・多言語絵本読み聞かせプロジェクト」（2.1節）や「大学生・留学

生・高校との連携による語学スタディツアー（島村，南）」（2.5節）において，専攻する外

国語を用いて社会につながることが，専攻する言語の学習にどのような効果をもたらせるの

かということに注目する。また，「小学校英語ボランティアプロジェクト」（2.6節）では，

専攻語への学習意欲だけでなく学生のキャリア形成への影響についても考察する。

② 国際系学部の正課プロジェクトとして行う地域貢献活動の課題と可能性については，「地域

との連携による正課教育としてのコミュニティ・エンゲージメント活動」（2.2節）と「博物

館活動を通したコミュニティ・エンゲージメント活動：越前フィールドミュージアム（2.3

節）」で展開された活動を通して正課としてカリキュラム化する上での有効性と課題を考察

していく。

③ 教養科目としてのプロジェクト型の学びの可能性と有効性については「文系大学におけるサ

イエンス・コミュニケーション」（2.4.節）において展開された活動が外国語専攻の学生に

とってどのような学びを提供するかを考察し，また今後の教養教育の可能性を検討する。

またそれぞれのプログラムカテゴリーの中での，活動に関する理念，プログラム作り，学習内

容，共同体との関係，成果や評価の在り方についても考察したい。プログラム作りについては，

正課，正課外のそれぞれにおいて，プログラムデザイン（事前指導及び準備事後指導含め）や運

営に関する課題，学内体制づくりへの示唆を得たい。学習内容については，実践経験がもたらす

学びを質的及び定量的なデータ分析の両方から考察していく。特に外国語学習との関係や授業内
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容とどのように実践が結び付けられるのか示唆が得られるであろう。また，共同体との関係とい

う点で，受け入れ先との関係構築（共同体づくり）における課題やフィールドワークの実施上の

課題から学外体制及びそれを支える学内体制への示唆を得たい。最後に活動の成果の共有や評価

として，成果物の作成や共有といった学習者にとっての学習成果の可視化と，変化，成長，変容

プロセスといった学習者への教育効果の評価方法の是非についても検討していく。前者に関して

は，成果発表や，冊子又はホームページ作成など成果物の作成などの方法論を，後者に関しては，

学びの成果を評価するための評価尺度（各自ルーブリック，振り返り，共通アンケート）を用い

るとともに，共同体への影響（変化，影響，課題）を考察する方法論も検討する。

1.4 実践の評価のためのデータ収集方法と指標作成の試行

本稿は，各実践内容の報告と，今後の活動の展開方法を考察するための示唆を得るという予備

調査的段階の報告であるため，実践による教育効果及び共同体に与える効果を質的及び量的な

データ収集を用いて，探索的に分析を行う。量的なデータ分析としては，活動前と活動後での学

生の変容を考察するために尺度を開発し，コミュニティ・エンゲージメント活動，サイエンス・

コミュニケーションに関しては定量的な調査も行った。また，学びの効果における質的な側面に

も注目した。執筆者による観察に加え，記述式アンケート（大学生・留学生・高校との連携によ

る語学スタディツアー）や面接法（多文化・多言語絵本読み聞かせプロジェクト，小学校英語ボ

ランティア，コミュニティ・エンゲージメント活動）などによってデータを収集した。また，学

習記録としての映像や日誌など体験を通じた学びを可視化し，振り返るための記録なども考察の

対象にした。

本研究の 5つの実践研究は，千差万別の取組であるが，学生に身につけさせようとする資質の

観点から見れば共通性がある。そこで多様な活動の成果を評価するための客観的指標作成のため

の基礎資料の収集を目標として質問紙を作成した。そのため活動参加によって学生に生じると推

測される要素を測定するための項目を設定した。具体的には，①行動の特性（1～4），②情緒面

の特性（5～9），③自己認知（10～15），④参加への動機づけ（16～26），⑤思考方略（27～39），

⑥多様性の理解（40～48），⑦自己効力感（49～60）である。これら項目で活動参加の事前と事

後に調査を行い，その変化の有無と方向性を知ることとした。項目作成にあたっては，梅本他

（2016）の感情的・行動的エンゲージメント尺度，中西（2004）の自己効力感尺度，沼田

（2010）の多様な価値観尺度の項目を抜粋し採用している。以上の趣旨で作成した質問紙を巻末

に示した。

なお質問紙は試行版であるため，これをベースにして，取組担当者が，利用の際，不必要と考

える項目の削除，必要項目の追加，設問の改変を広く認めた。そのため本報告では，すべての研

究を合算した分析は行わず，一定の調査対象が確保できた研究に関して分析結果を記載した。
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2．事例

2.1 図書館での多文化・多言語絵本読み聞かせプロジェクト（中山，吉田）

2.1.1 目的と概要

本プロジェクトは，多様な言語を専攻する学生が地域の子どもを対象とした多文化・多言語の

紹介イベントを実施したボランティア活動である（2020年 1月京都市立中央図書館で実施）。子

どもたちに世界の多様性や日本の多様性を知ってもらうことに加え，企画・実施する大学生自身

に，地域の図書館と連携・協働を通して，自分たちが次世代に伝えたいことを模索してもらい，

現在と未来の多文化共生社会のあり方について考えるきっかけを与えることを目的としている。

日本各地での図書館や保育施設・小学校などでの多文化・多言語絵本読み聞かせの実践例に着

想を得て 1），企画書を作成，京都市の図書館に連絡を取り，2019年 8月図書館での打ち合わせを

経て，京都市中央図書館でイベントを実施させてもらうこととなった。学生のグループ作りのた

めのチラシを作成・配布し，2019年秋学期開始から，中山，吉田，そして科研の共同研究グ

ループメンバーである島村が学生に呼びかけた。集まったメンバー9名は，後述の表 2にあるよ

うに学科，学年とも多様性を持ったグループとなった。具体的なイベント内容の打ち合わせは，

平日の昼休みに合計 12回（10月～1月）行った。学生同士は LINEでつながり，出席できない

時も LINE上で意見を出したり，細かい打ち合わせを行ったりしていた。小学校英語ボランティ

ア経験者（後述 5）小学校英語ボランティアプロジェクト参照）が積極的にリーダーシップを取

り，進行台本や配布用のしおりの作成なども学生が行った。

当日のイベントは以下のプログラムで行った。会場準備と司会進行もすべて学生が行った。

日時：2020年 1月 19日　会場 :京都市中央図書館 1階　児童図書室

1．未就学児向けの回（約 30分）

・絵本読み聞かせ（日本語のみ，または日本語と外国語）

・ふりつき歌（英語と仏語）

・歌「Happy Birthday」（言語：英語，独語，仏語，伊語，中国語，ポルトガル語）

2．小学生向けの回（約 50分）

・絵本読み聞かせ（日本語。各国の年末とお正月の過ごし方について）

・歌「Let It Go」の多言語バージョンの紹介

・各国のクリスマスとお正月の紹介とクイズ

・絵本読み聞かせ（英語，独語，仏語，伊語，中国語，ポルトガル語）

・ じゃんけん大会（独語，仏語，中国語，ポルトガル語）参加者には外国の硬貨をプレ

ゼント）

2.1.2 調査と結果

本実践が共同体（地域や図書館），及び学生の学びに与えた影響を考察するために，データ収

123複言語・複文化活動を通した共同体での発展的学び



集を行った。共同体に与えた影響については，イベント参加者に筆記アンケートを行った。図書

館側からはコメントをいただいた。学生の学びに与えた影響については参加者全員に半構造化面

接を事後に行った。

2.1.2.1 共同体に与えた影響

当日は約 34名の来場者（子ども 20名，大人 14名）があり，イベント終了後も子どもが学生

に質問したり，社会人の来場者が「毎月行ってほしい」とリクエストされるなど，非常に好意的

な反応が得られた。終了後の図書館職員の方を交えての反省会では，「（留学生とのイベントの時

より身近に感じて）子どもが学生に積極的に話しかけていた」というコメントもいただいた。ま

た想定していた年齢層の参加児童と実際参加した児童の年齢層が異なったことから，今後の地域

への働きかけの方法を再考する必要があることが指摘された。

アンケートは選択型の設問が 2項目（イベントへの満足度と次回以降の参加の意向）と自由記

述が 2項目（今後参加を希望する理由と，今後の活動への提案）であった。回答は 14組の家族

であった。イベントへの満足度に関しては満足又は大変満足が 14回答中 13回答あった。次回の

イベントへの参加については 14回答全て希望を示していた。その理由として，ジャンケンや体

を動かす活動を取り入れ，子どもが興味を持つような楽しく，日本語＋多言語で読んで分かりや

すい工夫で絵本に触れる機会を与えていたことや，学生が一生懸命子供たちと交わっている姿に

好感をもってもらえたようである。また以下のような多文化，多言語の理解という点におけるコ

メントが多くみられた：世界に言語や国を，絵本や歌や身近な例で分かりやすく説明したこと，

自国以外の文化や言語の美しさ，楽しさに触れることができ興味の幅が広がった：外国語が美し

く響いた，外国のコインから国を想像できた。

2.1.2.2 インタビュー結果から：参加学生の学びについて

9名の協力者に対して，活動終了時に半構造化面接を実施した。本調査の対象者は，本プロ

ジェクトに参加したメンバー9名である（表 2参照）。面接は一人あたり 30分程度であった。事

前に対象者の許可を取った上で会話は全て録音された。以下のインタビューガイドラインを用い

て準備及び当日について質問したが，そこから発展した補足的質問も行った：参加動機，やり終

えた感想，どのような学びになったか，改善点（準備，当日），教員のかかわり方，難しかった

こと，意外だったこと，よかったこと，大事にしたこと，他学科他学年と混じって気づいたこと，

活動を良くするための提案，多文化理解・多文化共生についての興味や経験。

2.1.3 結果分析と示唆～専攻語を使う活動への興味と多文化共生への体験的理解～

今回参加した学生の特徴として，スピーチコンテストや，通訳，ボランティアなど専攻語を用

いる活動に積極的に参加していることや，教職や図書館司書など，教育や図書に携わる活動を進

路の一つとして選び履修していることや，子供好きな学生が多いことが挙げられる。さらに，参
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加動機として複数言語・複文化を背景に持つ子供たちへの支援の重要性について，学習経験や交

流経験から高い意識を持っていることも示されている。またほぼ全員が専攻語の異なる学生同士

の交流から得られる多言語面または文化面の知識を得たことを報告している。それに加えて人前

で話すスキルや未就学児への接し方について自信を持てたことも多く報告された。

学びについてのコメントで特徴的だったのはほぼ全参加者が，これまで「学ぶ」対象であった

専攻語が，この活動では学んだ知識を生かして「教える」または「他者に発信する」対象となっ

たことを意識しており，それによって得られる達成感を報告していたことである。さらに多言語

多文化の活動ができることが外大ならではの学びであると指摘したり，仲間の優れた実践力や

リーダーシップから受ける刺激に加え，参加した子供や保護者の反応も大きな励ましになってい

ることが全員から報告された。

この活動が子供たちに多言語や多文化を身近に感じてもらう機会になっていることや，地域の

誰もが利用する図書館が活性化することなどを報告した学生が多く，この活動が参加した学生だ

けでなく，共同体のメンバーである，　地域や参加者への効果を与える可能性への気づきを促し

たことも注目すべきであろう。学生たちは準備期間中，外部の施設を利用して情報収集を集めた

り，著作権の関係で使用できなくなった素材の使用方法を検討するなど様々な局面で自ら工夫を

重ねてもいた。外国語学習の動機は，多くの場合，個人的興味や留学，就職など自分自身のため

であるが，学びが「自分のため」だけでなく「誰かのため」になった時，行動する大きな力を与

えることを示唆している。

表 2：参加学生のプロフィール

協力者 専攻 学年 参加動機やその他の活動
A 英語 4年生 小学校ボランティア，英会話スクールに就職

B 英語 4年生
小学校英語ボランティア，絵本に興味，教職免許取
得，児童英語インストラクター

C 英語 4年生
小学校英語ボランティア，卒論テーマが多文化を背
景に持つ子供の支援・絵本で言葉の壁を超えるとい
うテーマに共感，子供好き

D フランス語 4年生
図書館司書課程で図書館での読み聞かせに興味，フ
ランス語暗誦大会

E イタリア語 4年生
教員免許取得，フリーガイド，英語でなくイタリア
語を使う場，イタリアとの交流，小学校に就職

F ドイツ語 4年生
小学校英語ボランティア，小学校教員免許，子供好
き，ドイツ語のヘルプを頼まれた

G ポルトガル語 修士課程 1年
中学校教員免許，ブラジル人生徒との交流，ブラジ
ル人学校でボランティア，専攻語を教える機会，多
言語，子供に興味あり

H 中国語 2年生 中国語研究会，中国語弁論大会，ボランティアに興味
I 中国語 2年生 中国語研究会，中国語弁論大会
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2.2  地域との連携による正課教育としてのコミュニティ・エンゲージメント（Community 

Engagement）活動（河上・梶川）

2.2.1 目標と概要

京都外国語大学（以下，京都外大）では，2018年創設の国際貢献学部の必修コア科目の中核

に，Community Engagement（通称 CE）という地域社会での社会活動参加を伴う実践型科目を

置いている。本事例では，2019年度に初めて行われた当該学部グローバル観光学科の国内 CE

プログラムのひとつである京丹後 CEPを取り上げ，正課教育として行われた複言語・複文化活

動を通した共同体での学びについて報告する。学生への事前事後アンケートの定量的分析は梶川

が，その他の記述は河上が事前授業，実習，現地および学内報告会での参与観察，学生が書いた

毎日の活動記録，LINEでのやりとりの記録に基づいて行った。

まず事例内容に入る前に，学科カリキュラムに位置づけられた CE関連科目について説明する。

文科省申請書類によると，京都外大の目指す Community Engagementとは，「国内外の多様な地

域社会・社会的活動への参加を通じて，政治的・文化的境界を超えた人間のグローバルな結合の

在り方を学ぶ実践的学習」である。学問的な専門知をツールとして，自ら主体的に現地社会の

問題を発見し，その解決に積極的に関与することによって，具体的な経験知を獲得することを

目指す 2）。

「Community Engagement Workshop」という 2単位の事前授業が 1年次生および 2年次生の

春学期に設定されており，CEの実習 6単位分（以下，CEP）はその後，基本 5週間かけて，2

年次生の夏休み，秋学期あるいは春休みのいずれかに行われる。プログラム内容は，受け入れ地

域の提案に基づいて，現地の調整機関や学科担当教員が大学の CEセンターと連携しながら，そ

れぞれの地域資源を活用した具体的なプランを作成している。評価方法については，実習の参

加・修了を前提としたうえで，成果報告会での発表（個人あるいはグループ），レポート提出，

日ごとあるいは週ごとの活動報告提出をこなすことが単位習得の条件となる。

2.2.2 グローバル観光学科における 2019年度の実施概要

初回にあたる 2019年度のグローバル観光学科 CEPについては，海外 4か所（マレーシア，

オーストラリア，グアム，ベトナム）と国内 5か所（京都市内，福井県越前町，兵庫県城崎温泉，

長野県渋・湯田中温泉，京都府京丹後市）で実施された。行き先によってその内容は異なるが，

国内プログラムの場合は基本的には， 1）地域での研修， 2）視察および体験企画への参加，そ

して 3）自主的調査活動という 3つの柱から成り立っていた。 1）地域での実習や研修は，旅

館やホテル，観光関連会社での就業体験のほか語学研修，農業実習など多岐にわたる。単なるイ

ンターンシップの次元にとどまらず，国連の持続可能な開発目標 SDGsの観点から就業体験のな

かから産業的課題を発見し，業界関係者へ聞き取りを行ったり，企画を提案したり，積極的に自

ら働きかける要素が強調されていた点が特徴的である。 2）視察および体験企画への参加は，現

地での観光やレクリエーション活動，また地域の人びととの交流活動などを意味する。最後の
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3）自主的調査活動については， 1）と 2）の活動を通して地域と関わるなかで発見した問い

をもとに調査し，その結果についての考察とレポート執筆，そして発表の機会を意味する。時期

によって 3回に渡り，学科単位で行われた学内報告会では，現地での自身の経験を単に報告する

のみならず，研修先の企業の組織やシステム的課題に触れる報告や，伝統産業の継承や就労人口

の高齢化，ジェンダーといった地域的でありながら普遍的な視野をもった発表も目立った。さら

に，CEP制度そのものの持続可能性について問うものもあった。

2.2.3 京丹後の CEP事例の結果とその示唆

グローバル観光学科の CEPのひとつである京丹後における実習は，2019年 8月 4日（日）～

8月 30日（金）に京丹後市観光協会が地域コミュニティとの橋渡し役となって実施された。参

加者は全員 2年次生の女子 12名，男子 3名の計 15名である。指導は教養教育所属の教員 1名と

グローバル観光学科所属の筆者とで連携して行った。実習前半は夕日ヶ浦地区を拠点とし，後半

は琴引浜地区にて宿泊および活動を行った。特に前半の夕日ヶ浦地区での実習期間は，地区の宿

泊施設の夏季繁忙期に相当し，海水浴を目的に京丹後を訪れる国内観光客への対応に追われる地

区内の旅館，民宿 4か所にて，学生たちは就業研修を行った。また，研修以外の活動として，学

生たちは地域施設の観光視察や SUP体験，郷土料理のばらずし作り体験といった体験企画にも

参加した。自主調査については，事前の情報収集と各自の関心にもとづいて春学期のうちに，ス

ポーツ・ツーリズム，起業・移住，ホスピタリティ，ペット・ツーリズムという 4つの調査テー

マに絞って班分けを行った。実習時も，調査日や研修や活動が休みの日に，班ごとに調査活動を

進めていった。

2.2.3.1 示唆 1）定性的分析から見た京丹後 CEPが学生の学びに与えた影響

グローバル観光学科のカリキュラムは，言語習得とその背景となる地域や文化理解に重きが置

かれる外国語学部とは異なり，観光学の多角的な修得を目指すものである。しかしながら，実習

期間中は通常の研修業務以外にも，外大生として，案内板の日本語表示を英語に訳す仕事を任さ

れるなど，京都市や天の橋立で知られる宮津市に比べると外国からの観光客が少ない京丹後で

も 3），外大生として外国語運用能力を期待される場面があった。

さらに，メールや LINEで送られてくる活動報告や自習期間内に 2度行なった個人面談からは，

大学が位置する同じ京都府内でも，実習中の生活が，日ごろ学生たちが慣れ親しんでいるカフェ

やファーストフード，公共交通システムから縁遠いものであったこと，またそうした環境下で 1

か月という期間，集団生活を行うなかで生まれる内面的葛藤や人間関係の亀裂に対して，驚きや

とまどいを表現する声が聞かれた。また，学生たちが実習前の事前授業で調べたことと，実際に

現場で見聞きする状況にギャップを認識し，調査計画を変更せねばならない場面も 4つの班すべ

てで見受けられた。つまり，学生たちにとっては，想定内の日常生活から離れた京丹後での暮ら

しそのものが異文化体験として作用していたとも解釈しうる。さらに，興味深いのはこの異文化
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体験やカルチャーショックがネガティブな意味合いに留まらず，ポジティブにも捉えられていた

ことである。たとえば，実習 8日目に当たる 8月 11日の報告書で，女子学生 Aは下記のように

記した。

従業員の方たちもお互いに距離感が近く仕事のコミュニケーションが円滑であり，これがお

客様への「おもてなし」につながっているのかなと感じた。これが身近に感じることができ

ることは嬉しいことだ。この CEの活動を通して良かったことは，ホスピタリティの根本の

精神的なもの？を感じることができまた学ぶことができ，自分自身が観光を学び関わること

ができていることに嬉しさを感じる。今回の CEの活動とは関係のない話かもしれないが，

観光を学んでいることは将来の自分に直接どのような関係があるのか不安であった。しかし，

ホスピタリティを直接感じることができた今回の CEでは異文化理解や異文化交流は難しい

ものではないと，身近にありみじかに近く異文化をかんじることができるものなのだとわ

かった。（原文ママ）

学生たちは当初の教員側の予想以上に，地域の方々と関係性を意欲的に構築し，自分たちの調

査活動への協力者を見つけて調査活動を進めたり，生活面でも差し入れをもらったり買い出しに

車で連れていってもらったりしながら現地の生活に適応し自分たちのミッションを完遂しようと

する姿勢が伺えた。地域との関係性という点では，実習後においても，京丹後を自ら訪れたり地

域の人びとと SNSで繋がったりしている学生が複数いることからも一過性ではない関係性が構

築された片鱗も伺えた。

2.2.3.2 示唆 2）定量的分析から見た京丹後 CEPが学生の学びに与えた影響

本取組の前（以下，事前）と，取組終了後（以下，事後）に，質問紙調査を行った。調査項目

については，本稿の取組すべてに対して共通項目として設定された全 60調査項目（付録「教育

実践における大学生の学びに関するアンケート」参照）のうち，問 20，問 24，問 29を，本取組

に適合するように改変して実施した。そして，この事前・事後の変化について項目ごとに t検定

を行った。結果，ケース数の少なさのため，5％水準の有意差を示す項目は見られなかった。

ただ危険率の範囲 10％台以下でみると以下の項目に平均値の差がみられた。「5．授業を受け

ている時，気分が良い」「6．授業で勉強している時，興味を感じる」「18．いろいろな面からも

のごとが考えられるようになった」「19．コミュニティで活動することで，言葉に対する知識や

技能が深まるから」「39．建設的な提案をすることができる」「51．目的を設定し確実に行動する

力がある」「59．自分と周囲の人々や物事との関係性を理解する力がある」である。

以上，本事例では，正課教育として行われた複言語・複文化活動を通した共同体での学びとし

て，京都外大のコミュニティ・エンゲージメント活動を取り上げ，その内容と学生の学びへの影

響について，京丹後での活動事例を通して概観した。少ないサンプルゆえに定量的な観点から評
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価の判断を下すことは難しい結果に終わったが，少なくとも提出物や学生とのコミュニケーショ

ン履歴といった定質的なデータから見る限りにおいては，学生の能動的な学びや成長に一定の効

果をもたらしたといえるのではないか。こうした実践活動を経た学生の経年変化を追う調査や，

今回扱えなかった共同体へのインパクトに関する調査は今後の課題としたい。

2.3  博物館活動を通したコミュニティ・エンゲージメント活動：プロジェクト名：越前フィー

ルドミュージアム活動（南・梶川）

2.3.1 目標と概要：（南）

2.3.1.1 はじめに

京都外大では 1988年に学芸員資格課程講座を開設した。そして，1990年に第 1期生を送り出

して以来，30年にわたる活動を通して 1000人を越える資格修了生を送り出している。

2012年からは，国際文化資料館の外部連携活動として，とくに地域社会における博物館の役

割について実践的研究を開始し，学芸員資格課程の履修生に参加の機会を設けた。たとえば，中

米ニカラグアにおける考古学と博物館を仲介者とする実践的地域研究，京のまちなかまちづくり

活動との連携，そして今回の共同研究でとりあげた越前熊谷地区におけるフィールドミュージア

ム活動がある。

昨年，京都で ICOM（国際博物館会議）世界大会が行われ，「文化をつなぐミュージアム―伝

統を未来へ―」をテーマに地域社会の課題解決に向けて大学博物館の役割が世界的にも求められ

ていることが明らかになった。京都外国語大学では国際文化資料館が所属する UMAC（大学博

物館とコレクション委員会）のオフサイトミーテイングを開催し，資料館から越前フィールド

ミュージアム活動を報告し，博物館の地域連携活動とそれにかかわる学生教育のありかたに評価

を受けた。

このように国際文化資料館は学芸員資格課程と連携し，地域社会の課題解決に向けた「コミュ

ニティ・エンゲージメント活動」を実施してきた。これに加えて 2018年に新しく創設された国

際貢献学部の必修コア科目の中核に，Community Engagement（以降，CE）という地域社会で

の課題解決に取り組む実践型科目を置いた。そして，その科目の一つとして，グローバル観光学

科の学生を越前フィールドミュージアム活動（以降，CEP越前）として受け入れることになった。

2.3.1.2 研究の背景

CEP越前活動の中心となる福井県越前町熊谷「地域住民交流センター　くまカフェ」は，国

際文化資料館が外部連携活動の一つとして，2013年度から熊谷地区およびその周辺の地域活性

化活動の拠点として整備してきた古民家である。ここをベースとして，学芸員資格課程の履修生

を中心に継続的な活動を実施している。これは NPO法人フィールドミュージアム研究所（代

表：南博史，以降，IFMAの表記）が，地域住民ならびに地方自治体などの諸団体がフラットに

連携して地域の課題解決にあたる「越前フィールドミュージアム構想」の一環である。
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この「フィールドミュージアム構想」では，地域を博物館と見立て，地域のさまざまな資産を

発見し，あらたな価値を博物館的な方法で普及啓発することで地域活性化につなげていく，住民

主体の持続的活動の仕組み，体制，方法を提言している。これにはアクターとよばれる主体とな

る住民，地方自治体，企業や個人団体のほか，外部からは大学や専門家（NPOなど）が参加す

る。これを持続させていくためには，地域住民が主体になることと「地域と外部をつなげる仲介

者」としての役割と活動が必要になる。

越前フィールドミュージアムでは，IFMAのほかに京都外国語大学がその中心的役割を担って

きたが，2019年度からはフィールドミュージアム活動を通して整備が進んだ古熊谷水田周辺の

里山（水田ビオトープ，越前焼窯跡など），くまカフェ周辺の資産（くまだん畑，炭焼など）を

さらに活用し，関係人口の増加に向けたあらたな計画を開始した。また，県と越前町の支援で整

備されたくまカフェでは，定期的なカフェ営業も開始し，住民交流センターとしての活動も始

まった。カフェの利用客に加えて，講演会や音楽会などの利用によって，現在年間約 2000人が

熊谷およびその周辺を訪れるようになっている。

2.3.2 グローバル観光学科における 2019年度の CEP越前実施概要（南）

今回の CEP越前では，国際文化資料館外部連携活動に準じて，2年生の秋学期に毎月 1回 3～

5日活動を継続的に実施した。活動内容は，①社会奉仕活動，年中行事への参加，②獣害問題，

少子高齢化問題など CEPを通して自らが課題を発見し調査，③調査成果の住民への報告である。

この条件のもとで実施した正課科目としての CEが，学生教育にどのような効果が見られるか

を統計的手法と，学生の活動や生活状態を観察した定性的分析から明らかにする。

2.3.2.1 実施方法

① CEW2事前学習およびフィールドワーク

・農業問題，越前での無農薬米作りへの取り組みなど講義（越前若手農業士井上高宏氏）

・古熊谷水田での無農薬田植えイベントに参加（6月）

・公共政策ゼミなどの夏合宿，社会奉仕活動に従事（8月自由参加）

② 9月／フィールドワーク

・越前町地域創生室での聞き取り調査。稲刈作業など

③ 10月／地区祭り参加，社会奉仕活動

④ 11月／個別調査の実施

・ JTB福井支店聞き取り調査，越前町商工観光課，観光協会聞き取り調査，福井市ジビエ活

動団体での現地調査，空き家現状調査，コミュニティバスの体験調査など

⑤ 12月／調査成果のとりまとめ，追加調査など

⑥ 1月／調査成果の報告

・ 西三区左義長の後のふるまいの場を利用し，ポスターと一人 10分で成果を発表。住民か
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ら評価を受ける。

2.3.2.2 参加者

グローバル観光学科女子 7名，男子 1名

2.3.3 博物館活動を通したコミュニティ・エンゲージメント活動の結果と示唆（南・梶川）

2.3.3.1 定量的分析（梶川）

2.3.3.1.1 結果

本取組の前（以下，事前）と，取組終了後（以下，事後）に，同一の質問紙による調査を行っ

た。この調査項目は本論文中の取り組みすべてに対して共通項目として設定されたものである

（質問紙は巻末に掲載）。これら 60項目について事前，事後間の t検定をおこなった。その結果，

5％水準で有意差が見られたのは 2項目であった（「問 21コミュニティで活動しないと充実感が

ないから」「問 31何か複雑な問題を考えると混乱してしまう」）。2項目とも「あてはまらない」

側への変化であった。

なおケース数が少ないため参考として危険率 10％台まで拡げてみると 5項目が該当した（「問

2私は集中して授業を受けている」「問 11学校で教えられたことを理解することができると思

う」「問 16新しいことを知りたいという気持ちがあるから」「問 22知識や技能を使う喜びを味わ

いたいから」「問 50他人に働きかけ巻き込む力がある」）。5l項目のうち「あてはまる」側への変

化は問 2，問 11，問 22，「あてはまらない」側への変化は問 16，問 50であった。

2.3.3.1.2 解釈

5％水準で有意差の見られた 2項目のうち「問 31何か複雑な問題を考えると混乱してしま

う」が「あてはまらない」側へ変化したこと，すなわち混乱しなくなったということは，実際に

活動することで，予期できない課題が生じること，それを対処していったことがこの結果に繋

がっていると考えられる。なお「問 21コミュニティで活動しないと充実感がないから」が「あ

てはまらない」側へ変化したことは，一見，否定的な結果と見えるが，事前には「実践」と「座

学」は別のもので座学にはあまり価値を見出していなかった学生が座学の必要性を認識した結果

であるとも解釈できる。

それを傍証するのが 10％台の「問 2私は集中して授業を受けている」「問 11学校で教えられ

たことを理解することができると思う」「問 22知識や技能を使う喜びを味わいたいから」が「あ

てはまる」側に変化していることである。なお「問 16新しいことを知りたいという気持ちがあ

るから」が「あてはまらない」側に変化していることは，事前にはこの活動で新奇な物事に出会

いたいことが動機であったが，事後には新規性よりも地域の課題に取り組む必要と，そのために

は前提となる知識技能が必要であるとの認識がこの結果をもたらしたと考えることができる。

また「問 50他人に働きかけ巻き込む力がある」が「あてはまらない」側に変化したことは同

131複言語・複文化活動を通した共同体での発展的学び



世代の中だけのリーダーシップが通用しないことを活動の中で知った結果であり，学生の人間的

成長の証拠であると考えられる。

2.3.3.2 定性的分析（南）

2.3.3.2.1 分析結果と解釈

参加した学生の記述式アンケートから，「共同体」から何らかの刺激，学びを受けたと思われ

る個所を抜き出した上で，学生の活動を継続的に観察してきたことを踏まえ，定量的分析を踏ま

えた評価を加える。

・ 自然豊かな田舎生活をおくれたこと→自然とのかかわり方について十分には理解できてい

ない。

・ 住民の方と直接コミュニケーションが取れること→実際は消極的にみえた。機会があっても

アプローチの方法がわからなかったのではないか。

・ 仲間と協力して問題を見つけたりすること→リーダーシップを発揮して説得力あるいは魅力

ある解決案が提示できなかった。

・ 教室を離れ継続的に活動できたこと→イベント的なキャンプや合宿と異なり，田舎に暮らす

ことの難しさにとまどっている様子が見受けられた。個々リーダーシップを発揮できる能力

があるが，不思議なくらいに顔を見合わせている様子が見られた。これらは定量的分析から

の解釈と整合する。

一方，「社会奉仕活動を通して地域の方と近い距離間でお話しすることができた」は，奉仕活

動を通して地域住民から感謝され，やりがいを感じている様子が見受けられたこと。限界集落で

ある熊谷地区の問題を理解し，その解決に役立てたことに満足感をもったことにつながっている

と思われる。

また，「越前町ならではの陶芸を行ったり，越前ガニを食べてみたかった」など，越前の生活

文化に興味を持ち，事前の知識の学習や技術の習得の大切さに結び付いていると考える。

2.3.3.2.2 まとめ

ここから受ける本研究への示唆としては以下をあげてまとめとしたい。

① 「複言語・複文化活動を通した共同体での学び」の場としてのフィールドを通して，学生が

複言語を学習することのきっかけにするためには，地域に寄り添い，地域の資産とニーズを

掘り起こし，地域の生活・文化に関わる課題を地域住民と交流しながら発見し，解決してい

く能力が必要である。

② 自律性，協働的成長，市民性や専門性の育成を目標とする学習として教室と共同体を結び付

けることで，学生の協働，または地域との協働を通した学びが，学生を成長させることが立

証できた。

③ 一方，フィールドワークから得られる経験知と知識・技術の習得を目指す学習を継続的連続
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的，好循環的に計画・実施し，分析・評価していく方法の開発が必要。

最後に CE活動を受け入れた地域がどのような影響を受けたかについては，調査分析できな

かった。報告会では地元に密着した活動への評価が高かったことを報告し，今後別の機会を設け

たい。

2.4 文系大学におけるサイエンス・コミュニケーション（畑田）

2.4.1 概要と目標

「サイエンス・コミュニケーション」（以下 SCと表記）は，2016年のカリキュラム改訂時に

開設された PBL科目である。この科目を提案したのは著者である。著者は日頃から京都外国語

大学に所属する学生たちのコミュニケーションの高さに注目していた。残念ながら，彼らが「サ

イエンス」に興味を持つことは少ないのだが，彼らの強みであるコミュニケーション能力があれ

ば，サイエンスの視点を後付けすることでサイエンス・コミュニケーターになれるのではないか，

「サイエンス」が苦手であるからこそ，同じ立場の人たちにわかりやすくサイエンスを紹介する

ことができるのではないかと考えた。

そこで，著者はサイエンスのバックグラウンドを持たない学生たちに，SCの経験を積んでも

らうことに挑んだ。授業は，クリティカル・シンキングの練習，身近なテーマを用いてクラス内

で SCを実践する，広い対象にプロジェクトを実施する，の 3つの内容で構成した。本稿ではこ

の授業の集大成であるプロジェクトの内容，授業ガイダンス（事前）と，プロジェクト終了後

（事後）に行った「教育実践における大学生の学びに関するアンケート」の結果について報告

する。

2.4.2 プロジェクトの実施

プロジェクトは外大の近隣にある Y児童館で行なった。事前に児童館を下見し，会場の狭さ

と子どもたちのパワーを知ってもらってから，プロジェクトの内容を練り，「やってみよう！紙

飛行機対決」と題したプロジェクトを行うことにした。折り方や紙の種類によって飛距離が違う

ことを子どもたちでも実感してもらえるように，紙は折り紙，新聞紙，八ツ折画用紙，A4サイ

ズの OA用紙を準備し，最後に渡すプレゼントは，飛距離でギネス記録を捕ったのと同じ折り方

で作った紙飛行機を用意した。

プロジェクトは 2019年 7月 28日に行った。参加した学生は 10名，児童は事前募集した 12名

が参加した。最初は子どもたちとの関わり方がわからなかった学生もいたが，普段大学生と関わ

る機会のない子どもたちは大喜びで，子どもたちから関わってくれ，終始歓声の絶えないプロ

ジェクトとなった。

2.4.3 「教育実践における大学生の学びに関するアンケート」の実施

アンケート項目は，SCの特性に合わせて，項目 19，21，23の文言を一部改変したが，質問の
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意図は変わらない。事前・事後で t検定にかけたところ，60項目中 43項目で有意差が見られ，

すべてで事前から事後で評価が肯定側に移っていた。これは，「子ども」という，感情が表情に

出やすい対象が喜んでいる姿を見ることにより，自分たちのプロジェクトが成功裏に終わったこ

とがわかり，自己肯定感が高まったことの表れではないかと考える。

2.4.4 文系学生の「サイエンス・コミュニケーター」としての可能性

外大生は，専門的な知識が不足している分，コミュニケーション力は長けている。問題は「科

学的知識の欠落」ではなく「科学に対する苦手意識」である。科学はなにも方程式や難解な化学

式ばかりではない。紙飛行機の飛距離もまた，立派な科学である。そのことを認識し，相手に

「伝える」という SCを経験する場として，プロジェクトは適切な場の一つであった。今後の彼

らの活躍に期待したい。

2.5 プロジェクト　大学生・留学生・高校との連携による語学スタディツアー（島村・南）

2.5.1 概要と目標

2.5.1.1 研究の背景

本スタディツアーを実施した福井県越前町熊谷「地域住民交流センター　くまカフェ」は，京

都外国語大学国際文化資料館が外部連携活動の一つとして，2013年度から熊谷地区およびその

周辺の地域活性化活動の拠点として整備してきた古民家である。ここを拠点として，学芸員資格

課程の履修生を中心に継続的な活動を実施している。これは NPO法人フィールドミュージアム

研究所（代表：南博史，以降，IFMAの表記）が，地域住民ならびに地方自治体などの諸団体が

フラットに連携して地域の課題解決にあたる「越前フィールドミュージアム構想」の一環である。

この「フィールドミュージアム構想」では，地域を博物館と見立て，地域のさまざまな資産を

発見し，あらたな価値を博物館的な方法で普及啓発することで地域活性化につなげていく，住民

主体の持続的活動の仕組み，体制，方法を提言している。越前フィールドミュージアムでは，

IFMAのほかに京都外国語大学が地域住民に寄り添いながら，「地域と外部をつなげる仲介者」

としての役割を担っている。具体的には，活動拠点として熊谷区の古民家を「くまカフェ」とし

て整備，博物館学芸員資格課程の履修生が定期的に通って，フィールドミュージアム活動のきっ

かけとなった古熊谷地区（熊谷住民が稲作を行ってきた山間地）での無農薬のコメ作りを目指す

若手農業士への支援，過疎が進む熊谷区の年中行事，社会奉仕活動への参加，自然環境保全活動，

環境整備活動などを行っている 4）。

そして，2019年度からはフィールドミュージアム活動を通して整備が進んだ古熊谷水田周辺

の里山，くまカフェをさらに活用し，関係人口の増加に向けたあらたな計画を開始した。また，

県と越前町の支援で整備されたくまカフェでは，定期的なカフェ営業も開始し，住民交流セン

ターとしての活動も始まった。カフェの利用客に加えて，講演会や音楽会などの利用によって，

現在年間約 2000人が熊谷およびその周辺を訪れるようになっている。
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国際文化資料館および学芸員資格課程の外部連携活動としても，新しい計画を踏まえて熊谷周

辺のフィールドミュージアムを利用したあらたな活動を模索していたところ，今回の本学学生と

地元足羽高校が連携する語学スタディツアーを実施することになった。これは 2017年 8月にく

まカフェを利用して行った同志社大学文化情報学科の特論のフィールドワークに参加した中国人

院生と足羽高校の学生が交流する機会があり，熊谷のフィールドを利用したアクティブラーニン

グによる語学学習が可能ではないかということがきっかけになった。また，くまカフェに外部か

ら外国人を含めた多様な若者が集まることで，地域にあらたな刺激を与える可能性も調査できる

と考えた。

2.5.1.2 プロジェクトの概要

本スタディツアーは，2019年 8月 5日から 7日（ 2泊 3日）の日程で実施された。スタディ

ツアーの参加者は，本学で中国語を専攻する大学生 3名（ 2年次生 2名，3年次生 1名），日本

語を専攻する留学生 3名（ 1年次生），足羽高校で正課として中国語を学ぶ高校生 6名の計 12名

である。そのほかに，大学の教員が 2名，高校の教員が 1名指導にあたった。以下では，主に大

学側の取り組みを紹介する。

スタディツアーにおける主な活動は，①個人発表，②異文化理解についてのグループ発表，③地

域での貢献作業（水田での雑草除去・薪割り）である。①と②については，参加学生が学んでい

る目標言語で行うこと，パワーポイントを用いることを条件とした。ツアー初日に個人発表を行

い，2日目の午前に地域での貢献作業を行った。3日目はスタディツアーの成果として，グルー

プ発表を行った。その他の時間は，グループ発表に向けた準備作業（グループ学習）にあてた。

スタディツアーに先駆け，事前学習を 2日に分けて計 6時間行った。事前学習では，主に 1．個

人発表のリハーサルと改善点についての話し合い，2．グループ発表のテーマについての調査・

報告・全体共有，3．「論理的な表現」についての学習を行った。

上記の活動を行うにあたり， 1）外国語でのコミュニケーション能力の向上， 2）異文化理解

力の育成（異なる文化的背景をもつ学生の交流を通して，文化や社会の多様性を認識する），

3）社会人基礎力 5）の育成を目標とした。次に，①と②の発表活動を紹介する。

2.5.2 実践

2.5.2.1 個人発表

個人発表について，大学生・留学生は，パワーポイント（以下，PPT）を用いて，大学生活や

出身地等を紹介するプレゼンテーション（以下，プレゼン）を行った。PPTと原稿は事前に提

出させ，教員が日本語・中国語を添削し，個別に修正案を提示した。事前学習では，修正後の

PPTを用いて全員がリハーサルを行い，改善点を話し合った。
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2.5.2.2 異文化理解についてのグループ発表

グループ発表では，大学生・留学生・高校生によるグループを 3つ作り，各グループに異なる

テーマ（ 1．日本と中国の流行語について，2．日本と中国の人気アプリについて，3．日本と中

国の習慣の違いについて）を振り分けた。各テーマについて，個人で下調べをした後，2回目の

事前学習で調査結果を全体共有した。調査結果をポストイットに書き出し，カテゴリーの近いも

のでグルーピングし，プレゼンの流れを全員で考えた。その後，各自が興味をもった事象を選び，

説明文を考えた後，目標言語に翻訳する練習を協同学習の手法で行った。

ツアー初日に教員がプレゼンの概要を説明し，グループ発表の評価に用いるルーブリックを学

生に提示し，求められるプレゼンの基準を示した。プレゼンは，メンバー全員が分担して発表す

ることを条件としたが，日本語と中国語の使用場面や配分については，学生の裁量に任せた。本

番では，上述のルーブリックを用い，教員・学生・OBによる評価を行い，教員と OB 6）が講評を

行った。

2.5.3 振り返りアンケートと示唆

2.5.3.1 スタディツアーの振り返りアンケートから

スタディツアーの最終日に全 13項目からなるアンケートを行った。紙幅の都合上，ここでは

特に「事前学習・スタディツアーを通して，効果があったと思う項目」と，「効果があまりな

かったと思う項目」 7）についての学生のコメントを紹介したい。

まず，「効果があったと思う項目」では，「人間関係」や「多文化共生力」を選んだ学生が多

かった。以下はその理由を述べたコメントである。

・ 国，年齢，性別関係なく楽しく過ごせたから。自分の意見を出しつつ，あまり意見を言い出

せない子に話を振って，皆の意見を発表に反映できたと思うから。（大学生）

・ テーマが，日中間の習慣の違いだったので，日本にない習慣を理解し，受け入れることがで

きたと思う。また，中国語での交流もあり，中国語力も向上した。そして，年齢も離れてい

たので，人間関係のコミュニケーション力も身についた。（高校生）

次に，「効果があまりなかったと思う項目」については，「課題発見力」と「協働力」について

言及したものがあった。

・ こん回のテーマは決まて（筆者注：決まって）いるので，課題表現力がちょっと足りないと

思います。次回はおおまかなテーマで自分でタイトルを作るほうがよいと思います。（留学生）

・ 「自分がやらなきゃいけない」と思い過ぎていたので，もう少し高校生たちにも意見を聞け

ば良かったなと思った。（大学生）

「課題発見力」については，大枠のテーマを提示し，その範囲内での具体的なテーマ設定は学

生に任せるといった対策が考えられる。「協働力」に関しては，事前学習において，協同学習の

概要と見込まれる学習効果を説明する。グループ学習の際，メンバー一人ひとりに課題を振り分

けるべく教育的介入を行う等の改善が必要であると考える。
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2.5.3.2 地域住民からみた本活動への示唆

今回のスタディツアーにおける活動のうち，フィールドに直接関係するものは，③地域での貢

献作業である。③では参加学生が 2つのグループに分かれ，水田での雑草除去と薪割りを行った。

「地域と外部をつなげる仲介者」としてこの活動を振り返ると，語学教育との関係を明確にす

る目標と計画が作れず，結果としてフィールドワークを通した語学教育の効果についての調査が

実施できなかった。学生諸君にとっては，水田での雑草除去と薪割りを行う意味が理解されず，

気分転換くらいにとらえられていたのではないかと推測する。

地域住民にとっても，直接的，間接的に関係する機会がなかった。これは準備段階おいて，語

学教育と地域貢献の具体的な活動が明確にできなかったこと，学生諸君にフィールドミュージア

ムについて十分に飲み込んでもらう説明ができなかったことにある。

また，アクティブラーニング型の語学教育と地域活性化を結ぶ有効な理論・方法を見つけられ

なかったことも，「地域と外部をつなげる仲介者」の課題である。次回は，こうした結果と反省

を踏まえたうえで地域住民の方々と一緒にあらたな若者を迎えたい。

2.6 小学校英語ボランティアプロジェクト（吉田）

2.6.1 プロジェクトの目的

本プログラムは，教員志望の学生が実際の指導現場で技術や知識を試行するために 2009年よ

り開始された英語活動指導ボランティア活動である。Kolb（1984）が主張するように，対象言

語の言語システムや教授法の知識を得るだけではなく，実践者としての自らの経験を分析する研

究手法を身に着けることが実践指導力を高める効果的な方法であると考え，授業実践後の振り返

りを込みこんだ。

2.6.2 プロジェクトの概要

実施校は主に京都市立小学校 2校であり，土曜日に設けられている土曜学習という地域住民の

ボランティアによる教育補助活動の一環として，本学の学生による英語活動指導ボランティアグ

ループが招かれている。ほぼ毎月 1回のペースで，土曜日の 10:00～11:00の時間帯に 60分間の

英語活動を年間 8回実施している。対象は 1年間の参加希望の申込みがあった 3年から 6年生の

児童で構成された約 20～30名のクラスである。毎回ほぼ固定した 8～10名の学生メンバーで構

成するティームで英語活動の準備及び指導をしている。登録している学生の多くが教職志望者で

ある。定例の活動に加え，近隣の小学校や大学祭などでも英語活動を単発に開催している。一回

の英語活動を実施するにあたり，初回のテーマや活動メンバーの決定のためのミーティングから，

指導案や教材・教具の作成，及び実技の練習等で，約 1カ月（約 20時間～30時間）をかけて準

備する。テーマと主な活動内容は，参加学生が主体的に決定し，指導案の作成や教具の作成も含

め，基本的には学生主体で準備を進める。活動毎に担当者を複数決定し，担当するパートの指導

案を作成し練習を行う。教員も助言を与えるが，基本的には学生間で実技の向上を目指して問題
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を指摘しあいながら準備を進める。活動直後に反省会を開き，活動準備や本番に関する反省点や

コメントを学生が中心に指摘し合い，最後に実施校の関係者からもコメントをもらう。後日ビデ

オで振り返りの会を行い，主に指導教員 2名が活動のデザインや実践技術についての講評を与え

る。教職志望の学生の教授技能や職業意識の変容において活動が大きな影響を与えたことが観察

されたが（吉田・相川 2015，2020），今回の調査は教職志望ではない学生にとっての活動の有用

性を明らかにしたい。

2.6.3 調査

2.6.3.1 データ収集方法

3名の協力者に対して，活動終了時に半構造化面接を実施した。本調査の対象者は，本プロ

ジェクトに参加したメンバー4年次生 3名である（表 3参照）。3名とも役立つ経験を積みたいと

いう理由で参加しており，データ収集期間中ほぼ毎回継続して参加し，中心メンバーであること

から面接の対象として選抜された。プロフィールは以下の通りである。

表 3：研究協力者のプロフィール

学生 A 学生 B 学生 C

ボランティア歴 ２年 ４年 ３年
その他の活動 リーダーシッププログラム イベントボランティア 国際交流サークル
進路 児童英語インストラクター 英会話講師 国際会議運営会社

面接は趣旨説明や合意書等の書類への記入時間を除いて，一人あたり 30～40分程度であった。

事前に対象者の許可を取った上で会話は全て録音された。以下のインタビューガイドラインを用

いて実施したが，そこから発展した補足的質問も行った：活動参加（継続）理由・活動による自

分の変化，自分の大学生活，教育観，メンバー（先輩，同期，後輩）から学んだこと，成功した

活動とその理由，活動を良くするための提案。

2.6.3.2 結果と示唆

文字化したインタビューデータを，切片化し，コーディングを行ったところ，17のコードが

確認された。それらのコードは，『体験から得られたこと』『活動で大事にしたいこと』『メン

バーについて』という 3種類のカテゴリーに分けられた。『体験からの得られたこと』のコード

が最も多く 10コードが含まれた：「子供との接し方」，「英語力向上」，「プレゼンテーション力」，

「後輩の育成」，「チャレンジ力の向上」，「皆で作る喜び」，「社会への責任を持つ体験」，「英会話

講師への動機づけ」，「人と関わる仕事への方向付け」，「イベント遂行力」。

研究協力者の 3名とも活動に参加した動機が，幼少期に英語を学んだ経験があることや，子供

好きであること等であった。学生 Bと Cは活動からの学びとして，「主体的に参加できる活動」
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であることや，「リーダーシッププログラムで学んだことを実践的に体験して学べる場」である

ことなどを挙げていた。3人に共通しているのは全員子供との接し方が向上したことを挙げてい

る他，「皆でものを作り上げていく楽しさ」や「イベント遂行力」「新しいことへのチャレンジ精

神」，「社会に対して責任を持つ体験」等，英語の指導に特化した学びではなく社会人として今後

活用できる汎用性のある能力を身に着けられると感じていることである。また「リーダーの存在

とサポートする立場の存在の重要性」や「仲間どうしのサポート」等の指摘からは，協働作業に

おける重要な要素を学んでいることが分かる。また「後輩の育成」や「先輩からのサポート」や

「後輩との意見の相違」など共同体の運営において直面する問題に対しても気づきを得ているこ

とが分かった。最後にこの活動に参加した体験が，「英会話講師への動機づけ」，「人と関わる仕

事への方向付け」，等教職以外のキャリアへの方向付けにも貢献していることが分かった。

3．考察

前章で紹介した事例は，外国語系・国際系学部の学生が参加した，地域との連携による協働活

動をともなう様々なタイプの教育プログラムの概要とその教育効果であった。本節では，1.3.節

で示した 3つの視点（①外国語専攻の学生が専攻語を用いて行う正課外の協働プロジェクトの可

能性②正課のプロジェクトとしての課題と有効性③教養科目としてのプロジェクト型の学びの可

能性と有効性）から教育上の有効性及び今後の課題を考察する。

「図書館での多文化・多言語絵本読み聞かせプロジェクト」（2.1節）や「大学生・留学生・高

校との連携による語学スタディツアー（島村，南）」（2.5節），及び「小学校英語ボランティアプ

ロジェクト」（2.6節）では，定量的アンケートやインタビューという質的及び量的方法論を用い

て学びの効果を評価したところ，これまで自分のために学ぶ対象であった「外国語」が実践を共

有する誰か（＝他者）に何かを伝えるためになったことで，専攻する外国語を用いて社会につな

がることを意識し，専攻語の学習動機を高める可能性が示された。また専攻語への学習意欲だけ

でなく，多文化共生の重要性への理解が深まり，協働作業を行うのに必要な社会人基礎力の向上，

およびキャリア形成にまで影響を及ぼす可能性があることも明らかにされた。一方で共同体（実

践を行うフィールドの提供先）の構築や，事前指導や教員の介入方法など，正課外だからこその

難しさも明らかになった。ルーブリックの構築や振り返りのツールの開発などを用いてまた語学

力への効果の学生への可視化の方法や，図書館，小学校，地域といった共同体にも与えたインパ

クトも体系的に評価する尺度の開発が今後の検討課題となる。

正課のプロジェクトとしての課題と可能性については，「地域との連携による正課教育として

のコミュニティ・エンゲージメント活動」（2.2節）と「博物館活動を通したコミュニティ・エン

ゲージメント活動：越前フィールドミュージアム活動」（2.3節）では，国際貢献学部での必修科

目であるコミュニティ・エンゲージメントとしての活動とその学習効果について報告された。事

前事後のアンケート結果に基づく定量的分析からは，様々な社会人基礎力の発達に加え，地域の
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課題に取り組むという実践を通して，教室内で身に付ける知識技能の必要性への認識をもたらし

たことが示された。またインタビューやレポート提出物，活動記録などから観察する定性的な分

析からは，事前授業で学んだことと，実践現場で起こる想定外の展開との間のギャップを認識す

る機会となり，直面した想定外の異文化体験が，異文化理解につながっていることがうかがえる。

多様な地域社会でのコミュニティとの間で構築した関係性からも積極的に経験値を獲得していた。

今後は学生の能動的な学びや成長を経年的に観察するための尺度や，共同体へのインパクトをど

のように評価するかという指標を開発していくという課題が明らかになった。

最後に，教養科目としての，地域コミュニティとの連携による協働学習プログラムの可能性と

して，「文系大学におけるサイエンスコミュニケ―ション」（2.4節）では活動内容とその教育効

果が示された。外国語専攻の学生にとって，決して得意ではない，むしろ苦手意識の高い分野

（例：科学）でも，社会や児童に伝えるという「コミュニケーター」としての自己効力感が高ま

り，その結果専攻語をはじめとした大学での学びや，その他社会人基礎力や，多文化理解の意識

などを高める可能性を示せたことは，今後の教養教育において，有効性の高い PBL型の学習を

構築する際，参考にできるのではないだろうか。

おわりに

本稿では，外国語系または国際系の専攻の学生が，各言語および関連の学問的専門分野におい

て，語学能力の向上や専門知の修得のみならず，自律的・協働的成長を目指した相互文化的市民

性の形成や国際的専門性を育成することを目指した共同体との連携活動の実践を報告し，それら

のもたらす教育効果について考察した。

こうした試みは今広がりつつある CEFRが提唱するような単一言語・文化を規範とする教育

を超えた，複言語を組み合わせて学びあう能力の育成のための多文化体験学習活動であり，高等

教育機関におけるグローバル人材育成教育の流れとも一致する（坂本，堀江，米澤，2017；村田，

2018）。絵本読み聞かせプロジェクトや CEP，小学校英語ボランティアでは，学生の有する複言

語・複文化的リソースが地域社会からのニーズに合致し，地域社会で活かされたことが報告され

たように，単言語及び外国語教育に特化するのではなく，複数の言語を扱う複言語・複文化主義

に基づいた包括的な言語体験により，大学生だけでなく，多言語化の進む地域社会にも意義のあ

る活動となる。

多様性を教育的資源として，立場の異なった背景を持つメンバーから帰納的・探究的に学び，

社会参加及び貢献に繋げられる場を学生に提供するには，関連機関との連携から構成される活動

共同体に，学生が参加体験的に関わることが求められる。地域コミュニティや関係者と連携する

ことで，学生が地域コミュニティにとって解決すべき課題が何かを具体的に考える機会を経験す

ることができるという意味で，武田（2015–a，b）が提唱する参加型アクションリサーチ

（CBPR）の枠組みを用いて教育プログラムを考案することは，大きな学習成果を生む可能性を
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高めると考えられる。実践の報告でみられたように，活動参加によって，自己の適性を判断し，

外国語や専門領域を学ぶモチベーションに繋げたり，キャリアと結びつける可能性が期待できる

からである。さらに，今後の課題として，長期的な観点から活動の効果を，大学側だけでなく，

連携先のコミュニティや組織にも共有できるような形で検証していくことも必要である。そのた

めには，参加学生が体験を評価し，言語化及び可視化する場の構築と継続が重要になってくるだ

ろう。

注

 1） 国内・海外の図書を通じた多文化紹介活動については『多文化に出会うブックガイド』（世界に
つながる子どもの本棚プロジェクト編，2011），『多文化絵本を楽しむ』（福岡貞子他編，2014）
を参照した。

 2） 京都外大において必修科目として学外で宿泊をともなう実習を位置づける試みは，2010年創設の
外国語学部国際教養学科において行なわれてきた海外での約 10日から 2週間の「オフキャンパ
ス・プログラム」に続くものである。

 3） 『平成 30年（2018）京都府観光入込客調査報告書』によると， 平成 30年に外国人宿泊客の数は，
京都市が 4,503,369名，宮津市が 41,792名，京丹後市が 4,420名であり，京丹後市は京都市の約
1000分の１，宮津市の約 10分の１の割合であった。

 4） 熊谷区では，中山間地域等直接支払制度による事業の中に越前フィールドミュージアム構想にと
もなう京都外国語大学との協働プログラムを組みこんでいる。

 5） 「社会人基礎力」（経済産業省 URL: http://www.meti.go.jp/policy/kisoryoku/）を参照。
 6） 京都外国語大学校友会福井支部会総会（2019年 8月 4日）を通じて，スタディツアーの実施を
知った OBの方が，急きょプレゼンの評価・講評に加わってくださった。

 7） この 2つの設問に対しては，「課題発見力，理解力，知識・手法，主体性，働きかけ力，実行力，
発信力，傾聴力・柔軟性，人間関係，多文化共生力，中国語 /日本語の表現力の向上，中国語 /
日本語でのコミュニケーション能力の向上，中国語 /日本語でのコミュニケーションへの興味」
といった選択肢を設けた。
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ジョン・デフランシス著『中国語：事実と神話』
第 8章「表意の神話」邦訳 1）

巻　下　由紀子

 【解題】
本稿は John DeFrancis著 The Chinese Language : Fact and Fantasy（University of Hawaii 

Press, 1984）の第 8章 The Ideographic Mythの邦訳である。
著者のジョン・デフランシス（漢字名：德范克）はアメリカ合衆国の言語学者であり，ハ
ワイ大学の中国語学教授を務めた人物である。彼が編著に携わった中国語教科書シリーズ
（イエール大学出版）はアメリカの大学で広く使用されていた。退官後の著書 The Chinese 
Language : Fact and Fantasy は氏の最も重要な著書の一つで，その中でも第 8章は，中国語
（漢字）に関する一般的な認識との対比に基づき，独自の分析と観点を展開したものである。

1970年，漢字の成り立ちと機能をめぐる藤堂明保と白川静の対立が世間の注目を集めた。
この議論の背景には，藤堂明保の学問的継承者である加納喜光が後に発表した「漢字の形・
音・義 ― 白川漢字学批判」（『国文学 解釈と鑑賞』76巻 1号）にも見られるように，単純
な漢字の研究方法についてだけではなく，漢字の本質に関わる文字理論の問題が含まれてい
ることは，半世紀経った現在でも重要な意味を持っている。その他に，例えば，橋本萬太郎
と鈴木孝夫の漢字本質議論（『漢字民族の決断 ― 漢字の未来に向けて』大修館書店 1987）
や，更に，サントリー学芸賞の受賞作である武田雅哉の『蒼頡たちの宴　漢字と神話のユー
トピア』や，『月刊しにか』創刊号の「西欧から見た漢字文化」（M. L. シェラード）などに
は，直接的あるいは間接的に，デフランシスの影響が見受けられる。一方で，長期に渡り日
本の読者がデフランシスによる原著を読む機会を得られなかったことにより，この種の議論
の展開が著しく阻害されたことは否めない。ここに，デフランシスの著書の重要な一節であ
る第 8章を日本語に翻訳することで，彼の漢字に関する見解がより明確になり，漢字の本質
についての更なる考察とより活発な議論が行われることが期待できる。

 〈Summary〉
  This article is the translation of the chapter eight of the book entitled The Chinese 
Language: Fact and Fantasy, written by John DeFrancis in 1984. In this chapter, titled as “The 

Ideographic Myth”, the author argues that, contrary to the prevalent belief, Chinese characters 

are not based on the ideographic writing system but based on the phonetic system. His claim 

regarding the nature of Chinese characters, which is expressed in the 8th chapter of the book, 

has apparently exerted influence on many Japanese researchers in the field of Chinese charac-

ters, but so far, the book had not been translated into Japanese. This translation would allow 

people to gain firsthand knowledge about the author’s view on Chinese characters.

  The author admits that the notion of “ideographic writing”, which is supposed to convey 

ideas to our minds without regard to spoken languages, is such a seductive expression that 

many people, including scholars and people in general, can’t resist the temptation to use that 
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word when they refer to Chinese characters. According to the author, however, this is by no 

means a correct understanding on the Chinese writing system, and in fact, there is no language 

system which is based solely on the ideographic writing system. There is no disagreement on 

the fact that writings had started with pictures, but in the process of the development, they had 

been simplified, symbolized or conventionalized, and then given a new phonetic role, or repre-

senting sounds of words with different meanings. The Chinese writing system is not an excep-

tion to follow this development process. In this chapter, the author provides detailed descrip-

tions on the historical background of why and how this misconception of referring the Chinese 

writing system as an ideographic system has spread, shows sources for evidence, then claims 

that now we must have an unbiased view on Chinese characters, and should be courageous 

enough to abandon this popular misconception on the Chinese writing system.

訳

　表意文字〈ideographic writing〉という概念は非常に魅力的な捉え方である。それは，書き記

された記号は直接私たちの脳に意味を伝達するため，発話という限定的な仲介手段を経る必要が

ないとする私たちを魅了して止まない尤もらしい考え方である。確かに，道路標識や薬の容器に

描かれたどくろのマーク，あるいは時計の数字を見れば，それらが意味するところを直ちに理解

することができる。ところで，漢字というものは，これらの記号と同じように音が伴わずとも意

味を伝達することができるほどに洗練された記号体系ではないだろうか。あるいは，表意による

文字体系であると言えるのではないか。

　これらの問いに対する答えは「NO」である。すでに本書で示してきた通り，漢字は表意

〈ideographic〉ではなく，表音〈phonetic〉による文字体系〈system of writing〉である。ここで

改めて指摘しておきたいのは，表意による文字体系というものはかつて存在したことはなく，ま

た，そもそも存在し得ないということである。では，漢字が表意体系に基づく文字であるという

考えはどのようにして生まれ，またなぜ研究者や一般の人たちに受け入れられるようになったの

であろうか。

神話の起源

　漢字が言語音によらずに意味を伝える手段であるという考えは，カトリックの宣教師たちが

大々的に喧伝する著書に刺激を受け，16世紀から 18世紀にかけて西洋の知識人層の間で巻き起

こった中華ブームの中で定着した。西洋の文字とは驚くほど異なる漢字に関する初めての記述は，

ポルトガル人のドミニコ会修道士，ガスパール・ダ・クルス（Gaspar de Cruz，加斯帕・達・克

魯茲 2），1520-1570）が 1569年に記した書簡の中に見られる。

中国人は一定数の文字〈letters〉だけでもって筆記することはない。なぜなら彼らの書く一
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切は象形によるからである。彼らはひとつひとつ別々に文字を綴る。彼らが厖大な数の文字

を有するゆえんはそこにあり，ひとつの文字が表現するのはひとつの事象にすぎない。すな

わち，ただの一文字が「天」を意味するし，別の一文字が「地」を，また別の一文字が

「人」を意味するのである 3）。

　このクルスの中国語に関する記述は，ファン・ゴンザーレス・デ・メンドーザ（Juan 

Gonzales de Mendoza，胡安・岡薩雷斯・德・門多薩，1545-1618）が自身の著作の中で度々引用

したことで広く西洋諸国に知れ渡ることとなった。メンドーザの著書は 16世紀末までにヨー

ロッパの主要言語に翻訳され，30版まで出版されている。

　中国語の表記に関するより優れた記述は，高名なイエズス会宣教師のマテオ・リッチ

（Matteo Ricci，利瑪竇，1552-1610）の手記に見られる。彼がイタリア語で記した手記が実際に

出版されたのは 1942年になってからのことであったが，それより前の 1615年に出版された，同

じく中国で布教活動に取り組んだ宣教師のニコラ・トリゴー（Nicola Trigault，金尼閣，

1577-1628）がラテン語で記した著書の中にリッチの記述が引用されている。トリゴーの著書は

その後数十年の間に様々なヨーロッパ言語に訳され，10版を重ねた。トリゴーによってラテン

語に訳されたリッチの観察記録を通じてヨーロッパの読者が知り得たのは，中国人が「エジプト

のヒエログリフ〈hieroglyphic sings〉に似た」表記法を持ち，彼らは「有限個のアルファベット

記号を用いて概念を表す世界の多くの言語とは異なり，語と同じ数だけの漢字を用いて表記す

る」ということであった。また漢字については「個々の単語に対応する独自の象形文字〈hiero-

glyphic character〉があり」，「語に匹敵する数の文字が存在し」，「厖大な数の文字が厖大な数の

指示対象と対応する」が，複数の漢字を組み合わせることで「その数は 7，8万を超えることは

ない」という点についても知識を得た。

　これらの初期の中国風物の著書に対するヨーロッパの研究者たちの強い関心は，18世紀の宣

教師の報告書やエッセイを集めた膨大な作品集である『中国人の歴史，科学，技芸，風俗，習慣

などに関するメモワール』〈Mémoires concernant l’histroire, les sciences, les arts, les mæurs, les 

usages, &c. des Chinois, par les missionaires de Pekin〉に比肩される。この作品集に，漢字に関す

る考察を記した「Ko. Jéf」という人物による論稿が収録されている。キリスト教に改宗した多く

の中国人の一人であるこの人物はフランスでの滞在経験があり，宣教師たちに様々な情報を提供

していた。彼は漢字について次のように記している。

漢字は記号〈symbols〉とイメージ〈images〉から成り立っており，いかなる音を持たずと

も，どのような言語でも読み取ることができる。それらは一種の意味を表す絵画，すなわち

象徴的で抽象的な数式となり，類似性，関連性，あるいはしきたりなどを拠り所にして思考

を伝えることができる。
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　この見解を継承しさらに詳しく論じたのは，世に知れたジャン・ジョセフ・マリー・アミオ神

父（J. J. M. Amiot，錢德明，1718-1793）である。

具体的なものは表象〈image〉として，抽象的なものは記号〈symbol〉として表され，視覚

を通じて思考〈mind〉に語りかけてくる。それらの表象や記号はいかなる音〈sound〉とも

結びついておらず，すべての言語で読み取ることができる。（中略）私は漢字を，あらゆる

科学や芸術を絵で表現した絵文字的な数式〈pictorial algebra〉であると定義付けたい。実際，

洗練された文章は，徹底的に合理化された数式の証明と同様，いかなるものの介在をも必要

としない。

　漢字が音によらず思考を伝えるという概念が広く受け入れられている一方で，それを的確に表

す用語が存在しないのは興味深い点である。西洋人が初めて漢字に触れたのは 16世紀のことで

あるが，すでに述べたように，ガスパール・ダ・クルスが中国語の記号を「characters」と表現

しており，1577年にマカオを訪れたイエズス会の宣教師アレッサンドロ・ヴァリニャーニ

（Alessandro Valignani，范禮安，1539-1606）は漢字について，中国人の間で「圧倒的な数の非

常に複雑な暗号が書き言葉として使われている」と述べている。そしてその後 250年以上にわた

り，中国語の書き言葉には「characters」や「symbols」などのような当たり障りのない表現が

用いられている。

　表意の概念〈ideographic idea〉に関するいくつかの用語の誕生のきっかけとなったのは，

ヨーロッパの人々が中国語に触れるようになったことではなく，ナポレオンの北アフリカ上陸後

に ヒ エ ロ グ リ フ が 解 読 さ れ た こ と で あ る。Oxford English Dictionary に は， 英 語 の

「ideographic」（表意的）という語が初めて用いられたのは，1822年にエジプト文字について言

及する際のことであったと説明されている。フランス語の「idéographique」という語も同じ年に

初めて登場したとされているが，まさにこの年に，フランス人研究者のシャンポリオン

（Jean-François Champollion，商博良，1790-1832）がエジプトのヒエログリフ解読の成功を宣言

している。英語の「ideographic」は，シャンポリオンが自身の発見を公表した有名な手紙の中

で用いたフランス語の造語をそのまま英語で表した翻字であることが分かっている。

　長い間，ヒエログリフが解読されなかったのは，それらがとりわけ神秘的で崇高な思考を象徴

するものである，と考えられていたことが関係している。解読を可能にしたのは，二種類の言語

を三種類の文字（ヒエログリフエジプト文字〈神聖文字〉，デモティックエジプト文字〈民衆文

字〉，ギリシャ語）で記したかの有名なロゼッタストーンの発見だけではない。ゴードン（C. G. 

Gordon，戈登，1833-1885）は，「ヒエログリフの解読に必要とされたのは，書き記されたもの

は象徴を表しているとするこれまでの伝統的な象徴説〈symbolism〉の概念を打ち捨て，表音的

側面〈phonetic aspect〉を備えていることが（唯一ではないにせよ）重要な特徴であるという正

しい見解を持つに至ることであった」と声高に主張している。
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　シャンポリオンが古代エジプト文字の解読に成功したのは，それらの文字が表音的側面を持つ

という事実に彼が気付いたことが大いに関係している。シャンポリオンは，「表音的ヒエログリ

フのアルファベット」と彼が呼ぶものが「はるか昔」のエジプトに存在しており，それらは初期

のヒエログリフには「不可欠な要素」であり，時代を経て「歴史的な文書や記念碑の碑文に残さ

れるべき特定の人物，国，都市，支配者，外国人の名前を表記する際に使われるようになった」

と考えていた。このようなシャンポリオンの洞察が正しかったことを裏付けるものとして，近年

の権威者ブルンナー（Hellmut Brunner，赫爾穆特・布倫納，1913-1997）による簡にして要を得

たエジプト語の書記法に関する記述がある。彼は「ヒエログリフ書記法には二つの基本的な特徴

がある。先ず，記号化し得る対象が絵の形として表されること（表意文字〈ideograms〉）であ

り，次に，このようにして記号化された絵に，対象物を指す語としての音が与えられること（表

音文字〈phonograms〉）である。同時に，これらの記号は同音異義語や音が似た語を表すために

使われる。」と述べ，また「ヒエログリフは元より音声記号であった。（中略）エジプト文字は派

生語や文法形式も含め，あらゆる語を明解に表し得る完璧な文字である。」と強調している。

　しかし，シャンポリオンは，外国語の名前の表記において「表音ヒエログリフ」が用いられて

いる点を過度に重視し（このような場合にのみ音声ヒエログリフが用いられていたとも彼自身が

記している），古代エジプトの記号を「表意文字〈ideograms〉」と，またその文字を「表意的

〈ideographic〉」であると表現した。そのような見解を示したが故に，彼の発見の重要性が結果

的には曖昧なものとなった感は否めない。さらに，彼は，古代エジプト文字とは性質の異なる語

を書き記す際には記号が用いられていたことに関連し，「同じく表意文字を用いる中国人もまた，

同じ理由から作り出された同様の決まり事を持っている」とも記している。古代エジプトの文字

は，象徴的〈symbolic〉で非表音的〈nonphonetic〉であると考えられていたが，皮肉なことに，

それが誤りであることを証明した学者の功績により，むしろそれらの用語が流布し，古代エジプ

ト文字と中国語の表記法に関する一般的な誤解が定着することとなったのである。

文字の本質

　このような誤解は，漢字やエジプト文字だけではなく，すべての文字の形の本質にかかわる問

題でもある。多種多様な文字の些細な相違点にこだわりすぎる時に我々が直面する問題というの

は，実はそれほど複雑なものではない。書き記されたものの形が符号〈signs〉，記号〈symbols〉，

文字〈characters〉，絵図〈pictures〉などの如何なるものであっても，「形〈form〉」と「機能

〈function〉」という二つの基本的な側面に関する原則にのみ基づいて考察するならば，問題は

至ってシンプルなものとなる。

　形については，文字は絵から始まったということでほぼ一致した見解に達しているが，機能に

ついては意見の相違が見られる。インディアン語やエジプト語，あるいは中国語において「太

陽」を表す絵は，直接的に概念〈idea〉を伝えるものだったのだろうか。それとも，絵が媒体と
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なり，話し言葉を喚起することで意味〈meaning〉を伝えていたのだろうか。

　ゲルブ（Ignance Jay Gelb，蓋爾布，1907-1895）はこの問題について，文字発達の二段階の観

点からの考察が必要であると述べている。第一段階では「文字の先駆け〈forerunner of writing〉」

と彼が呼ぶものが存在するとしており，この段階においては明らかに絵文字的な象形記号を「記

述的〈descriptive〉」または「写実的〈representative〉」と表現している。では，意味の伝達にお

いて，それらの「文字の先駆け」と呼ばれるものがどのような役割を果たしていたのだろうか。

この点についてゲルブが明らかにしているのは，アメリカ北部のインディアンなどの意味の伝達

系統において，それらが如何に機能していなかったかという点についてのみである。これらの意

味の伝達系統においては，記号〈symbols〉は特定の音を表わさない。実際，インディアンの図

画は形式化や習慣化されることはなく，そのほとんどがある状況を特定の人物に伝えるためのそ

の場限りのものであり，汎用性や継続性にも欠けていた。インディアンの絵文字ふう手紙の代表

的な例として，シャイアン族の父から配達人を通じ息子へ宛てられた「53ドルを送る」という

内容のものがあるが  4），通常は 1，2個しか用いられない絵文字がこれには複数個含まれている。

また別の例として，オジブワ族の少女が恋人に宛てた「今度会いに来て」というメッセージを伝

えるものがある  5）。

　いずれのメッセージにおいても，内容を理解するためには，当事者間でのみ可能な複雑な解釈

が必要となる。後者については，明らかに当人同士で予め取り決めたコード〈code〉を用いた

記号〈symbols〉が使われている。アメリカン・インディアン絵文字研究の第一人者であるギャ

リック・マラリー（Garrick Mallery，馬勒，1831-1894）は，「わずかながらも習慣化されたの

は，比較的少数の絵文字記号〈picture sings〉のみである。（中略）圧倒的多数の絵文字は記憶

を助けるための記録に過ぎない」と述べている。アメリカの先住民の絵文字記号〈pictographic 

symbols〉にはわずかな情報しか含まれていないが，これとは対照的にシュメールやエジプト，

中国の商代の社会については膨大な記録が残されており，それらを通じて当時の経済，社会，宗

教などについて多くのことが明らかになっている。

　第二段階においては，絵文字の形は第一段階から継承されるが，それらを使って音を表すとい

う新しい用法が誕生する。その用法は加速度的に浸透し，最終的にはそれが文字の主要な特徴と

なった時点で「文字の完全な体系〈full system of writing〉」が登場したことになる。

　これらの二つの文字の発達段階は明確に区別されなければならない。対象が様々な文字形式で

表わされている場合に，それらの表面上の類似点にのみに気を取られていると，中には純粋に発

音記号〈phonetic symbol〉としての機能を果たしている絵や記号があるという要点を看過する

こともあり得る。絵の形が似ているという理由でアメリカン・インディアンの絵文字と古代中国

やエジプトの文字を一括りにするのは，それらすべてを象形的〈pictographic〉，或いは表意的

〈ideographic〉と呼ぶことに見られるような冷静さを欠いた考え方の虜になっていることの表れ

であると言えよう。

　この二つの発達段階こそが議論の要点である。ここでは漢字の「來」を例にとり，この考え方
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に基づく考察を行うこととする。その形と機能については，次のような二段階に区別することが

できる。

第一段階：原文字〈Protowriting〉

　　　形：「麦」を表す象形文字：「來」

　　機能：「麦」という意味を表す

第二段階：正真正銘の文字〈Real Writing〉

　　　形：麦の象形文字：「來」または「來」

　　機能：1　ləgという語を表す（意味は「麦」）

　　　　　2　ləgという語を表す（意味は「来る」）

　第一段階は，例えばアメリカン・インディアンの絵文字に近いようなものが使われていた原文

字の段階を指すが，このような時期が存在したと考えられてはいるものの，未だ証明されるには

至っていない。また，商代以前に使われていた文字も実際に発見されつつあるが，この段階につ

いての記録は存在しない。しかしながら，世界の他の地域においては文字の始まりは絵であった

ことから，中国語についてもそうであったと推し量ることはできる。また，絵が音を持ったかど

うか，つまり絵の表す概念がある一定の音として口頭で表現されたかどうか，という点について

の見解は一致していないが，少なくともそれらに特定の音があったという痕跡は見つかっていな

い。

　殷王朝文字の時代になると，すでに第二段階である「正真正銘の文字体系」のステージに入っ

ていると考えられるが，一部は第一段階と重複していることから，必ずしも全く別の新しいもの

と捉える必要はない。特に記号の形〈form of the symbols〉については，その大部分が第一段階

から継承されたものであり，段階が進んでも形が変化しない文字や，あるいはやや様式化された

文字も見受けられる。しかしながら，形に変化が見られるかどうかはさして重要視すべき点では

ない。また，語を表すという機能についても，「來」の第二段階での一つ目の機能は第一段階と

同じであり，直接的あるいは間接的に「麦」そのものを表わしている。しかしながら，全く新し

い二つ目の機能として，「麦」の同音異義語の音を表す「判じ絵」的な役割が与えられている。

英語の判じ絵の例として，下図のように「eye（目）」，「can（缶）」，「sea（海）」，「ewe（雌羊）」

の四つの絵を並べたものがある。

英語の判じ絵の例
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これらの四つの絵について，それぞれを意味の表象と捉えれば意味を成す文とはならないが，音

の表象と捉えれば，それぞれの絵の同音語を並べた「I can see you（あなたに会える）」という

意味的につながりのある文を連想することができる。このような判じ絵の発想は，子供の遊びで

も使うことのできる分かりやすいもののように思えるが，実際には驚くべき発明であり，極めて

高度な知的創造物であると言える。つまり，曖昧で不正確な絵の段階からより高い次元への大き

な飛躍であり，それによって，発話を通じて表現し得るすべての細かな区別や精密なものを表す

能力の獲得につながる。今や，文字と発話は，直接的に，また明白かつ緊密に結びついている。

もし，記号が音を持っていたかと問われれば，今であれば「その通り」となる。我々が知り得る

最も古い時代においては，中国語の「來（来る）」と「麦」の発音が同じであったため，本来は

「麦」を表していた「來」の字音を借りて「来る」という意味を表したのである。

　人類の歴史において，メソポタミアではおそらくシュメール人，中国では明らかに中国人，そ

して中央アメリカのマヤ人の三つの民族だけが，音を表すという新たな機能を絵文字に付与する

という着想を得たとされている。（あるいはそのような発想は一度きりのものであったとも考え

られるが，中国人やマヤ人がそのような手法を他の民族から取り入れたという証拠は見つかって

いない。）これらの三つの民族が各々に得た発想が，記号と同じように，時には著しく形を変え

て受け継がれ，全く性質の異なる多くの言語において，それぞれにふさわしい形で用いられるよ

うになった。その適応例の一つとして，絵文字と音節表示が混在する初期段階を経て，音を表す

範囲を音節表示から音素表示に狭めるケースが挙げられるが，これは一般的にギリシャ人の功績

とされている。

　それらの言語において，語を表す文字の正確な形がどのようなものであったかということの重

要性は二の次である。その記号が細部まで描かれた絵に近いものや，やや様式化された絵，ある

いは大胆に省略された，実質的には抽象的な形である記号などのいずれであれ，議論には値しな

い。必要とされるのは，そのような形の多様性にも関わらず，音を表す際には，それら全てが同

じ役割を果たすという認識を持つことである。絵の要素を備えている文字は絵文字的〈picto-

graphic〉であると結論付けるのは，記号の形〈form〉の側面については正しいが，機能

〈function〉の側面については誤りである。このことは次のように示すことができる。

問い：絵文字が絵文字でなくなるのはどのような時か。

答え：絵文字が音を表す時。

　本来「麦」を表していた絵文字の「來」が同音異義語の「来る」を表すために用いられるよう

になったということは，記号の役割が，対象を絵文字的に表すことから，音を表す音節表示へと

変化したことを表している。この変化こそが，中国語も含めたすべての言語において，正真正銘

の文字体系の出現を示す重要な進化を示すものである。
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中国語学者の神話に対する貢献

　中国の絵文字の中には，機能が変化した後も形が変わらないものも存在する。そのため，文字

に実際に起こった変化の重要性が不明瞭になり，漢字の音については中国語の専門家ですら最小

限の注意を払うにとどまるという事態が生じている。アメリカ人研究者のクリル（Herrlee 

Glessner Creel，顧立雅，1905-1994）と，フランス人研究者のマーギュリーズ（Georges 

Margouliès，馬古禮，1902-1972）は，削ぎ落された簡潔な内容となり多くの人々に継承されて

いるある見解を示している。彼らは漢字に音声的な面があることを認識していたものの漢字の非

表音の側面に囚われ過ぎており，そのため学術的に大きく貢献する可能性がありながらも現実に

はそうはならなかった。これは興味深く読みやすいクリルの著書『中国の誕生』〈The Birth of 

China〉について特に当てはまる。彼らの漢字についての議論は分かりにくく，一貫性を欠く矛

盾した内容であり，全く賛同しかねる結論に至っている。

　クリルが述べた内容は次のようなものである。

漢字の起源が絵文字的〈pictographic〉であったということは，紛れもない事実である。一

方，門外漢でもすぐに理解できる絵をモチーフにしたものが絵文字であることを加味すれば，

中国語は今も，そして三千年前も絵文字的な言語〈pictographic language〉とは考えられな

い。（中略）中国人は，早い段階で簡単に理解できる絵や略図を用いる表記法を放棄した。

（中略）ある意味，彼らは早々に絵画的な文字表記へのこだわりを捨てたことにより，表音

の法則にはほとんど頼ることなく，使いやすい絵文字的且つ表意的な文字〈pictographic 

and ideographic script〉を発展させることができた。例えば，（商代の甲骨文字のように）

すべての動物を詳細に描くには非常に時間がかかる。そのため，絵の形を簡素で使いやすい

ものに統一し，それを用いて同音語や語の一部を表すという手法が世界各地で取り入れられ

た。中国人もまた，絵文字の形を統一して簡素化するという道をたどったが，彼らはそのよ

うにして進化を遂げたものの多くを表音的に利用するのではなく，むしろ，本来の対象物を

表す場合や，表音的な要素とではなく，表意的な要素と併せて用いた。これは極めて意義深

い方向性の分岐である。

　クリルの論文の核心は，最後の二文に凝縮されている。前述したように，ブドバーグ（Peter 

Alexis Boodberg，ト弼德，1903-1972）らは漢字に表音的な要素があることを認識していたが，

クリルは統一されシンプルになった文字の形が「本来どおり対象物を表す場合や，表音的な要素

とではなく，表意的な要素と併せて用いられた」と述べている。このように，表意の記号は実際

には絵文字が規格化されたものに過ぎないにも関わらず，クリルはその点に意義を見出そうとす

るあまり，漢字について現実離れした解釈を行うこととなり，その点を痛烈に批判したのがブド

バーグであった。
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　ブドバーグのクリルに対する論駁は一部の専門家のみに知られる学術誌に掲載されたにすぎず，

その影響力はクリルの有名な著書『中国の誕生』には遠く及ばなかった。クリルは，著書の中で

「我々（西洋人）は専ら音を表記することに取り組んできたが，中国人は文字を見れば音が介在

しなくても概念や鮮明な絵をただちに想起できるような，文字が視覚に訴える効果を追求した」

と述べている。

　私たちが「著者が本当に言いたいことは何か」と熟考せずに（それによって著者の意図を誤っ

て解釈するというリスクを冒すことになるが），このクリルの主張を額面通りに受け取るとすれ

ば，この記述は全く首肯しかねるものとなる。私のこの主張に対しては，中国語に関しては門外

漢である読者も異を唱えることはないであろう。実際，音が介在せずとも文章や手紙に散りばめ

られた漢字を目にしただけで意味が分かり，また鮮明な絵が思い浮かぶようなことはごく稀にし

か起こり得ない。

　著者であるクリル自身も，我々読者が彼の主張をすんなりと受け入れることに二の足を踏むの

も尤もであると仄めかしているが，先述した学術誌には，中国語は「専門的な知識を持たない人

でも，一目でそのほとんどあるいはすべてを理解できるような文字から成り立っている，という

意味での絵文字的な文字〈pictographic language〉」ではないという趣旨の記述が見られる。し

かし，「絵画的な文字〈pictoral writing〉」とまではゆかずとも「実用的で表意的かつ絵文字的な

文書」を見て，「すぐに」あるいは「容易に」その意図を把握できるかどうかを「教えを受け

た」であろう人たちだけに焦点を当てて考えてみると，さもなくば不合理な彼の主張は，愚かし

くも正論になる。というのも，教えを受けた者であれば，それが漢字，エジプトのヒエログリフ，

日本語のかな文字，あるいは完璧ではない英語の正書法など，如何なる文字で書かれているもの

であっても，それぞれの言語で表されている概念を理解することは難しくない。読み書きのでき

るすべての人はパブロフの犬と同様，文化と結びついた刺激に反応するように条件付けられてい

る。私の場合，「chicken」と「鷄（鸡）」のいずれの語を目にしても想起するイメージは同じも

のである。さりとて，英語を見た場合はケンタッキーのフライドチキンを，漢字の場合は醤油味

の鶏料理を連想するような違いはある。

　中国語が心像を呼び起こす点で比類がないものであるという誤り以外にも，クリルやガスパー

ル・ダ・クルス以降の研究者たちが漢字の特性に関する議論において誤った道に足を踏み入れた

のは，比較的少数の絵文字を起源とする文字の持つ抗いがたい魅力に屈し，全てではないにせよ

大部分の漢字の語彙についての推論をそこから行ったことに起因する。漢字の持つ絵文字的な要

素を過大評価するが故にその語義の側面を強調し，表音の側面については全くとまではいかない

にせよ最小限にしか評価しないという過ちは，中国語の研究者と多くの門外漢の人々に対し，中

国語とはそのような文字であるというイメージを早い段階で与えることになり得る。というのも，

彼らの漢字に対する第一印象は，本書の第 5章で紹介したような，最も分かりやすく興味深い類

の絵文字から得られるものだからである。意を決して是正しようと努めない限り，後に別の漢字

に出会ってもなお，第一印象こそが漢字に対する揺らぐことのない信条であり続けることになる。
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このことはまた，漢字が表音の側面を持つことを理解している専門家ですら間違いを犯す理由を

も示している。例えば，優れた研究者である李（Charles N. Li，李訥，1940-）やトンプソン

（Sandra A. Thompson，湯遜，1941-）も，漢字は「音韻ではなく，語義に基づく言語である」

とし，また「一部の形声文字の発音が音符の発音と類似している場合を除き，音韻情報を伝えな

い」と述べている。漢字に幻惑された研究者たちは，実際には全体の三分の二にあたる漢字が音

符の発音を通じて有用な音韻情報を伝えているにも関わらず，それらを例外として看過している

のである。

神話対現実

　ボリンジャー（Dwight Bolinger，鮑林傑，1907-1991）が「視覚的形態素〈visual morphemes〉」 

と名付け，エジャートン（Franklin Edgerton，埃哲頓，1885-1963）が「英語における表意文

字」と呼んでいる限られた数の絵文字的〈pictographic〉または表意的〈semantic〉な文字と，

より広範ではあるが，それでもなお限定的な体系である数学や化学の記号などを，発話で表し得

るほぼすべての内容を形容することができる正書法と同様の機能を備えた「完全な非表音文字の

体系」と位置付けることはできない。実際には，「完全な非表音文字の体系」とでも呼ぶべきも

のはこれまでに存在せず，漢字やシュメール語，アッカド語やヒッタイト語の楔形文字，またエ

ジプトのヒエログリフなどは，いずれも語義による完全な文字体系とは言い難い。下の表は，シ

ヴィル（Miguel Civil，西維爾，1926-2019）が様々な文書に記されたシュメール語とアッカド語

の文字について，表音と表意のいずれの役割を主に担っていたかを比較したものである。他にも，

エジャートンはエジプト文字について，「正規のヒエログリフまたは神官文字を用いたすべての

文書において，圧倒的多数の記号〈sings〉が担っているのは表音の役割であり，表意の役割で

はない」と述べている。このことが中国語にも当てはまるのは，本書の第 5章で詳しく述べた通

りである。

楔形文字の意味的要素と表音的要素の割合

文字〈Symbols〉 シュメール語 アッカド語
音節文字〈Syllabograms〉 36.4～54.3％ 85.6～95.7％
表語文字〈Logograms〉 60.3～42.8％ 6.5～3.5％
分類詞〈Classifier〉 3.1～2.9％ 7.6～0.7％

　非表音的な記号は全ての文字体系において存在し，中にはこのような記号が比較的多く見られ

るものもある。しかし，そのことから，表音的要素を全く必要としない文字体系が存在する，あ

るいはそのような文字体系の存在が可能であると結論付けるのは根拠のない憶測にすぎず，必然

的に「表意の神話」に見られるような，文字の性質に対する誤解にもつながり得る。

　このような神話は，明らかに次の二つの考え方において認められるが，いずれも否定されるべ
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きものである。一つ目は，漢字は現存する表意文字体系であるという捉え方だが，これについて

は誤りであることがすでに示されている。二つ目は，表意という概念そのものの正当性について

の議論に関するものであるが，私自身は表意という考え方には全く同意しかねる。なぜならば，

発話と切り離され，音によらずに思考を伝えるような文字体系が存在するとすれば，それには莫

大な数の記号が必要とされることになるが，それほどまでに多くの記号全てを記憶できるほどの

能力が我々に備わっていることが証明できないからである。たしかに，例えば数字のような「視

覚的形態素〈visual morphemes〉」は，英語をはじめとする全ての文字体系に一定数存在する。

また，多くの発音の手がかりのない中国語の音節記号〈syllabic signs〉や書記単体〈graphs〉な

どをそのカテゴリーに含めると，かなりの数に上るとも考えらえる。このように，ある文字体系

の中に多くの固有の「表意文字」が見られることはあるが，表意の原則のみに基づいた文字体系

なるものは存在し得ない。アルファベットを用いた表記法では，音素を表す数十個の記号

〈symbols〉を習得する必要があり，また，音節文字の場合は，音節を表す数百から数千個の記

号に精通しなければならない。一方，音によらずに全ての言葉や概念を表意的に表すためには，

そのために必要とされる何万から何十万もの記号を覚えなければならないことになる。このよう

な記憶術がコンピュータ・チップを脳に埋め込みでもしない限り到底凡人の手にはとても負えな

いことは，常識をもってすれば難なく理解できる。表意文字の「熱狂的な信者」とでも言うべき

人たちが，例えば『ハムレット』や，あるいは少なくともリンカーンのゲティスバーグの演説を，

音と切り離した記号を用いた英語へ書き換えることに成功しない限り，表意文字の理論は巷の神

話の域に留められるべきであろう。

「表意〈Ideographic〉」という表現への異議

　ここで我々はさらに踏み込み，ブドバーグの数十年前の主張に倣い，「表意」という用語その

ものを打ち棄てなければならない。ブドバーグは，古代中国文字の研究者たちが漢字の音の側面

に目を向けず，「中国語における文字の発展が（中略），他の人類とは切り離された神秘的な奥義

によるものだと主張している」点を批判し，次のように述べている。

その分野の研究者たちの多くは，異国情緒に溢れ，魅惑的な「字形学〈graphic semantics〉」 

に注目する道を選び，言葉を包み込む図形的な外面には関心を寄せるが，生体組織としての

言葉の研究にはほとんど興味を示さない。「表意〈ideograph〉」という言葉こそが漢字に対

する誤解の根源であることは紛れもない事実であり，そのような語は可能な限り早急に忘却

の彼方に追いやる必要がある。それに代わる表現として，かつて使われていた用語である

「表語文字〈logograph〉」という表現の復活を提案したい。漢字の中で使われている記号は，

それがいかに曖昧で，様式化され，象徴性を備えるものであっても，いずれも「語〈words〉」

を表している。
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　彼の主張の核心は最後の一文である。漢字は多くの場合，音声によって語（より正確には形態

素）を表しており，思考〈ideas〉を表すものではない。文字が語を表すという点については，

その手法や効果という点では様々な違いはあるものの，漢字もまた他の完全な文字体系と何ら異

なるものではない。

　ブドバーグが漢字を表意とすることに異を唱える約一世紀も前に，ピーター・S・デュポン

ソー（Peter S. DuPonceau，杜龐修，1760-1844）が，彼の優れた著書の中で同様の見解を示し

ている。彼は 19世紀前半のアメリカを代表する優秀な研究者の一人であり，米国哲学協会の会

長も歴任した人物であるが，その著書については，エジャートンと趙（Chao，趙元任，

1892-1982）が短く言及しているのみであり，中国学の専門家からの然るべき注目を集めるには

至っていない。私自身もつい最近まで彼の見解を見落としていたことを認めなければならず，そ

の過ちにより二度手間をかけるようになった誹りは免れない。当時は限られた情報しか入手でき

なかったことを鑑みると，デュポンソーの考察は驚嘆に値するものであり，漢字は表意文字であ

るとする見方だけでなく，表意という考え方に対しても，非常に説得力のある理路整然とした反

論を唱えている。たしかに，趙も指摘している通り，彼の主張にはいくつかの欠点もあることは

事実だが，その点を差し引いたとしても，おそらくは「表意の神話」に対する最も全面的な駁論

であると言えよう。

　デュポンソーは，漢字に対する当時の一般的な見解に触れつつ，表意という考え方の背景につ

いて次のようにまとめている。

（漢字は）視覚的に思考を伝える手段であり，発話とは完全に切り離され，言葉が介在せず

とも視覚を通じて直接脳に思考を伝えることができる。そのため，表音文字体系やアルファ

ベット書記体系と対比させ，表意文字と呼ばれている。中国ではこのような考え方が受け入

れられているが，これは中国の文人たちの虚栄心が生み出したものと言って差支えないであ

ろう。初期にはカトリックの，そして後にプロテスタントの宣教師たちが，十分な検証を経

ることなく，そのような見解を中国人から譲り受けた。そして，先天的に備わっている新奇

なものを好む人類の気質がその思想の伝播に少なからず貢献し，世論という後ろ盾を得たこ

とで，誰も敢えて異を唱えようとはしない自明の理の一つと見なされるようになった。

　デュポンソーはそのような見解に対し，敢然と，端的に異を唱えている。すべての中国語学の

研究者が信条として胸に刻むべき簡潔明瞭な文章の中で，彼は次のような結論を述べている。

1． 通念とは異なり，中国語の文字体系は表意的〈ideographic〉なものではない。漢字は思

考ではなく語〈words〉を表していることから，私はそれを語彙書記〈lexigraphic〉と呼

んでいる。

2． いわゆる表意文字〈ideographic writing〉とは想像の産物であり，ごく限られた目的のため
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に使われる一部の例外を除いて存在せず，それらをしても文字と呼ばれるには至らない。

3． 発話の能力を有する私たち人類にとって，すべての文字は発話を端的に表すものでなけ

ればならず，抽象化された思考を脳に伝達することはできない。

4． 我々の知る限り，すべての文字は，語や音節，単純な音などの要素を通じて言語を表す

ものである。

　デュポンソーがはるか昔に導き出した結論は，彼と同世代のフランス人漢学者キャレリー（J. 

M. Callery，卡勒里，1810-1862）の洞察に満ちた見解とも一致している。1040個の音声記号か

ら成る音節文字体系についての概論の中で，彼は次のように述べている。

かつては象徴記号だと考えられていたエジプトのヒエログリフが，実際にはそのほとんどが

音声記号に外ならない，つまりその言語の別の音を示す役割を与えられていたとするシャン

ポリオンの輝かしい業績の正当性が証明されていなければ，漢字もまた，そのほとんどが言

語の音と緊密に結びついた表音文字であり，これまで言われてきたような象徴や表意の記号

ではないと私が微かな声を上げて学会に意見することはなかったであろう。しかし，いまや

偏見の壁は崩れ去り，ほぼ全ての科学分野において極めて合理的な観測手法が取り入れられ

ていることを踏まえ，漢字の表音体系に関する私の研究結果を敢えて公にするものである。

　残念なことに，現代の研究者たちはデュポンソーやキャレリーが取り入れた「極めて合理的な

観測手法」を蔑ろにしている。また，遺憾にも，文字の発展段階において，中国人は，ブドバー

グが言うところの「彼らを世界の他の人々とは異なる存在に仕立て上げる神秘的で難解な原則」

に従ったという考えが流布している。とりわけ嘆かわしいのは，漢字についての議論の場では，

冷静沈着な研究者たちでさえ，突如として彼らの批評能力をかなぐり捨ててしまうのを目の当た

りにすることである。漢字に関する神話がこれほどまでに拡散し，深く根を下ろしている要因の

一つは，「表意」という言葉が使われることであると断言できる。したがって，その言葉の使用

から生じる誤解を払拭するためには，それを別の表現に置き換える必要がある。というのも，そ

の語が繰り返し使われることが，あたかもプロパガンダ的な手法やサブリミナル広告の如く，知

らぬ間に我々の思考に影響を及ぼしているからである。

　ブドバーグは「表意」に替わる語として「表語〈logographic〉」という表現を提唱しているが，

ほかにも「形態素〈morphemic〉」という語を推奨する専門家もいる。これらの用語は学会では

広く使用されているものの，多くの研究者は「表意〈ideographic〉」との本当の違いを理解して

いない。シヴィルがシュメール文字について議論する際，あるフランス人学者の用いた

「idéographique」という語を引用し，その直後に「即ち表語〈i.e., ideographic〉」と括弧付きの注

を付している。また，ある大学の言語学のテキストには，「表語文字体系〈logographic writing 

system〉においては，使用されているそれぞれの文字が具体的または抽象的な概念や考えを表
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す。（そのため，これらは表意〈ideographic〉とも呼ばれる。）」のように，二つの語が同じもの

を示しているとする記述も見受けられる。カラーズ（Paul A. Kolers,柯勒，1926-1986）は「今

日，世界には主要な二つの文字体系がある。それは意味によるもの〈semantic〉と音によるもの

〈phonetic〉である」と述べているが，二つの用語の根底にある別個の概念を明確には区別して

いない。そのことは，次のような掴み所のない記述からもうかがえる。彼は漢字について，「「音

を表さず」，文字に含まれている「表語的な複合物」は「絵から派生した」ものであり，「直感的

に理解しやすい」文字体系である」と記している。このような典型的な例が示しているのは，

「表語〈logographic〉」という語が，単に「表意〈ideographic〉」と同じ意味の，より趣向を凝ら

した用語として使われており，ブドバーグをはじめとする漢学者たちが期待していたような，漢

字の基本的な性質についての誤解を封じるという役割は果たせていないということである。どち

らの語も適切であるとは言えず，かつ誤った認識を招く恐れがある。というのも，これらの表現

は，絵から語，あるいは絵から形態素へと発展する過程において，語や形態素の音が関わってい

ることを示しておらず，その発展段階においては非表音的なもの，つまり「表意」的なアプロー

チを経るという解釈の余地を残しているからである。漢字の性質に関する一般的な誤解を払拭す

るには，漢字の表音的側面に人々の関心を引き付ける必要があり，そのためには，例えば「形態

素音節語〈morphosyllabic〉」のような表現を用いることが唯一の解決法となるであろう。

　「表意」という語を用いてきた人の中には，その語の基本的な意味を信奉する人たちだけでは

なく，必ずしもその概念を受け入れてはいないが，習慣的にそのような表現を用いる人たちも含

まれる。私自身，以前の著作の中で「表意」という語が一般的に使われることによって顕在化す

るであろう負の面を考慮せず，その使用を容認していたことへの責任を痛感している。過去の罪

を悔いる罪人として，私はこの一種の麻薬のような用語とは手を切ることをここに固く誓う。私

に続き，「表意」という言葉を，ユニコーンの角や鳳凰の羽などとともに「神話記念品博物館」

とでも呼ぶべき場所に収蔵するような動きに加わる人が現れることを願っている。

後注

 1）本翻訳は，2017年度京都外国語大学国際言語平和研究所学内応募研究（代表者 朱一星）の成果
の一部である。この章節の日本語翻訳と，京都外国語大学『研究論叢』への掲載について，ハワ
イ大学出版局より快く許諾を得たことに対し，ここに深い謝意を表す次第である。

 訳者の巻下由紀子は，同章節の中国語翻訳を担当した朱一星と，幾度となく文中の専門用語の翻
訳について意見交換を行った。しかし，漢字関連の訳語については，残念ながら現状では必ずし
も統一された明確な合意が形成されるに至っていない。そのため，明確な訳語を求めつつ，原著
の英語表現を適宜付随することで，今後の更なる検討の余地を読者に残した。なお，原著に記載
されている英語引用文献については，日本語読者にとって繁雑であるため，本邦訳には記載して
いない。それらについての詳細な情報を必要とする読者は，英語版原著を参照されたい。

 2）文中に登場する人名について，西洋の宣教師，漢学者は自ら漢字名を名乗る者が多く，それらの
漢字名は単なる「翻訳」を超える意味合いを持っている。そのため英語版ウィキペディアなどで
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表記されている一般的な漢字名をそのまま原語氏名の後ろに付した。その他の重要な人物の氏名
についても中国語圏で通用する表記を氏名の原著表記の後ろに付した。

 3）このくだりの訳はガスパール・ダ・クルス著／日埜博司訳『クルス『中国誌』』講談社学術文庫
2002，203頁によるものである。

 4）シャイアン族の父から息子への絵文字ふうメッセージ（左の図）。（Gelb, I. J. A Study of Writing, 
Revised Edition, The University of Chicago Press, 1963. 31頁より）

 5）オブワジ族の少女から恋人への絵文字ふうメッセージ（右の図）。（Gelb, I. J. A Study of Writing, 
Revised Edition, The University of Chicago Press, 1963. 32頁より）
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ガスパール・ダ・クルス著／日埜博司訳　『クルス「中国誌」』 講談社学術文庫 2002.
Gelb, I.J. A Study of Writing : Revised Edition, The University of Chicago Press, 1963.
德范克《表意神話》，朱一星・陳志群訳，《語文建設通訊》（香港）第 120期，2020.2
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社会人基礎力を育成する大学生インターンシップの試み
― マルティニーク島でのコミュニティエンゲージメント型インターンシップの実践例 ―

中　西　久実子 
山　分　志　穂 

フランソワ・レジナ

 〈Résumé〉
  Parmi les nombreux stages destinés aux étudiants japonais, des écoles de langue japonaise 

proposent des programmes d’enseignement du japonais en tant que langue étrangère. Jusqu’à 

présent, la tendance était de simplement suivre les instructions des professeurs de japonais, 

soit en les observant soit en les assistant dans leurs tâches. Cependant, de tels stages sont 

caractérisés par un travail plutôt répétitif et simple. De plus, ces étudiants ne font que l’expé-

rience de l’enseignement du japonais à des étrangers. Outre l’observation et l’assistance, les 

stages que nous proposons permettent  une meilleure immersion, prenant en compte  les 

caractéristiques de la communauté locale, les us et coutumes des résidents et l’histoire locale à 

laquelle appartient l’école de langue japonaise. Ce type de stage impliquant une prise en 

compte de l’environnement culturel, de l’histoire et des traditions encourage l’intégration des 

étudiants et fait appel non seulement à leurs compétences de base, mais aussi à leur aptitude à 

travailler en tant que professeurs de japonais.

  Dans cet ar ticle, à partir des résultats des rapports des étudiants participant à ce 

programme, nous démontrons que nous pouvons accomplir notre fonction première, l’ensei-

gnement de la langue, tout en ouvrant le dialogue avec les personnes qui ont un lien direct ou 

indirect avec l’école de langue japonaise. Tout cela permet ainsi aux étudiants de découvrir et 

de s’imprégner de leur histoire et de leur culture. Nous serons ainsi en mesure de proposer 

des stages qui intègrent activement des éléments d’engagement communautaire contribuant à 

l’intérêt collectif.

はじめに
本研究は，日本語教員をめざす学生のためのインターンシップ（約 2週間の短期留学）で，い

かにして社会人基礎力を育成するような成果が得られるまでになったかということを示すもので

ある。

これまでの日本語教員養成のインターンシップは，日本語を教える授業を見学したり，日本語

教員の TA（ティーチングアシスタント）として単純作業を手伝うだけで終わることが多かった。

これに対して，本研究では，周辺の地域社会の人々との対話や，地域社会の歴史や文化を知ると

いう要素をも取り入れ，コミュティエンゲージメント型のインターンシップとして実践した成果
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を示す。

松田武（2017）によると，「コミュニティエンゲージメント」とは，「実際にコミュニティーに

入り、教室で学んだ知識を活かしながら、地域の人たちとともに地域課題の解決に取り組むサー

ビスラーニング」である。五島敦子（2016）によると，「コミュニティ・エンゲージメント」の

目的は，「学問，研究，創造的活動を伸張すること，カリキュラム，教育，学習を強化すること，

教養ある市民を育成すること，民主的な価値と市民の責任を強めること，重要な社会的課題に取

組み，公共の利益に供すること」である。

本研究では，就業体験とコミュニティエンゲージメント活動を融合させたインターンシップで，

日本語教員としての社会人基礎力が育成できた実践例を示す。

以下の 1章においては本研究の背景と問題点を指摘する。そして，2章では，問題点を解決で

きるようなコミュニティエンゲージメント型のインターンシップ案を開発した経緯を示す。続く

3章では，本研究で提案するコミュニティエンゲージメント型インターンシップの利点を実習記

録のダイアリで示す。そして，最後に，4章においてインターンシップを受け入れた企業側の事

後評価と今後のコミュニティエンゲージメント型インターンシップの改善案を示す。

なお，1章，2章，3章は中西が執筆を担当し，4章は山分とレジナが執筆を担当した。

1．本研究の背景と問題の所在

本章では，本研究の背景を示し，過去のインターンシップの問題点を明らかにする。

1.1 本研究の背景

文部省（現・文部科学省）・通商産業省（現・経済産業省）・労働省（現・厚生労働省）

（1997）によると、大学等におけるインターンシップとは，「一般的には，学生が企業等において

実習・研修的な就業体験をする制度のこと」とされている。熊谷智宏（2016）で述べられている

ように，インターンシップは「就職活動前に社会との接点を持ち，やりたい仕事や適性を確認す

る機会になる」ものであり，「プログラムを通して企業をより深く知ることができ，志望動機が

明確になる」というメリットがある。

インターンシップでは，まずその組織において職務がおこなわれている様子を見学し，次に，

同様の職務が遂行できるように訓練をしてから，実際の職務を少し体験するというプロセスをた

どる。そして，ある組織に入り込みその組織での職務を円滑に遂行できるようになることをめざす。

日本語教員をめざす学生のための教壇実習もインターンシップの一部に組み込まれることがあ

り，日本語学校で日本語の授業を見学し，指導案を作成して模擬授業をおこない，教壇実習をす

るというプロセスをたどる。

1.2 問題の所在

これまで日本語学校で実施されてきた日本語教員養成のインターンシップは「教育実習」とし

162 社会人基礎力を育成する大学生インターンシップの試み



て提供されてきたため，日本語学校などの日本語教員のもとで見習いや単純作業のお手伝いをす

るだけという性格が強かった。教育実習とは，「大学で学んだ理論や知識を基礎として，学校現

場で豊かな経験を積んだ教員の指導のもと，具体的・実践的な教育活動を経験することによって

教育の実務についての基礎的な理解を深め，教育者としての態度や心構えを養い，教育の実践的

な技能を身に付けることを目的とする（國原幸一朗（2020））」ものだからである。

表 1は，2017年に国内の日本語学校 Aで実際におこなわれた大学生のためのインターンシッ

プのスケジュール表である。表 1（太字部分）を見ると，補助的・単純作業をおこなういわゆる

見習いが中心となっていることがわかる。たとえば，授業を担当する教員が使用するスライドの

作成を手伝う単純作業やイベント準備（コピーを取ったり，印刷をしたりする）といった単純作

業である。実際に表 1のインターンシップに参加した学生に 2017年 9月にインフォーマルなイ

ンタビューを実施したところ，「ただ疲弊しただけで，自らの適正や教員としての気づきなどを

得る機会があまりなかった」との回答を得た。

表 1　国内の日本語学校 Aでのインターンシップ

午前 午後
1 日目 オリエンテーション，学校見学

イベント（日本人と外国人の交流会）準備
2 日目 授業見学（中級レベル） イベント（日本人と外国人の交流会）準備
3 日目 授業見学（上級レベル） 活動（茶道）の手伝い

イベント（日本人と外国人の交流会）準備
4 日目 授業見学（初級レベル） イベント（日本人と外国人の交流会）準備
5 日目 授業スライド作成手伝い 授業 TA（初級レベル）
6 日目 授業スライド作成手伝い イベント（日本人と外国人の交流会）運営
7 日目 授業スライド作成手伝い 授業 TA（中級レベル）
8 日目 授業 TA（上級レベル）
9 日目 授業 TA（初級レベル） 授業スライド作成手伝い
10日目 振り返り，評価

表 1のようなこれまでの日本語教員養成のインターンシップは，社会人基礎力を培う要素が欠

如していると言わざるを得ない。「社会人基礎力」とは，経済産業省（2006）で提唱されている

「職場や地域社会で多様な仕事をしていくために必要な基礎的な力」であり，以下の①②③で示

される 3つの能力で構成される。

①　「前に踏み出す力（主体性・働きかけ力・実行力）」

②　「考え抜く力（課題発見力・計画力・想像力）」

③　 「チームで働く力（発信力・傾聴力・柔軟性・状況把握能力・規律性・ストレスコント

ロール力）」
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宮里心一（2020）では，社会人基礎力に対する行動目標に関して，現在の学生が認識している

行動目標の水準と，インターンシップに向けて設けている行動目標の水準」がほぼ一致すること

が示されており，「他者と一緒に，目標の実現に向けた努力を継続できる」などルーブリック案

が提案されている。しかし，ここでは，具体的にどのようにすれば，「他者と一緒に，目標の実

現に向けた努力を継続できる」力を培うことができ，社会人基礎力が修得できるインターンシッ

プが実現できるかは示されていない。

そこで，本研究では，単純作業が多かった教育実習としての日本語教員養成のインターンシッ

プを社会人基礎力が培えるインターンシップに変える提案をおこなう。具体的には，実際に日本

語学校を含むコミュニティーに入り、教室で学んだ知識を活かしながら、地域の人たちとともに

地域課題の解決に取り組むサービスラーニング，つまり，社会人基礎力が育成できるコミュニ

ティエンゲージメント型のインターンシップの実践例を示す。

2．本研究におけるインターンシップの改善のプロセス

2章では，執筆者がコミュニティエンゲージメント型のインターンシップを開発した経緯を示す。

2.1　本研究におけるインターンシップを開発した経緯

一般社団法人 J imagineは，2013年より日本へフランスからの学生をインターンシップとして

受け入れをしてきた。そして，2015年度からは京都外国語大学において，執筆者（中西）と協

力して日本語教育と企業インターンシップを融合させた取り組みを実践してきた。その内容は，

日本の企業でインターンシップをおこなうフランス語母語話者が 3か月程度日本に滞在する間，

必要な簡易な程度の日本語会話を京都外国語大学の学生が先生役になって教える活動であった。

この活動は 2015年以降 2020年現在まで継続しており，参加者から安定的に一定以上の評価を得

られる質の高いプログラムとなった（中西久実子・井元麻美（2019），中西久実子（2020））。そ

こで，2019年 6月，執筆者は，同様のインターンシップを，学外（フランス海外県マルティニー

ク島 1）の日本語学校）でおこなうものとして新たに内容も検討しなおすことにした。

2.2　本研究で開発した日本語教員養成のためのインターンシップ案

ここでは，本研究で新たに開発したインターンシップの試行錯誤の過程を示す。

2.2.1　文化体験とアクティビティが多すぎたインターンシップ案①

最初に執筆者が考えたインターンシップ案①は表 2のとおりで，文化体験やアクティビティ要

素が強すぎた。
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表 2　文化体験とアクティビティが多すぎたインターンシップ案①　※ 就 は就業体験。

1 日目 日本出発

2 日目 マルティニーク空港到着後宿泊先へ移動

3 日目 オリエンテーション後，ジョゼフィーヌの生家，“La savane des esclaves”）見学

4 日目 午前　地元小学校を訪問し，折り紙を教える，午後　市場を散策

5 日目 日本語学校で日本文化講座／日本語を教える 就

6 日目 ラム酒の蒸留所博物館を見学，有機農法の農業体験

7 日目 Japan Day 特別学校にて交流会【折り紙，習字，和菓子】

8 日目 無人島ツアー

9 日目 マルティニーク空港出発

10日目 パリ経由で帰国

表 2のインターンシップ案を執筆者（中西）の勤務校（京都外国語大学）の担当部署（キャリ

アセンター）に提案したところ，下に示す（ 1）のように否定的な回答を受けた。その理由は，

就業体験が少なく，実質 7日間のインターンシップ期間中，5日間をラム酒の蒸留所博物館の見

学など文化体験や，無人島ツアーなどアクティビティとしていることであった。

（ 1）2019年 6月 6日　京都外国語大学キャリアセンターからの回答

今回送られた企画書では，内容がキャリアセンターで受けられるインターンシップに

するには，アクティビティの要素が強く，就業体験が少なすぎると感じています。

2.2.2　就業体験と文化体験を融合させたインターンシップ案②

そこで執筆者は，上の（ 1）の回答の後，現地の日本語学校での就業体験を増やし，再度イン

ターンシップ案を作成した。そのインターンシップ案②は表 3に示すとおりである。9日間のイ

ンターンシップ期間中，5日間を現地の日本語学校MIRAIZUでインターンとして勤務すること

とし，就業体験を増やした。表 3のインターンシップ案は，京都外国語大学）の担当部署（キャ

リアセンター）からも，京都外国語大学外国語学部日本語学科教員からも肯定的な評価を得るこ

とができた（2019年 9月 17日）。

しかし，コミュニティエンゲージメント型のインターンシップとしては，「地域の人たちとと

もに地域課題の解決に取り組む」要素が少ないと感じられた。
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表 3　就業体験と文化体験を融合させたインターンシップ案②　※ 就 は就業体験。

1 日目 日本出発

2 日目 マルティニーク空港到着後　宿泊先へ移動

3 日目 オリエンテーション

4 日目 日本語学校にて実習 就

5 日目 日本語学校にて実習 就

6 日目 日本語学校にて実習 就

7 日目 課外の文化活動

8 日目 日本語学校にて実習 就

9 日目 日本語学校にて実習 就

10日目 課外の文化活動

11日目 交流イベント準備

12日目 交流イベント実施

13日目 マルティニーク発

14日目 パリ経由で帰国

2.2.3　コミュニティエンゲージメント型のインターンシップ案③

執筆者はさらにインターンシップの案を練り直した。執筆者のうち，山分とレジナが所属する

企業（一般社団法人 J imagine）がそのネットワークを駆使し，現地法人（ROYALジュース・

ジャム会社，LA MAUNYラム酒の蒸留所など）の関係者にも今回のインターンシップのサポー

トをお願いできることになった。また，現地の大学の関係者とも相談することができ，企業や地

域社会にもメリットのあるコミュニティエンゲージメント型インターンシップを 2020年 2月に

フランス海外県マルティニーク島で実施できることになった（表 4，約 2週間の短期留学プログ

ラム）。

参加が決定したのは，京都外国語大学の私費留学のインターンシップ実習生 2名と，その指導

者（関西圏の複数の大学の教員）である。

表 4の太字部分は，土地の歴史や文化を知り，地域住民との交流を深めるコミュニティエン

ゲージメント的要素である。日本語学校の内外の一般社会人と対話を重ね，その共同体の歴史や

文化を知り，かつ，その地域の人たちとともに地域課題の解決に取り組むサービスラーニング的

な要素が盛り込んである。具体的には，マルティニークの火山爆発で廃墟となった施設の再開発

の問題や，現地の日本企業（TOYOTA）での社員教育の問題，植民地時代からの人種差別の問

題などに向き合うことができるように構成されている。
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表 4　コミュニティエンゲージメント型のインターンシップ

※ 就 は就業体験であることを示す。

1 日目 2/3月 日本出発

2 日目 2/4火 マルティニーク空港到着，地元のラジオ番組でインタビューを受ける

3 日目 2/5水 就 FORMEO進学フェアに参加し，活動をサポートする

4 日目 2/6木 就 FORMEO進学フェアに参加し，活動をサポートする

5 日目 2/7金 就 FORMEO進学フェアに参加し，活動をサポートする

8 日目 2/10月 就 日本のかき氷を販売する体験をおこなう。その後日本語学校
MIRAIZUにて授業を見学し，打ち合わせ会に参加する。午後，市内の
ビジネススクールを訪問し，現地の日本語教員にインタビューをする。

9 日目 2/11火 La Savane des Esclaves（マルティニークの植民地時代のメモリアル
パーク）にて歴史と文化の情報収集をし，現地の人にインタビューをする。
LA MAUNYラム酒の蒸留所を見学

10日目 2/12水 ROYALジュース・ジャム会社の工場を見学。
就 日本語学校MIRAIZUにて日本語授業の実習（オープンクラス）

11日目 2/13木 日本語学校 MIRAIZU の理事に学校創設の話を聞くインタビューする

12日目 2/14金 就 日本博（NIPPON HAKU Martinique）の開催準備

13日目 2/15土 就 日本博（NIPPON HAKU Martinique）の開催

14日目 2/16日 マルティニークの出身のナポレオン 1世の妻ジョゼフィーヌの生家見学

15日目 2/17月 マルティニーク空港出発，パリ経由で帰国

3．実習記録ダイアリからわかる「社会人基礎力を育成するインターンシップ」

3.1　コミュニティエンゲージメント型のインターンシップに参加した学生の実習記録

2020年 2月におこなったコミュニティエンゲージメント型インターンシップ（表 4）に参加し

た学生は，「ダイアリ」を用いて振り返り学習をおこなった。

「ダイアリ」とは，「教師や学習者が授業中の経験について感じたことや考えたことを記述す

る日記のことである（山本由紀子（2006））。以下では本インターンシップでのダイアリのデータ

を引用して示す。ダイアリ執筆者は，京都外国語大学外国語学部日本語学科の景山瑞希氏（K，

2020年 2月現在 2年次生），澤歩実氏（S，2020年 2月現在 2年次生）である 2）。

3.2　実習記録ダイアリからわかる社会人基礎力の育成

ここでは，コミュニティエンゲージメント型のインターンシップの参加者のダイアリを引用し

ながら，参加者の社会人基礎力の育成について分析する。
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3.2.1　前に踏み出す力（主体性・働きかけ力，実行力）

次に示すダイアリ（ 2）を見ると，参加者は限られた環境の中で授業をしなければならない苦

境を，自らの①「前に踏み出す力（主体性・働きかけ力・実行力）」で乗り越えたことがうかが

える。

（ 2） 授業を行った場所は，テレビと椅子のみという形で書くことが困難だったため，なる

べく体を使っての授業を考えました。アクティビティでは，伝言ゲームをおこない，

楽しみながら日本語に触れてもらうことができたと思います。（K）

さらに，（ 3）（ 4）（ 5）では，「主体性を持ってプロジェクトに取り組む力，新しいことに挑

戦し，あきらめないで責任を持って最後までやりぬく力」が参加者たちに育成されたことがわか

る記述がみられた。

（ 3） 今回のクラスの目標としては，「～が好きです」「～が好きですか」の質疑応答ができ

るようになる」でした。ほぼ日本語で挑戦し，最初はまとまりに欠けましたが，リ

ピート練習を重ねるごとに，理解した人がまだよく分かっていない人に教えたりと

徐々に一体感が出ました。（K）

（ 4） この研修では，日本語を教える技術だけでなく，人との出会いの大切さ，何事にも挑

戦する大切さなど様々なことを学びました。（S）

（ 5） もっとたくさんの方に活動を知っていただけるように私たちも頑張りたいです。（K）

3.2.2　考え抜く力（課題発見力・計画力，想像力）

次に示すダイアリ（ 6）は，参加者が現地のラジオ局の取材を受けてインタビューを受けたこ

とを示している。参加者は「ストライキ」などフランス社会での社会問題について考えさせられ

ることになった。つまり，参加者は，このインタービューでこれまでの自分たちの知識では対応

できないような課題に直面し，それについて自分で考えることを求められたわけである。

（ 6） マルティニークの印象などを聞かれました。ストライキについてどう思うかも聞かれ

ました。（S）

次に示す（ 7）（ 8）（ 9）（10）は，その後，参加者たちが，地域の民族の歴史についての知

識を深めていることを示している。これらの記述から参加者が，現地の民族の歴史や悲しみを

知って衝撃を受けたものの，世界には多様な人種・民族がいることを認識し，それぞれ一人の人

間として尊重し合える多様性を持っていることを素晴らしいことと評価できるようになったこと

がわかった。
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（ 7）マルティニークの奴隷時代のことを知ることができ勉強になりました。（S）

（ 8）6歳から毎日強制労働させられていた過去を知り，胸が痛みました。（S）

（ 9）マルティニークの歴史を知ることで国についての理解が深まりました。（S）

（10） このメモリアルパークは，政府の援助なしに個人で作ったもので，後世に伝えようと

する姿勢が素晴らしいなと思いました。（S）

この体験の後に，参加者は，現地のスタッフとも議論する機会を作り，さらに日本とマルティ

ニークのつながりを作りたいという気持ちになったと述べている。（11）（12）がその参加者の証

言となるダイアリの抜粋である。これらの記述から，参加者たちが，マルティニークの部外者と

してでなく，マルティニーク島という地域社会へのコミュニティエンゲージメント活動者として

コミットしようとする計画力が培われたことがわかる。

（11） 帰りには日本語学校MIRAIZUの理事 Fさんにインタビューする機会があり，マル

ティニークの理解を深めました。日本とのつながりをもっと作っていけるように頑張

りたいと思います。（K）

（12）また，日本語学校MIRAIZUのサポートができたら幸いです。（S）

以上のことから，参加者たちはインターンシップをおこなった学校の地域の人々との対話や歴

史を知ることによって，日本語を教える以上のことを吸収した。現地の人たちと対話を重ねるう

ちに，チームで働く大切さを認識できるようになっていったと思われる。参加者の社会人基礎力

のうち，②考え抜く力：「考え抜く力（課題発見力・計画力・想像力）」が育成されたと言ってよ

いだろう。

3.2.3　 チームで働く力（発信力・傾聴力・柔軟性・状況把握能力・規律性・ストレスコント

ロール力）

さらに，参加者たちは，社会人基礎力のうち，③「チームで働く力（発信力・傾聴力・柔軟

性・状況把握能力・規律性・ストレスコントロール力）」も培うことができた。たとえば，（13）

の証言からわかるように，チームのメンバーと一緒に考える大切さを体験することができた。

（13） 日本語学校MIRAIZUに行き，現地で日本語を教えている 2人の日本人日本語教師の

授業を 20分間ずつ見せていただきました。その後，フィードバックをし，授業の改

善点や，スピーキング力を重視する授業をどのようにすれば良いのかを一緒に考えま

した。（S）

そのため，（14）からわかるように，参加者が困難に直面したときも乗り越えることができた。
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この証言から「時には衝突しながらも，他者を理解・尊重し，グループで協働していく力」が培

われたことがうかがえる。

（14） 途中流れが詰まり，不安になる場面がありましたが，クラスの雰囲気が意欲的でとて

も助けられました。（K）

さらに，（15）からわかるように，参加者は地域の人々に日本の言語や文化を教えることに

よって，「チームのメンバーと協力して発信する力」を身につけることができたようである。

（15） 日本文化を教えたり現地の方とコミュニケーションを取る良い経験をさせていただき

ました。（S）

1章で示したとおり，これまでの日本語教員養成のインターンシップは，社会人基礎力を培う

要素が欠如しており，「日本語学校などの日本語教員のもとで見習いや単純作業のお手伝いをす

るだけ」という問題点があった。

この問題点は本研究で開発したコミュニティエンゲージメント型のインターンシップにより解

決の一歩を踏み出したと言える。当該の日本語学校における職務の遂行だけでなく，その学校組

織を含む地域社会の一般社会人と対話したり，共同体の歴史や文化を知る過程において，参加者

たちが社会人基礎力を培うことが確認できたからである。今後，このようなインターンシップを

質（内容の改善）と量（参加者数の増加）の両側面からどのように改良していくかについては，

次の章で詳しく示す。

4．企業側の事後評価と今後のマルティニーク島でのインターンシップの可能性

4.1　企業側の事後評価

以下，今回のコミュニティエンゲージメント型インターンシップを主催した企業（一般社団法

人 J imagine Corporation）と，インターンシップを受け入れた日本語学校MIRAIZU，それぞれ

の視点からのインターンシップに関する事後評価を記す。

【一般社団法人 J imagineからの評価】

マルティニーク島の大学生たちの日本語研修として 2015年から京都外国語大学の日本語学科

と交流を続けているが，2020年に京都外国語大学の学生がマルティニークでインターンシップ

をおこなう活動をサポートする礎を築くことができた。このことは，日本とマルティニークの架

け橋を活動の大きな目的としている私たちにとって大変意味のあることであった。

【日本語学校MIRAIZUからの評価】
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本校は，日本語学校として設立してからまだ 1年目であり，教授方法や授業構成などを試行錯

誤している段階でもある。このことから，今回京都外国語大学の教員（執筆者 中西）から現地

教員に対して研修・指導する機会を得られたことは，日本語学校の質を担保するうえでも重要な

機会であった。また，日本語学校MIRAIZUの日本語教員は，インターンシップに参加した学生

（日本語教員を目指す学生）と意見を交換する機会を得たことで，あらためて授業について考え

直し，日本語を教えるということの責任についてもあらためて認識する良い刺激を受けた。さら

に，インターンシップに参加した学生が担当したオープンクラスを実施したことで地域社会に広

くこの日本語学校MIRAIZUの存在や活動を知ってもらうきっかけにもなった。

今回，インターンシップに参加した学生には日本語学校MIRAIZUでの実習授業は全て自分た

ちで準備してもらった。学習者のレベルやニーズ，カリキュラムを考慮して授業の準備をおこな

い，実際の実習授業の最中でも，学習者の状況を見て臨機応変に判断しその場で対応することが

要求された。授業が全てスムーズに進んだわけではないが，学習者たちが理解したことがわかっ

た瞬間，そして，学習者たちが一生懸命授業に参加する姿は学生たちの自信となりモチベーショ

ンとなったことだと思う。

さらに，インターンシップの一環としてマルティニーク島のホストファミリーと過ごすことは，

現地の家庭環境を肌で経験し，言葉以上のコミュニケーションを体感できたことであろう。そし

て，マルティニーク島の歴史学習として奴隷村などを訪問しその土地の歴史や民族のことについ

て知ることでより多様な文化や考えを知るきっかけを得たと思う。このインターンシッププログ

ラムを通じて，学生たちの成長をサポートできたことを嬉しく思う。ダイバーシティな世界を作

るためにも，一番大事なのは人と人との交流だと思っている。今回のインターンシップでは国際

人を育成するための機会をじゅうぶんに提供できたと考える。

4.2　今後のマルティニーク島でのインターンシップの可能性

執筆者は，2020年 2月にマルティニーク島の下記の（a）（b）（c）の面談に成功した。そして，

2021年度以降のインターンシップで協力関係を築いていけることを確認しあった。（a）（b）は，

就業体験のインターンシップ，（c）（d）は教壇実習のインターンシップ，（e）は地球温暖化を

防止するための有機農法の普及をおこなう活動になるインターンシップである。

（a） C.C.I.E, TOYOTA Martiniqueの副社長（Johan PETTIPRES氏）にインターンシップを依

頼する面談

（b） C.C.I.E, TOYOTA Martiniqueの副社長（Johan PETTIPRES氏）に TOYOTAスクールで

講座をおこなう教壇実習のインターンシップを依頼する面談

（c）MONPLAISIR GROUP会長（Olin MONPLAISIR氏）にインターシップを依頼する面談

（d） Université des Antilles Pôle Martiniqueの副学長（Odile MARCELIN FRANÇOIS-HAUGRIN

先生）にインターシップを依頼する面談

（e） André JUDES CADASSE氏に「有機農法による農業体験と有機野菜の販売体験のイン
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ターンシップ」を依頼する面談

上記の面談の成果を活かし，マルティニーク島の地域課題の解決にさらに取り組むサービス

ラーニングの要素を強化していく。そのため，2021年度以降にマルティニーク島において，下

記の内容を含む表 5のようなコミュニティエンゲージメント型のインターンシップを企画する予

定である。

・ 現地の農園と滋賀県の農園の協働作業の有機農法で作成した野菜を販売し，地球温暖化対策

の重要性を訴える活動をおこなう。

・ マルティニーク島民の砂糖摂取の過多による健康被害の防止策として，和食による食生活の

改善の提案をおこなう。

・ マルティニーク島の火山の噴火被害で廃墟となった地域をコンサートホールなどとして復興

させ，現地の市民に公開する。

表 5　今後のコミュニティエンゲージメント型のインターンシップ案

※ 就 は就業体験であることを示す。

午前 午後

1 日目 日本出発

2 日目 マルティニーク空港到着 就 実習先の日本語学校訪問・打ち合わせ

3 日目 就 実習先の TOYOTA訪問・打ち合わせ 就 実習先のホテル訪問・打ち合わせ

4 日目 就 日本語学校での実習
（受付業務，事務作業補助）

就 日本語学校での実習
（教壇実習（授業））

5 日目 就 TOYOTAでの実習
（受付業務，在庫管理補助）

就 TOYOTAでの実習
（受付業務，在庫管理）

6 日目 就 TOYOTAスクールでの実習
（講座準備）

就 TOYOTAスクールでの実習
（TOYOTAスタッフへの日本語ビジネ
スマナー講座①の教壇実習（授業））

7 日目 就 ホテルでの実習（受付業務，サービス業務補助）

8 日目 有機農法の農業体験，有機野菜の販売体験

9 日目 就 （小学校で折り紙教室を実施）

10日目 文化体験（奴隷村見学とインタビュー） ジョゼフィーヌの生家見学

11日目 就 日本語学校での実習
（受付業務，事務作業補助）

就 日本語学校での実習（教壇実習（授
業））

12日目 就 TOYOTAでの実習（受付業務，在
庫管理）

就 TOYOTAでの実習（受付業務，在
庫管理）
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13日目 就 TOYOTAスクールでの実習
（講座準備）

就 TOYOTAスクールでの実習
（TOYOTAスタッフへの日本語ビジネ
スマナー講座②教壇実習（授業））

14日目 就 ホテルでの実習
（受付業務，サービス業務補助）

15日目 終日自由

16日目 文化体験（ヨット／スノーケリング） 火山の噴火被害の地域の復興活動

17日目 文化体験（クレオール語講座を受講，和食による健康講座を開く）

18日目 就 日本語学校インターン
（受付業務，事務作業補助 ,オープンス
クール準備）

就 日本語学校インターン
（オープンスクール実施）

19日目 マルティニーク空港出発　パリ経由で帰国

今後は，マルティニーク島に 2校しかない日本語学校と協力して，地域社会の特色・地域住民

の特性や地域の歴史を理解する要素をさらに盛り込んでいけるようにするつもりである。そして，

日本語教員としての社会人基礎力を育成するコミュニティエンゲージメント型のインターンシッ

プを発展させたいと考えている。

おわりに

本研究では，単純作業が多かった教育実習としての日本語教員養成のインターンシップを社会

人基礎力が培えるインターンシップに変える提案をおこなった。具体的には，「実際に日本語学

校を含むコミュニティーに入り、教室で学んだ知識を活かしながら、地域の人たちとともに地域

課題の解決に取り組むサービスラーニング」，つまり，社会人基礎力が育成できるコミュニティ

エンゲージメント型のインターンシップの実践例を示した。本研究で実施したコミュニティエン

ゲージメント型のインターンシップの実習記録ダイアリのデータから，インターンシップをおこ

なう地域の歴史や文化を知り，その地域の人との議論の中で自分の意見を述べたり，他人の意見

を聞いたりすることが社会人基礎力を培うのに重要であることがわかった。その論証のための

データは量的には決して十分とは言えないので，今後データを蓄積して検証を続けていきたいと

考えている。

付記

本研究は，京都外国語大学の 2019年度の学内研究の助成を受けています。ここに期してお礼

申し上げます。また，本研究の執筆に際し，京都外国語大学キャリアセンター給田佳名子氏，京

都外国語大学外国語学部フランス語学科・日本語学科の先生方，および日本語学校Martinique 
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Japan Academy MIRAIZU日本文化センター MIRAIZUのスタッフの皆様，景山瑞希氏，澤歩実

氏にご協力いただきました。この場をお借りしてお礼申し上げます。
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イタリアのテレビ番組内インタビューにおける「ほめ」の研究

ステファノ・ロチーニョ

 〈Sommario〉
  Nel presente scritto viene approfondito da un punto di vista socio-linguistico, l’atto linguis-

tico del complimento, osservato nei talk show televisivi italiani. In particolare, l’analisi prende 

in considerazione il sesso dei parlanti per fare luce sull’attitudine produttiva （da chi a chi） e 

ricettiva （accettazione o rifiuto） dei complimenti da parte dei parlanti madrelingua italiani. Per 

il corpus sono state utilizzate parti di talk show televisivi, reperibili sulla piattaforma online 

dell’emittente nazionale Rai, che contenessero conversazioni tra minimo due partecipanti. 

Successivamente, estrapolando dal testo i complimenti, si è proceduto all’ analisi e alla spiegazio- 

ne di questi ultimi in base al contesto socio-linguistico in cui comparivano. La ricerca si è 

rivelata utile per proporre una differente metodologia di analisi socio-pragmatica degli atti 

linguistici e altresì per rivalutare alcuni degli stereotipi che spesso influenzano il giudizio di 

altri popoli verso gli italiani in merito all’atto del complimentarsi.

はじめに

最近数多くの研究が「ほめ」を扱っている。「ほめ」は人間関係の潤滑油とも呼ばれるほど，

我々の日常会話において重要な役割を果たしている。

そこで本論文では，比較的自由な会話に基づいてイタリアで制作されたテレビ番組に現れるイ

タリア語の「ほめ」について，社会言語学的な分析を行う。とりわけ，多くの会話の例を基に，

テレビ業界のイタリア語母語話者の間では，「ほめ」が性別による明示性と暗示性を重視した上

でどのような言語形式で産出されるか，何が「ほめ」の対象となるか，またそれらに対してどの

ような返答が見られるかを分析する。イタリア語の「ほめ」における言語学的な研究は，管見の

限り，イタリアの文献では数少なく，日本語の文献では見当たらない。

そもそも Austinが 1962年に提唱した発話行為理論では「ほめ」はあまり重視されておらず，

話し手による“sympathy”が示される故に，感謝や謝罪と同様に「祝い」として「態度表明

型」に含まれる。また，Searle（1969: 65）では話し手による精神的な状態の「表出」としてみ

なされているが，両方の理論は聞き手に対する肯定的な評価がほめ自体に含意されることを度外

視しがちである。一方，Pomerantz（1978）では「ほめ」の「判定宣告型 1）」の要素が初めて指摘

された。本研究では「ほめ」を「話し手も聞き手も両方が良いと認める何かに対し，普段聞き手

に向けて発せられる明示的あるいは暗示的に肯定的な評価を与える行為」（Holmes, 1986）と定

義して論じる。
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Leech（1983: 198）によれば，「ほめ」の受容および拒絶において，丁寧さの原理がパラドク

スを生み出している。それは丁寧さの原理の中にある合意の原理（自己と他者との意見の相違を

最小限にせよ・自己と他者との合意を最大限にせよ）と謙遜の原理（自己の賞賛を最小限にせ

よ・自己の非難を最大限にせよ）の衝突によって生じる。実際，「ほめ」の受容によって謙遜の

原理を守ることは不可能である一方，「ほめ」を拒絶することによって必然的に合意の原理を破

ることになる。このような問題点は Brown and Levinson（1987）のポライトネス理論にも反映

されている。Brown and Levinsonの研究で明らかになったように，「ほめ」とポライトネスの関

係は深い。それは，「ほめ」は同時に話し手と聞き手のフェイスに効果を与えるからである。人

間には生まれつきのポジティブ・フェイスとネガティブ・フェイスがあるとされており，「ほ

め」がそのどちらかに効果を与える。たとえば，「服装は綺麗だね」とほめられた人はそのほめ

を受容すれば，「あなたのいう通り，私の服装は綺麗だ」と合意の原理に従いながら話し手の

フェイスを守るが，自慢げな態度で自分のフェイスを脅すことになる。しかし，「服装は綺麗だ

ね」と同じ「ほめ」に対し，「違う，綺麗ではない」と「ほめ」を拒絶すれば，謙遜の原理に従

い自分のフェイスは守られるが，相手のフェイスを脅してしまう。Holmes（1986）によれば，

「ほめ」はポジティブ・ポライトネスに値する行為であり，「注目されたい」，「尊重されたい」，

「称賛されたい」という人間に内在する欲望を満たす目的で使われている。また，Alfonzetti

（2007: 15）は，Turner and Edgely（1974）が提唱した「愛撫」や「言語的な贈り物」という

「ほめ」を特徴づける表現を度々利用している。なお，Alfonzetti（2007, 2013）の研究によれば，

イタリア語の「ほめ」は，相手にとって好ましくない話題と共起しにくく，ポジティブ・フェイ

スへの配慮を重視する傾向にある実態が明らかになっている。

ところで，イタリア語の「ほめ」に関する研究には Alfonzetti（2007, 2011）がある。一方はな

ぜ「ほめ」が使用されるのかアンケートを用いて分析するもので，もう一方は大学における一般

的な会話の録音に基づいた研究である。しかし，これらは発話の場面が視覚的に検証できるもの

ではない。従って，現実的な会話を用いたイタリア語の「ほめ」における分析を実施した研究と

なると，イタリアの文献でも限定的で，日本の文献では未だなされていないため，本研究で行わ

れる分析に意義があると思われる。また，「ほめ」が性別によっていかなる言語形式で出現する

か，何を対象にするか，そしてどのような返答をもたらすかを明らかにすることで，言語に反映

されているイタリア社会のあり方に新たな視点を投じることになると思われる。

1．「ほめ」について

今までの研究では，相手と良い関係を築くために女性の方が「ほめ」をよく利用すると指摘さ

れている（Holmes, 1988）。また，Alfonzetti（2009）と Herbert（1990）によれば，「ほめ」を与

える行為も，受ける行為も，男性より女性に多く生じる傾向が強いとされている。さらに，

Payne（2013）は女性の「ほめ」における評価語と格上げ表現の高い使用頻度を指摘している。
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しかし，この研究は女性しか対象にしない分析であるため，それに関する男性との差については

特に言及はない。

「ほめ」の対象になりうる要素に関しては，様々な研究がなされている（Alfonzetti，2013；丸

山, 1996; 大野, 2010）。ほめる対象は「ほめ」自体の定義に含意されているように，文化の価値観

を反映している。Nelson et al.（1993）では「ほめ」の対象が「特定の文化における価値観を覗

くことができる窓」とされており，実際に文化によって異なることがしばしばあるので，多種多

様な観点（言語学，外国語教育，異文化理解，社会心理学など）からそれらに関する比較研究も

盛んに行われている（小玉, 1993; 日向, 1996; Nelson et al., 1993; 大滝, 1996; 田辺, 1996; ウェイン

ベルグ, 2016）。「ほめ」の主な対象には才能，外見，所持物，性格，家族などがあり，欧州文化

の中でもイタリア人は主に外見を評価する傾向にある（Alfonzetti, 2013）。

返答に関して，先行研究ではイタリア語母語話者に最も好まれる返答は「感謝」（受容）で，

回避や拒絶が比較的に少ないとされている（Alfonzetti, 2011; Payne, 2013）。しかし，いずれもア

ンケートによる調査であり，視聴覚メディアを使った研究は見当たらない。そこで，本研究では

実際の会話を用いた視聴できるインタビューを調査対象とした。

今回取り上げたテレビ番組は，司会者によるあらかじめ用意された質問以外に，映画やバラエ

ティー番組と違い，台本に基づいていない比較的に自然な会話が観察できる。実際に番組の全て

が生放送であり，毎回異なるゲストは取材を受けているかのように司会者による質問をその場で

初めて聞いて返答を行う。映像に頼りながら，パラ言語学要素（「ほめ」の場合，音律的な音長

や抑揚が多い）や言語外言語要素（「ほめ」の場合，親しみ深く愛しい眼差しや微笑みが多い）

が考慮に入れられるため，本研究では明示的な「ほめ」をも検証することができた。

ここで，テレビ番組の検証に移る前に，個別の分析にも応用できる Bettoni（2006: 104）の返

答分類 2）をまず紹介したい。それはまとめると以下のようになる（aは「ほめ」で，bはそれに

対する返答を表す）。

Ⅰ．受容

a- Che bella cravatta!　（素敵なネクタイだね！）

b-  Grazie / Con quanto l’ho pagata / E la tua allora?　（ありがとう／高かったよ／君のも

素敵だよ。）

Ⅱ．回避

a- Che bella cravatta! 　（素敵なネクタイだね！）

b- È costata pochissimo　（そんなに高くなかったけど。）

a- Come è buona la tua torta!　（なんておいしいケーキだ！）

b- Guarda che è facilissima　（作り方超簡単だよ。）
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Ⅲ．拒絶

a- Stai benissimo!　（すごく似合っているよ！）

b- Ma figurati　（そんなわけないでしょう。）

a- Bel taglio di capelli!　（なかなかいい髪形だね！）

b- A me invece non piace per niente　（全然気に入ってないけど。）

1.1　イタリアのテレビ番組で見るほめの分析

本論文で分析を行うにあたり，比較的自然な会話が得やすい（Diadori and Micheli, 2010: 202）

と思われる視聴覚メディアを扱い，確認できる実際の会話を含んだ信頼性のあるデータを観察し

た。もちろん，本研究で扱うデータはいずれも顔が広く知られている有名人によるものであるた

め，特定のグループのイタリア語母語話者を描いた限定的な描写として解釈されるべきである。

だが，台本に基づいていない会話の発信源として，文化の鏡とも言われているテレビはイタリア

社会の一部を表し，そこから得られるデータがある程度まで信頼性のあるものだとみなしても良

いだろう。

データ源としては，つい最近日本からでもインターネットで視聴可能となった Rai（イタリア

放送協会）のオンデマンドサイト“Rai Play”で公式公開されている動画を利用した。そこには，

司会者の質問を起点とした自由会話の展開がみられる。その中で，「ほめ」が男女によってどの

ような形で，何を対象にし，またどのような返答をもたらすかに分析の焦点を当てた。選択した

動画では司会者とゲストによる対話のみを調査対象とした。全てのやり取りにおいて，男女年齢

を問わず普通体（2人称単数形を用いて表現されており，イタリア語の「タメ語」に当たると言

える）が使われていることから推測できるように，イタリアの芸能界に属する人物の間ではある

独自の親近感が存在する。先行研究でも述べられているように，距離のある関係においては目上

の人をほめることが少なく（坂本・ウェインベルグ，2017）親近感のある関係においては「ほ

め」が現れる確率がより高いため（Alfonzetti, 2007; Payne, 2013;古川, 2010），数多くの「ほめ」

場面の収集にあたりテレビ番組の生放送で見る対話インタビューの利用は相応しいと考えられる。

2．テレビ番組の分析

Raiによってインターネット公式公開されているトーク番組の中で，インタビューで成り立っ

ている 3つのトーク番組“Che tempo che fa”，“Domenica in”，“Vieni da me”の動画を 13件視聴

した。そこから 105件の「話し手も聞き手も両方が良いと認める何かに対し，普段聞き手に向け

て発せられる明示的あるいは暗示的に肯定的な評価を与える行為」といった発話を「ほめ」とみ

なして抽出した。その 105件の発話を「男性から女性へ」，「女性から男性へ」，「男性から男性

へ」，「女性から女性へ」4つのタイプに区分し，男女間の差異を検証した。さらに語用論的な要
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素として「明示的」（遂行動詞や評価語を含むほめ）・「暗示的」（間接発話行為によって「ほめ」

が含意される）」を含め，「ほめの対象」，「ほめへの返答」，「評価語」という要素を考慮に入れて

さらなる分類して分析を行った。

以下，抽出された「ほめ」の一部を紹介し，テレビ番組のイタリア語で見る「ほめ」の諸相を

解説しながら，どのように分析を行ったかについて解説する。

2.1　「男→女」：男性から女性への明示的な「ほめ」

①  A（男） ：B è la donna più allegra, spiritosa e intelligente che abbia mai conosciuto, davvero!　

（Bは僕が知り合った中で最も明るく，面白くて賢い女性だ，本当に！）

 B（女） ：（微笑みながら黙る）

男性は評価語の役割を果たす肯定的な形容詞を多用しつつ（allegra，spiritosa，intelligente）

Bの性格を賞賛する。映像で確認できるように，聞き手は黙りながら嬉しそうに微笑むことで

「ほめ」を回避するが，ほめられたことに対する肯定的な態度を示す。

②  C（男） ：Uno stile pazzesco sempre il tuo, anche negli abiti!　（君って，相変わらずクレイ

ジーだな，服装も！）

 D（女） ：Ma ci vuole ironia…　（おふざけも必要でしょ…）

形容詞“pazzesco”を使い，話し手の男性は聞き手の女性のスタイルおよび服装をほめる。D

は 60年代と 70年代に非常に人気が高かった歌手であり，当時独特で大胆な格好の服を着てテレ

ビによく出演していた。「相変わらずクレイジー」（すなわち，当時もこの番組でも）と Dは外

見をほめられて，自分の格好を正当化するかのように「ほめ」を巧みに回避する。

2.2　「男→女」：男性から女性への暗示的な「ほめ」

③  E（男） ：Detesto parlare di politica, però ultimamente c’è…ci vorrebbero degli uomini come 

tuo padre e forse questo non accadrebbe.　（政治の話をするのは嫌いだけど，最近はね…き

みのお父さんのような人間がいたらおそらくこんな状態になってなかっただろう。）

この場合は，放送の撮影編集により女性の返答は確認できないが，男性 Eは相手の女性司会

者の家族の一員である政治家にある才能を間接的にほめている。女性司会者の父は昔，高く評価

されていた政治家であるが，Eはイタリアの現在の政治家を批判しながら元々肯定的なイメージ

を有する相手の親族への呼びかけで「ほめ」を行う。

④  F（女） ：Abbiamo pensato, la prima sorpresa fuori cassetto.　（最初のサプライズは，引き出
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しの外に置いておこうと考えたの。）

 G（男） ：Ah…sei tu?　（あ…きみのことか？）

  F（女） ：Se, ciaooo…grazie, però, grazie, grazie.　（なんて冗談でしょう…でも，ありがとう，

ありがとう。）

上記の場面が抽出された番組では，ゲストが大きな箪笥の中に仕込まれているサプライズ（基

本的にゲストに関連のある物）をピックアップし，会話が展開される。今回の場面では，女性司

会者 Fはゲスト Gにサプライズが引き出しの中ではなく，外に用意されていると告げる。そこ

で，Gは，そのサプライズが物ではなく女性司会者その人であるかのように振る舞い，一種の口

説きのように彼女の美貌を間接的に賞賛する。それに対する返答では，Fは一旦そうした Gの

「ほめ」を断るように見せかけるが，最後に 3回も感謝の言葉を繰り返していて，「ほめ」の受容

が確認できる。

2.3　「女→男」：女性から男性への明示的な「ほめ」

⑤  H（女） ：［…］Ed eri anche un bambino molto carino.　（とても可愛い子供でもあったわ

ね。）

 I（男） ：Grazie.　（ありがとう。）

このトークショーでは，ゲストの幼児時代の写真を振り返ることがしばしばある。この場面で

は，女性司会者 Hがゲスト Iの幼い頃の外見を“carino”と評価語を用いて賞賛するところが観

察できる。Iは，イタリア語で最も好まれるとされている返答のタイプ，すなわち「感謝」で

「ほめ」を受容する。

⑥ J（女） ：Beh, l’interpretazione era bellissima.　（あなたの演技は素晴らしかったわ。）

 K（男） ：Era lui che era un grandissimo. 　（本当に優れていたのは，彼の方だよ。）

Kが出演している昔の映画の VTRを見てから，司会者 Jは Kの演技に対し評価語の“bellis-

sima”を用いて明示的に彼の才能をほめる。しかし，Kはそこで共演していた別の名俳優を自ら

ほめることで，「ほめ」に対する回避的な態度を示す。

2.4　「女→男」：女性から男性への暗示的な「ほめ」

⑦  L（女） ：Ma com’è possibile che non hai fatto dire neanche una parolaccia a Sgarbi? Sembravi 

San Francesco!　（いったい，どうやってズガルビに卑語を 1つも言わせないなんてことが

できたの？聖フランチェスコみたい。）

 M（男） ：No, una l’ha detta.　（いや，一つは言ったよ。）
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  L（女） ：Ammansisce i lupi e tu hai ammansito Sgarbi.　（彼［聖フランチェスコ］は狼をあ

やし，あなたはズガルビをあやした，といったところね。）

 M（男） ：Ahaha, va bene.　（あはは，はい。）

女性ゲスト Lが登場する前に，美術評論家および哲学者であるズガルビという男性がゲスト

として同じ番組に出演していた。ズガルビの名前はイタリアの芸能界で広く知られている。巧み

な弁術や理論を使い，主に政治について語るが，放送中に怒りを込めて卑語を乱暴に放つことで

も有名である。ズガルビがそのような人物であったため，Mがズガルビを怒らせず卑語も言わ

せなかったことを，Lは肯定的に評価したのだ。そして，Mを動物と話せたとされている聖フ

ランチェスコに例え，更なる間接的な「ほめ」を行う。このような，聖人に含意されている肯定

的なイメージを用いた「ほめ」は，カトリックの中でも聖人信仰が根強いイタリアにおいては，

特別な価値を得ると思われる。

⑧  N（女） ：Insomma il David di Donatello ti ha portato fortuna.　（ダヴィッド・ディ・ドナ

テッロ賞を受賞してから調子がいいわね。）

 O（男） ：Assolutamente.　（間違いなくそうだね。）

 N（女） ：E non hai deluso gli altri!　（そして誰の期待も裏切らなかったわね。）

 O（男） ：Questo non si può dire.　（それは僕のいうことじゃないよ。）

この場面では，司会者 Nは，映画の出演によって Oが有名な映画賞を受賞した事実を取り上

げて，受賞が Oの出演する他の作品にもいい影響を与えていることを述べる。Oはその事実を

認めるが，2つ目の（間接的）な「ほめ」に対しては回避的な態度をとる。調子がいいので，

様々な映画の出演が決まり，そしていずれも高評価だったためよくできた（誰の期待も裏切らな

かった），といった間接度の高い「ほめ」が確認できる。Oはそれを理解するが，受容も拒絶も

せず，その判断を棚に上げて自分が判断できるものではないと，巧みに「ほめ」を回避する。

2.5　「女→女」「男→男」：同性同士の明示的な「ほめ」

⑨  P（女） ：Senti, che cosa ti aspetti poi dal futuro? Che cosa ti aspetti?　（将来にはどんなこと

を期待しているの？）

  Q（女） ：Mah, io c’ho 80 anni e continuo a girare.　（80歳だけど，まだ映画に出演している

から。）

  P（女） ：Ben portati, perché sei ancora splendida, splendida!　（全然見えないし，まだまだ

すごい美人，本当に！）

 Q（女） ：［ride］E continuo a girare.　（「笑」また映画に出るわ。）

この場面では，名女優が 80歳だから将来に大きな期待をせず，とにかく映画を撮り続けると
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発言し，司会者はいい意味で年齢に追いついていないと明示的に Qの美貌をほめる。Qは微笑

むだけで，もう一度自分の意思を述べることで「ほめ」を回避する。

⑩ R（男） ：Bravo, ti viene bene Camilleri!　（カミッレーリの物真似，上手だな！）

 S（男） ：Grazie.　（ありがとう。）

司会者 Rは Sによる有名な作家の物真似を見て，Sの物真似の才能を明示的にほめる。Sは R

の「ほめ」を，感謝を表す“Grazie”で受容する。

2.6　「女→女」「男→男」同性同士の暗示的な「ほめ」

⑪ T（女） ：Per il resto insalate?　（他にはサラダとか？）

  U（女） ：Insalate, succhi di frutta, siʼ…non sono molto…　（サラダ，フルーツジュース，そ

うね…私はあまり，こう…）

 T（女） ：Beh, si vede, diciamo!　（ま，見ればわかるわ！）

これは，ゲスト Uの食習慣をめぐるトークである。Uは，かなり健康的な食べ物を主に摂取

していると同時に，さほど食通ではないと示唆しているようなことを発言する。なお，映像から

Uが美貌の持ち主であることが確認できるため，その次の Tの発話は一種の暗示的な「ほめ」

だと解釈できる。それに対する Uの返答はなく，嬉しそうな顔が映るだけで，その返答は沈黙

による「ほめ」の回避とみなされる。

⑫ V（男） ：Una strage di cuori immagino. 　（すごくモテただろうな。）

  W（男） ：Beh, a quello serviva la chitarra, uno comincia a suonare nella speranza di interessare 

qualche ragazza.　（ま，ギターはそのために必要だったから。女性を振り向かせたいとい

う思いでみんな弾いていたんだから。）

 V（男） ：Non che ne avessi bisogno della chitarra.　（別にギター要らなかったのに，君。）

 W（男） ：No, no c’era sempre bisogno.　（いや，いや，常に必要だった。）

歌手Wは高校時代に女性を魅了させる目的でギターを始めたと語っている。司会者 Vは，W

がモテるためには「ギターを始める必要などなかった」と述べているが，ほめ方があまりに暗示

的であるため，具体的にWのどの点について言及しているのかは判定しがたい。しかし，ギ

ターを始める必要などないのであれば歌手という職業の特技とも言える「歌う」行為すらもいら

ないと解釈できる。よって，歌声という才能が「ほめ」の対象から省かれるため，映像からでも

窺える可能な選択肢として残るのは，Wの生まれつきの美貌のみである。Wは Vの意図を理解

し，謙遜な態度をとって「ほめ」を断る。
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3．結果と考察

本節では番組から抽出された「ほめ」の分析の基で得た結果を表にまとめ，考察を加える。さ

らに，男女差による明示的および暗示的な「ほめ」と抽出された評価語（言語形式），返答の分

類，「ほめ」の対象の分析に基づいた計算結果 3）を表 1と表 2に示す。

表 1　男女差における「ほめ」の分類

男→女（26） 女→男（33） 男→男（30） 女→女（16）
明示的ほめ（72） 16（62%） 25（76%） 20（67%） 11（69%）
暗示的ほめ（33） 10（38%） 8（24%） 10（33%） 5（31%）

表 2　男女差における返答の下位分類

男→女（26） 女→男（33） 男→男（30） 女→女（16）
受容（37） 8（31%） 9（27%） 14（47%） 5（31%）
回避（56） 13（50%） 21（64%） 11（37%） 11（69%）
拒絶（7） 4（15%） 1（ 3%） 3（10%） –

確認不可（6） 1（ 4%） 2（ 6%） 2（ 6%） –

上述の通り，今回収集した「ほめ」の件数は 105件である。本研究で「ほめ」とみなしたのは，

映像で確認できる状況の文脈において「話し手も聞き手も両方が良いと認める何かに対し，普段

聞き手に向けて発せられる明示的あるいは暗示的に肯定的な評価を与える行為」を表す発話であ

る。Bettoni （2006）が指摘するように，分類には返答が肯定的な場合は「受容」とみなし，否定

的な場合は「拒絶」とみなし，そしてどちらとも言えない場合は「回避」とみなした。

しかし，テレビ番組でしばしば確認できた沈黙を取り入れた分類を Bettoni（2006）は定めて

おらず，これをどう分類するかが大きな問題となった。石原・コーエン（2015）ではほめの答え

ストラテジーとして「返答しない」と言う分類は存在するが，そういった返答は受容・回避・拒

絶と切り離されたものとして扱われており，さらなる説明はない。これに対して，山崎・江原

（1993）は，「肯定的な評価の場合にも沈黙が生じる場合がある」と「沈黙は必ずしも受け手が話

し手の話に対して否定的な評価をする時にのみ生じている訳ではない」と論じている。本研究の

検証においては，「ほめ」に対する沈黙は，すべての場合，聞き手の微笑みをもたらし，否定的

に首を横に振る，あるいは納得のいかないような表情をするといった「ほめ」の拒絶に傾いた行

為は見られなかった。したがって，データにおける沈黙は山崎・江原（1993）の見解に基づき回

避としてみなすのが妥当であると判断した。

本研究の分析のために抽出された「ほめ」のすべては，話の内容が明るい場合にしか現れな

かった。検証の対象とした 57件の番組の中には，ある芸能人が過去に貧しかったこと，親族が
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亡くなったこと，交通事故に遭ったことなど，暗い話をする場面も見られた。だが，日本語でい

う「大変だったね」，「よく頑張ったね」などといった慰め発話（田中 , 2012）を含む「ほめ」は

一切出現しなかった 4）。

社会言語学的な観点を重視した表 1で示された結果を見ると，先行研究で指摘されていること

と異なり，異性の「ほめ」では意外にも女性から男性への「ほめ」が多い（33件，表 1と 2参

照）。このような事実は，「イタリア人男性は女性をよくほめる」といった，ステレオタイプ的な

イメージを覆すものである（少なくとも，イタリアの芸能界という文脈において）。実際，先行

研究でも指摘されているように，多くの文化では女性の方がよく「ほめ」の対象になることが多

い（Alfonzetti, 2013）。しかし，テレビ業界では，特殊な作法が存在する可能性もあり，女性が

職歴の長い男性に気に入ってもられるように「ほめ」を頻繁に行う状況も考えられる。したがっ

て，女性の方が男性をほめるという実態は，男社会 5）である芸能界にしか適用できない記述だと

考えることもできる。また，男女とも明示的な「ほめ」が多く（72件，全体の 69％，表 1と 2

参照），常に「ほめ」の大半（62％，76％，67％，69％）を占めている。それに対して，比較的

少ない暗示的な「ほめ」の使用は，データを見れば，主に「男性→女性」（38％）の枠でみられ

る（表 1と 2を参照）。

一方で，男性へのこうした配慮が未だ存在しており，イタリア社会には無意識的な男女差別が

根付いていると考えられる。この言説を補強するさらなる根拠として，女性が男性に向けて行う

暗示的な「ほめ」は全体的に少なく（24％ , 表 1）明らかな語用論的な相違を表しているデータ

が注目に値する。

男性同士での「回避」ストラテジーの場合を別にすれば，一般的にイタリアの芸能界では「ほ

め」に対し回避を用いた返答が好まれるようである。また，男性の返答において，ほめ手の性別

によって返答が異なっていることは特に興味深いものである。男性は女性から受ける「ほめ」に

おいて，27％（表 2）の率でしか受容しない傾向に対し，同性による「ほめ」では 47％（表 2）

の率で受容する。無意識に異性との会話において生じる照れによるものか，異性への尊重を表す

謙虚さなのか，現時点でのデータのみでは定めにくい。
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表 3　評価語

男→女 女→男 男→男 女→女
評価語 Bella, Brava, 

Grande, Bravissima, 
Importantissima, 
Allegra, Spiritosa, 
Intelligente, 
Spiritosa, 
Intelligente, 
Giovanile

Bello, Sta bene, 
Vero, Bravo, Carino, 
Elegante, Notevole, 
Forma Strepitosa

Bravo, Grande, 
Genio, Elegante

Stella, Bellissima, 
Perfetta, Splendida, 
Semplice

次に，主に明示的な「ほめ」が伴う評価語の使用傾向を確認しよう（表 3参照）。“Bravo”（上

手）“Bello”（美しい）“Perfetto”（完璧）“Elegante”（エレガントな）のような肯定的な形容詞

が圧倒的に多い。そのほか，形容詞の最上級（-issimo/a）や“Genio”（天才）“Stella”（星）の

ような名詞もわずかに用いられることがある。さらに，表 1，2，3を照合すると，男性から女性

への「ほめ」があまり収集されていないにも関わらず，男性が女性に送る評価語のバリエーショ

ンが比較的に多いという先行研究（Payne, 2013）と異なる興味深い実態が明白になった。

表 4　異性と同性同士の「ほめ：に対する返答傾向（「確認不可」を除く）

明示的ほめ 暗示的ほめ
受容 回避 拒絶 合計 受容 回避 拒絶 合計

男→女（25） 6（37%） 10（63%） – 16 2（22%） 3（33%） 4（45%） 9

女→男（31） 6（26%） 16（70%） 1（ 4%） 23 3（37%） 5（63%） – 8

男→男（28） 9（50%）  7（39%） 2（11%） 18 5（50%） 4（40%） 1（10%） 10

女→女（16） 4（36%）  7（64%） – 11 1（20%） 4（80%） – 5

イタリアの芸能界における「ほめ」に対しては「回避」という返答ストラテジーが一般的に用

いられることについてすでに触れたが，その点はこの表 4においても確認できる（「回避」の合

計は 56件で，全体の 53％を占める）。沈黙や微笑みなどによって同時に自慢することおよび相

手の発話を否定することが避けられている。これはイタリア文化における合意の原理と謙遜の原

理（「はじめに」を参照）に対する解決方法とも捉えられる。

分析の結果では，ほめ手が男性でも女性でも，受容は比較的同じ割合で見られるが，「回避」

の件数は女性が明示的な「ほめ」あるいは暗示的な「ほめ」のほめ手である場合だと男性が「回

避」する確率が非常に高い（70％）。その一方，女性も回避を好むが，男性による暗示的な「ほ

め」に対しては 4回（暗示的な「ほめ」の半分）もの拒絶を行なっており，同性の「ほめ」に対

し一度も否定しなかった。
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次に，ほめられる対象の性別が，受容の場合に与えている影響も考察の対象になりえよう。全

体的に女性より男性の方が明示的な「ほめ」も暗示的な「ほめ」も多い傾向がある（男性は 23

件で，女性 13件，表 4参照）。暗示的な「ほめ」の受容（男性は 8件で，女性は 3件，表 4参

照）の方が珍しいと思われるが，先ほど述べたように今回収集された暗示的な「ほめ」が全体的

にさほど多くないので，どこまで信頼性のあるデータであるかは検討しがたい。

イタリアの芸能界では，主にポジティブ・フェイスが重視されているため（Alfonzetti, 2007），

明示的な「ほめ」に対し回避および受容が好ましいが，暗示的な「ほめ」の場合は（男性同士で

は 50％（表 4参照）の受容が唯一の例外）性を問わず回避の方が用いられることが多い（16件

で全体の 52％，表 4参照）。この結果が示しているのは，芸能界で観察されるイタリア人の文化

において，明示的および暗示的な「ほめ」への返答に対し，性による異なった振る舞いが存在す

るが，それより重視されるのはほめ手の性であるという事実である。すなわち，「ほめ」を受容，

回避，または拒絶をする以前にも，送り手の性を伺う傾向があると言える。

最後に，今回扱ったデータにおいて「ほめ」の対象となった者の属性について検証を加えたい。

表 5　テレビ番組で確認されたほめの対象
男→女 女→男 男→男 女→女 合計

才能 13（50%） 17（52%） 17（57%） 3（12%） 50（48%）
美貌 1（ 4%） 5（15%） 1（ 3%） 7（33%） 14（13%）
性格 7（27%） 7（21%） 5（17%） 4（33%） 23（22%）
容姿 3（12%） 1（ 3%） 6（20%） 2（22%） 12（11%）
服・スタイル 2（ 7%） 3（ 9%） 1（ 3%） – 6（ 6%）

さほど驚くことではないが，芸能人の間では，「才能」という属性を対象にした「ほめ」が頻

繁に出現する（全体の 48％，表 5参照）。ここで，「才能」という概念の中には様々な要素が含

まれていることを断っておかなければならない。たとえば，演技，実績，想像力，記憶力，料理，

頭の良さなどといった属性が，今回の分析で「才能」としてみなしたものである。文脈（インタ

ビューではゲストのキャリア，受賞，特技に関する話題が多く触れられる）に強く依存すると思

われる「才能」を対象にした「ほめ」の次に，「あなたのような感じのいい人は他にいない」「若

いのに，非常に繊細で気がきく」といった「性格」についての「ほめ」が多い（23件で全体の

22％）というデータは（女性同士の会話を除く），イタリアのテレビ番組では内面的な要素に高

い価値観が与えられていることを示しうる。これは中国社会や日本社会のような「ほめ」を通し

て内面を多く評価する東アジア文化に比べて，ヨーロッパでは内面より外見を重視することが多

いという先行研究の指摘（Alfonzetti, 2013; Bettoni, 2006）と異なるものである。とりわけ

Alfonzetti（2013）は，イタリア人は主に外見（美しさ，若さ，髪型，上品さ，元気さ，服装，

所持物など）を評価する傾向にあると指摘しているが，本研究の結果を見れば同様のことは言え

ない。
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外見に関する属性では，「綺麗だね」「美しい緑色の目をしているね」など，顔面を中心とした

「ほめ」の全ては「美貌」に属し，14件（全体の 13％）抽出された。そして驚くべきことに，こ

うした「ほめ」の在り方は，男性ではなく女性に見られる。これは女性が男性（もしくは女性同

士で）にすることが多いという分析の結果に基づくが，イタリアの男性にまつわるステレオタイ

プを否定するものでもあろう。同様の外見においては，「痩せている」あるいは「痩せた」「肌が

ちょうどいい日焼け具合だね」（イタリアでは一般的に白い肌より，多少日焼けした肌の方が健

康的で美しいとみなされる）といった「ほめ」を身体にまつわる要素としてみなし，「容姿」

（11％，表 5参照）を対象にした「ほめ」として分類した。他にも，「容姿」には，多くの発話で

確認できた「（体が）元気そうである」「（身体は）若々しい」といった形容表現が含まれる。い

ずれにせよ，本研究で得た結果は，イタリアのテレビ業界において，相手の容姿に一定の価値が

与えられていることを示している。だが，仮にここに「綺麗な服を着ているね」，「そのネクタイ

が似合っているよ」といった「服・格好」を評価する「ほめ」（全体の 6％（表 5参照）で最も

少なく評価される属性である）も「美貌」と「容姿」のように外見に関する「ほめ」に含めたと

しても，外面的な要素を対象にした「ほめ」が占める全体の 30％（表 5参照）にしかすぎない。

これに対して，内面的な要素（才能・性格）を賞賛する発話は 73件（全体の 70％，表 5参照）

も観察されるのである。これを踏まえ，本研究で分析したのは，イタリア人が中身よりも外見を

重視するという通念を覆しうる，特筆すべき結果である。

終わりに

本論文ではイタリアの芸能界で見られる「ほめ」の社会言語学的な分析を行い，「ほめ」の

様々な側面に考察を加えた。具体的には，「ほめ手」と「受け手」のそれぞれの性別，および

「ほめ」の対象となる事柄の差異に注目しつつ，それぞれのパターンの頻度を検討した。そこで

本研究の分析で明らかになった点を以下にまとめる。

・ 言語形式の面では，今回分析の対象となったイタリアの芸能社会の一部において明示的な

「ほめ」が頻繁に見られる。異性による会話では女性の方が相手をほめるが，全体的に男性

の方が「ほめ」を行う。実際に男性が異性に贈る「ほめ」に対し同性に向ける「ほめ」が多

い。また，男性は豊富な評価語のバリエーションを用いながら，女性に比較的に多くの暗示

的な「ほめ」を贈ることが観察された。

・ 一般的に「ほめ」を回避する（56件で全体の 54％，表 2参照）返答ストラテジーが好まれ

るが，受容，回避，拒絶にあたって，重視されるのがほめ手の性である。

・ 「才能」は（48％）圧倒的に「ほめ」の対象になることが多いが，その次に「容姿」（11％），

「美貌」（13％）といった側面的な要素よりも内面的な「性格」（22％，すべて表 5参照）が

大きな社会的価値を有し，テレビ番組で見られるイタリア社会においては内面的な要素の方
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が評価されることが明らかになった。

テレビ業界は「社会の鏡」と呼ばれる世界である。それ故，本研究の成果はイタリアの一般社

会の考察においても一定の意味をもつものとなりうる。分析において扱われたテレビ番組は，司

会者の質問に基づいた会話（台本に基づいていないインタビュー）で形成されており，イタリア

語の「ほめ」実態に関して得られた結果に高い信憑性があると思われる。

本研究が示唆するように，業界や社会層によって社会言語学的な要素は異なる可能性が十分あ

りうる。今回得た結果のさらなる実証のために，先行研究にあるように一般人のみならず，幅広

くあらゆる社会層や業界の人々による自然な会話を分析の対象にし，イタリア社会における「ほ

め」の新しい真相を突き止めることを目的とする研究を進めていく予定である。

注

 1） 遂行動詞に基づく発話内行為の特性を表した分類。詳しくは Searle（1969），Pomerantz（1978）
を参考。

 2） 本研究で行われた分析では Bettoniによる返答分類が応用された。なお，判定基準になったのは
言語学的な要素（発話自体）やパラ言語情報（顔の表情や沈黙など）である。

 3） 本研究のデータはカイ二乗検定によって検定された。その統計学的有意水準は（P=0.10）にのぼ
り，90％の場合に同じ結果が得られる可能性があることを指し示す。

 4） この点はイタリア語の「ほめ」がポジティブ・フェイスを重視する傾向にあると先行研究
（Alfonzetti, 2007）を補強するものになっていると言える。

 5） 有名な司会者のリリー・グルーバーのインタビューではこの問題に関する女性の観点が窺える。
https://www.donnamoderna.com/news/cultura-e-spettacolo/lilli-gruber-libro　アクセス日：
2020.6.26
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参考動画（各番組の URL及び本稿で取り上げた芸能人の名前とそのインタビューの URLを表示し
ている）

Che tempo che fa :
  https://www.raiplay.it/programmi/chetempochefa
Gigi Proietti：https://www.raiplay.it/video/2018/12/Le-barzellette-di-Gigi-Proietti-12122018-6dc70301-

11a1-4472-80ea-5323e6a1fa6c.html　アクセス日：2019.2.24
Teo Teocoli：https://www.raiplay.it/video/2019/02/Teo-Teocoli-24022019-256aa512-901c-475d-a596-

b0bd476c793d.html　アクセス日：2019.2.26
Valentino Rossi：https://www.raiplay.it/video/2019/01/Valentino-Rossi-27012019-fabce31f-9195-446e-

8406-1c90217eda8f.html　アクセス日：2019.2.19
Piero Angela：https://www.raiplay.it/video/2018/12/Piero-Angela-una-carriera-ricca-di-soddisfazioni-

16122018-307b2bf8-7a51-4379-b2c3-08355b08889d.html　アクセス日：2019.2.19

Domenica in :
https://www.raiplay.it/programmi/domenicain
Claudia Cardinale: https://www.raiplay.it/video/2018/12/Claudia-Cardinale-la-mia-importante-carriera-

artistica-02122018-2578d6f6-109f-42c0-82ff-513627c30f2c.html　アクセス日：2019.2.25
Vanessa Incontrada: https://www.raiplay.it/video/2018/11/Vanessa-Incontrada-ospite-a-Domenica-In-

25112018-bb104c87-f34a-4669-b10c-2c79bc70a9ad.html　アクセス日：2019.2.20
Stefano Di Martino: https://www.raiplay.it/video/2019/02/Stefano-De-Martino-la-mia-vita-tra-amori-

famiglia-e-carriera-24022019-2d0ccd83-5610-4123-acbf-bc3c7adf082d.html　アクセス日：2019.2.26
Lorella Cuccarini: https://www.raiplay.it/video/2018/12/Lorella-Cuccarinila-mia-famiglia-e-la-carriera-

02122018-bfea5964-0350-4939-aa36-2313fa09d485.html　アクセス日：2019.2.21
Christian De Sica, Massimo Boldi: https://www.raiplay.it/video/2018/12/Christian-De-Sica-e-Massimo-

Boldi-Amici-come-prima-16122018-34053157-6963-46cb-bd80-abba7f292396.html　アクセス日：
2019.2.22

Vieni da me :
https://www.raiplay.it/programmi/vienidame
Dario Argento: https://www.raiplay.it/video/2018/12/Dario-Argento-tra-carriera-e-vita-privata-

14122018-6ae3c899-0bd8-447d-8696-c5592328dfa3.html　アクセス日：2019.2.25
Martina Stella: https://www.raiplay.it/video/2018/12/Martina-Stella--lultimo-bacio---06122018-f622d8b4-

a81d-486a-8ebf-7292bb7ed897.html　アクセス日：2019.2.23
Claudio Cecchetto: https://www.raiplay.it/video/2018/12/Claudio-Cecchetto-il-mio-amico-Fiorello-

13122018-e8f56258-2f93-4235-a4ba-c3f82249e126.html　アクセス日：2019.2.23
Nonna Rosetta: https://www.raiplay.it/video/2019/02/Casa-Surace-Nonna-Rosetta-con--Beppe-e-Daniele-

27022019-6fe2dd60-1804-4437-a7c7-6f91e3b44580.html　アクセス日：2019.2.27
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 （掲載順）



機関誌執筆規程
 （平成 9年 10月 25日制定）

1  ．投稿資格者は，京都外国語大学，京都外国語短期大学の専任教員・専任職員及び国際言語平
和研究所（以下「研究所」）の客員研究員，嘱託研究員とする。ただし，依頼原稿で機関誌編
集委員会（以下「委員会」）が特に認めた場合は，この限りではない。

2．依頼原稿とは，次の場合をいう。
 ⑴  機関誌を特集号として編集，刊行する際，既に優れた実績を有する学外の研究者に，委員
会が原稿の執筆を依頼した場合

 ⑵  本学の非常勤講師として勤務している，将来に優れた業績を期待し得る研究者に，委員会
が所属長推薦を受けて原稿の執筆を依頼した場合

3  ．原則，『研究論叢』は語学，文学教育関連分野等の，『COSMICA』は地域研究の機関誌とす
る。

4  ．原稿は，未発表の学術論文又は学術資料に限る。なお，原稿の分類，配列は⑴論文⑵資料・
翻訳⑶研究ノートとする。

5  ．原稿の採否は，すべて委員会が決定する。なお，原稿は採否にかかわらず原則として返却し
ない。

6  ．原稿は，本学機関誌原稿執筆要領に従って執筆された完全原稿でなければならない。ただし，
専門分野によって縦組みを必要とする場合は，縦書き原稿とする。

7  ．原稿の掲載は，当該年度の投稿論文数，その他の事情により次号に繰り越す場合がある。そ
の場合は，委員会は投稿者に連絡し協議するものとする。著しい長文及び特殊印刷の場合，委
員会は，執筆者との協議を通じ，内容の変更を求めることができる。

8  ．原稿の編集著作権（翻案権）は本学に属し，著作を電子化して公開利用等に供することがで
きる。

9  ．原稿の体裁の統一，活字の指定，記載順序の決定等は委員会において行う。
10 ．校正は執筆者に依頼するが，期限内に返送しなければならない。
11 ．執筆者には抜刷 20部を進呈する。それ以上の部数を必要とする場合には，執筆者の自己負
担とし，必要な部数を投稿締切日までに申し込まなければならない。

12 ．原稿申し込み期限は 7月 31日，原稿提出期限は 9月 30日とする。ただし，『研究論叢』が
年 2回刊行される場合，2回目の投稿申し込み期限は 1月 31日，原稿提出期限は 3月 31日と
する。

13 ．原稿の提出先，校正原稿の返送先は国際言語平和研究所とする。
14 ．この規程に定めるもののほか，必要な事項は委員会で決定する。
15 ．この規程の改廃は，委員会の議を経て，これを行う。

 附　則
1．この規程は，平成 15年 7月 3日から施行する。
2  ．本規程の施行により，機関誌投稿規程（昭和 34年 4月 1日，平成 6年 4月 1日）は廃止する。

 附 則
　この規程は，平成 17年 4月 1日から施行する。
 附　則
　この規程は，平成 22年 4月 1日から施行する。
　（ 平成 15年 7月 3日改正，平成 17年 4月 14日改正，平成 22年 2月 25日改正，平成 29年

11月 9日改正）
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