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『国際言語文化学会 日本学研究』第 3 号 頭言 
 

『国際言語文化学会 日本学研究』は 2013 年より活動を開始した、日本語や日本語教育、
日本の文化・思想などを中心に研究している「京都外国語大学日本語・日本語教育研究会」
と、日本のみならず、英米や中南米、ヨーロッパの文化・思想・哲学などを中心に研究し
ている「京都外国語大学カルチュラル・スタディーズ研究会」の二つの研究会による共同
会誌として 2016 年度に創刊号を発刊しました。共同会誌という性質上、『国際言語文化学
会 日本学研究』は、大学院生や若手研究者を中心に、日本語を中心とした言語教育研究
と社会・文化研究という異なる二つの方向性を持っております。創刊号、第 2 号と、その
二つの方向性を繋ぎ、研究者同士のコミュニケーションの場として十分に機能してきたの
ではないかと自負しております。 

第 3 号は、今までよりもさらに幅広い研究者の場となりました。設立当初より掲げてき
た各研究会における活動成果の共有という目的を果たすいい機会になったと思います。 

今回は、哲学やジェンダー、歴史、経済などを扱った(1)と、言語や言語教育、異文化に
関する考察などを扱った(2)の二冊に分けて掲載することになりました。これには、本研究
会誌への投稿が前年度よりも増えたということに加えて、より多彩になったことが背景に
あります。前号に続いてたくさんの方々にご投稿いただいたことに感謝の意を表します。 
 また、今回の発刊にあたり、多くの方々にご指導、ご支援をいただき、厚く御礼申し上
げます。ご協力いただいた先生方のお力添えがなければ、3 号続けて無事発刊することは困
難であったことと思います。今後も、本誌が多くの研究者が活躍し、情報を共有する場と
して、ますます学術的議論を活性化させる機になればと切に願っております。 
 

京都外国語大学カルチュラル・スタディーズ研究会 会⻑ 
「国際言語文化学会 日本学研究」編集委員 ⾠⺒ 遼 
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陸羯南の国体論に対するジョゼフ・ド・メーストルの影響 
Joseph de Maistre’s influence on Kuga Katsunan’s ideas on the Kokutai 

 
影浦亮平 

 

Summary 

According to Joseph de Maistre’s thought on sovereign, the sovereign consists in immediately connecting all the nations 

to the national reason. This thought influences Kuga’s ideas on the Japanese emperor: his emphasis on Japanese 

unbroken line of emperors, regulation of three political powers by the emperor, superiority of the Constitution to the 

emperor and unreligious definition of the emperor.  

 

１．イントロダクション 

拙著の「陸羯南におけるジョゼフ・ド・メーストルの受容について」は、サルディニア王

国の外交官・司法官にして反革命のカトリック思想家、ジョゼフ・ド・メーストル(1753-1821)

の思想が、明治期の政治評論家の陸羯南(1857-1907)のナショナリズムにどのような影響を

与えたかを明らかにした。陸羯南は、Étude sur la souveraineté (1794)の日本語訳（『主権原論』、

博聞社、1885 年）をつくることで、日本に初めてジョゼフ・ド・メーストルを紹介した人間

である。そして日本のナショナリズム（彼の訳語では、国民論派）を初めて定義した思想家

として知られ、彼は戦後、丸山真男によって再発見され1、それを機に陸の研究は今日まで

積み重なってきている。ジョゼフ・ド・メーストルとの関係についての本格的な研究として

挙げることができるのは、岡和田常忠「陸羯南とジョゼフ・ド・メーストル」（『みすず』、

9-10 月号、第 112 号、1968）、田所光男「翻訳の言葉と論説の言葉―ジョゼフ・ド・メスト

ルの陸羯南への影響の序論的な検討―」（『福岡大学人文論叢』第 19 号、第 1 巻、1987）、

「フィロゾフ批判の転生―ジョゼフ・ド・メストルの陸羯南への影響―」（『福岡大学人文論

叢』第 19 号、第 2 巻、1987）、「日本の使命を説く思想を支え合う在来の言葉と外来の言葉

―ジョゼフ・ド・メストルの陸羯南への影響―」（『福岡大学人文論叢』第 19 号、第 3 巻、

1987）である。しかし、これらの論文は、ジョゼフ・ド・メーストルの思想そのものの理解

に立脚したものとは言えない。そこで拙著の「陸羯南におけるジョゼフ・ド・メーストルの

受容について」は、陸が理解したジョゼフ・ド・メーストルの思想とは真理の共同体の改良

可能性の思想であることを明らかにした上で、その思想がヨーロッパから輸入した新しい

価値観を拒絶しない陸羯南のナショナリズムの下地になったということを明らかにした2。

ここで問題になっている陸のナショナリズムの開かれた性質は、まさしく丸山が「進歩性と

                                                  
1 丸山真男「陸羯南―人と思想」、『近代日本思想体系 ４ 陸羯南集』（陸羯南著、植手通

有編集解説）、筑摩書房、1987 年。もともとは「中央公論」昭和二十二年二月号。 
2 影浦亮平「陸羯南におけるジョゼフ・ド・メーストルの受容について」、京都外国語大学

『研究論叢』、84 号、2014、pp. 261-275 を参照のこと。 
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健康性をもったもの」3と評価したものであり（その評価が戦後の陸研究のパラダイムを作

り出した）、その点でジョゼフ・ド・メーストルの思想の影響を理解することは重要である。 

ド・メーストルが主張する真理の共同体とは伝統知の集合であって、伝統知は常に真理と

されなければならず、そうした伝統知の集合は改良されていく可能性は常にあるにせよ、思

考の土台は常にそこに置かれなければならないという主張を指している。そしてそのよう

な伝統知の集合が、陸が「レーゾン・ナショナール」と訳したもの(raison nationale)であり、

それに対して「大和魂の如きもの」4であるという解釈を彼は提示した。ド・メーストルの

場合は、キリスト教文化に知の土台を求めたが、陸は知の土台をキリスト教文化から「大和

魂の如きもの」、すなわち日本の精神文化に挿げ替えたのだった。このように、ジョゼフ・

ド・メーストルの枠組を用いつつ、中身を日本の精神文化に変えたのが、陸のナショナリズ

ムなのである。そこで、本論文が分析対象とするのは、この「大和魂の如きもの」、日本の

精神文化の内実とされているものである。陸はここでナショナリズムを国体論に結び付け

ていく。すなわち、「大和魂の如きもの」とは国体であると彼は考えるのである。本論文が

対象とするのはしたがって、陸の国体論である。そして本論文が明らかにしたいことは、こ

の陸の国体論もまた、彼自身が翻訳したジョゼフ・ド・メーストルの主権論の影響を認める

ことができるということである。 

 

２．ナショナリズムと結びつけられた国体論 

ジョゼフ・ド・メーストルから受容したナショナリズムの思想が先にあって、陸羯南の国

体論はこのナショナリズムの影響の下にある。ナショナリズムの思想が国体論に先立って

いることは、例えば彼が君主政ではなく、「国民的」という言葉を付加して作り出した「国

民的君主制」5という用語を用いていることから明らかである（「東京電報逝き日本生る」

(1889)、「再興自由党」(1890)、「貴族の地位」(1890)）。陸にとっては、天皇制もしくは君主

政は国民的でなければならないのである。これは端的に、国体論を、彼自身の「国民主義」、

すなわち彼自身のナショナリズムの思想の中で陸が検討していることを示している。そし

て、国体論とナショナリズムの結びつきについて、ナショナリズム論の観点からすると、一

般的に言えば、ナショナリズムは政治制度について特定のあり方を求めるものではない。端

的に言って、君主政であろうと、民主政であろうと、ナショナリズムは成立する。したがっ

て、天皇制という制度をナショナリズムに結び付けるのは、陸のナショナリズム論のひとつ

の特徴と言える。ただし、国体論として考えた場合には、近代天皇制は当初から民意をいか

に汲むかという方針で構築されてきたことを踏まえると、陸思想特有の特徴とは言えない

だろう。あくまでナショナリズム論としての特徴についての議論であるが、この特徴に関し

                                                  
3 丸山真男「陸羯南―人と思想」、『近代日本思想体系 ４ 陸羯南集』p. 475 
4 陸羯南『陸羯南全集』（西田長寿・横手通有編）、第一巻、みすず書房、1968、p. 243 
5 陸羯南『陸羯南全集』、第一巻、p. 682, 683。 陸羯南『陸羯南全集』（西田長寿・横手通

有編）、第二巻、みすず書房、1969、p. 389, 682 
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て、陸のナショナリズムの思想は、彼自身が翻訳したジョゼフ・ド・メーストルの主権論を

通じて成立したので、主権論、すなわち主権者もしくは君主に関する理論と結びつくのは自

然であると言うことをまず指摘しておきたい。 

「大和魂の如きもの」とされる日本の既存の価値観を普遍的な真理とみなし、そこから出

発して、新しい価値観を自らの内在的な発展として受け入れていくというのが陸のナショ

ナリズムであったが、この既存の価値観は伝統的な価値観ではあっても、決して断絶した過

去のものではない。ジョゼフ・ド・メーストルの啓蒙主義批判が、決して失われた過去の知

を取り戻すという議論ではなく、啓蒙主義が新しい方法論の提示と共に既存の知の排除を

しようとする態度に対する批判である。ド・メーストルにおいて重要なのは、新しい知は決

して既存の知を排除するものではなく、自身の正当性を証明するためにむしろ、既存の知を

必要とするのである。というのは、「新しい知が自身の正しさを証明できるのは、ただ過去

の知の集合との整合性を通じてのみだからである」6。今手元にある知こそが新しい知を受

け入れる土台であるという議論である以上、そのような知は決して断絶した過去ではなく、

過去から現代まで連続性があるものでなければならない。したがって、陸のナショナリズム

もまた、消えた精神文化を蘇らせて国民の独自のアイデンティティを再発見するという一

般的なナショナリズムのあり方とは異なる7。陸自身が説明しているように、彼のナショナ

リズムは「反動的なショーヴィニズムから峻別」8されるのだ。今ある精神文化を否定して

過去の精神文化を取り戻そうとする反動的態度を陸のナショナリズムはとらない。 

したがって、「大和魂の如きもの」は、過去から現在まで連続性をもつ精神、知もしくは

意志でなければならないことになる。陸はそれを、日本の国体の万世一系の性格に求める。

彼は「伊勢の太廟、皇室と行政府の関係」(1888)の冒頭において、伊勢神宮に行ったときの

エピソードを次のように語っている。 

 

吾輩嘗て伊勢の太廟を拝し、所謂五十鈴川の清流に嗽ぎ、鬱蒼陰森したる榊木の下に徘

徊して、坐ろに我が建国の悠遠なることを追懐し、転た愛国の情を激揮せしことありき。

又嘗て万国史を繙きて海外各国国体の屡々変遷するを通観し、称して君主国となすの

邦国さへ、其易姓革命の頻繁なるを流覧し、顧みて我が万世一系の国体を回想する毎に、

我が本国を愛重するの感情を発揮せずんばあらず。蓋し全地球上に建国する国民にし

て、振古草昧の初めより文明日進の今日に至るまで、嘗て建国の基礎を動揺せしことな

                                                  
6 影浦亮平「陸羯南におけるジョゼフ・ド・メーストルの受容について」、京都外国語大学

『研究論叢』、84 号、2014 年、p. 268 
7 例えば、アントニー・D・スミスはナショナリズムの一般的な性質を以下のように説明

する。「(…)民衆的エスニック・ナショナリズムの根底にある原動力は、風景や歴史を利用

したり、消えつつある慣習、儀式、言語をよみがえらせることによって、自らの共同体を

再発見すること（それがむしろ「自己」の大部分を「考案する」ことに近い場合でも）に

あるといえる。」（アントニー・D・スミス『ナショナリズムの生命力』(1991)、高柳先男

訳、晶文社、1998、p.239） 
8 『近代日本思想体系 ４ 陸羯南集』、p. 476 
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く、整理たる秩序を踏んで進歩したる者は、我が国を置いて一も見ざる所なり。是れ蓋

し大和民族が歴史上に於ける無二の名誉にして、亦以て国民
ナショナル

性格
カラクテル

の在る所を見るに足

れり。9 

 

伊勢神宮参拝が愛国心をもつきっかけになったというエピソードを陸が披露する際、彼が

何より重視しているのは、「万世一系」である。国体がなぜ重要かと言えば、それは国体が

「万世一系」だからであるということになる。言い換えると、日本の国体は、過去から現在

まで連続性を保っているということである。そしてこのように連続性が保たれているのが

なぜ重要かというと、この引用の中の論理では、易姓革命のたびに連続性が途絶える海外の

国体と異なり、日本の国体は連続性を維持できているという点で、この連続性こそが日本の

国体の独自性の根拠だからだということになる。これは吉田松陰の『孔孟余話』以来、一般

的な国体観とされてきたものであると言ってよい。 

しかし、この万世一系の重要視は、日本の国体の独自性を説明するものという以上に、陸

のナショナリズムの理論的要請と考えるべきではないかというのが本論文の解釈である。

「国民性格」(national caractère, 標準的なフランス語表現としては caractère national)という表

現を陸が用いていることからもわかるように、彼は万世一系を彼自身のナショナリズムの

思想と結びつけている。そして実際、ジョゼフ・ド・メーストル自身が主権者の世襲制の重

要性を、時間的持続の観点から説いている10。このド・メーストル自身の世襲制の擁護につ

いては第 5 章で詳細に分析するが、いずれにしてもジョゼフ・ド・メーストルの影響を受け

た陸のナショナリズムは、過去から現在まで連続性をもつ知ないし精神を必要とする。した

がって、それを担うものとして万世一系の天皇を陸はみなしたとすると、万世一系を重視す

る態度は、彼のナショナリズムの思想から説明可能である。少なくとも、彼のナショナリズ

ムの思想的立場からすれば、断絶した過去ではなく、現在にまでつながっている連続性を保

証してくれる、天皇の万世一系の性質に注目するのは自然なことであると言える。 

 

３．三権を単一の主権として機能させる天皇 

 国体論は、天皇がどのような政治的位置を占めるのかという議論を含んでいる。これにつ

いて、陸も論じている。ここではまず、天皇と国家権力との関係について論じている部分に

注目したい。ここには明瞭に、ジョゼフ・ド・メーストルの主権論の影響を認めることがで

きるからだ。 

ド・メーストルの主権論のひとつの特徴は、三権分立に対する批判的考察である。ジャン・

ボダン(1529(1530)-1596)は『国家論 (Les six livres de la République)』(1576)において、「主権

とは、国家の絶対にして永続的権力である」11という主権の定義を提示した。人間を超えた

                                                  
9 陸羯南『陸羯南全集』、第一巻、pp. 532-533 
10 Maistre, Joseph de, Œuvres complètes, tome 1, Lyon: Vitte, 1884, p. 353. 
11 Bodin, Jean, Les six livres de la République, Paris : Jacques Du Puys, 1576, p. 152. 
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神が作り出した法であるところの自然法による「法の支配」というヨーロッパ中世のカトリ

ック的な法思想に対抗すべく、人間であるところの主権者が神に依存せず絶対的に法を与

えることができるとしたのが、ボダンの主権論であった。そして、ボダンに代表される主権

論が確立した主権の絶対性に対抗する議論として登場したのが、主権権力の分割である。最

も標準的な権力分割論を提示したのは、モンテスキュー(1689-1755)の『法の精神 (De l’espris 

des lois)』(1749)である。モンテスキューは第 11 篇第 6 章「イングランドの国制」において

英国の政体を取り上げながら、次のように、主権が立法権、執行権、司法権の三つに分割さ

れないことには、市民の自由が失われると論じる。 

 

同一の人間に、または同一の官僚団において、立法権が執行権と結合すると、自由はま

ったく存在しない。同一の君主または同一の元老が専制的な法を作り、専制的に執行す

る恐れがあるだろうからだ。司法権が、立法権や執行権と切り離されていない場合もま

た、自由が存在しない。司法権が立法権と結びつくなら、生存権や市民の自由が恣意的

になるだろう。というのは、裁判官が立法者であるだろうからだ。司法権が執行権と結

びつく場合は、裁判官は圧制者の力をもつことになるだろう。12  

 

このように、主権が分割されないことには、主権者による恣意的な法の執行により、市民の

自由が損なわれるとモンテスキューは主張する。そして市民の自由は「法の支配」の下で成

立すると考える。第 12 篇第 4 章において、彼は法律の中でも刑法の重要性を説きながら、

次のように論じている。 

 

刑法が犯罪の特性からそれぞれの刑罰を引き出すならば、自由の勝利である。あらゆる

恣意性が止まる。刑罰が立法者の気まぐれからではなく、物事の性質から降りてくる。

そして人間に暴力をふるうのは人間ではない。13 

 

市民の自由のためには、ボダンやホッブズが主張するように主権者が法を生み出すのでは

なく、法があらゆる人間より上位にある状態が望ましいのである。そして法を人間より上位

に置くための方策として、権力の分割が考えられるのである。権力が分割されているという

ことは具体的には、それぞれの権力が別の権力に対して「抑制権」(faculté d’empêcher)を持

たせるということである。それぞれの権力が別の権力と調整しないといけないため、それぞ

れの権力の絶対性が失われるということである。 

 

これら三権は休止状態や無活動にならなければならないだろう。しかし物事の必然的

                                                  
12 Montesquieu, Œuvres complètes de Montesquieu, Paris : Firmin-Didot frères, fils et Cie, 1857, p. 
265. 
13 Ibid., p. 281. 
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な運動によって進むことが強いられるように、三権は調和を強いられるだろう。14 

 

個人の自由のためには「法の支配」が必要で、「法の支配」のためには法が権力より上位に

あることが必要で、そのためには権力を分割し、権力で抑制させ合うことで権力の活動を不

活性化させる必要があるというのがモンテスキューの考えということになる。以上の論で、

「法の支配」と権力分割は、モンテスキューにとって不可分なのである。 

 これに対してジョゼフ・ド・メーストルは、権力はどれほど分割されようとも、権力は単

一のものにならざるを得ないという議論を展開する。モンテスキューが三権分立の意義を

見出した英国の政体について、ド・メーストルは『主権原論』において次のように論じてい

る。ここでは陸羯南がどのようにそれを解釈したのかという点も含めて、議論していきたい。

したがって、まずは陸訳を引用し、それに続けてフランス語原典を引用する。 

 

主権は之を解釈することの如何を論ぜず、又之を存置する場所の如何を問はず、総べて

単一なり。侵す可らざるなり、又無限なり。誠に之を英国政府に徴せんか、彼の政府を

組織する政権は三種ありと雖、之が為に毫も主権の単一、尊厳、無限を害せざるなり。

而して其の諸権力は互いに競争すと雖、其の間能く権衡を維持す。且其の権力は一とし

て正当なる希望を以て一致合同すること能はざるものにあらざるなり。然ればブラツ

クストンの言に、王と議院と合して英国の政治を成すとは、誠に其の当を得たるものと

云ふべし。15 

 

De quelque manière qu’on définisse et qu’on place la souveraineté, toujours elle est une, 

inviolable et absolue. Prenons, par exemple, le gouvernement anglais : l’espèce de trinité 

politique qui le constitue n’empêche point que la souveraineté ne soit une, là comme ailleurs ; les 

pouvoirs se balancent ; mais dès qu’ils sont d’accord il n’y a plus qu’une volonté qui ne peut être 

contrariée par aucune autre volonté légale, et Blackstone a eu raison de dire que le roi et le 

Parlement d’Angleterre réunis peuvent tout.16 

 

陸訳を原典と照らし合わると、最後の二文の翻訳精度は低い。その点は後に触れるとして、

まずこの引用部分でジョゼフ・ド・メーストルが主張していることを確認したい。この部分

                                                  
14 Ibid., p. 269. 
15 陸羯南『陸羯南全集』、第一巻、p. 260 
16 Maistre, Joseph de, Œuvres complètes, tome 1, p. 418.「どのようにして主権が定義され配置

されようとも、それは常に単一、不可侵、絶対である。英国政府を例にとろう。それを構

成する三位一体の政治類型は、主権が単一であることを、他の場所と同様ここでも、妨げ

ない。権力は互いに均衡する。しかしそれらが同意すれば、他のいかなる法的意志によっ

ても脅かされ得ない一つの意志が存在することになり、ブラックストンが正しく述べたよ

うに、合わさったイギリスの王と議会にはすべてが可能だ。」 
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は、英国の政体に対するモンテスキューの解釈に対する異議を述べているところである。モ

ンテスキューは、英国の権力分立構造に、それぞれの権力が抑制し合うことでその絶対性を

失うという仕組みを見出そうとしたが、ド・メーストルはそうではなくて、主権が三分割さ

れ、分割された権力同士で抑制し合おうとも、権力は単一の権力とみなされ、絶対的（陸は

「無限」と訳している）であり続けるとする。誰にとって、単一のものと現れるかと言えば、

それは主権から法が与えられる市民の側であろう。したがって、主権は分割されれば、たし

かに権力同士では抑制し合うかもしれないが、モンテスキューが言うように、それで決して

市民に対する権力が抑止されるわけではないというのがド・メーストルの主張である。権力

が単一であろうが、分割されようが、権力と市民の関係は変わらず、権力は常に市民にとっ

ては法を絶対的に与え続ける存在であるということである。 

 次に引用の最後の二文に注目したい。原典に忠実に訳すと、「しかしそれら（権力同士）

が同意すれば、他のいかなる法的意志によっても脅かされ得ない一つの意志が存在するこ

とになり、ブラックストンが正しく述べたように、合わさったイギリスの王と議会にはすべ

てが可能だ」となる。原典に従うと、ここの部分は、権力間に合意があれば、単一の権力と

して合わさって市民に対して一方向体に法を与えることができる絶対的権力が成立すると

いう趣旨が述べられており、ウィリアム・ブラックストンの議論を援用しながら、権力の絶

対性の議論の続きがさらに展開されているところである。しかし陸訳では、「一として正当

なる希望」、すなわち、ひとつの正当な希望があれば、それぞれの権力がまとまることがで

き、実際に英国の政治は王と議会が合わさることで成立しているという話になっている。こ

こでの陸訳は誤訳というレベルではなく、まったく異なる性質の議論を展開している。「希

望」という語ひとつをとっても、これは volonté の訳語であろうが（現在では通常「意志」

と翻訳されるフランス語である）、それを修飾している「正当」にあたる言葉が原文には存

在していない。また、その次の文に関しても、原文にはそもそも「英国の政治」に対応する

言葉が含まれていない。したがって、この部分では、ド・メーストルそのひとの思想という

よりも、陸がド・メーストルに対して読み込みたいと思っている思想が開示されているとみ

るのが妥当であると思われる。ではその思想とは何かについて検討したい。まず、原文にお

いては、英国の王と議会が現実としてまとまっているとは言っていないが、陸訳では現実の

英国の政治は王と議会がまとまることで成立しているとされている。ここで読み取れる陸

の意図は、現実の政治は君主と議会がまとまらないことには成立しないという主張の提示

である。さらに三権をまとめるものについての考えもここで陸は提示しているが、均衡した

三権をまとめるものはひとつの希望（意志）である。誰の希望（意志）かと言えば、ここで

は判然としないが、ド・メーストルの『主権原論』が基本的に主権者論であること、そして

陸がこの議論を彼の天皇論と結びつけて考えていることを総合的に考慮すると、君主の単

一の希望（意志）であると考えるのが妥当であろう。そしてその希望（意志）は正当なもの

でなければならないというものである。まとめると、主権が正しい希望（意志）をもち、三

権を単一の主権としてまとめることによって、現実の政治が成立するというのが、ド・メー
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ストルに見出したい陸の主張ということになる。そうであるとすると、三権が均衡しながら

も、国王が正当な希望（意志）と一致することによってそれらがまとまり、単一の絶対的な

権力となった上で、市民に対して法を与えるという構造が浮かび上がってくる。 

 ここでの陸のド・メーストル解釈の特徴は、主権者の希望（意志）が三権をまとめるとい

うことと、その希望（意志）は正しいものでなければならないということである。ただしこ

の希望（意志）の正しさについては、たしかにド・メーストルの中に読み込むことは可能で

ある。ド・メーストルは、主権は必然的に単一であり絶対的であるとした上で、次のように

も論じている。 

 

故に主権に係る重大の問題は、其の侵難の冀望を防ぐに在らずし其の非理の冀望を防

ぐに在り。蓋侵難の冀望を防ぐは、是主権体を傷くることにして、即矛盾の問題なり。

17 

 

Le grand problème ne serait donc point d’empêcher le souverain de vouloir invinciblement, ce 

qui implique contradiction ; mais de l’empêcher de vouloir injustement.18 

 

モンテスキューのように主権の希望（意志）の絶対性を妨げようとするのではなく、主権の

希望（意志）の非理、すなわち不正を妨げることが問題であるとド・メーストルは考えてい

る。この文脈からすれば、陸が主権者の希望（意志）に正しさを要求することは、ド・メー

ストルの解釈として妥当であると思われる。 

 次に陸の国体論を見ていきたい。ここでは、陸が『主権原論』で見出した、君主のあり方

がそのまま天皇のあり方に適用されていることがわかる。『近時政論考』(1901)において「日

本の立憲政体は此の三権力の上に尚ほ天皇の統治権あるを忘るべからず」19として、まず陸

は、天皇を三権と区別される統治権として位置付ける。そして天皇の統治権を以下のように

定義している。 

 

夫れ天皇の統治権は高く立法権、行政権、司法権の上に超然表出して、一方には此の三

権交互の関係を調栽し、他の一方には此の三権（即ち国家権力）と臣民権利との関係を

調栽するものなり。20 

 

                                                  
17 陸羯南『陸羯南全集』、第一巻、p. 262 
18 Maistre, Joseph de, Œuvres complètes, tome 1, p. 422.「それゆえ重大な問題となるのは、主

権が揺ぎなく意志すること
、、、、、、、、、、

を防ぐことではない。それは矛盾である。そうではなく、主権

が不正に意志すること
、、、、、、、、、

を防ぐことが問題なのである。」ただし、強調はド・メーストルに

よるもの。 
19 陸羯南『陸羯南全集』、第一巻、p. 26 
20 同上、p. 22, 23 
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天皇の統治権はまず、三権を調整する役割があるとされている。これは先ほどの、君主が三

権をまとめて単一の絶対的な権力として機能させるという議論と一致している。陸はさら

に、分割された権力がまとめられてひとつになった絶対的権力と、臣民との関係を調整する

役割も、天皇の統治権に担わせている。こちらは、主権の意志は正しくなければならないと

いう議論と対応している。主権の意志が正しくない状態とはすなわち、臣民にとって正しく

ない状態である。主権が臣民に対して恣意的な処遇をしないことが主権の正しいあり方で

あるとするならば、主権と臣民の関係の調整とは、主権のあり方に正義を求めることだとい

うことになる。したがって、国家主権を正しいあり方にすることが天皇の役目であるという

ことになる。このようにして、陸の、天皇の統治権の定義の中に、『主権原論』の影響を見

出すことが可能である。 

 

４．天皇に対する憲法の上位性 

 主権は法を絶対に作り出す存在であるから、主権それ自体に市民の側が正義を要求する

ことは不可能である。ド・メーストルはローマ皇帝のネロを引き合いに出しながら、次のよ

うに論じている。 

 

且余は「羅馬人がネロン帝を裁判するの権理を有したり」と云ふを承諾する能はず。何

となれば、帝を裁判するに用ふる所の法律は、元と帝自身若くは他の主権者の制定せる

所なるべければなり。「主権者が自身を罰すべき法律を制定したり」と云ふこと、又は

「主権者の上に在る主権者が、其の下の主権者を罰すべき法律を制定したり」と云ふこ

とは、両ながら承諾し難きの説なればなり。21 

 

Quand je serais forcé de convenir qu’on a droit de massacrer Néron, jamais je ne conviendrai 

qu’on ait celui de le juger : car la loi en vertu de laquelle on le jugerait serait faite par lui ou par 

un autre, ce qui supposerait ou une loi faite par un souverain contre lui-même, ou un souverain 

au-dessus du souverain : deux suppositions également inadmissibles.22 

 

主権者は決して法によって裁かれることはない。なぜなら法を作り出すのは主権者自身で

あるからだ。その意味で、主権者とされる人間は法に対して常に上に位置しているのである。

それこそが主権者の絶対性が意味しているところのものである。そこで、法によって裁かれ

ることがない主権者に、どのように正しさを求めることができるのであろうか。この問いに

                                                  
21 同上、p. 262 
22 Maistre, Joseph de, Œuvres complètes, tome 1, p. 422.「われわれにネロを殺戮する権利があ

ることに合意することを強いられたとしても、われわれに彼を裁く権利があるということ

には絶対に合意しない。というのは、彼を裁く法は彼また他の主権者によって作られてい

るのであって、また、主権者が自分自身に反する法を作るという想定や、主権者の上の主

権者という想定は受け入れがたいからだ。」 
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関して、ジョゼフ・ド・メーストルはボダンの主権論から離れて、むしろ中世ヨーロッパの

自然法思想に接近する。つまり、あらゆる人間の上位に神の法があるという立場をド・メー

ストルは取る。主権者は法を作り出すが、主権者を含めたあらゆる人間の上位に、主権者が

作り出した法とは区別される、神の不可視の法があるというのがド・メーストルの考えであ

る。神の法についてド・メーストルはいくつかの言い方をしているが、たとえば、「全体の

計画」(plans généraux)がそれである（陸は「全体の秩序」と翻訳している）。 

 

蓋し人の自由を有することは疑を容れず。故に人は誤謬に陥ることあるべしと雖、全体

の秩序を紊乱に帰することを得ず。而して吾人の離る可らざる関繋に於て上帝に従属

することは、恰も上権に従ひて奇観を呈する自由偶像の類に過ぎざるなり。故に国王は

時に或は真正なる人材を退けて、其の嘗て附与したる地位を去らしむる如きことあり、

而して国王の此の権力は多少の区域を有することありと雖、一般に之を考察すれば、

冥々の中に秘力の存するありて、各人をして其の地位を得せしむ。如何なる政府と雖、

此の秘密の力を有することを得ざるなり。23 

 

L’homme est libre sans donte ; l’homme peut se tromper, mais pas assez pour déranger les plans 

généraux. Nous sommes tous attachés au trône de l’Éternel par une chaîne souple qui accorde 

l’automatie des agents libres avec la suprématie divine. Un tel roi peut, sans contredit, éloigner à 

une telle époque un véritable talent d’une place faite pour lui, et cette faculté malheureuse peut 

s’étendre plus ou moins ; mais, en général, il y a une force secrète qui porte chaque individu à sa 

place : autrement l’État ne pourrait subsister.24  

 

ここの部分の陸訳の翻訳精度もまた低い。たとえば、「上権に従ひて奇観を呈する自由偶像

の類に過ぎざる」は完全な誤訳であるし、また最後の文はそもそも原文にはない。そして「秘

密の力」は個人の中にはあっても、政府にはないという、個人と国家の対比も原文には存在

しない。とはいえ、大筋は原文と異同がない。人間は自由であり、人間である主権者もまた

自由である。しかしながら、人間の自由は決して、神がすでに立てている「全体の計画」（陸

訳では「全体の秩序」）を乱すものではない。この「全体の計画」の中で指定されているあ

るべき場所に、すべての人間が収まるようになっているのである、ということがここでは述

                                                  
23 陸羯南『陸羯南全集』、第一巻、p. 286 
24 Maistre, Joseph de, Œuvres complètes, tome 1, p. 480. 「人間は疑いなく自由である。人間は

誤り得る。しかし全体の計画を狂わせるには不十分である。われわれは皆、柔らかな鎖に

よって神の玉座に結び付けられている。その柔らかな鎖は、自由の主体者たちの自動性
、、、

を

神の優越性と調和させるのだ。異論の余地なく、ある王がある時代において真の才人を、

彼のために作られた場所から遠ざけてしまい、この不幸な才能が多かれ少なかれ薄められ

てしまうことがあり得る。しかし全体としては、それぞれの個人
、、

を自身の場所に運ぶ秘密

の力が存在する。そうでなければ、国家は存続しえないであろう。」 
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べられている。法を作り出す主権者の上に、この神の「全体の計画」があり、主権者が自由

に振る舞おうとも、「秘密の力」が働くことで、神の「全体の計画」に沿わされることにな

るのである。このように、ド・メーストルは法を作り出す主権者より上位にある法秩序を想

定する。 

 そして神の「全体の計画」の中で、それぞれの人間が、それぞれ自分の場所に置かれるこ

とになる。それは言い換えると、それぞれの人間が、それぞれ自分の場所に置かれているの

が正しい状態ということになる。したがって、主権者の意志が正しいということは、主権者

の意志が、このような神の「全体の計画」に沿って、それぞれの人間を、その場所から締め

出さないようにすることということになる。言い換えると、それぞれの人間をそれぞれ自身

の場所から締め出すように権力を行使することが主権の不正ということになる。このよう

な不正、すなわち権力の濫用があれば、神の法は、主権者を自壊させることになると、ド・

メーストルは論じている。 

 

然りと雖、天の此の物を生ずるや自ら限制あり。是を以て権力の誤用と雖、亦其の際界

なきに非らず。即共の自然の限界を越ゆることあらんには、其をして自ら破壊せしむべ

し。此の事実に関しては自ら一定の法あり。而して其の事の有形なると無形なるとを問

はず、此の法の存せざるものなし。25 

 

Mais l’auteur de la nature a mis des bornes à l’abus de la puissance : il a voulu qu’elle se détruise 

elle-même dès qu’elle passe ces limites naturelles. De tout côté il a gravé cette loi ; et, dans le 

monde physique comme dans le monde moral, elle nous environne et nous parle à chaque 

instant.26 

 

神は主権者の権力に対して限界を設け、主権者がその権力行使において限界を超えた場合、

自壊することになる。このような限界を定めるのが神の法であるということになる。 

 こうした神の法の、主権者に対する上位性という考え方は、陸の国体論にも見受けられる。

陸の国体論の際立った特徴として、法を与える三権よりも天皇を上位としておきながら、天

皇よりも憲法のほうが上位であるとしている点である。天皇に対する憲法の上位性につい

て、『近時政論考』において陸は次のように説明している。 

 

然れども此の大権（天皇の大権）は無限のものにあらずして常に憲法の条規に依りて執

行するものとす。是れ実に立権政体の本性にして、之れなければ以て立憲政体たるを得

                                                  
25 陸羯南『陸羯南全集』、第一巻、p. 273 
26 Maistre, Joseph de, Œuvres complètes, tome 1, p. 449. 「自然の作者は権力の濫用に限界を設

けた。君主がひとたびその自然の限界を超えたならば、自壊することを彼は欲した。彼は

この法をあらゆる場所に刻み込み、この法は道徳の領域でも物理的領域でもわれわれを取

り囲み、絶え間なくわれわれに語りかける。」 
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べからず。(…)日本天皇の権力は(…)日本臣民に向ては固より絶対的権力たるを失はず。

只だ欽定憲法即ち天皇が親ら裁定し給ひて皇祖皇宗の霊に誓告し給へる所の此の憲法

に向ては制限を受くるの姿なり。27 

 

天皇は通常の法には制限されないが、憲法には制限される。憲法は特別な位置づけの法とい

うことになるが、それはなぜかというと、天皇が「皇祖皇宗の霊」に誓って作った法だから

だとされている。したがって、ここで提示されている図式とは、「皇祖皇宗の霊」は天皇よ

り上位の存在であり、またその「皇祖皇宗の霊」に根拠をもつ憲法もまた、天皇よりも上位

であるというものである。「皇祖皇宗の霊」が先ほどのド・メーストルの思想枠組の中での

神と同格であるとみなすならば、主権者に対する神の法の優位というド・メーストルの思想

が、天皇に対する（「皇祖皇宗の霊」に根拠を持つ）憲法の優位という形になって陸の国体

論に導入されているということが確認できる。 

 「皇祖皇宗の霊」は、皇室の万世一系を構成している存在である。日本の過去から現在ま

でをつなぐ精神的連続性を具現化させたものが憲法であり、それが現人神としての天皇よ

り上位にあるのだ。陸はまた「不敬罪、濃飛日報社員の宣告」(1900)において、以下のよう

に論じている。 

 

皇室の尊厳と臣民の忠順とは帝国憲法の精神に非ずや。帝国憲法の精神は一朝立法家

の構造に成るものに非ずして実に祖先以来日本国民が経営せし国家成立の理性にして、

苟くも之を破壊せんとするは日本国家の罪人たることを免れず。28 

 

この引用が示すように、陸にとって帝国憲法の精神、すなわち「皇祖皇宗の霊」とは、「祖

先以来日本国民が経営せし国家成立の理性」、すなわち国家理性であることになる。つまり、

陸が『主権原論』で「レーゾン・ナショナール」と訳したもの(raison nationale)と一致するこ

とになる。「レーゾン・ナショナール」については拙著の『陸羯南におけるジョゼフ・ド・

メーストルの受容について』の中で論じたが、それは「伝統知が普遍的真理として受け入れ

られ、ひとびとの思考の土台とされるための精神的なつながりを指す」29。したがって、日

本国民の思考の出発点となる、日本の伝統知の精神的なつながりこそが、「万世一系」であ

り、「皇祖皇宗の霊」である。それは天皇より上位にあり、そして大日本帝国憲法はそれを

具現化したものとみなされるのである。陸の言う「国民的立憲君主制」30（「本年中の政況

（一）」(1889)、「明治廿三年（一）」(1900)、「新華族」(1900)）とはすなわち、君主は臣民に

対して絶対的でありながらも、「レーゾン・ナショナール」が具現化したものであるところ

                                                  
27 陸羯南『陸羯南全集』、第一巻、p. 22 
28 陸羯南『陸羯南全集』、第二巻、p. 474 
29 影浦亮平「陸羯南におけるジョゼフ・ド・メーストルの受容について」、京都外国語大

学『研究論叢』、84 号、2014 年、p. 267 
30 陸羯南『陸羯南全集』、第二巻、p. 352, 367, 390 
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の憲法が君主に対して上位にある体制ということになる。そしてこれが日本の国体である

と陸は考えている。 

 

５．無としての天皇 

 前章で見たように、陸は「レーゾン・ナショナール」を帝国憲法に結び付けていくことに

なるが、ジョゼフ・ド・メーストルが主権者の意志の正しさについてどのように考えている

かをさらに見ていきたい。ここで明らかになることは、ド・メーストルは主権者に決して人

格的な良さを要求するのではなく、「レーゾン・ナショナール」と国民が直接的に結びつく

ために、主権者の意志自体は無になるのが正しいと考えているということだ。このことをこ

の章では確認するとともに、こうした考え方もまた陸の国体論に影響を与えていることを

確認していく。 

万世一系の天皇とは、途方もなく長期にわたって存続している世襲の主権者ということ

になるが、主権者が世襲であることの重要性についてジョゼフ・ド・メーストルは論じてい

る。その際、以下のように、選挙で選ばれた王と比較しながら論じている。 

 

顧ふに人の常情は其の自ら為す所を尊ばず。試に看よ。何故に推撰の王は世襲の主権者

と一様なる威厳を有せざる乎。其れ他なし。推撰の王は常人に異なるの尊厳を固有せず

して、一時の所為に出づるが為なり。31 

 

Les hommes ne respectent jamais ce qu’ils ont fait: voilà pourquoi un roi électif ne possède point 

la force morale d’un souverain héréditaire, parce qu’il n’est pas assez noble, c’est-à-dire qu’il ne 

possède pas cette espèce de grandeur indépendante des hommes et qui est l’ouvrage du temps.32  

 

ここでは、主権者は選挙で選ばれるのではなく、世襲ではなければならないとド・メースト

ルは説いているわけだが、その根拠として、人間は自らが作り出したものを尊ばないという

ことを彼は説いている。選挙であると、主権者を選ぶのは人間であるということになるが、

世襲の場合は、主権者は「時間の作品」(l’ouvrage du temps)、すなわち人間ではなく時間が

生み出したものということになる（尚、陸は「一時の所為」と反対の意味から翻訳している

が、大意は変わっていない）。主権者の尊厳を生み出すものは、人間ではあり得ず、時間で

ある。世襲がもたらす時間ということは、人間の世代を超えた時間ということになるので、

人間の一生の時間を超えた時間となる。そうした時間が、人間である主権者に対して、他の

人間たちの尊敬を与える。そして他の人間たちは主権者についていくのである。 
                                                  
31 陸羯南『陸羯南全集』、第一巻、p. 234 
32 Maistre, Joseph de, Œuvres complètes, tome 1, p. 353. 「人間はみずからがつくったものを絶

対に尊敬しない。したがって、選挙によって選ばれた王は、世襲の主権者の精神的な力を

持たない。というのは、そのような王は十分に高貴ではない、すなわち、世間の人間には

縁のない偉大さのようなものや、時間の作品のようなものを持たないからだ。」 
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逆に言うと、主権者の尊厳を支えるものは、人間の一生を超えて続いている時間であって、

主権者の人格や能力ではないということになる。したがって、ジョゼフ・ド・メーストルは

主権者の人格や能力は重要ではない。 

 

王と称する語は、百般の勢力及百般の智識に中心の方向を指示すべき大自在力を意味

する語なり。即主権者なるもの大智力を有して、其の一己の動作直に凡百の活動を惹起

し得ることを知らば、君主政体の善事たることは疑を容れざるべし。但し此の如きは王

其の人に就きて云ふことに非らず。特に其の王たるの名に就きて論ずるのみ。33 

 

Ce mot de ROI est un talisman, une puissance magique qui donne à toutes les forces et à tous les 

talents une direction centrale. Si le souverain a de grands talents, et si son action individuelle peut 

concourir immédiatement au mouvement général, c’est un bien sans doute mais, à la place de sa 

personne, son nom suffit.34 

 

人格が優れているか、卓越した才能（陸訳では「大智力」）があるのかどうかは、主権者と

しては重要ではない。つまり、主権者が自分で「レーゾン・ナショナール」に基づいた善行

を行うことができるかどうかということは、前章で問題になっていた主権者の意志の正し

さとは無関係であるということになる。主権者の正しいあり方とは、個人として正しいこと

をなすということではなく、あらゆる人間たちに中心に向かう方向を与えることになる。言

い換えると、人間たちを皆、中心に向かわせることが、主権者の意志の正しいあり方という

ことになる。そしてそれは、決して優れた人格や能力によって可能になるものではなく、主

権者という名、すなわち主権者であるという純粋な事実によってのみ、すなわち主権者が

「時間の作品」であることによってのみ可能になるとされるのだ。先ほど、主権者が「時間

の作品」であることによって、主権者の尊厳が生じるということを確認したことを踏まえる

と、あらゆる人間が集まっていく「中心」とは主権者自身のことであると考えるのが妥当で

あろう。主権者は「時間の作品」であることによって、あらゆる人間から尊敬され、そして

自身のまわりに集める。そしてそれが主権者の意志が正しい状態であるということになる。 

 正しい状態の主権者の意志はいかなるものなのかについてさらに検討したい。あらゆる

人間が主権者のまわりに集まってきたときに政治はなされる。このとき、人間としての主権

者自身は政治を行わず、権力を行使しない。集まってきた人間たちが実際の政治を行うとい

うのが主権者の一般的なあり方であるとド・メーストルは考えている。 

                                                  
33 陸羯南『陸羯南全集』、第一巻、p. 268 
34 Maistre, Joseph de, Œuvres complètes, tome 1, p. 438. 「王という言葉は魔力、すなわちあら

ゆる勢力たちや才人たちに中心に向かう方向を与える魔法の力である。もし主権者が卓越

した才能を持ち、彼の個人的行為が全体の運動に直接的に協力し得るならば、それは疑い

もなく良い。しかし、彼の人格
、、、、

の代わりに、彼の名
、
だけで十分なのである。」 
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而して国王の意見を以て百事を成すものゝ如く看做さるゝは、是此の政府の最有益な

る所なり。然れども実際に於て国王の意見は衆議の主となり、又光栄の本となるに過ぎ

ざるなり。蓋宗教なり、法律なり、習慣なり及某官局の特権なり、此等は皆共に主権者

を翼賛し、及其の権力の誤用を防止するものに非ざるはなし。加之国王は廔々権力を誤

用することを得ざるのみならず、時としては其の慾望を脱却すべきの場合あるを免れ

ず。而して常法に在りては、国王の内閣は其の実務を執るものなり。35 

 

Elle (la volonté du roi) est censée tout faire, et c’est le grand avantage de ce gouvernement 

(monarchie) ; mais, dans le fait, elle ne sert guère qu’à centraliser les conseils et les lumières. La 

religion, les lois, les coutumes, l’opinion, les privilèges des ordres et des corps contiennent le 

souverain et l’empêchent d’abuser de sa puissance ; il est même bien remarquable que les rois 

sont accusés bien plus souvent de manquer de volonté que d’en abuser. C’est toujours le conseil 

du prince qui régit.36  

 

引用の内容の議論に入る前に、翻訳の特徴について言及をしておくと、原文では宗教、法、

慣習、意見、階級や集団の特権が主権者を「抑制」するとあるところ、陸は「翼賛」として、

臣民が主権者を助けるという意味に改変しているのが特徴的である。これは陸の意図的な

誤訳であると考えられる（les lumières（原義は「光」）を「光栄」と訳したのは単なる誤訳で

ある。ここでの光は知の光ととらえるのが適切である）。この翻訳は端的に陸が、ド・メー

ストルが議論している主権者とは天皇と同義であると考えていることを示す部分である。

つまり、天皇が「抑制」されるとすれば、天皇と同格以上のものが存在することになるので、

「抑制」という表現を避け、天皇を補佐する存在に対して一般的に使われてきた表現である

「翼賛」をあてはめるほうが望ましいと考えられるからだ。ただし、このような訳語選択が

なされても、宗教や法律といった存在は主権者から区別されること、そしてそれらは人間と

しての主権者の「慾望」（意志）よりも優先される。そして主権者の「慾望」（意志）は政治

に関与せず、主権者という中心に集められている者たちが政治を行うのである。以上のこと

を陸訳は伝えている。そしてそれはまた、ド・メーストルの原文の大意としてはその通りで

ある。このようにしてジョゼフ・ド・メーストルが考える主権者とは、あらゆる国民をまわ

りに集め、主権者自身の意志を、集まった国民たちの意志に対立させない。そのことによっ

                                                  
35 陸羯南『陸羯南全集』、第一巻、p. 266 
36 Maistre, Joseph de, Œuvres complètes, tome 1, p. 432. 「王の意志がすべてを行うとされてい

る。そしてそれがこの政体（君主政）の大きな利点である。しかし実際には、王の意志は

助言者や知性を中心に集めることにしかほとんど役立たない。宗教、法、慣習、意見、階

級や集団の特権が主権者を抑制し、権力の濫用を妨げる。王が権力濫用でよりも意志の欠

如でよく非難されることは注目すべきことだ。統治をするのは常に君主の助言者であ

る。」 
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て、集まった国民たちに政治をさせるのである。主権者の意志の正しいあり方とはつまり、

無である。主権者の意志が無でなければ、宗教や法や意見等が異なる人間すべてが主権者の

まわりに集まることは不可能だからだ。主権者の権力が無であることによって、主権者のも

とにあらゆる国民の意志が集まることが可能になる。したがって、主権者が「時間の作品」

であるようにするところの「レーゾン・ナショナール」が存在することに加え、主権者の意

志が無であることが、主権者があらゆる国民を集めることを可能にするということになる。

主権者は自分の意志を無にすることによって、「レーゾン・ナショナール」とあらゆる国民

を直接的に結びつける媒体たり得るのだと言ってもよいだろう。 

 以上のようなド・メーストルの主権者像は、陸の国体論の中にも認めることができる。第

３章で見た通り、天皇は統治権を行使するが、他方、この章で確認したことは、ジョゼフ・

ド・メーストルによれば、主権者の意志は無であって、主権者は権力を行使しないというこ

とであった。そこで陸は『近時政論考』において、「決して天皇の統治権を以て国家の権力

と混同すべからず」37として、天皇の統治権は、国家権力と区別されるとし、権力ではない

としている。したがって、第３章においては、天皇の統治権は三権を「調栽」すると陸はし

ていたが、「調栽」というのは、いかなる形においても天皇が三権に対して権力を行使する

ことではないということになる。さらに言えば、特定の思想を強制する形での、対立してい

る権力間の調整はなされないということである。 

 天皇の無思想性に関して、1890 年に施行された大日本帝国憲法は第 28 条で「日本臣民ハ

安寧秩序ヲ妨ケス及臣民タルノ義務ニ背カサル限ニ於テ信教ノ自由ヲ有ス」として、国民の

信仰する宗教に対して介入しないという信教の自由を定めた。信教の自由はまた国家が宗

教的性格から脱し、世俗化されることを伴っている。そこで皇室に密接に結びついている神

道については、この第 28 条が適用される宗教なのかどうかということが問題になる。帝国

憲法において、告文は神道的色彩が強いことは確かであるが、本文の中で神道に関する明確

な記述はない。これに関して、帝国憲法制定以前である 1882 年に政府は「自今神官ハ教導

職ノ兼補ヲ廃シ葬儀ニ関係セサルモノトス此旨相達候事」（明治十五年一月二十四日内務省

達乙第七号）という通達を出し、神職を教導職から外し、葬儀への関与を禁止し、教導職と

葬儀を宗教活動とみなすことで、「国家神道」は宗教ではないという立場を公にすでにして

いる。陸の立場もこうした政府見解に沿うものである。「布教条例、典礼と宗教（二）」(1900)

において、陸は次のように言う。 

 

抑々神道とは如何なるものぞ、元と是れ我国の国風を指称せるものにして、其教は一道

徳の範囲若くは儀礼の域内に属すべきものなり。固より決して宗教の管轄に入るべき

ものにあらず。38 

 

                                                  
37 陸羯南『陸羯南全集』、第一巻、p. 26 
38 陸羯南『陸羯南全集』、第二巻、p. 386 
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神道は、国の太古からの習慣を伝えるものであって、道徳や儀礼のようなものとして理解さ

れるべきものであって、宗教として理解してはいけないと陸は主張し、神道を非宗教化しよ

うとする。そして、なぜ神道を宗教と理解してはいけないのかと言えば、陸の論理において

は何より、神道は伝統的な精神もしくは知、すなわち「レーゾン・ナショナール」を伝達す

るものとして理解されなければならないからだ。そしてこれは神道が日本の主権者である

天皇と結びついている以上、そのように解釈されなければならない要請が陸の思想の中に

あるからという説明ができるだろう。陸自身はさらに「布教条例、典礼と宗教（三）」(1900)

において、次のように論じている。 

 

然るに今や信教の自由を認め雑多の宗教並起せんとするに際し、之（神社）を宗教上の

標的と混淆せしめん歟、天下後世往く〳〵之を寺観視
（ママ）

する者を生じ、異教相排の心より

之を軽侮するに至り、其心は一転して我国の歴史上に及び、其影響は終に国家及び皇室

の上に被らざるを保するを得ざればなり。39 

 

このように、陸がなぜ神道が宗教であってはならないと考えているかというと、神道が数あ

るうちのひとつの宗教だとすると、天皇が異なる信仰を持つ人間から尊敬される存在では

あり得なくなるからである。天皇があらゆる国民に尊敬されるためには、神道が何らかの固

有な思想性をもつ宗教であってはならない。天皇は無思想であることにより、すべての思想

を受け入れる土台でなければならないのだ。そのような土台たりえなければ、「我国の歴史」

が否定されてしまう。すなわち、天皇が「時間の作品」であるようにするところの「レーゾ

ン・ナショナール」が否定されてしまうのだ。新しい知に開かれた伝統知の集合こそが「レ

ーゾン・ナショナール」である以上、それを担う天皇もまた、すべての思想を受け入れる土

台でなければならないという論理をここで確認することができる。主権者は無であること

によってあらゆる国民を自分のまわりに集めるというのがド・メーストルの主権者像、そし

て真理の共同体の改良可能性というド・メーストルの思想の影響が、ここの部分でも見出す

ことができる。結果として、天皇に、日本の「レーゾン・ナショナール」、すなわち「大和

魂」と等価な位置づけを陸は与えようとしていることが言えよう。 

 

６．結論 

 以上、ジョゼフ・ド・メーストルの主権論がどのように陸羯南の国体論に影響しているか

を見てきた。簡潔にまとめると、主権者は自身の意志を無にすることで、過去から現在まで

の精神的連続性であるところの「レーゾン・ナショナール」に、あらゆる人間を直接的に結

びつける媒体として機能するというのがジョゼフ・ド・メーストルの主権論であった。陸の

国体論に対するそうした主権論の影響は、具体的には天皇の万世一系性の重視、天皇による

三権の調整、天皇に対する憲法の優位性、天皇の無宗教性という形で確認することができる

                                                  
39 同上、p. 388 
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ことを本論文は示した。 

天皇による三権の調整が可能であることの根拠は、天皇の無宗教性ないし無思想性に求

められるのだが、それはさらに言えば、特定の立場を強制する形での、対立している権力間

の調整を天皇はしないということになる。実質的に、天皇は何も権力を行使しないという意

味で、天皇の権力行使を限定的なものとして陸は捉えようとしていることになる。そして天

皇の精神的権威を拡大的に解釈し、日本国民の思考の土台となる日本国民の歴史、日本の

「レーゾン・ナショナール」、「大和魂」そのものとして理解し、一致させていくことにより、

天皇を国民の精神そのものとし、天皇と国民を分断させないようにするのが陸の思想的戦

略であったと言えよう。そのことにより、天皇制と「国民主義」（ナショナリズム）を矛盾

させないことが可能になるのである。天皇の名の下に、国民の意志を直接的に表現するレト

リックを、ジョゼフ・ド・メーストルを通じて陸は開発したと言ってよいのかもしれない。 
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かわいいマッチョ：ザック・エフロンの主演映画に見る21世紀の男性裸体 

Cute Male Bodies: Male Bodies of the 21st Century Represented by Zac Efron 
 

國友万裕 
 

Summary 

Zac Efron, a two-time winner of MTV Movie Award for Best Shirtless Performance, objectifies his bodies in 

movies such as That Awkward Moments (2014), Neighbors (2014), and Dirty Grandpa (2016). Although bodies of 

Hollywood male stars have been portrayed as spectacles since the beginning of movies, representations of Efron’s 

bodies are somewhat different from those of other macho stars. 

The movies in which he shows his naked body are comedies on male friendships. These relationships are not 

gay ones. However, the characters are conscious of gay men and portray male relationships as close to homosexuality. 

Therefore, Efron’s body could be shown as symbolizing homoerotic desires. Moreover, the friendships in these movies 

lack male dominance and aggressiveness that ordinarily characterize male buddy movies. Efron appears to be enjoying 

his body and looks rather cute and innocent. Male audiences can easily identify themselves with him owing to these 

attributes. They could be muscle men without being like “wolves.” His body could be said to be a symbol of a new 

kind of male body of the 21st century. 

 

１．ハリウッドの男性裸体の変遷 

 

 あらためて書き立てるまでもなく、映画とジェンダーの研究はローラ・マルヴィの「視

覚的快楽と物語映画」(1975) を中心として分析が進んできた。マルヴィの説とは映画の中

でエロティックな見世物として客体化されるのは女性の裸であり、それを見る主体となる

のが男性であるという説である。マルヴィの理論は大きな影響力をもった優れたものでは

あるものの、この説はもはや古い面もある。この説が出たのは1975年であり、ちょうどラ

ディカル・フェミニズムの嵐が通り過ぎた頃のことだ。その後、ジェンダーの議論はさら

に多様化し、進化しており、彼女の理論も再考の余地があるだろう 

アメリカでは、1990年代頃から映画とメイル・ボディ（男性裸体）の研究が進んでい

る。ハリウッド映画で男性裸体が「見られる客体」として機能していないかというと決し

てそうではないことは明白なのである 

 古いところでは、フランク・キャプラ監督のスクリューボール・コメディ『ある夜の出

来事』（1934）で、クラーク・ゲーブルがクローデット・コルベールの目前でワイシャツ

を脱ぐと下着をつけていないため、いきなり裸の上半身が現れ、観客たちはドキッとさせ

られる。ここでのゲーブルの表情を見ていると彼が彼女から見られることを意識していな

いとは言えない。この映画のゲーブルは大柄で横柄な人物であるため、裸になり、自分の

男性性を見せつけることで彼女を威圧している様子と解釈するのが妥当であるだろう 
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 さらに時代を下ると、歴史劇での男性裸身が目立つようになり、チャールトン・ヘスト

ンの裸体などは、彫刻のような美しさとも言われ、彼の代表作『ベンハー』（ウィリア

ム・ワイラー監督・1959）はもとより、40歳を過ぎて主演した『猿の惑星』（フランクリ

ン・J シャフナー監督・1968）などでもたっぷりと剛強な裸身を披露している。彼だけで

はなく、カーク・ダグラス、ユル・ブリンナー、ウィリアム・ホールデン、バート・ラン

カスターなど、50年代に活躍した男性スターたちは、数々の映画で見事な肉体美を披露し

てきているのだ 

 60年代後半になるとカウンターカルチャーの時代となり、いわゆるアメリカン・ニュー

シネマ時代となって『小さな巨人』（アーサー・ペン監督・1970）のダスティン・ホフマ

ンなど、それまでの大柄な男性たちへのアンチテーゼとして、小柄で貧弱な男性裸体が現

れるが、これは、それまでのスターとの比較においてこそ意味を持つものである。ホフマ

ンは、身長も平均以下であり、なで肩で、決して立派な体格とは言えない。彼の裸身はア

メリカの男性たちの肉体コンプレックスのアイコンとも言えるだろう。ハリウッド映画で

は、マッチョな男性裸身が見られる客体として機能しているため、それに対する憧憬と反

発を象徴するものとして、彼のような身体が現れたのではないか。男の裸の見世物として

の価値を逆説的に裏付けているのである。 

ニューシネマ時代が終わりを告げる70年代後半からは社会現象となった、ボクシング映

画『ロッキー』（ジョン・G アビルドセン監督・1976）を皮切りにシルベスタ・スタロー

ンが活躍するようになり、80年代は『ターミネーター』（ジェイムズ・キャメロン監督・

1984）で元ボディビルダーであった、アーノルド・シュワルツェネッガーが一斉を風靡す

る。スタローンやシュワルツェネッガーはその後、筋肉スターの代名詞となり、裸身を見

せるには年をとりすぎている現在でも、『エクスペンダブルズ』（シルベスタ・スタロー

ン監督・2010） などで健在ぶりをアピールしている。一方、彼らの後継者として、ドウ

ェイン・ジョンソン、ジェイソン・ステイサムなど、裸を晒す機会の多いアクション・ス

ターは今も絶大な人気を博している。 

アクション映画のヒーローとは一線を画す男性裸身となれば、何よりも『アメリカン・

ジゴロ』（ポール・シュレイダー監督・1980）のリチャード・ギアを上げなくてはならな

いだろう。さらに、『ステイン・アライブ』(シルベスタ・スタローン監督・1983)のジョ

ン・トラボルタもこの流れを汲むものである。ややナルシスティックで都会的に垢抜けし

ている彼らの裸身は、女性に美しく見られたいという欲望をあからさまに感じるものであ

った。この流れは、21世紀になると、元ストリッパーでもあるチャニング・テイタムに受

け継がれ、テイタムは、男性ストリップの世界を描いた『マジック・マイク』（スティー

ブン・ソダーバーグ監督・2012）や『フォックス・キャッチャー』（ベネット・ミラー監

督・2014）で見事な見られる裸身を披露している。彼と同系列のスターと言えそうなの

は、マシュー・マコノヒー、ヒュー・ジャックマン、ダニエル・クレイグなどだろう。彼

らはロマンティックな味わいを持ちつつも、見事な筋肉の裸身を見せることのできるスタ
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ーとして活躍を続けている。「見せる男」「見られる男」という概念は、21世紀ではもは

や当たり前のことになってしまっている。 

 アメリカでは、以前は男性性をmanhoodという言葉で表現していたが、最近では

masculinityと表現するケースが増えてきている。マイケル・キンメルによれば、両者とも

「男らしさ」を指す語だが、厳密な意味では、前者は「内面の質」「自治や責任の能力」

を、後者は女性的に見られないように「常に示されなければならないもの」「振る舞いや

態度」を指す。この変化が生じたのは、20世紀から21世紀への変わり目の頃で、その頃に

なってくると内面的な男らしさの概念が掴みづらくなっていくため、身体を男性的に鍛え

上げたり、男性的に振舞ったりすることで、男らしさを示す流れとなっていった。ちなみ

に日本でも以前は「マッチョ」といえば、精神的・内面的な意味で男気のある男性を指し

ていたが、最近ではもっぱら肉体的に鍛えられた男性を指すようになった。男らしさは外

面的なものになってきたのだ。 

本論で問題にしたいのは、この10年ほど目覚ましい活躍を見せている、ザック・エフロ

ンの裸身である。MTVムービー・アワードでは、2013年から2015年まで３年間Best 

Shirtless Performance（最高の上半身裸の演技）という賞を与えていた。この賞は、13年

はテイラー・ロートナーが『トワイライト・サーガ ブレーキングドーンpart 』（ビル・

コンドン監督・2012）で受賞しているが、2014年、2015年は2年連続でエフロンが受賞し

ている。チャニング・テイタムやクリス・プラットなどもノミネートされていることから

考えれば、これで２度も受賞することは彼の裸の人気を物語っている。事実、エフロンと

言えば、必ず裸と言っていいほど、彼はたくさんの映画で裸身をたっぷりと披露してい

る。『セブンティーン・アゲイン』（バー・スティアーズ監督・2009）は彼が上半身裸で

バスケットをしている場面から始まる。『ベイ・ウォッチ』（セス・ゴードン監督・

2017）では、元プロレスラー、ドウェイン・ジョンソンとも共演し、肉体美を競ってい

る。エフロンは、身長は173センチ。ハリウッドスターとしては大柄な方ではない。ま

た、上記の映画の出演時点では、まだ20代である。（余談だが、テイラー・ロートナーも

25歳で、174センチであり、似ていると言えるかもしれない。）先に名前を挙げたスター

たちは、ニューシネマ時代は別として、ほとんど皆大柄で、年齢的にも成熟した年齢であ

り、ジョアン・メレンがいうところの『ビッグバッドウルフ』（野性的な狼のような男

性）の流れを踏襲していた。しかし、エフロンは、まだ幼い、かわいいという印象であ

る。そこが、従来の男性裸身とは一線を画す部分であると思われる。 

そこで、本論では、エフロンがどういう映画で裸身を見せているのかを考え、彼の裸身

が映画の中で意味しているもの、そして、その21世紀的な新しさの部分を探りたいと思

う。彼の主演映画は質的には大して評価されていないが、映画の中の男性史の視点から考

えたときには、エフロンの裸身は、革新的なものとも言えるからである。 
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2．女よりも兄弟 

 

まず、彼が出演している映画はどういうジャンルの映画なのか。ここでは、分析の対象

として、ザフロンが賞を受賞することになった『恋人まで１％』（トミ・ゴーミカン監督 

・2014）『ネイバーズ』（ニコラス・ストーラー監督・2014）、加えて、ロバート・デ・

ニーロと共演した『ダーティ・グランパ』（ダン・メイザー監督・2016）の3作を使いた

い。 

 この３作は21世紀になって顕著に増えてきたブロマンス映画の範疇に入るものと言って

いい。ブロマンス（bromance） とは、ブラザー(brother)とロマンス(romance)を結合させ

た語で、兄弟のように仲のいい男同士の関係を指す。ハリウッドの定番であるバディ・ム

ービーもブロマンス映画という言い方はできるのだが、21世紀になってゲイの存在感が増

し、ゲイへの偏見も減ったことから、ブロマンスは従来のバディ・ムービーよりも、ゲイ

を多分に意識している。ゲイに近いけれど、完全にゲイじゃない男同士の相棒関係と定義

したらいいだろうか。まだ新語なので定義は確固としていないようだが、ブロマンスの視

点から、映画やテレビなどメディアを分析した、マイケル・デアンジェリスの『ブロマン

スを読む』という本も出ているし、アメリカの男同士の関係のひとつのトレンドとなって

きたことは間違いないのである。 

ブロマンスを最初に直截的に描いた映画は『40男のバージンロード』（ジョン・ハンバ

ーグ監督・2009）とされている。この映画は、結婚式で花婿付添人（best man） となっ

てくれる男の親友を探す40男の話である。男同士の友情を描く映画、あるいは女性の恋人

を探すために男性が奮闘する話はいくらでもあるが、男の親友を探すという話は前例がな

いだろう。しかも、この映画の原題は、I Love You, Manであり、男が男に向かって、「俺

は君を愛しているよ」という台詞から来ている。これはストレートであれ、ゲイであれ、

男同士が親密に愛情を求めあうことを恥じない時代になってきたことを示唆している。ブ

ロマンス映画は21世紀になって量産されるようになり、ポール・ラッド、セス・ローゲ

ン、ジョナ・ヒルなど、コメディ系の男優が主役を務めるケースが極めて多いものであ

る。『スーパーバッド 童貞ウォーズ』（グレッグ・モットーラ監督・2007）『ホット・

ファズ 俺たちスーパーポリスメン！』（エドガー・ライト監督・2007）『スモーキン

グ・ハイ』（デビッド・ゴードン・グリーン監督・2008）『テッド』（セス・マクファー

レン監督・2012）などがその代表作といえよう。話としては、下ネタやスカトロ的ネタが

たっぷりのおふざけ調のコメディであり、戦争・スポーツ・社会的競争・犯罪など、従来

のシリアスな男同士の友情ものにつきものだった要素がない映画であると定義するのが妥

当であると思われる。本論で取り上げるザック・エフロンの３作についてもその定義が当

てはまる。 

 『恋人まで１％』は、表向きはロマンティック・コメディと言えなくもない。ニューヨ

ークに住む３人の男の親友たちが女性と結ばれるまでを描いている。とはいうものの、女
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性との絡みよりも、３人の男たちが互いに女性やセックスの悩みなどを打ち明けたりする

ところに重要なパートがある。 

 『ネイバーズ』は、セス・ローゲンが妻と暮らす郊外にエフロン扮する近所迷惑な隣人

が引っ越してくることから引き起こされるコメディである。エフロンはフラタニティの集

まりを夜中まで行うため、ローゲンの夫婦に迷惑をかけるのだが、フラタニティは男同士

の結社であることはいうまでもないし、「女よりも兄弟」というブロマンスを示唆するセ

リフも出てくる。この映画の場合は、最初からローゲンが結婚しているので、そこで異性

愛であることの前提を作っているのだが、やはり、焦点は男同士の関係である。 

 『ダーティ・グランパ』は妻に死なれたロバート・デ・ニーロ扮するグランパ（祖父）

とエフロン扮する真面目な若い弁護士のロード・ムービーである。グランパが若い女性と

の間に子供ができるところでエンドになることで、彼らの異性愛性が証明されることにな

るが、これも男二人の掛け合いが楽しい映画であり、同性愛的なネタ満載となる。 

 以上の３作で、注目しなくてはならないのは、主人公の男たちの風貌が大きくかけ離れ

ているということだ。多くの論客が指摘してきたことなのだが、男同士の関係はお互いの

差異を強めたり、否定したりすることで形成されていく。両者があまりにもかけ離れてい

ると関係は成立せず、似過ぎていても関係が成立しない。そのため、男同士の同性愛的な

話は同性愛的要素をカムフラージュするために、わざと差異を大きくする作戦をとる。 

 『恋人まで１％』ではエフロンを含む男３人が主人公だがそのうちの１人は黒人（マイ

ケル・B ジョーダン）である。ストーリーからすれば、彼が黒人である必然性は全くな

く、人種の問題には触れていない。『メン・イン・ブラック』（バリー・ソネンフェルド

監督・1997）や『ショーシャンクの空に』（フランク・ダラボン監督・1994）など、白人

と黒人の相棒関係の話は枚挙にいとまがないが、これは黒人と白人が対等に付き合ってい

るというポリティカル・コレクトネスを示すものである一方で、黒人を含めることでお互

いの同性愛性をカムフラージュするという効果を狙ったものといえよう。 

 『ネイバーズ』の場合は、エフロンの相手役がセス・ローゲンであり、肥満のコメディ

アンである。映画のラストでは二人が上半身裸で並ぶことになるのだが、もっとセクシー

で、シェイプアップされた男優が演じていたら、同性愛性が濃厚になっていただろう。風

貌がかっこいいとは言えないローゲンのような男優を相手役に使うこともカムフラージュ

の常套的な手段であり、『マネーボール』（ベネット・ミラー監督・2011）でも、ブラッ

ド・ピットの相棒役にジョナ・ヒルを使うことで同性愛性を薄めていた。 

 『ダーティ・グランパ』の場合は、何よりも年齢が違いすぎて、二人が血縁関係でもあ

るため、恋愛することは考え難いということになる。 

したがって３作とも最終的な異性との結合と同性愛のカムフラージュの手段を使って、

ハリウッドの異性愛主義は死守しているのだ。伝統的にアメリカ映画は、『明日に向かっ

て撃て』（ジョージ・ロイ・ヒル監督・1968）など、男女の恋愛よりも男同士の友情を描

くものの方がはるかに多く、そのため、最近では異性愛の中にゲイのサブプロットを見出
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すゲイ・リーディング的解釈は盛んであるが、先述の通り、ブロマンスは最初からゲイを

意識しており、むしろゲイが身近な社会になったことで、男同士の友情の描き方に幅が広

がったと言っていい。とりわけ、エフロンが主演のブロマンス映画の場合は、彼の筋肉質

の裸をたっぷりと見せるということになるため、余計にゲイ的に見えるのだが、カムフラ

ージュすることで、ストレートとゲイの間のギリギリのラインを縫っているのである。 

 

3．男たちの中に潜む同性愛性 

 

 アントニー・イーストホープは、『男たちがしなければならないこと』の中で、男同士

の友情の映画につきものの要素として、明確さ(clarity) からかい(banter) 卑猥さ

(obscenity)を上げている。男の友情の物語には何らかの明確な目的があり、それを達成す

る過程で、男たちはお互いをからかい、卑猥な冗談などを言いながら、友情を深めてい

く。男っぽい、乱暴な形の友愛の表現である。これはブロマンス映画にも当てはまるとこ

ろで、ブロマンス映画は、過度に卑猥なジョークが多く、きわどいセリフや場面の連発と

なる。顔にペニスの絵を描いたり、自分たちのペニスを鋳型にして、ペニスのおきものを

作ったり、それを相手の口に突っ込んだり、同性愛的要素たっぷりの絡みが満載となる。

さらに、スカトロ的であり、トイレの場面、精液、使用済みのコンドームなど、排泄物が

たくさん出てくる。ペニスや糞尿の話は人前で大っぴらにするのははばかられる類の話で

あるが、ブロマンス映画では、それを存分にやってくれるため、男性観客たちは大笑いし

ながら排泄の快感を味わう 

ブロマンス映画＝男たちの排泄行為を楽しむ映画と考えれば、ザフロンの裸も男たちの

排泄行為の一つと言えるだろう20世紀の男性学の担い手たち、例えば、ギー・コルノー

は、男性性は同性愛性を内包しているにもかかわらず、男たちはそれを否定していると嘆

いていた。ハーブ・ゴールドバーグも同性愛者に見られることを恐れて、男は相棒すら持

つことができないことを嘆いていた。異性愛強制・同性愛恐怖の社会では、男は同性愛的

な欲望を表出することはできなかったのだ。 

『ネイバーズ』では、エフロンを初めて見たセス・ローゲンが「ゲイが好きな体」だと

つぶやくセリフが挿入されるが、ストーリーが進むにつれて、徐々にザフロンの肌の露出

が増えていくプロットとなっているところは興味深いところである。最初に彼がローゲン

の前に現れるのはノースリーブ姿その後、しばらく話が進むと今度はワイシャツの胸を大

きくはだけた姿で登場それからプールサイドに海水パンツ姿で立っている彼の全身のロン

グ・ショット、後半に入ってから上半身裸でバーベキューをしている姿がミディアムで取

られる。そして、映画のラストでは、騒ぎが収束した４ヶ月後、フィットネスジムの宣伝

のため、上半身裸で街中の通りに立っている。ここで偶然やってきた、ローゲンは、久々

に会った彼とハグし合うのだが、この時ローゲンはじかにエフロンの裸体に触って、自分

の中の何かを覚醒させたらしい。「これが夢だったんだ」と自分も一緒になって上半身裸
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になる。路上で脱ぐという行為を共有するのであるこれは彼と同じことをしたい、一体に

なりたいという欲望に他ならず、しかも路上で脱ぐという男にしか許されない行為をする

ことで、自らの男性性を発散するということになる。これは明らかに同性愛的欲望であ

り、男の中には「見せたい」「脱ぎたい」という願望は備わっているのだ。彼らは上半身

裸になることで男であることを楽しんでいるのである。この場面で、上半身裸のエフロン

に向かって、ローゲンが「お前の体が矢印になってペニスに向いている」という。つま

り、逆三角形で、肩幅が広く、胸板が厚く、腰がしまった上半身は逆矢印のような形とな

り、その先がペニスに向かっているというふうにも見えるのである。これは絶妙のセリフ

である。 

 『恋人まで１％』では、「俺のペニスがおかしいんだ」とエフロンに電話がかかってく

る。この時彼女とセックスをした後の彼は全裸なのだが、「水平になって体を横向きにす

るんだ」と自分も同じポーズで放尿しながら、電話の向こうの友人に指南する。この時全

裸のエフロンのポーズは、便座の位置に局部を置いて、うつ伏せで横たわり、壁に足を伸

ばして体を支えている。そして片手で電話を持ち、もう片方の手は床についている。「ペ

ニスが便器にくっつくか？」という男同士の対話が重なるが、この今にもバランスを崩し

そうな硬直したポーズも、ペニスのイメージと近いと言えないだろうか。エフロンが全裸

であるため、余計に包皮を剥いたペニスのイメージと重なることになる。 

 『ダーティ・グランパ』では、グランパとエフロンが、筋肉自慢のショーに出演し、二

人とも上半身裸で筋肉を披露する場面では片手腕立て伏せとグランパの腕の上で、エフロ

ンが倒立することで観客の歓声を浴びる。このアクロバット的な倒立も硬直したペニスの

記号と言っていいだろう。筋肉の緊張で硬くなった男の裸は、そのままペニスのイメージ

と重なっていく。何よりも、『ダーティ・グランパ』では、グランパの名前がDick(ペニス

の意)なのである。 

 この映画の序盤、エフロンが部屋に入っていくと、彼は裸でマスターベーションをして

いる。そのあと、今度は鉄棒で腕を持ち上げて、懸垂をする。グランパにとって、ストレ

ス解消は筋トレとマスターベーションということらしい。最近になって、『筋トレが最強

のソリューションである』など、筋トレをすることが心の悩みを解決することにも役立つ

とする啓発本は多く出回るようになり、映画でもカルト的人気をもつ『ファイトクラブ』

（デヴィッド・フィンチャー監督・1999）では、男たちが上半身裸で殴り合いをすること

でカタルシスを味わう姿を描き、筋肉の行使が男性にとってのストレスの発散であるとい

うことを裏付けていた。ブロマンス映画では、一緒に裸になったり、筋トレで自分の身体

をペニス化したりという行為で、男同士の関係が煮詰まっていく。 

 その一方で、女性と異性愛的なエンディングを迎えることになるのだが、異性愛と同性

愛は対立するものではなく、両立するむしろ両者が達成されてこそ、ハッピーエンドとい

うことになる。したがって、ストレートとゲイの境界線を曖昧にし、ゲイに対する偏見を

とかす要素がある。また、ストレートの男性観客たちは、自分の異性愛者としてのアイデ
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ンティティをなくすことなく、同性愛的欲望も発散できる。そこが今の時代とマッチして

いるように思われる。 

 

4．かわいいマッチョ 

 

今回取り上げたエフロンの主演作はいずれもコメディである。従来、コメディ映画での

男性の裸体表象は、例えば、サッチャー政権下で失業した男たちがストリップで稼がざる

をえなくなる『フルモンティ』（ピーター・カッタネオ監督・1997）のように鑑賞に値し

ないような、惨めな体を見せるところが笑わせるというものであった。一方で、エフロン

は見苦しい体ではない。大柄ではないものの、脂肪もなく、胸板の厚い、腹筋の割れた身

体である。 

にもかかわらず、かつての筋肉スターのような支配性や暴力性は感じさせない。遠藤徹

は『ポスト・ヒューマン・ボディーズ』で、『ターミネーター』を例に挙げ、興味深い考

察を述べている。遠藤によると、この映画の冒頭のアーノルド・シュワルツェネッガーは

「丸裸」であり、したがって、少年たちの「嘲笑」の的になる。「性的に攻撃的な部分

（生殖器）と性的に受身な部分（お尻）の両方を隠蔽することで、初めて生物学的男性の

身体が社会的な意味で男らしい身体となる」（50）のである。ペニスとアナルを隠せば他

の部分は裸でも男っぽさは保てる、むしろその部分のみを隠し、堂々と裸でいる男は、男

の中の男に見えるのだが、この映画のエフロンにシュワルツェネッガーにつながるような

男性的な属性は感じられない。『ダーティ・グランパ』で、エフロンが褌姿で踊る場面が

あるがペニスの位置に蜂のぬいぐるみをつけているため、子供のようにかわいいという印

象となる。そのあと、泥酔した彼が目がさめるとビーチであり、間が抜けて、かわいらし

い彼は、子供に絡まれ、しまいにはぬいぐるみを取られて、一糸まとわぬ格好となり、警

察につかまってしまう。留置所での彼は、赤いパンツ一枚で檻に入れられる。この姿はシ

ュワルツェネッガーであれば、人に危害を与える肉食動物のような印象になるだろうがエ

フロンが演じると裸にさせられて、閉じ込められて、いじめられているという印象にな

る。さらにこの後、着るものがないため、フィットネスクラブで着るような、体に貼りつ

いたようなハーフシャツとパンツを着せられた彼は、「お前の乳首に目がいってしまうな

あ」とグランパからシャツの上から突起した乳首を弄られてしまう。 

 『恋人まで１％』では、女性とアナル・セックスをしているエフロンのところに友人が

入ってくる。彼女とのセックスは横に置いて、話をするエフロン。友達だからセックスし

ているところを見られてもいいと思っているのか。セックスに対して無邪気でオープンで

あり、ここも笑わせる場面となる。  

四方田犬彦は、『かわいい論』のなかで、「『かわいい』の人格化として浮かび上がっ

てくるものは、成熟した美しさの持ち主ではなく、どちらかといえば女性的で、子供っぽ

く、隙だらけで、たとえ頭の回転はよくなくても、純粋で無垢な存在であるということ
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だ」（71）と述べている。この四方田の定義はまさにエフロンに当てはまると言ってい

い。彼はまだ幼さの残る20代であり、あくまでもかわいいマッチョという印象になる。

1950年代の男性裸体を分析した『マスクド・マン』でスティーブ・コーハンは、当時の男

性スターたちが筋肉をくっきりと見せるために胸毛を剃っていたことを語っているが、エ

フロンは胸毛も剃っていない。毛を剃った筋肉は包皮を剥いたペニスのイメージにつなが

るのだが、エフロンはそこまで男性性が成熟していないのである。その未成熟さが観客に

かわいいという印象を与えるのである。 

また、どの作品でも彼の役柄は、運動選手や肉体労働者という設定にはなっていない。

すなわち、スポーツや労働などで自然な形でついた筋肉ではなく、筋トレなどで人為的に

つけた筋肉であることも示唆される。『ネイバーズ』のラストでは、文字どおり、スポー

ツクラブの宣伝のために上半身裸になっている。見られたい男、視線を意識する男とい

う、ある種女性的な側面も持っている。先にも述べたが、ここで、ローゲンが自分も上半

身裸になり始めるのは意味深な部分だ。従来の筋肉スターであれば、あまりにも男性ジェ

ンダー的過ぎて、ローゲンのような男がそれと同一化することは難しい。しかし、エフロ

ンならば同一化が出来るのである。エフロンは、伝統的な意味で男性ジェンダー的ではな

い男性でもロールモデルにできる男性なのである。 

異性愛主義の論客の中には、エフロンの裸は、男性観客ではなく、彼のファンの女性観

客に向けたものだと反論する向きもあるだろうが、ブロマンス映画のファンは男性がメイ

ンであるし、映画の中でもエフロンの裸身を女性登場人物がエロティックな視線で見つめ

る場面は出てこない。また、ロマンティック・コメディなど、女性がメインキャラクター

となる映画で、男の裸が満載のものは思い浮かばない。やはり、男性の裸体表象は、女性

よりも男性のためのものであると言っていい。 

アメリカはマッチョ礼賛の国であり、強くなれない男にとっては生きづらい国であるこ

とは常に指摘されてきたことであった。ダン・カイリーの『ピーターパン・シンドロー

ム』は、男性学の本としては先駆的なものだが、この本で興味深い指摘は、男の子には

「ドジかマッチョかホモ」というシナリオしかないという部分である（138）。すなわ

ち、マッチョ（ここでいうマッチョは肉体的マッチョのことではなく、男性らしい性格的

特質を備えているという意味でのマッチョである）になれない男はゲイになるか、ドジに

なって道化役に徹するのかどちらかの選択肢しかないということである。ゲイでないが、

優しい感受性の強いタイプの男は、三枚目に徹するしかない。ウッディ・アレンなど軟弱

系の男性スターを見れば、確かにこの説は当を得ている。しかし、アレンは、小柄なだけ

ではなく貧相な体のお世辞にもかっこいいとは言えない男である。一方で、エフロンは、

ドジであっても、筋肉質であり、女性にも愛される側面を持っている「かわいいマッチ

ョ」というべき新たな男性像を作ったという点で画期的であるように思われる。新たな男

性のアイコンを作り上げた、男性にとっての新たなロールモデルの選択肢を提示したと言

えるのである。 
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楽園の島 グアムの盛衰 

―キリスト教布教からチャモロ人殺戮の歴史へ― 
Prosperidad y decadencia de la isla paradisíaca Guam: desde la 

evangelización hasta la matanza de los chamorros 
 

牛島 万 
 
                                    Sumario 
La isla Guam está situada al sur de las Marianas, islas que hace muchos siglos eran llamadas 
“Las Islas de los Ladrones.” Guam fue territorio de España por más de trescientos años .El 
objetivo principal de la colonización de esta isla fue el evangelizar a los nativos chamorros, 
España no tuvo intención de obtener ventaja enconómica.” Por lo tanto, los españoles no 
habían empezado a establecer su colonia en Guam hasta que llegó el Padre Jesuita San Vitres 
en 1668 quien realizó su primera misión católica. Sin embargo, en 1672, se asesionó el padre 
por el líder chamorro Matå’pang y su cómplice, Hirao. Después de este incidente ocurrió y 
continuó la Guerra hispano-chamorra por veinte años. Mi investigación ha sido dirigida a 
estudiar el proceso histórico de esa época y la relación con nuestro tiempo. El martirio de San 
Vitres y la matanza de los habitantes chamorros son indudablemente resultados tristes, pero 
al mismo tiempo nos ha ocurrido una realidad de que el padre San Vitres fue acogido 
positivamente por otro líder de los chamorros Kepuha. Se dice que Kepuha fue el primer 
nativo bautizado. El Guam contenporáneo es un territorio norteamericano organizado, pero 
no incorporado (organized unincorporated territory) y todavía la situación de dicha isla se ha 
quedado, como si fuera una colonia norteamericana. Puede ser que no les hayan permitido a 
los ciudadanos de Guam el derecho de autodeterminación. En el próceso de movimientos para 
reclamar su ciudadanía completa, han empezado a reviar “lo histórico” de otra menera para 
que los chamorros pudieran comprobar su identificación. 
 
 
はじめに 

グアムのスペイン統治期における史料が少なく、かつ聖職者によるものに限られている

ことから、その約 300 年の歴史（レガスピによるグアム寄港の 1565 年から、米西戦争の

1898 年までと考えると、333 年の歴史となる）には不明な点が残されている。本稿では、

スペイン＝チャモロ戦争（17 世紀末の約 20 年間）の引き金となった、初期スペイン布教史

の概説とその問題点について検討する。この場合、カトリック神父たちが記述した史料の記

述内容に若干問題が見られることを明らかにするが、同時に、今日のチャモロ人のアイデン

ティティ形成に当該史実が関与する可能性についても言及する。本稿はその中間的発表と
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して位置付けられる。 
 
１．スペイン人とチャモロ人の出会い 

グアムがヨーロッパ人とはじめて出会うのは、スペイン人の到来する 16 世紀のことであ

る。スペインは、中南米だけでなく、フィリピン等を支配し、世界各地に領土を拡張する、

まさに「帝国」であった。そしてフィリピンのマニラとメキシコのアカプルコのあいだを、

年に一往復していたのがガレオン船による交易であった。6 月、7 月にマニラを出港し、黒

潮を利用し北緯 40 度辺りまで北上し、さらに偏西風を活用して太平洋を東航路で向かい、

3000 マイル（約 4800 キロ）の航海の末、11 月から 12 月にアカプルコに到着する。また、

逆に、アカプルコを出港し西航路で進む場合は、3 月、4 月に貿易風を利用し北緯 15 度あ

たりを西に進み、5 月または 6 月にマリアナ諸島（とりわけグアム）を経由し、その１、2
週間後にマニラに到着するのである（高山 2001: 98）。 
 スペインの入植は、政治的・経済的意図と、宗教的精神的意図の両方のバランスがとれて

いたことがわかる。スペイン人が先住民をどのようにとらえていたか。イエズス会のペルー

管区長ホセ・デ・アコスタの『インディアス布教論』（1579）のなかで、次のように述べら

れている。 
 
  インディオはその気性から見れば、人間と獣とが混じり合った観があり、その習慣から

見れば、人間というよりも人間の姿をした化け物といった観がある。このため、彼らと接

するには、時には人間として優しく扱い、また、教えるべき時は厳しく、暴力を用いてで

も教えることが必要である。このように接していく内に、彼らは獣にも似た生来の気性を

捨て、徐々に従順になり、規律を身に付け、人間らしくなるであろう（アコスタ 1992: 144-
147）。 

 
 そして、さらに次のように述べる。 
 

インディオの霊を如何にして救済するのか、その方法を正確かつ的確に述べることは

とても難しい。何故なら、これらのインディオの国があまりに多い上、それぞれの気候や

土地柄、それらに衣服のあり方から知力の程度や習慣・伝統に至るまで何もかも大きく異

なっているからである（アコスタ 1992: 3-12）。 
 
 このように、スペイン人聖職者によると、先住民を同一視していなかった。それはその後

の歴史を紐解いてみてもわかることである。つまり、日本や中国は西洋人ほどではないにし

ても、その文化や文明は高度である。しかも国の統一も十分できており、軍隊も有する。こ

のようなアジア諸国は、スペイン人による征服の対象にはならず、彼らは通商的関係の構築

を期待していた。そして布教は二次的なものであった。しかし、フィリピンはそうではなか
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った。フィリピンは征服の対象とされたのである。換言すれば、フィリピンは中位の野蛮性

に位置付けられ、フィリピンは教化活動と通商目的の両方が表裏一体である完全支配の対

象となったのである。フィリピンは、ガレオン船の到達地としての、その地理的位置が重要

であったが、当時の内政状況に鑑みて、スペイン人は、未開の度合いが大きいという判断が

なされた。さらに、グアムやマリアナ諸島はより未開の島々とされた。しかも通商的見地か

らも魅力の対象にならなかったので、布教活動の目的だけでは、入植活動の開始は遅れた。

グアムの状況は多くの太平洋上のスペイン系植民地に見られる状況とほぼ同じであるが、

完全に布教活動の対象地域であり、その点でスペインの植民地としての「統治」の対象では

なかった。しかも長らく太平洋上の列強間の勢力均衡も維持されていたので、格別問題もな

かった。19 世紀後半になって、米国やドイツなどが太平洋上の領土拡張に参画するように

なり、これに憂慮するスペインが本格的な植民地支配を確立しようとしたのである。パラオ

やミクロネシアなどのスペイン統治はその好例である。 
さて、話を戻すと、1565 年に、のちのフィリピン初代総督レガスピ（Miguel López de 

Legazpi-Andrés de Urdaneta）がメキシコを出航し、フィリピンに向かう途中で、グアム

に寄港している。 

     マゼラン上陸記念碑 （ウマタック）  撮影 牛島万 

 スペイン統治時代のソレダー砦から見下ろすウマタック湾 
                              撮影 牛島万 

このときのエピソードは有名である。それは、1565 年 1 月 21 日、すでにマゼラン

（Ferdinand Magellan）によって「泥棒の島」（Las Islas de los Ladrones）と呼称されて

いたグアムを含むマリアナ諸島はやはりその名前にふさわしい、という記録を残している。

それは、彼らは、鋲などの鉄でできたものに興味を示し、最初は、その代わりに果物などと
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物々交換をしようとしていたが、やがて、スペイン人に気づかれないように、勝手に鉄を持

ち出そうとしていたことが批判的に述べられている。スペイン人の価値観からすれば不等

価交換であり、チャモロ人の無知で無邪気さが表徴されているが、他方、スペイン人に気づ

かれないようにしながら、平然と鉄を奪い去る行為は、道徳心のない悪徳者による、悪意あ

る行為として描かれている。しかし、さらに、スペインの水兵が殺されたことを受けて、か

れらの何人かを殺した、と述べているが（高山 2002: 82; Morales & Gobien 2016: 88-89）、
ただ従順であれば、無知でも罪人でも神の施しがあるのであろうが、武装化する者には、も

はや武力で対抗するしか選択が残されていない。つまり、キリストの教えに背くものは、す

べて異教徒として聖戦の対象となるのである。カトリックを広めると同時に、その防波堤に

ならんとするために武力支配は肯定された。しかし、アコスタの考えは、こうである。 
 
  もし、インディオが何らかの狼藉を我々に企てるのであれば、我々エスパーニャ人とし

て、自己防衛のため身の安全を図ることは正当である。そして、また、受けた損害の弁償

を彼らに求め、受けた侮辱に報復を行い、必要であれば、断固たる行動を起こし、戦争に

よって彼らの権利を取り上げることができることも正当である。 
  しかし、ここでとくに気を付けるべきことは、（中略）、インディオは知力に乏しく、子

供並みであるため、子供や子女として、否、むしろ家畜に対するように扱うべきである。

インディオに過酷なまでに報復するというより、処罰は畏敬の念を抱かせるに必要な程

度に留めるべきである。彼らに剣を突き付けるより、むしろ鞭打ちの刑で彼らを威嚇し、

彼らが畏れ、服従するように教えるべきである。問答無用とばかり残虐に走り、彼らの集

落を焼き払い、彼らを殺害し、終身奴隷やその他の戦争の悲惨な結果を負わすべきではな

い（アコスタ 1992: 154-156）。 
 
2. サン・ビトレス神父の布教活動 

スペイン人が本格的に布教目的でグアムにやってくるのは、17 世紀半ばまで待たなけれ

ばならなかった。つまり、フィリピン支配から約 1 世紀遅れて、グラムの布教活動が始まっ

たことは、何を意味しているのか。中南米やフィリピンは、教化活動と通商が連動した植民

地化が進められた。フィリピンが布教と通商に重点が置かれていたので、基本的にグアムは

その通商の中継地に過ぎなかった。通商目的が成立しない理由は、この諸島は、とくに目新

しい重要な産物がないことにあった。従って、スペインの帝国化は、宗教的理由だけで成立

しているわけではなかったのである。 
それでも、グアムの布教に熱意をもっていた聖職者がいた。それが、イエズス会のサン・

ビトレス神父（Diego Luis San Vitores, S.J.）であった。1662 年 4 月 5 日、サン・ビトレ

ス神父は他のイエズス会士とともに、アカプルコから出航し、同じようにフィリピンのマニ

ラに向かった。当時ガレオン船は 1 年に一度運行していたが、フィリピンで購入する香料

などの代価として、メキシコ銀がアカプルコから船積みされていたので、向こう 2 年間は
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聖職者の乗るスペースがなかったようだ。ようやく 1662 年になってマニラ行きに乗船する

ことができたのだった。その途中、すでに中継地として活用されていたグアムに寄港し、マ

ゼラン同様、ウマタック（Umatac [Humåtak]）に上陸した。すでに、それまでに何度もガ

レオン船が寄港したにも関わらず、スペイン人聖職者が入植、定住することはなかったため、

チャモロ人にとって来航者はつねに物珍しい存在であったのであろうか。ただ、彼がこのと

きに書いた父親宛の手紙が残っているが、その内容が 100 年前のマゼランやレガスピの書

いた内容に酷似している。これは、チャモロ人の文明や知性が 100 年の間に、その閉鎖性

により、まったく孤立し、発展してこなかったことを意味しているのかもしれない。100 年

立っても、チャモロ人は昔と同様、鉄器に興味を示し、相変わらずココナッツや果実と、鉄

器を交換しようとした。また、チャモロ族のことを、温厚な性格としつつも、無知で生活に

余裕がないので、「待つ」ことができないとも指摘している（高山 2002: 88）。このあたり

の描写には、客観的事実の部分と、いわゆる下等な人種として卑下する、まさに偏見の念と

の、両方が含まれた記述内容ではなかったかと推察される。 
 長い間、サン・ビトレスはグアム布教をイエズス会の上層部に嘆願してきたが、それが受

け入れられるのに、しばし年月を要した。そこで、サン・ビトレスの実父を介してフェリペ

4 世と、その妻であるマリアナ王妃に直訴した結果、マリアナ諸島への布教がついに認めら

れたのである（この頃、かつての「泥棒島」という悪名は、すでに「マリアナ王妃」の名前

から生まれたマリアナ諸島と変化していた）。しかし、フィリピンや中南米と違って、その

目的が布教目的だけであったため、それでも重要視されることはなかった。こうして、サン・

ビトレスは仲間のイエズス会士とともにマリアナ諸島に布教活動を始めたのである。 
 1667 年、サン・ビトレスは、フィリピンからアカプルコへ向かうガレオン船に乗り込ん

だ。帆船であるガレオン船はすべて海洋の自然の原理にさからうことはできなかったので

ある。そして、今度は、再び、アカプルコからフィリピンに向けて出港したのが、1668 年

3 月 23 日のことであった。こうして、中継地のグアム島に上陸することになる。彼らには、

32 人の守備隊がついていた。こうして 1668 年 6 月 15 日、サン・ビトレスとその一行はグ

アムの沖合に到着した。このときも、同じような描写が書かれている。「午後になると、す

ぐに多くのチャモロ族がカヌーで船を取り囲んだ。彼らは、ナイフや鉄と交換する目的で、

ココナッツ、バナナなどの果物を持ってやってきた」（高山 2002: 90）。 
 すでにサン・ビトレスはフィリピンでチャモロ語を学んでいたので、チェモロ人を船に招

き入れ、さっそく「永遠の救いに至る道」について教え始めた。翌日の午後、フィリピンの

責任者であるメディナ神父を浜辺に上陸させ、ハガッニャ（Hagåtña）の酋長であるケプハ

（Kepuha or Quipuha）の従者によって歓待された。メディナはケプハに鉄を送り、彼ら

はケプハの家に泊まった。翌日、ケプハに勧められ、何百人ものチャモロ人が洗礼を受けた。

そのなかには 12 人の幼児も含まれていた。 
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              サン・ビトレス神父 

[出所] Luis de Morales & Charles Le Gobien 2016: 137 

 

 ところが、布教が原因で、彼らの伝統や慣習との衝突を起こすまでにそれほどの歳月はか

からなかった。第 1に、チャモロ社会には明確な身分制度が存在していた。洗礼を受ける対

象が、身分の低い者（manåchang）であることを、上層である（matua or matao およびそ

の下位の atcha’ot）が反対したのである。概して、上層の人間が、下層と同じように洗礼を

受けることを彼らの常識では考えられなかったため、拒否したのである。 

第 2 に、彼らにおいては、先祖の霊であるアニティ（aniti）が死後もその土地に留まる

と考えられた。彼らは、先祖の霊がいつも身近で見られるように、頭蓋骨を木箱に入れ、そ

れを家のなかに置き、遺体を家のそばに埋葬するという習慣が保たれてきた。これは先のケ

プハが亡くなったあとでも、同じような騒動が起きている。このときは、幸いにして、彼の

息子が父親の霊が天国にいると主張したため、難を逃れたという逸話が残っている

（Morales & Gobien 2016: 129）。 

 第 3 に、伝統的なチャモロの呪術師 makåhnas や女魔術師 kakahnas は教化活動上、極

めて危険視された。従って、カトリック聖職者は、彼ら祈祷師の、いわゆる「お告げ」や占

いは根拠のない、全くの嘘であり、無知なチャモロ人を精神的に支配している、とカトリッ

ク神父は批判的に、かつ危険視している。それはキリストの教義に反するからであった。ち

なみに、チャモロ語の makåhna は、スペイン語の macana「嘘」、「でたらめ」、という意

味に影響を与え、とくに南米のスペイン語（アルゼンチン、ペルーなど）で使われるように

なったと言われている（Morales & Gobien 2016: 117）。 

 1668 年 6 月 15 日にグアム島に来る前に、ロタ島に寄港していたが、当時、サルパナ島

（Isla de Zarpana）と呼ばれていたが、サン・ビトレスは同島にサンタアナ（Santa Anna）
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と命名した。それからグアム島(Guåhan)を訪れた。15 隻以上のカヌーで友達、友達という

意味のチャモロ語で mauri, mauri と言って接近してきた。そのときに、ペドロという名前

のスペイン人男性がグアム島に 30 年以上住んでいることがわかった。彼の話によると、ガ

レオン船で難破して漂流して以来、ここに暮らしている、という。現地の女性と結婚し、娘

がいたが、この娘の洗礼をサン・ビトレス神父に申し出たという（Morales & Gobien 2016: 
105）。 

 サン・ビトレス神父は、グアムの島中を旅し布教した。なかでも、とくに重視したのは、

寄港するのに絶好の入り江がある町であった。アティ（Ati）、ウマタック（オランダ人も到

来したことがあった）、イリグ（Irig）とピグプグ（Pigpug[Pipok]）などがそうであったが、

最も絶好の場所は、のちにスペインの総督府が置かれたハガッニャであった。そこの酋長で

あるケプハが、地方の布教でハガッニャを長時間離れていると、不機嫌であった。とくにチ

ャモロ上層の彼らは不満に思ったのであった。このようなうわさはすぐにサン・ビトレスの

耳に入ってきたので、彼は直ちにハガッニャに戻った。のちに、ここにサン・ビトレスは教

化活動の中心として教会を建設した。これが現在の聖母マリア大聖堂（Dulce Nombre de 
María Cathedral Basilica）の母体である。 

さて、サルパナ島（現在のロタ島）にはペドロ・デ・カサノバ神父（Pedro de Casanova, 
S.J.）を、他方、テニアン島には、カルデノソ神父（Cardeñoso, S.J.）とモラレス神父（Luis 
de Morales, S.J.）を送った。サルパナでは、最初の 3，4日で、300 人の子供の洗礼を行っ

た。 

 聖母マリア大聖堂（ハガッニャ）  撮影 牛島万 
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       マリアナ諸島地図                                17 世紀頃のグアム 

[出所] Luis de Morales & Charles Le Gobien 2016: 84  [出所] Luis de Morales & Charles Le Gobien 

2016: 125 

 
3. スペイン＝チャモロ戦争前夜の混乱 

いくつかの文献を見ると、1648 年の難破以来、グアム島に住んでいる中国人男性のチョ

コ（Choco）という人物が、このあとのグアムおよび北マリアナ諸島でのキリスト教化活動

を完全に阻止し、先住民と聖職者との間の内紛に急速に発展させた張本人とされている。こ

の人物の存在やその影響力がいかほどかは推測の域を超えないが、まずは、彼は中国の僧侶

出身であったという。そして、彼は、次のようにチャモロの民衆に説いた。カトリックの聖

職者はチャモロ人を壊滅させるために、自らの宗教を広めようとしている。洗礼の水は毒が

入っており、現に、子供や幼児の死亡率が増えている、と。このように、グアム島に住んで

いるチョコが、グアム以外のマリアナ諸島での反乱でも引き金になったとみている文献は

多い。少なくとも、カトリック教会側の説明はそうである（Morales & Gobien 2016: 131）。 

初めての反乱は、1668 年 6 月に起こり、テニアン島で一人の神父が先住民に襲われ負傷

した。その 5日後には、彼の仲間二人が殺された。その後、グアムでは、メディナ神父が島

東部のパゴ湾近くの村でチャモロ人の襲撃を受けた。このような状況のなかでも、1668 年

末までに、マリアナ諸島では約 7000 人以上が洗礼を受けた、とディエゴ神父は記録してい

る（高山 2002: 92; Morales & Gobien 2016: 134-135）。 
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 翌年、テニアン島での反乱が強まっていったが、サン・ビトレスはスペイン守備隊の力を

借り、これを 2 ヶ月かけて鎮圧した。1670 年 1 月、サイパンの反乱を鎮圧するために守備

隊とともに向かったメディア神父が再びサイパンに戻ったが、この時、彼は服従していない

いくつかの村々を自ら訪問した。これが結局は命取りとなる。彼は、ある村に行ったとき、

先住民の弓が首に当たって亡くなった。メディア神父こそ、マリアナ諸島で初めて先住民に

殺された神父となった（Morales & Gobien 2016: 148）。メディア神父が日本の長崎で 1622

年 9 月 10 日に殉教したカルロ・スピノラ神父（Carlo Spinola, S.J.）を尊敬していた。従

って、彼と同様に死を遂げることができれば、聖職者として本望であると考えていた。 

 その後、1671 年 7 月、エスケラ神父（Francisco Ezquerra, S.J.）をサルパナ島へ、ロペ

ス神父（Alonso López, S.J.）をアギサン（アギハン）島、テニアン島、そしてサイパン島

に派遣した。サンパンには、メディア神父が殺されて以来、初めての派遣になる。その後、

グアム島ではアガーニャ以外に、数か所で教会が建設された。1672 年 3 月 31 日、若い伝道

師のディエゴ・バサン（Diego Bazán）が 2人の先住民に殺された（Morales & Gobien 2016: 
167）。 

 そして、ついに、1672 年 4 月 2 日、サン・ビトレスはタモン村（Tomhom）を通り過ぎ

ようとした時、酋長マタパン（Matå’pang）の妻に女の子が産まれたことを知り、その子の

洗礼を申し出た。マタパン自身は洗礼を受けていたが、当時、流行っていた洗礼を受けた幼

児は死ぬ、という噂を信じていたマタパンはこれを拒否した。しかし、サン・ビトレスは彼

の留守中、この幼児の洗礼を強行したことから、反感を買い、マタパンとヒラオ（Hirao）
が共謀してサン・ビトレスとその助手を殺害したのであった。 

 これが契機となり、今後、グアムやマリアナ諸島は、チャモロとスペイン軍の間の戦争が

勃発し、それが終結するまでに 20 年以上かかった。これにより、チャモロ人口は推定で、

5万人から 5千人に激減したという。また数十年の紛争の結果、チャモロに対するスペイン

の圧政はより教化され、島の統治のため、その後大量のフィリピン人がグアムに送り込まれ、

いわゆる伝統的なチャモロ人との間に混血が進んだと見られている。これが、現在のチャモ

ロ人の直接の祖先であると考えられている。 
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セバスティアン・デ・モンロイ神父の最後（1676 年 9 月 6日、28 歳の若さで殉死した。） 

[出所] Luis de Morales & Charles Le Gobien 2016: 208 

 

おわりに 

 グアムを含むマリアナ諸島は、「純粋な」教化活動の場として、入植が始まった。1592 年

にフランシスコ会によって開始されたが、それは長くは続かなかった。むしろ、その後のイ

エズス会の活動が後世の歴史的展開に大いに貢献した。なかでも、サン・ビトレス神父の布

教活動が重要である。彼自身も当初、純粋に、布教活動のために、自ら希望してグアム島に

到来するが、やがて、チャモロ人の土着信仰と対立していく。とくに、チョコという中国系

グアム在住者による、キリスト教に対する悪いうわさが流布し、やがてイエズス会神父と先

住民との間に武力衝突が発生する。モラレスをはじめとする、部下のイエズス会士が次々に

先住民に殺されていくなかで、スペイン軍の増強や、その武力制圧が決断されなければなら

なかった。しかし、サン・ビトレス自身も洗礼に反対するチャモロ人に殺される。これ以降、

20 年にわたり、スペイン＝チャモロ戦争に突入することになる。サン・ビトレス自身が抱

いていた当初の理念は、入植後、5年足らずで、その修正を余儀なくされ、むしろ、グアム

におけるスペイン統治時代の最大の歴史的「汚点」であるスペイン＝チャモロ戦争を結果す

る。それは、決してサン・ビトレスが当初予期していなかったことであろうし、グアムがガ

レオン船の中継地だけに留まっていれば、このような悲惨な歴史にも進展しなかったので

はないかと考えられる。 

 以上が史実であるが、さらに大切なことは、サン・ビトレス神父やスペイン＝チャモ

ロ戦争は、現代において、いかなる歴史認識がなされているか、ということである。サ

ン・ビトレス神父の当初の布教活動に対する信念や真心を完全に否定し、その後の戦争

におけるチャモロ人に対する虐殺行為を、スペイン人の悪行、非道として、現代のわれ

われの脳裏に焼き付けることが、その今日的意義を考える際に、果たして最大にして有

効なことであろうか。換言すれば、過去の負のコロニアリズム的状況を再記憶化させる
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ことが、史実探究の、最大かつ唯一の究極的目標であると考えてよいのだろうか。そこ

で、併せて検討されなければならないのは、サン・ビトレス神父に友好的であった、チ

ャモロの酋長ケプハに対する一定の評価である。ケプハを重視するのであれば、サン・

ビトレスの布教活動、さらにはカトリックやスペインとの文化的接触は、チャモロ人の

歴史的体験から切り離すことはできない。これもまた、彼らのコロニアリズム的状況の

別の側面である。他方、チャモロの同志である、別の酋長フラオ（Hurao）の脱植民地

化を要求する、概して「フラオ・スピーチ」と称される彼の一連の声明があるが（Diaz 
2010: 143-144）、スペイン、日本、米国による統治を経て、現在も米国の未編入領土で

あり続けるグアムは、未だにコロニアリズム的状況から脱却できていない。その状況下

で生きる現代チャモロ人が、自らの自決権を主張することは当然のことであり、それ自

体に異論はない。むしろ、そのような活動を通じて、チャモロ人の自己アイデンティテ

ィを高める必要があるが、本稿で取り上げたスペイン・カトリシズムとの「接触」が、

スペインによる「支配」という悲観論に終始させるのではなく、それを前向きに捉える

べく、歴史を読み替えることによって、別の歴史観が創出されるのではないかと考える。 
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旅人の精神史の時空間認識に関する事例研究 

―シューベルト『冬の旅』（1827）の作品分析を中心に― 

A case study of spatio-temporal perception in the intellectual history of the 
travelers:  

To center the work analysis of Schubert, Winterreise (1827)  
 

古畑 正富 

 
Summary 

The purpose of this paper is to present a case study of spatio-temporal perception in the intellectual history 

of the travelers to center the work analysis of Schubert, Winterreise (1827). Recent research indicates that 

more importance should be attached to the understanding of Wilhelm Müller’s poem in literary terms. So, 

what does it all mean regarding human nature? Examining the motifs of Schubert, Winterreise, step by step, 

we arrive at the following points. 

First, it is reality to assume that Müller was deeply affected by the vocabulary of the Old Testament, 

including the curse formula described in the Book of Job. No wonder, therefore, that we attempt to classify 

Schubert, Winterreise into the type of gothic horror. Second, we can find that two temporal elements (Zeit 

and Stunde) are blended in the spatial perception (ein Weg→Wege→eine Straße), which is often seen in the 

context of Schubert, Winterreise. Based on Heidegger, Sein und Zeit (1927) §70, such an idea reflects the 

double structure of Müller’s dramaturgy, and it reminds us of the case of the Book of Kohelet.   

  Now that this paper is only able to set up a hypothesis due to space constraints, it is hoped that there will 

be a future opportunity to discuss other examples in detail. 

【キーワード】ヴィルヘルム・ミュラー、「怪奇幻想譚
ゴ シ ッ ク ホ ラ ー

」、旧約聖書、2 つの〈時〉、ハイデガー 

 

 

1．イントロダクション 

 古来、旅人の心象景観について、文人墨客や学者たちを含む、数多の人々が生活空間の

中で言葉を重ね、自らの歩む道を見つめつつ、様々な感情の入り混じる文章を綴ってきた。

たとえば、近世の日本で生を享けた芭蕉は『おくのほそ道』において、「･･･八日、月山に

のぼる。木綿しめ身に引かけ、宝冠に頭を包み、強力と云ふものに道びかれて、雲霧山気

の中に、氷雪を踏みてのぼる事八里、更に日月行道の雲関に入るかとあやしまれ、息絶え

身こごえて頂上にいたれば、日没して月顕る。笹を舗き、篠を枕として、臥して明くるを

待つ。日出でて、雲消ゆれば、湯殿に下る」のように、結末の見えぬ心の旅路を伝える(1)。 

 

 こうした映像が表現する場面は、旧約聖書のヨブ記 37 章 21-22 節「今は光は見えない

が、叢
むら

雲
くも

の中に輝きがあり、風が吹き渡ってそれらを掃き清める。北からは黄金の光が指

し込み･･･」にみる風景を彷彿させるといっていい(2)。ここで、とりわけ重視すべきなのは、

旅人の精神史に繋がる世界観の描写であり、その文脈の中で浮き彫りにされた往還の軌跡
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や「巡礼路」の様相を捉えるなら、我々は今や、身近な場所において「宗教性」に溢れた

領域へ接近することができる。実のところ、和辻哲郎の著作を引き合いに出すまでもなく、

古寺巡礼や聖地をめぐる旅が流行したことは、決して不可解な現象ではないのだ(3)。そこ

には、日本文化に特徴的な、動―静―動／静―動―静（動中静あり、静中動あり）という

禅風の流れが体感されるけれど、あえてドイツ・ロマン主義の問題圏に照らしてみれば、

シューベルト『冬の旅』（1827）が示す主題を掘り下げることが充分可能だろう (4)。 

以上のような問題意識の下、シューベルト『冬の旅』の作品分析を中心に、旅人の精神

史の時空間認識に関する事例研究を提示することが、本稿の目的である。ちなみに、筆者

はかつて、マルティン・ハイデガー「ヒューマニズム」書簡（1947）を通じ、ドイツ・ロ

マン主義に棹さす詩人フリードリヒ・ヘルダーリン（1770-1843）と、同時代の気分＝情態

性（Befindlichkeit）に包まれ、シューベルト『冬の旅』にドイツ語原詩（Ur-dichtung）を

与えた、ヴィルヘルム・ミュラー（1794-1827）を取り上げ、両者の相同性および「光と影」

の場面設計について検討を行なった(5)。だが、これはテストケースに過ぎず、今回、異な

った角度あるいは文学社会学の方法論により、ミュラー＆シューベルトが共同で作り上げ

た｢詩と音楽」の舞台へ再接近を試みたい。その際、ジャック・ルゴフを中心とする、アナ

ール学派の研究者が社会史で案出した語彙的アプローチは、本稿が依拠する「インテレク

チュアル・ヒストリー」(6) の立場からしても、当該のテクスト解釈に有効と考えられる(7)。 

 
表１ シューベルト『冬の旅』におけるテクストの概観 (8) 

 

第Ⅰ部（第 1 曲～第 12 曲） 第Ⅱ部（第 13 曲～第 24 曲） 

1. Gute Nacht      （おやすみ） 

2. Die Wetterfahne    （風見） 

3. Gefrorne Tränen     （凍った涙） 

4. Erstarrung          （氷結） 

5. Der Lindenbaum    （菩提樹） 

6. Wasserflut          （溢れる涙） 

7. Auf dem Flusse      （川の上で） 

8. Rückblick           （回想） 

9. Irrlicht             （鬼火） 

10. Rast               （休息） 

11. Frühlingstraum      （春の夢） 

12. Einsamkeit          （孤独） 

13. Die Post           （郵便馬車） 

14. Der greise Kopf     （霜おく頭） 

15. Die Krähe          （ 烏
カラス

） 
16. Letzte Hoffnung     （最後の希望） 

17. Im Dorfe           （村にて） 

18. Der stürmische Morgen（嵐の朝） 

19. Täuschung           （幻） 

20. Der Wegweiser       （道しるべ） 

21. Das Wirtshaus        （宿屋） 

22. Mut                （勇気） 

23. Die Nebensonnen     （三つの太陽） 

24. Der Leiermann    （辻音楽師） 
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表 2 シューベルト『冬の旅』の楽曲におけるリズムの変遷 (9) 

 

第Ⅰ部（第 1 曲～第 12 曲） 第Ⅱ部（第 13 曲～第 24 曲） 

1.  A A’ A” (Mäßig) 

2.   A A’    (Ziemlich geschwind) 

3.   A B    (Nicht zu langsam) 

4.   A B A  (Ziemlich schnell) 

5.   A B A’  (Mäßig) 

6.   A      (Langsam) 

7.   A B C  (Langsam) 

8.   A B A’  (Nicht zu geschwind) 

9.   A A’ B  (Langsam) 

10.  A A’    (Mäßig) 

11.  A A’    (Etwas bewegt) 

12.  A B    (Langsam) 

13.  A A’        (Etwas geschwind) 

14.  A B A’      (Etwas langsam) 

15.  A B A’      (Etwas langsam) 

16.  A B C      (Nicht zu geschwind) 

17.  A B A’      (Etwas langsam) 

18.  A B A’      (Ziemlich geschwind) 

19.  A B A’      (Etwas geschwind) 

20.  A B A’ C C   (Mäßig) 

21.  A A’ B C     (Sehr langsam) 

22.  A B         (Ziemlich geschwind) 

23.  A B A’       (Nicht zu langsam) 

24.  A A B       (Etwas langsam) 

18. Ziemlich geschwind, doch kräftig  22. Ziemlich geschwind, kräftig と追記される。 

 
2. シューベルト『冬の旅』の作品分析と旧約聖書の表象について 

 まず、シューベルト『冬の旅』におけるテクストを概観し［表 1］、そこに現われた語彙

の傾向性を入念に調べると、それらは作品の中で効果的に使用され、複合二部形式の全体

像のみならず、細部の作りにも影響を及ぼしたことがわかる［表 2］。したがって、我々は、

シューベルト『冬の旅』理解を深めるため、その原詩が、巧緻かつテクニカルな作品であ

った側面に留意しなければならない(10)。すなわち、人間の抱える社会的葛藤（social conflict）

を投影するかのように、ミュラーの文体は対位法（Kontrapunkt）に技巧を凝らし、暗く洗

練された文体をもつ、独自の世界を切り開いたといえる。それを端的に表すのが、二つの

視点が重なり合い、反復と対照が織り交ぜられた、一筋縄で行かない想いであろう。まさ

しく、シューベルトは音楽家として、その複雑な脈絡に着目したと推察される (11)。 
 ここで、日本におけるシューベルト『冬の旅』に関する先行研究を辿れば、近年、シュ

ーベルトにより発掘され、見出された詩人としてミュラーを位置づける渡辺美奈子の所論

が目を引く。そこでは、人生を観想するため「二重息吹」に似通った呼吸法や忍ぶ心の在

りようをライト・モチーフとして描破したことが特筆され、ミュラーに秘められた才気の

伽藍を垣間見せるであろう (12)。すなわち、「愛のない心」＝「ひからびて凍りついた心」

が人生から韻を奪い取り、やがて、「自己疎外」へ繋がるという発想はシンプルにもかか

わらず、それゆえに個的な身体記憶に結びつく生々しい感覚をもたらすといっていい (13)。

シューベルト『冬の旅』において、主人公の「僕」を誘う主導動機は漂泊の気持に他なら

ず、英語でいうところの「サイクル（cycle）」＝「ツィクルス（Zyklus）」の観念に憑かれ、

癒しがたい傷を負った魂（Seele）から、おのずと遊離・分散した「僕の心（mein Herz）」
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が現世で受肉しつつ、悲哀に満ちたエピソード群を織りなし、オムニバス（omnibus）形式

のドラマと化す要因になったと推定することは、全体の内容に則り、きわめて自然といっ

てよかろう (14)。そして、我々は否応なく、ヨブ記 14 章 22 節に現われる「彼はただ、襲い

かかる肉の痛みを感じ、彼の魂はそれを悲しむばかりだ」という感情へ想到するのではな

いか。――その行間からは、遣る瀬無い「二つの自己（Ich）」の呼び声が聞こえる (15)。 

 こうした組み立ては基本的に、エミリ・ブロンテ『嵐が丘』（1847）の文脈にみる二階建

ての構造（double structure/double-decker）に共通したものと考えられる。だからシューベ

ルト『冬の旅』が、それ自体、冥府と隣接したかのような孤独（Einsamkeit）の空間
スペース

（Raum）

や、雪に覆われた路上に蟠る陰鬱な雰囲気を醸し出すことは確かである(16)。ここで肝要な

のは、夜の訪問者に等しいロックウッドの目撃した『嵐が丘』の本質が、「怪奇幻想譚
ゴ シ ッ ク ホ ラ ー

」の

位相に置かれ、「怪を語れば、怪至る」(17) と形容されるとおり、作品の随所に、光（Licht）

と裏腹な「定かならざる影（undefined shadows）」が付き纏うことを捉えることであり、そ

れに鑑み、胡乱でおぼろな異形の存在と絡みつく、シューベルト『冬の旅』に特徴的な語

彙が理解されなければならない(18)。次に、本稿では、下記に挙げた［資料 1］を補完する

恰好で話を進め、シューベルト『冬の旅』に観察される旧約聖書の表象を改めて吟味し、

その意味合いを探ってみよう (19)。 

 

資料 1 シューベルト『冬の旅』第 20 曲「道しるべ」の詩節（A B A’C C） 

 

甲斐貴也訳= http://members3.jcom.home.ne.jp/goetheschubert/kaitakayawinterreise.htm より 

Ⅰ Was vermeid’ ich denn die Wege, / Wo die ander’n Wandrer gehn, / Suche mir versteckte  

Stege / Durch verschneite Felsenhöhn?「なぜ僕は他の旅人が／歩く道を避け／雪積む 

岩山を抜ける／隠れた小道を探すのか」。 

Ⅱ Habe ja doch nichts begangen, / Daß ich Menschen sollte scheun, / Welch ein törichtes 

   Verlangen / Treibt mich in die Wüsteneien?「人目を恐れることなど／何もしては 

いない／なんと馬鹿げた欲求か／荒涼の地へと駆られるとは」。 

Ⅲ Weiser stehen auf den Wegen, / Weisen auf die Städte zu, / Und ich wandre sonder Maßen,/ 

   Ohne Ruh’, und suche Ruh’.「路傍に 標
しるべ

が立ち／街々の方角を指している／だが僕は 
憑かれたように歩く／安らぎ無く、安らぎを求め」。 

Ⅳ Einen Weiser seh’ ich stehen / Unverrückt vor meinem Blick, / Eine Straße muß ich gehen, / 

   Die noch keiner ging zurück.「眼前で微動だにしない／一つの 標
しるべ

を見て佇む／往かねば 
ならないのだ／誰も帰ったことのない道を」。 

 

比較① シューベルト『冬の旅』第 7 曲「川の上で」（A B C）の末尾 

Ⅴ Mein Herz, in diesem Bache / Erkennst du nun dein Bild? ― Ob’s unter seiner Rinde / 

   Wohl auch so reißend schwillt?「僕の心よ、この小川に／ 己
おのれ

の姿が見えないか･･･／ 
   お前の殻の下もまた昂ぶっているのではないのか」。 
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比較② シューベルト『冬の旅』第 16 曲「最後の希望」（A B C）の末尾 

Ⅲ Ach, und fällt das Blatt zu Boden, / Fällt mit ihm die Hoffnung ab; / Fall’ ich selber mit  

zu Boden, / Wein’ auf meiner Hoffnung Grab.「ああ、葉が大地（lit. 土）に墜ちたら／ 

共に希望も墜ちるのだ／僕も大地（lit. 土）に身を投げて／我が希望の墓に涙しよう」。 

比較③ シューベルト『冬の旅』第 21 曲「宿屋」（A A’ B C）の末尾 

Ⅳ O unbarmherz’es Schenke, / Doch weisest du mich ab? / Nun weiter denn, nur weiter, / 

   Mein treuer Wanderstab.「おお、慈悲を知らぬ酒亭よ／それでも去れと言われますか／ 

   ならば進もう ただ進むのみ／僕の誠実な旅の杖よ」。 

 

してみれば、ヨブ記へ何度か言及してきたが (20)、同様に、詩篇 42 篇がシューベルト『冬

の旅』の通奏低音さえ想起させるのは、理由のないことではない。詩篇 42 篇 2－5 節は言

う。「川床のほとりで鹿があえぐように、かく、わが魂もあえぐ、神よ、あなたに向かっ

て。わが魂は神に渇く、生ける神
エル

。に。何時私は行って、見るのだろう。神の顔を（אל）

私には、おのが涙がパンだった。昼も夜も［彼らは］私にひねもす言ったのだ。『お前の神

はどこだ』と。これらを思い起こし、私は注ぎ出そう。わが上にわが魂を、･･･｣(21)。これ

らは、「神の家（the House of God）」へ向かって、苦しみを過ぎ越してゆく誠実な旅人の姿

を歌った回想（Rückblick/Andenken）と密接に関係する言葉であり、シューベルト『冬の

旅』へ目を転じると、第 8 曲を含めた、第Ⅰ部の始点言語に相当することは疑えない(22)。

むろん、シューベルト『冬の旅』では暗示的ながら、それが「僕の愛する人の家（mieiner 

Liebsten Haus）」へと置換され、第 6 曲第Ⅲ詩節の慟哭―Schnee, du weißt von meinem Sehnen: 

/ Sag, wohin doch geht dein Lauf? / Folge nach nur meinen Tränen, / Nimmt dich bald das Bächlein 

auf.｢雪よ、僕の想いを知っているな／言ってくれ、お前がどこへ行くのか／僕の涙につい

て行くんだ／すぐに小川が受けとめてくれる｣にも分かちがたく結びつく(23)。 
 それにしても、若い男女の愛の「挫折」から展開された(24)、主人公の「僕」の旅路は世

捨て人として、点在する田舎の寒村から寒村へ、月に照らされた夜道を憑かれたように歩

く、もしくは駆け巡ることであり、犬たち（Hunde）の遠吠えや唸り声が入り混じった不

穏な空気が流れるうちに、心中の奥底にある闇に導かれ、千々に乱れる思い出を振り返り

ながら、閉鎖され、がらんとした、まるで廃墟に似た有様の教会から離れ、「時間の荒野

(Wüstenei)」に取り残されたとおぼしき墓／墓穴(Grab) (25) への単独行を余儀なくされた。 

いみじくも、第 9 曲第Ⅰ～第Ⅲ詩節では、次のような言葉が連なる。 In die tiefsten 

Felsengründe / Lockte mich ein Irrlicht hin: / Wie ich einen Ausgang finde? / Liegt nicht schwer 

mir in dem Sinn. / Bin gewohnt das irre Gehen, / ’S führt ja jeder Weg zum Ziel: / Unsre Freuden, 

unsre Leiden, / Alles eines Irrlichts Spiel. / Durch des Bergstroms trockne Rinnen / Wind ich ruhig 

mich hinab ― / Jeder Strom wird’s Meer gewinnen, / Jedes Leiden auch sein Grab.「岩場の谷の

奥底へ／鬼火に誘い込まれて行った／どうやって出口を探すか／そんなことはどうでも

いい／迷うことには慣れてしまった／どんな道にも行き着く先があるのさ／人の喜びも

苦しみもみな／鬼火の戯れでしかないのだ／干上がった渓流の跡を辿り／ゆっくりと降

りて行こう･･･／どんな流れもやがて海に達するように／どんな苦悩もいつか墓穴に入る
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のだ」 (26)。――その光景は、小泉八雲原作の日本映画『怪談』（1965／小林正樹監督）と

通底し、古典の〈夢幻能〉に等しく、身震いする幽暗な世界であるのは言を俟たない。 

かくして、第Ⅰ部から第Ⅱ部にかけ、甘美な酩酊感を伴った恐怖（Graus）は、田園から

都市を巡ると共に具体的→抽象的な叙述へと変化するが (27)、それを transformation の形態

―移動と定着の複合的な所産と見なすとき、実年齢というより、むしろ精神年齢の範囲に

なるけれど、第Ⅱ部では殊さら、若者の枯淡な、だが勇気（Mut）を秘め、時として老熟

した視点が注目に値する (28)。しかし、その変容こそが、涙流れるままに緩急のリズムを刻

みつつ、半死半生の体で世の中をさ迷い、五里霧中であった主人公の「僕」の思考に昂揚

と雪辱の意志を与え、結局、彼は人生の「青銅時代」をいったん卒業するに至るのだ (29)。

その際、楽譜に kräftig という演奏指示を印す第 18 曲と第 22 曲で[表 2］、豹変したように

リアルな決意性（Entschlossenheit）の表明や、第 1 曲の運命論(30) と対比される、あまりに

人間的な神認識が提起された。――第 18 曲第Ⅲ詩節は、Mein Herz sieht an dem Himmel / 

Gemalt sein eigenes Bild, / Es ist nichts als der Winter, / Der Winter kalt und wild｢僕の心はこの

空に視る／自らの絵姿を／それは冬そのもの／冷たく荒ぶる冬なのだ」(31)； 第 22 曲第Ⅲ

詩節は、Lustig in die Welt hinein / Gegen Wind und Wetter; / Will kein Gott auf Erden sein, / Sind 

wir selber Götter!「朗らかに世の中へ出て行こう／風と嵐（lit. 荒天）に逆らって／この世

に神がおられぬのなら、僕らが神（lit. 神々）になってやろう」と声高に叫ぶ (32)。 

そして、第 24 曲の終幕
アハリート

 が紡ぐ、Wunderlicher Alter, / Soll ich mit dir gehn? / Willst（אחרית）
zu meinen Liedern / Deine Leier drehn?「不思議な御老人／あなたと行くことになるのだろう

か／僕の歌に合わせて／ライアーを回してくださいますか」という文章は印象的であり、

異端的存在といえる遍歴芸人たちの社会的地位について、阿部謹也は、次のように述べる。

｢組織に加わらなかった遍歴楽師たちは、仲間が諸侯、都市、団体のなかに難民的地位か

ら上昇する機会を求め、見出していったときでも、18 世紀においてさえ相変らず中世と同

じように放浪学生を受け容れながら蔑視され、それでいて、当局や社会的に上昇した楽師

たちから恐れられていた。当局も『正当派』楽師も社会の外にある彼らを恐れたが故に、

蔑視し、彼らの使用する楽器を制限した。最後には風笛やポーランドボック（バグパイプ）

までも禁じられ、手廻しオルガン、アコーディオン、オカリナしか許されなくなった。シ

ューベルトの『冬の旅』の最後の曲に登場する辻音楽師＝『手廻しオルガン弾きの老人（Der 

Leiermann）」も、こうした社会的弾圧と蔑視のなかに生きながら、人を蔑視し、差別する

ような内面的な弱さをもっていなかったが故に、社会と人生を透視し、苦しむ人間、差別

されている人間、真実を求め、それ故に周囲から孤立してゆく人間に常に慰めを与えつづ

ける懐かしい存在として、私たちの記憶の底に残っているのである」（下線筆者） (33)。 

仮に、この見解が正鵠を射ているならば、主人公の「僕」の正体は、一途な初恋に破れ

て絶望に苛まれた放浪学生の可能性があり、ヨブ記 3 章の独白（第一回）(34) と暗合する

とおり、彼へ降りかかった「禁忌」→「呪い」による断絶と、それを克服した変容の軌跡

を露にすることが、シューベルト『冬の旅』の狙いだったと主張することができる(35)。要

するに、 希 望
ティクヴァー

Hoffnung =（תקוה） には相応の代償が付きものであり、それはまさに、他

から贈与されるものでなく、自ら掴み取らねばならないことを、我々は一つの知恵として
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了解する。さらに、ミュラーがユダヤ人―「さすらいのアラム人」(36) の伝承（Überlieferung）

と二重写しになった、『永遠のユダヤ人（Der ewige Jude）』と題する詩 (37) を著作した事実

は、シューベルト『冬の旅』が旧約聖書的な要素を示すことを裏書きするだろう(38)。 

 とまれ、理想と理想の矛盾に懊悩した結果、ひとつ所からまた別の所へ（Von Einem zu 

dem Andern)、いわば「頽落
たいらく

（Verfallen）」を繰り返し、地平まで果てしなく流れゆく主人

公の「僕」の心情は、まるで木の葉の化身に比すべき現存在（Dasein）と言わざるを得な

い［ヨブ記 13 章 24-28 節］ (39)。にもかかわらず、シューベルト『冬の旅』の中に散りば

められた、余情＋匂付のパターンに立ち帰るとき、第 7 曲（A B C）→ 第 16 曲(A B C) → 

第 20 曲（A B A’C C）→ 第 21 曲「宿屋」（A A’ B C）のようなパン（Pan）の運動が、緊迫

したシーンを伴い、第Ⅰ部から第Ⅱ部の末尾へ向かって、広角に、パノラミックな成長を

遂げた様子が図らずも窺える。ここで、池田裕の言い回しを借りると、主人公の「僕」が

辻音楽師と手を携える再出発（start again）の機縁を得て、その覚悟を固めたことは、「目

まぐるしく動く時が一瞬停止してそのまま無限に広がっていく」永遠
オーラーム

の状態であ（עולם）

り、今この時とはいえ、自己が抱える「呪い」からの解放だったと考えてよい (40)。 
ヨブ記 14 章 7-12 節は、次のように語る。「まことに、木には望みがある、伐られても、

また芽吹き、その若枝が尽きることはない。その根が地中で古び、茎が塵の中で死んでも、

水の湿りをもらって萌え出て、苗木のように若芽を伸ばす。しかし、人間は死ぬと無力に

なり、人は息絶えれば、どこかに消える。川は干上がって涸れる。人は伏して再び起き上

がらず、天がなくなるまで、目を覚まさず、眠りから覚めることがない」(41)。 
 

3．シューベルト『冬の旅』にみる旅人の精神史の時空間認識に関する一考察 

第 2 節の内容を受け継ぎ、本節では、シューベルト『冬の旅』に記された〈道〉の様相

に焦点を合わせ、一つの補論として、旅人の精神史の時空間認識に関する考察を行なう。

そこで、主人公の「僕」≒ 放浪学生という見地に立ち、ペギー葉山の歌『学生時代』（1964

／作詞・作曲：平岡精二）の輪郭を確認すれば、思いがけず、比較検討の手がかりを探す

ことができる。とくに 1 番の歌詞、「蔦のからまるチャペルで 祈り（Gebet）を捧げた日／ 
夢多かりしあの頃の 思い出（Andenken）をたどれば／懐かしい友の顔が 一人一人浮かぶ

／重い鞄を抱えて  通ったあの道／秋の日の図書館の  ノートとインクの匂い／枯れ葉の

散る窓辺 学生時代」の中に投影された、あたかも吹き散るような言葉の調子には、青春

の蹉跌より滲み出た「呪い」の要因を見透かし、その干渉に狼狽せず、進んで人生行路の

重荷を受け容れる、若年寄のように枯れた人間の内面やその味わいがあり、同時に、マル

セル・プルースト『失われた時を求めて 12 第七編 見出された時Ⅰ』および『失われた

時を求めて 13 第七編 見出された時Ⅱ』にみる中性名詞のテーマと一脈通じている (42)。 

 それでは、「通ったあの道」について、ドイツ語はどのように表現するだろうか。研究史

のことを Wege der Forschung と呼ぶが、そのひそみに倣って、ein Weg を使用してよいの

だろうか。古東哲明によれば、ハイデガーは教師の資質が色濃く、真っ暗なトンネルを抜

ける勇気を与え、向こうへ渡る道を作り、道しるべを立て、そこへ誘うことに尽力した結

果、自筆遺文として「道。著作ではない（Wege－nicht Werke）」という台詞を残した (43)。

『国際言語文化学会　日本学研究』第 3号（1）

4949



瞠目すべきことに、ハイデガーは『存在と時間（Sein und Zeit）』(1927) の終幕に際し、い

ささか慨嘆の調子を帯びながら、「･･･現存在全体の実存論的かつ存在論的な体制

(Verfassung der Daseinsganzheit) は、時間性（Zeitlichkeit）に基づいている。そうだとする

と、脱自的な時間性それ自体が時熟（Zeitigung）するなんらかの根源的な様態が、存在全

般の脱自的な投射を可能とするにちがいない。時間性のこの時熟の様態は、どのように解

釈されうるのか。根源的な時間から存在の意味へはなんらかの道が通じているのか。時間

それ自体は、存在の地平としてあらわになるのだろうか（Wie ist dieser Zeitigungsmodus der 

Zeitlichkeit zu interpretieren? Führt ein Weg von der ursprünglichen Zeit zum Sinn des Seins? 

Offenbart sich die Zeit selbst als Horizont des Seins?）」（高田珠樹訳）と問いかける(44)。また、

ハイデガーが『形而上学入門』（1935）において、人間ぬきではそもそも時間があり得ない

と主張し、その後、神的存在と相対する後期思想へ移行したことは、よく知られている (45)。 

 このように、ハイデガーは〈道〉に対し、ein Weg→Wege という語彙を集中的に使用す

るけれど (46)、シューベルト『冬の旅』も全体的に、そうした傾向を踏まえていることは明

らかである (47)。しかし、第 12 曲と第 20 曲を見れば、それ以外の用例として、eine Straße

という表現が中間点で現出し、そして正念場となる胸突き八丁を超え、終曲へ向かう時点

で再度浮かび上がることに注目したい。――第 12 曲は、第 1 曲と結合して枠物語を形成

する一方、第 20 曲がそれ自体で、ein Weg（上流）→ Wege（中流）→ eine Straße（下流）

という、 川
ナーハール

の景色に似通った〈道〉の発展を造形し得たことは特筆すべきであ（נהר）

る (48)。こうした詩心は、コーヘレト書 1 章 7 節「川はすべて海に流れ行く。だが、海が満

ちることはない。川はその流れ行く場所に、飽きることなく流れ行く」（下線筆者）(49) と

符合するが、意外なことに、旧約聖書の 諸 書
クトゥービーム

の着想は、ハイデガー『存在と（כתובים）

時間』第 70 節（Zeitlichkeit der Räumlichkeit）を追究するうえで、けだし重要である。ハイ

デガーによれば (50)、時間性は、現存在の実存論的な基礎となり、現存在固有の空間性は時

間的条件によって可能である。つまり、時間性としての現存在は、その在りようが脱自的

かつ地平的であるから、事実的にいえば、自分が包み容れた空間を常に携えたと考えられ

る。それゆえ、ハイデガーの〈道〉の思惟から逆照射し、シューベルト『冬の旅』に現前

する 2 つの語彙―Weg と Straße がそれぞれ固有の時間性を伴うと前提することで、男性名

詞／女性名詞の二重性を携えるヘブライ語の〈 道
デレフ

と比較されるのではないか דרך＝〈 (51)。 
実際、ハイデガーは等身大の人間の日常性（Alltäglichkeit）の分析に長け、それに基づ

き、あるいは不安（Angst）という概念を交差させることにより、変遷する時間性を定義し、

本来的時間性（eigentliche Zeitlichkeit）および非本来的時間性（uneigentliche Zeitlichkeit）

を区分するに至った(52)。本稿では紙幅の関係上、プルーストと同様、結局のところ、未完

に終わったハイデガーの主著について木目細かく分析しないものの、高屋敷直広の作業仮

説に沿って必要な論点を整理しよう。高屋敷によれば (53)、「テンポラリテート（Temporalität）

の未完」に留意しつつ、現存在に依拠しない自然の時間性を『現前性（Anwesenheit）』と

解釈した結果、現存在、自然、時間を巡る新たな緊張関係が提示される。要するに、時間

は人間がある限りでのみ時熟するけれど、現存在と自然の接合点こそが、まさにハイデガ

ーにとって、事柄としての「挫折」の現場であり、存在了解（Seinsverständnis）の破綻と
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絡み合い、時間の問題を現存在から脱中心化→周縁化させる契機になった。 

ここで、男女の悲恋を含む、シューベルト『冬の旅』の成り行きを考慮し、存在了解の

破綻から、テンポラールの様相に隠された、変遷・流転するがゆえに仮象（Schein）であ

り続ける、継起的時間が発生すると判断すれば、我々は、A「本来的な自然時間（Naturzeit）」

―（中間的社会構成）― B「非本来的な世界時間（Weltzeit）」との図式を勘案することが

できる (54)。これら 2 つの〈時〉は、ein Weg（浸食）→ Wege（運搬）→ eine Straße（堆積）

にみる土壌の諸機能を発揮し、スペイン語の tiempo と hora のごとく、社会の中で複合さ

れた意識―時間観を体現するが、ドイツ語の語彙では Zeit 並びに Stunde に相当すると考

えられる (55)。この問題に関しては、旧約聖書のコーヘレト書が、シューベルト『冬の旅』

の「インテレクチュアル・ヒストリー」へ結実するデータを与えてくれよう［資料 2］。 

 

資料 2 旧約聖書のコーヘレト 3 章 1－2 節からの引用（新共同訳） (56) 

 

1 Alles hat seine Stunde.  

Für jedes Geschehen unter dem Himmel gibt es eine bestimmte Zeit. 
何事にも時（＝凝集・解釈された時間∋季節）があり 

    天の下の出来事にはすべて定められた時（＝物理的な自然の時間∋時点）がある。 

2 eine Zeit zum Gebären / und eine Zeit zum Sterben, / 

     eine Zeit zum Pflanzen / und eine Zeit Abernten der Pflanzen. 

 生まれる時、死ぬ時 

    植える時、植えたものを抜く時 

 

池田裕は言う。「実はより古い時代から、ヘブライ人は時をもっと深く理解していたの

である。それは、断片としての時ではなく、複合としての時である。･･･この時と時の交差

との複雑なかかわり合いは、個人としての人間の歴史を生み、民族の歴史を形成する。そ

れは個性を持った個人の歴史、個性を持った民族の歴史である」(57)。では、応報（Vergeltung） 

の本質を「行為・帰趨連関（Tun-Ergehen-Zusammenhang）」と表現すれば(58)、それと心理的

に近接した「断片→複合的な時」は、やはり幅広い語義を示す Zeit であり、人間的な

Geschehen （歴史生起）と共存することにより、ギリシア語の καιρός =kairos（時点）乃至

χρόνος =chronos（時期）がそこで有機的に結びつき、いわば「点と線」の形で〈時〉が刻

まれた duration の様態と同一視することができる (59)。だからこそ、ヘブライ語において、

Zeit にエート（עת）が用いられ、「 今
アター

、という有限の時代を読み解く道具の意味で「（עתה）

新聞
イトーン

Zeitung =（עתון） が派生したのは、我々の経験からしても一定の整合性があるといえ

る (60)。しかし、Alles hat seine Stunde の場合、コーヘレト書 3 章 21-22 節と対応し、夢見

る動物∋人間という思想から、「本能の時間（inner clock）」がクローズアップされたよう

に思う (61)。それはまざまざと、コーヘレト書 1 章 4 節「世代は去り、世代は来る。だが、

地は永遠に立ち尽くす（ עמדת לעולם וארץ בא ודור הלך דור ）」を想起させ、通常、周期性
サ イ ク ル

を

もつ永遠
オーラーム

世代／（עולם）
ド ー ル

を指し示すギリシア語の（דור） αίών=aiōn に関係している (62)。 
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かくして、シューベルト『冬の旅』も、2 つの〈時〉について記述するが、一層大きな

比重が掛けられるのは Zeit より、むしろヘブライ語ズマン（זמן）に当たる Stunde であろ

う。なるほど、第 1 曲第Ⅱ詩節では「旅立ちの時」に Zeit を使用するが、その姿は煙霧の

ように消え去り、代わって、Stunde の頻度が急速に増えてゆく（第 5 曲第Ⅵ詩節、第 7 曲

第Ⅲ詩節、第 17 曲第Ⅱ詩節）。殊に、第 17 曲第Ⅱ詩節の「微睡
まどろみ

の時（Schlummerstunde）」
という言葉に触れるや、我々はそこに、絶えず耳元で騒めく時計の〈針〉の動きに似通っ

て、身震いしつつ巡りくる運命が、あたかも寄せては返すように到来する予兆さえ感じる。

瑞夢にしろ、悪夢にしろ、こうした望遠レンズを彷彿させる果しなき夢
ゆめ

現
うつつ

―眠りの世界に

付随する記憶（Gedächtnis）は、Georg Trakl, Stundenlied (1915) の祝祭空間、ひいては個性

を持った個人の歴史、個性を持った民族の歴史の「時禱歌」を描き出す、Stefan Zweig, 

Sternstunden der Menschheit: Fünf historische Miniaturen (1927) でも有効に働いている (63)。 

ミルチャ・エリアーデは比較宗教学的立場に則り、人間には祖型（Ur）たる自然を模範

的出来事として模倣する意識作用が働くゆえ、自ら繰り返すと推定するが、ヘーゲルの弁

証法の真意を汲み取り、この繰り返しにより時間は切断／中断され、もしくは少なくとも

その毒性は消されるという (64)。かかる見通しに合致する小松左京の作品として、『復活の

日』(1964) を挙げることができる。そのエピローグには、春→夏→秋→冬の季節へと流

れゆく南米での放浪や墓場への道がつぶさに語られる。「行く手に時たま人のすまぬ巨大

な都市の廃墟があらわれたが男はなぜか都市に近よろうとしなかった。夜はたいてい野宿、

空腹になれば木の実を食べた。･･･だがそこから先、男がよく利用した赤さびた長いレー

ルの道もなくなり、道もわかりにくくなった。男はアンデスにまよいこみ、上ったりおり

たり、また病気になったりした。男の行く手には、廃墟と化した街がつぎつぎにあらわれ、

無数の白骨がむかえたが、そんなものには何の興味ももたないようだった。三年目の秋、

男はもとアルゼンチンの大平原を見おろす丘陵地に立って、空とぶ鳥の群れにむかって、

手をふりまわしながらどなっていた。『おれは南へ行くんだ！』･･･」（下線筆者） (65)。 

こうした「人生の秋
とき

」―悲痛を収穫してゆく時代あるいは 日 々
ディブレー・

の
ハ・

事柄
ヤミーム

（ הימים דברי ）を

巡る走馬灯のような旅人の心境は、ゲオルク・トラークルの 核
コア・

概念
コンセプト

「世界苦（Weltschmerz）」
に匹敵するが (66)、ドイツ語文法の時制とアスペクトにおいて、過去→現在（完了）の変遷

は ein Weg→Wege→eine Straße という具象である一方、未来は畢竟、そこから予測される

抽象の世界が外延したものに過ぎない(67)。人間の意識と未来の関係性について、小松左京

は、次のような卓見を述べる。｢フッサールがはじめて人間の意識が本来的にそなえてい

る『指向性』という性質とその機能を客観的にとらえ、その弟子ハイデガーが、意識は『時

間性』の中で『未来』にむかって、自己をあらわし、構成していくことによって、現在を

『のりこえて行く』ことを本質とするものであることを指摘し、さらに人間＝実存は『未

来』にむかって常に自己を『投企』して行く存在であるとした。･･･しかし、さしあたって

は、人間が未来を『予測』し、あるいは未来を『想像』し、それについて『考える』こと

ができるのは、現象を現象として把握し、そこから因果律を抽出することのできる人間の

意識作用の『本質』に由来しており、同時に、意識作用そのものが、『未来にかけて』自己

を展開して行く性質をもっている、ということを指摘するだけで充分であろう」(68)。 
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ヨブ記 3 章 13 節は言う。「そうでなければ、今は横たわって安らかであり、眠りに入っ

て後、私は安息を得ているであろうに」 (69)。だからこそ、我々はシューベルト『冬の旅』

に「全時的今」を指向する時空間認識の痕跡（nun、heute、bis heute）も看取して、過去の

物語を収斂しつつ、現在の〈時〉に佇み、未来を夢見る人間の業を想像せざるを得ない (70)。 

 

4．結語 

 これまで積み上げてきた議論から判明するとおり、我々は、次の2つの結論に到達した。 

a) 類型論的分析によれば、シューベルト『冬の旅』の様式は、「怪奇幻想譚
ゴ シ ッ ク ホ ラ ー

」の範疇に属 
するものと考えられる。さらに、ヨブ記を中心とした、旧約聖書の表象が発見される。 

b) ハイデガーの理路を念頭に置いて、シューベルト『冬の旅』にみる時空間認識を考察 

するとき、ein Weg→Wege→eine Straße という場所の概念の中核へ、Zeit と Stunde の二重

性を反映した時間意識が刷り込まれたことがわかる。ただし、アウシュヴィッツ以後の神

認識について、旧約聖書の解釈を土壌とした、ハンス・ヨナス（1903－1993）とヨブ記の

問題 (71) まで踏み込む余裕はなかった。それゆえ、今後の課題として取り組みたい。 

最後になるが、史実に刻まれた影の現象学を表現する、辻邦生『背教者ユリアヌス』（1972）

において、わけても「大いなる影」→「幽閉」→「幽閉の終り」と推移する序盤のプロッ

トで、苦境に揺らめく主人公の姿はひしひしと胸に迫る。筆者はこの歴史小説を読むたび、

シューベルト『冬の旅』のみならず、コーヘレト書の宇宙―時空間を内在させる、日本映

画『復活の日』（1980／深作欣二監督）の主題歌『You Are Love（Toujours gai, mon cher）』

(作詞：Janis Ian／作曲：Teo Macero）へ想いを馳せる。なぜなら、それは、筆者がエルサ

レム留学中に実感した東欧系ユダヤ人の練り上げた気を、現在に伝えるからである(72)。 

 

注 

(1)  芭蕉 1979、p. 49. 他方、夏目漱石『倫敦塔』（1905）の描写は、〈夢幻〉のごとく錯綜した

街中の放浪というニュアンスの差異をもつが、基本的に類似した構図を希求したと考えられる。 

 (2) この問題に関しては、アイヌ語の呼称アイヌ・モシリ「人間の静かな大地」を旧約聖書解釈

へと帰着させた、池田 2017a の論旨が刺激的である（esp. pp. 71-72）。ヨブ記 37 章 21-22 節に

対し、旧約聖書委員会訳が選択されたが、本稿では、必要に応じて、新共同訳も識別・記述す

る。加えて、高柳 2009 所収の作品―「ことごとく未踏なりけり冬の星」に妙味があろう。 

 (3) ここでは、サンティアゴ・デ・コンポステーラを含めた、スペインの「巡礼路」について、

堀田善衞『路上の人』（1985）に湧出する遍歴の「宗教性」を俎上に載せることができる。 

 (4) ヘルダーリン 2002、p. 223；古畑 2012、p. 80 および p. 85, n. 1. 

(5) 古畑 2017 を前提として、本稿では、ヘルダーリンによる詩的言語からの連続性に言及する

ため、ドイツの詩人ゲオルク・トラークル（1887-1914）の自己表現を、広義のドイツ・ロマン

主義、換言すれば、ドイツ・ロマン主義の問題圏に属する仕方として理解したい。なお、本稿

では、Heidegger の表記を「ハイデガー」に統一し、トラークルの詩に関しては、ドイツ語で表

記するが、トラークル 1994 の日本語訳を必ず確認している。 

 (6) 千葉 2016、p. 9. 
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(7) ルゴフ 2010、pp. 117-178. 

(8) 甲斐貴也訳＝http://members3.jcom.home.ne.jp/goetheschubert/kaitakayawinterreise.htm に基づい

て作成した（表題を修正）。この対訳は、ゲルハルト・ヒュッシュのバリトン、ハンス・ウド・

ミュラーのピアノによる演奏（1933）を収録した CD（2009／OPK 2083）にも掲載されている。 

   シューベルト『冬の旅』の翻訳について、本稿は基本的に、甲斐貴也訳を使用する。 

(9) 楽譜や歌の構成（2 拍子／3 拍子）に関しては、南 2005 で提供された情報を拠り所とする。 

(10) Hufschmidt 1993, passim. 一般に、我々は、彼の著作から貴重な知見を得ることができる。 

(11)  吉田 2001、pp. 194-196. また、古畑 2017、pp. 8-9 だけでなく、阿刀田高『夜の旅人』（1983）

へ挿入され、作者の「（内的に行なわれる）モノローグ」を反映する、私 A と私 B の対話

(Zwiesprache) も興味深い。なぜなら、これが、伝記小説を重層化した所以だからである。 

(12)  渡辺 2009；古畑 2017、p. 16, n. 51. アウトサイダーの肖像を描出したミュラーの作品と

生涯について、本稿は渡辺 2009 をプラットホームにした。さらに、ウィルソン 1988 を参照。 

(13)  類例として、アーネスト・ヘミングウェイ『キリマンジャロの雪』（1936）の冒頭に掲げられ

た文章がひどく心に響く。そこでは明らかに、西の山頂（the House of God）へ至る途上で倒れ、

空しく横たわったものの、その目的が杳として知れない一頭の豹の 屍
しかばね

を擬人化することによ

り、｢ひからびて凍りついた心」の様子を身体性と共に考察する姿勢が強調されたといえよう。

Hemingway 1961, p. 3；ヘミングウェイ 1969、p. 156. また、筆者は、米国映画『シャイニング

(The Shining)』（1980／スタンリー・キューブリック監督）のような映像資料から、断崖（cliff）

を眼前にした挙句、臨界点（閾値）へ達する人間の振舞いについて多くを学んだ。 

(14) 『独和広辞典』（三修社）によれば、Zyklus の語義は、① 循環、一回り；規則的反復；周期、

サイクル  ② 一群;｟文｠一群の詩歌、伝説群；一連の作品、連作である。たとえば、シュー

ベルト『冬の旅』において、mein Herz が、第 4 曲第Ⅴ詩節、第 7 曲第Ⅴ詩節、第 10 曲第Ⅳ詩

節、第 11 曲第Ⅵ詩節、第 13 曲第Ⅰ詩節・第Ⅱ詩節・第Ⅲ詩節・第Ⅳ詩節、第 18 曲第Ⅲ詩節、

そして第 22 曲第Ⅰ詩節で分散された動きを見せるものの、Seele はそれらを凝縮する｢明るく

暖かい家（ein helles, warmes Haus）」として、第 19 曲第Ⅷ～第Ⅸ詩節に静謐な相貌で現われる。 

(15) 旧約聖書翻訳委員会 2004、p. 54. 他方、岩波文庫（1971）に収録された関根正雄訳では、

より簡潔に「ただその肉は自ら痛み、その魂
たま

は自ら嘆く」となっている（下線筆者）。 

(16) ある意味で、シューベルト『冬の旅』を絶望と諦念の歌集と見なすとき、第 1 曲に登場する

｢よそ者（Fremd）」（第Ⅰ詩節）や「影（Schatten）」（第Ⅱ詩節）というキーワードが重要である。

とくに「影」について、旧約聖書の歴代誌上 29 章 15 節「私たちの先祖たちが皆そうであった

ように、私たちは御前では寄留者であり、滞在者にすぎません。この世での私たちの生涯（lit. 

日々）は影のようなもので、希望はありません」との親和性は相対的に高いだろう。旧約聖書

翻訳委員会 2001b、pp. 190-191. さらに、詩篇 102 篇 12 節を参照。 

(17) 浅井 2001 より、『伽婢子（おとぎぼうこ）』13 巻 68 話を参照。さらに、桐生 1995 が、人口

に膾炙した「怪奇幻想譚
ゴ シ ッ ク ホ ラ ー

」の筋立てを把握するうえで役立つ。青山学院大学 2009、pp. 78-90

によれば、江戸時代の上田秋成の文学には、諷刺の毒性が大きかったと推察される。 

(18)  とすれば、『巷説百物語』（Gerede）の性格を熟知し、直説法と接続法をリンクさせた観のあ

る、京極夏彦の言説が意味深長であろう。｢日常と非日常は連続している。確かに日常から非日
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常を覗くと恐ろしく思えるし、逆に非日常から日常を覗くと馬鹿馬鹿しく思えたりする。しか

しそれは別のものではない。世界はいつも、何があろうと変わらず運行している。･･･」。京極 

1994、p. 423. シューベルト『冬の旅』に援用される接続法に関しては、常木 1960 を参照。 

(19) 日本における旧約聖書学の歩みを概観するため、詳細な「参考文献」を付した、Ikeda 2001

が有意義である。そこには、 著者の文学的感性が活かされた叙述がなされ、興趣が尽きない。 

(20) ヨブ記は全体として、一つの言語芸術作品であり、ドラマ様式を備えている。ヨブ記にみる

編集史とテクスト批判の原則について、旧約聖書翻訳委員会 2004、pp. 317-318 が平明である。 

(21) 旧約聖書翻訳委員会 1998a、pp. 113-114. 人間の渇仰について、池田 2017b、pp. 54-55 を

参照。ヨハネによる福音書 19 章 28 節は、「この後、イエスは、すべてのことが今や成し遂げ

られたのを知り、『渇く』と言われた。こうして、聖書の言葉が実現した」（新共同訳）と記す。 

(22) この問題に関しては、桑野 2005、pp. 381-386 を参照。それによると、ハイデガーの回想は、

これからあるであろう自分とかつてあった自分との再結合としての「宗教」である。 

(23) 『独和広辞典』（三修社）によれば、ドイツ語の Lauf（＜laufen）という男性名詞は川の流れ

≒時の流れを指す。たとえば、「怪奇幻想譚
ゴ シ ッ ク ホ ラ ー

」に分類される、島田  1999、p. 47 は、「私たちは、

川に架けられた古い橋を渡って、なおも歩いていった。･･･月光のもとに蒼く広がる水べり、水

と植物の匂い。せせらぎの、囁くような音を絶えず聞きながら、しかし周囲に人影はなく、広

大な自然公園の中にでも迷い込んだようだった」と物語る。同作（p. 46）では、川はほんの小

川といった程度の川幅しか持たず、［表 2］にみる地形に沿った川音のリズムの変遷とも符節を

合わせる。したがって、シューベルト『冬の旅』のテクストに欠落するが、本来は、京都堀川

の一条戻橋と同じく双方向的な 橋
ゲシェル

が架かっていたと想像しても差し支えない。夜風（גשר）

に吹かれて、ひっそり流れる小川の様子に関しては、Georg Trakl, Herbstseele (1915) を参照。  

(24) 一般的に、シューベルト『美しき水車小屋の娘』（1823）の第 20 曲「小川の子守歌（Des Baches 

Wiegenlied）」と比較し、婚約の誓いを反古にされた主人公の「僕」は当初、永遠の眠りにつく

ため、入水による自殺を図ったものと推測される。三宅 2001、p. 294. さらに、恋人のうら若

き町娘は、まだ子供（Kind）のために駆け落ちも叶わず、親の言いなりに金持ちと結婚するこ

とを強いられたことが報告される。シューベルト『冬の旅』第 2 曲第Ⅲ詩節他。いずれにせよ、

二人で密かに交換した指輪は壊れたのである。第 7 曲第Ⅳ詩節（ein zerbrochener Ring）を参照。 

(25) これらの類例は、第 9 曲第Ⅲ詩節：4 行（墓＝Grab）；第 14 曲第Ⅱ詩節：4 行（棺桶＝Bahre）；

第 15 曲第Ⅲ詩節：4 行（墓＝Grab）；第 16 曲第Ⅲ詩節：4 行（墓＝Grab）；第 21 曲第Ⅰ曲： 

1 行（墓地＝Totenacker）に発見されるが、Georg Trakl, Kindheit (1915) は、墓地に対して (der  

verfallenen) Friedhof という語彙を用いる。さらに、創世記にみる墓標のイメージを随所に映し 

出す、フランス映画『禁じられた遊び（Jeux interdits）』（1952／ルネ・クレマン監督）が面白い。 

(26) 近野・鈴木 2014、p. 138. 光るもの（ein Licht）は、第 19 曲に登場し、「僕のように不幸か

つ惨めな(elend）旅人を惑わす」と語られる。『嵐が丘』は、“and wondered how any one could ever 

imagine unquiet slumbers, for the sleepers in that quiet earth” との両義的な表現（Zweideutigkeit）

で締め括られる。Brontë 1965, p. 367. さらに、エレミヤ書 15 章 18 節が描く「涸谷」を参照。 

(27)  第 19 曲第Ⅶ詩節には、Die hinter Eis und Nacht und Graus「それは氷と夜と恐怖の向こうに」

と書かれている。また、ヨブ記 3 章 25 節は、「私が恐れていた恐れ
パ ハ ド

が私に臨み、私が（פחד）
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怖じていたものが私を襲った」と表現する。旧約聖書翻訳委員会 2004、p. 13. 前後の文脈を

顧みて、ヨブ記 3 章 20－26 節では、死と墓が状況として結合する以上、人間の内部で素朴に

引き起こされる「本源的な死の畏怖」が明瞭に描かれたと考えてよい。岡田 2017、pp. 86-87. 
(28) シューベルト『冬の旅』にしばしば見受けられるが、なかんずく、第 14 曲には、若者(黒髪)

→老人〈白髪〉という視点の移動が顕著である。なお、第 14 曲第Ⅰ詩節：Der Reif hatt’ einen 

weißen Schein / Mir übers Haar gestreuet. / Da glaubt’ ich schon ein Greis zu sein, / und hab’ mich sehr 

gefreuet.「霜が白い煌めきを／髪の上に散りばめた／もう老人になったかと／僕はとても嬉し

かった」は、ヨブ記 41 章 24 節「彼が通った跡は輝き、人は深淵を白髪と見なす」と思想的に

共鳴した並行箇所のように思われる。旧約聖書翻訳委員会 2004、p. 168. 

(29) 関連認識として、フランスの彫刻家オーギュスト・ロダンが生涯をかけて挑んだが、未完に

終わり、死後に一応の完成を見た『地獄の門(La Porte de l’enfer）』（1917）において、「幻日」

のごとき大気現象（『冬の旅』第 23 曲）へ通じる『三つの影』の真下に、有名な『考える人』

が配置されたことは示唆に富む。 

(30) 第 1 曲第Ⅲ詩節には、Die Liebe liebt das Wandern, / Gott hat sie so gemacht「愛はさすらいを好

むもの／神がそのように創り給うた」と書かれている。  

(31) Georg Trakl, Sebastian im Traum (1915)；Ein Winterabend (1915) を読み込むと、孤独で荒涼と

した、冬の夕べの憂愁にこそ、夢想に迷う少年⇔旅路にある大人の魂の平安が見出される。  

(32) 第Ⅲ詩節：3-4 行を直訳すると、「この世に神（Gott）がおられぬのなら／僕らが神 （々Götter）

になってやろう」になる。それゆえ、汎神論的要素や、多神教的色彩の god of gods という概念

が潜在する可能性もあるが、本稿はあえて、ヨブ記 5 章 8 節「しかし、私なら神
エル

に尋ね（אל）

求め、私のことは 神
エロヒーム

に委ねる」（旧約聖書翻訳委員会 2004、p. 18）に正の並行（אלהים）

句を見出し、それが反転した負の形で、シューベルト『冬の旅』」へ投じられたと想定したい。

ちなみに、ヘブライ語のאלהים は、אל が拡張した文法上複数に他ならず、ヘブライ語におい

て単複同形のケースを提供する。関連認識として、マルティネス 2015、pp. 217-227 を参照。 

(33) 阿部 1974、pp. 154-156. 

(34) ヨブ記 3 章の独白（第一回）を検証するため、旧約聖書翻訳委員会 2004、pp. 9-13 を参照。 

(35) 旧約聖書の「呪い」に関しては広範な研究が挙げられるが、Schottroff 1969 が古典的である。 

(36) 申命記 26 章 5 節。民族の原像（私の先祖＝אבי）としての「さすらいのアラム人（ אבד ארמי ）」

に関しては、池田 1990；池田 2001、pp. 161-240（esp. pp. 167-171）がわかりやすい。この場

合、動詞אבד は「オーヴェード」と発音され、｢さすらう」の他、「滅びる、消え失せる（Verfallen）」

も意味する。旧約聖書翻訳委員会 2001a、p. 370. さらに、Georg Trakl, Verfall (1913) を参照。 
(37)  三宅 2001、p. 293；Müller 1994 :Ⅰ200. それによると、この詩の書き出しは、次のとおりで

ある。Ich wandre sonder Rast und Ruh, / Mein Weg führt keinem Ziele zu; / Fremd bin ich in jewedem 

Land, / …「僕は休息も安息もなくさすらう／僕の道はどこにも通じていない／どこの土地でも

僕はよそ者…」。この詩の出典は、「アハスヴェルス（アハシュウェロシュ）という名のユダヤ

人の短い物語」を意味する、kurze Beschriebung und Erzählung von einem Juden mit Namen Ahasuerus 

(Leiden, 1602) という僅か 8 頁の小冊子であり、爾来、蠱惑的な伝説の様式で、フランスを含

めた、ヨーロッパ各地へ伝播する。この問題に関しては、キネ 2005、pp. 401-409 を参照。 
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(38)  渡辺 2009：「第 2 章 少年期（1794～1812 年夏）」において、ミュラーは、ドイツの小国ア

ンハルト・デッサウの首都デッサウに生れたが、彼自身が育ったのは、市門の外、ユダヤ人が

多く住む開発地という事情から、シナゴーグなど、隣接したユダヤ人への関心、ひいては差別

された者への共感がそこで培われたことが指摘される。したがって、悪名高いナチスのプロパ

ガンダ映画（1940）による謬見とは無縁の精神を有したのは間違いない。その点、エステル記

を念頭に浮かべたのか、1774 年に『永遠のユダヤ人』を翻案し、キリストへの愛着によって、

主人公を高貴な人物に描こうと試みた、ゲーテの見方と類似する。ゲーテ 2003、pp. 188-190. 

(39)  旧約聖書翻訳委員会 2004、pp. 50-51. 主人公の「僕」―放浪者（vagabond）の心情を跡づけ

れば、｢悲しき玩具(Spielzeug)」と形容される。彼の境涯を象徴するのが、風が運ぶ宿命と戯れ、

その奔流に弄ばれる様子を示唆する spielen mit の二重性だろう（第 2 曲第Ⅰ詩節＋第Ⅲ詩節、

第 16 曲第Ⅱ詩節）。さらに、コーヘレト書 1 章 6 節を参照。旧約聖書翻訳委員会 1998b、p. 62.  

(40)  池田 2001、pp. 124-125. 

(41)  旧約聖書翻訳委員会 2004、pp. 52-53；池田 2006、pp. 22-26. 仮に、これがヨブ記の核心

的なフレーズとして扱われるならば、樹影／木陰（Schatten）という観点から、呪われし若者の

切ない感情に仮託した、シューベルト『冬の旅』の第 5 曲と照応するはずだ。もっとも、シュ

ーベルト『冬の旅』では、若者が死なずに、生き永らえたことを見落としてはいけない［エレ

ミヤ書 29 章 10-11 節］。さらに、池田 2017c、pp. 62-63 を参照。関連認識として、スウェーデ

ン映画『サクリファイス（Offret）』（1986／アンドレイ・タルコフスキー監督）が暗示的である。 

(42) プルースト 2000；プルースト 2001. 原文は、Proust 1992 を参照。プルーストの心に根深く

宿る「あるユダヤ意識」の形成に関しては、鈴木 2013、pp. 203-276 が詳しい。私見になるが、

『トマスによる福音書』4 は、そんな逆転した視座を記述している。――イエスが言った。｢日々

にある（高齢の）老人は、（生後）7 日目の小さな子供に命の場所について尋ねることを躊躇し

ないであろう。そうすれば、彼は生きるであろう。なぜなら、多くの先の者は後の者となるで

あろうから。そして、彼らは単独者になるであろうから」。荒井 1994、pp. 126-127. 

(43) 古東 2002、pp. 63-68. 

(44) Heidegger 1967, S. 437；ハイデガー 2013、p. 651. なお、本稿では用語・訳語解説のために、

ハイデガー 2013、pp. 691-707 を参考にしている。ハイデガー 2013、pp. 699-700 によれば、

Verfassung は、「憲法」という意味を兼ね備える。他方、古東 2002、pp. 128-133 は、Zeitlichkeit

に「刻時性」という訳語を提案するが、同時に、Jeweiligkeit を「刻一刻性」と見なす。しかし、

Jeweiligkeit は文字通り、夜毎（毎夜）のような「都度的プロセス」と解釈されるべきであろう。  

(45) この問題に関しては、マクウォーリー 2013、pp. 147-171、186-191 を参照。また、形而上学

の概要に関しては、高橋 1998、pp. 74-82 の説明がわかりやすい。  

(46) ハイデガー 2013、pp. 650-651 を原文（Heidegger 1967, S. 437）と照合すれば、道端（am Wege）

および道筋（ein Weg）という用例がある。 

(47) 冷気漂う、荒れ果てた道∋獣道（Tierpfad）の用例：ein Weg（第 1 曲第Ⅰ詩節、第 1 曲第Ⅱ

詩節、第 9 曲第Ⅱ詩節、第 21 曲第Ⅰ詩節）；Wege（第 10 曲第Ⅰ詩節、第 20 曲第Ⅰ詩節）。 

(48) 第 6 曲第Ⅳ詩節、第 12 曲第Ⅱ詩節、第 13 曲第Ⅰ詩節、第 20 曲第Ⅳ詩節に鑑み、我々は eine 

Straße という表現に対し、時代小説の「一の太刀」のごとく人の手が入り、足跡（Tritte Spur）
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が巡りて積み重なり、そして〈時〉と共に固められた道―大通り（天下の往来）へ繋がる印象

を強く受ける。アナロジーとして、NHK BS ドキュメンタリー『一本の道 “森のかなたの国”

を歩く～ルーマニア・トランシルバニア地方～』（2017 年 6 月 27 日放送）に奥行きがあろう。 

(49) 旧約聖書翻訳委員会 1998b、p. 62. 

(50) Heidegger 1967, S. 367-370；ハイデガー 2013、pp. 547-551.『独和広辞典』（三修社）によれ

ば、Dasein について、①場所の Da と②時間の Da は等価である。桑野 2005、pp. 575-576. 

(51) BDB, p. 202b. また、箴言 30 章 18-19 節「三つのことが、私にはあまりにも不思議。いや四

つのことが不可解だ。空の鷲の道（דרך）、岩の上の蛇の道、海の真ん中の船の道、そして若い

女との男の道」を参照。影のように過ぎ去っていった「道なき道」の比喩に関しては、旧約聖

書続編の知恵の書（ソロモンの知恵）5 章 9-15 節が示唆的である。旧約聖書翻訳委員会 2004、

pp. 300-301；池田 2007、pp. 16-19. 

(52) ハイデガー 2013、pp. 705-706. 同種の構想は、「本来的自己（Ich）」と「非本来的自己（Ich）」

を対比した、荒井 2007、pp. 160-161 などに看取される。 

(53)  高屋敷 2013、pp. 27-34. さらに、ドレイファス 2000、pp. 283-323 を参照。 

(54) この問題に関しては、立花 1985 による「心的時間」と「物理的時間」の同時把握を参照。 

(55) 本稿では、ein Weg（浸食）→ Wege（運搬）されるのが Boden であり、eine Straße（堆積）

の作用が見られるのが Erde であると考えてみたい。用例：Boden（第 4 曲第Ⅱ詩節、第 16 曲

第Ⅲ詩節）、Erde（第 4 曲第Ⅱ詩節、第 22 曲第Ⅲ詩節）。関連認識として、Uemura 2013 を参照。  

(56) 現代ドイツ語訳の出所は、インスブルック大学の Web Site に掲載された、Das Buch Kohelet, 

Kapitel 3 = https: //www.uibk.ac.at/theol/leserraum/bible/koh3.html であり、日本語訳はそれと対応

する新共同訳を用いた。2 節に続いて、同じパターンのメタ的表現が 3-8 節に反復されるのが

特徴である。「(3) 殺す時、癒す時 ／破壊する時、建てる時 (4) 泣く時、笑う時／嘆く時、踊

る時 (5) 石を放つ時、石を集める時／抱擁の時、抱擁を遠ざける時 (6) 求める時、失う時／

保つ時、放つ時 (7) 裂く時、縫う時／黙する時、語る時 (8) 愛する時、憎む時／戦いの時、

平和の時」。コーヘレト 3 章 1 節に関しては、旧約聖書翻訳委員会 1998b、p. 69 が、「日の下

では、すべてに時期があり、すべての出来事に時がある」という翻訳を与える。この解釈は、

Duden の Stunde=Zeitspanne von kürzer Zeit (in der etw. Bestimmtes geschieht) と同様であろう。  

(57)  池田 2001、pp. 30-31. 

(58)  この問題に関しては、旧約聖書翻訳委員会 2004、pp. 374-379 を参照。 

(59) この問題に関しては、大貫 2004、pp. 98-100；岩村 2008、pp. 5-12 を参照。 

(60) 時代に寄り添う人間＝「時の人（der Mann der Zeit）」に相応しい語義を求めて、『木村・相良  

独和辞典（新訂）』（博友社）が、時勢、時機、時点（ルター訳聖書：Zeitpunkt）など、多様な

可能性を書き留める。「時勢」に関しては、『塵塚物語』（1552）の山名宗全の発言が興味深い。 

(61) Stunde を巡る「本能の時間」の標準化を企図した、19 世紀フランスの風潮について、コルバ

ン 1993、pp. 13-29 を参照。夢見る動物∋人間の思想に関しては、山尾 2015 の着眼点が鋭い。 

(62) 旧約聖書翻訳委員会 1998b、p. 61.「来るべき世（代）」としての αίών=aiōn とマルコによる

福音書 10 章 30 節に関しては、大貫 2004、p. 99；岩村 2008、pp. 11-12 を参照。 

(63) 古畑 2017、pp. 9-10 および pp. 17-18, n. 67. 
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(64) エリアーデ 1981、pp. 116-117. ここでは、コーヘレト書 1 章 9 節の「･･･日の下に、新し

いことは何も存在しない」という循環的な時間意識が大きな役割を果たしたものと考えられる。

旧約聖書翻訳委員会 1998b、p. 62. さらに、小川 1978 が「神話論」について的確に叙述する。 

(65) 小松 1975、pp. 396-397. ここで、寂寞・縹渺たる背景のうちに点描された心象景観は、Pablo 

Neruda, Alturas de Macchu Picchu (1947) とも相通ずる。たとえば、第 X 歌：5-12 行（Canto X：

5-12）は、次のように語る。「時は時に（Tiempo en el tiempo）、では、人は、何処にいたのか？

／お前もまた、現在
い ま

の街（las calles de hoy）を通り、過去
か つ て

の跡を、朽ちた秋の木の葉を踏みし

だき／墓（tumba）の下まで魂（alma）をすり潰しながら行く／未完の人の、虚ろな鷲のかけら

だったのか？」。ネルーダ 2004、p. 62.「時は時に（Time in time）」という表現は、ハイデガー

の術語である「時間内部性（Innerzeitigkeit）」に対応するだろう。高屋敷 2013、p. 29 を参照。 

(66) Georg Trakl, Der Herbst des Einsamen (1915) と共に、彼のエッセイ Traum und Umnachtung 

(1915) を見ると、夜空に星々が煌めく凍った山頂のイメージの中へ「夢と狂気」が血のように

溢れ出す。トラークル 1994、pp. 147-153. また、考察の糸口として、シューベルト『冬の旅』

の語彙―第 2 曲第Ⅰ詩節（Wahn）や第 4 曲第Ⅳ詩節（Schmerzen）に注目しなければならない。 

(67) 時制－paco Home－京都大学 (http://www.harada.law.kyotp-u.ac.jp/hdg/03_tempus.html). さら

に古畑 2016、pp. 146-148 を参照。シューベルト『冬の旅』には、物語と化した過去が随所に

登場するが、第 1 曲第Ⅰ詩節（sprach）や第 11 曲が典型的である（träumte, sah, war + ward [wach]）。 

(68)  小松 1995、pp. 9-10. 小松 1997、p. 406 では、〈時間旅行者〉にとって、一切が、認識する

ための時間経過ぬきで、一挙に現前しており、たとえば、未来を「前」、過去を「後」という風

に、彼はそこで、想起するように認識し、回想するように理解したと描写される。 

(69)  旧約聖書翻訳委員会 2004、p. 12. さらに、Hemingway 1961、p. 27 を参照。人間との共通性

について、白土三平『シートン動物記』に収録された『灰色熊の伝記』（1964）は忘れがたい。  

(70) 大貫 2014、pp. 277-312. ハイデガーの術語に「今・時間（Jetzt－zeit）」や「今連続（Jetztfolge）」

が存在することに注意を払いたい。高屋敷 2013、pp. 29-30. シューベルト『冬の旅』では、

nun（第 1 曲第Ⅰ詩節、第 5 曲第Ⅵ詩節、第 10 曲第Ⅰ詩節、第 11 曲第Ⅴ詩節、第 13 曲第Ⅲ詩

節、第 15 曲第Ⅲ詩節、第 21 曲第Ⅳ詩節、第 23 曲第Ⅷ詩節の他、第 17 曲：Je nun という形）；

heute（第 5 曲第Ⅲ詩節）; bis heute（第 15 曲第Ⅰ詩節: cf. 創世記 35 章 20 節）の用例がある。  

(71) この問題に関しては、ブーレッツ 2013、pp. 232-244 を参照。これらは、〈永遠者〉の力と

限界に翻弄された、20 世紀ユダヤ思想家を探究するうえで有意である。 

(72)  出所は、DVD 映像資料. cf. http://okirakukukkuri.blog37.fc2.com/blog-entry-317.html 他である。

What’s the time? / Where’s the place? / Why the line? / Where’s the race? / Just in time, I see your face 

/ Toujours gai, mon cher から始まる時空間の調べ―吐息は、現在の我々の前後にある空白
ヘヴェル

（הבל）
の場所へ、過去と未来に流れる 2 つの〈時〉を巻き戻してくれよう［コーヘレト書 1 章 2 節］。 
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ストーリーとしての競争戦略からみた農業の 6 次産業化研究 
－徳島県上勝町の「彩事業」を事例として－ 

A Study on value-adding agricultural activities from the viewpoint of “competitive 
strategy as a narrative story” 

-- A Case Study of the “Irodori Project” in Kamikatsu, Tokushima Prefecture, Japan -- 
 

楠奥繁則・加野佑弥・藤原なつみ・吉川直樹 
 

Summary 

The decreasing number of farmers and the progressively aging farmer population in Japan in 

recent years have posed serious problems. According to some reports, “value-adding agricultural 

activities” may offer a solution to these problems. However, there have not been many cases of 

successfully implementing such activities. In this paper, we aim to provide guidance on how to pursue 

these activities to gain competitive advantage. We analyze the case of Kamikatsu’s signature project, the 

so-called “Irodori Project” from the viewpoint of “competitive strategy as a narrative story.” We used the 

following two data collection methods of the Irodori Project to narrate its story. (1) We surveyed several 

reports on the project. (2) We interviewed the representative director of Irodori Co., Ltd. Although further 

research is necessary to increase the applicability of the findings in practice, our results indicate that to 

gain competitive advantage via value-adding agricultural activities, the following four aspects are 

important: (1) only one out of the three generic strategies (cost leadership, differentiation, focus) should 

be selected; (2) organizations’ should develop concepts based on social and customer needs; (3) the 

concepts should be used to create components that differentiate the organization from its competitors; (4) 

the components should contain “critical core.” 

 

 

１．問題と目的 

 今日、農業就業人口の減少と、農業就業者の高齢化が問題となっている。農林水産省（2016）

によると、335 万 3,000 人（平均年齢 63.2 歳）であった 2005 年の農業就業人口が、2015 年

では 209 万 7,000 人（平均年齢 66.4 歳）へと大きく減少した。この状態が続けば、農業就業

人口はさらに減少し、その高齢化も加速していくだろう。 

 これらの問題を克服する 1 つの有力な方法として、農業の 6 次産業化（以下、農業の 6 次

化）が注目されている（今村、2015；松原、2016）。6 次化とは、1992 年に今村奈良臣が提唱

した概念で、Clark（1940）のペティ・クラーク法則(注 1がその学術的背景にある（今村、2015）。

端的に言うと、農業の 6 次化とは、農家の所得増加と、農山村での就業場の増加を目的に、

農業（1 次産業）が主体となって、2 次産業（加工）・3 次産業（販売・情報）が、「1×2×3」

で連携を強化することを意味する（今村，2015；松原，2016）。言い換えると、農家が生産し
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た農産物を、付加価値をつけるために加工し、その農家が直売所などで消費者に販売するこ

とである。農家の所得増加と、農山村での就業場の増加が実現できるのであれば、「1×2×3」

の全てが揃う必要はなく、「1×3」（農家が生産した農産物を、その農家が、あるいは、その

農家のために誰かが直売所など消費者に販売すること）であっても、農業の 6 次化とみなさ

れる（松原、2016）。しかし、農業の 6 次化で持続的利益が得られている事例は多くない（松

原・楠奥、2017）。したがって、農業の 6 次化研究の課題の 1 つに、松原（2016）が「戦略」

をあげているように、農業の 6 次化で、持続的利益につながる競争優位を獲得するための戦

略研究を進展させなければならない。 

農業の 6 次化で競争優位を獲得する方法の研究には、葉山（2016）がある。同研究では、

後述する Porter（1985）の言う 3 つの基本戦略（コスト・リーダーシップ戦略、差別化戦略、

ニッチ戦略）のうち、コスト・リーダーシップ戦略で競争優位を獲得するのは非現実的だと

論じている。なぜなら、食品加工では、海外や国内の農産物を大量に仕入れ大量に加工する

大手の食品メーカーが数多く存在するため、農業の 6 次化において、コストで競争すること

は現実的ではないからである。この研究に基づくと、農業の 6 次化においては、競争優位を

獲得する基本戦略は、差別化戦略か、あるいは、ニッチ戦略のどちらかを採択することにな

るのかもしれない。 

葉山（2016）の研究は、理論の観点から、農業の 6 次化によって、競争優位を獲得する方

法について議論しているので、本研究では、これまでになされていない農業の 6 次化の成功

事例を基に、楠木（2010）「ストーリーとしての競争戦略」（戦略ストーリー）の観点から分

析し、その方法について議論する。 

 

1.1.戦略ストーリーとは 

楠木（2010）は、業界リーダー（スターバックスコーヒー、ガリバーインターナショナル、

サウスウエウスト航空など）の競争戦略について、5C（競争優位、コンセプト、構成要素、

一貫性、クリティカル・コア）という概念を用いて分析している。結果、業界リーダーの競

争戦略には、次の 4 つの特徴があることを明らかにしている。 

第 1 に、競争戦略のストーリーのエンディング（ゴール）である持続的利益(注 2 に向けて，

実現すべき「競争優位」（competitive advantage）を獲得するために，3 つの基本戦略（Porter、

1985）を明確化（3 つのうちどれか 1 つを選択）している（基本戦略の明確化）。①コスト・

リーダーシップ戦略（競合他社には模倣できない低コストで生産できる方法を見出し、競争

優位を獲得する戦略）、②差別化戦略（製品やスタッフなどにおいて、競合他社との違いをつ

くり、自社の独自性を出し、顧客がより多く支払いたくなる状態をつくることで競争優位を

獲得する戦略）、③集中戦略（ニッチ戦略；事実上競争がないような状態をつくるために、特

定の地域や顧客にターゲットを絞り込み、そこに自社の経営資源を集中し、競争優位を獲得

する戦略）である。例えば、スターバックスコーヒー（以下、スターバックス）の場合、差

別化戦略を採択している（図 1）。 
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図 1 スターバックスコーヒーの戦略ストーリー 
構成要素

ゴール

出店と立地

スタッフ

メニュー

店舗の雰囲気

直営方式

クリティカル・コア

第3の場所

競争優位コンセプト

持続的利益

差別化戦略

 
出典）楠木（2010）、p.308、一部加筆 

 

第 2 に、基本戦略を実現するための目的「コンセプト」（concept）が明確で、かつ、顧客

の心理を捉えたものとなっている（優れたコンセプト）。コンセプトとは、顧客に対するバリ

ュー・プロポジション（提供価値；顧客の抱えている問題を解決し、ニーズを満たすもの；

Osterwalder & Pigneur，2010）の本質を一言で凝縮的に表現した言葉で、言い換えると、「本

当のところ、誰に何を売っているのか」に対する回答のことである（楠木、2010）。1980 年

代にスターバックスは、職場では競争のプレッシャーが強く、家庭でもいろいろな問題があ

り、リラックスできないビジネスパーソンが増加しているアメリカの社会問題に着目した。

そして、同社はコンセプト「家庭でリラックスできない忙しいビジネスパーソンに、第 3 の

場所（リラックスできる場所）を提供する」をつくった。見たままであれば、スターバック

スはコーヒーを提供している企業だが、本当のところ、そのようなビジネスパーソンに対し

て「第 3 の場所」を提供している企業である。 

企業は自社のコンセプトを実現するために、様々な戦略を考える（競合他社との「違い」

をつくりだし、それを実行する）。したがって、第 3 に、コンセプトと、戦略を構成する要素

（「構成要素」；components）との間には「一貫性」（consistency）がある（一貫性）。スター

バックスの場合（図 1）、自社のコンセプトを実現するために、①ゆっくりとリラックスでき

る雰囲気の店舗にこだわり（店舗の雰囲気）、②プレミアム立地に集中して出店し（出店と立

地）、③顧客に気の利いた対応ができ、コーヒーについての知識なども提供できるスタッフの

育成を徹底し（スタッフ）、④高品質コーヒーなど、第 3 の場所を楽しむために不可欠な高品

質ドリンクメニューの開発に力を入れ（メニュー）、そして、⑤第 3 の場所を実現し、維持す

るためにはサービスの様々な側面で細かいコントロールが必要になるため、フランチャイズ

方式ではなく、（空港内店舗など一部の例外を除き）直営方式を選択した（直営方式）。この

ように、同社のコンセプトと、①～⑤の構成要素との間には一貫性がある。 

そして第 4 に、「構成要素」の中に、「クリティカル・コア」（critical core；構成要素の

一部で、一見して非合理だが、他の様々な構成要素と深い関わりをもち、競争戦略全体の合

理性を引き出す要素）が組み込まれている（クリティカル・コア）。クリティカル・コアの非

合理性は戦略ストーリーの肝である。なぜなら、競合他社と違った合理的な構成要素を取り

入れれば、すぐに競合他社にそれを模倣されてしまう。だが、非合理的な構成要素であれば、
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競合他社はそれについては模倣したがらないだろう。結果、その企業は持続可能な競争戦略

を遂行できるからである。スターバックスにおいては、直営方式というクリティカル・コア

が組み込まれている。直営方式は総資本利益率（ROA）を低下させる要素で、一見、非合理で

あるため、多くの投資家に非難された。だが、同社は直営方式を意図的に構成要素の中に組

み込んだ。後発の競合他社（シアトルズベストコーヒーなど）は、スターバックスの直営方

式以外の構成要素を模倣した。結果、競合他社は、スターバックスのように様々な側面で細

かいコントロールができなかったため（例えば、シアトルズベストコーヒーのフランチャイ

ズ店のオーナーが本社のコンセプトを無視した経営活動を行った）、スターバックスは持続的

な競争優位を持ちえている。 

以上を踏まえ、楠木（2011）は、あらゆる競争戦略は「ストーリー」という思考様式をも

ってつくられるべきだと論じている。楠木（2010）は、ストーリーという思考様式をもって

つくられた競争戦略のことを「戦略ストーリー」と表現している。ここでいうストーリーと

は筋のことである。すなわち、戦略ストーリーとは、「戦略を構成する全ての要素がコンセプ

ト実現へとつながり、コンセプトの実現が競争優位（基本戦略）を経由して、エンディング

（持続的利益）へと向かって動いていく動画のような流れのこと」である。そして、クリテ

ィカル・コアがその企業の戦略ストーリーを面白くさせる。ゆえに、楠木（2010）は優れた

戦略（業界リーダーの競争戦略）は、思わず人に話したくなるような面白いストーリーにな

っていると論じている。 

 楠木（2010）は、スターバックスやサウスウエウスト航空といった、マス市場の業界リー

ダーを研究対象とし、戦略ストーリーを提唱している。したがって、戦略ストーリーの研究

対象は、マス市場の業界リーダーとなるだろう。では、ニッチ市場における業界リーダーに

ついても、その研究対象となりうるのだろうか。そのことについては十分な議論がなされて

いない。 

農業の 6 次化を行っている組織は、松原（2016）に基づくと、地域資源（農産物、気候、

人的資源、地域の文化、技術、地域産業の廃棄物なども含む）に依存しなければならない。

よって、そのような組織は、本社を特定の地域に置き、主としてその地域の多様な資源を活

用し、その地域独自のニーズを持つ製品やサービスを提供するなど、地域に立地する優位性

を生かしている「地域企業」（regional company；金井、2016）である。地域企業の戦略の特

徴の 1 つは、金井（2016）によると、地域独特のニーズを発見し、そのニーズに応えるよう

な事業を創造し、展開していることである。つまり、ニッチ市場をつくり、そこの業界リー

ダーを目指している。 

以上より、農業の 6 次化の戦略に関して、戦略ストーリーの観点から議論するためには、

ニッチ市場における業界リーダーについても、その研究対象となりうるのかを議論する必要

がある。 

 

 

ストーリーとしての競争戦略からみた農業の 6次産業化研究

6666



 
 

1.2.本研究の目的 

 本研究の目的は、「農業の 6 次化で競争優位を獲得するには、次の 4 つの特徴、（1）基本戦

略の明確化、（2）優れたコンセプト、（3）一貫性、（4）クリティカル・コア、を持った競争

戦略を考えなければならない」ということを明らかにすることである。また、そのために、

ニッチ市場における業界リーダーも、戦略ストーリーの研究対象となりうることを確かめる。 

 

２．事例研究－徳島県上勝町の彩事業－ 

ニッチ市場における業界リーダーも、戦略ストーリーの研究対象となりうることを確かめ

るために、本研究では徳島県上勝町の彩事業を取り上げ、戦略ストーリーの観点から、彩事

業の競争戦略を分析する。 

 

2.1.彩事業の概要 

地域活性化の成功事例として、しばしば取り上げられる彩事業とは（例えば、石川、2015；

経済産業省、2009；野中・廣瀬・平田、2014）、上勝町の第 3 セクター、株式会社いろどり（以

下、いろどり）と、上勝町の 194 軒の農家、そして、農協による葉っぱビジネスのことであ

る。料亭の料理などで使用される葉っぱ（つまもの）を生産、加工（葉っぱを、料亭で使用

される器のサイズに合わせて加工する）し、販売している（図 2）。3 億円弱の規模というニ

ッチ市場で、彩事業がその 8 割以上（2 億 6,000 万円）を占めている（石川、2015）。農家の

平均年齢は 70 歳を超え、年間 1,000 万円以上売り上げる農家もある（勝見、2008）。 

上勝町では、1981 年 2 月の異常寒波の襲来で、主要産業のミカンが全滅し、多くの農家の

収入が断たれた（横石、2007）。その農家の所得のために、1986 年に JA 職員であった横石知

二氏が仕掛けた事業であるため、彩事業は農業の 6 次化の成功事例としても捉えることがで

きる。 

したがって、彩事業は本研究の目的を成し遂げるために、ふさわしい事例と言えるだろう。 

 

図 2 彩事業の概要 

料理人
（顧客）

出荷

特別注文

株式会社
いろどり

FAXを使用して特別注文

出荷（定常および特別）

 情報提供（出荷・販売実績）

農協
194軒の農家

（生産者）
49の市場

営業活動システム管理情報提供（市況・出荷目標など）

モチベーション管理

 
出典）吉田（2009）、石川（2015）、株式会社いろどりのホームページ（http://www.irodori.co.jp/）を基に作成. 

 

2.2.方法 

彩事業の戦略ストーリーを描くために、①文献サーベイと、②インタビュー調査を行った。

具体的に述べると、主に横石（2007）の文献をサーベイし、いろどりのホームページ、吉田

（2009）、経済産業省（2009）、石川（2015）も参考にした。不足するデータについては、2018
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年 1 月 27 日に、横石氏にインタビュー調査を実施することで補った。 

 

３.彩事業の戦略ストーリー 

彩事業の戦略ストーリーを図 3 に示す。 

 

図 3 彩事業の戦略ストーリー 

競争優位

農家の意識変化
（事業家への変貌）

株式会社いろどり
の設立

農家の協力 PCとFAXの活用

非農業法人 農協 ニッチ戦略

持続的利益

コンセプト

つまもの生産・出荷
（320種類以上）

49の市場
料理人のための

代行業

POSを活用しつまもの
の出荷量目標決定

自由裁量に基づく
意思決定（仮説）
194軒の農家

株式会社いろどり

営業活動

 
 

3.1.競争優位とコンセプト(注 3 
農家の所得のために、横石氏は大阪・難波の料理店（がんこ寿司）で、ターゲットを料亭

の料理人に狭めた（石川、2015）、つまものを売るというアイディアを得る。しかし、「そん

なもん、売れるわけないよ」、「タヌキやキツネであるまいし、葉っぱがおカネに化けるんだ

ったら、そこらじゅうに御殿が建つわ」（p.54）などと言われ、ほとんどの農家から相手にさ 

れなかった。そのようななか、花木を手がけている 4 軒の農家の協力を得て、「料亭の料理人

につまものを提供する」という彩事業を始めることができた。だが、それは失敗に終わった。 

彩事業を成立させるために、横石氏は料亭通いを行い、つまもののことを学んだ。農家も

料亭に行き、つまものが使われる現場を経験した。また、その過程で、横石氏らは料亭の料

理人は自分自身でつまものを採りに山へ行っていたことや、北海道では、山に柿の葉や大き

な笹の葉がなく、それらを自分で採りに行けない料理人もいたことを知る。そこで横石氏は、

その料理人の代わりにつまものを採る作業を手伝えば、特に、自分で採りに行けない料理人

は喜び、結果、持続的利益が得られると考えた。そして、コンセプト「つまものの観点から、

料亭の料理人のための代行業」がつくられた(注 4。 

 
3.2.コンセプトを成し遂げるための構成要素(注 5 

コンセプト「つまものの観点から、料亭の料理人のための代行業」実現のために、横石氏

は料亭に出向き、売り込みを行い、つまものを購入してくれる料理人を見つけ、そして、ど

の程度の需要があるかを市場に伝えるという方法で、販路を開拓していった。現在はいろど

りがその活動を担っており、49 箇所の市場を開拓している(注 6。 

つまもの生産は農家が担っている（いろどりは行っていない）。最初は 4 軒だったが、現在

は 194 軒の農家（経済産業省、2009）が生産を担っており、320 種類以上のつまものを提供

できる体制を整えている(注 7。生産されたつまものは農家が農協に出荷する。 
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農協が持つデータ（市場への出荷量、および、販売実績など）は、いろどりに提供される。

いろどりは、つまものの供給が過多にならないように、POS システムを通じて、それぞれの

市場に出荷した量、売れ行きと単価、市況の価格の情報などを調べ、つまものの需要予測を

行う。そして、いろどりはパソコン（以下、PC）を使って、農家に出荷目標（例えば、「今日

は 1,080 パックの出荷があったが、明日は需要が下がる見込みなので、農家さん全体で 900

パックくらいになるように出してください」）を伝達する（石川、2015；経済産業省、2009）。

PC から伝達された情報に基づいて、農家は計画「今日は 5 パック出したけれど明日は 4 パッ

クにしよう」（石川、2015）を立て、つまものの生産・出荷量などを決定する（自由裁量に基

づく意思決定）。農家の意識変化（事業家としての変貌）のために、農家の評価に関する情報

（他の農家の売上順位は公開していないが、自分の売上が全体の中で何番目かという情報）

も、農家の PC に伝達した。このように農家の意識変化を促し、PC 活用の動機づけを行った。 

市場からの特別注文は、農協を経由して、農家に依頼される。その際、農協は FAX を用い

て、農家に特別注文を依頼する。誰がどの注文をとるかは，早い者勝ちで決定される（自由

裁量に基づく意思決定）。 

PC と FAX の導入は、1999 年にいろどりが設立された時に行われた。PC を導入するのに、

横石氏はその費用を得るために、上勝町役場の補助事業として申し込んだ。しかし、上勝町

の議員の人たちに高齢者にパソコンを使えるわけがない、非合理的なことだと言われ、町議

会を通らなかった。そこで横石氏は、1998 年に当時の通産省の実証実験事業「地域総合情報

化支援システム整備事業」に応募した。それに当選し、1 億 600 万円が事業費用として割り

当てられ、それで PCを農家に導入した。平均年齢 70歳の農家でも PCや FAXが使えるように、

横石氏は以下の 3 点を行った。まず、宝城通信株式会社に依頼し、高齢者でも使用できるよ

うに、PC を改良し貸し与えている（例えば、キーボードは必要最小限に減らす、トラックボ

ールマウスの導入、電源ボタンを押せば自動的に情報ページの画面が立ち上がる、画面の文

字は大きくなるなど）。次に、毎日農家が見たくなるような自分の利益になる情報も伝達する

ことを心掛けた。そして、PC と FAX はいろどり・農協から農家への伝達のためだけに活用す

ることにした。農家からいろどりへ、および、農家から農協への伝達手段には、PC を使わせ

ず、携帯電話を活用させた。このようにしていろどりと農協は，農家との伝達手段を確保し

た。PC 導入当初は、農家に PC をなかなか使用してもらえなかったが、農家の協力を得て、

徐々に浸透していった。 

いろどりの設立には次のような背景があった。1996 年に、彩事業のために、給料を仕事に

つぎ込む生活をしていた横石氏は民間企業に移る決意をし、農協に辞表を提出した。彩事業

の仕掛け人である横石氏を引き止めたいという農家と、当時の町長であった山田良男氏の想

いによって、1999 年に、非農業法人のいろどり（上勝町が出資する第 3 セクター）が設立さ

れた。いろどりの社長には山田氏が就任し、横石氏は取締役に就任して実質的な責任者とな

った。いろどり設立時から現在まで、意図的に農家を従業員とする農業法人という形は取っ

ていない（非農業法人）(注 8。その理由は 3 つある。 
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第 1 に、農家の協力を得るためである。上勝町の農家の場合、私利私欲で動けば、農家と

の間に緊密な信頼関係を築くことができず、結果、農家の協力が得られない、と横石氏は考

えた(注 9。第 2 に、農家の意識を変化（事業家への変貌）させるためである。非農業法人であ

れば、農家は自分自身の所得は保障されないので、自分で考え行動するようになり、結果、

自由裁量に基づく意識決定能力が高まる。その能力が高まれば、つまものの生産・出荷にも

ポジティブな影響を及ぼすことになる。なお、吉田（2009）は彩事業が成功した 1 つの理由

として、農家の意識変化（事業家への変貌）を挙げている。第 3 に、農家が自立することに

よって、いろどりは、料理人と市場への営業活動と、農家へのコンサルタント業務（つまも

の需要の予測など）に専念できるからである。吉田（2009）は、いろどりという、農家のた

めの営業活動と、コンサルタント業務を行う組織が存在するのも彩事業が成功した理由の 1

つとして挙げている。 

 

４.考察 

本研究の目的は、「農業の 6 次化で競争優位を獲得するには、次の 4 つの特徴、（1）基本

戦略の明確化、（2）優れたコンセプト、（3）一貫性、（4）クリティカル・コア、を持った競

争戦略を考えなければならない」ことを明らかにするために、ニッチ市場における業界リー

ダーも、戦略ストーリーの研究対象となりうることを確かめることであった。そのことを確

かめるために、本研究では農業の 6 次化で持続的利益を得ている彩事業を取り上げ、戦略ス

トーリーの観点から分析した。分析結果は、以下の通りである。 

彩事業は、意図的にニッチ戦略を採択し、持続的利益を獲得していると考えられる（基本

戦略の明確化）。以下の 2 つがその理由である。第 1 に、料亭の料理人という限られた顧客を

ターゲットにしている。第 2 に、利益を確保するためにいろどりは、つまものの供給が過多

にならないよう供給量をコントロールしている。これは、市場規模を小さく留めるために、

供給量をコントロールしている（限定量ニッチ；山田、2015）、と捉えることができる。 

彩事業は、優れたコンセプトを持っている。以下の 2 つがその理由である。第 1 に、料亭

の料理人とターゲットを明確にさせており、かつ、顧客である料理人の心理（料理人の代わ

りにつまものを採る作業を手伝えば、特に、自分で採りに行けない料理人は喜ぶという心理）

を捉えたものになっている。これに関して、楠木（2010）は、コンセプトが優れているのか

についての他の評価方法として、コンセプトがその業界の「異業種」となっているかを挙げ

ている。具体例を挙げて説明すると、スターバックスはコーヒー業界で経営活動を行ってい

るにもかかわらず、本当のところ「第 3 の場所」を提供しているという異業種となっている

（図 1）。これに従うと、彩事業においても、つまもの業界で経営活動を行ってはいるが、本

当のところ「料理人のための代行業」を行うという異業種となっている（図 3）。これが第 2

の理由である。 

彩事業の戦略ストーリーにも、「非農業法人」というクリティカル・コアが含まれている。

一見して非合理という点だけで考えると、葉っぱを商品化しようとしたことと（つまものの
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生産・出荷）、高齢者農家への PC の導入（PC と FAX の活用）のどちらかがクリティカル・コ

アの候補として考えられる。だが、起業家や、起業家を目指す者からみると、非農業法人も

非合理であろう。なぜなら、農家を雇用する農業法人とした方が、農家の管理がしやすくな

り、また、その方が、自分の所得が上がると、その者らは考えるからである。にもかかわら

ず、横石氏は私利私欲で動かず、非農業法人を選択している。 

一見して非合理という点に加え、「他の構成要素と同時に多くのつながりを持つ」という点

を踏まえると、図 3 より、非農業法人がクリティカル・コアになるだろう。もし、非農業法

人でなければ、農家の協力が得られず、PC の導入は困難であったと考えられる。また、彩事

業の成功要因の 1 つとして考えられる「農家の意識変化」も実現しなかったと考えられる。

農家が事業家へと変貌しなければ、現在のつまものの生産・出荷管理にも負の影響を及ぼし

ていたであろう。さらに、非農業法人でなければ、彩事業の成功要因の 1 つとして考えられ

る、農家のための「営業活動」と「POS を活用しつまもの出荷量目標決定」業務にも専念で

きなかったと考えられる。 

本研究では、彩事業の主要な構成要素を全て説明できているとは言えないため、その戦略

ストーリーの一貫性については、十分な議論はできない。だが、もし、本研究で、彩事業の

主要な構成要素を説明できていると考えられるなら、全ての構成要素が間接的・直接的にコ

ンセプトにつながっているため（図 3）、一貫性はあるものと考えられる。さらなる分析が必

要である。一貫性があるものと考えられるなら、彩事業の戦略ストーリーにも 3 つの特徴、

①基本戦略の明確化、②優れたコンセプト、③クリティカル・コアを持っていたことから、

ニッチ市場における業界リーダーも、戦略ストーリーの研究対象となりうると考えられる。

これについては、今後の課題とする。 

楠木（2010）は戦略ストーリーの組み立て方についても述べている。もし、戦略ストーリ

ーを、農業の 6 次化で競争優位を得るための考え方に応用できるなら、その組み立て方に基

づくと、次のことが言えるだろう。 

まず、戦略ストーリーのエンディング「持続的利益」に向けて、実現すべき「競争優位」

を獲得するための基本戦略を考えることである。前述したように、農業の 6 次化の場合、そ

の基本戦略は差別化戦略と、ニッチ戦略の 2 つに絞られる。しかし、葉山（2016）は、ニッ

チ戦略を採択する場合、農業の 6 次化による商品は買い手の総量が少ないため、その上、タ

ーゲットを絞りこむような製品をつくれば、さらに買い手が限定され過ぎてしまうので、そ

の点を注意する必要があると論じている。 

次に、基本戦略を実現するための、「コンセプト」をつくることである。その際、一般の人々

を念頭に置き、彼・彼女らの心理に基づいてつくる必要がある。特に、農業の 6 次化の場合、

大半が生産者視点から付加価値化を行っていることが指摘されている（松原、2016）。彩事業

においても、事業を開始した当初は「料亭の料理人につまものを提供する」という生産者視

点からの付加価値化を考え、結果、失敗している。だが、その後、顧客の視点から、付加価

値化を考えた結果、現在のコンセプトである「つまものの観点から、料亭の料理人のための
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代行業」がつくられた。 

それから、コンセプトを実現するための「構成要素」を考えることである。彩事業の場合、

横石氏はコンセプト「つまものの観点から、料亭の料理人のための代行業」を実現するため

に、「営業活動」、「PC と FAX の活用」などを考え、実行した。そこでは、コンセプトの実現

と関わりのない構成要素については、意識的に切り捨てることも重要である。このように、

コンセプトの実現を意識した構成要素を考えると、コンセプトと戦略を構成する要素との間

に、自ずと「一貫性」を持たせることができると考えられる。 

そして、クリティカル・コアを意図的に組み込ませることである。クリティカル・コアが

組み込まれていない戦略ストーリーは、競合他社にすぐに模倣されてしまう。結果、持続可

能な競争戦略の遂行が不可能になる。クリティカル・コアの考え方について、楠木（2010）

は、その業界の内外で広く共有されている「信念」なり「常識」を疑ってみるという方法（一

般的に良いと信じられている常識の逆を行くという思考様式）を紹介している。 

先述したように、本研究を実践的に応用するには、さらに事例研究を重ねる必要があるが、

それは今後の課題とする。また、彩事業の戦略ストーリーでは、クリティカル・コアではな

いが、非合理的な構成要素（つまものの生産・出荷と、PC と FAX の活用）が複数組み込まれ

ていた。この事例のように、非合理的な構成要素が複数含まれている戦略ストーリーほど、

競合他社に模倣されにくく、かつ、持続的利益が得やすいと考えられるが、これも今後の課

題としたい。 

 

注 

 

１．Clark（1940）は、世界各国の国民所得水準を比較し、国民所得の増大とその条件を明確

にしようとした。このなかで、Clark は産業を第 1 次、2 次、3 次に分け、次の①～③を

明らかにし、それが経済的進歩であることを論証した（今村、2015）。これがペティ・

クラーク法則である。①所得は第 1 次から 2 次産業へ、さらに、2 次から 3 次産業へと

増大していく。②就業人口も、第 1 次から 2 次産業へ、さらに、2 次から 3 次産業へと

増大していく。③結果、第 1 次と 2 次、第 3 次産業との間に所得格差が拡大していく。 

２．楠木（2010）は企業の社会的責任について、①国民の富（社会保障、公的サービスが受

けられるなど）につながる法人所得税を支払うこと、②持続可能な雇用を生み出すこと、

であると考えている。楠木は①と②を実現するために、企業組織は持続的利益を得なけ

ればならないと考える。したがって、戦略ストーリーのゴール（エンディング）は「持

続的利益」となっている。 

３．横石（2007）以外から引用したものについては、その文献の著者名を記している。 

４．横石知二氏へのインタビュー調査で確認。 

５．横石（2007）以外から引用したものについては、その文献の著者名を記している。 

６．株式会社いろどりのホームページを参照（http://www.irodori.co.jp/）。 
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７．いろどりのホームページを参照。 

８．横石氏へのインタビュー調査で確認。 

９．横石氏へのインタビュー調査で確認。 
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私生活情報の開示がワーク・ライフ・バランスに与える影響 
に関する研究 

The Effect of Private Life Disclosure on Work-Life Blance 
 

岸野 早希 

 

Summary 

This research examined the effect of private life disclosure on work-life balance. The author tested four 

hypotheses based on literature review using a sample of 924 workers by hierarchical multiple regression analysis. 

Survey results show that supervisors’ family-supportive supervisory behaviors and private life disclosure have a strong 

impact on work-life balance. 

 

 

１．問題 
働き方改革に関する議論が活発化する中で、ワーク・ライフ・バランス(以下、WLB)への

着目がよりなされるようになってきている。WLB とは直訳すると仕事と生活の調和であ

り、1980 年代ごろから欧米を中心に使われるようになった言葉である。日本では内閣府が

仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章において「国民一人ひとりがやりがいや

充実感を感じながら働き、仕事上の責任を果たすとともに、家庭や地域生活などにおいて

も、子育て期、中高年期といった人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できる社

会」として WLB の実現した社会を定義している。WLB の定義については国や研究者によ

って様々になされているが、いずれの定義においても、生活リズムを見つけられる(時間

面)、充実感(心理面)、責任を果たす(役割面)という 3 つの面が WLB を実現する上でのキー

ワードとなっている。つまり、仕事と私生活の間においてうまく時間配分をとることができ

ること、仕事と私生活における活動において満足感が得られていること、仕事での役割責任

と私生活における役割責任をうまく果たすことができていることである。これらの 3 つの要

素が WLB を実現していく上で重要な要素となる(岸野, 2017)。 
そして、働く人々の WLB の実現に向けた動きが活発となる中で、企業組織において従業

員の WLB 実現をどのように後押しするかという観点から、WLB の実現と職場の関係に関

する研究がなされている。これらの研究からは職場における WLB の推進には職場の規範を

つくる上司(管理職)が鍵となることが指摘されている(Allen, 2001; Carlson, Ferguson, Kacmar, 
Grzywacz & Whitten, 2011; Ferguson, Carlson, Zivnuska & Whitten, 2012; Hammer, Kossek, 
Zimmerman & Daniels, 2007; 武石, 2011)。 

先行研究からの知見に基づき、近年日本においても管理職研修等を通じて WLB 意識の醸

成や、後述するような職場における WLB 推進のための支援行動の重要性が説かれている。

このような WLB を実現させるための支援の実行にあたっては、部下の私生活に関する情報

を知る必要性が考えられる。仕事生活の情報に加え、私生活の情報がなければ、部下が

WLB を実現する上でどのような問題を抱えているのか、どのような支援を必要としている

かが見えてこないからである。しかし、部下の私生活へ干渉することをためらう声が上司か
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ら聞こえてくると共に、部下からも上司が私生活へ干渉することを拒む声が聞こえてくる。

このように、職場において私生活の情報を開示することに対しては戸惑いの声もあるが、今

後、働くすべての人が WLB を実現していくには、自己の私生活に関する情報を開示してい

くことが求められると推測される。 
したがって、本研究では職場における私生活に関する情報の開示が WLB に与える影響に

ついて検討する。 
 
２．先行研究 

WLB を企業において推進していく上では WLB に支援的な職場環境が重要となる。その

職場環境は、組織の WLB 支援的な方針と WLB 支援的な上司(管理職)の 2 つの要素によっ

て構成される(Allen, 2001)。どちらの要素も重要であるが、組織の WLB 支援的な方針は職

場の規範をつくる上司がその方針を理解し、実際に WLB 施策の利用を部下に促すなど、マ

ネジメントとして反映していかなければ機能しない。したがって、WLB の推進のために企

業が家族支援の方針を掲げていること自体は重要であるが、それだけでは従業員にとって不

十分であり、職場の規範をつくる上司が WLB 推進の上で鍵となる(Allen, 2001; Carlson, 
Ferguson, Kacmar, Grzywacz & Whitten, 2011; Ferguson, Carlson, Zivnuska & Whitten, 2012; 
Hammer, Kossek, Zimmerman & Daniels, 2007; 武石, 2011)。そして、Hammer et al.(2007)は職

場における WLB の推進においては上司の役割が重要であることから、従業員に対して

WLB を促す役割を担う上司の行動を体系化した「上司の家族支援的な行動(family supportive 
supervisor behavior: FSSB)」という概念を示した。FSSB は感情的サポート、道具的サポー

ト、ロールモデルとしての行動、それらと関連して仕事の構造の把握と管理の 2 つの視点を

もつこと(クリエイティブなワーク・ファミリー・マネジメント)の 4 つの面によって構成さ

れる。「感情的サポート」とは個人が配慮されている、感情が考慮されている、そして必要

な場合に支援の源として上司とコミュニケーションをとることで安心感を得られる、という

ことに対する知覚に焦点があてられている。「道具的サポート」は仕事と私生活への支援に

おいてより一層実践的なものであり、スケジューリングや柔軟性、方針や施策の利用、仕事

のアシスト、時間・場所・仕事のやり方の変更、など従業員の仕事と私生活への役割責任に

対して協力的であるということである。「ロールモデル」は上司が部下に対してロールモデ

ルとなる行動を示すことであり、例えば週末に仕事のメールの返事をしないことや就業時間

外にはメールをしないことで部下のストレスを和らげるということである。また、上司自身

が私生活からの役割要求、例えば子どもが病気になった際に早退して迎えに行くなどの行動

をとることによって部下が同じ状況に陥った場合に見習えるようにするなどの行動のことで

ある。「クリエイティブなワーク・ファミリー・マネジメント」とは従業員と雇用主の双方

が win-win になるように私生活からの要求に対する支援をするための仕事の実行と再設計を

考える能力のことである。さらに Hammer らは、組織が公式に提供する WLB 支援の方針や

施策と非公式な WLB 支援的な組織文化が家族支援的な上司行動を促し、さらにそれが家族

支援的な上司として従業員の知覚につながりワーク・ライフ・コンフリクトやワーク・ライ

フ・エンリッチメントに影響を与えることで健康面、安全面、家族関連、仕事関連の結果に

つながる、という概念モデルを提示している。 
このように職場で WLB を推進する上で望まれる上司の行動は示されてきているが、上司

が実際に WLB に支援的な行動をとるには部下の仕事や私生活に関する情報を保有する必要

がある。内閣府の仕事と生活の調和(ワーク・ライフ・バランス)憲章の定義にあるように、
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WLB とは人生の各段階に応じて多様な生き方が選択・実現できることである。すなわち、

WLB のかたちは個々人により異なるものであり、各個人が WLB を実現していくためにそ

れぞれが必要とする支援は異なってくる。したがって、部下は自身のニーズに合った支援を

上司から得ていくためには、部下は上司に対して、自身の情報を開示していくことが求めら

れる。例えば、幼い子どもを持つ母親社員が身近に子どもの世話を頼むことのできる人がい

ないという情報を上司に開示しておくことで、子どもに何か起こった際に突発的に仕事を抜

ける必要が出てくる可能性があることを上司に理解してもらうことができ、必要となった際

に上司から WLB を支援する行動を得ることにつながるだろう。当然ながら、管理職には会

社側の視点として効率的な組織運営が求められるため、部下のすべてのニーズに対して支援

することはできない。しかし、部下は自分自身の情報を上司に開示していくことにより、必

要とする支援を受けられる可能性が高まるのではないだろうか。 
また、FSSB と同じく、職場におけるサポートとして WLB の実現における同僚のサポー

トの重要性も指摘されている。例えば、Ferguson et al.(2012)は同僚によるソーシャルサポー

トが WLB をより良くし、そして WLB がより良くなることで職務満足を高めることにつな

がることを実証している。すなわち、同僚に対して自身の情報を開示することもまた、

WLB の実現のために必要となる支援を同僚から受ける可能性を高めるのではないだろう

か。 
職場において私生活に関する会話をすることは仕事とは直接的に関係しないために望まし

くないという考え方や私生活に関する話をすること自体を拒む声もある。しかし、WLB の

実現においては仕事生活だけでなく私生活に関する情報がなければ、WLB を実現する上で

どのような問題を抱えているのか、どのような支援を必要としているかが周囲には見えてこ

ない。私生活情報の開示に抵抗があるかもしれないが、今後、働くすべての人が WLB を実

現していくには、自己の私生活に関する情報を職場の同僚や上司に対して開示していくこと

が求められるだろう。 
 
３．仮説 
 前章の議論を踏まえ、本研究では 4 つの仮説を設定し、検証を行う。仮説 1 は FSSB が WLB
に与える影響に関する仮説であり、仮説 2-1, 2-2, 2-3 は私生活情報の開示が WLB に与える影

響に関する仮説である。 
仮説 1: FSSB は部下の WLB を高める 
仮説 2-1: 上司に対する私生活情報の開示に抵抗があるほど部下の WLB は低くなる 
仮説 2-2: 同僚に対する私生活情報の開示に抵抗があるほど部下の WLB は低くなる 
仮説 2-3: 職場で私生活情報を開示しているほど部下の WLB は高まる 
 

４．分析方法 

４．１．調査方法とデータ  

 本研究では質問票調査によって得られたデータをもとに定量的分析を行う。質問表調査は

国内でスーパーマーケット事業およびディスカウント事業を展開する A 社を対象として実

施した。A 社は総従業員数が約 17000 名(内、正社員約 1700 名)の企業であり、中国・近畿・

四国地方を中心に複数の店舗を展開している。 
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質問表調査は A 社の店長対象のリーダーシップ研修後の状態を把握することを目的とし

て 2016 年 10 月にかけて A 社の人事部によって実施された。質問表調査は A 社の店舗に勤

務する従業員に対して行われ、店長を対象とした質問表(上司用質問表)と店長を除く店舗勤

務の正規従業員及び A 社の基幹化されたパートタイマーを対象とした質問表(部下用質問表)

の 2 種類を作成し、それぞれの対象者に質問表を配布した。本研究では部下用質問表から得

られたデータを用いる。 

 A 社に対して行った質問表の回収部数は 1292 部であり、データの欠損などの理由により

分析に用いる個票はそのうちの 924 部である。質問表は、年齢、性別などの人口統計学的な

ものを除き、自分自身のおかれている状況についてリッカートスケール 5 件法によって回答

を求めた(1．全く当てはまらない／2.当てはまらない／3．どちらともいえない／4．当てはま

る／5．大いに当てはまる)。 

 回答者の属性について記述する。質問表の回答者の性別は、女性が 358 名、男性が 576 名

である。平均年齢は 40.3 歳である。配偶者の有無は、有が 486 名、無が 448 名である。子ど

もの有無は、有が 463 名、無が 471 名である。月当たりの平均の残業時間は 21.1 時間であ

る。 

 

４．２．測定尺度 

 分析で用いる変数は従属変数である「WLB 実現度」、独立変数である「FSSB」「私生活情

報の開示」である。そして「WLB 実現度」と「FSSB」は因子分析(最尤法／プロマックス回

転)を行い、因子分析の結果をもとに単純加算平均により合成変数を作成した。 

 

（１）WLB 実現度 

 「WLB 実現度」は「仕事と私生活の時間配分のバランスをとることができている」、「仕事

と私生活のどちらにも意欲的に取り組むことができている」、「仕事と私生活での役割のどち

らもうまく果たすことができている」の 3 項目からなる。因子分析(最尤法／プロマックス回

転)の結果、これらの 3 項目から因子が 1 つ抽出された(α=.872)。 

 

表 1: WLB 実現度に関する因子分析 

 

 

 

項目内容 負荷量

仕事と私生活のどちらにも意欲的に取り組むこと
ができている.

.913

仕事と私生活での役割のどちらもうまく果たすこ
とができている．

.835

仕事と私生活の時間配分のバランスをとることが
できている .

.764

寄与率= 70.48
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（２）FSSB 

 「FSSB」は Hammer, Kossek, Yragui, Bodner & Hanson(2009)の家族支援的な上司をもとに尺

度を作成した。家族支援的な上司の尺度は感情的サポート、道具的サポート、クリエイティ

ブなワーク・ファミリー・マネジメント、ロールモデルの 4 つの下位次元により構成される。

感情的サポートは 4 項目で構成され、「店長は私の仕事と私生活の両立での問題に進んで耳

を傾けてくれる」「店長は私の個人的なニーズについて知ろうと時間を割いてくれる」「店長

に仕事と私生活の間の葛藤について話すことで気分が楽になる」「店長と仕事と私生活の問

題についての葛藤を解決するための効果的な話し合いをしている」である。道具的サポート

は 3 項目で構成され、「店長は仕事と私生活で葛藤が生じた時に勤務計画の変更など柔軟に

対応してくれる」「私生活において予期できない事態が起こった際には自分の職務上の責任

を店長に託すことができる」「私のお店の店長は従業員と効果的に働くことで仕事と私生活

の間の葛藤を創造的に解決する」である。クリエイティブなワーク・ファミリー・マネジメ

ントは 4 項目で構成され、「店長は店舗の仕事がどうすれば従業員と会社の双方の利益とな

るかを考えている」「店長は従業員が仕事と私生活を調和しやすくするための提案を募って

いる」「店長はお店全体がチームとしてより良く仕事ができるように創造的に仕事の割当を

見直している」「店長はお店全員のニーズに応じられるように店舗を一つのチームとしてマ

ネジメントしている」である。ロールモデルは 3 項目で構成され、「店長は仕事と私生活のバ

ランスをとるための良いお手本となっている」「店長は仕事と私生活の両立をどのようにう

まく調整すればいいかという具体的な行動を示してくれる」「店長は仕事のオンとオフの両

方をうまく切替えるにはどのようにすれば良いかを示してくれる」である。 

 

表 2: FSSB に関する因子分析 
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因子分析(最尤法／プロマックス回転)の結果、最終的に 2 つの因子が抽出された。第 1 因

子は道具的サポートとクリエイティブなワーク・ファミリー・マネジメントの質問項目によ

って構成され、第 2 因子は感情的サポートとロールモデルの質問項目がまとまって抽出され

た。因子を構成する質問項目から、第 1 因子を「仕事生活良化行動」(α=.948)、第 2 因子を

「WLB 促進行動」(α=.949)と名づけた。 

 

（３）私生活情報の開示 

 「私生活情報の開示」については「店長に私生活に立ち入った質問をされたくない」、「同僚

に私生活に立ち入った質問をされたくない」、「職場では自分からプライベートな話題をよく

する」の 3 項目に対する回答をそれぞれ用いた。「店長に私生活に立ち入った質問をされたく

ない」、「同僚に私生活に立ち入った質問をされたくない」については私生活情報の開示に対

する抵抗度合いを尋ねたものであり、「職場では自分からプライベートな話題をよくする」に

ついては私生活情報に関する自己開示を尋ねている。前者の項目からは私生活情報に対して

他者から提供を求められた場合の反応が、後者の項目からは私生活情報の自己発信の程度を

測定することができる。 

 

（４）統制変数 

 統制変数として「年齢」、「性別(性別ダミー)」、「配偶者の有無(配偶者ダミー)」、「子どもの

有無(子どもダミー)」、「月当たりの残業時間」を用いる。残業時間については多くの先行研究

において WLB を規定する要因の１つであるとされている(e.g. Milkie & Peltola, 1999)。本研究

では労働時間の長さではなく、その他に WLB に影響を与える変数を明らかにしていきたい

と考えているため、統制変数として残業時間を用いる。 

 

４．３．相関分析の結果 

 統制変数を含む各変数の記述統計量と相関係数は以下の通りである。 

 

表 3:全変数の平均・標準偏差、相関分析の結果 

 

平均 標準偏差 1. 2. 3. 4. 5. 6.
1. WLB実現度 2.97 0.85 1.000
2. 年齢 40.30 11.57 .093 ** 1.000
3. 性別(男性=0, 女性＝1) 0.38 0.49 -.083 ** .239 ** 1.000
4. 配偶者の有無 0.52 0.50 .099 ** .358 ** -.041 1.000
5. 子どもの有無 0.50 0.50 .111 ** .500 ** .170 ** .622 ** 1.000
6. 月当たりの残業時間 21.10 15.47 -.029 -.124 ** -.127 ** .024 -.045 † 1.000
7. 仕事生活良化行動 3.07 1.04 .281 ** -.081 ** -.196 ** .012 .000 .033
8. WLB促進行動 2.92 0.98 .278 ** -.131 ** -.216 ** -.012 -.076 .045 †

9. 私生活情報の開示(上司の質問への抵抗) 2.93 0.93 -.189 ** .134 ** .143 ** -.069 * -.066 * .004
10. 私生活情報の開示(同僚の質問への抵抗) 3.36 0.72 -.173 ** .171 ** .111 ** -.044 † -.054 * -.009
11. 私生活情報(自己開示) 2.97 0.82 .151 ** -.072 * -.035 .027 .060 * -.011

** p < .01, * p < .05, † p < .10
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５．分析結果と考察 

５．１．分析結果 

 まず、モデル 1 において統制変数を独立変数、WLB 実現度を従属変数とした重回帰分析を

行った。その結果、性別ダミーが正に有意となった。つまり、女性に比べて男性の方が WLB

が実現しているということである。年齢、配偶者の有無、子どもの有無、月当たりの残業時

間は統計的に有意ではなかった。 

 

表 4：WLB 実現度に関する分析(OLS 推定結果) 

 
 

 モデル 2 ではモデル 1 の統制変数に加えて独立変数に FSSB(「仕事生活良化行動」,「WLB

促進行動」)、「私生活の情報開示」(「上司の質問への抵抗」,「同僚の質問への抵抗」,「自己

開示」)を投入し、管理職の WLB との関係の検証を行った。分析の結果、上司の「仕事生活

良化行動」と「WLB 促進行動」が WLB 実現度に対して正に有意な影響を与えていた。また、

私生活情報の開示については、「同僚に私生活に立ち入った質問をされたくない」が WLB 実

7. 8. 9. 10. 11.
1. WLB実現度

2. 年齢

3. 性別(男性=0, 女性＝1)
4. 配偶者の有無

5. 子どもの有無

6. 月当たりの残業時間

7. 仕事生活良化行動 1.000
8. WLB促進行動 .762 ** 1.000
9. 私生活情報の開示(上司の質問への抵抗) -.446 ** -.433 ** 1.000

10. 私生活情報の開示(同僚の質問への抵抗) -.275 ** -.277 ** .824 ** 1.000
11. 私生活情報(自己開示) .140 ** .198 ** -.321 ** -.404 ** 1.000

** p < .01, * p < .05, † p < .10
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現度に対して負に有意な影響を与えており、「職場では自分からプライベートな話題をよく

する」は WLB 実現度に正に有意な影響を与えていた。「店長に私生活に立ち入った質問をさ

れたくない」については WLB 実現度に影響を与えていなかった。 

 以上の結果より、仮説 1、仮説 2-2、仮説 2-3 は支持されたが、仮説 2-1 は棄却された。 

 

５．２．考察 

 本研究の目的は、職場における私生活に関する情報の開示が WLB に与える影響について

検討することであった。主な発見事項は、以下の通りである。 

 まず、FSSB については先行研究でも示されている通り、部下が WLB を実現していく上で

非常に有効なものであることが明らかとなった。上司が仕事生活だけでなく私生活も考慮し

たマネジメントを行うことや、仕事と私生活の両立の仕方において自らロールモデルとなる

姿は部下が WLB を実現する上で大きな励みとなるのであろう。例えば、WLB 施策を利用し

ない理由として上司や同僚の理解が得られない、という理由が挙がることが多くあるが、

WLB に支援的な上司を持つ部下は、WLB 施策の利用において上司や同僚の理解が得られる

可能性が高くなり、WLB を実現しやすいのではないかと考えられる。しかし、職場における

上司の WLB 支援行動の重要性は徐々に認知され始めているが、日本企業において十分に浸

透しているとは言い難い。本研究においても「仕事生活良化行動」の平均値は 3.07、「WLB

促進行動」の平均値は 2.92 であり、基準点である 3 に近い。したがって、職場において上司

の WLB 支援行動が多く見られているとは言えない状況である。上司の WLB 支援行動が部下

の WLB の実現に有効であることからも、職場における WLB 支援を含んだマネジメントが広

く行われることが望まれる。 

 私生活情報の開示については、本研究では「店長に私生活に立ち入った質問をされたくな

い」、「同僚に私生活に立ち入った質問をされたくない」という私生活情報の開示に対する抵

抗度を尋ねた 2 項目と、私生活情報に関する自己開示の程度を尋ねた「職場では自分からプ

ライベートな話題をよくする」という 3 つの項目を用いて検証した。前者では私生活情報に

対して他者から提供を求められた場合の反応、後者では私生活情報の自己発信の程度が測定

される。私生活情報の開示に対する抵抗については、相手が上司の場合は WLB 実現度に影

響を与えていなかった。一方、同僚に対する私生活情報の開示については、開示に抵抗があ

るほど WLB 実現度が低くなることが明らかとなった。上司の質問への抵抗における平均値

は 2.93 であり、上司への私生活情報の開示に対する抵抗はあまりないことが窺える。他方、

同僚に私生活に立ち入った質問をされることへの抵抗については、平均値が 3.36 であり、上

司に比べると同僚に対して私生活情報を開示することへの抵抗がやや大きい。これらの結果

を包括すると、上司に比べて同僚に私生活情報を開示することへの抵抗の方が大きく、その

抵抗が大きくなるほど WLB 実現度が低くなるということである。逆に言えば、同僚への私

生活情報の開示を容認するほど WLB 実現度が高まるとも言える。職場においては同僚の方

が上司に比べて身近な存在であり、同じ境遇に置かれている場合が多いため悩みを分かちや
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すい。しかし、そのような存在である同僚に私生活情報を開示できないことは、仕事や私生

活における問題を自分の中で抱え込み、WLB を疎外することにつながるのだろう。本研究で

用いた抵抗度合いに関する項目については、想定する相手との関係性がどのようなものかは

特定していない。したがって、想定する相手との関係性によっては、「本当は私生活情報を開

示したいと考えているが、想定した相手に対して私生活情報を開示するには抵抗がある」、と

いう事態が起こっている可能性も考えられる。 

 一方、私生活情報に関する自己開示の程度については、職場で自分からプライベートな話

題をよくするほど WLB 実現度が高まることが明らかになった。私生活情報を自ら開示する

ことにより、職場で私生活への理解を得ることが容易となることや、私生活上の問題を共有

できることにより心理的な負担が和らぎ WLB の実現につながることが考えられる。また、

プライベートな話題を話せるということは、職場での成員間のコミュニケーションが活発で

あることが想定される。コミュニケーションの活発な職場では成員間の親密性も高く、そこ

から得られる心理的な充実感により WLB が高まっていることも考えられる。 

 本研究では WLB を実現するには、私生活情報を職場において開示することが求められる

ようになると推測されたことから、職場における私生活に関する情報開示が WLB に与える

影響を検証した。分析結果より、私生活情報の開示への抵抗や、私生活情報を自己開示する

ことが WLB の実現に関係することが明らかとなったが、私生活に関する情報はセンシティ

ブ情報も多く含まれるものである。WLB の実現にあたり、職場において私生活情報を開示す

る必要性が従来以上に出てくることは間違いないが、その情報の開示の有り様によってはハ

ラスメントの問題に発展しかねない可能性もある。私生活情報の開示のあり方はもちろん、

開示の受け手のあり方についても、今後大いに検討する余地があるだろう。 
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日本におけるイノベーションへの認識に関する考察 
A Study on concept of Innovation Research in Japan 

 
于 渓 

 

Summary 

Since innovation was presented, there has been much debate about the concept. In Japan, the concept of innovation 

was studied from the perspective of management in 1961. However, under the influence of the Economic White Paper 

and the White Paper on Science and Technology, we often translate innovation into "technology innovation" in many 

cases. So, there is a misunderstanding about the Japanese translation of "innovation". In recent years, the understanding 

of technological innovation has changed, while the awareness of innovation has deepened, it has become more common 

to use loanword "innovation" as it is. 

This paper aims to clarify the perception of innovation in Japan. And redefining innovation is the second objective. 

In this paper, the research of representative Japanese scholars in the field of innovation was discussed. No matter how 

interpret the definition of innovation, it is a concept that emphasizes (1) economic effect, (2) new value. So, author define 

innovation as a process to create new value with economic effect. 

 

 

１．はじめに 

ヨーゼフ・シュンペーターは、1883 年にオーストリアのモラービエに生まれた経済学者で

ある。1912 年の著書『経済発展の理論』の中で、シュンペーターは、イノベーションを「新

結合」と言い、経済学的アプローチでイノベーションを最初に定義した。その後、多くの経

済学者、経営学者は、改めてイノベーションを定義しようとしている。例えば、ドラッカー

（1985、p.49.）は、経営学のアプローチでさらなる研究を進め、イノベーションの本質の究

明を試み、『イノベーションと企業家精神－実践と原理－』において、イノベーションとは、

供給にかかわる概念としてよりも、むしろ需要にかかわるものとして理解すべきであり、消

費者が資源から得るところの価値や満足を変えるものと規定すべきであると主張している

（ドラッカー、1985、p.49.）。 

一方、日本ではイノベーションに関する研究のパイオニアが、1950 年代頃から、イノベー

ションのコンセプトに注目し、研究し始めた。しかし、イノベーションという用語を日本語

に翻訳する場合、多数の日本語訳が存在していることが一つの原因で、イノベーションのコ

ンセプトはテクノロッジーの発展、あるいは発明、創造などに等しいという大きな誤解が生

じた。 

本稿では、従来の研究を踏まえ、日本におけるイノベーションに関する研究を理解した上

で、イノベーションのコンセプトはどのように認識されているかを明らかにすることを目的

とする。この考察に基づき、イノベーションを改めて定義することが第二の目的である。 
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２．イノベーション論をめぐる論争 

シュンペーター（1977）は、『経済発展の理論』において、生産ということは、「結合する

ことである」と提示し、五つの場合を含んでいると述べている 1。すなわち、「新しい財貨」、

「新しい生産方法」、「新しい販路の開拓」、「原料あるいは半製品の新しい供給源の獲得」、「新

しい組織の実現」である。また、シュンペーターは、次の著書『経済循環論』において、「新

結合」を「イノベーション」と言い換え、現在、シュンペーターのイノベーション理論を理

解する際、「新結合」と「イノベーション」を区別せずにイノベーションという用語に統一さ

れている（山田幸三、2010、p.48.等） 

従来、イノベーションをめぐって、多くの論争がなされている。シュンペーターはイノベ

ーションの概念を理論化した第一人者であり、その初期の位置づけを確立したが、彼の論点

に対し、違う観点を持っている学者もいる。たとえば、シュンペーター（1977）は、イノベ

ーションこそ経済発展に重要な役割を果たしていると指摘したが、チャンドラー（1993）

は、投資のほうが革新自体より重要であると主張している。 

もちろんシュンペーターの理論は、明らかに限界があるが、チャンドラーの主張は投資の

重要性を過大評価しているのではないかと筆者は考える。また、Chris Freeman（2007）は、

シュンペーターが起業者個人の役割を過大に強調しているが、組織に関する考察がなかった

点を批判している。 

一方、日本人学者の中でも、シュンペーターの論点に対して違う観点を持っている学者が

いる。例えば、丹羽清（2010）は、シュンペーターの考え方には、２つの盲点があると指摘

している。 

① シュンペーターが新しい要素を開発する可能性もあることを見過ごしていると主張して

いる。その理由について、丹羽清（2010）は、システム論の観点から、物事（や知識）の

創造は、既存要素の新しい結合と、新しい要素の開発の両方の場合があるにもかかわら

ず、シュンペーターは新結合のみ着目したと挙げている。 

② シュンペーターは５つの新結合を指摘しているが、「５つの場合とは企業の役割分割され

た諸活動であるので、それらを統合したシステムレベル（たとえば、企業の CEO レベル）

の活動に対するイノベーション」が言及されていない（丹羽、2006、pp.150-153）。 

筆者は、丹羽清（2010）が指摘した、シュンペーターの第１の盲点について、異なる見解

を持っている。確かに、物事（や知識）の創造は二つのルートがあるが、創造とイノベーシ

ョンは、異なる概念であり、入れ替えられないものであると考える。創造は、従来なかった

「新しい要素を開発する」場合があるが、イノベーションは、ゼロから創り出すのではな

く、本来にあったもの、制度、組織、思想、方法などを新しくすることを示している。もち

ろん、馬車から車への進化のように、イノベーションによって、画期的変化をもたらすこと

がある。しかし、車は蒸気機関の発明によって生まれたものであり、使われた技術要素は、

新しいものばかりではなかった。６節で具体的に比較しながら説明するが、要するに、創造

とイノベーションは混同されやすい言葉であり、区別する必要があると考える。 
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また、土井教之、宮田由紀夫（2015、p.6.）によれば、「経済学者が画期的なイノベーショ

ンばかりに注目し、改良、漸進型イノベーションを軽視する要因となった」と論じている。

なお、イノベーションのタイプに対して、由井常彦・橋本寿朗（1995）は、「製品革新＝根本

的革新、製法革新＝漸進的革新」であると認識している（次節で詳しく説明していくが、こ

こで言う「革新」は日本語訳の innovation（イノベーション）である）。その理由は、製品革

新は新製品の開発であり、付随的に製法革新をともなう。一方、製法革新は「その製造方法

の革新であり、製品革新に対して漸進的であるとの印象があるからである 2。しかし、由井常

彦・橋本寿朗（1995）は基本的に製品を中心に論じており、ビジネスモデルやサービスのイ

ノベーションなどは見落とされたと筆者は考える。 

 

３．技術革新と新機軸について 

技術史家の星野芳郎（1958）によれば、シュンペーターのいうイノベーションは、『経済白

書』の中で「技術革新」の日本語訳以前、多くは「革新」や「新機軸」などのように訳され

ていた。1949 年、「外資導入と経済復興－受入態勢に新機軸」と「米国鉄鋼業の新機軸」が出

版されたので、シュンペーターの理論が注目され始めたと考えられる 3。翌年、伊達邦春（1950）

は『早稻田政治經濟學會政治経済学雑誌』に「景気循環の一構想としての新機軸理論につい

て－衝撃現象の一つの型として Innovatiors」を発表して、単なる発明は新機軸ではなく、そ

れに、新機軸は様々な発明と新しい結合を含めて、狭義の技術革新ではないと指摘している

4。1950 年代から、新機軸に関する研究が行われたが、図１で示しているように、新機軸とい

う言葉を使っている文献の中で、ピークの 2011～2015 年でも 5 年間でわずか 335 件しかな

かった。言い換えれば、「新機軸」という言葉自体が広がっていない。 

 

図１ 新機軸に関する研究の推移 

 

出所：国会図書館のデータにより筆者が作成 
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一方、「技術革新」について、星野芳郎（1958、p.vi.）は、著書『技術革新』の中で、「『技

術革新』とはみょうな言葉である。技術革命とか、技術の変革とかいう言葉は、私たち技術

史家もしばしばつかうが、『技術革新』という用語はつかったことはない」と述べている。ま

た、「技術革新」は、1956 年の『経済白書』に登場した後、速く広がり、ジャーナリズムもち

ょっとした技術革新ブームになった（星野芳郎、1958、p.1.）5とも述べている。筆者自身、

国会図書館で調べたところ、1956 年まで、「教育の革新」、「輸送革新」、「農政革新」などの言

葉が確認できた。 

一方で、「技術革新」という言葉は見当たらなかった。『昭和 31 年度 経済白書～日本経済

の成長と近代化』の中で、初めて「技術革新」はイノベーションの日本語表記として使わ

れ、次のように載せてある。 

「（中略）このような投資活動の原動力となる技術進歩とは原子力の平和利用とオートメ

イションによって代表される技術革新（イノベーション）である」という具合である。文脈

から見れば、同白書は、原子力とオートメーションによって代表される技術革新の必要性を

論じ、イノベーションについて、狭義的技術の革新として捉えていた 6。この中では、「技

術の進歩」と「新しい技術の発明」が強調されているが、技術面以外は言及されていなかっ

た。 

また、図１は、有賀暢迪・亀井修（2014）の作成による、昭和 30 年代から科学技術白書に

使われていた「技術革新」の意味の変遷である。この図でわかるように、技術革新＝テクノ

ロジーの発展というような理解は、昭和 50 年代まで継続していた。それに、イノベーション

という用語に対する一般理解は、同白書の影響も受け、よく技術の革新であると誤解され、

狭義的意味で捉えられている。広辞苑（新村出編集、2008、第六版）においても「日本では

技術革新という狭い意味に用いることが多い」と記している 7。 

1976 年版の『科学技術白書』では、技術革新の定義が初めて書かれた。同白書によれば、

「ここで言う技術革新とは、科学的・技術的知識が、新製品や新製法あるいは改良された製

品や製法として具現化され、これが人間生活に有用であって、しかも経済性をもって普及し

てゆく過程である」と定義している。有賀暢迪・亀井修（2014）によれば、同白書によって

定義された「技術革新」は、「イノベーションという術語の原義に近い内容を指して用いられ

ていることになる」と指摘している。 

現在、イノベーションは単に狭義的技術革新ではないと認識されている。たとえば、池田

信夫（2011、p.34.）は、「技術革新はイノベーションの必要条件ではないが、その大きな要因

である」としている。伊丹敬之（2009、p.2.）によれば、イノベーションとは、「技術革新の

結果として新しい製品やサービスを作り出すことによって人間の社会生活を大きく改変する

こと」である。野中郁次郎（2012、p.239.）は「イノベーションとは技術革新ではない」とは

っきり指摘している。日本にイノベーションが起きにくくなっている１つの要因は、よくい

われるように、日本企業のいうイノベーションとは「技術革新」、つまり「モノづくり」を離

れられないということである。 
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表１ 科学技術白書に使われた「技術革新」の意味合い 

 

出所：有賀暢迪・亀井修（2014）による作成 

 

なお、野中郁次郎（2006、p.1.）は、イノベーションという言葉を「イノベーションの動態

理論に向かって」において、「技術革新」と定義しているが、「われわれは『技術』という言

葉を広い意味で使っていて、研究開発活動から生まれる技術だけに限定しているのではない

ことに注意されたい」と補足している。確かに、新しい技術を生み出すことによって企業の

競争力の向上につながることが期待できる。また、野城智成（2016、p.vii.）によれば、「Schmpeter

の概念に立ち返って理解すれば、問われるべきは、シーズ（技術など）の新規性ではなく、

その結果（変化）の新規性である」とも述べている。 

一方、「技術革新」と「イノベーション」に対する理解が深まると同時に、「イノベーショ

ン」を外来語のまま使う文献が増えてきた。図２で示しているように、技術革新に関する文

献の件数はほぼ横ばいで推移している。それに対して、2000 年までにイノベーションに関す

る文献はまだ少なかったが、2000 年に初めて技術革新に関する文献の数を超えた（図２）。

さらに、2016 年のデータから見れば、イノベーションに関する文献は 1909 件あり、技術革

新に関する文献は 232 件の 8 倍以上になっている。 

なお、1997 年 4 月に、日本で最初にイノベーションを社会科学の視点から研究する組織

として、一橋大学イノベーション研究センターが創立された。8。1953 年からは、世の中に

先駆けてケーススタディに注目し、「ビジネスレビュー」誌を発刊している。現在、同研究

センターは、「イノベーションの社会的プロセスの研究拠点」になり、イノベーションの研
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究分野における権威性のある組織となっている。その研究領域は、知識経営研究、技術革新

研究、経営革新研究、革新者研究、経営史研究、技術史研究、ネットワーク（企業間、企業

と大学などの）研究、イノベーション制度研究、国際比較研究など、幅広いテーマが扱われ

ている。同センターの設立から見れば、1990 年代後半から、イノベーションに対する研究

が重視されてきたと言える。 

 

図２ イノベーションと技術革新に関する文献の推移 

 

出所：国会図書館のデータにより筆者が作成 

 

このように「イノベーション」が使われる頻度が高くなってきたものの、国立国語研究所

「外来語」委員会は、2003 年に『第２回「外来語」言い換え提案』を公表し、イノベーショ

ンのコンセプトに対する国民の理解度が低いという理由で、「技術革新」で言い換えると提案

した。この提案について、徐方啓（2012）は、「逆戻りの感じがする」という見解を述べてい

る。分野を越えて、「イノベーション」と「技術改革」をめぐる論争はまだ続いているのでは

ないかと、筆者は考える。 

イノベーションという用語は 2000 年頃盛んに使われてきたが、国会図書館のデータベー

スから検索できる一番古いイノベーション研究は、飯野春樹（1960）の「アメリカ産業にお

けるイノベーションと人的資源」であった。その後、占部都美は、シュンペーターのイノベ

ーション論を理解するとき、ドラッカーの観点を受け入れ、イノベーションは技術革新では

なく、経営革新なのであり、あらゆる経営活動に存在すると認めている。 

こうして、占部都美（1961）は、本格的に経営学のアプローチでイノベーション概念を研

究し始め、イノベーションとは、本来、経済的な概念であると肯定しており、企業が収益性

を確保するために、革新（Innovation）を行わなければならないと主張している。まだイノベ

ーション＝狭義的技術革新と主張されていた時代において、イノベーションの定義について、

0

500

1000

1500

2000

2500

～
19
56

19
59

19
62

19
65

19
68

19
71

19
74

19
77

19
80

19
83

19
86

19
89

19
92

19
95

19
98

20
01

20
04

20
07

20
10

20
13

20
16

イノベーション 技術革新

2000年
イノベーション 372件
技術革新 232件

2016年
イノベーション 1909件
技術革新 206件

日本におけるイノベーションへの認識に関する考察

9090



占部都美は非常に価値がある見解を示していると、筆者は考える。 

要するに、時代とともに、技術革新という言葉自体の意味合いが変遷していき、技術革新

がイノベーションの日本語訳として使われる場合、単に狭義的技術とテクノロジーの革新で

はないと認識されてきた。 

 

４．カイゼンとイノベーション 

そもそもイノベーションという概念は欧米から伝わったものである。それに対して、カイ

ゼンは日本経営の特徴であり、強みである。このようなイノベーションは、一般的な研究開

発型のイノベーションとは異なる。鷲田祐一（2015）によって、カイゼンでは、特定の誰か

が生み出したという形ではなく、生産の現場に携わる一般の労働者やエンジニアが日常的な

生産活動を続けてゆくなかで、明示化されない形で少しずつ無駄を省いたり、より良い方法

に切り替えたりする活動を積み重ね、いつの間にか商品やサービス自体が以前よりも大幅に

優れたものに変貌してゆくという段取りを踏む。この場合、それを実施している労働者やエ

ンジニアには、イノベーションを生み出そうという明確な意図はほとんどないにもかかわら

ず、全員の少しずつの自発的な試みが積み重なって発生するという特徴がある。 

今井賢一（1986、p.329.）によれば、日本のイノベーションは「典型的インクリメンタル・

イノベーションと呼ばれるものである」と述べられている。このようなジャパニーズ・パラ

ダイムは、非連続的なブレイクスルーを生み出す個人についてのシュンペーター・モデルと

は対応しないと指摘している。シュンペーターのイノベーション概念は均衡を破壊し、「慣行

の軌道」から脱皮していく大胆な企業家活動（entrepreneurship）を中心にすえており、漸進的

革新を軽視する傾向がある（由井常彦・橋本寿朗、1995）。 

国会図書館のデータを見る限り、日本では最初に経営管理の改善に注目したのは、「機械産

業等の経営管理の改善に関する調査研究報告書」である（機械振興協会・経済研究所、1889）。

また、1900 年から「農業構造改善基礎調査報告書」が発行され、農山漁村文化協会によって

出版された「農家経営改善シリーズ」という映像資料も確認できた 9。さらに、1935 年に、

「工場経営管理改善」、「商店経営改善」、「漁業經營の改善」、「経営改善のすすめ方」などの

テーマが次々と発表された。図３が表すように、日本では、経営改善に関する文献の件数は

1950 年代から徐々に増えていき、1980 年代後半から急激に増えて、海外でも注目されてき

た。 

現在、カイゼンはイノベーションの一種類であると認識されているが、従来、イノベーシ

ョンに対する誤解があることが原因の一つで、カイゼンをイノベーションとして認められな

いことが多かった。例えば、今井正明（1988、p.82.）によれば、「普通、日本企業は漸進的ア

プローチを好み、欧米企業は跳躍的アプローチを好むが前者はカイゼン、後者はイノベーシ

ョンという言葉に集約される」と述べている。今井正明（1988）は、ここで言うイノベーシ

ョンとは、ハイテクノロジーの開発、最新のマネジメント思想ないしは最新の生産技術の導

入の結果として起こる画期的な変化であると捉えている。しかし、上述したように、画期的
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な変化をもたらす場合もあるが、継続的に推進しているイノベーションもある。イノベーシ

ョンは必ずしもこのような劇的な変化に限らない。ハイテク産業では、画期的なイノベーシ

ョンが起こる頻度が高いのに対して、製造業では、持続的イノベーションのほうが顕著であ

る。だからこそ、改善は、日本の「ものづくり」の強みになる。現在でも、日本の製造業に

おける改善活動が積極的に推進されている。 

 

図３ カイゼンに関する文献 

  
出所：国会図書館のデータにより筆者が作成 

 

また、今井正明（1988）は、表２のようにカイゼンとイノベーションの比較を提示してい

るが、イノベーションについて、「一部のエリートしか参加しない」と「徹底した個人主義、

個人的アイディアと努力」を強調している論点には限界がある。それは、当時、ユーザー・

イノベーションやオープン・イノベーションなどの概念がまだ認識されていないということ

に関係があると、筆者は考える。さらに、イノベーションの原動力は「技術的飛躍、新発明、

新理論」と、今井正明（1988、p.84.）は主張しているが、企業経営の視点で考えてみれば、

その原動力は新しい価値の創出や、新しい需要を満たすことにあると、筆者は考える。 

 

表２ カイゼンとイノベーションの対比 

   カイゼン イノベーション 

効果  長期的かつ継続的だが、劇的でない 短期的だが、劇的である 

ベース 小はば 大はば 

時間枠 継続的かつ漸進的 断続的だが、漸進的でない 

変化 ゆるやかで一定 急激で爆発的 

参加 全員 一部のエリートしか参加しない 
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アプローチ 集団主義、集団努力およびシステム

ズ・アプローチ 

徹底した個人主義、個人的なア

イディアと努力 

方式 維持および改善 スクラブ・アンド・ビルド 

原動力 在来のノウハウと既存の技術水準 技術的飛躍、新発明、新理論 

実際の必要

性 

投資はほとんど不要だが、それを維持

する大いなる努力が必要 

大きな投資が必要だが、それを

維持する努力は少なくてよい 

努力方向 人間 テクノロジー 

評価基準 より良い結果のためにプロセスと努力 利益面の結果 

利点 低成長経済においてよく機能する 高度成長経済により適合する 
出所：今井正明（1988）『カイゼン―日本企業が国際競争で成功した経営ノウハウ』講談社 p.84.よ
り筆者が作成 
 

表３ イノベーションとカイゼンのもう一つの比較 

イノベーション カイゼン 

創造性 順応性 

個人主義 協同作業（システムズ・アプローチ） 

スペシャリスト指向 ゼネラリスト指向 

大飛躍への関心 細事への関心 

テクノロジー指向 人間指向 

情報：閉鎖的・独占的 情報：開放的・共有的 

部門別（スペシャリスト）指向 機能別（クロズ・ファンクショナル）指向 

新テクノロジーを追求 既存の技術を積み重ねる 

ラインとスタッフ 機能別（クロズ・ファンクショナル）組織  

限定的なフィードバック 広範なフィードバック 

出典：今井正明（1988）『カイゼン―日本企業が国際競争で成功した経営ノウハウ』講談社 p.96.
により筆者が作成 
 

さらに、３節で述べたように、経済白書や科学技術白書の影響が理由の一つで、当時、イ

ノベーションのコンセプトに対する理解には誤解があり、今井正明は（1988）、カイゼンがイ

ノベーションの一種であるという事実は、まだ認識していなかった。「現状打破」をもってカ

イゼンとイノベーションを区別する、イノベーションを「大規模投資により、新技術もしく

は新設備を導入した結果」とするようなイノベーションに対する理解は、実はイノベーショ

ンの定義に対する誤解があるからである。 

クリステンセン（1997）は『イノベーションのジレンマ』において、企業が主流市場でリ

ーダーになるための経営慣行そのものが、破壊的技術によってもたらされる機会を失う原因

になるという問題提起をした。この中では、破壊的イノベーションという概念の確立ととも

に、持続的イノベーションというコンセプトも提示され、カイゼンはイノベーションの一種
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類であるという認識が定着してきた。 

５．知識創造企業 

ドラッカーは、イノベーションに関する研究を行った時、すでに知識の重要性を意識して

いる。例えば、ドラッカー（1985）は、イノベーションと企業家精神が、誰でも学び実行す

ることができるものであることを明らかにし、イノベーションの方法を示し、イノベーショ

ンの機会となるものを 7 つにまとめた。「予期せぬもの」、「調和せざるもの」、「プロセス・ニ

ーズ」、「産業や市場の構造変化」、「人口構成の変化」、「認識の変化」、「新しい知識の獲得」

である 10。また、ドラッカーは『ポスト資本主義社会』において、「知識は企業の最も大事な

生産資源であり、知識労働の生産性が重要」とした。そのため、ドラッカーはイノベーショ

ンの機会は産業や市場の内部だけではなく、外部にも存在していると結論づけ、知識の重要

性を強調している。しかし、ドラッカーは、知識の重要性にとどまり、知識の創造などにつ

いて深く論じていなかった。 

野中郁次郎は、ドラッカーが言う知識の重要性を受け入れ、イノベーションを一人の起業

家精神に由来するものとしておらず、組織やネットワークなど、あらゆるレベルで自発的な

知識創造が生まれるものと主張している。伝統的な経営学で管理の対象であったのは、カネ、

人の働き方、生産や在庫などであり、知識をマネジメントの対象として捉えていなかった。

その中で、野中郁次郎は、知識創造を理論化し、知識創造の視点から、日本企業のイノベー

ションを明らかにした。米倉誠一郎・清水洋（2015、p.112.）は、この知識創造理論の価値に

ついて、「1995 年に The Knowledge Creating（日本語では『知識創造企業』）が、知識もマネジ

メントの対象になるということを示して以来、経営学でもその重要性が注目されるようにな

った」と評価している。 

そもそも、最初に「知識創造」という概念と理論を打ち立て、体系的に示したのは、1986

年 5 月に出版された『企業の自己革新―カオスと創造のマネジメント』（竹内弘高・加護野忠

男・野中郁次郎・榊原清則・奥村昭博）である（徐方啓、2012）。また、野中理論の形成は、

情報処理→情報創造→知識創造→組織的知識創造のプロセスから生まれたと論じられてい

る（徐方啓、2012）。野中は、代表的な日本企業を多数調査し、暗黙知と形式知のダイナミッ

クな相互作用が知識創造の基本であるという仮説を打ち出した。そもそも、暗黙知という言

葉は、ハンガリー生まれの哲学者であるマイケル・ポラニーの著書『THE TACIT DIMENSION』

で提唱されたものである 11。ポラニーは、暗黙知を「われわれは語ることができるより多く

のことを知ることができる」と主張している 12。そして、経験から理論が帰納できない潜在

的な知識を暗黙知と呼んで、認識論の中心概念とした。また、野中は、ポランニーの暗黙知

というコンセプトを使い、知識創造を組織的に実現していくためのプロセスを「SECI モデル」

として体系化した。 

SECI モデルとは、暗黙知から暗黙知－共同化（Socialization）、暗黙知から形式知－表出化

（Externalization）、形式知から形式知－連結化（Combination）、および形式知から暗黙知－内

面化（Internalization）の頭文字に由来する。イノベーションは組織に分散、集合化される必
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要があるので、知識創造の理論化によって、効果的な知識の活用が可能となり、より良いイ

ノベーションを創出することが期待できる。また、日本企業は、欧米企業が得意とする知識

の明示化が不得意であったが、野中の研究では、日本企業に形式知の意識的な活用が、海外

企業には暗黙知の意識的な活用が示唆されている。 

 

６．イノベーションを再定義 

シュンペーターはイノベーションの発見者であることは確かだが、イノベーションに対す

る定義、および理解には限界がある。実際に、イノベーションが提唱されて以来、多くの学

者の間で、シュンペーターが提唱した定義について議論されている。このような状況で、ド

ラッカーは、経営学の視点でイノベーションを再認識し、イノベーションとは「科学や技術

そのものではなく価値である」と主張し、それを「組織の外にもたらす変化」と位置づけた

のである 13。また、ドラッカーに（2001、p.266.）よれば、「イノベーションをイノベーショ

ンたらしめるものは、科学や技術そのものではない。経済や社会にもたらす変化である。イ

ノベーションが生み出すものは、単なる知識ではなく、新たな価値、富、行動」と主張され

ている。 

野中は、ドラッカーと同様、「価値」の重要性を認識している。そして、イノベーションと

は「これまでになかった関係性によって知識資産を生み出し、組み合わせ、事業価値に変換

すること」であると指摘している（野中郁次郎、2012、p.66.）。また、第３期科学技術基本計

画（2006 年、p.4.）では、イノベーションに含まれている価値の重要性が見られ、「科学的発

見や技術的発明を洞察力と融合し発展させ、新たな社会的価値や経済的価値を生み出す革新」

とイノベーションを定義付けている 14。 

後藤晃（2000）の定義によれば、イノベーションとは、「新しい製品や生産の方法を成功裏

に導入すること」である。また、イノベーションの背後には基本的に知識の創出と蓄積があ

り、その新たな知識を使って新製品・新サービス・新事業・新産業を生み出す営みがイノベ

ーションである（後藤晃、2000）。しかし、単にイノベーションの「新しさ」を強調し、シュ

ンペーターが提唱した「結合」の合理性を見落としてはいけないと、筆者は考える。 

また、野中は、知識創造の視点でイノベーションにおける結合の重要性を述べている。野

中郁次郎（2012、p.239.）で、「技術だけではなく、科学的技術知に市場・顧客の知、組織の

知を組み合わせなければイノベーションにはならない」と指摘し、知識の組み合わせも重要

であると強調している。なお、一橋大学イノベーションセンターによる定義は、非常に簡潔

で分かりやすいものである。イノベーションとは、「経済効果をもたらす革新」を指す（青島

矢一、楠木建、2010）としている。 

これまでの定義から見れば、現在、日本において、イノベーションのコンセプトに関する

表現はそれぞれ異なるが、「新しい価値を生み出す」と「経済的効果」が不可欠という認識で、

ほぼ共通している。筆者は、イノベーションが示していることを明らかにするために、上述

したイノベーションへの日本人学者の認識を基に、イノベーションと混同されやすいコンセ
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プトを整理した（表４）。選定されたコンセプトは、「改善」、「改良」、「改革」、「革新」、「発

明」、「創造」、「創造性」と「イノベーション」がある。これらのコンセプトの共通点は、新

しいモノをもたらしたイメージがあるので、よく混同されやすいことである。なお、表４に

提示している項目の全ては個人の行動ではなく、企業経営の視点で論じている。項目は用語

のコンセプトに該当する場合は○、該当しない場合は×、どちらでもある場合は△を付けた。 

 

表４ イノベーションと混同されやすい言葉との比較 

  

改

 

善

 

改

 

良

 

改

 

革

 

革

 

新

 

発

 

明

 

創

 

造

 

創

造

性 

イ
ノ
ベ
ー
シ
ョ
ン 

よくないところをよくする ○ ○ ○ ○ × × × △ 

古いところを新しくする ○ △ ○ ○ × × × △ 

現状否定 × × ○ ○ × × × △ 

かつてないモノを作り出す × × × × ○ △ × △ 

画期的変化 × × ○ ○ ○ △ △ △ 

消費者が参加 × × × × × × × ○ 

経済的効果 △ △ △ △ △ △ △ ○ 

出所：筆者による作成 

 

「悪いところを良くする」 

「改良」、「改善」、「改革」、「革新」は、悪いところを良くすることを目的として行ってい

るのに対して、「発明」、「創造」、「創造性」は、この項目と関連していない。また、製品の性

能を高めることを目的とする「（日本経営のカイゼンを含め）持続的技術」が存在しているが、

破壊的イノベーションは、主流市場で既存製品の性能を下回るものである（クリステンセン、

2001）。そのため、イノベーションを論じる際、持続的イノベーションと、破壊的イノベーシ

ョンを分けて考えるべきである。 

 

「古いところを新しくする」 

制度、組織、方法、思想などの古いところを新しくする考え方は、「改善」、「改革」、「革新」

に当てはまる。それに対して「発明」、「創造」、「創造性」は、この項目に該当しない。一方、

「改良」は、不十分なところをよくすることを強調しているが、むしろ従来のモノを維持す

るために行う活動である。例えば、栽培植物の品種改良で言えば、決して従来の品種を廃棄

するのではなく、それに基づき、より良い農作物を作り出すために行う改良活動である。イ

ノベーションについて、同様に持続的イノベーションと、破壊的イノベーションを分けて分

定義 

項目 
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析しなければならない。持続的イノベーションは、既存技術の延長にあるものを求めている

ので、古いところを徐々に取り除いていく。破壊的イノベーションは、従来の技術の性能を

下回ることが多いので、必ずしも古いところを新しくすることではない。当然、破壊的イノ

ベーションを通して、斬新なモノを得ることもできるが、それも古いものを良くするという

開発視点で作られるのではない。 

 

「現状否定」 

「改革」、「革新」は現状否定の傾向があるが、「改善」、「改良」は、より良く現状を維持

することを基づいた行動であると考える。また、「発明」、「創造」、「創造性」、「イノベーシ

ョン」によって、現状を否定する場合があるが、現状を維持する場合もあるので、その動機

は現状否定と、直接的な関係ではない。 

 

「かつてないモノを創り出す・画期的変化」 

「発明」は、かつてないものを初めて創り出すことを強調しており、画期的変化にもつな

がる。「創造」は、第２節で丹羽清（2010）が述べているように、既存要素の新しい結合と、

新しい要素の開発の両方の場合があるので、△を付けた。だから、画期的変化をもたらす場

合と画期的変化ではない場合の両方がある。そして、「創造性」は、よく「かつてないモノ」

をもたらすが、この言葉自体は、能力のことを示しているので、「かつてないモノを創り出す」

と「画期的変化」とは関連していない。 

「改善」、「改良」は少しずつ積み重ねていくことが最大の特徴であり、かつてないモノと

画期的変化ではない。「改革」、「革新」の結果は、常に大きな変化をもたらすわけではないが、

画期的変化を狙って行う行動であるので、「画期的変化」に適応できると、筆者は考える。ま

た、前述したように、従来、画期的な変化はイノベーションであるとよく誤解されたので、

カイゼンが持続的イノベーションの一種であることが見落とされてきた。そのため、実際の

イノベーションのタイプを考えて、「かつてないモノを作り出す」と「画期的変化」に、当て

はまるかどうかを判断するしかないので、△を付けた。 

 

「消費者が参加」 

企業側が推進する「改善」、「改良」、「改革」、「革新」、「発明」、「創造」および「創造性」

について、消費者は参入できないことは当然だが、「イノベーション」のタイプによって消費

者が参加可能な場合が多い。例えば、マサチューセッツ工科大学（MIT）の Hippel が，製品

イノベーションは、メーカーだけでなくユーザーも行う場合があることを明らかにした

（Hippel, E. V [1976]）。また、于渓（2017）は、中国企業のハイアールとシャオミのケースス

タディを通して、現在の中国市場では、企業がイノベーションにおける消費者の役割を掘り

起す傾向について分析した。 
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「経済的効果」 

「イノベーション」を除き、他のコンセプトは、利益に関連しているとは限らない。「イノ

ベーション」だけが経済面の効果を生み出すと言える。例えば、イノベーションは、多くの

場面で発明と混同されているが、経済的効果という特徴をもって区別することができる。 

当然、表４で挙げた項目以外にも、イノベーションとの区別について、多数の項目があり、

イノベーションと混同されやすい言葉は、他にも存在している。筆者は、この比較表を通し

て、これらのコンセプトとイノベーションの区別をすべて羅列することを狙っているのでは

なく、最も混同されやすい内容を挙げながら、イノベーションのコンセプトをより明確する

ことを目的としている。こうした考察の結果を通し、イノベーションとは、経済的効果をも

たらす新価値を創造するプロセスであると、筆者は考える。 

 

７．おわりに 

本稿において、代表的な学者の研究から、日本におけるイノベーションに対する認識をみ

てきた。また、筆者は、多数の日本人学者の研究を考察した上で、イノベーションのコンセ

プトと近い用語をまとめ、イノベーションとの区別、および関連性を明らかにした。 

そもそも、イノベーションの日本語訳は、「技術革新」、「革新」、「新機軸」があり、従来、

最も使われているのは「技術革新」であった。占部都美は、1961 年からイノベーションとい

う用語を使い、本格的に経営学のアプローチでイノベーションのコンセプトを研究し始めた。

しかし、その時は、十分に重視されておらず、技術革新という訳語のほうがよく使われてい

た。イノベーションの訳語としての技術革新は、狭義の技術分野のイノベーションに限らな

いが、誤用されることが多かった。これまで、『経済白書』や『科学技術白書』の影響を受け、

技術革新に対する認識は「技術の進歩」と「新しい技術の発明」に留まり、経営学で言うイ

ノベーションのコンセプトを正しく理解されないことが多かった。近年、技術革新への理解

が進み、イノベーションに対する認識が深まるとともに、外来語のまま使うことが多くなっ

てきた。 

一方、多くの学者は、イノベーションの再定義を試みているが、いかにイノベーションの

定義を解釈しても、この用語は、①「経済的意味を包括する」、②「新しい価値を強調してい

る」という概念を含むことに変わりはない。この重要な２点は、他の日本語訳には表現でき

ないところがあり、限界があるので、イノベーションをカタカナのままで使うべきであると、

筆者は考える。 

最後に、本稿の考察を通し、筆者は、イノベーションとは、「経済的効果がある新しい価値

を創造するプロセス」であると定義したい。 
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注 

 

１．シュンペーター著、塩野谷祐一・中山一郎・東畑精一訳（1977）『経済発展の理論

（上）』岩波書店 pp.182-183. 

２．由井常彦・橋本寿朗（1995）『革新の経営史』株式会社有斐閣 pp.221－222 参照 

３．国会図書館に収録された「新機軸」に関連するデータ（2017 年 12 月）の中で、最も古 

いのは 1898 年で小説家である後藤宙外の『新機軸』（春陽堂出版）だが、シュンペーター 

の理論とまったく関係がなかった。また、秋田魁新報は 1915 年～1951 年の 37 年間、「新 

機軸」をタイトルに 7 回使っていたが、同様に経済用語として認識されていなかった。 

４．伊達邦春（1950）「景気循環の一構想としての新機軸理論について－衝撃現象の一つ 

の型として Innovatiors」政治経済学雑誌、鹽澤博士古稀記念論集 Vol69、VolNo.70 合併、 

pp.85-108. 

５．実は、1956 年同年、通商産業省の『通商産業研究』に「特集・技術革新の意味するも 

の」というテーマが掲載された。しかし、技術革新の定義は、同ジャーナルにも統一されて 

いなかった。 

６．経済企画庁編（1956）『昭和 31 年度 経済白書～日本経済の成長と近代化』東京至誠 

堂、p.34.の第３章より 

７．新村出編集（2008）『広辞苑第六版』岩波書店 p.193. 

８．一橋大学イノベーション研究センターのホームページを参照 

（http://www.iir.hit-u.ac.jp/pages/about/index） 

９．国会図書館ホームページを参考 

（http://iss.ndl.go.jp/books?filters[]=4_1900&display=&rft.title=%E7%B5%8C%E5%96%B6%E6%

94%B9%E5%96%84&search_mode=advanced） 

１０．P. F. ドラッカー著、小林宏治監訳（1985）『イノベーションと企業家精神―実践と原 

理―』ダイヤモンド社、pp.55-56 を参照 

１１．マイケル・ポラニー著、佐藤敬三訳（1980）『暗黙知の次元』紀伊国屋書店 

１２．同上書 p.15. 

１３．P. F. ドラッカー著、小林宏治監訳（1985）『イノベーションと企業家精神―実践と原 

理―』ダイヤモンド社、pp.18-19. p.266. pp.266-267 を参照 

１４．科学技術基本計画（http://www8.cao.go.jp/cstp/kihonkeikaku/honbun.pdf） 
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