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『国際⾔語⽂化学会 ⽇本学研究』第５号 頭⾔  
 

おかげさまで、本研究会誌も５号⽬を迎えました。また、それと同時に、研究会も重ねて
まいりました。この五年の間、⽇本語・⽇本語教育研究会で 21 回、カルチュラル・スタデ
ィーズ研究会で 10 回、合同で 4 回と、積極的に研究活動に取り組んできたと⾔えます。ま
た、我々の研究活動には、⼤学の教育者や研究者、⼤学院⽣、⽇本語学校の先⽣、ビジネス
マンなど、幅広い⼈材に参加していただきました。その国籍をみても、中国、韓国、ベトナ
ム、アルゼンチンなど、さまざまな国の⽅々がおります。京都外国語⼤学の OB や関係者で
⽴ち上げた研究会ですが、内部や外部にかかわらず、こうした多様な⼈材が集まったことは、
⼀つの成果であり、財産であるとも⾔えます。 

今回の発刊にあたり、様々なご⽀援をくださった多くの⽅々に、厚く御礼申し上げます。
今後も、多様性を受け⼊れ、学術性を⾼め、本研究会、そして本学術誌を発展させていけれ
ばと願っております。また、それが実現するように、会のメンバーとともに努めてまいりま
す。 
 

⽇本語・⽇本語教育研究会 会⻑          
「国際⾔語⽂化学会 ⽇本学研究」編集委員 辻 周吾 
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有吉佐和子『ぷえるとりこ日記』に関する覚書 

―文学と歴史のはざまで― 

Memorandum concerning Puerto Rico Diary by Sawako Ariyoshi, 

Between literature and history 

                         
                                                   牛島 万 

 

Summary 

A Japanese student named Sakiko Aida had the opportunity to travel to Puerto Rico with her colleagues from 

Milbridge University, to study and research Puerto Rican cultures and their economic lives. As for the 

structure of the novel, it is made up of the diaries of two female students: Sakiko and Julia. The novel says 

that understanding different cultures mutually is not a simple problem and to carry it out we must cross the 

borders of differences: races, cultures, differentiating oneself from others, discrimination and so on. A 

mestiza consciousness of Gloria Anzaldúa creates the powerful energy to break down the subject-object 

dualistic thinking and to show through the images how duality is transcended, adding to the self the third 

element which is greater than united some separated cultures.  

 

 

はじめに 

 有吉佐和⼦の『ぷえるとりこ⽇記』（2008[1964]）に登場する会⽥崎⼦は、⽶国ニュ

ーヨークの名⾨⼥⼦⼤学であるミルブリッジ⼤学に留学している⽇本⼈である。ほぼ

終始本⼩説で描かれている彼⼥像は、⼝数が少ないこと、無表情であることだ。これ

はまさに欧⽶⼈からみた⽇本⼈のステレオタイプに合致するところかもしれない。ク

ラスメートであるジュリアは、崎⼦をこのように⾃分たちとは異質の存在としてつね

に他者化するわけだが、その根拠は、崎⼦が⻩⾊⼈種であるためだと考えている。ま

た、東洋⼈は「平たい顔」をしているので表情がよくわからないという。本作品のジ

ュリアは⽶国の⽩⼈を象徴しているかのようである。崎⼦が留学していた 1960 年代

初頭の⽶国という時代的背景に鑑みると、公⺠権運動がすでに⾼まりを⾒せつつあっ

たが、⼈種差別の歴史が⻑く続くこの国において、差別が急になくなるわけではなか

った。本⼩説で⾒られる⼈種観はまさに 19 世紀以来の⼈種観そのものである。しか

し、このことは、21 世紀の現代においてもわれわれと無関係ではない、極めてタイム

リーなテーマである。ただし、ジュリアは⾯と向かって崎⼦を⻩⾊⼈種であると批判
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していない。本⼩説がジュリアと崎⼦の⽇記が交互につづられる形で進展しているこ

とが⼤切である。直接的に⼈種差別的な発⾔をしているわけではないということであ

る。しかし、⽇記の中で⼈種差別的な表現が頻繁に出てくるわけである。崎⼦は⻩⾊

⼈種だから云々というふうに。⽇記は⼈に⾒せるために書くものではないが、その⼈

の本⾳が表現されているものである。しかし、ジュリアとの対話で何かとかみ合わな

い崎⼦は、偏⾒や差別の念で⾃分が⾒られていることにはうすうす気づいている。「平

たい顔」というのは、最後のあたりでは崎⼦の⽇記に出てくるのである。彼⼥⾃⾝の

認識の中にその⾔葉があるのだ（208 ⾴）。従って、崎⼦もジュリアを信⽤していない。

⻭⾞が合わないことは、同じ国⺠や⼈種間でも⾒られるものであり、決して国⺠性や

⼈種の違いがすべての要因ではない。しかし、⻑い歴史のなかで、⼈種の違いは⽂化

のそれと同⼀視され、それが障壁となり他者化の対象とされる。しかし、ともに同じ

⼤学で学ぶ学友なのである。本⼩説のテーマは決して古い話ではないのである。まさ

に今⽇的問題であるといえる。 

 

第 1 章 ⼈種差別と共感 

⽇記とは基本的に⼈前で公表するためのものではなく、⾃分のうちに秘めたことを

「記憶」しておくためのものである。いわば⾃分に対する語りである。そこには、⼈

前で直接述べなかった事柄、それは沈黙とも受けとめられるが、その沈黙を記憶する

ための覚書
メ モ

である。そしてその⽇記には崎⼦が⻩⾊⼈種であることが何度も書かれて
いる。ジュリアは⿊⼈の⼥⼦学⽣ 2 ⼈をニグロと書いているが、当然のことながら、

差別的なニュアンスがそこには込められている。今⽇では差別⽤語の使⽤は公衆の場

で控えるという暗黙の了解ができているとはいえ、⻑い歴史の中で培われてきたその

意識や感情はつねに⼈の深層⼼理の中にあり、容易になくなるものではないのである。 

 ⻩⾊であれ、⿊であれ、褐⾊であれ、いずれも⽩⾊に対抗する肌の⾊である。これ

らを総じて有⾊⼈種という。⼈種規定による区分という再魔術化（マックス・ヴェーバー

の脱魔術化の概念を基本とする）により、⼈種差別は今⽇でも続いており、基本的に⼈種

の違いを乗り越えることはできない。そのため、偏⾒の⽂化が再⽣産され、異⽂化摩

擦が⽣じるという論理が成り⽴っている。 

本⼩説は、ジュリアや崎⼦たちがニューヨークから⽶国の属州であるプエルトリコ

へ社会⾒学に出かけるというストーリーである。プエルトリコは独⽴国家ではない。

⽶国のコモンウェルス、スペイン語では Estado Libre Asociado、つまり、⾃治連邦区

である。⽶国領でありながら、⽶国に編⼊されない未編⼊領⼟のことである。プエル
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トリコと同じ状況にあるものとして北マリアナ諸島がある。その南のグアムはコモン

ウェルス以下の⽶国領である。いずれも⽶国の統治に⼊る前に、スペインによる 300

年の植⺠地の経験がある。プエルトリコは、1508 年にポンセ・デ・レオンが⼊植して

統治したが、キューバ並んでカリブ海域の⼤アンティル諸島にある中南⽶植⺠地貿易

の中継地、つまりスペインとラス・インディアス（のちのイスパノアメリカ）の貿易

をつなぐ拠点として重視されてきた。プエルトリコに⽐べると、キューバの⽅がスペ

イン植⺠地から搾取される経済的利潤において重視された。それはより多くの⿊⼈奴

隷が砂糖プランテーションに導⼊されていたからであった。従って、スペインに対す

る不満もキューバの⽅が多く、独⽴運動も激化していった。その点でプエルトリコは

概して保守派勢⼒が優勢であった。その結果、1898 年の⽶⻄戦争で、キューバはスペ

インとの独⽴戦争の現場となった。⽶軍が最初に上陸したのもプエルトリコであった。

⽶⻄戦争後、キューバは⽶国の属国、プエルトリコはグアム、フィリピンと並んで⽶

国の植⺠地とされたのである。キューバはその後、独⽴を認められるが、親⽶派の政

権樹⽴が余儀なくされた。バティスタは⽶国式の軍隊訓練を導⼊し、まさに⽶国の「裏

庭」の島国として⽶国政府に忠誠を誓っていた。⼀⽅、国内的にはバティスタ政権の

強権政治に対する国⺠の不満が⾼まっていった。こうして、反旗を翻したのが、カス

トロやチェ・ゲバラであった。これらの反政府勢⼒は、同時に反⽶主義を掲げていた

⾰命勢⼒でもあった。フィデル・カストロは 2016 年に死去したが、今⽇に⾄るまで

社会主義を掲げている。オバマ政権期に若⼲融和の期待が⽣まれたが、概して、キュ

ーバは⽶国に対抗姿勢を堅持している。他⽅、プエルトリコは 1898 年以来、ずっと

「植⺠地」である。とはいえ、独⽴派も未だ少数である。⽶国の庇護の下にあり続け

るのを⾃ら望んでいた観すらみられる。1917 年のジョンズ法で⽶市⺠権が付与され、

52 年からは⽶国のコモンウェルスとなって現在に⾄る。しかし、⽶市⺠権は本⼟の⽶

市⺠権と同じではない。プエルトリコには連邦議会へ表決権のない代表を送ることし

かできず、⼤統領選挙権もない。まさに⽶国の植⺠地状況が現在までプエルトリコで

は続いているといえるのである。 

それだけではない。⽶本⼟から⾒れば、きわめてさまざまな点において「異質」な

のだ。まずは、⼈種の問題である。プエルトリコに限らず、スペイン系のアメリカ全

体にほぼ⾔えることとして、⼈種混淆やメスティサヘの理念が存在している。⼈種混

淆は混⾎の重要性を説く。⽩⼈が先住⺠と、あるいは⽩⼈が⿊⼈と、混じることは⽣

物学的に、社会発展のために必要なことであると述べる。これをもって、純潔なスペ

イン系⽩⼈が社会の上層を⽀配し、これ以外の下位に位置付けられるのが⽩⼈と先住
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⺠の混⾎であるメスティソであるという考え⽅が正当化される。そして、社会の最下

位に先住⺠ないし⿊⼈がいる。このようなスペイン系植⺠地構造は⽶国社会とは全く

異なるものである。前者には、後者にはタブーとされる⼈種混交理論が浸透していた

のである。従って、プエルトリコには⼈種の相違はない、ということが理論上は成⽴

することになる。このように、⼈種規定は差別や社会の分断を招く要因として働き、

国家統合に対して負の効果を導くものであり、概してラテンアメリカでは受け⼊れら

れなかった。むしろ⼈種が混淆することは⼀つの⼈種になることを意味し、⽩⼈か⿊

⼈か先住⺠かという⼈種区分は不可能であるとした（⽜島 2019：43-44 ⾴）。そうな

ると、次の問題が出てくると思われる。⽶国へ移住するラテンアメリカの⼈たちが、

⼈種の違いにこだわる⽶国社会において、混⾎であるという意味でのヒスパニックや

ラティーノという新たなカテゴリーを認めない限り、従来の⼈種区分を強いて当ては

めさせられるということになる。そこで彼らは外向きに「⽩⼈」であると⾃称する場

合が多い。無論、他称では それとは異なる判定がなされることが少なくない。 

⼈種は分裂や抗争の原因になることが歴史上多かったが、⽂化は概してそうではな

かった。多⽂化主義政策や国際法での先住⺠の権利保障などは、その好例であろう。

プエルトリコでも⽂化ナショナリズムという考え⽅が⼀定の⽀持を受けることになる。

1930 年代の知識⼈たちが、プエルトリコを⼀つの⽂化的ナショナリズムによって統合

しようとした。それはスペインの⽂化によるスペイン性（イスパニダー）であった。

これはいわゆる上からの⽂化理念、政策であった。何もスペインの上流階層の⽂化の

押し付けではなかった。郷愁的なプエルトリコの⼭岳部に住んでいるヒバロ（Jíbaro）

というスペイン系の農夫がその中⼼に添えられた。彼らは脆弱なスペイン系⼩農であ

ったが、決してスペインの植⺠地⽀配を⽢受する者たちではなかった。プエルトリコ

の⾃⽴の象徴たる原点が、このヒバロであり、スペイン性を基盤として国の統⼀を固

めようとしたのである（Ayala and Bernabe: 131-132）。ここにすべてのプエルトリコ

⼈は同化しなければならないという考えであった。しかし、ヒバロはロマンティシズ

ムの影響を受けて、⽂化的スペイン性の精神的宿りとして半ば理想化され創造された

ものであるという批判もあった（Pedreira: 29-30）。従って、⽂化的スペイン性という

理念は、すでに 20 世紀四半世紀頃から揺らぎ始めている。他⽅、70 年代頃から先住

⺠のタイノの⽂化的復権とその運動の⾼揚によって、プエルトリコを同質のスペイン

⽂化で統合することには反対の⽴場が増えてきている。その後、さらにアフロ⽂化に

対する愛着などから、アフロ・ラティーノないしアフロ・プエルトリケーニョなる⽂

化が重視されている。現在のプエルトリコは本⼩説の舞台である 60 年代初頭に⽐べ
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ると発展して変化してきているが、『ぷえるとりこ⽇記』のなかでも⾸都のサンフアン

と対⽐される⽥舎の漁村などでアフロ的なものをわれわれは認識することができるこ

とは今も昔も変わらない。 

プエルトリコ⼈は、ジュリアによると、ムラットであると述べる。ムラットとは、

メスティソが⽩⼈と先住⺠の混⾎を指すのであれば、⽩⼈と⿊⼈の混⾎をさす。また、

ジュリアの⾔葉に「背の低い⾊の⿊い男の⼦」という表現が⽤いられているが、これ

はプエルトリコ⼤学の現地の男⼦学⽣を指している。従って、ニューヨークからいっ

しょにやってきたセイラという、ブロンド髪で碧い眼、⼩さい締まった唇をした妖精

のように美しい⽩⼈の⼥の⼦は、「背の低い⾊の⿊い男の⼦にまとわりつかれて、ひど

く悲しそうな顔をしていた」のである（17⾴）。他⽅、「もっとも哀れだったのは、メ

アリイ・ムーアとマリア・カードゾーと崎⼦の三⼈であった。男の⼦が⼗⼈も多いと

いうのにデイトを申し込む者が⼀⼈もなかったのである。ムラット⼈たちはニグロを

忌避するものであるらしい。そして崎⼦は東洋の⼩国の国⺠として、数の中には⼊ら

なかったのだろう」。そこで、ジュリアは、「私は委員⻑として（筆者註：学⽣のリーダー

として、トップとして）、デイトにあぶれている⼥の⼦たちに私に申し込んだ男の⼦を割

り当てることにした。私は七⼈の中では⼀番ましな顔⽴ちをしたアンリカをデイトの

相⼿に選んだが、メアリイとマリアには⼆⼈ずつのムラット⼈をあてがってあげた。

メアリイは⿊⼈といっても魅⼒のある体を持ち、お洒落な⼥の⼦だが、マリアはおよ

そ⾵采が上げらないから、⼆⼈の学⽣はがっかりしたようだ。崎⼦にもラメンゴとい

う⻘年ともう⼀⼈を与えた。私は⼈類愛の精神の持主だが、それにしてもこう惜しげ

もなく男の⼦たちを彼⼥らに分配できたのは、まるで彼らに魅⼒を感じなかったため

であった」（18 ⾴ 太⽂字は筆者）。 

さらにジュリアはプエルトリコの学⽣について、「どの男の⼦もおそろしいほど英

語が下⼿で、話題もうんざりするほど低級であった」と述べる。そして下⼿な英語と

いう点では崎⼦とラメンゴはうまく意気投合していたという。英語が⼗分に話せない

ということも差別や偏⾒の理由になっている。つまり、「異邦⼈」としてプエルトリコ

⼈のラメンゴも（⽶国市⺠権を有するが）、⽇本⼈の崎⼦も、ジュリアによる他者化の対

象として同⼀視されているのである。ここで述べているのはすべてジュリアの⽇記の

中の世界であるが、それにしても崎⼦には、ジュリアが「頭からプエルトリコ⼈を⾺

⿅にしている」ことに気付いているというのは、崎⼦の⽇記を⾒ればわかる。「ああい

う態度では彼らの中に⼊ってプエルトリコの実態を調査するという今度の旅⾏の⽬的

は果たせないのでないかと⼼配だ」と述べる。「彼らの中に⼊る」ということは、短期
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の調査レベルであるが、彼らの⽂化や慣習、ものの考え⽅を積極的に受容し、⾃分の

肌で感じることを意味する発⾔のように思われる。そこで崎⼦は想像⼒を働かして、

彼⼥なりの⾒解を導く。「⻑い間スペインの植⺠地として教育も与えられずに過して

来たのであってみれば、全島に⼤学が⼆つできたというだけでも素晴らしいことであ

るのに違いない」（22 ⾴）。また「教育や知性の涵養などというものは、そんなに急激

に実を結ぶものでない」という意⾒を述べる（22 ⾴）。これは⼀定の賛同を受ける意

⾒であると思う。短期ではなく、中⻑期計画で進めていかなければならない、という

解釈であろう。短期の所定の期間だけ当該コミュニティに⼊るわけだが、期間が過ぎ

ると、その記憶は失われていくことが少なくない。プエルトリコにやってきた初⽇の

夜にプエルトリコ⼤学の学⽣と話した印象を、崎⼦のこれまで経験や知識、および想

像⼒を働かして述べた点で、彼⼥は⼗分、彼らの中に⼊って物事を考え何かを得よう

としているといえる。オスカー・ルイスの『貧困の⽂化』（1959）で述べられている貧

困の連鎖も想起しての崎⼦の⾒解であったかもしれない。 

先に想像⼒ということを述べたが、異⽂化理解にはこの想像⼒が必要になってくる。

想像⼒があるから「共感」できるのである。これは決して「同情」ではない（⽔⽥ 2014）。

本⼩説で最も想像⼒を働かせることができたのは、紛れもなく崎⼦である。到着初⽇

の夜にプエルトリコ⼤学の学⽣による歓迎会が開催された。場所は観光名所で有名な

エル・ユンケ森林公園の中である。その歓迎会で崎⼦を驚かせたことは、プエルトリ

コの学⽣はキューバン・ミュージックを奏でることができたことであった。さらにア

メリカン・ジャズが加わる。交通事故の傷跡が顔⾯に残っているユダヤ系のスーザン

は、ギターを叩き、フラメンコを歌いだした。崎⼦の⽇記にあるように、彼⼥は「彼

らの⾎の中に流れているスペインの情熱をフラメンコギターで呼び覚まされた」とい

うことが本当であれば、彼⼥は、遠い昔スペインから追放されたユダヤ系の末裔なの

かもしれない。1492 年のグラナダ陥落をもってレコンキスタ（イベリア半島のキリスト

教諸国がおよそ 800 年かけてイスラム教徒から失地奪回した戦争）が終了し、その後、イスラ

ム教徒とユダヤ教徒が原則国外追放されたのである。さらには、メキシコ⼈のエリナ・

ベーズが同じ⾝振りで踊りだしたのである。プエルトリコの学⽣はスーザンのフラメ

ンコに酔いしれていた。スペインのフラメンコに共鳴する彼らには、共通の⽂化に対

する愛着や共感があったのかもしれない。「それが終わったときの拍⼿はまた熱狂的

であった。プエルトリコの学⽣たち⼗余⼈がエリナに殺到して彼⼥を胴上げし、相⼿

をしていた学⽣はしきりと彼⼥に投げキッスを送った。スーザンのまわりにも数⼈の

学⽣が集まってブラボーと叫んでいた」のである（23-24 ⾴）。 
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この度の旅⾏にギターを持参したのが、このスーザンとマリアだった。そこで⿊⼈

系のマリアの番だと皆におされて彼⼥も⼀曲を演じた。彼⼥は前置きを⼊れた。「私は

これから⿊⼈霊歌を皆さんにお聞かせしようと思います。それはこのプエルトリコに

も昔あった悲しい⿊⼈奴隷たちの魂の歌です。（中略）これは、私の先祖の歌です。そ

れはおそらく、⼀部のプエルトリコ⼈たちの先祖と同じ思いを唄ったものに違いあり

ません。これは喉で唄うものではありません。⼼で唄うものです。皆さんも、どうか

⼼で聴いてください」（24 ⾴）。 

⿊⼈霊歌は、「フラメンコのような⼒⼀杯の悲痛の叫びではなく、呟き
つぶや

であり、呻き
うめ

」
（24 ⾴）であり、キューバン・ミュージックのような陽気さは全くなかった。「マリ

アの濁った眼の奥から透きとおったように清冽な涙が盛り上がり、⿊い頬を濡らし始

めた。昔のニグロの⾔葉なのであろうか、歌詞の意味は聞き取れなかったが、河を伝

い歩きながら、⽣きる場所を求めて逃亡をはかっている奴隷たちのやりきれなさが重

苦しいギターの⾳⾊になって頭の上にのしかかって来るようだった。私（筆者註：崎⼦）

は胸をしめつけられているようになり、涙がにじみ出そうになった」のである（24 ⾴）。 

ところが、崎⼦の思いとは裏腹に、周囲の反応は意外であった。⿊⼈系のメアリイ

もプエルトリコの学⽣も全く感動もしていなかったのである。⿊⼈霊歌やマリアの思

いは彼らの共感を得ることもなかったのである。マリアの⿊⼈霊歌に拍⼿する者は誰

もいなかった。崎⼦だけが、⾔語的には意味不明のマリアの⿊⼈霊歌の⾔わんとする

ところを、きっと崎⼦の⽇本⼈としての感性とその歴史的体験および歴史観、さらに

は彼⼥の想像⼒を働かして、その世界の中に⼊り共感できたのである。しかし、⿊⼈

のメアリイもプエルトリコの学⽣も⿊⼈奴隷の苦難の歴史認識をその末裔として共有

していたと思われるが、⿊⼈奴隷の⽂化を負の歴史遺産と決めつけ、これを「消去」

したのかもしれない（Ayala and Bernabe: 25; Godreau: 27-31; Rodríguez-Silva: 6-9）。

そこには、彼らの恣意性がみられる。負の⽂化に対する沈黙であり消去であった。鎮

魂の⽂化は沈黙のなかで守られてきたが、それを現代⼈の、とりわけ末裔が歴史上の

故⼈にかわって伝承し「抵抗の⽂化」を政治化させることにどこまで意義があるとい

うのか。そこは共通の歴史体験を有する者同⼠の間で意⾒の分かれるところであろう。

⼤切なことは、異邦⼈である⽇本⼈の崎⼦がこれに「共感」できたことである。共通

の歴史体験を持たない第三国者の語りの必要性を認識することが重要であろう。これ

が、「語り直し」である。そのためにも他者による想像⼒が必要あり、それは異⽂化の

境界を脱して他者の語りのための代弁者となるための境域を形成することなのである。 

 

062970本文.indd   7 2020/03/25   9:25



8

有吉佐和子『ぷえるとりこ日記』に関する覚書

 
 

第 2 章 ⽶国の植⺠地
コ ロ ニ ア

主義
リ ズ ム

ー貧困・野蛮― 
崎⼦の想像⼒とその語りは、社会科⾒学のラハスの⿂村でも伺い知ることができる。

コミュニティには指導的⽴場の者がいて、その指導の下、農業や漁業が進められてい

る。その指導員であるルイスは英語を話せ、同じ指導員でもチトの⽅は全く英語は話

せなかった。だからチトは彼⼥たちの前では無⼝で、逆に、ルイスは饒⾆であったが、

彼の英語は崎⼦と変わらない程度のお粗末なものであった。チトの⽅はニグロ系で、

ルイスが茶⾊ならチトは⿊⾊だった。社会科⾒学は⼀週間、ジュリアと崎⼦の⼆⼈が

ルイス宅に寝泊まりして、ラハス村の漁業の現状を⾒学するという徹底したものであ

った。サンフアンから⾞で 2 時間とはいえ、道中は舗装されていない凸凹道が続く。

チトの妻がまもなく出産なので、1 ⼈増えてラハス村の⼈⼝は 287 ⼈になるという。

こうして、ルイス宅に滞在することになるが、ルイス家には⼦供が 11 ⼈。そしてルイ

スの妻は「ガリガリに痩せ細り」、「肌の⾊も冴えず」、不健康そうにジュリアには⾒え

た。そして家事育児をすべて彼⼥⼀⼈が担っていたのである（40 ⾴）。「奥さんは結婚

してから今⽇までの約⼆⼗年間に⼀年おきか毎年のように⼦供を産み続けていた勘定

になる」（41 ⾴）。ジュリアと崎⼦の⼆⼈が⼦供部屋に通常使っている部屋をあてがわ

れた。崎⼦が⾃分たちだけで⼀部屋を使うのは申し訳ないといい、⼦供の何⼈かをこ

こで寝かせたらと提案するが、ジュリアは不機嫌そうにそれを嫌がった。ジュリアは、

崎⼦が不平を⾔わないのは、プエルトリコと⽇本の⽣活レベルが同じだからと考えた。

さらにもう⼀つの理由は、プエルトリコ⼈の中には東洋⼈そっくりの⼈間がいるので、

案外遺伝⼦的にも共通項があるのではないかと⽇記に記している。他⽅、崎⼦といえ

ば、すっかりルイスの⼦供たちに打ち解けていった。習いたての簡単なスペイン語を

使って結構⼦供たちと会話を楽しんでいるのである。 

ところが、⼣⾷に出された⾷事がジュリアと崎⼦の争いの原因になる。まず⾖スー

プが出てきたが、ジュリアはまずいと眉をしかめたが、崎⼦は⽇本の⼩⾖と似ていて

懐かしいと⾔って飲み⼲した。次に出てきたのは、⿊い⽪でつつまれた⼤きな⿂を⼲

した薄⻩⾊い⼲し⿂で硬くて噛み切れなかったが、崎⼦は⼲鱈に似ているといって、

これもまた懐かしいと⾔ってルイスを喜ばせた。最後に味のしないご飯だった。⿊い

ものが混じっていたが、それは鍋が焦げたからだった。ご飯の真ん中にソースかけて

⾷べる。ジュリアはまずいの、⼀辺倒だったが、崎⼦は、この⿊いのは⽇本のオコゲ

ご飯だといって⼤好物だと⾔う。ジュリアは「アメリカでは焦げたところは捨てるで

しょう」と素っ気ない回答をした（43⾴）。 

ジュリアと崎⼦の⾷事が終わったあと、⾃分たちの部屋に戻ったが、急に隣が騒が
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しくなった。⼦供たちの⾷事の時間なのである。崎⼦はわざとそこをちらっと覗くと、

驚きながら戻ってきてジュリアに⾔う。「私たちの⾷事よりも粗末なのよ」（45 ⾴）。

崎⼦は⾃分たちに気遣ったためだと思って申し訳ないと感じた。⼀⽅、ジュリアは崎

⼦に対し、⼤変なことが起こったわ、こんな⾷事だと三⽇⽬には餓死すると思う、と

逆に訴えるありさまだった。 

しかし、その崎⼦⾃⾝も本⾳としては、今夜出された⾷事には驚いていたことが⽇

記を通じてわかる。実は崎⼦もプエルトリコの⾷事はわびしくてやりきれないと思っ

ていた。戦中は⽇本も貧しい戦争体験をしたが、戦後、⾼度経済成⻑期にあって、⽇

本が復興を遂げ経済的に豊かになってきた。だから⾃分たちにはこんな貧相な⾷事は

考えられない。「プエルトリコ⼈の常⾷を⾒て私が思い出したのは、戦時中から戦後に

かけての⾷糧⽋乏時代である。もうすっかり⽇本には戦前以上に贅沢な⾷⽣活が戻っ

ているというのに、アメリカの属領でこういうものに出くわしたのはショックだった」

（46 ⾴）。ただし、崎⼦は「ジュリアの露⾻なプエルトリコ蔑視」には許せない気持

を抱いており、崎⼦はジュリアの意⾒には絶対に同調しないと決めた。 

そして、彼⼥の想像⼒は⼦供たちの⾐服にも⾔及される。「ルイスの⼦供たちの半分

は顔も⽪膚の⾊も⽇本の⼦供に酷似していたが、その不潔さと⾐類の粗末なことは、

東京でいえばどんな家の⼦供たちということになるのだろうか。幼児施設の⼦供だっ

て、こんな惨めな装
なり

ではないはずだった。（中略）どうして男の⼦のたった⼀枚のシャ
ツがこんなにボロボロなのだろう。⼥の⼦のたった⼀枚の⽊綿のドレスが⾊褪せてい

るのだろう」（47 ⾴）。「外の⽔道の流しでは次⼥が盥
たらい

を抱えて洗濯している傍らで、
下の⽅の弟が全裸で⽴⼩便をしていた。着ていたものはたった今はぎとられて洗われ

ているのだろう。ひょっとすると彼の⾐服というのはそれ⼀着きりしかなかったのか

もしれない。乾くまで彼は裸で遊びまわるのだろうか」（53⾴）。 

そこで、ジュリアと崎⼦の間で、さらに貧困の原因をめぐって意⾒が衝突する。ジ

ュリアはプエルトルコが⽶国の準州であるにも関わらず、スペイン語を公⽤語にして

いることがいけないとする。英語に切り変えなければならないという。「プエルトリコ

にはメキシコほどの⽂化だってありはしない」ので、伝統や⽂化にこだわるのはおか

しい（60 ⾴）。⽶国の市⺠権をもつプエルトリコ⼈が 1917年のジョンズ法による市⺠

権付与から 40 年も経っているのに、どうして未だにスペイン語を話すのかが不可解

だという。「プエルトリコは合衆国の援助なしでは何もやって⾏けないのに！」（60 ⾴）。

そしてジュリアの究極な貧困の理由は⼦供の多さにあって。多産がいけないとする。

「⼦供を⽣みすぎるからよ！⼗⼀⼈だなんて⾺⿅げているわ」（62 ⾴）。 
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崎⼦には貧困の原因がわかっていた。それは⽶国の植⺠地政策の結果であると。「グ

レープフルーツもコーヒーもありあまる程たわわに実るというのに、プエルトリコ⼈

はそれを⾷べることができない。それは植⺠地を物語る端的な例ではないか。アメリ

カは、砂糖やラムやパイナップルを栽培させるためにプエルトリコにプエルトリコ⼈

たちを置いているんだ、最低の労働条件で」（61 ⾴）。しかし、これを⾯と向かって⽶

国⼈であるジュリアの前では⾔わない。「私は、これから付き合いのある彼⼥の感情を

害することを懼れて⾃分に意⾒は差し控えることにし、彼⼥の考えだけを聞くことに

した」（62 ⾴）。崎⼦はきわめて⽇本的な「和」を重んじていたのである。 

そんな崎⼦も⽇本⼈特有の発想で無意識に応えている場⾯もある。それは熱帯⿂を

⾷べるプエルトリコ⼈の習慣が「気味悪い」と⾔っている（71 ⾴）。そこで、ジュリ

アは、「プエルトリコ⼈って、なんて⾺⿅なんだろう。彼らはなんでも売ってしまう。

お⿂でもパイナップルでもコーヒーでも、彼らは⾃分たちで獲たものを決して⾃分た

ちで⾷べようとはしないのだ。その⼟地で出来たものを⾷べれば⼀番安上がりなのに、

どうしてこういうことを気づかないのだろう」（73⾴）。ジュリアは崎⼦に⽐べて想像

⼒が働かないようである。 

アメリカ⼈同⼠が集まって、「プエルトリコ⼈は⾺⿅だ⾺⿅だと肯きあっていた」

（74 ⾴）。⼀⽇⻑い間網をしかけて捕れる⿂が⼀⽇ 50ドルにすぎない。彼らは語り合

う。「どうしてプエルトリコ⼈は⾺⿅⾺⿅しく思わないのかしら」「知恵が⾜りないわ

ね、彼らは。いい⼈たちだけれど」（75⾴）。 

それを聞いていた崎⼦はついに怒りが込み上げてきた。「お⿂の売値よりも、⾖や⽶

の値段の⽅が安いから、だからあの⼈たちはお⿂を全部売ってしまうのだわ。経済の

原則通りにね」。その経済の原則とは、⽶国の半植⺠地下にあって⽶国に⽀配されてい

るプエルトリコの置かれた状況（コロニアリズム/ポストコロニアリズム）をオブラートに

つつんだ表現だった。しかし、ジュリアにはその意味がなんとなく分かっていた。「ま

るでプエルトリコ⼈の貧しさには私に責任があるとでもいうように。私はときどき崎

⼦が共産主義にかぶれているように思うことがある」（79-80 ⾴）。⾚狩りの時代的背

景に鑑みると、当然のことながら、異質の存在に対する社会的疎外はすべて政治化の

対象とされる嫌いがあった。 

有吉佐和⼦が訳者として関わったブノワット・グルーの『最後の植⺠地』（1979）の

植⺠地とは⼥性のことである。有吉は、1974 年は国連が定めた国際婦⼈年でその翌年

にパリでベストセラーになった本書の翻訳に関⼼を抱いた。60 年代後半から 70 年代

前半にかけて⽇本でもウーマン・リブという⾔葉がよく聞かれた時代であったが、そ
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れより少し前の、有吉佐和⼦が実際に⽶国のサラ・ローレンス⼤学（当時は⼥⼦⼤学だ

った）に留学していた 1959 年から翌年にかけての⽶国でそれがどれだけ萌芽的に⾼揚

していたか定かではない。少なくとも⽇本的ないわゆる家⽗⻑主義的な⾵潮が残る社

会とは違って、ジュリアに代表されるように、⼥性が⾼等教育を受け、そして⾃分の

思いや考えを男性の前に、遠慮することなく、堂々と発⾔できる⽶国の環境のなかで

留学⽣活を送っていたはずだ。 

⼤学の職員で彼⼥たちを引率してきた⼀⼈であるミルトン⽒は、世界⼀周旅⾏をし、

その途中、⽇本に 5 ⽇間滞在経験がある。「⼥性も似ていますね。顔形だけでなく、

（中略）男性を表⽴たせて慎ましやかだという点で、プエルトリコも⽇本も全く同じ

印象を私にあたえますよ」とミルトン⽒が⾔ったことに対し、崎⼦はきっぱりと、「そ

んなことはありませんよ。昔の⽇本⼥性は確かに男の蔭にかくれることを婦徳の⼀つ

としていましたが、戦後はそんなことはありません」（77⾴）。戦後、⽶国の⺠主主義

が⽇本に導⼊されたことで、現代の⽇本は戦前の⽇本と決別し、線引きされているわ

けである。⽶国⼈男性が考えている「⼥らしさ」とは、いくつかあると思うが、⽶国

社会において総じて⼥性が男性と対等に⾼等教育を受け、社会的に向上してきている

なかで、⼥性が⾃由に発⾔できる社会になってきている。そんなときに、男尊⼥卑と

いう気持ちでは決してないのだが、男性にとって居⼼地のいい「⼥性」が植⺠地の⼥

性であった。彼⼥らは⾃分の意⾒や主張を語る⾔葉を持たない、いわゆる従順な⼥性

のイメージが、平穏を望む⽶国⼈男性の中にできてしまっている。⽇本は戦後ＧＨＱ

の⽀配下には陥ったが、いわゆる⻑い植⺠地の歴史はない。しかし、⽇本⽂化のなか

に、沈黙が良いとされる慣習がある。恥の⽂化である。その意味で、現代⽶国⼈⼥性

の中にそのような⼥性はもはや存在しなかったのであろう。⽇本はプエルトリコも同

じ植⺠地状況にある、という彼らの主張は極めて⾃分たちにとって都合のよい解釈に

崎⼦には思えた。崎⼦にはミルトン⽒の意⾒は全くナンセンスであった。ミルトン⽒

は「京都のゲイシャガールは⼤変親切で優しく、感激しましたよ」という。崎⼦にと

って、彼らが⽇本の美として考えていることは、崎⼦にとって⽇本の悪しき「伝統」

と考えているものであったのである。⼥性には多⾔は禁物で沈黙を保つことが社会的

美徳とする悪弊を引きずり、現代の⽇本⼈⼥性をすべて画⼀的にその慣習に当てはめ

ようとする、まさに強国の男性のエゴに不快感をもったのである。とりわけ、⽶国に

留学しにきている崎⼦にとって、このような「伝統」の亡霊にまとわりつかれること

は苦に等しかったであろう。 

沈黙は同意ではない。また、沈黙は無関⼼でも考えがないわけでもなかった。そし
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て沈黙は忘却ではない。⾃らの表現する⾔葉を持てなかった、あるいは持つことを許

されなかった弱者の沈黙は、屈辱、反意、憎しみの表現に代わるものである。⽬だけ

が真意を語っていることも少なくない。そこで崎⼦は次のように⼼で思う。「こんな連

中を相⼿にして、⽇本とプエルトリコの差異を論じても無駄だと思った。それでなく

ても私はアメリカ⼈の中の議論好きの⼈たちとは相⼿にならないのを主義としている」

（78 ⾴）。戦後の教育を受けた⽇本⼈⼥性の崎⼦が⽶国⼈男性であるミルトン⽒との

間に線引きをしたが、これはその関係の修復や障壁を克服することを断念した瞬間だ

ったのである。 

⽇本の伝統⽂化として外国⼈が想像するものに、フジヤマ、キモノ、ゲイシャガー

ルなどがあるが、おそらく悪名⾼いのが切腹（ハラキリ）であろう。本⼩説でも紹介

されている。プエルトリコ⾵の⼦豚のバーベキュー祭りに、ホセ（後述のスペイン系富裕

層のプエルトリコ⼤学の学⽣）に誘われてやってきた着物姿の崎⼦。そこである事件が起

こった。この場にジュリアたちもいたのだが、ジュリアの⾔葉を借りるといわゆる「⺠

族的」な儀式の祭りであった。それは、⽣きている⼦豚の喉に刃を刺して殺し、内臓

を取り出し、そこに⽶と⾖を煮てかためたものを詰めて、⼀旦腹部を⽷で閉じあわせ、

⼤きな串を尻から⿐へ突き通す。そして⼦豚が焚⽕にかけられ、ぐるぐる回しながら

次第に焼かれていく。やがて、腹の中の詰め物に⽕が通ったのか、最初 50センチメー

トルほどあったものが急に⼩さくなったのである。 

それまで崎⼦は悲鳴をあげるわけでもなかったが、この⼦豚が縮んだのを⾒て気絶

してしまったのである。そこでジュリアはおもしろい分析をしている。 

 

⽣きている仔豚に刃物を当てて殺す⽅が、ずっと刺戟的な光景だったのに、あの

とき崎⼦はたしか⼀⾔の悲鳴も洩らさなかったはずだ。あれは⽇本に切腹という⾃

殺の⽅法があるというところから、彼⼥には少しも刺戟的でなかったのだろうか。

（中略）⻩⾊⼈種の⽣活感情はいまもって不可解である（189-190 ⾴）。 

 

武⼠の忠義としての⾃害が⽇本⽂化として世界中に知れ渡るのは、おそらく新渡⼾

稲造の Busido: The Soul of Japan（1899）の影響であろう。これは英語で出版され、

のちに⽮内原忠雄の訳で『武⼠道』（1935）として⽇本へ逆輸⼊された。武⼠道におけ

る切腹は武⼠の美学として紹介された。新渡⼾は腹を掻き切ることが⽇本古来の伝統

精神に相通じるとしたが、キリスト信者であった新渡⼾がどうしていわゆる⾃殺を美

学であると賛美したのか。それは新渡⼾が⽇本⼈の⼼を⼤事にしていたということか。
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1912 年 7 ⽉ 30 ⽇、明治天皇が崩御され、御⼤葬の 9 ⽉ 13 ⽇を待って乃⽊希典将軍

とその夫⼈が⾃害したことは、武⼠道との関係で美学として語られることがある（三

輪 2005：99 ⾴）。武⼠も軍⼈もその忠誠の証として恩義に報いるために語りは不要

で、沈黙のまま殉死するという⾏為だけで⼗分であった。多くを語らない男気ある英

雄として称賛されたのであった。⾃決は、彼らだけに与えられた「特権」であったの

かもしれない。そして欧⽶⼈から⾒れば、⻩禍論と合わせて⽇本⼈は脅威だったのだ

ろう。おそらく三輪も述べるように、特攻隊の精神と武⼠道は関係しているのかもし

れない。⽣き延びて恥じて⽣きていくことを拒み、これぞ天命と、勇敢にも次から次

へと⾶び⽴って桜花を散らしていった若い特攻隊員が、⾃決して⽣命
い の ち

を絶つことに妥
協点を⾒出せるとすれば、おそらくこの⽇本男児の武⼠道の美学があったのかもしれ

ない。 

さて、仔豚の丸焼きと切腹のいずれが野蛮であろうか。野蛮に対する⾔葉が⽂明だ

った時代がある。どこの国が⽂明国で、どこが野蛮国かというのは、極めて主観によ

り判断される概念であり、この場合欧⽶から⼀⽅的に⾒た東洋に対するイメージが野

蛮性であった。サイードの『オリエンタリズム』はそのような従来の⼆項対⽴による

東洋史観を批判している。後述のグロリア・アンサルドゥアのメスティサ論にも同じ

視点が⾒て取れる。 

本稿でも⼈種差別について先に論じてきたが、⼈種差別と野蛮性はよく結びつけて

考えられる。野蛮のレッテルを張られた未開⼈を殺すことは罪にならない。それは正

当防衛であり、聖戦であると。このように、野蛮国に対する戦争や武⼒⽀配は⻑らく

欧⽶で肯定されてきたという歴史があるのも残念ながら確かである。 

ところで、⽇本は欧⽶から野蛮扱いされていたのであろうか。もしそうだとすれば、

ヒロシマやナガサキは野蛮に対する制裁としての殺戮であったのか。そうであれば、

何とも⾔いようがない。メキシコに挑んだときのあの⽶国の精神は、それから⼀世紀

経った⽇本の前でも同じだったということか。⽇本⼈としての私のこれまでの⽶国史

観も変わってくるかのように思えた。とりわけ筆者は⼤学院⽣の頃から 19 世紀半ば

に起こった⽶墨戦争の研究を続けてきた。その後も⻄洋史学から国際関係学の学徒と

して師と仰ぎ感化された影響もあって、最近はそれを⼀つの体系の中で⾒直し研究し

ている。1846 年の対メキシコ戦争における⼤義名分であるマニフェスト・デスティニ

ーという領⼟拡張主義の正当化の根拠として、カトリック国のメキシコの野蛮性を批

判し、野蛮を⽂明に変えるという使命感をプロテスタントの⽶国が誇⽰していたので

あった。野蛮には武器を⽤いることは何ら厭わないとされた。⽶墨戦争でメキシコ湾

062970本文.indd   13 2020/03/25   9:25



14

有吉佐和子『ぷえるとりこ日記』に関する覚書

 
 

艦隊司令官として活躍したペリーが 1853 年には幕末の⽇本に⿊船を率いて来航し、

武⼒と最先端の科学と⽂明の⼒を誇⽰して⽇本を開国に導くことに成功した。その 92

年後、トルーマン⼤統領は原爆投下を認めた。広島市⻑に送った回答書には、原爆投

下は真珠湾攻撃の報復であったと書かれていた。しかし、⼈種差別主義者で有名であ

ったトルーマンが、リチャード・ラッセル上院議員あての⼿紙には別の本⾳が書かれ

てあったのはよく知られた話である。 

 

⽇本国が戦時において、恐ろしいほどに冷酷で⾮⽂明国であることはわかってい

る。しかし、私はそれを信⽤する気にはなれない。なぜなら彼らは野獣だからだ。

野獣に対しては同じようにわれわれも野獣として相⼿を扱わなければならない 

のだ1。 

 

原爆投下と⼈種差別の関係を想起されるほかの⾔説として、ジョン・ホール教授は、

国⺠的⾃責の念におそわれたことを告⽩する。 

 

広島や⻑崎に原爆を投下したことと、われわれのうちなる⼈種的偏⾒との関係は

どうなのだろうか。われわれが、われわれの善意で憤激しきっていたからとはいえ、

ナチ・ドイツの２つの⼤都市の上空で原爆を破裂させるというようなことが容易に

⾏われたかどうか私にはわからない（三輪 1974：86 ⾴）。 

 

かつてメキシコが野蛮国家として武⼒⾏使の対象とされ、国⼟の半分近くの⼟地を

喪失したが、⽇本の場合も同様の理由でもって原爆が投下されたとでもいうのか。戦

後⽇本は⼤々的にこれに反論することもなく沈黙を守り続けた。しかし、⽇本⼈の沈

黙は、語りを永遠に放棄したわけではなかった。この沈黙は⽶国の正義や論理が絶対

的であることを黙視しているわけでもない。沈黙は決して忘却ではないし、そうであ

 
1 Letter from President Truman to Senator Richard Russell, August 9, 1945. "I 

know that Japan is a terribly cruel and uncivilized nation in warfare but I can't 

bring myself to believe that, because they are beasts, we should ourselves act in 

the same manner. " in nuclearfiles.org/menu/library/correspondence/truman-

harry/corr_truman_1945-08-09.htm; 吉川、143 ⾴; ⽜島、23 ⾴。 
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ってはならないと思う。 

 

ラハスの漁村での最後の夜、村の集会があった。そのときに、ジュリアは代表して

⺠衆の前に⽴って英語で話した内容は、ラハスの⼈々にとってうわべだけの同情にし

か聞こえなかった。⼼に響くものが表現上に溢れてこないのである。プエルトリコの

⼈たちはつまらなそうな顔をして聞いていた。 

「ラハスの皆さん、私たちはラハスに来て皆さんの中で⽣活を始めてから⼗⽇にな

ります。その間、私たちは多くの⽅々の協⼒を得て、美しいプエルトリコの苦しい⽣

活を調査しました。（中略）必ずアメリカの世論を喚起し、⼈々の関⼼を呼びさまし、

アメリカの各種の団体はプエルトリコを救うための⾏動を起こすでしょう。私はそれ

を確信しています」（85⾴）。 

共感には⾔葉は必ずしも必要ではない。このジュリアのメッセージのあとの集会の

クライマックスは⾳楽とダンスであった。チトをはじめ若者のギター演奏がスピーカ

ーから⼤⾳響となって響き渡ると同時に、「誰が⾳頭をとるわけでもないのに、広場に

いた⼈間たちは⼀⻫に腰を振って踊り出した」。⼆百⼈くらいの⽼若男⼥が踊る。キュ

ーバン・ミュージックに始まり、ロックンロールも演奏され、みんなは激しく腰をふ

りながら踊る。いつのまにかジュリアが舞台に⾃然と躍り出て、プエルトリコの若者

といっしょに合唱する。それが終わるとジュリアは崎⼦を指名した。「⽇本の歌⼿の会

⽥崎⼦さんです」。みんなに押されて舞台に出て、崎⼦はとっさに、⿅児島の⺠謡であ

る⼩原節を唄う。「ギターの演奏よりも、どうぞ皆さん⼿を貸してください」。みんな

最初は呆気にとられていたが、やがて⾳楽に合わせて⼿拍⼦をとっていた。「ヨイヨイ

ヨイヤサット」の部分はみんなで⼤合唱が起こった。⾳楽によって⼼が通じ合った瞬

間だった。「ジュリアのところにも、私（筆者註：崎⼦）のところにも、ラハスの村の若

者たちがダンスのパートナーを志願してきた。私たちは誰とでも踊った」。肌の⾊や⼈

種や国籍の違いに関係なく、異質な他者がたとえ⼀時的にせよ、村⼈に受け⼊れられ、

双⽅の垣根が少し崩れた瞬間だった。そして崎⼦もおそらく、コミュニティの発展に

はなによりも、共同体的な協働と連帯が必要であることを認識したのではないかと思

う。崎⼦は⽇本の盆踊りにも⾒られる、「和」を重んじる伝統に相通じるものを感じた

から「共感」できたのかもしれない。ジュリアはどこまで教訓を得たのか⼩説の中で

は定かではないが、⾳楽とダンスに夜通し興じていたという表⾯的な快楽だけに感動

したにせよ、それがジュリアの今後に何らかの影響を与えるきっかけになることを願

うばかりである。そのためにも彼⼥はこの⼀時の出来事を少なくとも記憶する必要が
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あろう。忘却してはならない。 

 

第 3 章 記憶と語り―植⺠地・戦争・原爆― 

記憶ということでは、植⺠地体験、戦争体験という⾯で、ドイツ⼈のインガボーグ

と崎⼦の対話が続く。崎⼦とインガボーグはプエルトリコは未だ⽶国の植⺠地である

ということで共通の認識をもっている。インガボーグによると、「私は終戦のときハム

ブルグへ進駐してきたアメリカ兵たちを忘れないわ。その後、彼らがやったことも、

忘れないわ。（中略）⽗は裁判官で、終戦と同時にアメリカ兵に連れて⾏かれ、帰され

ると今度はロシア兵が連れて⾏ったわ。そして病死したの。だからアメリカも⼤嫌い、

ロシアも⼤嫌い。憎んでいるわ、彼らを。そしてプエルトリコで、私は彼らを再び発

⾒したのよ」（99-100 ⾴）。また次のように語る。「崎⼦、ドイツ⼈は誇り⾼い国⺠だ

から、プエルトリコほどにはひどくないわ。だって私たちは、またいつの⽇にか⽴上

がって闘うわ。決して植⺠地にはなり下がらないもの。闘うわ」（100 ⾴）。 

ドイツ⼈のインガボーグの⾔説から読み取れることは、記憶は語りを前提とするも

のであるということだろう。そしてその語りには憎しみや報復の念が込められている。

しかもそれを声⾼々に主張する。しかし、⽶国のような⼤国の前ではそれは沈黙にか

わるのである。インガホーグはかつての同志であった⽇本⼈の崎⼦だけに語る。ドイ

ツ⼈としての⺠族の誇りを⾼く意識している。そしてナチズムを⾮難し、⾃分たちは

ナチズムがドイツの恥であり、⾃分たちはこれに全く無関係であることを主張する。

ここではその是⾮が問題ではない。それ以上に重要なことは、これを聞いても崎⼦は

戦後の⽇本の戦争体験については⼀切の沈黙を守ったことであった。それは有吉佐和

⼦の姿勢でもあろう。 

⽇本の場合、原爆投下のあと、まもなく戦争の終幕を迎えた。そしてＧＨＱの統治

により戦犯が裁かれ、また平和憲法が導⼊されることで、戦前と決別し、過去を反省

すると同時に、その悪しき過去を封印し、未来を向いて歩むことを始めた。従って、

戦争責任あるいは原爆投下の責任は追及しないことは暗黙の了解とされてきた観があ

る。敗者に語りはない、沈黙のみである。伝統的な⽇本の武⼠の忠義にもあるように、

多くを語らず⾃死する軍⼈もみられたが、多くの戦争体験をした国⺠は沈黙を貫いて

戦後を⽣きてきた。 

しかし、戦後も戦争体験の亡霊に苦しんでいる⼈がいた。被爆者がそうである。被

爆された⼈は国家間戦争の⺠間被害者である。しかも、いつまで⽣きるかわからない

という不安につねに悩まされながら、まるで監獄の監視下における囚⼈にように、従
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順な⾝体ではないために、社会的に疎外や隔離されたりすることも少なくなかった（フ

ーコー 1977）。それでも、彼らの多くは語ることをやめた。しかし、沈黙は忘却を強

要するものであってはならないのだ。沈黙は、⽇本の敗者や弱者の表現形態であるが、

同時に、そこには⼈間としての誇りもある。そのような気持ちを汲み⼊れ、戦後の作

家や知識⼈が被爆者にかわって原爆投下や戦争体験という、終わりのない苦しみや悲

惨さを語り直してきているのである。 

 なかでも林京⼦（1930-2017）は⾃らが⻑崎での被爆者であることを明かし、「8⽉

9 ⽇の語り部」として被爆体験を⾃らの⼩説の中で語り継いできた。原⺠喜『夏の花』

（1949）や井伏鱒⼆『⿊い⾬』（1965）なども悲惨な原爆体験を扱った⼩説であるが、

林京⼦が芥川賞を受賞した『祭りの場』（1975）では、戦後⽣き残った被爆者が社会的

に疎外され、⽣きていることに苦しまなければならなかった⼈たちの語りを代弁し鎮

魂の祈りが込められた作品となっている。病魔による苦しみや⽣命だけの問題ではな

い。⽣⻑らえた被爆者の苦しみはさらに別の形で表⾯化する。結婚することに悩み、

⼦供を産むべきか否かの選択を強いられ、被爆⼥性に与えられた戦後は過酷な⽇々の

連続であった。林の場合は幸いにして理解ある夫に恵まれたが、最後は、⾮被爆者で

ある夫が被爆者である妻をあまりに気遣いすぎたことで、かえってそれが精神的負担

になったと告げられ、離婚に⾄る。それでも、林は、次世代の⼦供に原爆体験を語る

親の責任と重要性について語ることの⼤切さを訴え続けた（⻄橋：37⾴）。 

 

第 4 章 再び⼈種差別 

ジュリアの⽇記に頻繁に出てくる⻩⾊⼈種の崎⼦という表現は崎⼦に直接述べら

れたわけではないが、ジュリアの⼼底にはそのような⼈種差別的な感情が常にあるこ

とを⽰している。ところで、このような⽩⼈優越性を唱えてきたのは欧⽶の歴史観で

ある。すでに 19 世紀にはホワイトネスの優越性が、⽶国の領⼟拡張主義であるマニ

フェスト・デスティニー（明⽩なる運命）の根幹を成し、同国の植⺠地政策と武⼒⾏

使を正当化していた。⽶国の⽭先はまず南のメキシコに向けられた。⽶国のホワイト

ネスは、混⾎のラテンアメリカを⼈種的に宗教的に下等扱いしていた。まさにメキシ

コは⽂明国家と⾒なされていなかった。⽶墨戦争（1846-1848）の終結後、1853年に

はペリーの⽇本の浦賀へ来航したことにみられるように、⽶国のホワイトネスはアジ

ア⽀配の野望へと変貌しつつあった（⽜島 2017）。明治政府は⻄洋諸国との外交を重

視し、⻄洋⽂明を積極的に受容した。その⼀⽅で、明治帝国期にみられる富国強兵の

結果、⽇清、⽇露戦争を経験することになる。とりわけ⽇露戦争における⽇本の勝利
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は、ホワイトネスを脅かす⻩禍の脅威を欧⽶列強に⾒せつけ、逆に敵視された。⽇本

側からすれば、それは欧⽶の⽩禍に対する脅威に対抗する動きであった。1916 年に出

版された⼩寺謙吉が記した『⼤亜細亜主義論』によると、⻩禍論が欧⽶では⽀持され

ているが、有⾊⼈種の間からは誰⼀⼈として⽩禍論を唱えて対抗する者がいない。そ

れなのに、われわれが⼈種差別的であると欧⽶⼈はいうが、攻撃的で征服的なのは⽩

禍の⽅であると論じている（三輪 1986：123-124 ⾴）。 

現代になると⼈種差別がなくなったわけではない。ジュリアのように、⾯と向かっ

て⼈種差別的な⾔動には出ないにしても、意識下にホワイトネスは潜んでいる場合が

少ない。しかし、『ぷえるとりこ⽇記』では、ジュリア以上に、初対⾯の崎⼦に露⾻な

⼈種差別的発⾔をしたのが、プエルトリコ⼤学で出会ったスペイン系のホセ・アレグ

リアの祖⺟であった。スペイン貴族の家系を継ぐアレグリア家のホセは崎⼦にプロポ

ーズをし、崎⼦が家に招待されたときのことであった。ホセはプエルトリコ⼤学の秀

才で将来は⼤統領になることを嘱望されている。祖⺟カルメン・ドチャオ・アレグリ

アは 80 歳を超えた⾼齢で⽴派な乳⺟⾞に乗って崎⼦の前に登場するのだが、昔なが

らの考えをそのまま引き継いでいるためか、あるいはアレグリアの家が元来、純粋な

⽩⼈系スペイン⼈（プエルトリコ⼈ではなく）を妻として迎え⼊れるという格式⾼い貴族

出⾝の家系だからなのかはわからないが、崎⼦に⾯と向かって次のような発⾔をする。 

 

⼀昨⽇、私は突然、彼（筆者註：ホセ）が結婚したい⼥性を発⾒したという話を聞

きました。それが⽇本⼈のあなたで、しかもあなたはホセの申込みにまだ応じてい

ないそうですね。（中略）あなたが、ホセの申し込みを受け、彼の偉⼤な計画に協⼒

すると決意した⽇、またどうぞ訪ねて来て下さい。そのとき私は、あなたの⻩⾊い

⼿と握⼿したいと思いますよ」（202 ⾴） 

 

この⾔葉に崎⼦は驚愕する。しかも祖⺟は無表情だった。「彼⼥の顔には⾁というも

のがないのだ。⾻の上に⽩い⽪膚がはりついているだけだ」。かつ、「全く形容詞のな

い演説」のように、「要点だけを述べた」。「彼⼥は私を決して美しいといわなかったし、

着物（筆者註：崎⼦は着物を着ていた）にも⼀べつも与えなかった。社交辞令は⼀切ぬい

て喋り終わった」。その後の⾷事も喉に通らないほどに、崎⼦の脳裏から「⻩⾊い」と

いう⾔葉が離れなかった。そのことに気づいた次男（筆者註：ホセが⻑男）の妻が唯⼀の

アメリカ⼈であったが、崎⼦に⾔い訳をする。 
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崎⼦さん、カトリック教国には⼈種差別はありませんよ。あなたの⼿が⻩⾊いこ

となど、誰もなんとも思っていませんわ。お祖⺟さまの⾔葉はただ好意から出た⾔

葉です。でなくて、ホセがあなたを妻としようと思うはずはないではありませんか。

崎⼦さん、私はこの中ではアメリカから参加したただの⼀⼈の⼥ですが、アレグリ

ア家にはアメリカのどこの家にもない素晴らしいものがあるんですよ。それは私に

は、スペインから来られた⼈たちよりよくわかっているつもりですわ。⼀家をあげ

て守り続けている伝統―これこそ素晴らしいものなのです（略）。（207 頁） 

 

スペイン貴族から代々結婚相手を選んできたアレグリア家、しかしその伝統が少し

ずつ時代とともに変容を余儀なくされ、現在では次男の妻バアバラはアメリカ人であ

る。またプエルトリコの政界に出て将来大統領になるというレールが親父によってひ

かれているホセ。自らもそれを忠実に目指そうとしている。そのために、父親をはじ

め、下の 3 人の弟たちもホセを支援している。そしてプエルトリコを将来アメリカか

ら独立させるという政略を持っている。ところが、一方で、プエルトリコを独立させ、

一国の大統領になったあと、その椅子がアレグリア家以外の者にわたるのを懸念して

いるという発言から、自分の家系の繁栄しか考えていないエゴすら感じる。アレグリ

ア家の召使はすべて褐色のムラット（白人と黒人の混血）であった。ラハスの村人もそう

であった。ところが、この白人のアレグリア家の人々はそれとは別世界に住む住民の

ようだった。日本人の崎子に関心がある理由は、ホセが日本をプエルトリコのモデル

にしたいからだというのもわかってきた。同じ島国でありながら、日本は天皇制の伝

統を維持しつつ独立を全うしていることであった。崎子はホセに共感できる部分もあ

るが、歯車が合わないところも少なくなかった。崎子は口には出さなかったが、明ら

かな反感があった。崎子は今にも口から出そうだった言葉が、「あなたはムラット人と

結婚すべきだわ。それでなくては大統領になる資格はないわ」であった。しかし、崎

子はその言葉をためらった。一つは、バアバラの発言内容にその理由があった。彼女

は異邦人ではありながら、次男の妻としてスペイン人のアレグリア家とその伝統を守

るために忠実に尽くしていることが先ほどの会話から痛いほどに伝わってきたことだ。

ホセをはじめとするアレグリア家のプエルトリコ独立論を彼女は支援しているのであ

る。加えて、ホセは心底からプエルトリコを愛していることが崎子には理解できたか

らであった。ホセは次のように述べる。 

 

プエルトリコがアメリカ資本から脱して独⽴する必要については、僕たちは真剣
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に考えています。僕の⽗が所有している⼟地の半分は砂糖⿉
きび
畑です。⽗はそれを

次々と拡張しています。そのために、アメリカの資本家と衝突が起り、それを巧妙

に避けて⽗は続々と独⽴のための準備を整えています。 

 

ラハス村のルイスたち、そしてホセ、およびアレグリア家の⼈々、⼈種も⽂化も様々

なプエルトリコ⼈が⼩島にひしめき合っている。その⼀⽅で、ニューヨークへ逃げ出

すプエルトリコ⼈も少なくない。それぞれの⽴場で精⼀杯に⽣きていることがわかる。

そうなると、崎⼦には別の感情が芽⽣えてきた。「⾨外漢の私が⼝を出すことは何もな

かった」（211 ⾴）。それは果たして、崎⼦が異⽂化の境界を乗り越えることを断念し

たことになるのであろうか。その答えは読者に委ねられている。 

ニューヨーク⾏きの帰りの機内で、崎⼦は⼀⼈何かを考えていた。ジュリアが崎⼦

に声をかけると、彼⼥は⼤粒の涙を流しながら、「どの国も⼤変なのねえ」と⼀⾔だけ

発したが、この崎⼦の⼼情はいかなるものであったのか。 

 

おわりに 

『ぷえるとりこ⽇記』は、崎⼦という⽇本⼈学⽣が、⼈種、⽂化、および歴史体験

を本来共有していないはずの何⼈かのプエルトリコ⼈と出会ったが（無論、そこにはジ

ュリアをはじめとするクラスメートの存在も関わってくるのだが）、彼⼥は想像⼒を働かせ、彼

らと何かを「共感」しようとする積極的な異⽂化受容と理解の姿が描写されている。

しかし、出会ったプエルトリコ⼈たちが必ずしも崎⼦と同じ⽬線に⽴っているわけで

はなかった。また、同じプエルトリコ⼈の間で連帯は⾒られず、概してそれぞれの⾃

分の⽴場を優先して考えていた。ただホセにせよ、ルイスにせよ、プエルトリコが良

い国になることを⼼から願っていた。⽇本⼈である崎⼦は、⾃分はプエルトリコ⼈か

らすれば所詮他⼈であり、真の共感はありえないと⼀度は断念しかけた。しかし、崎

⼦やホセやルイスがともに「境域」に⽴つことで、そこはマイノリティの抵抗の拠点

となる⼗分な可能性をもっていることに気づいた（Anzaldúa: 3-4, 19, 79-80; 喜納：

15 ⾴）。ホセもルイスも現在はそれぞれの⽴場でよりよい社会を⽬指して努⼒してい

る姿に、改めて崎⼦は⼈種や⽂化や国の違いを乗り越えともに問題を共有することで、

真の異⽂化理解だけでなく、新たな第 3の⼤きな変化を⽣み出す原動⼒となりうると

考えたのではないか。最後の崎⼦の⼤粒の涙と「どの国も⼤変なのね」という⼀⾔は、

崎⼦がやっとそのことを理解し少しでも共感できたことに感動した証ではなかっただ

ろうか。換⾔すれば、境域に⽴てたことを暗⽰しているのではないか。彼⽒から貰っ
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た花束のプレゼントを「棚に放り投げてそれきり忘れてしまう」（220 ⾴）という表現

を有吉佐和⼦は⽤いているが、まさに場当たり的な異国旅情を満喫するだけの異⽂化

体験の域から脱しない限り、異⽂化を背景に持つそれぞれの⼈間を理解することはそ

れほど容易なことではないであろう。時には⾃分を殺すことも必要だということかも

しれない。ジュリア⾃⾝も実は⾃分を殺した。この旅⾏を通じて、Ｒ社の記者である

フィリップ・ピータースンと出会い、彼が既婚者であるにも関わらず、彼を愛するよ

うになった。「彼に必要なのは妻ではなく⺟親だということを痛感した。私は⼗⼆分に

彼の⺟親としての役を果す能⼒があると思う」（211 ⾴）というのが、ジュリアのプエ

ルトリコ調査旅⾏での⼀番の収穫であった。ジュリアと崎⼦は次元こそ違っても、と

もに相⼿との共感の難しさを経験する中で、その第⼀歩を歩み始めたといえるのでは

ないだろうか。 

 

 

使⽤テクスト 

有吉佐和⼦『ぷえるとりこ⽇記』岩波⽂庫、2008 年。 

 初出は 1964 年 7 ⽉から 12 ⽉まで『⽂藝春秋』に連載され、1964 年 12 ⽉、単⾏本とし

て『ぷえるとりこ⽇記』（⽂藝春秋新社）が初版刊⾏された。⾓川⽂庫版初版（1968 年）

および『有吉佐和⼦選集第 9 巻』（新潮社、1970 年）、さらに 2008 年に岩波⽂庫版が出版

された。 

 

参考⽂献 

⽜島万「国際法における広島・⻑崎への原爆投下の違法性と下⽥事件裁判」『「戦争と

平和」を知るための平和論序説』⽜島万・古畑正富、京都外国語⼤学国際⾔語平

和研究所成果報告書、2016 年 3⽉、1-24 ⾴。 

――――「カタルーニャ分離独⽴をめぐる相克とその⾏⽅」『現代スペインの諸相―多⺠

族国家への射程と相克』坂東省次 監修・⽜島万 編、明⽯書店、2016 年。 

――――『⽶墨戦争前夜のアラモ砦事件とテキサスの分離独⽴―アメリカ膨張主義の序

幕とメキシコ』明⽯書店、2017 年。 

――――「プエルトリコにおける⽂化的ヒスパニック性―⼈種・⽂化・アフロ性―」『国

際⾔語⽂化』第 5号、国際⾔語⽂化学会編、2019 年 3⽉、43-54 ⾴。 

――――「リオグランデ境界をめぐる⽶墨戦争の開戦経緯と戦争原因論―メキシコの戦

争指導との関連を中⼼に―」『軍事史学』第 55巻第 1号、軍事史学会編、2019 年

062970本文.indd   21 2020/03/25   9:25



22

有吉佐和子『ぷえるとりこ日記』に関する覚書

 
 

6⽉）、4-30 ⾴。 

――――「⽶墨戦争前夜の軍事境界線としてのリオ・グランデの重層性」『史潮』新 86

号、歴史学会編、2019 年 12⽉、55-75 ⾴。 

⼤牟⽥章『ぼくの広島・井原村学童疎開⽇記』ウインかもがわ、2015年。 

吉川元「第⼆次世界⼤戦とは何だったのか」（『ふたつの世界⼤戦と現代世界』広島平

和研究所ブックレット）、2015年。 

喜納育江編『沖縄ジェンダー学』⼤⽉書店、2016 年。 

グルー、ブノワット（有吉佐和⼦、カトリーヌ・カドゥ訳）『最後の植⺠地』新潮社、

1979 年。 

⼩桧⼭六郎編『会津⽩⻁隊のすべて』新⼈物往来社、2002 年。 

サイード、エドワード『オリエンタリズム』（上・下）平凡社ライブラリー、1993年。 

成川⽇⼥美「第 58 回全国集会ゼミナール 有吉佐和⼦『ぷえるとりこ⽇記』」『⽂学と

教育』（211）、2010 年 4 ⽉、4-18 ⾴。 

新渡⼾稲造（⽮内原忠雄訳）『武⼠道』岩波⽂庫、1938 年。 

フーコー、ミシェル『監獄の誕⽣―監視と処罰』新潮社、1977年。 

林京⼦『祭りの場』講談社、1975年。 

――――「被爆を根に⽣きる」『ＮＨＫ「ラジオ深夜便」−被爆を語り継ぐ』⻄橋正泰編、

新⽇本出版社）、2014 年。 

松島泰勝『琉球独⽴論―琉球⺠族のマニフェスト』バジリコ、2014 年。 

⽔⽥宗⼦「記憶・沈黙・ジェンダー : 新たな⽇本研究の構築に向けて」『海港都市研

究』9号、神⼾⼤学⼤学院⼈⽂科学研究科海運交通センター編、2014 年 3⽉、3-

24 ⾴。 

三輪公忠『⽇⽶関係の意識と構造』南窓社、1974 年。 

――――『⽇本・1945年の視点』東京⼤学出版会、1986 年。 

――――『⽇本・アメリカ 対⽴と協調の 150 年 江⼾から現代まで、アメリカの戦略を

検証する』清流出版、2005年。 

ルイス、オスカー『貧困の家族―五つの家族』新潮選書、1970 年。 

Anzaldúa, Gloria, Boderlands/La Frontera: The New Mestiza, San Francisco, Aunt Lute, 

1987.   

Ayala, César J. and Rafael Bernabe, Puerto Rico in the American Century: A History 
since 1898, Chapel Hill, The University of North Carolina Press, 2007. 

Delgado, Richard and Jean Stefancic, The Latino/a Condition, A Critical Reader, 

062970本文.indd   22 2020/03/25   9:25



23

『国際言語文化学会　日本学研究』第 5号

 
 

Second Edition, NY, New York University Press, 2011.  

Godreau, Isar S., Scripts of Blackness: Race, Cultural Nationalism, and U.S. 
Colonialism in Puerto Rico, Chicago, University of Illinois Press, 2015. 

Pedreira, Antonio S., Insuralismo, Río Piedra, Puerto Rico, Editorail Edil, 2004. 

Picó, Fernando, History of Puerto Rico: A Panorama of its People, Princeton, Markus 
Wiener Publishers, 2017. 

Rodríguez-Silva, Ileana M., Silencing Race: Disentangling Blackness, Colonialism, and 
National Identities in Puerto Rico, NY, Palgrave Macmillan, 2012. 

 

 

謝辞 本稿の作成にあたっては、令和元年度（2019 年度）京都外国語⼤学国際⾔語平

和研究所の学内個⼈研究および学内共同研究（住⽥育法代表）の助成⾦を受けた。

ここに記して感謝の意を表したい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

062970本文.indd   23 2020/03/25   9:25



24

有吉佐和子『ぷえるとりこ日記』に関する覚書

062970本文.indd   24 2020/03/25   9:25



25

『国際言語文化学会　日本学研究』第 5号

 
 

アクティブ・ラーニング（AL）を用いた異文化教育法に対する 

コミュニティ・エンゲージメント（CE）教育の効果 

The Effect of Community Engagement (CE) 
 on Intercultural Education Method 

 
田中 紀代子 

     
Summary 

Japanese students need to gain experience studying abroad to foster global human resources. However, the number of 

overseas students has declined since 2004. As internationalization progresses, it is necessary to develop global human 

resources to coexist with people with diverse cultural backgrounds. The purpose of this paper is to present a practical 

inter-cultural education method for the question of how to develop global human resources in university education. 

This paper examines the relationship between Community Engagement (CE) aimed at improving the Intercultural 

Communicative Competence (ICC) required for global human resources, as well as communication skills, and 

relationship-building skills. This study shows that active participation in CE enhances the experience and improves 

communication skills, thus reducing anxiety about different cultures.  This paper suggests that CE has positive effects 

on raising communicative competence and generating self-confidence. The author also emphasizes that CE can have 

the effect of acquiring the competence to be a global human resource since both the intercultural understanding and 

communication skills can be finally improved. 

 
はじめに 

グローバル⼈材の育成を⽬的として、海外留学の体験を積ませることが⽇本⼈学⽣に期
待されており、海外派遣の増⼤、⾔語コミュニケーション⼒の強化が推進されてきた。しか
し、2004 年を境に海外留学者数は減少している（2016 年までに 26,976 名減少）（図１：⽂
部科学省 2019）。減少理由は、①18 歳⼈⼝の⼤幅な減少、②就職活動の早期化・⻑期化、
③漠然とした将来への「不安感」、④⼤学⽣の多様化によって海外留学に興味のない学⽣の
増加などである（横⽥・⼩林 2013）。また、海外留学の阻害要因として①⾔語の壁、②経済
的問題、③外国での⽣活の不安、④魅⼒を感じない、などが挙げられている(⽂部科学省
2019)。さらに、⽇本の学⽣に対して⾏われた留学に対する意識調査では、希望しているが
36.8％、希望していないが 63.2％という結果が出ている(⽂部科学省 2019)。このように、
⽇本⼈学⽣の留学者数の減少によってグローバル⼈材が育たないという問題が⽣じている
が、この問題は将来的により深刻になることが予想されている。とりわけ、海外留学に対し
て興味がない、⾔葉の壁や不安感を有する学習者の問題を解決するために、「⼤学教育にお
いて、どのようにしてグローバル⼈材を育成できるのか」といった課題が⽣まれているので
ある。すなわち異⽂化フリーの⼈材の教育法が求められているのである。従来の異⽂化教育
法、所謂アクティブ・ラーニング(AL)を⽤いた教育法だけでは⼗分な教育法とは⾔えない。
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本稿では、このための実践的な教育⽅法を提⽰し検討することを主たる⽬的とする。 

 
  
 
1 グローバル人材とは 

グローバル⼈材は各国によってどのように定義されているのであろうか。欧⽶における
定義をみてみる。 

カナダではグローバル⼈材の特性として以下の７つが挙げられている。 
1. Global perspective 
2. Knowledges of various cultures  
3. Intercultural Communicative Competence (=ICC) 
4. Ability to adapt to life in many cultural contexts 
5. Ability to work with and learn from cultural diversity 
6. Ability to promote and maintain multiculturalism in the organization 
7. Respect individuals form other cultures as equals 
 

また、アメリカでは、以下の６つが提唱されている。 
1. Cultural knowledge   
2. International business knowledge 
3. Foreign language skills 
4. Intercultural interaction skills 
5. Cognitive ability / General intelligence 
6. Appropriate personality, extraversion, agreeableness,  

図１：平成 31 年度「日本人の海外留学者数」等について（文部科学省 2019） 
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   Conscientiousness, Emotional stability, and openness to experience 
では、⽇本の場合はどうか。⽇本におけるグローバル⼈材の特性として、以下の 6 つが挙

げられている。 
1. 語学⼒・コミュニケーション能⼒ 
2. 主体性・積極性・チャレンジ精神・協調性・柔軟性・責任感・使命感 
3. 異⽂化に対する理解と⽇本⼈としてのアイデンティティ        
4. 幅広い教養と専⾨性 
5. 課題発⾒・解決能⼒ 
6. チームワークとリーダーシップ 

 
以上から、⽇本、アメリカ、カナダで共通して求められているグローバル⼈材とは、①異

⽂化理解⼒、②異⽂化間コミュニケーション能⼒(ICC)、③語学⼒であると考えられる。 
 

1-1   異文化間コミュニケーション能力（ICC） 

ICC とは⽬標⾔語を使⽤するだけでなく、異⽂化理解のためのコミュニケーション能⼒
である(Michael Byram 1997)。ICC は、Attitude(姿勢)、Knowledge(知識)、Skill(技能)など
の要素で構成されている。特に Attitude(姿勢)は最も重要な要素である。 

バイラムによると Attitude とは具体的に以下の 2つを指している。(Michael Byram 1997)。 
 1.  Proactiveness to cross culture 

2.  Feeling to understand cross culture 
 
つまり、グローバル⼈材に必要な要素の⼀つである異⽂化間コミュニケーション能⼒

（ICC）とは、「異⽂化に対する積極性」と「異⽂化を理解する気持ち」となる。 
 
1-2  先行研究 

国際ボラ ン テ ィ ア に参加 し た英語 学 習 者 の 「 国際的志向性 」 と 「Willingness to 
Communicate (以下、WTC)」の間に強い相関関係があることが報告されている。つまり、
国際社会と関わりたいという意志が強いほど英語でコミュニケーションしようとすること
が明らかにされている(Yashima, 2002)。さらに、「伝達したい内容を持つこと（Having 
Things to Communicate 以下HTC）がコミュニケーション意欲（WTC）を⾼める」という
研究報告があり（渡邊 2017）、グローバル⼈材に必要な「外国語でのコミュニケーション⼒」
の向上に関する重要な先⾏研究として位置づけられる。また海外では、⽶国ミネソタ⼤学の
ように SAGE（Study Abroad for Global Engagement）プロジェクトを実施しており(横⽥ 

2013)、海外での国際貢献活動を通して学習者がいかにグローバルな資質を得ることができ
るのかに関する調査や研究が進められている。 
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WTCモデルは、第⼆⾔語でコミュニケーションするという⾏為の複雑さを視覚的にとら

えたモデルであり、異⽂化間の態度、性格、⾔語能⼒、⾃信などの要因がコミュニケーショ
ンに影響を与えることを⽰す概念モデルである(MacIntyre et. al. 1998)（図２）。WTC とは
「⾃発的にコミュニケーションする意思」である(⼋島 2003)。WTCモデル内のコミュニケ
ーションに影響を及ぼす要因が 12 因⼦⽰されているのだが、第５層に位置する Personality
に第 4 層の Communicative Competence、第３層の Self-Confidence の構築によって、WTC
が活性化され、最終的に第⼆⾔語使⽤へと繋がると考えられている。WTCモデルは、ICC
育成のための教育法を考える上で参照すべき重要な概念モデルであるといえる。 
 
２. 目的 

2-1 今回の目的 

先⾏研究では、伝えたい内容と WTC の相関関係や国際ボランティア参加と国際的志向
性との関係が明らかにされたが、今回はグローバル⼈材に求められる“ICC”の向上を⽬指し
た ICC 教育プログラムの⼀つである、コミュニティ・エンゲージメント（以下 CE）活動
とコミュニケーション⼒および関係構築⼒の関係について考察し、CE 活動が⽬的とする。 
 
2-2 研究全体の最終目的 

 海外に対して興味がない、あるいは⾔葉の壁や不安感を有する学習者の問題を解決する
ために、「⼤学在学中などの⼀定期間内に効果を上げる異⽂化教育法」を開発し、ICC 育成
の向上に必要な海外への興味と⾃信を獲得させることである。 
 

図２：第二言語における WTC モデル（MacIntyre et. al  1998） 

062970本文.indd   28 2020/03/25   9:25



29

『国際言語文化学会　日本学研究』第 5号

 
 

３． 手法 

3-1  ICC 育成プロセス 

効果的に ICC を育成するための第１段階として、認知レベルで現実の異⽂化に触れるよ
うにする。このことによって異⽂化を知り、受容し、さらに順応し、最終的には異⽂化を理
解する。次の段階では、認知レベルから⾏動レベルへ移⾏する。認知レベルでの異⽂化理解
にとどまることなく、実際に⾏動するために「参加できる活動」や「学習の場」を提供し、
異⽂化に対する積極性を向上させる。 
 
3-2 ICC 教育プログラム 

前述の ICC 育成プロセスに従い、従来の⼆次元的異⽂化教育法、所謂アクティブ・ラー
ニング（以降 AL）である参加型学習法による教育法を⽤いて異⽂化理解と異⽂化トレーニ
ングを中⼼に ICC 教育プログラムを実施する。以上に加え、実際に⾏動することができる
参加の場として「世代を超えた知の共育と育成を⽬指した地域連動型教育」としての CE 活
動を⾏う。具体的プログラムは次の３つである。 
 

(1)実際の異⽂化の写真や動画を⽤いた異⽂化との接触 
現実の異⽂化を視覚から体験し、異⽂化理解を促進することを⽬的としている。具体的に

は、マレーシア農村部の現地⼤学⽣による CE 活動の写真や、現地の⼤学による難⺠の⼦ど
も達への教育⽀援動画などを⽤いる。この段階では実際の海外を認知レベルで「知る」こと
を⽬的とする。さらに、「知る」だけではなく「理解する」ことを⽬標とする。 

  

 

マレーシア、ケダ州農村部にて現地大学生の指導

のもと生ごみの処理法を学ぶ主婦たち 

マレーシア、ペナン島にて国立マレーシア科学大学 

(USM)による難民のこどもたちへの教育支援 

処理法法を指導されている主婦たち 
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(2)異⽂化理解と国際貢献を⽬指すプロジェクト活動 
国際貢献プロジェクト活動⽴案を通して国際理解と異⽂化理解することを⽬指す。例え
ば、ツバルを選んだ場合、ツバルの⽂化・⾔語・⾵習・⽣活習慣・環境問題などについてチ
ームで調査する。その国の問題を提起するだけではなく、例えば砂漠化、地球温暖化などの
環境問題を解決する⽅法に関する科学論⽂などを参照し、問題に対する解決策を提案する。
また、貧困問題といった経済的問題については、⼤学で学んでいる学知を活⽤した問題解決
策を講じる。この活動は国際理解と国際貢献活動への導⼊として位置付けられている。当プ
ロジェクト活動を通して、異⽂化を理解することや、理解したことによって積極的に異⽂化
に関わろうとする意識が磨かれる。最終的には、⾃分たちが⽴案した国際⽀援を通じて、国
際貢献を実践することを⽬的としている。 

 

  
 
 

(3)コミュニティ・エンゲージメント（地域貢献 以降CE）としてのプロジェクト活動 
 
筆者の勤務先である東海⼤学情報通信学部（⾼輪
キャンパス）では、グローバル市⺠教育を趣旨とす
る「英語あそびを⽤いた⼦ども教育⽀援」を筆者の
指導の も と で 実 施 し て い る 。 こ の 活 動 で
は、”Knowledge Transfer (KT)”すなわち、⼤学が⾏
う地域貢献活動は本来専⾨の学知を提供する地域貢
献活動というコンセプトに基づいており（影浦 et al. 
2018）、所属学部の専⾨的学知の１つである３D-CG
（三次元コンピュータグラフィックス）を⽤いた英
語学習の環境構築と教育⽀援を⽬指した「楽しく英
語を学べる３次元教育コンテンツ」を提供している。 

ツバル調査を通して立案したプロジェクト例 

３D-CG を用いた英語教育支援 
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この活動には留学⽣も参加しており、英語を⽤いた⽇本⼈学⽣と留学⽣との協働、⼦ども
向け英語学習教材の作成、異なる世代や地域との
コミュニケーション活動などがグローバル⼈材
育成へ繋がると想定している。 
 

3-3  具体的手法 

3 つの ICC 教育プログラムの中の「地域貢献の
⼀環である CE 活動としてのプロジェクト活動」
における参加者のコミュニケーション⼒と関係
構築⼒の変化を観察する。具体的な観察⽅法であ
るが、活動開始時と終了時に、現在（今）のレベルを⾃⼰評価し、評価理由に基づいて⾃⼰
分析をする。⾃⼰評価は参加者⾃らが点数化する。プロジェクト活動のルーブリックを⽤い
て成⻑の⾃⼰評価を参加者⾃⾝が⾏っているが、学⽣の同意のうえで本稿ではそのデータ
の⼀部を⽤いる。また、評価理由としての⾃⼰分析は内省として記述する。 
 
4. 結果 

4-1 コミュニケーション力と関係構築力 

本稿でいうコミュニケーション⼒とは、⾃分の意⾒や考えを伝えようとし、相⼿の意⾒を
理解しようとする⼒である。関係構築⼒とは、プロジェクトメンバーなど活動する中で関わ
る⼈たちと理解し合おうとする⼒である。ICC 教育プログラムとしての CE 活動を通して、
コミュニケーション⼒は、学⽣の⾃⼰分析をデータ処理すると、CE開始前（6.0）から終了
時(7.7)となり、やや向上した。また、有意差の有無を確認するために「t検定」を⾏ったが、
コミュニケーション⼒に有意差が認められた: t = -2.41, P (T < = t)0.036。つまり、CE 活動と
コミュニケーション⼒の間に強い相関があるといえる。参加者間の関係構築⼒は、活動前後
でほとんど変化はみられなかった(7.1→7.2)。また、有意差が認められなかったことから、
CE 活動との相関を判定できないことが⽰された。なお、今回はプロジェクトメンバー間だ
けの関係構築⼒を対象としているが、世代の異なる⼈たち（学童）に対する参加者の関係構
築⼒については今後検証する予定である。 

 

4-1-2  内省からみられる変化 

活動後における⾃⼰分析を通じての内省から CE 活動後の変化については次のように観
察結果が出た。 

 
①異⽂化の⼈とのコミュニケーションにより気を配れるようになり、柔軟に対応できた

結果、相⼿の異⽂化を受け⼊れやすくなった。 
②⾃分と異なる⽂化の⼈を否定しがちであったが、活動を通じて理解しようとする気持

CE 活動における日本人学生と留学生の協働 
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ちがもてるようになった。 
③On the cultural matters, I believe I had my ups and downs towards cultural differences. 
Sometimes I couldnʼt follow the other cultural way, sometimes I follow it now, because 
this activity made me understood the real meaning of communication. 

④CE 活動を通じて、コミュニケーション能⼒を伸ばすことができた。 
 ⑤Even if someone has a different way of thinking, I get along with them now. 
  

以上の内省からわかるように、異⽂化を受け⼊れ他者を理解しようとする姿勢が⽣じた
ことがわかる。また、留学⽣は、異⽂化理解に苦悩しながらも活動を通してコミュニケーシ
ョンの真の意味を理解した。つまり、CE 活動を通して、ICC、すなわち異⽂化理解に必要
なコミュニケーション⼒を向上させることができたといえる。 
 
4-2 考察 

（１） ICC 育成プロセスに順じたプロジェクト活動を実施した結果、内省および⾃⼰評価
の分析から参加者の異⽂化に対する理解とコミュニケーション⼒はある程度向上したとい
える。つまり、⾃分と他者の意⾒の違いについて話し合い、どちらか⽚⽅の考え⽅に合わせ
て対処するレベルに到達できたのである。また、関係構築⼒については、異なる考え⽅を持
つ相⼿であっても理解し合うことができるようになっている。 
（２）（１）の結果から、CE 活動から異⽂化と積極的に関わろうとする「姿勢」が⼀程度育
成されたことがわかる。 
（３）コミュニケーション能⼒の向上が⾃信となり、WTC と繋がる（WTC モデル参照）。 
CE 活動はコミュニケーション⼒を向上させ、「⾃信」を醸成することができる。 
（４）（１）〜（３）からわかることは、CE 活動は、ICC能⼒の育成⽅法として⼀定の効果
があることである。 
 
4-3 今後の課題 

積極的に AL や CE 活動に参加する⼈、および海外留学を希望している４０％位の⼈の
ICC を⾼めることは AL＋CE によって可能であると考えているが、不安感があり、そもそ
も海外に興味がないため海外留学を希望していない 60％位の学習者をどうすればよいかと
いう点については、AL＋CE 活動以外の⽅法で ICC を育成する教育法を開発する必要があ
る。 

 
５．現在の研究 

上記課題を解決するため、新しく ICC 教育プログラムとして、異⽂化を３次元で体験し、
国内にいながら異⽂化を体験・学習できる「仮想現実：VR」を⽤いた異⽂化理解と ICC 育
成に関する研究を⾏っている。VR は、学習する場所に関係なく没⼊感のある異⽂化を可視
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化できるというメリットがあるため、海外経験が全くない⼈や留学を希望しない⼈が異⽂
化を実体験することができる。現在 VR空間における異⽂化コミュニケーションの学習環境
の構築とその効果について、東海⼤学情報通信学部情報メディア学科と共同で研究を実施
している。タイとマレーシアバージョンのコンテンツは完成しているため、VR 学習と ICC
教育効果について研究を進めている。 
 
６．おわりに 
CE 活動への積極的参加と、その活動過程を通じて他者とのコミュニケーションにより異

⽂化理解が可能となる。また、留学⽣と協働するという環境下にあって⾔語の壁を乗り越え
なければならないため、CE 活動を通して ICC を備えたグローバル⼈材育成が可能である。
さらに、CE 活動という実体験を通して経験値が上がり、コミュニケーション⼒が向上する
ので、異⽂化や異⽂化の⼈に対する⼼理的不安が軽減されるのである。この不安の軽減が、
WTCモデルの要素の⼀つである「⾃信」へと変わり、⾃発的にコミュニケーションを⾏お
うとする意欲が⾼まり、異⽂化と積極的に関わろうとする「姿勢」が養われるのである。結
果として、グローバル⼈材に必要とされる ICC が向上する。最終的に、外国語コミュニケ
ーション⼒と ICC の両⽅が同時に⾼められるため、近年求められているグローバル⼈材と
しての資質向上が期待できるのである。 
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アーレントにおける他者の倫理学 

Ethics of the other in Arendt 

影浦 亮平 

 

Summary 

Today, we discuss separately on the ethics of the dual (typically Levinasian ethics) and on the 

ethics of the multiplicity (contemporary ethics since Kant). But can we discuss on the 

contemporary ethics without reference to the ethics of the dual? Can it treat the other 

essentially? It seems that Hannah Arendt answers these questions in her way. We should be 

discreet in treating the other in a universal manner. The ethics of the dual is superior to the 

ethics of the multiplicity, and the latter cannot be justified only if it is based on the former. 

 

 

1. イントロダクション 

 ジェラール・ベンスーサンが『二つのモラル』(Les deux morales, 2019)において論じ

ているように、現代倫理学においては、一方でカントの義務論に代表されるように社

会全体の人間に適用されるべき義務なりルールについての議論がなされ、他方では、

主に『全体性と無限』によって提示されたレヴィナスの他者論のように一対一の人間

関係において生じる責任についての議論が別々になされる。一般的に言うと、後者の

レヴィナス型の倫理学のほうが一般化しにくい議論が含まれている。たとえばデリダ

の研究でよく知られている高橋哲哉の議論に目を向けよう。彼は、破局的な出来事か

らの生還者に焦点を当て、そうした生還者は、その出来事の記憶を、筋道だった仕方

で物語ることはできず、断片的な語り方しかできなくなると主張しつつ、次のように

論じる。 

 

トラウマに苦しむ生還者は、自らを襲った出来事の意味が理解できず、その出来事

を「その人が生きつつある人生の一部」として統合しえないことに苦しむのであり、

「物語りえぬもの」を物語ろうとしてできない
、、、、、、、、、、、

ことに苦しむのである。トラウマに

苦しめられる状態から脱するためには、トラウマ記憶を物語記憶に変換しなければ

ならない。1 

 
1 高橋哲哉『歴史／修正主義』、岩波書店、2001 年、p. 71、強調は高橋によるもの。 
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他者を普遍的な形で論じようとするとき、すぐに直面する困難をこの一節はよく表現

している。「トラウマに苦しむ生還者」は、物語らないものとして定義されているとい

うことはこの他者の意志は定義上わかりようがないにもかかわらず、「物語ろうしてで

きない」と他者の意志を代弁してしまっているというパフォーマティブな問題が生じ

ているのである。したがってこの一節に対しては、他者を我有化しているという批判

があり得るかもしれない。自らの主体性を透明なものにしてしまうという、ドゥルー

ズやフーコーへのスピヴァクの批判が、ここにも適用されてしまうということだ。2 

 この例ひとつを取っても、レヴィナス型の倫理学は普遍化した議論がしづらいこと

がわかるだろう。現代倫理学において議論されるのは、主に複数の人間に適用される

義務なりルールに関するもののほうであるのは、こうした観点からは理解しやすいこ

とだ。しかしながら、議論が普遍化しにくいからといって、レヴィナス型の倫理学が

重要ではないということにはならない。逆に、レヴィナス型の倫理学を意識しない義

務論が本当に倫理的たり得るのだろうか。普遍性を要求する倫理学は他者を取り扱う

ことができるのだろうか。この問いに関して、本論文で考察対象としたいのは、ハン

ナ・アーレントである。この問いを思考した哲学者として、アーレントをとらえるこ

とができないだろうか。これが、本論文が明らかにしたいことである。アーレントに

おいてはふたつのタイプの他者の議論がある。すなわち、私にとっての他者と共同体

にとっての他者の議論である。こうしたふたつの他者論の関係に関する議論がアーレ

ント哲学の中でどのように展開しているかを、本論文は明らかにしたい。 

 

2. 他者の措定による共同体の成立 

 まずは共同体にとっての他者に関するアーレントの考察について、アーレントのナ

チズム分析に沿って明らかにしていきたい。そこで、アーレントの議論に直接触れる

前に、フーコーのナチズムの分析と比較しておきたい。フーコーは『知への意志』の

最終章において、ナチズムを「生－権力 bio-pouvoir」のひとつの極として現われたも

のとして分析している。まずこの議論の前提は、「主権権力」から見ていく必要がある。

かつての主権の臣民に対する権利は、臣民を「死なせるか、それとも生きるままにし

ておくか」3を決定することができる権利であった。これに対して、十九世紀以降に「生

 
2 スピヴァク『サバルタンは語ることができるか』（みすず書房、1998 年）を参照の

こと。 
3 フーコー、ミシェル『知への意志』、新潮社、1986 年、p. 172（以下、引用について、
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－権力」が現われる。この権力は「生命に対して積極的に働きかける権力、生命を経

営・管理し、増大させ、増殖させ、生命に対して厳密な管理統制と全体的な調整とを

及ぼそうと企てる権力」4である。このことをしるしづけるメルクマールとなるのは、

近代における戦争の形態である。近代の戦争は、もはや君主ではなく、住民の生命の

名において、住民全体が戦争を遂行するのである。つまり、自国民や自民族の生存を

保障する「生－権力」は、同時に自らの生存のために他国民や他民族を絶滅させる原

理となる権力であるのだ。こうして「社会は防衛されなければならない」ので、社会

をおびやかす危険は排除されなければならない。それは、人種主義、優生学といった

形をとって 20世紀に登場したが、そうした形のひとつとしてナチズムもまた成立した

とフーコーは考える。 

 こうしたフーコーの議論は、それにしても、どうして他ならぬユダヤ人が排除され

るべき他者となったのかということ、すなわち、反ユダヤ主義の問題については積極

的に答える性質のものではない。この点において、アーレントはフーコーと異なる。

アーレントはこの問いに答えている。『全体主義の起原』における分析によると、次の

ようになる。すなわち、ユダヤ人がなぜ根絶されるべき人種になったか、という問い

自体を無効にし、問われない形に仕立て上げたのが、他ならぬナチズムである、と。 

 

 あまたの反ユダヤ主義グループに伍して反ユダヤ主義のはびこる雰囲気の中でナチ

のプロパガンダは一つの方法を発展させたが、それは他のすべてと異なり、他のす

べてに勝る方法だった。といっても彼らのスローガンが新しかったのでは全然ない。

ヒトラーのデマゴギー的な階級闘争の描き方――ユダヤ人資本家が労働者を搾取す

る一方では、その実の兄弟のユダヤ人が、もちろん資本家とぐるになって、工場の

中庭で同じ労働者にストライキを煽動しているという図だが――でさえ新しくはな

かった。新しくしかも断然決定的だった点はただ、NSDAP がユダヤ人を党に入れな

いだけでは満足せず最初から党員に非ユダヤ系血統証明を要求したこと、そしてフ

ェーダーの綱領があったにもかかわらず、政権奪取後にユダヤ人に対してとるべき

措置をきわめて曖昧な形で威嚇的に表明していたことである。ナチのプロパガンダ

においては、反ユダヤ主義はユダヤ人という一民族に対する意見の問題ではもはや

なく、一党員人一人にとっての内的問題、彼個人の存在に関わる問題となった。5 

 
原文を確認して、必要に応じて、修正を加えている） 
4 Ibid., p. 173. 
5 アーレント、ハンナ『全体主義の起原』、第 3巻、みすず書房、1974 年、p. 86. 
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ナチズムにおいては、誰がユダヤ人であるか、なぜユダヤ人が根絶されねばならない

か、ということがもはや問題にならない。共同体の他者を確定するのではなく、他者

を通じて共同体の内部を確定するということがナチズムの共同体を構成したと、ここ

では主張されている。ナチズムの新しさは、それぞれの個人に、自分が何者であるか

を自分の側から立証することを求めたということだ。そして、個人のアイデンティテ

ィの証明は、「自分はこのような者だ」という肯定文の形でなされるのではなく、「ユ

ダヤ人ではない」という否定的な形でなされなければならないとされているのだ。 

そしてこの他者を通じたコミュニティのメンバーとしてのアイデンティティの確

立は、アイデンティティを失っている大衆社会の個人のニーズに合っているとアーレ

ントは論じる。 

 

アトム化され、定義し得ない存在となり、実体を失った個人からなる大衆にとって

は、これは自己確認の一手段が与えられたことを意味した。これは彼らの失われた

社会的威信のまことに有効な代償物たり得たし、また同時に、新しい自己確認の与

えてくれる見せかけの安定性を得た者は、ナチ組織に加入するのにきわめて有利な

資格を得ることにもなったのである。6 

 

アーレントによれば、「大衆」は、誰もがいずれかの階級という公的な集団に属してい

た階級社会が終わりを告げたときに登場した。「大衆」は、いかなる共同体にも属して

おらず、人間同士のつながりを持たず、いかなる共通世界とも無関係にある。ここで

あらぬ誤解がないように補足しておくと、アーレントは「大衆」を実体的な存在とし

て規定しているわけではない。というのは、人間の集まりとしてのあらゆる階層が消

失してしまった社会をこそ、アーレントが問題にしていたわけだからだ。そういうわ

けで、アーレントは「大衆」を「見捨てられた状態 loneliness, Verlassenheit」という経

験でもって定義しているのだ。それは、この世界は自分とは無関係に続いていく、自

分がいようといなかろうとこの世界は変わらない、という経験であり、それゆえに「す

べてのもの、すべてのひとから見捨てられているという経験」7である。ナチズムは「大

衆」の「見捨てられた状態」を解決したのだ。「仲間たることが明確な者以外はすべて

 
6 Ibid., pp. 86-87. 
7 Ibid., p. 320. 
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排除される」”Ausgeschlossn ist, wer nicht ausdrücklich eingeschlossn ist.”8というナチズ

ムの原則は、それは同時に、排除されないことで、「「自分は仲間のうちの者」のグル

ープに属し、反対側には「排除された者」の群がいるのだという気持にな」9ることを

「大衆」に許したのである。 

尚、ユダヤ人を排除するというナチズムの法は、まさしくアガンベンがジャン＝リ

ュック・ナンシーから「締め出し(bando)」という言葉を援用して説明するところの、

「法自体がないところで法を維持し、自らを適用から外すことによって自らを適用す

る」10という「法の潜勢力」の範例であるとも言える。「例外が規則にしたがうのでは

なく、規則が、自らを宙吊りにすることで例外に場を与える。規則はこのように、例

外との関係を保つことによってはじめて、規則として自らを構成する」11。アガンベ

ンの言葉を使えば、ナチズムの法は「大衆」に適用されないことによって自らを構成

しているということになる。 

 

3. 共同体の内側での他者の喪失 

 アーレントは、「大衆」は「かの有名な自己保存本能などに動かされてはいない」12

とする。もちろん、ホッブズの社会契約論を参照している議論であるが、近代国家の

基本原則である社会契約を結ぶ主体とされる、自由な個人が「大衆」の中には存在し

ないという主張をアーレントは展開している。他者を措定する共同体の中の構成員は、

自由な個人ではない。したがって、この共同体の中には、私と他者という一対一の関

係は存在しない。したがって、全体主義的世界は「不気味な絶対的没我の世界」13で

あると、アーレントは論じる。私と他者という一対一の関係が廃されて、共同体への

脱自的同一化こそが、全体主義運動の本質なのだ。 

アーレントは、ナチズムの信念にはダーウィンの思想があり、ボルシェヴィキーの

信念にはマルクスの思想があると論じる。議論の先取りをすると、そこには以上の脱

自的同一化のテーゼを認めることができることを論証したい。順序を追って議論を整

理していくことを試みるが、まず、ダーウィンの観念とマルクスの観念を同時に貫い

ているのは、「運動の法則」であり、エンゲルスはそのことをよく理解していたとアー

 
8 Ibid., p. 122. 
9 Ibid., p. 124. 
10 アガンベン、ジョルジョ『ホモ・サケル 主権権力と剥き出しの生』、以文社、2007
年、p. 44 
11 Ibid., p. 30 
12 アーレント『全体主義の起原』、第 3巻、p. 74 
13 Ibid., p. 74 
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レントは論じる。 

 

ダーウィンが進化の観念を自然のなかに導入したこと、すくなくとも生物学の領域

においては自然の運動は循環的ではなく直進的であり、無限の前進をおこなうとい

う彼の断言は、自然が謂わば歴史のなかに嚥みこまれ、自然の生命は歴史的なもの

であるとみなされていることを事実上意味する。適者生存の〈自然〉法則は、マル

クスの最も進歩した階級が生き残るという法則とまったく同じ程度に歴史的法則

であり、そういうものとして人種主義によって利用された。他方では、マルクスの

言う歴史の駆動力としての階級闘争は生産力の発展のあらわれにすぎず、そしてそ

の生産力もまた人間の〈労働力〉に源を持つ。マルクスに従えば労働は歴史的な力

ではなく、人間がそれによって自分の個体的生命を維持し種を繁殖させる――人間

と「自然とのあいだの代謝」によって触発される――自然的・生物学的な力である。

エンゲルスはこの二人の人間の基本的な信条の近似性を非常にはっきりと見て取

っていたが、それは発展（進化）の概念が両者の理論のなかで演ずる決定的な役割

を理解していたからだった。14 

 

『全体主義の起原』以降、アーレントは、マルクスの思想を批判する作業に移ること

になるが、それはただ単に、ナチズムとスターリニズムに共通して認めることができ

る全体主義的な法則として、マルクスの思想を読み解けるということを以上の引用は

示唆している。ここで全体主義の本質とされた「運動」という概念は、マルクスの哲

学の根本原理であるところの「人間と自然とのあいだの代謝」と対応しているとアー

レントは考えているのだ。アーレントは、マルクスを、プラトン、アリストテレスに

まで遡る哲学の伝統の継承者として理解する。プラトン以来の西欧政治思想全体を彼

女の批判の射程に入れているのだ。そして、マルクス批判の到達点として、アーレン

トは『人間の条件』を成就したと捉えることができる。 

 

4. マルクスにおける労働と自由 

アーレントは、マルクスをどのような位置づけで見ていたかというと、次のように

なる。産業革命以降の近代は、哲学の伝統に終焉を言い渡したのだが、ニヒリズムを

基本的なモチーフとするこの近代的状況に、ニーチェとキルケゴールとともに表現を

 
14 Ibid., p. 305 
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与えたのがマルクスなのであった15。ここで、マルクスはよいとしても、ニーチェお

よびキルケゴールを挙げているのに関しては（もちろん、アーレント自身からそれは

なぜかについての説明はあるものの）、ハイデガーを念頭においているとみるのが妥当

であると思われる。彼女の批判の射程であるところの哲学の伝統には、ハイデガーが

含まれている。マルクスとハイデガーとの闘争、これもアーレントの思想の中の重要

なテーマであると見てよい。 

アーレントによるマルクス評価に関して、近代という彼の生きた時代に対して適切

な分析をした哲学者としてマルクスは描かれている。マルクスは近代になって勃興し

た労働者社会を哲学の言葉でもって表現した。続いて、この近代を乗り越えるべく彼

の描いた理想社会は、必然の労働から解放された「自由の王国」であって、それはま

さしく古代ギリシアのアテナイであった、とアーレントは主張する。こうして、「労働」

と「自由」を思想の核としたマルクスに適切さをアーレントは認める。その上でマル

クスにおいて根本的に問題にしなければならないとアーレントが考えているのは、こ

の「労働」と「自由」がマルクスの中で混在してしまっていることである。「ARBEIT 

MACHT FREI」（労働は自由を作り出す）とはアウシュヴィッツ強制収容所の標語であ

ったが16、労働と個人の自由の一致こそが、マルクス哲学の根幹だとアーレントは考

えていたと見てよい。そして、アーレント自身としては、労働の思想家としてのマル

クスと、自由の思想家としてのマルクスを切断し、そこからマルクスを批判的に継承

していくことを目指している。 

マルクスの描く未来の共同社会を「ギリシアのアテナイ」だとするアーレントのマ

ルクス解釈について検討してみることから始めよう。アーレントのこの表現は非常に

両義的な含みをもっている。さて、われわれが当然ここで考えなければならないのは、

マルクス自身が説明する、諸個人が結ぶ社会的諸関係の歴史的発展である。マルクス

は、前資本主義社会、資本主義社会、そしてこれから到来するはずの共産主義社会と

いう三段階図式を提示している。マルクスはこの発展図式を労働の発展でもって説明

する。 

ここで、マルクスにおける「労働」の概念について先に見ておくことにしたい。マ

ルクスにおいて、生産と消費は、コインの表裏の関係であり、労働の示す機能の二つ

 
15 「伝統と近代」（『過去と未来の間』）および『カール・マルクスと西欧政治思想の
伝統』 
16 レーヴィ、プリーモ『アウシュヴィッツは終わらない』、朝日新聞社出版局、1980
年、p. 17 
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の側面である。マルクスは、この労働を「形態変換」や「物質代謝」の概念でもって

説明している。つまり、労働とは、素材を消費し、自分の目的にかなったものを生産

することなのだ。このようにして、素材は人間にとって所有価値をもつ生産物に転化

するのである。したがって、通常われわれは労働と生産は同じことだと考えるが、マ

ルクスにとっての「労働」は、そうではない。例えば、われわれは食べ物を食べる。

このとき、マルクスに言わせれば、食べ物を単に消費しているのではなく、われわれ

が生きていくためのエネルギーを生産しているのだ、ということになる。逆に、われ

われが木の机をつくったとすれば、それは単に机を生産したのではなくて、素材とし

ての木を消費したのだ。このようにして、人間は「外なる自然」からの質料を形態に

変換して生産物を作り、そしてさらにその生産物を消費することで、自らの目的によ

りかなった形態に転換するのだ。したがって、労働とは、目的－手段連関そのものな

のである。 

さらにこの労働過程は、目的、欲望そのものまでも転換させていく、というのがマ

ルクスの主張である。労働過程においては、素材に対して、人間の労働力とともに、

道具を消費する。この道具もまた人間の生産物である。人間の手のみで生産できるも

のは限られる以上、人間の欲望の実現を可能にするのは道具である。道具の使用、す

なわち道具という名の特定の生産物を消費することこそが、人間に新たなる欲望を提

供するのである。「消費は生産の衝動を創造する、またそれは、生産において目的を規

定するものとして作用する対象をも創造する。生産が消費の対象を外側から提供する

ことがあきらかであるとすれば、このことから、消費が生産の対象を、内的な像とし

て、欲望として、衝動として、また目的として、精神的にうみだすことも、同じくら

いあきらかである」17。したがって、人間は「この運動により自分の外部に働きかけ

てこれを変化させることによって、同時に自分じしんの自然を変化させる」18のだ。

労働とは目的にかなうように生産物を作り、さらにその生産物が新たなる目的を人間

に提示するという、動的な過程であり、自己価値創造を産出する過程なのである。 

アーレントはこのマルクスの労働観を批判するわけだが、とりあえず、前資本主義

社会、資本主義社会、共産主義社会という、マルクスの歴史図式の議論を先に取り上

げることにしよう。前資本主義社会とは、奴隷制社会や農奴制社会を指す。この社会

においては、個人は「まだまったく自然的なあり方で家族に、および種族にまで拡大

 
17 マルクス、カール『経済学批判』、岩波書店、1956年、p. 299 
18 マルクス、カール『資本論』、第 1巻、岩波書店、1969年、p. 151 
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された家族に属するものとしてあらわれる」19と、マルクスは説明する。したがって、

ローカルで、人格的ないし内的類縁関係こそがこの社会を規定している。あらゆる個

人が、非自立的で、ひとつの大きな全体に属するものとして現われ、主人と奴隷の支

配関係も自然的な所与の関係として現われるのだ。奴隷は、奴隷だからこそ奴隷であ

る、というようなトートロジーがここにはある。つまり、生産手段と直接的に結びつ

いているがゆえに、つまり生産手段を直接所有するがゆえに、奴隷なのである。奴隷

は生産手段をもってはいるが、生産物は主人の所有物となる。このとき、奴隷は生産

物が取り上げられる以上、欲望が生じず、さらに同じ生産手段に従属している以上（例

えば、土地）、同じものを生産し続けるしかない、ということになる。このような労働

者は、マルクスに言わせれば、端的に自由ではない。「自由な労働者とは、――彼じし

んは奴隷や農奴などのように直接に生産手段に属するのでもなければ、自営農民など

の場合のように生産手段が彼に属しているのでもなく、むしろ彼が生産手段から自由

である、すなわち引き離されている、という二重の意味においてである」20とマルク

スは述べる。 

次は、資本主義社会であるが、この社会は、労働者からの土地の収奪をもって始ま

る。マルクスはこのことを次のように分析している。労働者は生産手段を奪われ、か

つての共同体における生存上の最低限の保証をも奪われることになった。しかしその

ことは同時に、かつての共同体、生産手段や奴隷支配からの解放をも意味している。

資本主義社会の労働者は「自由な労働者」となったのである。そういうわけで、この

時代は、「個別化された個々人の立場を生みだす」21時代なのである。 

ここにおいて、労働者から生産手段の剥奪以外にもうひとつ、資本主義の出現のた

めの前提条件として、資本による交換制度が確立されていることが重要になってくる。

この自由な労働者は、生産手段が剥奪された以上、自分が欲しいものを直接生産する

ことはできず、何らかの仕方で社会から手に入れる必要がある。そういうわけで、「社

会的な連関のさまざまな形態は、個人の私的な目的のための単なる手段として、外的

必然として、個々人に対立するようになる」22のだ。ここで、資本による交換制度は

二つの意味でこの労働者の生存を成り立たせている。ひとつは、使用価値が全く異な

るものを等価なものとして交換可能にすることによって。労働者は欲しいものを自ら

 
19 マルクス『経済学批判』p. 288 
20 マルクス『資本論』、第 1巻、p. 561 
21 マルクス『経済学批判』p. 288 
22 Ibid., p. 288 

062970本文.indd   43 2020/03/25   9:25



44

アーレントにおける他者の倫理学

の持ち物と交換して手に入れることができるようになる。さらに、もうひとつは、こ

の等価交換を貨幣という一元的な尺度で規定し、さらに何を生産したかを問題にしな

い抽象的な労働過程そのものを貨幣と等価なものとして措定することによって23。生

産手段を喪失した自由な労働者は、資本家から生活手段を提供されるわけだが、この

ときの生産物は資本家の所有物となる。労働者はどの会社、工場で働くかについては

自由に選ぶことができるにしても、生きるために最低限、生活を維持する物資は必要

である以上、まず労働をしなければならないことには変わりはない。このとき、労働

による生産物を所有できない以上、もはやいかなる生産物を生産したかを問題にしな

い労働過程そのものがあらゆる商品と交換可能な価値として措定されていることが、

この資本主義社会の前提となるのだ。こうして、労働過程は存在の次元に還元され、

その労働時間が貨幣の対価になるのであり、あらゆる労働者はその生産物に関わらず

平等にその対価を得ることができるようになったのである。そして労働者が生産した

ところの商品は、貨幣によって交換可能になるのだから、使用価値の異なる諸々の商

品の交換価値とはそれぞれの生産に費やされた労働時間でもって規定されることにな

る。 

資本主義社会における労働者は、奴隷とは異なり、生産手段に従属してはいないが、

いかなる道具や素材を用いて生産しようとも、生産し所有することになるのはつねに

貨幣であるということになる。貨幣はいかなる商品とも交換可能であるが、しかしこ

の貨幣より、労働者は労働によって自らの欲望を変化させる、動的な過程を失うこと

になる。貨幣は欲望を貨幣に向かわせることはあっても（つまり貨幣物神）、決してそ

れとは別な新たなる欲望を触発することはないからだ。こうして人間の「内なる自然」

は抑圧されることになる。そしてさらにマルクスは次のことを指摘する。労働を通じ

て個人は交換価値を獲得すると同時に、資本は、生産物を労働者に生産させることに

よって、労働の使用価値を搾取する。このことは、抽象的な労働過程の価値（それが

労働者に支払われるべき賃金となる）とその過程から生産される商品の価値が、本当

は共約不可能であることに起因する。資本は労働者の使用価値を高めることで剰余価

値を得ることができる。それは労働時間を延長させるか（絶対的剰余価値の増大）、も

しくは大規模な機械装置の導入による、労賃に充当される労働時間全体の比率を減少

させる（相対的剰余価値の増大）ことで達成される。このようにして、資本は労働の

搾取を通じて自己増殖するのである。これら二点がマルクスの資本主義批判の論点で

 
23 マルクス『資本論』第 1巻における「価値形態論」 
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ある。24 

さて、前資本主義社会から資本主義社会への移行は、私的所有の否定によって特徴

づけられたわけだが、資本主義社会においては、ローカルな共同体が解体し、個別化

した個々人の社会となる。そして、個人と生産物との間を媒介する（と同時に互いを

隔てる）言語として、貨幣が要請される。しかしながら、資本主義社会の否定として

到来する共産主義社会においては、資本が否定される。そして個人は生産物との直接

的な結びつきを取り戻し、なおかつ、前資本主義社会とは異なり、個人は自由な労働

者でいられる社会になるのである。25 

この共同社会は資本主義社会の資本の自己増殖によって必然的に到来する、という

のがマルクスの主張である。資本主義社会においては、労働者は常に貨幣を獲得しな

ければならないという、必然の労働にとらわれている。マルクスは次のように述べる。

「必然の王国の彼岸において、自己目的として行なわれる人間の力の発展が、真の自

由の王国が、――といっても、かの必然の王国を基礎としてのみ開花しうる自由の王

国が――はじまる。労働日の短縮は根本的条件である」26。つまり、共産主義社会の

到来の根本的条件は、労働時間の短縮、余暇の増加であるということになる。これは、

資本主義社会の資本の自己増殖において、相対的剰余価値の増加によってもたらされ

る。つまり、機械装置の発展によって、人間の労働時間の短縮がもたらされるのであ

る。ということは、完全にオートメーション化して、すべての労働を機械に任せるこ

とができるようになったとき、人間は必然の労働から解放されるのだ。このとき、必

然の労働の消滅はまた、抽象的人間労働によって措定されていた貨幣の消滅をも意味

する。そして、資本の消滅し、共産主義社会が到来するのである。このとき、労働者

は真に自由な労働者になる。労働者は自らの生産物を所有し、またその生産物から新

たなる目的が提示され、さらに新たなる生産物を自由に生産することが全面的に可能

になるのだ。 

ここまで詳しめにマルクスの歴史図式を確認してきたわけだが、アーレントがマル

クスの言う共産主義社会とは「ギリシアのアテナイ」だと見定めたことに焦点を移し

ていくことにしたい。このことは極めて豊富な含意がこめられていると見るべきだ。

「ギリシアのポリス」は自由市民たちの共同体である。マルクスは、あらゆる人間が

 
24 マルクス『資本論』第 1巻における「第三篇 絶対的剰余価値の生産」「第四篇 相

対的剰余価値の生産」 
25 言うまでもなく、マルクスはヘーゲルの弁証法の論理をここで展開している。 
26 マルクス、カール『資本論』第 4巻、岩波書店、1969 年、pp. 302-303、ここで「領

域」という語を「王国」という言葉に置き換えた。 
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奴隷状態から解放される世界をユートピアとした。アーレントはマルクスにおける重

要な思想は、「他者を隷属させる者は誰も自由たりえない」27というものであると考え

ている。ここで主張されているのは、ヘーゲルの主人と奴隷の弁証法が宙吊り状態に

なった世界こそ、マルクスのユートピアである、ということだ。主人は奴隷の奴隷で

あり、奴隷は主人の主人であり、この弁証法が機能する限り、この主人と奴隷の関係

から解放される者はいないからだ。 

 

5. 無支配による支配 

ところで、「ギリシアのアテナイ」はマルクスの図式に従えば、紛れもなく、前資

本主義社会であるところの奴隷支配社会である。奴隷に生活を支えてもらうことで、

ポリスの自由市民は自由に討論の場に赴くことができたのである。マルクスの言う必

然の労働から解放された労働者とは、ポリスの自由市民である。しかし、マルクスは

ポリスの自由市民を自由な労働者とはみなさなかった。というのも、「他者を隷属させ

る者は誰も自由たりえない」28、つまりポリスの自由市民は奴隷の生産力に従属して

いるからだ。ここでアーレントが注意を喚起していることは、「自由の王国」とは「か

の必然の王国を基礎としてのみ開花しうる」というマルクス自身の前提である。この

とき、自由な主人と必然性に囚われた奴隷という枠組みが維持されていることが前提

されているわけで、この奴隷の位置には全自動で大量生産する機械装置が来ることに

なる。マルクスは機械を、つまり「人間の条件」を満たさないものを、この奴隷の位

置におけば、ヘーゲルの弁証法は停止すると考えた。しかし、アーレントは、「マルク

スもレーニンも犯した最も致命的な誤りのひとつは、この「事物の管理」を支配がな

いことだと誤解し」29たことだ、と主張する。「彼らが見過ごしていたものは、じつに

奇妙なことに、すでにアリストテレスがはっきりと理解していたことだった。すなわ

ち、われわれが日々の消費において対処している生命の必要性は、総じて機械装置に

よっては決して統制されえないということである。なぜなら、消費のもつ単一性とい

う要素によって、われわれが大量制作を組織するのと同様に大量消費を組織すること

は不可能だからである。古代の奴隷支配そっくりの専制政治という条件下なら別だが」

30。ということは、逆に言えば、機械を管理することで、人間は自由に生産したり消

 
27 アーレント、ハンナ『カール・マルクスと西欧政治思想の伝統』、大月書店、2002
年、p. 36. 
28 Ibid., p. 36. 
29 Ibid., p. 270. 
30 Ibid., pp. 270-271. 
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費したりする「無支配」の状態がもたらされるのではなく、むしろこの生産消費の自

由は機械に統制されるということを意味する。したがって、機械が人間の主人になる、

ということに気づかなかったことが、マルクスの致命的な誤りであるとアーレントは

考えている。さらに、このことがナチズムの法に密接な関わりをもつのだ。 

 

エンゲルスの言葉を使えば、「諸個人の統治が事物の管理に取って代わられる」と

したら――統治がますます「管理」へと変容しつつあるわれわれ自身の経験からよ

くわかるように、そうした代置は決して生産手段の社会化を必要としていない――

その結果は《無支配》ではなく官僚制である。すなわち、統治支配の人格的要素が

後景に押しやられ、国家－機関がたんに機能することがその役割を引き受けるよう

な統治形態である。完璧な官僚制、それは厳密にマルクス主義的な概念に導かれた

革命によって出現することになったのだが、実際には変装した一種の一人（ワンマ

ン）支配である。たしかに、支配者の空っぽの椅子を占拠しているのは誰でもない

のだが、この誰でもないことは、支配される側から見れば、きわめて効果的な専制

的にさえ支配するのである。その専制の特徴とは、たとえ多くの者が支配について

の説明を求めたとしてもそれに応じられる者は誰もいないということであり、責任

を引き受けたり責任を持たされたりする者が誰もいないということなのである――

そして、このように説明がないということは、これまでつねに専制支配の比較的重

要な特徴のひとつと考えられてきた。独裁者の恣意的決定に代わってわれわれが目

にしているのは、普遍的手続きによる偶然の諸決定であり、それには悪意も恣意性

さえもない。なぜなら、その決定の背後には意志がなく、しかしそれゆえ訴えかけ

るものもないからである。支配される側に関するかぎり、彼らがとらえられている

官僚的形態の網の目は、誰かが意志をもって行う支配にくらべると、おそらくより

致命的で危険でさえあるだろう。普遍的平等にもとづくすべての社会がこれまでに

もつこととなった危険というのは、無秩序でもないし、少なくとも長い目で見れば

群集支配でもない。それは、支配される者たちにとって、一人の誰かという幽霊の

ような外観をまとう無人による支配なのである。そして、本物の官僚制においては、

すべての人びとが支配されている状態にあり、つまり自由はすっかり消滅してしま

うのである。31 

 

 
31 Ibid., pp. 272-273. 
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アーレントが「官僚制」と言うとき、暗にマックス・ヴェーバーを反転させた形で依

拠している。ヴェーバーによれば、資本主義の創始期は、人格的要素を廃したプロテ

スタンティズムの禁欲的エートスを体現した官僚制によって支えられたわけだが、「勝

利をとげた資本主義は、機械の基礎の上に立って以来、この支柱をもう必要としない」

32。ところがアーレントにおいては、「機械の基礎の上に」真の官僚制が始まるのであ

る。それはともかく、ここで重要なのは、支配者の席には座っているのはもはや人間

ではなく、「幽霊」である、ということだ。つまり、マルクスのアテナイの支配者はそ

の共同体に属さない者である、ということなのだ。『全体主義の起原』における分析に

よれば、ナチズムの共同体が自らの共同体の外側に「ユダヤ人」を措定し、自らは「ユ

ダヤ人」ではないことによって成立する共同体であった。ここで明らかになることは、

全体主義における支配者の席には「ユダヤ人」という「幽霊」、共同体にとっての他者

が座っているということである。 

ここでもう少しマルクスのアテナイについてのアーレントの見解を見ておくこと

にしたい。機械は、人間ではないから支配関係から人間を解き放つとマルクスは信じ

たわけだが、マルクスの期待とは裏腹に、機械は人間ではない「幽霊」として支配者

の席に座ることになる。ここで、アーレントが注意を喚起することは次のことだ。人

間ではないものとは誰か、という問いである。ここに、アーレントが「人間の条件」

を問題にすることの理由がある。この問いに対するマルクスの答えはこうだ。人間は

「労働する動物（animal laborans）」である。ということは、この条件を満たさなかっ

た人間は、人間としての資格がないことになってしまう。 

 

 われわれが労働者社会に生きているということ、すなわち人間の営為のすべてが第

一次的に「個体の生命の維持」を目的にしているという意味での労働の営みと考え

られ、人間自身が第一次的に《労働力》の所有者と考えられるような社会に生きて

いるということが問題なのである。あきらかに働いていない者、労働によって生計

を営んでいない者は、寄生者と見なされるのだ。33 

 

労働する動物 animal laborans という彼の人間の定義からほとんど必然的に帰結する

のは、生活手段の生産にほとんどかかわらず、食べるために働くかわりに他人の労

 
32 ヴェーバー、マックス『プロテスタンティズムの倫理と資本主義の精神』岩波書店、

1989 年、p. 365. 
33 アーレント『カール・マルクスと西欧政治思想の伝統』、p. 63. 
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働によって生活しているような者は寄生者であって、本来的に人間ではないという

ことである。34 

 

人間を労働者として定義し、人間の条件を確定するということは、必ず誰かが共同体

の「寄生者」として措定されてしまうこと、そしてわれわれ人間とは無関係のもので

あるべき存在、排除されるべき存在、つまり共同体にとっての他者が措定されること

が伴うということをアーレントは主張しているのだ。「人間の条件というのは、人間の

本性と同じものではない」35とした上で、人間の条件とは、接するあらゆる人間や事

物によって「人間が条件づけられた存在である」36ことだとアーレントが主張するの

は、このような文脈の下で解釈されなくてはならない。共同体へ脱自的同一化をする

個人ではなく、顔のある他者との関係の中にある私を基本にする、アーレントの倫理

学的態度をここに読み取ることができる。ただし、このような定義にあらざる定義は、

「個人は社会的諸関係の総体である」37というマルクスの『フォイエルバッハに関す

るテーゼ』の転用と見ることも可能だろう。したがって、アーレントはマルクスを全

面的に否定するのではなくて、批判的に継承していると見てもよいかもしれない。 

 

6. 労働と仕事 

アーレントによる労働概念の考察にさらに目を向けることにしたい。マルクスは労

働について、自らの目的をかなえるための生産した生産物がまた労働者に新たなる目

的を提示する動的な過程が労働の本質であると主張したわけだが、アーレントはこの

動的な過程に異議を唱える。アーレントによれば、生産物が新たなる目的を生みだす、

という考え方は近代以前では成立し得ないものであり、この考え方の成立こそは、哲

学の伝統の終焉とコインの表裏の関係にあるのだ。このことを示すべく、アーレント

は、「労働 labor」と「仕事 work」の区別を提唱する。この区別を導入することによっ

て、アーレントは次のことを示そうと考えている。近代以前は、「労働」と「仕事」は

別物であったが、近代になって、「労働」と「仕事」は一致し、この混成体こそがマル

クスの「労働」概念であるのだ。 

アーレントは「労働」と「仕事」をどのように区別することによって、マルクスの

「労働」におけるあの動的な過程を切断したかが問題となる。それは、マルクスの「労

 
34 Ibid., p. 25. 
35 アーレント、ハンナ、『人間の条件』、筑摩書房、1994年、p. 22 
36 Ibid., p. 22. 
37 マルクス『フォイエルバッハに関するテーゼ』 

062970本文.indd   49 2020/03/25   9:25



50

アーレントにおける他者の倫理学

働」概念においては密接に結びついていた「生産－消費」の循環構造と「目的－手段」

の連関を引き離すことによってである。アーレントは「労働」を「生産－消費」の循

環構造に対応し、「仕事」を「目的－手段」連関に対応する人間の営みである、と再定

義したのである。 

そしてこのことはそのまま「自然」との関係で、この二つの営みを区別することと

重なる。「自然」と人間の区別は何よりも生死があるか、はじまりと終わりがあるか、

という点であるとアーレントはギリシア人の理解に依拠しながら見定める。「不死とは、

時間における耐久性、この地上とこの世界において死ぬことのない生命のことであり、

それはギリシア人の理解では、自然とオリンピアの神々に与えられていた。このよう

な、自然の絶えず循環する生命と神々の不死不老の生命を背景にして立っているのが、

死すべき人間である」38。不死なる「自然」の中で、死すべき人間は生まれ、そして

そこを去っていくのである。このような「自然」に対して行う人間が営みの二側面が、

「生産－消費」の循環構造であるところの「労働」と、「目的－手段」連関であるとこ

ろの「仕事」に対応するのである。「自然」と関わるという点では両者は共通の営みで

はあるが、異なる点は、その自然に対して主人であるか、それとも奴隷であるか、と

いうことである。「労働」は「自然と地球の召使い」39であり、「仕事」は「地球全体

の支配者、あるいは主人」40である。 

アーレントは、「労働」における自然へのスタンスについて次のように述べている。

「〈労働する動物〉の目を通して見た自然は、すべての「よい物」の偉大な供給者であ

る。そしてこの「よい物」は「（それを）（自然の）手から受け取り」、労働と消費の中

で「混ぜ合わせる」自然の子全員に等しく属するものである」41と。自然は人間に生

命を維持するための物を一方的に供給してくれる存在である。このとき重要なのは、

人間の需要、欲望に応じる形で自然から供給がなされるわけでは必ずしもない、とい

うことである。そしてこのことがマルクスの労働の弁証法に対するアーレントの本質

的な批判でもある。先ほど取り上げたマルクスの労働の弁証法においては、人間の欲

望、すなわち「内なる自然」と「外なる自然」が基本的に和解可能であることが想定

されているわけだが、アーレントは必ずしもそうではない、ということをここで示唆

しているのである。それは例えば水から机を作り出すことはできない、といった簡単

な事実を挙げられるだろうが、現実態は潜勢態に先取りされていなければならないわ

 
38 アーレント『人間の条件』、p. 33. 
39 Ibid., p. 228. 
40 Ibid., p. 228. 
41 Ibid., p. 197. 
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けで、その点で、現実態は潜勢態に従属しているのである（このことは、「形態変換」

というマルクスがアリストテレスから摂取した概念にはらまれた両義的な部分である

と言える）。したがって、潜勢態を消費して現実態を生産する労働という営みにおいて

は、自然は「偉大な供給者」であるのだ。そして「労働」によって生産されるものは

あらかじめ「自然」に必然的に定められているという意味で、「労働」は「必然性

necessity」によって拘束されている。労働を通じて、人間は自然の必然の中の一部に

なるのだ。このとき自然は、人間が脱自的に同一化する存在である。 

それに対して、「仕事」における人間と自然の関係は異なる。すなわち、「世界の建

設者である〈工作人〉の眼から見ると、同じ自然も「それだけでは価値のない材料し

か与えてくれぬ」ものであり、その材料の全価値は、それに加えられる仕事にある」42。

「目的－手段」の連関においては、自然は特定の目的のための単なる素材としてしか

みなされず、支配対象でしかない。ここで言われていることも、マルクスの労働の弁

証法に対しての批判であるわけだが、「労働」の場合は自然と和解する営みであったわ

けだが、「仕事」の場合は和解不可能性について焦点が当てられていることになる。つ

まりここでは人間の需要、目的が問題なのであり、自然の側の供給は必ずしも問題に

しない。そういうわけで、「仕事」は自然に対して「暴力 violence」ですらある。逆に

言えば、「仕事」は、自然による必然性という拘束を打ち砕き、人間を必然性から解放

する営みとも言える。「仕事」は自然を収奪し、自然とは異なる「人工物」を創造する

営みである。このとき、自然は、人間にとって収奪すべき他者である。 

「労働」という営みにおいては、自然は消費を繰り返しても消費し切れない「偉大

な供給者」であり、人間は自然の必然性に拘束されながら、自然を消費して特定のも

のを生産し、そしてそれを消費する。それに対し、「仕事」は自然の必然性からの拘束

を逃れて、人間の内にあるイメージに基づいて、自然には存在しない「人工物」を創

造する。この「人工物」は、自然における生産消費の過程を断ち切ったので、労働に

よる生産物とは異なり、消費されない。この「人工物」は「消費」されるのではなく、

「使用」されるとアーレントはする。 

 

7. 他者の現われ 

以上のように、「労働」と「仕事」は、人間と自然の関係の違いによって区別され

る。すなわち、「労働」において、自然は人間にとって脱自的に同一化する自己自身で

 
42 Ibid., p. 197. 
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あるに対し、「仕事」において、自然は人間にとって自分の好きなように形を変えるこ

とができる他者である。このふたつの営みは、先ほどの全体主義に対するアーレント

の分析と対応していると指摘することができる。すなわち、共同体によるユダヤ人と

いう他者の措定は、「仕事」に対応する。そして、この共同体への脱自的同一化は「労

働」が対応する。そうであるとすると、マルクスの労働概念はこの「労働」と「仕事」

の混成物であるということは、これはそのまま、全体主義の原理となってしまうので

ある。この意味において、アーレントはマルクスの労働概念批判をしていると考える

のが適切であろう。 

われわれはアーレントの他者論に興味がある。近代大衆社会において、共同体が自

分たちにとって都合の良い他者を措定することは（これが「仕事」に対応）、私と他者

との一対一の関係を失い、共同体に脱自的に同一化すること（これが「労働」に対応）

と一致するというテーゼがここでは展開されていることになる。共同体の他者は、私

にとっての他者を消失させるものなのだ。しかしながら、アーレントは、私にとって

他者が他者として現れることが重要であると主張する。「仕事」に対して、つまりは共

同体による他者の措定に対抗する概念として、アーレントが導入するのが「現われ

appearance」である。アーレントによれば、「この現われというのは、他人によっても

私たちによっても、見られ、聞かれるなにものかである」43。アーレントの他者の倫

理学の核心は、私と他者の間に「見られ、聞かれる」という関係が成立することであ

る。そして私と他者が「見られ、聞かれる」者として存在する空間、すなわち「現わ

れ」の空間を、アーレントは「共同世界」と名づける。この「共同世界」をアーレン

トはテーブルを囲む人々のイメージで語る。「ちょうど、テーブルがその周りに坐って

いる人びとの真中に位置しているように、事物の世界がそれを共有している人びとの

真中にある」44。そして「共同世界」でなされる営みを、「活動 action」とアーレント

は名づけている。「活動」こそが「労働」と「仕事」に対立する営みであり、全体主義

がまさしく消失させようとしている私と他者の一対一の関係を成立させるという意味

で、全体主義に対抗する倫理学的なあり方なのだ。逆に言うと、他者が、具体的な顔

と声を持つ他者として現れることを主張しない限り、全体主義を生み出す大衆社会に

対抗する術はないというのがアーレントの倫理学的な主張であることになる。 

 

8. 結論 

 
43 Ibid., p. 75. 
44 Ibid., p. 79. 
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現代倫理学においては、カントの義務論に代表されるような、複数の人間に適用さ

れる義務なりルールを論じる潮流と、レヴィナス型の倫理学に代表されるような、私

と他者の一対一の関係を論じる潮流がある。そしてこのふたつの潮流の交差について

はこれまでそれほど議論されてこなかった。そしてわれわれの問いは、レヴィナス型

の倫理学を意識しない義務論が本当に倫理的たり得るのだろうか。普遍性を要求する

倫理学は他者を取り扱うことができるのだろうか、といったものだった。そしてアー

レントの場合、この問いに対してどのような答えが提示できるかということをここま

で見てきた。普遍的な形で他者を論じるのは危険であるというのがひとつの結論であ

る。ユダヤ人は、ナチズムが共同体の他者として措定され、個々人が共同体に脱自的

同一化をするのに活用されることになったというのが、アーレントの『全体主義の起

原』の主張である。アーレントの「活動」の概念は、レヴィナス型の私と他者の一対

一の倫理学を主張するものである。そしてアーレントの主張は、この倫理学を基礎に

すべきだということであり、さらに、この倫理学によって共同体による他者の措定に

対抗すべきだということだ。一対一の倫理学を基礎として、共同空間は構築されるべ

きであり、逆に言うと、一対一の倫理学を無化する形で共同体は構築されるべきでは

ない。複数の人間に適用される倫理学より一対一の倫理学のほうが優先されるべきで

あり、後者が無化されない形で前者が成立しているときのみ、前者が認められるとい

うのがアーレントの哲学から導き出せる、もうひとつの結論である。 
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Fear and Cultural Identity: Affect in the Digital Era 
 

Ryo Tatsumi 
 

要旨 

グローバル社会における S N S などのデジタルなメディアは、情動を引き起こし、我々の生きる場を大き

く変容させている。情報は我々を触発し、様々な境界を超越しながら我々に行動を起こすよう導いていく。

新型コロナウイルス感染症の拡大にも見てとれるように、とりわけ恐怖は状況を一変させる力がある。恐怖

という感情は今やアフェクト、情動として我々の身体に影響を与えているのである。情動は人々を特定の政

治的、経済的、文化的実践へと駆り立てる。問題なのは、その情動こそが無意識な場で作用し、既に構築さ

れた権力基盤をさらに強化してしまうことである。本論では、デジタルな時代において情動、特に恐怖とい

うものがいかに我々の文化を構築しているのかを理論的に明らかにするため、情動のメカニズムを文化や

アイデンティティとの関連において検討する。情動理論は、現在問い直しが図られているアイデンティティ

の政治に新たな視点を与えるだろう。そこで、媒介作用によって生産されるアイデンティティではなく、情

動に触発し、触発される身体がいかに政治的な役割を果たせるのか、その身体運動の破片からいかにアイデ

ンティティの可能性が導けるのかにも言及する。 

 

 

Affect and emotion through digital media 

“It owns your data. It knows your friends. It has your credit cards. It hears your conversations. 

It follows you everywhere. And you can’t go a day without it.” These words by Roger McNamee were 

featured on the cover of TIME’s January 2019 issue; they are about social media. Indeed, social media 

platforms seem to know everything about us as if we were always under surveillance. McNamee’s 

messages intend to warn us of security risks. The risks not only involve the leakage of personal data 

or secrets but also the fear and anxiety of our unstable cultures and identities. Once subjects cross 

physical borders through social media, their specific rules or codes lose their value. As a result, in the 

current global situation, many kinds of conflicts simultaneously appear in multiple places. While 

globalization seems to integrate our senses into a single place, it complicatedly splits or divides the 

relationships of human activities. We are affected by social media, and we act through the information 

of borderless social networks. This phenomenon raises new questions about culture and identity, which 

are completely different from the discussions that took place in the 1980s and 1990s that were based 

on dichotomic conflicts. In social media, our identities are not represented as who we are but by what 

we do, because social media platforms always know a user’s location and preferences; they know a 

user’s behavioral principles and behavior patterns by the accumulated data. Following Grant Bollmer, 

we can call this phenomenon “the digital culture.” He argues that our sense of self or identities are 

created by digital media and that digital media can transform the limits of the human body. He explains 
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that “our identities derive from how we interact and relate, and our ability to perform specific identities 

depends on the relations in which we find ourselves” (2018 p. 117). Today, the possibility of these 

relations has been overwhelmingly extended.  

Practices affected by social media relationships might lead to unintended consequences. When 

human beings are afraid or recognize certain risks, they would immediately act to deal with these 

emotions and risks. The problem is that these emotions involve not only our natural reflections but 

also cultural politics. Dominique Moisi illustrates this as follows: 

  

Today, as we shall see, quests for identity by peoples uncertain of who they are, their place 

in the world, and their prospects for a meaningful future have replaced ideology as the 

motor of history, with the consequence that emotions matter more than ever in a world 

where media are playing the role of a sounding board and a magnifying glass. (Moisi p. 

4) 

 

Considering politics of identity under globalization, we need to focus on people’s emotions that can 

politically affect others. As the author points out, although ideology has caused conflicts of nationalism 

and history, now, the power of affect has replaced ideology as the power of making history. The recent 

dynamic changes in world affairs require us to reexamine the disciplinary discourses of culture and 

identity politics.  

To understand world affairs, such as the outcomes of Brexit and the birth of the Trump 

administration, cultural studies must observe the production of affect that may depend on cultural 

differences and further see the irrationalities that cause such affect. “Affect” and emotions are keys 

to understanding our experiences in the digital culture. This paper uses psychological findings on 

emotions and theories of affect (fear in particular) to determine what affect can do and how it can 

form our cultures through digital media. Subsequently, the study shifts its focus to how identity 

politics are developed in this digital era. 

 

 

Fear and identity 

In the beginning of 2020, the fear of the coronavirus outbreak spread worldwide. The infection 

of the virus that began in Wuhan, China, has rapidly spread to Asian countries. The number of 

confirmed cases has been increasing even outside Asia; Italy, France, the United States, and many other 

countries have been overwhelmingly affected. Although some governments declared a state of 

emergency to halt the spread of the virus, the fear has tremendously grown. As a result, the panic has 

led to a spate of racist attacks. According to CNN, “Rampant ignorance and misinformation about the 

novel coronavirus […] has led to racist and xenophobic attacks against fellow Americans or anyone in 
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the US who looks East Asian” (Yan, et al., 2020). These “racist” people apparently connect skin colors 

with the virus without grounds, because they attacked Asian Americans who live in the United States. 

This is not just a result of the fear of the new coronavirus but the fear of the “Other.”  

In Sympathy for the Devil: Evidence That Reminding Whites of Their Mortality Promotes More 

Favorable Reactions to White Racists, Jeff Greenberg et al. (2001) wrote that the fear of death strongly 

enhances one’s own cultural beliefs or cultural pride. Based on the Terror Management Theory, he 

found that mortality salience can increase one’s sympathy for one’s own group. Identity always plays 

an important role in culture and society, and “a person’s group identification should play a significant 

role in how people manage their concerns about mortality” (Greenberg et al., 2001, p. 114). His 

research provides the evidence that “the White racist was judged more harshly than the Black racist” 

(p. 125) and supported the hypothesis that “mortality salience would increase White participants’ 

sympathy for a White racist” (p. 125). The mortality salience studies and the Terror Management 

Theory proved that cultural sense works as a system of cultural anxiety reduction, against the fear of 

mortality. Usually, we can shift from one cultural sphere to another in many ways; however, the 

problem is that when we are afraid, we tend to favor our own national or cultural place where we 

belong (or we “think” we belong). 

In this way, the action caused by deadly fear represents a behavioral principle of national or 

cultural identity; however, fear does not always occur in situations regarding mortality. What is fear? 

For Moisi (2009), fear is the absence of confidence that can enhance one’s identity. He explains that 

“in its most common interpretation, fear is an emotional response to the perception, real or exaggerate, 

of an impending danger. Fear leads to a defensive reflex that reveals and reflects the identity and the 

fragility of a person, a culture, or a civilization at a given moment” (p. 92). Fear is a kind of signal to 

inform us of danger that may harm or ruin our values and rules. Where laws are irrelevant and no one 

can determine the rules or what is right, emotions become important.   

What does fear do to us? Can fear manipulate us? Since we need to consider the relationship 

between identity politics and fear, the next section examines the “affect” aspect of fear. Fear always 

makes us act; therefore, it is important to see how the “affect” of fear can work on us. 

  

 

The affect of fear 

On February 4, 1999, Amadou Diallo, a 23-year-old African American, was shot 41 times by 

four police officers. Amadou just had a wallet and a pager with him, yet, the officers thought that he 

had pulled a gun (The Amadou Diallo Foundation, 2016-2019). This famous story became the icon of 

the US police violence. According to Mock (2019), African Americans are “2.5 times more likely to 

be killed by police than White people.” The police officers definitely shot him without checking what 

Amadou really was about to do. We do not know whether the police officers would do the same thing 

062970本文.indd   57 2020/03/25   9:25



58

Fear and Cultural Identity

 
 

to a White person; however, they instantly judged him, as a Black suspect. Nobody knows whether the 

officers intentionally shot him; nevertheless, what we should notice here is the possibility that the 

police officers might have been afraid upon seeing Amadou’s wallet. Thus, fear can cause an instant 

motion, and this means that fear is not necessarily an emotion but rather “affect,” as a stimulation for 

the next action. 

In The Cultural Politics of Emotion, Sara Ahmed noted that “fear works to restrict some bodies 

through the movement or expansion of others” (2015, p. 69). Fear is constructed in the relations 

between the self and others. Therefore, the subject cannot create its own fear. The subject does not 

know how he or she feels; however, fear created between the subject and others affects the subject to 

do something. According to Ahmed, this phenomenon of lacking self-presence can be described as “the 

effect of this splitting of experience” (p. 11).  

Although it unconsciously appears, we all have experience affect to a certain extent. In “Fear 

(The Spectrum Said),” Brian Massumi (2005) points out how fear organized the process of affect when 

the Bush administration introduced its color-coded terror alert. The fear caused by the alert affects 

people without ideological content, even as mere signals. He noted, “jacked into the same modulation 

of feeling, bodies reacted in unison without necessarily acting alike. Their responses could, and did, 

take many forms. What they shared was the central nervousness. How it translated somatically varied 

body by body” (2005). In addition, he said, “when fear is of fear itself the retriggering of its affective 

process hinges on a thought-sign” (2005). This process does not depend on the meaning of the sign; 

nevertheless, we can be affected by the sign itself, and therefore, the circuit connecting to the nerve 

center is created to work the autonomous fear in a specific situation. 

If affect does not work in mediation, next, I need to examine the cultural dimensions. Culture 

appears as a place of shared meanings in a representation system, which is so-called mediation. Rojer 

Silverstone (1999) noted that “mediation involves the movement of meaning from one text to another, 

from one discourse to another, from one event to another. It involves the constant transformation of 

meanings” (p. 13). Seeing cultural practices as the transformation of meanings has been the main work 

of cultural studies for a long time. However, as Massumi (2002) wrote in Parables for the Virtual: 

Movement, Affect, Sensation, as long as we practice in the mediation system, the body as the subject 

of cultural practices “could only be a ‘discursive’ body” (p. 2). If an unexpected movement and event 

actually came from outside of the representation system or outside of mediation, the momentary bodily 

motion would be coming from an unmediated realm. In that case, the body is not a signified form but 

the process of the movement from one body to another.  

As Massumi (2002) mentioned, “when the body is in motion, it does not coincide with itself. It 

coincides with its own transition: its own variation” (p. 4). Finding the subject is possible only in a 

mediation system; however, the bodily transition is just the movement, and that is, according to Melissa 

Gregg (2010), the “affect,” because “affect is found in those intensities that pass body to body (human, 
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nonhuman, part-body, and otherwise), in those resonances that circulate about, between, and 

sometimes stick to bodies and worlds, and in the very passages or variations between these intensities 

and resonances themselves” (p. 1). The bodily transition is related to the transformation of everyday 

lives and involves making events, and it produces differences that have the power to transform 

situations or environments outside of discourse. Massumi (2002) suggests as follows:  

 

It doesn’t preexist and has nothing fundamentally to do with mediation. If ideology must 

be understood as mediating, then this real-abstract is not ideological. Here, abstract means: 

never present in position, only ever in passing. This is an abstractness pertaining to the 

transitional immediacy of a real relation- that of a body to its own indeterminacy (5). 

 

Since it moves without mediation, the bodily transition is itself abstract. Indeterminacy and 

abstractness of a body can unconsciously make a difference. Massumi (2002) calls this phenomenon 

the movement-vision that happens as reflection, without the performance in mediation. The movement-

vision is “a multiply partial other perspective included in a fractured movement-in-itself: change” (p. 

51). To enter the space of movement-vision, we can only see ourselves as others. This bodily 

transformation literally changes the bodies in between the self and others, subject and object. Therefore, 

the affect is produced by stimuli that come from not only outside but also inside.  

Many scholars have worked on the theory of affect. Following the discussions of Spinoza and 

Descartes, William James and Carl Lange found that the bodily transformation by the perception of an 

object is the reason why people can perceive affect, which is well known as the “James-Lange theory.” 

In Descartes’ Error, Antonio Damasio (2006) insisted that affects, as he calls “primary emotions,” 

“depend on limbic system circuitry, the amygdala and anterior cingulate being the prime players. 

Evidence that the amygdala is the key player in preorganized emotion comes from observations in both 

animals and humans” (p. 133). The amygdala is a part of the brain that is triggered by an emotion, 

creating a response in the body. For Damasio, affects are instant emotions like “bear fear” or “eagle 

fear.” This phenomenon demonstrates the event between people and the “fear object.” For this very 

reason, affects are bodily changes caused by stimuli, not conscious manipulations of the subject. 

     Considering the views mentioned above, affect seems to be composed of two parts: a 

biological reflection part and a social part. If, same as in animals, instant fear, such as bear fear or 

eagle fear, are a biological function of human bodies, how can we understand the cases of fear 

regarding racial prejudice? Human beings can apparently integrate the social aspects into their 

nervous systems in specific contexts. Spinoza (1677) wrote that “simply from the fact that we have 

regarded a thing with the emotion of pleasure or pain, though that thing be not the efficient cause of 

the emotion, we can either love or hate it” (e-book). Spinoza described negative and positive affect 

as increasing and decreasing the power of the mind and body respectively. This is because affect 
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requires the body and the mind to extend in a reflex reaction or instinctively. This bodily and mental 

changes refer to not only change itself but also what the body and mind can do. Since affect involves 

the unintentional movement of minds and bodies, it seems to work as a “sign-machine.” In other 

words, affect is closely related to social and cultural contexts. Whether it is hope or fear, I should 

consider the work of affect in our political everyday lives. 

 

 

Affect and identity politics 

Affect is “theorized in relation to the technologies that are allowing us both to ‘see’ affect and 

to produce affective bodily capacities beyond the body’s organic-physiological constraints” (Clough, 

2007, p. 2). Therefore, “the affective turn” was the crucial paradigm shift, because it can be theorized 

beyond a representation system. The emotions that are signified on the mediation side would risk 

reproducing their own meanings in the “emotion-dispositif,” which is constructed by the discourses of 

religion, family, and workplace. In Foucaults’ terms (1977), the dispositif may produce “docile bodies,” 

such as the afraid and angry patriots, happy slaves, or happy middle-class housewives, to maintain the 

central authority. Having established that emotions are cultural products, the problem is that this 

emotion-dispositif may be deeply integrated into our nervous systems. Focusing on affect would be 

the effective way to see the split in the mediation system, and it seems to be the only way to free the 

body and the mind from the central authority or the discourses, i.e., rules, codes, and even laws.  

Martha C. Nussbaum (2004) mentioned that laws cannot work without emotions, in Hiding From 

Humanity: Disgust, Shame, and the Law. According to her, “it is hard to understand the rationale for 

many of our legal practices unless we do take emotions into account. Without appeal to a roughly 

shared conception of what violations are outrageous, what losses give rise to a profound grief, what 

vulnerable human beings have reason to fear, it is very hard to understand why we devote the attention 

we do, in law, to certain types of harm and damage” (p. 6). Barry Glassner (2018) also insists that 

“fear-driven legislation is good for politicians looking to voters” (e-book), and mass media enhance 

emotions to lead people to act. These responses are the results of affect. Thus, the “affect” of fear, 

connected with represented emotions, can easily transform societies.  

While developing digital technologies, affect has been used in social media to control elections 

and sow confusion in many kinds of fields. For instance, in 2019, the Trump campaign spent 16.2 

million dollars on Facebook to get more voters (Abramson et al., 2019, p. 38).  

As Mamoru Ito (2018) argued, the problem is that “how affect is actualized and realized in the 

process creates the cooperation of various groups” (p. 22) and produces new identities. It is often said 

that identities are a result of representation, namely, difference. In this context, however, we need to 

reconsider the concept of difference. It can be argued that identities reproduced by the performance 

should be displaced by the movement of the bodily transition. Deleuze (1968) wrote: 
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Modern life is such that, confronted with the most mechanical, the most stereotypical 

repetitions, inside and outside ourselves, we endlessly extract from them little differences, 

variations and modifications. Conversely, secret, disguised and hidden repetitions, 

animated by the perpetual displacement of a difference, restore bare, mechanical and 

stereotypical repetitions, within and without us. (x) 

 

For Deleuze, “difference in itself” can be found only in transition without language or sign systems. 

Split of mediation is a space of “ante-everyday” where “singularity” can exist as difference in itself. 

Difference in itself should be “ante-I” or “ante-self” which means that it should be that the subject 

shifts as the bodily transitions: the event of affect. The difference, as the subject shifts, has the power 

to change situations outside of discourses because of the abstract aspects. There is a possibility that 

people can produce a new identity politics which emerges from unmediated impulse. In conclusion, I 

would like to seek the way to approach such identity politics. 

 

 

Conclusion 

Digital media have certainly transformed the space or environment we live in and are also 

“Others” itself. It is important to look at how it transforms our daily practices and how we treat these 

transformations. However, digital media do not intentionally make these changes. Rather, we have to 

think about how we are involved with the practices that may affect cultures, bodies, and identities. As 

Grant Bollmer (2018) clearly claims, “the relationship between digital media and culture is political” 

(p. 2). In our globalized world, our knowledge or beliefs, and even rights, may be in question, because 

what one learns in his or her region is not necessarily a common practice in another region.  

What are the criteria for good or bad, false or truth? One can purchase anything he or she wants 

through the dozens of websites and make a contract with a stranger. How can we trust these strangers? 

By Silverstone’s reckoning (1999, 2007), media technology can make us trust. However, it can also be 

said that we trust them, because we feel they are trustworthy. After all, how we feel is the key to 

understanding the digital culture. We have never considered irrational matters that we cannot 

understand, yet, we should observe some abstract matters, not only certain understandable images.  

Although affects are not produced in mediation and we cannot understand media without 

language, affects definitely work as a part of media, because we are undoubtedly affected by visual or 

acoustic media. When our desires are projected onto a digital space, we always need to be responsible 

for our actions. In other words, morality seems the only way to approach affect. Silverstone suggests:  

 

the world’s media are an increasingly significant site for the construction of a moral order, 
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one which would be, and arguably needs to be, commensurate with the scope and scale of 

global interdependence. Insofar as they provide the symbolic connection and 

disconnection that we have to the other, the other who is the distant other, distant 

geographically, sociologically, then the media are becoming the crucial environments in 

which a morality appropriate to the increasingly interrelated but still horrendously divided 

and conflictful world might be found, and indeed expected. (2007, p7-8) 

 

Media form the moral space where we decide what needs to be discussed beyond physical 

borders. This means that the issues should be considered on the subject-object axis. What should “men” 

and “women” do? What should a “Christian” and “Muslim” be? All these questions are related to 

morality and cannot be judged from any position. The moral questions arise at the event of affect such 

as in the digital sphere. This is why we need to study the relationship between affect and the media. 
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大学のコミュニティ・エンゲージメントにおけるパートナーシップ論 

 Theoretical development of the Partnership for Community-University 

Engagement Programs 

田中 紀代子 

牛島 万 

 

Summary 
One of the most significant trends in recent higher education is that many worldwide universities are focused on the 
theoretical and practical development of Community-University Engagement (CUE). This paper examines the role and 
purpose of CUE and the importance of partnership in the program. The partnership should be the process of shaping a 
genuinely mutual understanding between university, students, and community to achieve some common goals: the 
integration of teaching with research, enhancing learning and teaching knowledge and skills, transferring or 
democratizing education for community development, students’ confidence building, achieving empowerment and 
personal autonomy, etc. It is also recognized that the partnership is a process of sharing all methods of decision-making 
openly, by which we can share leadership, and the outcomes or benefits. In this paper, we also propose the significance 
of “inclusive” partnership and moral activities that are toleration, patience, mutual respect, reciprocity, and trust. 
 

はじめに 

パートナーシップとは、元来、経済や通商をめぐる国家間の協調や、企業等の労使関係の

改善の過程から⽣まれた、とりわけアングロサクソン系の国々の発想といえる。その⼀⽅で、

パートナーシップは半ば理想にすぎず、パートナーシップとリーダーシップとの相克が少

なからず⾒られるといわれる。しかし、それは当然のことである。パートナーシップが成⽴

する背景に、個の利益が存在していることは紛れもない事実であるからだ。相⼿の利益のた

めに⾃⼰の利益を犠牲にすることは通常考えられない。⾃⼰の利益のために、相⼿にもその

メリットの⼀部を還元するという発想が、そもそもパートナーシップの根底にあるからだ。

しかし、⾃⼰の利益を明らかに優先し追求しすぎると、当然のことながらパートナーシップ

は崩壊し終了してしまう可能性が⾼い。 

従来、コミュニティ・エンゲージメント（以下、ＣＥとする）においてもパートナーシッ

プという発想が重要視されてきた。ＣＥはパートナーシップに⽀えられて成⽴していると

いっても過⾔ではない。しかし、そのパートナーシップの⽬指す理念に反して、ＣＥを通じ

て⽚務的な利益や効果だけを追求し相⼿側が不利益をこうむるとなると、そのプロジェク

トの継続が困難であることは容易に想像できよう。このことをふまえて、本稿ではＣＥにお

けるパートナーシップを重視し、これまでの先⾏研究をふまえ、その問題点と今後の展望に

ついて論じてみたい。 
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Ⅰ パートナーシップ論 

パートナーシップはこれまで様々な分野で議論されてきた。例えば、企業論においてであ

る。1980 年代から 90 年代において、雇⽤者および会社組織と、⾮雇⽤者の双⽅にとっての

メリットを追求し、⽣産性の向上、企業パフォーマンスの改善、仕事の安全管理の改善、労

使関係における信頼の回復など、企業⽂化の改善や刷新が推進されてきた。そのなかに、労

使関係の改善が含まれており、雇⽤者と被雇⽤者の協調体制の確⽴が急務とされた。そこで、

相互のメリットを前提とする協議の必要性が提案され、パートナーシップが提唱された。パ

ートナーシップとは、パートナー同⼠の利益の共有に合意することを⽬標としている。その

ため、パートナー間における合法的な協議の場への参加や関与を促した。その結果、企業組

織の⺠主化が推進され、経営の意思決定過程においても、被雇⽤者の意⾒が極⼒汲み取ると

いう姿勢が推奨されてきているわけである。 

 このような理念に基づくパートナーシップは、従来、ＣＥにおいても重視されてきている。

ＣＥが、⼤学とローカルないしはグローカルなコミュニティとの相互間のエンゲージメン

ト（積極的関与）である以上は、正しくはコミュニティ＝⼤学間エンゲージメント（CUE）

と呼ぶべきであるという研究者も多い。そこには、パートナーシップの必然性が提唱されて

いる。そのパートナーシップが⽬指すものは、知識および資源や富という利益を対等に得る

しくみ（⽬的）を確⽴することである。この場合のコミュニティとは、実際には特定の地域

コミュニティを指しながらも、概念的には単に限定された地理的な領域や場所を意味する

のではなく、⾔語や⽂化、慣習などの相違を超越した、⼈類共通の諸問題を有する「場」や

「空間」であり、それを解決するための実践の「場」として⼀般化される余地のある地理的

空間であるという認識のもとに⽴っている。 

 ＣＥの⽬的や⽬標は多岐にわたるが、概して、教育とリサーチを⼀体化させ、知識の有効

的活⽤とその新たな展開、およびコミュニティの発展と積極的関与や参加の実現、およびこ

れらを統合化、⼀本化させることが最⼤の⽬標にある。これこそが、知の学府としての⼤学

の使命であり、学問の理念と⾔わなければならない。 

 知の学府としての⼤学の使命が、コミュニティ発展への学問的貢献にあるとして、これが

⼤学の地域社会に対する⽚務的な活動だけでは、⻑期的には制約が⽣じてくるであろう。そ

のためにも早くからパートナーシップという考え⽅が重視されている。⼤学の⽬的は、学⽣

のために教育現場として地域社会を活⽤するわけであるが、地域社会がつねに受け⼿の⽴

場であり続けることは、様々な障壁を⽣む可能性がある。パートナーシップとは、⼤学と地

域社会の相互理解、共通の富と利益、意思決定やリーダーシップにおける調和的な取り決め、
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および成果や恩恵における互恵的な配分などがその具体的な内容となる。またパートナー

シップを通じて、社会に共通する複雑かつ困難な問題に対して挑戦するため、⼤学としては

知識の役割や重要性を再認識し、社会の⼀般市⺠に広く普及させることを⽬標としなけれ

ばならない。換⾔すれば、知識や技能の伝達こそが社会におけるデモクラシーの普及や浸透

を推進する⼀つの重要な要因であると強く認識し、⼤学がそのリーダーシップを担わなけ

ればならないと考える。 

 

Ⅱ パートナーシップの構成員 

次に、パートナーシップを構成するメンバーとは誰か、について考えてみよう。⼤学とコ

ミュニティという⼆項対⽴のモデルは当然考えられるが、近年では、ここに学⽣をどのよう

に位置付けるかという議論をふまえ、⼤学（学部）とコミュニティと学⽣の 3 項対⽴で捉え

るモデルが誕⽣している。学⽣を⼤学と分離させ、パートナーシップの⼀員として独⽴して

組み込んでいる。学⽣の⽬的や⽬標は必ずしも⼤学のそれとは同じではないということが

この考えの根底にある。さらにいえば、学⽣の⼤学教育に対して期待しているものも同⼀で

はない。従来の⽬的である、⾼度な教養や技能の習得や学歴の向上だけではなく、より良い

就職を⾒据えての資格や技能の習得という具体的な⽬標を掲げる学⽣が最近では⼀般に多

くなってきている観がするが、それは万国共通のようである(McIlrath et al.: 62)。パートナ

ーシップとはそれぞれの構成員が独⾃に⽬的や⽬標があって、利害の対⽴が発⽣する場合

は調整を⾏い、協⼒関係を確⽴するためのしくみや制度であると考えられる。パートナーシ

ップにより全体の総和的、集約的な利益や⽬標の調整が最終的には必要になってくるが、そ

の監督的な責務を担うリーダーシップは⼤学に求められているのではないかと考えられる。 

ベッドナーズらの⾒解によると、3者の関係には次のような利害関係が発⽣する可能性が

あるとみられる。ただし、同研究者らは、⼤学の中の学部、つまり学部教授スタッフ（faculty）

を⼤学から独⽴させ、ＣＥにおける運営上の中⼼に位置付けている。⼤学と学部教授スタッ

フは異なるものであるという前提に⽴っているのである。 

① 学部教授スタッフとコミュニティ 

・リサーチ主導か、サービスの提供のいずれに重点をおくべきか。 

・⼤学とコミュニティ間のギャップをどのように埋め合わせするか。 

② 学⽣とコミュニティ 

・知識の実践の場として、教育カリキュラムの延⻑線上にどのように位置付けるべき

か。 
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・将来の仕事のための技能習得であるべきかどうか。 

・有能なグローバル・シティズンとしての素養を積極的に⾝につけるべきかどうか。 

・現実社会の問題解決の実践の機会となるかどうか。 

③ 学部教授スタッフと学⽣ 

・学部授業カリキュラムや理論と、現場での実践とのギャップをどのように埋め合わ

せするか。 

・初等教育的な内容を⽬指すかべきかどうか。 

・学⽣主体のアクティブ・ラーニングを⽬指すべきかどうか。 

 

 ベッドナーズらの 3 項対⽴による理論的⾒地では、コミュニティよりも⼤学や学⽣にそ

の⽐重が置かれている観がする。しかし、⼤学のＣＥである以上、⼤学が主体となり、学⽣

教育に重点が置かれるのは当然であるという考え⽅も⼀理ある。ただし、問題は、⼤学の主

体性が、パートナーシップのなかにみられる権⼒関係として受けとらえられる危険性があ

ることだ。パワーと主体性は別物であり、主体性がパワーとみなされるような状況やそのギ

ャップが⽣まれた場合は、それをいかに解消するかについては別途対応が必要である。 

 ⼤学が主体になることは必要不可⽋であるという現実がある。それは⼤学が知識や技能

の中枢である限りは、発信媒体にならざるをえないからである。その受け⼿が学⽣であり、

コミュニティとなる。従来、⼤学は学⽣に対する教育と研究に特化していればよかったが、

近年の多くの⼤学が置かれているもう⼀つの状況は、地域社会における学府としての責任

と貢献を果たさなければならないことである。したがって、⼤学は、少なくともＣＥにおい

て、学⽣とコミュニティの両⽅を対象にしなければならない。そのうえで、学⽣への教育現

場としてコミュニティを活⽤するとなると、地域社会への貢献やサービスと同時に、資⾦⾯

を含む諸負担は⼤学に委ねられることは致し⽅のないことかもしれない。主体性とは、あら

ゆる責任を伴うことを意味しているからである。 

 

Ⅲ 大学と学生をめぐるパートナーシップ論 

ここで２点のことについて議論しなければならない。⼀つは、⼤学が⽬指すＣＥと、学⽣

が⽬指すそれとの温度差が⽣じているのではないかということ。もう⼀つは、ＣＥには本来、

様々な⽬的があることを当然の前提として、そのうえでパートナーシップの運⽤を考えな

ければならないかどうか、ということである。究極的には、ＣＥにおいて、パートナー間の

合意を形成し、共通の⽬標や利益を設定する必要が果たしてあるのかどうか、について考え
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なければならない。 

⼤学のＣＥは多くの場合、学⽣の教育に焦点があてられる。その場合であっても、資質や

能⼒的に多様な学⽣をＣＥにどのように取り込むかが問題となる。ウィリアムソンによる

と、ＣＥプログラムにおける意思決定過程において、学⽣たちの主体性を尊重し、その機会

を与えるべきであるとする（Moore-Cherry et al.: 4）。つまり、学⽣たちの意⾒と⼤学側や

その他コミュニティなどの意⾒との相違を調整し合意を形成する過程に学⽣を参加させる

必要性を説いている。学⽣が、⾃らの向上のために地域社会に⾝を投じるだけでなく、その

向上を実現するための⽅法の策定にも参画しなければならないとする。この⽴場に⽴つこ

とによって、はじめて真のパートナーになりうるという。パートナーシップの意義は、決し

て無条件でパートナーの⽴場や利益が保障されることではない。むしろその逆で、パートナ

ーには、⼀定の対等な責任が課されるわけである。同時に、その成果も、逆に損失やリスク

も同様に被るわけである。 

では、パートナーシップの対象を考えるうえで、複雑な⼈間関係とそこで想定される問題

を把握しておく必要がある。Higher Education Academy(HEA)は次のように分類してパー

トナーシップを考えている（HEA）。 

 

１）学⽣とスタッフ（指導教員、図書館員、学⽣サポートなど） 

２）スタッフとスタッフ（共同テーチングメンバー、ティーチングのピアレビュー） 

３）学⽣と学⽣（ピア、新⼊⽣教育、対等な関係、⻑期的な関係など） 

４）学⽣と組織（外部評価者、プログラムレヴュー、スタッフと学⽣の調停委員会、アンバ

サダー・プログラムなど） 

５）学⽣と学⽣代表組織 

６）学⽣と外部団体（企業、福祉、公共団体、NPOなど） 

 

本モデルでは、⼤学や教員という名称を⽤いず、⼀括して「スタッフ」としている。そし

て、「スタッフ」とは、リーダーシップやオーナーシップを制するのではなく、あくまでも

コミュニティと学⽣との間に⼊る媒体的役割を有する組織であるとする。そのうえで、パー

トナーシップとは、ＣＥの展望、エンパワーメント、組織化、真正性、挑戦のすべてをパー

トナー間で共有しなければならないとする。このパートナーシップにより、学⽣に⾃信を与

え、まさに⾃分がコミュニティのなかで重要な役割を果たしている、と明確に⾃負し、それ

が当該学⽣のエンパワーメントにも結びついてくるのである。エンパワーメントとは、まさ
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に⾃主性を芽⽣えさせることである。このことは、われわれが理想とするグローバル・シテ

ィズンの素養を⾝につけることにもなる。 

クレイトンらは、ウィリアムソンのモデルをさらに発展させ、⼤学と学⽣とコミュニティ

の均衡をはかるべく、⼤学⾏政と⼤学スタッフを区別し、さらに外部団体を加えた、以下の

ような新モデルを発表している（Bringle and Clayton: 108）。すべてが互恵関係で成り⽴っ

ていることがわかる。 

 

 
クレイトンによるＳＯＦＡＲモデル 

 

他⽅、特定の学⽣の⾃⽴性に対して、他の学⽣からの称賛と⽀持も⽣まれてくるであろう。

そしてこのような⼈材がＣＥプログラムを実施するうえでのリーダーとなることが周囲か

ら認められ、本⼈もそのリーダーシップを⾃負することは、ＣＥの⼤きな成果の⼀つとして

⾼く評価されるべきものである。パートナーシップにより、ＣＥでの学びの体験から、参加

学⽣に⾃信を⾝に付けさせる機会が与えられる。なかでも特定の学⽣は与えられた社会的

コンテクストのなかから試⾏錯誤を重ね、⾃らの主体性や⾃主性を確⽴でき、その後の本⼈

の⼈格形成にも⼤きな影響を与えることが予想される。ただし、難を⾔えば、それは、学⽣

全体ではなく、特定の学⽣だけがＣＥプログラムの受益者となり、学⽣間に効果やその他の

有無や格差を⽣じさせ、場合によっては、学⽣間の分裂や確執に発展する、極めてマイナス

的な要素も孕んでいるのである。 
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Ⅳ 包括的パートナーシップ 

以上のことをふまえて、ホッキングスが提唱しているのが、より包括的なパートナーシッ

プ（inclusive partnership）という考え⽅である（Moore-Cherry et al.: 6）。換⾔すれば、Ｃ

Ｅプログラムの受益者は平等にその対象を学⽣全体とすべきであり、万⼈にとって効果的

で実益的なＣＥの実現を⽬標に定めるものである。その帰結として、それが成功した暁には、

全学⽣のエンパワーメントと⾃信を確⽴し、⼤学という⼀定の「守られた」空間から外へ出

て、広域の⼀般のコミュニティに学⽣が参加し、⼀定の役割を果たしているという⾃負を持

つことができるわけである。学問的なディシプリンを超越した幅広い取り組みでもあり、よ

り⺠主的で包括的な学習環境を展開するものである。では、そのためにどのような⼯夫がな

されているのか。ホッキングスによると、包括的パートナーシップとは、最初から、すべて

の学⽣に対して有意義な⽰唆を与えるものとなるように、教授法、カリキュラム、アセスメ

ント等において、⼀同に学⽣の参加を半ば強要するようなシステムが最初から盛り込まれ

ている。この場合、学⽣のＣＥ開始前のモチベーションや資質、能⼒の格差は運営効果上、

むしろ好都合であると考える。個々の学⽣の資質や能⼒の相違を巧みに活⽤する形で、⾃他

ともに⽣活環境や学習をより実りあるものとすることができるのである。例えば、スタッフ

と学⽣の間でより多くの対話と反復がなされ、さまざまな⽅法で学⽣に参加と関与を促す

ことができる。また、そこから⽣まれる相互間の信⽤と尊重が、学⽣の学術⾯での⾃信に結

びつくと考えられる。 

教室外の現場のコミュニティでは、学⽣の興味を刺激する重要な機会となる可能性をも

っている。ＣＥの現場では学⽣同⼠が共同で作業する機会が多く、その中から通常の教室で

の学習以上に、学⽣間で教え合って学ぶ機会も多いと思われる。包括的パートナーシップは

最初から「仕組まれている」多数の機会を与えるシステム運⽤上のプロセスであると考えら

れる。しかもそれはひとつではなく、複数のさまざまな⽅法や機会を提供するものである。

例えば、学習の設備にしても、フィールドが実習現場の場合もあれば、実習室やオンライン

環境の場合もある。学習のタイプとして、アセスメント、学部⽣レベルのリサーチ、専⾨知

識の向上を⽬指す実習などに分かれる。さらにパートナーシップの形態として、ピア間での

指導、プロジェクトによる指導、グループ調査などが考えられるのである。 

筆者がこの点に加えるとすれば、ホッキングスは直接ふれていないが、事前学習の段階か

らこの点を考慮して、⼤学スタッフは進めていかなければならないと考える。事前学習の段

階で、参加学⽣の資質、能⼒、モチベーションを把握し、担当者はこの調整を完了しておか

なければならない。それが軌道に乗れば、あとは学⽣間の⾃主性に委ねなければならないが、
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それまではそこへのテコ⼊れは⼤学スタッフの腕の⾒せ所であり、教育者の資質の問われ

るところではないかと考える次第である。⼤学関係者や教育者は、全くの傍観者であっては

ならないのである。 

ここで、アイルランドのダブリン・カレッジの地理学部 2 年⽣と⼤学院修⼠課程の学⽣

の共同によるフィールド作業の事例をみておこう。学部の 2 年⽣は 280 ⼈、これに教員の

補助として 13 ⼈の⼤学院⽣を参加させた。この活動の⽬的は、①ＣＥ活動でのリサーチに

おける学部学⽣の⾃⽴性の向上、②⼤学以外での学びの場での⾃⼰の役割への⾃負、③現実

の問題に取り組むことのできる能⼒、④将来の職業を⾒据え、⾃分の専⾨的能⼒を駆使して

チャレンジ精神⼒を鍛える、の４つである。 

まず先の学⽣が 3〜４つのグループに分けられる。リサーチでは学⽣たちによる⼀定の裁

量を認めた。⼤学院⽣と教員との対話はオープン・ディスカッションやインフォーマルなミ

ーティングにおいて重視された。⼤学院⽣が決めたリサーチ内容を聞いて、学部学⽣が興味

のあるものを選ぶ。この際に、⼤学院⽣と学部⽣が極⼒協⼒し合える体制や環境を保持し、

その中で両者のエンパワーメントの向上を重視し、相互扶助とフレンドリーな⼈間関係の

なかで、学びの環境を維持できるように配慮する。 

学⽣が、新しい技能やＣＥにおける⾃⼰の役割に対する⾃負⼼をもつには、それ相当の努

⼒とチャレンジが必要である。とくに、学部⽣はその能⼒の格差により、その成果が⼤きく

分かれるところとなる。そして学部⽣の⼤学院⽣に対する印象や評価も⼤きく分かれる。⼤

学院⽣のアドバイスを素直に受け⼊れ、その能⼒やアドバイスを⾼く評価する者もいれば、

逆に、⼤学院⽣といっても 2年ほどの学年差では、あまり有効な助⾔は受けられなかった、

という意⾒もみられた。そして、このことが、ＣＥにおける学部学⽣と⼤学院⽣との関係に

もかかわってくるのである。このように、ＣＥにおける学⽣主体のチャレンジには、リスク

も⽣じるわけである。この事例の場合でも同様の問題が⽣じたが、幸いにして、これを悟っ

た⼤学院⽣たちはこの問題に早急にうまく対処し、修復に導くことができたという。 

この事例の結果として、次のような教育における効果や利点が確認された。 

１）⼤学院⽣は普段の環境とは違うグループ学習における⾃らの役割を果たすことによ

り、⾃らのエンパワーメントを⾝につけることができた。 

２）学部⽣が従来の指導者のもとに従属的に学ぶという、通常の固定観念から脱し、⾃ら

が主体となってより多くのことにチャンレンジすることができた。 

３）⼤学院および学部⽣を問わず、両者が同じ組織の⼀員であることを認識し、共同作業

からさらなる進展が⾒いだされるという利点を確認できた。 
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Ⅴ 知識の民主化―大学のＣＥにおけるもう一つの使命 

他⽅、コミュニティの⼀般の住⺠の全くの協⼒がなければ（あるいは、現地コミュニティ

との媒介をしている外部団体がある場合は、その協⼒関係も含まなければならない）、ＣＥ

は成⽴しないと考えられる。とくに発展途上国のように、⼤学という⾼等教育機関と地域の

⼀般住⺠が概して疎遠な関係にある場合、地域住⺠による⼤学等の⾼等教育機関や学問に

対する関⼼は必ずしも⾼くないことが推察できる。⽂化⼈類学者などの学術調査チームが

調査地域に⼊っていく場合、まずはその地域社会の⼈たちから歓迎されることを考えなけ

れば、⻑期的に研究を継続させることは難しいとはよく⾔われることである。そこで、地域

社会の住⺠を末端の作業員として雇⽤し、あるいはその地域の⽂化遺産は地域住⺠へ還元

するという意味で、地元にミュージアムを建設して、その関連⾏事を、地域住⺠の参加によ

って実施するなどの試みがなされている。 

 ⼤学のＣＥという前提からいえば、⼤学に主体性や責任が置かれるために、どうしても学

⽣への教育に重点が置かれ、逆に軽視されがちなのは、ＣＥの協⼒者である外部団体や現場

の住⺠などの⺠間⼈への利益還元である。パートナーシップの中にコミュニティを含む全

員が本来組み込まれるべきであることはすでに述べてきたが、では、具体的にＣＥによるコ

ミュニティのメリットとは何であろうか。そこで改めて想起しなければならないことは、ヒ

ーリーが述べているように、パートナーシップは結果（帰結）ではなく、プロセスであると

いう意味をどう捉えるかということである（Moore-Cherry et al.: 4）。管⾒によれば、パー

トナーシップが帰結ではなくプロセスであるということは、パートナーシップから得るこ

とが期待できる効果や利益を事前に明確にしておく必要があると考える。 

では、コミュニティの住⺠たちのメリットとは何か。おそらくコミュニティ側が期待して

いることも⼀様ではないだろうし、学⽣のそれとも異なることが⼗分考えられる。集約して

その利益や⽬標として⼀番に想定できることは、住⺠個⼈の敷地をＣＥの現場としている

ケースが少なくないと思われるが、そのため、地域社会の発展というマクロ的な⽬標よりも、

よりミクロ的である個⼈ないしは周りの同村集落の世帯の⽣活向上の⽅に、そのベクトル

が向けられているのではないかと推察する。⽣活⽔準の向上こそ、多くの地域住⺠にとって

の最⼤の期待であろう。 

そうなると、これには難しい点が考えられる。その「効果」が実際に⽬に⾒える形で明ら

かになるには、学⽣たちの教育上での効果よりも概して時間がかかることである。このこと

を現場の住⺠たちにも理解してもらわなければ、ＣＥ活動はやがて⽀障をきたすことにな

ると予想される。このことは、地域社会の発展への貢献を第⼀義として考えている学⽣にと
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っても同じことがいえる。学⽣のＣＥ活動がどれだけの期間や頻度で⾏われるかによって

も変わってくるが、「効果」による進歩は⽇進⽉歩というわけにはいかない。しかし、その

基盤となっている知識や技能がＣＥプログラムによりコミュニティの⼀般の⺠間⼈に伝達

されることは、きわめて重要である。そのことを理解してもらうために、住⺠側に説明する

責任は当然、⼤学側にあるといえよう。 
 逆に、効果が覿⾯である場合がある。ベッドナーズらは、ＣＥの⽬標や⽬的は多様である
という前提に⽴ち、その⽬的に応じて、①サービスを⽬的とするＣＥ、②リサーチを⽬的と
するＣＥ、③労働を⽬的とするＣＥ，に分けて考えている。同研究者らによると、サービス
とは知識や技能の伝達などの無形のものと考えられる。⽒らが挙げている事例としては、⼤
学院⽣を中⼼とするフェローが、地域の学校の教師とその⽣徒を相⼿に、社会科学や⾃然科
学に関するティーチングを⾏うプロジェクトである。これにより、フェローと、地域の教師
や⽣徒の両⽅にとって、より刺激的な学びの機会となったことが⾼く評価されている。もう
⼀つの事例は、ニュージランドの先住⺠マオリ族の村落にホームステイとして⼤学⽣が異
⽂化体験をすることで、相互の理解をはかるというプロジェクトである。この場合、マオリ
族は国の法律によって、先住⺠の権利が認められており、その意義について、学⽣はマオリ
族と対話、交流することで、理解を深めることが⽬的となっている。同時に、マオリ族側も
外部の⽂化的価値観にも関⼼をもつ機会を与えるという相互のメリットを重視している。 

 これに対して、労働
ワ ー ク
中⼼のＣＥとは、明確な定義がされていないが、おそらく⽬に⾒える

効果、⼿に取ることのできる効果を⽣み出す作業を想定していると考えられる。ベッドナー
ズらが事例として挙げているのは、環境、住居、衛⽣に関する政府系ないし⾮政府系の組織
の臨時職員となって、地域住⺠と接触して彼らの意⾒を聴取し、コミュニティがかかえる問
題点について調査する作業が占める。つまり、通常の仕事の枠組みの中に学⽣がスタッフと
して参加するインターンシップに近い性格のＣＥと考えられる。これにより、学⽣は社会的、
学問的に⾒地を広げ、知識や技術のみならず、地域社会の住⺠との交流を通じて、組織と住
⺠やコミュニティとの関係およびその組織化、さらには円滑なコミュニケーション能⼒を
⾝につけるなどの貴重な体験ができるわけである。⼤学の中ではそれを総合的に学ぶ機会
が必ずしも多くなく、学⽣たちにとって願ってもないことであると思われる。 

 このように、ＣＥプログラムの⽬標や⽬的をどこに置くかというのは、パートナーシップ

を構築するうえで、協議すべき重要な項⽬であろう。そして、この場合、コミュニティにと

って、ＣＥプログラムはどのようなメリットが想定されるのかを事前に住⺠側に説明がな

されなければならないと思う。⽬に⾒える形での「効果」や「発展」というのは時間がかか

ることはすでに説明した。では、コミュニティにとっての⽐較的短期の「効果」はあまり期

待できないのであろうか。以上のことをふまえた上で、ＣＥプログラムが帰趨するところは

どこなのかを検討しなければならない。そこで、筆者は、コミュニティにとっての利益や⽬

的にも多様性を図らなければならないと考える。 
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 改めて考えなければならないことは、⼤学の使命が知の学府にあるという点である。⼤学

による地域への学問的貢献とは、物理的環境の変化もあるからもしれないが、知識や技能の

伝授、および意識⾯における変⾰などの精神的貢献があるのではないかと思う。知識や技能、

あるいは意識というのは、⾝につけて即時効⼒を発揮するというものではない。その発揮す

る場⾯が提供されなければならないという事由もある。 

 そこで、知の学府が、知識や技能を、ＣＥ活動を通じて学⽣たちとともに学ぶことの意義

を住⺠に認識させる必要があろう。そのために、⼤学が、知識の⺠主化（Democratizing 

knowledge）を担うという歴とした使命感を露にすることが必要であると、ハートやホール

などの多くの学者は述べている。ヒーリーらによると、パートナーシップとは、広義の⺠主

化まで含む概念であるとしている（Granados Sánchez: 113）。また、ビベンズは、知の⺠主

化、知の移転、知の活⽤などの様々なレトリックだけが氾濫し、それをまとめ確⽴するため

の「制度化」が必要であると提⾔している（Bivens: 5;  Granados Sánchez: 113）。このこと

により、例えば、地域社会における学識や技能に対する疎遠や軽視、あるいは性差などによ

る、地域社会に⼤いにして⾒られる⼈間関係や家族関係、いわゆる伝統的な慣習や彼らにと

っての「常識」（⼥性の就学への軽視、不平等な男⼥分業等）も、次世代の社会発展を阻害

する要因と考えられることは少なくない。ただし、それを⼤学のパワーによって理解や受容

を強要するのではなく、コミュニティ住⺠⾃らの⾃主性や「気づき」による変化でなければ

ならないと筆者は考える。加えて、コミュニティ⾃体も学⽣への教育者の役割を担うべきで

あり、その経験は⻑期的には CE におけるコミュニティ側の受益性を⾼めることになろう

（McIlrath: 150）。 

 

おわりに 

以上みてきたように、ＣＥプログラムは⼤学が主体となって推進していかなければなら

ないが、その際に、学⽣とコミュニティの住⺠との双⽅にプラスの効果があるように、パー

トナーとして彼らを協議の場や作業などのＣＥ活動の⼯程、およびその「効果」などのすべ

てにおいて平等に共有できるように、⼤学はパートナーシップを重視してＣＥプログラム

を運⽤していかなければならないことがわかった。学⽣とコミュニティ住⺠との⽬標や⽬

的は必ずしも同⼀ではないからこそ、パートナーシップを介して、その相違が根底にあるこ

とを⼗分ふまえたうえで、合意に基づく⼀定の共通の⽬的・⽬標を設定しておかなければな

らないと考える（Moore-Cherry et al.: 3）。 

 ところで、先に述べることができなかったが、ベッドナーズらによると、ＣＥとは、相互
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の倫理的、道徳的⾒地に基づいたものでもあるべきであることを強調している。このことは

極めて重要なことであると筆者は考える。ＣＥの現場にもよるが、知識の伝達を知識の⺠主

化と称して半ば強制的に普及させることを道義的に肯定する研究者が少なからずいること

はすでにふれた。だが、知識が社会を変える、ということに、必ずしも共通認識が確⽴され

ているとは限らない。⺠主主義の普及が欧⽶先進国の「押し付け」であるとして反発を繰り

返し招いてきたことは昨今の歴史をもっても証明されよう。だからこそ、ＣＥプログラムに

おける⼤学および学⽣のコミュニティに対する対応は気配りが必要である。 

学⽣の中の別の価値観としては、ＣＥプログラムの魅⼒は⾃らの就職に役⽴てることだ

と割り切った考え⽅が少なからずあると思われる。あるいは、学⽣⾃らが成り上がりの⾃⽴

⼼や⾃負⼼を勝⼿に抱き、その⾏動が地域社会の住⺠や現地国の外部協⼒団体の利害関係

を損ね、極めて⼈間としての道から逸脱するような⾔動に出た場合、本稿で述べてきたパー

トナーシップは根底から崩れ去る危険性があることを、⼤学および学⽣は⼗分認識したう

えで⾔動に責任をもたなければならない。そのためには、⼤学教育担当者が事前教育を徹底

しておく責任があると筆者は考える。ＣＥプログラムがパートナーシップのもとで有効に

機能するように、事前学習からＣＥプログラムは始まっていることを⾃覚しなければなら

ない。事前学習において、⾔語能⼒の向上だけでなく、その⾔語⽂化圏の⽂化的、慣習的マ

ナーに及ぶまで、習得しておかなければならない。そして、その⽂化的背景を⼗分に踏まえ

たうえで、学⽣⾃⾝、⾃らの⾔動には受け⼊れ側を配慮したものでなければならない。時に

応じて謙虚であることも善良なグローバル・シティズンたる重要な資質であると考える。 

無論、ＣＥプログラムによる⾃分への利益還元を考えることはいけないとは述べていな

い。現場ではその他の価値観が存在し、そのなかでいかに⾃分が変わり、相⼿が変わるかで、

相互が円満に⼀定の共通⽬標を達成できるかを体験し理解すべきである。その際に、⾃分た

ちが受け⼊れられるためには、まずは相⼿の⽴場を理解し、そのために、円滑なコミュニケ

ーション能⼒のなかに垣間⾒る、それを発する者の⼈間性（道徳的な配慮）がきわめて重要

である。従って、ＣＥが円滑に運営されるためにも、モラルの重要性は、今後さらに問われ

なければならないと筆者は考えている。 

 最後に、パートナーシップ⾃体に問題があると判断されたならば、その早急の⾒直しが 

必要になるであろう。そのために、パートナーシップそのものに対する評価⽅法論について

検討されなければならない。ブリングルとハッチャーによると、ＣＥが成功するためにはパ

ートナーシップの中⾝を、①⽬的、②パートナーとその役割、③エンゲージメントの展望、

④結果とインパクト、⑤成果と評価、に区分して、とりわけ、ＣＥプログラムの事前の段階
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で、①〜④については、ある程度の予測をたて、それに基づき⽬標を設定してＣＥプログラ

ムを進める必要があると主張している。評価の対象として、問題点、⽋点、⼈数と⽬標達成

の⾒込み、協定の⾒直し、スタッフの交代の検討などが想定される。その結果次第で、継続

が可能かどうか、別のネットワークへの加⼊や拡張、あるいは他のメカニズムによるパート

ナーシップの拡張等など、さらなる検討が必要になってくるであろう（Granados Sánchez: 

114）。また別の機会に、稿を改めて論じてみたいと思う。 
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社会参加型学習による学びの構築に関する考察 

Reflections on Social Participatory Learning 

影浦亮平 

枝元益祐 

堀口朋亨 

 

Summary 

 This paper aims to clarify the importance and difficulty of social participation learning including PBL 

(Problem-based learning) and active learning. Social participation learning makes learners to deepen their 

understanding of disciplinary knowledge, learn generic skills, and feel their citizenship in their community.  

In Japan’s school education context, this type of education is often confused to the education for “Global 

Human Resources”, that does not include citizenship education nor value education, but we should 

distinguish them for make clear the educational purpose of social participation learning.  

The school side has often prepared the program so well that in the local community, students are not 

required to behave as members, and local people treat them as guests. This is an inevitable tendency 

because of the bureaucracy of the school education, and this makes social participation learning difficult. 

What is essentially required is to join the community and lead a daily life with local people for a long term. 

Without achieving non-formal, soft and flexible social participation activities in the management of formal 

and rigid school education, it would be impossible to construct social participation learning in line with its 

original purpose. 

 

 

1.  はじめに 

 本研究の目的は、社会参加型学習の意義を整理しながら、「参加活動や経験による

学び」によってどのような学力や能力が形成されるのかを明らかにすることにある。

このような学習活動の例として PBL とアクティブ・ラーニングについてその理念を

整理し、活動理論に則した解釈をすることで、その在るべき学びの構築を浮き彫りに

することを試みる。 

そして、活動や経験による学びの構築を実現しようとする際に、「学びは目的であ

り、その手段として活動がある」にも関わらず、実際のプログラムでは活動そのもの

が目的化してしまっている現状が散見される現状についても検討する。そこで、学校

組織が陥りやすい問題について官僚制を下敷きにしながら実際のプログラムをたたき

062970本文.indd   79 2020/03/25   9:25



80

社会参加型学習による学びの構築に関する考察

台にすると同時に、高等学校や大学でどのぐらい拡大・浸透しているのかを示しつ

つ、これらは決して本来の学びの在り方ではないことを論理的に導くことで、その在

るべき姿を理念的に析出する。 

特に近年、教育現場において PBL やアクティブ・ラーニングの普及と浸透が加速

している現状に鑑み、本来的な学びの在り方の提示とその論証は今日的意義のある、

そして急務の課題であると考える。 

 

2.  社会の在り方と求められる能力に関する議論の系譜 

2005 年に中央教育審議会が提示した答申『我が国の高等教育の未来像』（2005 年 1

月）において、今後の社会の在り方はひとつのパラダイムとして「知識基盤社会」が

その素地となることに言及している。そこでは、「新しい知識・情報・技術が政治・

経済・文化をはじめ社会のあらゆる領域での活動の基盤として飛躍的に重要性を増

す、いわゆる『知識基盤社会』（Knowledge-based society）の時代である」1 との認識

に立脚し、「このような社会において、自己責任を果たし、他者と切磋琢磨しつつ一

定の役割を果たすためには、基礎的・基本的な知識・技術の習得やそれらを活用して

課題を見出し、解決するための思考力・判断力・表現力等が必要である。しかも、知

識・技術は、陳腐化しないよう常に更新する必要がある。生涯にわたって学ぶことが

求められており、学校教育はそのための重要な基盤である」と位置付けている。その

上で、高等教育を「個人の人格形成の上でも、社会・経済・文化の発展・振興や国際

競争力の確保等の国家戦略の上でも、きわめて重要である」と国家形成の視点にまで

敷衍して言及している。 

 このことは、このようなパラダイムが高等教育に留まらず初等中等教育をもその射

程に入れ、更には学校教育だけではなく社会全体の在り方へと波及していることを意

味していると考えることができる。つまりは、生涯学習社会にあっては「柔軟な思考

力に基づく判断」をする必要があり、その為には、「基礎的・基本的な知識・技術の

習得やそれらを活用して課題を見出し、解決するための思考力・判断力・表現力等が

必要」であり、そうすることによって「自己責任を果たし、他者と切磋琢磨しつつ一

定の役割を果たす」社会の一員となるという認識が提示されていることになる。同様

に、教育再生実行会議「これからの大学教育等の在り方について（第三次提言）」

 
1 このような時代の特色として以下の 4つが示されている。①知識には国境はなく、グローバル
化が一層進む。②知識は日進月歩であり、競争と技術革新が絶え間なく生まれる。③知識の進展

は旧来のパラダイムの転換を伴うことが多く、幅広い知識と柔軟な思考力に基づく判断が一層重

要になる。④性別や年齢を問わず参画することが促進される。 
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（2013 年 5 月）でも、このような「知識基盤社会」において「未踏の地への挑戦に

より新たな知を創造し、社会を変革していく中核となっていくこと」が大学の役割と

して位置付けられている。 

 このような系譜は、既存の学問体系に立脚した基盤の上に構築される応用的実践活

動であるということができる。 

 

3.  能力育成を巡る学校教育への眼差し 

OECD が 2000 年から実施している PISA調査では、学校教育におけるキー・コン

ピテンシーを重視し、その能力測定を試みている。これは、「単なる知識や技能だけ

ではなく、技能や態度を含む様々な心理的・社会的なリソースを活用して、特定の文

脈中で複雑な課題に対応することができる力」であり、具体的には①社会・文化的、

技術的ツールを相互作用的に活用する力、②多様な社会グループにおける人間関係形

成能力、③自立的に行動する能力、という 3 つのカテゴリーで構成されている。 

その中でも特に、問題解決能力は「問題の状況が、①現実のものであり、②解決の道

筋がすぐには明らかではなく、③ひとつのリテラシー領域に限定されない場合に、問

題に対処し解決する能力」であると規定されている。 

 立田慶裕（2006）によると、個人がその人生を巧く生き、社会が良好に機能する上

で鍵となる重要なコンピテンシー（キー・コンピテンシー）として、「道具を相互作

用的に用いる」、「異種混交の集団で交流する」、「自律的に行動する」の 3 つのコンピ

テンシーを選択し、その中心に「省察・熟考（reflectivity）」を位置付けている。これ

は、心理社会的な条件が流動化する中で特定の文脈に於いて複雑な要求に巧く対応す

る能力であると説明されると同時に、「道具を相互作用的に用いる」能力として位置

付けられている。 

 このような活動の過程からの学びへの注目と同時に、その活動の基盤となる言語活

動の重要性に関する議論も活発に行われることになる。これは従来からあった学校図

書館をその中心とした読書活動や国語科で中心的に議論された読解力育成の観点など

に留まらず、より学習活動全体を根底から支える基盤としての言語活動の充実が念頭

に置かれることになる。このスタンスが端的に表れた学習指導要領（2010 年改定）

における「言語活動の充実」は、中央教育審議会に別途設けられた「言語力育成協力

者会議」での議論を踏まえ、論理や思考などの知的活動、コミュニケーションや感

性・情緒の基盤である言語活動を、子どもたちの思考力・判断力・表現力等を育成す

るための有効な手段であると位置付けてその体系化・構造化を以下のように示した。 
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1、体験から感じ取ったことを表現する。 

2、事実を正確に理解し伝達する。 

3、概念・法則・意図などを解釈し、説明したり活用したりする。 

4、情報を分析・評価し、論述する。 

5、課題について、構想を立て実践し、評価・改善する。 

6、互いの考えを伝え合い、自らの考えや集団の考えを発展させる。 

 

 この「言語活動の充実」を更に発展させる形で、2017 年公示の新学習指導要領で

は、「情報化やグローバル化など急激な社会的変化の中でも、未来の創り手となるた

めに必要な資質・能力を確実に備える」ための学習・指導法の在り方として「主体

的・対話的な深い学び（アクティブ・ラーニング）」が提唱されている。これは「主

体的に問題を発見し解を見いだしていく能動的学修（アクティブ・ラーニング）への

転換」と位置付けられている。 

 これは、従来のような知識の伝達・注入を中心とした授業から、教員と学生が意思

疎通を図りつつ、一緒になって切磋琢磨し、相互に刺激を与えながら知的に成長する

場を創り、学生が主体的に問題を発見し解を見いだしていく能動的学修として説明さ

れている。すなわち個々の学生の認知的、倫理的、社会的能力を引き出し、それを鍛

えるディスカッションやディベートといった双方向の講義、演習、実験、実習や実技

等を中心とした授業への転換によって、学生の主体的な学修を促す質の高い教育を進

めることが求められる。 

 この中では、「主体的な学び」については、「学ぶことに興味を持って積極的に取り

組むとともに、学習活動を自ら振り返り意味付けたり、身に付いた資質・能力を自覚

したり、共有したりすることが重要である」としており、「深い学び」を巡っては、

「単に知識を記憶する学びにとどまらず、身に付けた資質・能力が様々な課題の対応

に生かせることを実感できるような、学びの深まりも重要になる」としている。 

 このような資質・能力は、換言すると、「思考力・判断力・表現力等」となるが、

こういった学びの基幹となる「言語活動の充実」がますます重要になるということが

できる。このような言語活動が基盤となっての社会参加活動である必要がある。つま

りは、社会参加型学習は、参加することが目的ではなく、あくまで手段であるという

ことである。その手段である社会参加をより緻密に構造化することで、もとの目的で

ある学習そのものをより実りあるものにすることが念頭に置かれる必要がある。この
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ような学習過程において重要となるスタンスが「学問知」と「経験知」の統合であ

る。 

 

4.  社会参加型学習への眼差し 

上記のような「学問知」と「経験知」の統合を念頭に、持続可能な開発に関する

17 の目標、例えば、平和構築、環境保護、貧困、人権、市場などに関する広い認識

を持ち、その解決への志と学問知の活用手法を携え、各自が実際に身を置くローカル

なコミュニティ（地域、企業、大学等）での様々な取り組みに「グローバルな諸問題

の解決に責任ある主体」として参画（engagement）する人材の育成のための学びが社

会参加型学習により構築されることになる。 

 従来からの取り組みとして、インターンや実習と区別されながら PBL（Problem-

based learning）科目が展開されている。この PBL は昨今の高等教育のみならず初等

中等教育でも積極的に取り入れられているが、その殆どが Project-based learning であ

る。学習者の活動実態とは乖離した場所で教員なり学校なりが計画した Project（そ

れ故、実現可能で予定調和的な計画になる）に参加することで成立する学習である。 

 しかし、経験主義教育に基づく本来的な PBL は、まず学習に取り組む準備として

TBL（Text-based learning）が綿密に行われる。これは資料の読解やバックグランドナ

レッジ、或いは、メタ認知的なバイアスとなる知識を整理・獲得することが目的であ

る。このような資料の読解をその中心とした学習の中から、何か問題・課題なのかが

析出、或いは、提起される。その提起された問題を中心にした学習が PBL（Problem-

based learning）である。更には、そのような複数ある諸問題を解決するための方策と

しての計画に基づく学習が PBL（Project-based learning）である。 

 このような認識に立脚すれば、予定調和的に計画された Project では本来の意味で

の学習主体にコミットしたものではなくなってしまう。「主体的に問題を発見し解を

見いだしていく能動的学修（アクティブ・ラーニング）への転換」を想定するなら

ば、「教員と学生が意思疎通を図りつつ、一緒になって切磋琢磨し、相互に刺激を与

えながら知的に成長する」ような学びの場が不可欠であり、そのような学習のプロセ

スは決して予定調和のものではない。であるからこその社会に参画する実践活動の中

で成立するエスノメソドロジー的な学びの在り方なのである。 

 参加することの意義を巡って経験主義教育では、ディーイ（J. Dewey）が“Learning 

by doing”「為すことによって学ぶ」（Dewey:1938; デューイ：2004）ことの重要性を

強調したのは有名である。この経験に基づく学習の概念と類似の観点を提唱したもの
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に“Knowing in action”「行為の中の知」がある。これは経営学者であり後に教育学へ

と転向するショーン（D. Schön）によるものである。Schön は、その著書『専門家の

知恵：反省的実践家は行為しながら考える』（Schön, 1984; ショーン、2001）に於い

て、現代の科学技術に基づく新しい専門家の登場を「技術的合理性（technical 

rationality）」に基づく「技術的熟達者（technical expert）」から「行為の中の省察

（reflection in action）」に基づく「反省的実践家（reflective practitioner）」として提示

している。この「反省的実践家」は、クライアントが抱える複雑で複合的な問題に、

「状況との対話（conversation with situation）」に基づく「行為の中の省察（reflection 

in action）」として特徴付けられる特有の実践的認識論（practical epistemology）によ 

って対処し、クライアントと共により本質的でより複合的な問題に立ち向かう実践を

遂行している。つまり日本の学校教育でいう「主体的・対話的な深い学び（アクティ

ブ・ラーニング）」と同様の観点が既に示されているということができる。

また、レイヴとウェンガーはその著書『状況に埋め込まれた学習：正統的周辺参加』

（Lave & Wenger, 1991; レイブ・ウェンガー、1993）において「正統的周辺参加論」

という観点に立脚し、「学習はいわば参加という枠組みで生じる過程であり、個人の

頭の中でではない」とし、「学ぶのは共同体」であり「学習の流れに参加している人

たち」であり、更に「学習は共同参加者間にわかちもたれているのであり、一人の人

間の行為ではない」と学習を個人の問題から共同体の問題へと展開している。共同体

へ参加することの経験からの学びが存在することを強調する社会文化的アプローチで

あり、徒弟制などにみられる学習者の主体的な活動とそれを支援する状況によって学

習が影響を受けるとするものである。

 その背景には従来の学習を知識の内化とみる個体主義的な見解に対する批判があ

る。誰かの所有する知識を学習者が伝達され、同化していく。この外から内へという

デカルト的な二分法を Lave & Wenger は批判する。そして、またそのような個体中心

主義的な見方は人々とその生活世界との関係に関心をもたないことに不満を表明して

いる。社会的実践の理論は「行為者、世界、活動、意味、学習、知ること」に関係論

的な相互依存性を強調するものである。このような相互依存を媒介するものを対話と

して位置付ける構造は学習指導要領にもみられることは既に述べた通りである。

他者との対話によって、暗黙に持ってしまっている共同体内の内部閉鎖的な規範、パ

ラダイムを壊していく契機になる。だからこそ、他者との相互作用が重要なのであ

る。ここに他者の他者性（他性）が持っている役割がある。このような他者の存在と

役割を端的に表現したのが、バフチン（バフチン、1980）の「対話性」であり、異質

062970本文.indd   84 2020/03/25   9:25



85

『国際言語文化学会　日本学研究』第 5号

な者との真の対話から生成する創造性を指摘した「内的説得力のある言葉」というも

のである。他者と関わるということは、自己を他者に投影し、そこで自己を明らかに

することで改めて自己を意識していくという過程である。 

 

5.  アクティブ・ラーニングとグローバル人材 

社会参加型学習はアクティ・ラーニング型の学習のひとつとして類型化できる

が、アクティブ・ラーニングについては近年、定型の教授法として認知され影響力を

高めている。新学習指導要領の大きな特徴は、「持続可能な社会の創り手」の育成と

いう文言での ESD の導入とともに、「主体的・対話的で深い学び」という表現でのア

クティブ・ラーニングの導入である。アクティブ・ラーニングの定型教育化において

大きな役割を果たしたのは、2012 年に中央教育審議会によりとりまとめられた『新

たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて～生涯学び続け、主体的に考える

力を育成する大学へ～（答申）』である。この大学教育に対する答申の中でアクティ

ブ・ラーニング型の教育への転換が打ち出され、それがさらに初等・中等教育にも影

響を及ぼしていき、新学習指導要領の発表によって決定的なものとなった。 

 この中央教育審議会の答申において、日本の教育業界におけるアクティブ・ラーニ

ング受容の特徴を見いだすことができる。すなわち、「主体的・対話的で深い学び」

において実現したいことは、専門的知識の理解を深めるということだけではなく、

「認知的、倫理的、社会的能力、教養、知識、経験を含めた汎用的能力の育成を図

る」（中央教育審議会、2012: 37）ことも目指し、むしろこちらのほうが主目的であ

るというようにされているのが特徴的である。アクティブ・ラーニングはこの汎用的

能力の育成の観点から優れた教育法であるからこそ、普及が推進されるべきだという

論理を確認できる。そして、こうした汎用的能力は前述の OECD が定義するキー・

コンピテンシーとの関連性を指摘することができるだろう。汎用的能力の推進の議論

は ESD にも認めることができる。文部科学省が 2018 年に発表した『ESD（持続可能

な開発のための教育）推進の手引』においても、「ESD の視点に立った学習指導で重

視される能力・態度」（日本ユネスコ国内委員会、2018: 9）という表現で、従来型の

知識習得とは異なる、汎用的な性質をもった能力の育成が主張されている。 

さて、この汎用的能力の育成がなぜ重要かということについても、中央教育審議

会の『新たな未来を築くための大学教育の質的転換に向けて』は回答している。すな

わち、汎用的能力はグローバル人材となる上で重要な能力とみなされるからこそ、そ

うした能力の育成が重要なのである。「グローバル人材の土台として重要なのは、我
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が国の歴史や文化に関する知識や認識、多元的な文化の受容性、あるいは前述のよう

な認知的、倫理的、社会的能力、教養、知識、経験を含めた汎用的能力である。」（中

央教育審議会、2012: 8-9） したがって、グローバル人材の育成という目的の実現の

ために、アクティブ・ラーニングが必要とされ、推進されるべきだという考え方がと

られていることが確認できる。 

以上から見えてくるアクティブ・ラーニングに関する論点として、第一に、グロ

ーバル人材に必要とされる汎用的能力の育成にあたって、アクティブ・ラーニングが

そもそも適切な教育法なのかということである。このことを科学的に論証できている

論文を筆者たちは確認したことはない。ただし、この成否については、本論文では取

り扱わない。しかし、どのような仕組みで汎用的能力が獲得されるかという観点もな

く、またそうした能力の獲得に関する客観的評価法もないのであれば、帰結として、

アクティブ・ラーニング型の活動をすることのみで満足し、活動自体が目的化してい

ってしまうことが懸念される。 

本論文において、より興味があるのが第二の論点なのであるが、アクティブ・ラ

ーニングと ESDが同時に推進されている中、日本のアクティブ・ラーニングを支え

る理念であるところのグローバル人材という理念は、どこまで ESDが目指す「持続

可能な社会の創り手」という理念と重なるのかという点である。グローバル人材は、

「人材」という言葉を伴っている以上、労働市場との連関がある概念である。グロー

バル人材育成推進会議が 2012年に発表している『グローバル人材育成戦略』で明記

されている通り、「これからの時代の人材育成については、教育と雇用の構造的なミ

スマッチを恒常的に埋める努力が求められる」（グローバル人材育成推進会議、2012: 

2）のであって、これからの時代の若者が職を得るためという議論の中でグローバル

人材であることの必要性が唱えられているのである。端的に言えば、国境を越えたグ

ローバル労働市場において競争力のある人材の育成がこの概念において問題になって

いることである。この概念は、したがって、持続可能な社会の構築という価値教育を

含んでいない。この点が ESDとの相違点として指摘できる。ESDの目標は何より、

持続可能な社会の構築の責任を負うのは、われわれ一人ひとりであるという価値観を

育むことである。 

また、グローバル人材の概念がナショナリスト的な要素を含んでいることも ESD

との相違点として指摘できる。『グローバル人材育成戦略』においてグローバル人材

の要素のひとつとして、「異文化に対する理解と日本人としてのアイデンティティ

ー」（グローバル人材育成推進会議、2012: 8）と挙げられている。それは、人間を規
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定するアイデンティティーは数多くある中で、国家アイデンティティーをことさら強

調し、またあたかも日本人を一枚岩かのように表象し、さらには文化間の相互作用と

いう観点を捨象し、静的で固定的な文化観を提示している。それは、国際社会を持続

可能なものにするために、国民国家の境界を越えた連帯を生み出す地球市民性の醸成

が必要だとする ESD の理念とは必ずしも据わりがよくないだろう。また“Think 

globally, act locally”の標語の下、自分たちが実際に生きる地域社会に対する視点も

ESD ではしばしば強調されるが、この視点もナショナルアイデンティティーを強調

するグローバル人材の概念とは据わりがよくないだろう。 

 以上から指摘しておきたいことは、アクティブ・ラーニングやグローバル人材の議

論と ESD の議論にはいくつかの対立が見受けられるということである。そしてこの

対立に目を向けず、日本型アクティブ・ラーニングやグローバル人材の議論と折り合

いを付けようとするなら、ESD や社会参加型学習の教育理念・目標は曖昧なものに

ならざるを得ないだろう。端的に言えば、グローバル市場を生き抜く汎用的な能力を

身につけたからと言って、持続可能な社会の形成のための価値観が育成されるわけで

はないということだ。汎用的能力とされているとしてひとまとめにされている能力そ

れぞれに対して、さらなる検討も必要であろう。したがって、社会参加型学習はアク

ティブ・ラーニングのひとつとして類型化できるものの、近年のアクティブ・ラーニ

ングの議論とそのまま結びつけようとすると、教育理念的に混乱してしまうリスクが

あることに注意する必要があると思われる。 

 

6.  具体例と課題：京都外国語大学のコミュニティエンゲージメント・プログラム 

具体的な事例として、京都外国語大学のコミュニティエンゲージメント・プログ

ラムを取り上げたい。京都外国語大学の言うコミュニティエンゲージメントは、より

広く知られた言葉を用いればサービスラーニングのことである。京都外国語大学のコ

ミュニティエンゲージメント・プログラムは、グローバルシティズンシップ教育を主

導する学長の肝いりで、2018 年の国際貢献学部設立とともに始まったサービスラー

ニング型の、約 5週間の教育プログラムで、海外研修プログラムが多くを占めてい

る。本プログラムは体験学習に加え、専門教育の学びを深める実習として位置づけら

れている。したがって、それぞれのプログラムの担当教員の専門教育の中の学習のひ

とつの発達段階を実現するプログラムとしての側面もある。 

このプログラムは 2 年次の秋学期に実施される。これの以前には事前教育がなされ、

ひとつ目の事前教育である Community Engagement Workshop I は 1 年次の秋学期に実
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施され、プロジェクトの立案・管理の方法論を学び、ふたつ目の事前教育である

Community Engagement Workshop II は 2 年次の春学期に実施され、そこでそれぞれの

プログラム内で実施する学生主体のプロジェクトを具体的に立案する作業を実施す

る。専門教育の一環でもあるので、事前教育において、プロジェクトを立てる最初の

フェーズである問題発見において、専門的なディシプリンに基づいた問題の認知を意

識させることを行う。2 年次の秋学期のコミュニティエンゲージメント・プログラム

の実施の後には、ゼミが続く。コミュニティエンゲージメント・プログラムで、現地

活動する中で得た問題意識に基づいて研究を実施し、卒業論文作成につなげるという

筋書きである。 

たとえば影浦の場合だと、国際貢献学部グローバルスタディーズ学科のマレーシ

アプログラムを担当しており、事前教育においては、マレーシアで活動をすることを

視野に入れつつ、影浦の専門である倫理学教育の導入を考える必要がある。そこで事

前教育においては、倫理学の観点から、宗教や文化に基づいた価値観の相違を意識さ

せ、その意識から、学生たちにマレーシア社会またはグローバルコミュニティの問題

を発見するように促すことを試みている。（ただし、影浦は、ゼミは担当していない

ので、そういう意味では事後学習に対するコミットができない。教育の一貫性の観点

からは、これもひとつの問題であろう。） 

 マレーシアプログラムの内容は以下の通りである。第 1週と第 2週にはマレーシア

科学大学の社会科学部よりマレーシア社会に対する理解を深めてもらい、第 4週・第

5週の活動の意義を深めるための講義を提供してもらい、第 3週は、社会科学部の教

員のフィールドでリサーチ活動をしたり、また地元の一般家庭にホームステイをさせ

てもらったり交流したりし、第 4週と第 5週は、地域の受入先で学生たちのプロジェ

クトを実施するというものだ。2019 年度の受入先のひとつは、ミャンマーからのロ

ヒンギャ難民の子供たちがマレーシアの初等・中等教育を受けられるようになること

を目的とした学習支援をする学校であった。 

 このような海外研修プログラムについて、様々な課題が指摘できる。ひとつは、担

当教員の教育的な意向でプログラムを組み立てることが困難であるということだ。そ

れは、海外に行くプログラムを教員一人で組み立てるのは難しく、多数の介在者がプ

ログラムに関わってくるからである。たとえば、マレーシア科学大学の講義において

英語の授業も同時に提供されているが、これは影浦の意向ではない。 

 社会参加型学習という観点からの課題として、そもそも、自分たちとは疎遠な、海

外のローカルコミュニティに入っていき、そこのコミュニティの構成員としての責任
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意識（シティズンシップ）を学生たちが持つことは自然なことではない。海外でのコ

ミュニティ開発活動においてよく指摘されることだが、ここでも同じことが言える。

すなわち、コミュニティの構成員としての義務に基づいた行為ではない場合、行為は

コミュニティのニーズとは無関係な目的を達成する手段となる。そうなると、コミュ

ニティのニーズに合わない、こちら側の善意の押しつけになってしまうリスクが高く

なる。そして何より、その社会の構成員としての活動ではなく、あくまでそのコミュ

ニティのゲストとしての活動になるので、社会参加型学習が成立しにくくなる。 

 具体的にロヒンギャスクールでの活動について取り上げると、まずこの場所の選定

にあたっては、影浦が事前に訪問した際、そこの教員たちに英語指導をしていること

を聞いて、それならば日本人学生にもできることがあると想定できたことが決め手と

なった。そして、実際に学生たちがこの学校に来たときには、この学校のカリキュラ

ムとは別に、好きに自分たちのプロジェクトをしてもよいということになった。それ

は逆に言うと、カリキュラム以外のことをやらなければならず、英語指導はできない

ということを意味した。学生たちはそこで、日本語を教えることにした。日本人学生

たちの側からすれば自分たちの能力に合致した活動を実施したことになるが、日本語

を学ぶがこれからマレーシアで生きるロヒンギャの子供たちのニーズに合っていると

は言いがたいだろう。 

 こうしたひとつの事例でも十分に理解できることは、社会参加型学習を成立させよ

うとするのであれば、つまり、他者との相互作用の中での学びを実現しようとするの

であれば、一時的ではない、ある程度時間をかけたコミュニティへの参与が不可欠で

あろうということである。 

 

7.  教育と組織間協働 

海外研修プログラムは国際貢献学部の教員が担当をするのであるが、そのプログ

ラムの運営はコミュニティエンゲージメントセンター（CEC）が行っている。CEC

は、プログラムの実行と管理に責任を持つ部署であり、プログラムの教育内容・効果

に必ずしも責任を持っているのではない。従って、プログラムの教育内容・効果に関

しては担当教員が責任を持つ形になっている。しかしながら、すべてのプログラムを

概観すると、すべての教員がプログラム設計に関与し、教育効果について十二分な検

討をしているとは言い難い。先に挙げたマレーシアプログラムは課題を抱えてはいる

が、教育内容については、担当者である影浦のネットワークを活用し、仕組みを作り

上げているという点で担当教員の意思がある程度は反映されていると言える。しかし
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ながら、他のプログラムの中には、担当教員の経験やネットワークの不足のためにプ

ログラム自体を CECの職員たちが作り上げたものがある。そして単に旅行業者から

購入したプログラムもあれば、単なる語学学習に近いものまで存在しているのが現状

である。カリキュラム設計という観点から考えると、社会参加型学習の本来の目標と

して考えられる「主体的・対話的で深い学び」で「認知的、倫理的、社会的能力、教

養、知識、経験を含めた汎用的能力の育成を図る」が達成できてないばかりか、プロ

グラムごとに想定される効果が異なるという問題を抱えている。なぜこのような問題

が生じたかと言えば、学部と CECの役割や組織間協働の在り方が不明確であること

が有力な原因であると、組織論の知見から指摘できる。 

社会参加型学習に求められる学校教育制度の枠組みには、幼稚園、小学校、中学

校、高等学校、高等専門学校、短大、大学などの学校間の協働であると考える。続い

て社会とのかかわりでは、地方公共団体、企業、非営利団体、地域コミュニティなど

とも協働が求められよう。さらには、先に論じたように教育機関内の組織間協働につ

いて管理していかなくてはならない。それは教育内容と機能の両面にわたる必要があ

るのである。 

その目的を達成するのに問題となるのは、社会が形成した組織に存在する性質の

違いである。組織とはバーナード（1938）によれば、共通の目標を達成するために計

画的に調整される人間の協働の体系であるとされ、構造とルールで規定されている公

式組織と個人の自律性が基盤となっている非公式組織とに分類されている。公式組織

の組織構造は幾つかの類型に分類されており、例えば、ピラミッド型の階層を構成

し、さらには高度に専門化した職務に分化されており、意思決定は上位者から下位者

へと行われる官僚制組織、職能ごとに一つの組織へまとめた組織構造。職能ごとに専

門性を蓄積し、効率性を追求する職能別組織、製品別、顧客別といった複数の事業単

位で編成され、目標を絞ることで成果を上げやすいとされる事業部制組織、事業部制

と職能別組織を複合した組織構造で、職能ごとの高度な専門性の活用と、集中的な資

源の活用などのメリットを同時に達成できるとされるマトリックス組織などがある。 

これらの組織を ESDの目標達成のために奉仕させようとすると、数々の問題が起

こり得るであろう。最も根本的な問題として、次の 2点を挙げておきたい。①多くの

学校組織は官僚制組織と分類され得る構造を持っており、目標以外の事象に対応する

のが不得手であり、その組織目標は、学校教育法が規定する教育の在り方を具現化す

るものである。②初等・中等学校の組織目標は、学習指導要領が基準を示し明らかに

しているが、幼稚園から大学まで貫くような基準は存在しない。先に述べたように、
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バーナードが言うように目標を達成するために組織は存在しているのであり、異なっ

た組織目標を持った組織が協働するためには、各組織の持つ目標と整合的なより大き

な目標設定が必要となる。また、管理の幅の原則や権限と責任の原則を重視する官僚

制組織（例えば小学校、中学校がこれに近い組織構造を持つ）と専門化の原則を重視

する職能別組織（例えば大学がこれに近い組織構造を持つ）が協働するときに求めら

れる、組織文化や意思決定過程の調整などでも大きな労力が必要となろう。さらなる

困難は、組織間の結びつきの在り方に関する部分に存在する。組織間協働では、アク

ター間の強い紐帯（strong tie）が望ましいという学説（Krackhardt, 1992）と弱い紐帯

（weak tie）を好ましいとする学説（Granovetter, 1973）の双方が存在している。強い

紐帯は、パートナーの行動を律する社会的統制メカニズムとしての役割を果たすとさ

れており、パートナー同士がお互いの過去の行動を相互評価し、相互学習がなされ

る。さらにはアイデンティティーや文化に関する理解をより深めることが可能とな

る。それにより共通課題の解決のための仕組みを作り上げるとされる（Uzzi, 1997）。

それに対して、弱い紐帯には、以下のような利点があるとされる。強い紐帯では、ア

クターが同じ社会圏に属する狭い範囲内の人々に限定されてしまうため、情報共有の

幅が限定されてしまい、排他的な行動をもたらしがちである。それに対して、弱い紐

帯では、広範な社会圏からの参加が見込まれるために、広範な情報が活用でき、排他

性も大きくならないとされる。この文脈においては、強い紐帯は定型的な学校教育に

相当し、弱い紐帯は非定型な社会参加に相当する。 

初期に設定された組織目標に変更を加えなくてはならに場合に生ずる困難を克服

する方策として、組織が環境に応じて柔軟に変化すべきというコンティンジェンシー

理論（contingency theory）が誕生している。これまでの組織理論では、環境に依存せ

ず普遍的に有効な組織原則を追求してきたのであるが、この理論は、それに大きな変

更を迫るものである。これは先の紐帯に関する議論と同じように組織内の個人や部署

のかかわりに強い弱いが存在することを肯定するものである。 

この点から考察すると、ESDは多様な社会のステークホルダーがかかわる教育で

あるので、これまでの教育組織のままで目標に到達できるのかという理論的な疑問が

生まれるのである。京都外国語大学学内の組織間協働の在り方から考えてみると、事

務組織である CECと教員組織である学部が有機的な関係のない別個の組織として存

在しているが、このような組織の在り方のままで社会参加型の教育を達成できるのか

という疑問を提起できよう。他大学の組織をみてみると CECに類する組織では、主

な組織構成員は教員となっている（さらに言うと、こうした教員は一般的に、フィー

062970本文.indd   91 2020/03/25   9:25



92

社会参加型学習による学びの構築に関する考察

ルドワークを普段している研究者であり、なおかつ社会参加型学習に理解が深い教員

である）。CEC をすべての海外研修プログラムの管理運用を司る組織であるとすれ

ば、現在のように学部と別個の組織としておくのは問題があり、学部と交わるような

マトリックス組織にして、教育内容及びその効果についても統合的に管理しなくては

ならないであろう。本プログラムで達成すべき教育目標にばらつきがあり、また社会

参加型学習に期待される教育効果が期待しがたくなってしまうのは、組織論の知見か

ら明らかなのである。 

 

8.  まとめ 

結論として、現状のプログラムや、既存の教育計画からのアプローチでは、社会

参加型学習とはいっても、結局、学校側が全部用意して、学生は学校が用意したステ

ージに乗っかっているだけに過ぎなくなってしまう傾向がある。海外研修において

は、セキュリティの問題も相まって、その傾向は高まる。しかし、そうなると当該の

社会において、学生はその構成員として振る舞いが求められず、あくまでゲストとし

て参加するというものになる。つまりはイベント的な学びになってしまうのである。

さらには、一連の学びの関連性、つまり、今までのどんな学びが、参加活動にどう影

響して、そして参加して学んだことが、今後の学びにどういう変化をもたらすかとい

う流れもまた希薄になる傾向がある。これもまた、海外研修の場合に顕著にある傾向

であるが、学びを考えて場所を選定するのではなく、行ける場所に行くという形で場

所が選定される。これでは、その該当の社会に参加する必然性、すなわち社会参加型

学習においてその該当の社会でなければならない理由が欠損してしまう。本来的に求

められるのは、その社会に参加して、1カ月なり、またはもっと長い期間の間、地域

や人々の日常生活に入り込んでいくことである。その経験や活動の中から学び取って

いくというエスノメソドロジー的なアプローチが取られるべきである。 

教育計画によって合理化されたフォーマルで堅い学校教育の組織運営に、ノンフ

ォーマルな柔らかく柔軟な、それゆえ定まった形がなく、合理化できない社会参加活

動がなければ、換言すると、形のないものを形作るというアプローチがなければ本来

の趣旨に沿った社会参加型学習の構築はあり得ないということである。 
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Twitter におけるカッコ文字の使用に関する考察 

―非言語的手がかりを演出する働きに注目して― 

An analysis of ‘words in parentheses’(kakkomoji) found on Twitter
--Focusing on their function to emulate visual non-verbal cues--

 

Sebastian Uriel Chamorro
 

Summary 
     In the Japanese language found on the internet, it’s not hard to find words used 
between parentheses, which are usually used to express the feelings and emotions of the 
user. However, not all of these words are directly connected to feelings and emotions 
despite the actual words representing specific reactions strongly linked to emotions. 
Sometimes these words are used to emulate a real conversation as opposed to written 
language on a computer by making the reader aware of how the writer is reacting to an 
event or opinion. In this article, the usage of such expressions is discussed from a different 
perspective from that of previous research, leading to the discovery of new effects such as 
emulating not only a real conversation, but also a conversation that can be seen as a 
representation of a TV scene or a picture. 
 
 
1．はじめに 

インターネット上の書き込み(以下、インターネットとの関連性を強調するために、「カキ

コミ」と表記する)の文末に「(笑)」のような表現が使用されることがある。このような表

現は、書き手の感情情報を表すものであり、インターネット上のコミュニケーションに欠け

ている非言語的手がかりを補充するものとして使用される。これらの表現には正式名称はな

いが、「括弧」の付いた「文字」であるという共通点を持つため、本稿では「カッコ文字」

と呼ぶこととする。 
これまでのインターネット上のことばに関する研究では、「(笑)」や「(喜)」のように感情

伝達機能を持つカッコ文字と、「(そうりゃそうだ)」や「(なんだよ)」のようにカキコミに対

する客観的なコメントが取り上げられてきた。つまり「ツッコミ」をするカッコ文字がある

とされ(井上他 2007)、コミュニケーションの相手との関係を維持するために用いられると

されてきた(田中 2001、岸本 2005)。 
しかし、先行研究以外にも指摘すべき点がみられる。まず、これまで感情を伝達するとさ

れてきたカッコ文字の中には「(悲)」や「(泣)」、「(涙)」のように同様の感情を表すカッコ

文字も存在するが、それらの特徴や使用の制限などに関する記述は見られない。さらに、実

際の使用例を観察すると、これまでの研究で取り上げられていない表現もみられる。たとえ
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ば、「(涙目)」や「(小声)」などが挙げられる。前者は今にも泣きそうな表情をしながら書き

手が必死になって何かを訴えることを意味する。後者はカキコミを発音されたことばとして

とらえた場合、どのような発音で発せられたことばなのかを説明する表現である。これらの

ような表現は具体的な感情ではなく、表情や声の変化などを表し、文字によるコミュニケー

ションに視覚情報や聴覚情報を加える働きをしていると考えられ、先行研究で取り上げられ

ているカッコ文字と異なる特徴を持つ。 
本稿では、感情と関連性の高い文字が使用されているカッコ文字に注目し、それらの特徴

を明らかにし、実際の使用例に基づく考察と分類を行う。 
 
2．先行研究 

田中(2001)は大学生のケータイメールにおけるカッコ文字の使用について触れており、そ

れらにはコミュニケーションを促進する機能、相手との関係を維持する機能、感情伝達機能

があるとしている。 
岸本(2005)はウェブ日記における相手を意識した表現について研究しており、その中でカ

ッコ文字の働きについて触れている。カッコ文字は「(^_^)」のような顔文字と類似している

とし、それらを使用することにより、感情の伝達以外にも、相手との誤解を防ぐ働きをする

と説明している。ケータイメールの場合、特定の相手とのやり取りであり、その相手がメー

ルの内容をどう受け取るのかに重点が置かれ、その内容が伝わりやすいように、また相手を

傷つけたりしないようにカッコ文字が使用される。一方、ウェブ日記においては不特定多数

に向けて発信するわけであるから、誤解されればその誤解を解く機会が得られない。そのた

め、内容に対する言い訳や説明など、あらかじめ誤解されないように対策をする必要がある。

カッコ文字を使用することにより、正確な情報の伝達が期待され、自己の感情表現も可能で

あると説明している(岸本、2005:214-216)。 
井上他(2007)はウェブ日記におけるカッコ文字の使用に注目し、それらが持つ機能を 2 つ

に分類している。一つは、感情と関連のあることばが使用され、感情を伝達する機能を持つ

表現である。これらには「(喜)」や「(笑)」などが含まれ、カキコミの際に投稿者がどのよう

な感情を抱いていたかを説明するものである。もう一つは、直前のカキコミに対するコメン

トを付け足すものである。井上らはそれを「ツッコミ機能」と呼び、漫才の「ボケ」と「ツ

ッコミ」におけるツッコミの部分にあたるとしている。これらの例としては「そりゃそうだ

ろ!」や「なんだよ」のような表現が挙げられており、投稿者が自分自身のカキコミに対して

ツッコミをする場合に用いられるものであるとしている。 
Chamorro (2016)はカッコ文字の機能を感情伝達機能、自己防衛機能、会話促進機能の 3

つに分類しており、さらに感情伝達機能を持つカッコ文字を①感情を表すことば、②状態を

表すことば、③感情を象徴するものを表すことば、④顔の表情を表すことば、⑤声の様子を

表すことばに分類している。さらに、⑥注釈のことば、⑦ツッコミのことばの種類も指摘し

ており、合計 7 つの種類に分類している。また、カッコ文字を用いることにより、コミュニ
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ば、「(涙目)」や「(小声)」などが挙げられる。前者は今にも泣きそうな表情をしながら書き

手が必死になって何かを訴えることを意味する。後者はカキコミを発音されたことばとして

とらえた場合、どのような発音で発せられたことばなのかを説明する表現である。これらの

ような表現は具体的な感情ではなく、表情や声の変化などを表し、文字によるコミュニケー

ションに視覚情報や聴覚情報を加える働きをしていると考えられ、先行研究で取り上げられ

ているカッコ文字と異なる特徴を持つ。 
本稿では、感情と関連性の高い文字が使用されているカッコ文字に注目し、それらの特徴

を明らかにし、実際の使用例に基づく考察と分類を行う。 
 
2．先行研究 

田中(2001)は大学生のケータイメールにおけるカッコ文字の使用について触れており、そ

れらにはコミュニケーションを促進する機能、相手との関係を維持する機能、感情伝達機能

があるとしている。 
岸本(2005)はウェブ日記における相手を意識した表現について研究しており、その中でカ

ッコ文字の働きについて触れている。カッコ文字は「(^_^)」のような顔文字と類似している

とし、それらを使用することにより、感情の伝達以外にも、相手との誤解を防ぐ働きをする

と説明している。ケータイメールの場合、特定の相手とのやり取りであり、その相手がメー

ルの内容をどう受け取るのかに重点が置かれ、その内容が伝わりやすいように、また相手を

傷つけたりしないようにカッコ文字が使用される。一方、ウェブ日記においては不特定多数

に向けて発信するわけであるから、誤解されればその誤解を解く機会が得られない。そのた

め、内容に対する言い訳や説明など、あらかじめ誤解されないように対策をする必要がある。

カッコ文字を使用することにより、正確な情報の伝達が期待され、自己の感情表現も可能で

あると説明している(岸本、2005:214-216)。 
井上他(2007)はウェブ日記におけるカッコ文字の使用に注目し、それらが持つ機能を 2 つ

に分類している。一つは、感情と関連のあることばが使用され、感情を伝達する機能を持つ

表現である。これらには「(喜)」や「(笑)」などが含まれ、カキコミの際に投稿者がどのよう

な感情を抱いていたかを説明するものである。もう一つは、直前のカキコミに対するコメン

トを付け足すものである。井上らはそれを「ツッコミ機能」と呼び、漫才の「ボケ」と「ツ

ッコミ」におけるツッコミの部分にあたるとしている。これらの例としては「そりゃそうだ
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ケーションの参加者は想像上のキャラクターを作り出し、そのキャラクターの話し方や表情

の変化などをカッコ文字で表すことにより、カキコミに「キャラクター性」を付加すること
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くくられた文字列」とし、「括弧付き文字列」と呼んでいる。しかし、これらの定義は特定の

表現形式を指すのではなく、括弧でくくられており、文末に置かれ、感情伝達機能やツッコ

ミ機能を持つかどうかのみを参照しているように思われる。つまり、括弧内に使用されてい

る文字や単語は、どのような表現でも括弧付き文字または括弧付き文字列ととらえられると

いうことになる。そう考えると、通常の括弧の用法と果たして相違点があるのだろうか。わ

ざわざ括弧付き文字や括弧付き文字列と呼んでいるからには、通常の括弧の用法と相違点が

あるはずである。 
先行研究でも述べられているように、カッコ文字は文中に使用されることはなく、必ず文

末に出現する。また、使用例を観察すると、カッコ内の文字や単語は自由に作られるのでは

なく、必ず決まった形式で出現する。たとえば、「(悲)」は文末に出現することが多いのに対

し、類語ととらえることができる「(悲しい)」や「(悲しかった)」、「(悲しみ)」といった形式

ではほとんど用いられない(筆者の知る限りこれらの表現の例は存在しない)。そのため、常

に守られる特定の形式を対象にすべきであると考えられる。 
以上のことから、カッコ文字の条件を以下のように設定できる。 
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①インターネット上のカキコミや携帯メールの文末に出現する 
②カッコでくくられている 
③決まった形式で出現する 
④本来文章から読み取ることができない情報を伝達する 
⑤直前のカキコミの内容にのみ影響する 
⑥直前の単語の言い換え表現や説明、補足ではない 

 
これらの条件を満たしているカッコ文字を以下のように定義する。 

 
「カッコ文字とは、本文から読み取ることができない情報を伝達するために、 

文末に決まった形で使用されるカッコでくくられた表現のことである」 

 
また、井上他(2007)によれば右のカッコまたは両方のカッコが脱落することもあるが、カ

ッコがない場合でも、上述の条件を満たしていれば、カッコ文字の派生形式であるととらえ

ることができる。本稿でも、井上他(2007)にならってカッコが脱落した表現でも、カッコ文

字の条件を満たしていればカッコ文字として扱うこととする。 

 
4．研究の対象と方法 

本稿では短文のカキコミ投稿を中心とするウェブサイト Twitter に見られるカッコ文字の

使用例を中心に感情を伝達するカッコ文字について考察する。Twitter は、これまでの研究

で対象であったケータイメールやウェブ日記と異なり、書き手と読み手の関係に縛られない

コミュニケーションツールである。ケータイメールは個人と個人のやり取りであり、そのや

り取りの参加者がどのような関係にあるかが重要である。親と子供、恋人同士、同級生、上

司と部下など、さまざまな関係が考えられ、その関係によって文章のスタイルや使用される

語彙などが選択され、相手への気遣いも重要な要素である。さらに、そのやり取りの参加者

以外には公開されないプライベートなやり取りである。 
ウェブ日記に関しては、不特定多数に対して配信するため、カキコミのスタイルや語彙の

選択などが比較的丁寧なものになりやすい。岸本(2005)が述べるように、読者に対する気遣

いが重要な要素であり、読み手の反応を想定して工夫しながら記事を書く必要がある。それ

こそが岸本が述べる「読み手を意識した表現」が多用される原因である。 
一方、Twitter では不特定多数の相手に対する配信でありながら、「独り言」である。カキ

コミの内容は何かに対する書き手の意見や感想、体験談などである場合が多い。そのため、

カキコミのスタイルや語彙の選択は相手の存在に左右されない。無論、特定のユーザーに対

するカキコミや他人のカキコミに返信を送ることもできるが、ケータイメールとは異なり、

特定の相手に対するカキコミもユーザー全員に公開されるものである。これらの理由から、

Twitter のカキコミを対象にすれば、相手の存在に依存しない言語使用の観察ができると考
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えられる。 
使用例収集の方法については以下の通りである。さまざまなカッコ文字辞典やウェブサイ

トを参照し、紹介されているカッコ文字を抽出した。その後、Twitter 内の検索機能を用いて

それぞれのカッコ文字が使用されている使用例を検索した 1。検索の結果、49 種類の異なる

表現を合計 802 例抽出した。抽出された例を表現別に並べ、まずカッコ文字内の文字を意味

によってグループ分けし、次にカキコミの内容を含む文脈から使用例の共通点と相違点を見

出し、考察を行った。 
 
5．カッコ文字の種類 

これまでの研究ではカッコ文字が感情を伝達するものとツッコミをするものの 2 つに分類

されてきた。しかし、実際の使用例を観察すると、感情と関連のある文字が使用されている

カッコ文字は 3 つのグループに分けられる。 
一つはカキコミ内容に述べられていない感情情報を付け足すカッコ文字である。「喜」や

「悲」などの喜怒哀楽に関する文字が使用され、感情そのものを言語化し、カキコミ内容に

対する書き手の感情情報を明示する働きをする。 
もう一つは感情によって引き起こされるさまざまな身体反応などを表す文字が使用される

カッコ文字であり、特定の文脈において使用されて初めて意味が確定する表現である。たと

えば、「泣く」という身体反応を表すカッコ文字「(泣)」は、悲しみを連想させる文脈におい

て使用された場合と喜びを連想させる文脈において使用された場合とでは解釈が異なる。こ

のようなカッコ文字は特に書き手自身に関するカキコミに多く観察される。 
三つ目のグループは、感情とつながらない表情や声の変化に関する文字が使用されるカッ

コ文字である。このようなカッコ文字は視覚情報としての表情の変化や聴覚情報としての声

の変化を描写し、実際に発音されたことばとして見せる働きをする。 
以下では具体的な例を挙げながら、この 3 つのグループの特徴と相違点について述べる。

なお、紙幅の都合上、収集したすべての例を記載することができないため、代表的な例のみ

提示する。本稿で取り上げるカッコ文字は以下のものである。 
 

表 1 Twitter のカキコミに見られるカッコ文字 

感情の言語化 (喜) (嬉) (歓喜) (悲) (怒) (憤怒) (激怒) (恐怖) 
(驚) (驚愕) (驚嘆) (絶望) 

身体反応の言語化 (笑) (爆笑) (苦笑) (泣) (号泣) (吐血) (溜息) 
(汗) (滝汗) (涙) (感涙) 

表情や声の言語化 

(無表情) (ドヤ顔) (真顔) (ゲス顔) (白目) (ﾆｯｺﾘ)  
(ﾆﾔﾘ) (ご満悦顔) (涙目) (遠い目) (呆れ顔) (呆れ) 
(震え声) (小声) (棒読み) (噛み噛み) (迫真) (威圧) 
(声だけ迫真) (半ギレ) (全ギレ) (マジギレ) (半笑い) 
(戒め) (使命感) (イケメンボイス) 
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5．1．感情を言語化するカッコ文字 

喜びや悲しみ、怒り、驚き、恐怖など、物事に対して人間が抱く感情、つまり喜怒哀楽を

表す文字が使用され、直前のカキコミで述べられている事柄に対する書き手の感情を直接的

に言語化する。カッコ内に使用される文字は具体的な一つの感情を表し、その意味は文脈に

依存しない。むしろ、カッコ文字の意味がはっきり確立しているため、使用されたカッコ文

字によってカキコミ全体の意味が変わる点が特徴的である。たとえば、カキコミの文末に

「（悲）」とあれば、悲しい内容であることが読み取れるが、同一のカキコミの文末に「（喜）」

を置くことによって書き手がその内容を喜んでいる文脈に変わる。 
 
(1) 「仕事増えた(喜)」
(2) 「Ping2死活監視で逆に仕事増えた(悲)」
(3) 「先生が来ない(歓喜)」
(4) 「朝のホームルームで祝うんじゃねえよ！てキレてた(喜)」
(5) 「今日忙しかったから1日がすぐ終わった 喜」

(6) 「みんなダウン着てんじゃんコートの時代終わった？？？？？？悲」

(7) 「お箸忘れるたびに味噌汁買ってるけど味噌汁は持ってきてるから置き味噌汁が増える

(悲)」
(8) 「買い物中にビニール傘パクられた(怒)」
(9) 「俳優1000万盗んで逮捕かと思ったら1000円だった(驚)」
(10) 「家の鍵がドブに吸い込まれていきました(絶望)」
 

(1)～(10)は感情を直接言語化する表現の例である。カッコ文字内に使用されている文字は

特殊な記号ではなく、「喜び」や「怒り」(ただし、送り仮名は省略)、「歓喜」、「絶望」などの

ように誰もが日常的に経験する感情を言語化したものであり、日常的に使用される日本語の

単語または文字である。そのため、これらのカッコ文字の意味を容易に読み取ることができ

る。それぞれの表現が具体的な感情を言語化した文字であるため、1 つのカッコ文字には 1
つの意味しか存在せず、直前の内容に対する書き手の感情を明確に示す手段である。 

一方、意味が 1 つしか存在しないため、カッコ文字によって直前のカキコミの意味が左右

されることもある。たとえば、使用例(1)と(2)のカキコミからカッコ文字を削除してみると、

カキコミの内容から感情を正確に読み取ることができず、単に「仕事が増えた」という事実

を述べたに過ぎない。そこでカッコ文字を使用することにより、書き手自身が伝えたい感情

を明示することができる。「仕事が増えた(喜)」とした場合、書き手の仕事が増えたことを喜

んでいる内容となる。たとえば、自身の仕事が楽しい人の場合や仕事が増える分給料も増え

ることを喜んでいる人などの場合が考えられる。一方、「仕事が増えた(悲)」とした場合、仕

事の量が増えることに対する悲しみの気持ちを表していると解釈することができる。すなわ

ち、これらのカキコミは一つの「出来事」とそれに対する書き手の「気持ち」を表すカッコ

文字によって構成されているのである。 
Twitter における投稿は必ずしも前後の文脈を含む一連のカキコミが続くわけではなく、

限られた文字数で投稿された一つのカキコミから正確な文脈や状況が把握できるとは限らな
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事の量が増えることに対する悲しみの気持ちを表していると解釈することができる。すなわ

ち、これらのカキコミは一つの「出来事」とそれに対する書き手の「気持ち」を表すカッコ

文字によって構成されているのである。 
Twitter における投稿は必ずしも前後の文脈を含む一連のカキコミが続くわけではなく、

限られた文字数で投稿された一つのカキコミから正確な文脈や状況が把握できるとは限らな

 

い。そのため、一つのカキコミにおいてどのような感情情報を伝えたいか書き手自身がカッ

コ文字を使用することによって示すのである。他の例を見てもそのことが確認できる。(3)は
「先生が来ない」という内容を投稿者が喜んでいると解釈できるカキコミである。(4)は「（あ

る人が）キレていた」（「キレる」は「怒る」の意味）ことに対する投稿者の喜びを表したカ

キコミである。(8)は「傘を盗まれた」ことに対する怒りの気持ちが表されている。 
このように、具体的な感情を言語化するカッコ文字はカキコミや文脈から独立した意味を

持ち、カキコミ内容に対する書き手の正確な気持ちを伝達する手段として用いられるもので

ある。また、どのような文脈において使用されても、カッコ文字の意味が変わることはなく、

むしろカッコ文字の意味がはっきり確立しているため、カキコミ内容や文脈にとらわれず、

書き手が伝えたい気持ちを明示する働きをする。 
 
5．2．感情による反応を言語化するカッコ文字 

感情の変化による反応を言語化するカッコ文字は感情そのものではなく、さまざまな感情

によって引き起こされた「笑う」や「泣く」などの身体反応が言語化される表現であり、面

と向かって会話をする際に視覚情報として得られる非言語的手がかりの描写である。このよ

うなカッコ文字は複数の感情と結びつく可能性があるため、カキコミの文脈に依存する。た

とえば、「泣く」というのは多くの場合、悲しい事柄に対する人間の自然な反応である。その

ため、文末に「（泣）」とあれば、悲しみを伝えるカッコ文字であると考えることができる。

しかし、直前の内容が書き手が喜ぶ内容の場合、「（泣）」はその喜びによって引き起こされた

いわゆる「嬉し泣き」の反応であり、喜びを伝達していると解釈する方が適切である。 
 
(11) 「自販機でカフェオレのボタン押したのに違うやつ出てきた(泣)」 
(12) 「感激です！ありがとうございます(泣) もし差支えなければこれアイコンに使ってよ

ろしいでしょうか」 
(13) 「あぁ～ちゃんと届いてるぅ～(泣) めっちゃ嬉しい(泣)」 

 
これらの例の文末に「(泣)」が使用されているが、それによって表現される感情がそれぞれ

の文脈において異なっている。(11)では商品が欲しかったものと異なることを悲しんでいる

内容であるが、(12)では「感激」による「泣き」であると考えられ、(13)ではうれし泣きと解

釈するのが自然であろう。 

 
(14) 「送ってくれてバカ同士だから楽しいしお小遣いくれるしまじパパ好き(爆笑)」
(15) 「昨日はバイトに遅刻するくらいの寝坊をしましたが今日はちゃんと起きました笑」

 
「(笑)」や「(爆笑)」に関しては楽しさや喜びなどによって引き起こされる身体反応を表す

カッコ文字である。(14)の「(爆笑)」はカキコミ内容から読み取れる「楽しさ」による反応で
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あるととらえることができる。(15)に関しては楽しさや喜びなどによる反応とは異なり、カ

キコミ内容から連想される恥ずかしさなどを隠すための笑いであると解釈することが可能で

ある。 
なお、「(笑)」に関しては、身体反応としての「笑い」を表すものと、絵文字などの「笑顔」

のような働きをするものがある。前者は直前の事柄に対する身体反応としての笑いを表して

おり、感情情報を含み、カッコ文字の条件を満たしているが、後者は表現を和らげる効果を

持つ「笑顔」であり、田中(2001)や岸本(2005)が述べる「相手に対する配慮」の記号であり、

カッコ文字の条件を満たさない。本稿では前者のみ対象とする。 
 
(16) 「ホビー系のお店は大好きだから、何時間でも平気なのですよ。本とか手芸とか文房具

とか…ブックオフなんかずっと居られる、女子力ってなんでしょうね(苦笑)」
 

(16)は「(苦笑)」の例である。「苦笑」というのは自身が置かれた状況の愚かさや不快感、

恥ずかしさなどによって仕方なく笑ってしまうことを意味する。このカキコミは、投稿者が

女性であり、自身の趣味が世間から見て女性らしくないことを少し恥ずかしく思っているた

め、それを語る際に苦笑いをしていると解釈することができる。しかし、「恥ずかしい」とい

う表現では書き手の感情が正確に表せないためか、より意味が広く、複雑な感情情報を表す

「苦笑」という身体反応が描写されている。 

 
(17) 「チェック作業は明日明後日てガッツリやろう。今日１ファイルチェックして、あまり

のミスの多さに我ながら絶望した(溜息)。」 
 

(17)は「(溜息)」が使用されている例である。たとえば呆れや失望、安心などさまざまな感

情を表す反応として「溜息をつく」というものがある。この例ではカキコミにある「ミスの

多さ」に対する「絶望」が簡単に読み取れるが、カッコ文字を使用することによってその絶

望感だけでなく、溜息をつくという反応が伴う複雑な感情の伝達が行われている。そして、

複雑な感情を表す反応を読み手に明示することにより、読み手がその場面を想像することが

でき、まるで目の前に相手（書き手）がいるような演出をすることができる。 
さらに、感情の変化による反応を象徴する具体物を表すことばが使用されるカッコ文字も

見られる。たとえば、泣きの象徴として「涙」、困惑や緊張などの象徴として「汗」が使用さ

れる例が観察される。一つの感情に限らず、複数の感情との結びつきが可能であるため、文

脈に依存し、上述の反応と特徴が共通している。たとえば、「涙」を例にとってみると、上述

の「(泣)」と同様、悲しみを表す文脈の場合もあれば、感動や喜びを表す場合もある。「汗」

は困った状況にある場合や緊張した際に用いられる。そしてカキコミ内容から感情情報を読

み取った上で初めてカッコ文字の具体的な意味が確立する。これらの具体物は漫画などの世

界において登場人物の感情を視覚情報として提示する場合に用いられる絵記号である。 
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あるととらえることができる。(15)に関しては楽しさや喜びなどによる反応とは異なり、カ

キコミ内容から連想される恥ずかしさなどを隠すための笑いであると解釈することが可能で

ある。 
なお、「(笑)」に関しては、身体反応としての「笑い」を表すものと、絵文字などの「笑顔」

のような働きをするものがある。前者は直前の事柄に対する身体反応としての笑いを表して

おり、感情情報を含み、カッコ文字の条件を満たしているが、後者は表現を和らげる効果を

持つ「笑顔」であり、田中(2001)や岸本(2005)が述べる「相手に対する配慮」の記号であり、

カッコ文字の条件を満たさない。本稿では前者のみ対象とする。 
 
(16) 「ホビー系のお店は大好きだから、何時間でも平気なのですよ。本とか手芸とか文房具

とか…ブックオフなんかずっと居られる、女子力ってなんでしょうね(苦笑)」
 

(16)は「(苦笑)」の例である。「苦笑」というのは自身が置かれた状況の愚かさや不快感、

恥ずかしさなどによって仕方なく笑ってしまうことを意味する。このカキコミは、投稿者が

女性であり、自身の趣味が世間から見て女性らしくないことを少し恥ずかしく思っているた

め、それを語る際に苦笑いをしていると解釈することができる。しかし、「恥ずかしい」とい

う表現では書き手の感情が正確に表せないためか、より意味が広く、複雑な感情情報を表す

「苦笑」という身体反応が描写されている。 

 
(17) 「チェック作業は明日明後日てガッツリやろう。今日１ファイルチェックして、あまり

のミスの多さに我ながら絶望した(溜息)。」 
 

(17)は「(溜息)」が使用されている例である。たとえば呆れや失望、安心などさまざまな感

情を表す反応として「溜息をつく」というものがある。この例ではカキコミにある「ミスの

多さ」に対する「絶望」が簡単に読み取れるが、カッコ文字を使用することによってその絶

望感だけでなく、溜息をつくという反応が伴う複雑な感情の伝達が行われている。そして、

複雑な感情を表す反応を読み手に明示することにより、読み手がその場面を想像することが

でき、まるで目の前に相手（書き手）がいるような演出をすることができる。 
さらに、感情の変化による反応を象徴する具体物を表すことばが使用されるカッコ文字も

見られる。たとえば、泣きの象徴として「涙」、困惑や緊張などの象徴として「汗」が使用さ

れる例が観察される。一つの感情に限らず、複数の感情との結びつきが可能であるため、文

脈に依存し、上述の反応と特徴が共通している。たとえば、「涙」を例にとってみると、上述

の「(泣)」と同様、悲しみを表す文脈の場合もあれば、感動や喜びを表す場合もある。「汗」

は困った状況にある場合や緊張した際に用いられる。そしてカキコミ内容から感情情報を読

み取った上で初めてカッコ文字の具体的な意味が確立する。これらの具体物は漫画などの世

界において登場人物の感情を視覚情報として提示する場合に用いられる絵記号である。 

 

(18) 「軍艦島も池島も 4K 撮影へシフトしてからファイル管理が大変です(涙)」 
(19) 「嬉しいです！ありがとうございます(涙)」 
(20) 「おは…よ(｡-∀-)ﾉ これはヤバイ、いつも眠いんだけど、今日は全く枕から、頭が上が

らない(汗)」 

 
これらの例を見ると、(18)では「大変だ」という書き手の感想に、(19)では「嬉しい」とい

う感情に「(涙)」というカッコ文字が付き、それぞれの使用例では涙の意味が異なっている。

また、(20)では「起き上がれないほど眠い」という状況に対して「(汗)」で困惑の気持ちが表

されている。「汗」や「涙」のように感情を象徴する絵記号として用いられる具体物を言語化

することにより、感情情報に加えてその場面が目に浮かぶような、まるで漫画を読んでいる

ような視覚情報の付加が行われる。 
感情の変化による反応やその反応から生まれる具体物を文字化するカッコ文字は、書き手

自身に関する内容のカキコミや書き手の感情が読み取れる表現（感謝の表現や喜びの表現な

ど）と共に使用されることが多く観察される。感情そのものはカキコミ内容から推測するこ

とができるが、カッコ文字の使用によって書き手がまるで目の前にいて発言しているような

演出ができる。さらに、感情そのものを言語化するのではなく、実際の会話などで相手の顔

を見て判断するような非言語的手がかりを文字で表すことを通じて、機械的なもの（画面に

映る文字）からより人間的なコミュニケーション（音声による会話）へ近づけようとする参

加者の意図が見て取れる。 
 
5．3．表情や声の変化を言語化するカッコ文字 

最後に、表情の描写や声・言い方などに関するカッコ文字がある。このグループのカッコ

文字はカキコミを実際の会話における発言と考えた場合、どのような表情をして、どのよう

な言い方をしてそのことばを発しているのかを説明する表現である。漫画やテレビなどに由

来する表現が多く、カッコ文字の中で最も隠語らしい表現であると言える。また、先述の 2
つのグループと異なり、感情の伝達ではなく、まるで漫画の一コマのようなコミカルな会話

を演出することを目的としているカッコ文字である。 
 
(21) 「マスク装備！マスクのメリットは熱唱してても対向車にバレない(真顔)」 
 

(21)は「真顔」ということばが使用されているカッコ文字である。「真顔」というのは真面

目な表情のことであり、真面目な話をしている際の顔つきである。「(真顔)」というカッコ文

字を使用することにより、カキコミ内容が他人を笑わせるようなジョークではなく、書き手

の真面目な発言であることを明示することが可能である。また、カキコミの本文にも「真顔」

ということばにも感情情報が含まれていないことから、このようなカッコ文字は感情とは結

びつかないことがわかる。むしろ、その表情を描写することにより、読み手が描写された様
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子を漫画を見ているように想像することができ、感情情報とは異なる文脈情報（視覚情報）

の伝達が可能である。 
 
(22) 「靴の選択をミスったんじゃなくて靴がこれしかなかったんです！！！！(涙目)」 
(23) 「ぼくおとこのこだから泣かないよ(涙目」 
 

「(涙目)」は今にも泣きそうな表情をしながら発言をすることを表す表現である。(22)の例

はカッコ文字を削除して読んでみてもそれほど意味に変化はない。しかし、カッコ文字を通

じてカキコミ内容だけを伝えるのではなく、書き手が必死になって何かを訴えるその様子も

読み手に伝達される。また、(23)の例は、「(涙目)」があるため、「男の子だから泣かない」と

訴えながらも、目に涙がたまり、今にも泣きそうな表情になっている様子が伝わる。つまり、

本当は泣きそうな気持ちを抑えながら、「男だから」と強がっていると解釈することができる。

そしてその発言の面白さを伝えるのがカッコ文字である。 

 
(24) 「東京行ってきますぜ。お金足りるかな……(遠い目)」 
(25) 「寝坊したままもう授業始まります(白目)」 
(26) 「次の大会の考察ブログ誰か早く書いてくれないかな(ゲス顔)」 
(27) 「パジャマが乾燥機のなか入ってた(ご満悦顔)」 
(28) 「寝坊はないな 今まで寝坊したことないから(ドヤ顔)」 
 

(24)の「(遠い目)」は遠くを見つめるような目つきで考え事にふける様子を表すカッコ文字

である。この例では直前の「お金足りるかな」にかかり、心配する気持ちを表しているので

ある。(25)の「(白目)」は、何かの失敗や悪ふざけなどの意味として用いられる表現であり、

この例では「寝坊した」という失敗話の文末に使用されている。(26)の「(ゲス顔)」は何かよ

からぬことを企んでいる表情の描写であり、この例では「考察ブログを誰かに書いてほしい」

という意図の発言をしていると解釈するのが適切である。(27)の「(ご満悦顔)」は、満悦の表

情のことであり、満足げに話していることを意味する。そして、(28)の「(ドヤ顔)」は自慢げ

に話す表情を表し、カキコミ内容が自慢話であることを表している。 
これらの例からわかるように、カキコミ内容が「書き手のことば」の文字化であり、カッ

コ文字がその表情の説明であり、先述の「出来事に対する感情や反応」とは異なる構成とな

っている。すなわち、このタイプのカッコ文字を伴うカキコミは、書き手の発言を文字で表

したものであり、その場面を描写し、視覚的な情報を伝達することを目的としているという

ことである。また、その視覚的な情報に感情情報が含まれるとは限らず、描写そのものに焦

点があり、漫画にたとえたようなコミカルなカキコミとなっている。 
さらに、声や言い方に関する以下のような表現もある。 
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子を漫画を見ているように想像することができ、感情情報とは異なる文脈情報（視覚情報）

の伝達が可能である。 
 
(22) 「靴の選択をミスったんじゃなくて靴がこれしかなかったんです！！！！(涙目)」 
(23) 「ぼくおとこのこだから泣かないよ(涙目」 
 

「(涙目)」は今にも泣きそうな表情をしながら発言をすることを表す表現である。(22)の例

はカッコ文字を削除して読んでみてもそれほど意味に変化はない。しかし、カッコ文字を通

じてカキコミ内容だけを伝えるのではなく、書き手が必死になって何かを訴えるその様子も

読み手に伝達される。また、(23)の例は、「(涙目)」があるため、「男の子だから泣かない」と

訴えながらも、目に涙がたまり、今にも泣きそうな表情になっている様子が伝わる。つまり、

本当は泣きそうな気持ちを抑えながら、「男だから」と強がっていると解釈することができる。

そしてその発言の面白さを伝えるのがカッコ文字である。 

 
(24) 「東京行ってきますぜ。お金足りるかな……(遠い目)」 
(25) 「寝坊したままもう授業始まります(白目)」 
(26) 「次の大会の考察ブログ誰か早く書いてくれないかな(ゲス顔)」 
(27) 「パジャマが乾燥機のなか入ってた(ご満悦顔)」 
(28) 「寝坊はないな 今まで寝坊したことないから(ドヤ顔)」 
 

(24)の「(遠い目)」は遠くを見つめるような目つきで考え事にふける様子を表すカッコ文字

である。この例では直前の「お金足りるかな」にかかり、心配する気持ちを表しているので

ある。(25)の「(白目)」は、何かの失敗や悪ふざけなどの意味として用いられる表現であり、

この例では「寝坊した」という失敗話の文末に使用されている。(26)の「(ゲス顔)」は何かよ

からぬことを企んでいる表情の描写であり、この例では「考察ブログを誰かに書いてほしい」

という意図の発言をしていると解釈するのが適切である。(27)の「(ご満悦顔)」は、満悦の表

情のことであり、満足げに話していることを意味する。そして、(28)の「(ドヤ顔)」は自慢げ

に話す表情を表し、カキコミ内容が自慢話であることを表している。 
これらの例からわかるように、カキコミ内容が「書き手のことば」の文字化であり、カッ

コ文字がその表情の説明であり、先述の「出来事に対する感情や反応」とは異なる構成とな

っている。すなわち、このタイプのカッコ文字を伴うカキコミは、書き手の発言を文字で表

したものであり、その場面を描写し、視覚的な情報を伝達することを目的としているという

ことである。また、その視覚的な情報に感情情報が含まれるとは限らず、描写そのものに焦

点があり、漫画にたとえたようなコミカルなカキコミとなっている。 
さらに、声や言い方に関する以下のような表現もある。 

 

 

(29) 「年明けには都内に引っ越ししたいから貯金しないとなー その前に完全週休二日制で

土日休み確定の仕事に転職しなくては… (小声)」 
(30) 「はー…。また 1 週間授業か…。よし。頑張るぞー(棒読み)」 
(31) 「おらふぁぼりつ 3 しろよ(威圧)」 
(32) 「facebook のメッセージは定期的に開かなきゃダメ(戒め)」 
(33) 「ポケモン買わないと(使命感)」 
(34) 「睡眠時間 3 時間だがいける！さて、本気を出さざるを得ない(迫真)」 
 

(29)の「(小声)」は、声を潜めていることを意味する表現であり、周りの人に聞こえてはい

けないことばを発するなどの演出をする表現である。(30)の「(棒読み)」は何の特徴もないイ

ントネーションを意味し、つまらなそうに話す様子を描写する。(31)の「(威圧)」は威圧的な

態度を取りながら話すことを意味する。(32)の「(戒め)」は警戒している様子を指す。(33)の
「(使命感)」に関しては、「本当にそうしなければならない」という雰囲気を醸し出す言い方

を意味し、「使命感を感じさせる話し方」を意味する。そして(34)の「(迫真)」に関しては、

演技などが真に迫る様子と同様の話し方をしていることを意味し、印象の強い話し方の描写

である。 
これらの例におけるカキコミ内容は出来事や事実の紹介ではなく、書き手が発言している

ことば、いわゆる「セリフ」のようなものである。そして、それぞれのカッコ文字はそのセ

リフが実際に発音されたことばと考えた場合、その言い方を説明している。いわば、芝居や

映画の脚本などで使用される「ト書き」のようなものである。 
また、次のような例も多く観察される。 

 
(35) 「おい筆が乗ってるときに邪魔すんじゃねぇよ(マジギレ)」 

 
(35)の「(マジギレ)」は「本当に怒る」という意味を持つ「マジでキレる」という若者こと

ばの派生形式であり、感情が大きく高ぶり、理性が効かなくなるという状態のことである。

感情そのものについて述べる表現ではなく、感情が高ぶった状態を意味するため、この例で

使用されているカッコ文字は言い方を説明する表現であると判断できる。 
このように、このタイプのカッコ文字はカキコミをセリフに見せ、その「ト書き」のよう

な働きをする。また、会話を演出する効果を持つが、実際の会話よりも大げさな視覚情報を

付加することにより、漫画などにたとえたようなコミカルな会話を演出するのである。 
 
6．会話演出機能 

ここまで「視覚情報」や「会話のような演出」ということばを使って説明してきた。上述

の例からもわかるように、カッコ文字の多くにはその働きが認められ、必ずしも単なる「感

情の伝達」にとどまるわけではない。ここでこの現象について考えていきたい。 
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まず、感情を言語化するカッコ文字は抽象的なものを文字化するため、実際の会話を演出

しているとは考えにくい。確かに、実際の会話では「嬉しい」や「悲しい」、「怒った」など

のことばが実際に発音されることがある。しかし、それらのことばとカッコ文字で使用され

る文字とでは違いが見られる。カッコ文字においては「(嬉)」や「(激怒)」のように、実際の

会話とは異なる表現方法が見られ、「嬉しい(嬉)」などと口語表現とカッコ文字が混同するカ

キコミも見られる。このようなことから、感情を言語化するカッコ文字には会話を演出する

働きは認められない。 
一方、反応を言語化するカッコ文字と表情や声を言語化するカッコ文字は感情そのものよ

りも、表情の変化や声の調子などの、実際の会話において「見る」または「聞く」ことがで

きる非言語的手がかりの描写である。このような視覚情報や聴覚情報を描写する表現は、文

字によるやり取りに本来含まれる必要のない情報を付け加えていると考えると、わざわざ不

要なものを書き込むことには意味があるはずである。 
その意味は、文字によるコミュニケーションを実際の会話に近づけたいという参加者の気

持ちにあるのではないかと考える。絵文字や顔文字、さらにカッコ文字を駆使して限られた

文字数の中でいかに実際の会話を再現し、機械的なものからより人間的なものにしたいとい

う気持ちの表出ではないだろうか。そして、その中で誕生したのが実際の会話に見られる非

言語的手がかりの言語化であり、それを通じて「会話」を「演出」する「機能」が出来上が

ったのではないかと考えられる。 
さらに、一部のインターネット利用者の間では、実際の会話にとどまらず、漫画特有の非

言語的手がかりの再現も行われるようになった。この「会話演出機能」はコミュニケーショ

ンの参加者の発言をより人間的に見せ、カキコミを魅力的なものにする効果を持ち、インタ

ーネットを通じた会話をより楽しいものにする。 
 
7．まとめと考察 

以上でカッコ文字の特徴について述べてきた。カッコ文字は若い人たちを中心にインター

ネット上のコミュニケーションにおいて日常的に使用されており、日々変化していくもので

あるが、本稿で取り上げた特徴は長年の間にわたって確認できる。 
まず、本稿で取り上げたカッコ文字は 3 種類に分けられる。それらは、①感情を言語化す

るカッコ文字、②感情による反応を言語化するカッコ文字、③表情や声の変化を言語化する

カッコ文字である。それぞれのカッコ文字の特徴は以下のとおりである。 
感情を言語化するカッコ文字に関しては、カキコミ内容に述べられている出来事に対する

書き手の気持ちを表すものである。具体的な一つの感情をのみ表すことができ、どのような

文脈において使用されてもカッコ文字の意味が変わることはない。むしろ、使用されたカッ

コ文字によってカキコミ全体の意味が左右される。これらは最も基本的なカッコ文字の例で

あり、一般的に広まっているものである。 
感情による反応を言語化するカッコ文字は、ある出来事に対する書き手の反応を説明する
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カッコ文字である。それぞれのカッコ文字の特徴は以下のとおりである。 
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書き手の気持ちを表すものである。具体的な一つの感情をのみ表すことができ、どのような

文脈において使用されてもカッコ文字の意味が変わることはない。むしろ、使用されたカッ

コ文字によってカキコミ全体の意味が左右される。これらは最も基本的なカッコ文字の例で

あり、一般的に広まっているものである。 
感情による反応を言語化するカッコ文字は、ある出来事に対する書き手の反応を説明する

 

ものであり、感情を伝達する手助けをしながら実際の会話を演出する。特に書き手自身に関

するカキコミや感想のことばなどを伴い、他人に対するカキコミにも多く観察される。具体

的な一つの感情ではなく、複数の感情とつながる可能性があるため、カキコミ内容や文脈か

ら感情を読み取る必要がある。また、視覚的な情報を付加する働きをし、文字によるコミュ

ニケーションを実際の会話に見せる会話演出機能を持つ。 
そして、表情や声の変化を言語化するカッコ文字は、大げさな表情や声の変化を表すこと

によって漫画のようなコミカルな印象を作る。カッコ内に使用されている文字は表情の変化

や声の調子を描写することばであり、多くの場合感情との関連が認められない。セリフのよ

うな様式のカキコミと共に使用され、そのセリフの「ト書き」のような働きをすることで、

カキコミに視覚的な要素を付加する。 
このような特徴から使用時の制約が見えてくる。まず、それぞれのカッコ文字が使用され

るカキコミのスタイルが異なる。ある客観的な事実を述べ、それに対する感情を明示する場

合は、感情を言語化するカッコ文字が使用される。一方、自身の感想や気持ちを表すことば

と共に選択されるのは反応を言語化するカッコ文字である。このような制約があるため、

「(悲)」や「(泣)」のように同様の感情を表すカッコ文字が存在することが可能である。なお、

同様の感情を表す「(泣)」と「(涙)」に関しては、筆者が収集した例から相違点を見つけるこ

とができず、類似した内容での使用が確認できる。本稿で取り上げたカッコ文字の中では、

この 2 つの表現のみ同義としての使用が観察される。 
表情や声の変化を言語化するカッコ文字に関しては、ト書きとしての働きが重視されるた

め、感情の伝達ではなく、場面の説明に使用される。たとえば、「(泣)」と関連のある「(涙目)」
というカッコ文字は「今にも泣きそうな表情をしながら発言する」ことを意味し、文脈によ

って「怖がって発言する」や「必死に何かを訴える」、「悲しくて泣きそうになる」などさま

ざまな場面を描写する。さらに、「(マジギレ)」などのように、怒りという具体的な感情と関

連のあることばでも、「激怒したような話し方や態度」の演出に使われ、感情情報そのものを

伝える表現ではない。 
このように、本稿で取り上げたカッコ文字は文字面だけでは判断できない相違点や使用の

制約が認められ、そのすべてが感情伝達機能を持つものとして分類できるわけではないこと

を本稿の結論としたいと思う。 

 
8．おわりに 

本稿ではこれまで同様の機能を持つとされてきたカッコ文字について考察した。その結果、

これまでの研究では取り上げられることのなかった相違点が明らかになり、新たに「会話演

出機能」を見出すことができた。カッコ文字にはさまざまな種類が存在し、そのすべてが感

情を伝達するわけではない。それぞれの種類には異なる使用の制約があり、カッコ文字が用

いられるカキコミのスタイルも異なる。 
本稿では主に先行研究で指摘されている感情の伝達に注目したが、その他にも先行研究で
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述べられているツッコミのカッコ文字が存在する。ツッコミのカッコ文字と本稿で取り上げ

たカッコ文字との比較、それらの関連に関する考察は今後の課題としたいと思う。 
 
 

注 
 
1. Twitter におけるカキコミは(非公開のアカウントを除き)一般に公開されている情報で

あり、Twitter が開設された 2006 年以降のカキコミであれば、日付別の検索が可能で

ある。 
2. 「Ping 死活監視」とは、コンピューターやそれに関連するシステムなどが正常に稼働

しているかどうか定期的・継続的に調べる作業のことである。 
3. 「ふぁぼりつ」とは、「ふぁぼ」と「りつ」の二つの Twitter 用語である。「ふぁぼ」

（英語の favourite）とは、SNS における「お気に入り」や「いいね」のようなカキコ

ミに高評価をつける機能またはその動作のことである。「りつ」とは「リツイート」

（Retweet）の略で、他人のカキコミを自身のページにも表示されるように再投稿する

ことである。 
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依頼に対する断りの談話展開のスタイル 

      ―日本語母語話者と中国語母語話者の比較― 

Discourse development of refusals to request styles

--Comparisons between native Japanese and Chinese speakers--

 

高 揚 

 

Summary

This research analyzes role exchanges in topics between speaker and listener, and clarifies the 

discourse development styles of refusal to requests seen in native Japanese and Chinese speakers. As a 

result, compared to Japanese people, the exchange of listening and speaking roles is frequent in Chinese 

people. A participant who had taken the listener role often makes an utterance appropri ate for the speaker 

role. Japanese native speakers are predominant in the styles of discourse development of regression for 

detecting cooperative or competitive role type, in which consideration is given to the maintaining the 

relationship of “other-oriented perspectives". In contrast, Chinese native speakers are predominant in the 

discourse development style where the speaker role is a competitive type role, and consideration is needed 

in order to make communication with the "self-oriented intention". The above results suggest that 

psychological motives toward our-self and those toward others of “self- and other-oriented perspectives” 

have a great influence on the discourse development style, and the differences need to be conveyed in 

learners’ education as an important point.

 

 

１．問題意識と研究動機 

近年、国際化が進むとともに、異文化間コミュニケーションが活発に行われ、コミュニケ

ーションのストラテジーや会話のルール、また異文化に対する考え方やその理解といった、

様々な比較対照研究がなされてきた。大谷（2015a）によれば、異文化間での会話では参加者

が前提とする会話の構築方法やスタイルが異なる場合があり、その結果、情報や意図を正確

に伝えることや解釈することが困難となる場合がある。ひいては、異文化間コミュニケーシ

ョンの参加者が、互いに相手に悪い印象をもってしまったり、人間関係をうまく築けなかっ

たりするという残念な結果に陥る可能性すらある（FitzGerald 2003）。

日常生活の中には相互行為である「依頼」、「勧誘」、「申し出」など様々な発話行為がある

が、その中で、「依頼」を抜きにしては人が言葉を使用することを語れない。また、その「依

頼」に対する回答は常に快く「受諾」するばかりではない。不愉快が生じやすい言語行動と

して、「断り」が挙げられる。山口（1997：39）は、「依頼」と「断り」について次のような

指摘を行っている（下線は筆者による）。
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「依頼」は、話し手が自分の利益のために聞き手に働きかけることにより、両者間の均

衡な状態を敢えて危険に晒す発話行為であるとすると、「断り」は依頼等の発話行為により、

聞き手によって均衡を崩されかけた状態を決定的にする危険性を持つ発話行為である。（中

略）このように、この 2つの発話行為は働きかけの方向性や行為の性質という点では正反

対のものといえるが、一連のディスコースを形成し得るものとも考えられる。

依頼に対する断りの談話展開のスタイルには、日本語と中国語で差異が観察される。

会話例 1 日本語の会話 1

05 J35 ＪＪさんもしできたら 調理のほうに 担当変わってもらうってこと

はできませんかね：

06 J36 え：ちょっとそれは難しいですね

07 J35 あそう

08 J36 え 料理あんまり得意じゃないんですよ

09 J35 あ そうなんだ あの：まあ せっかくこう覚えるチャンスでもあるの

かなってちょっと思ったりして こう仕事の幅を広げるっていうね 

意味でも ちょっと手伝ってもらえると助かるんだけど

10 J36 やあでもほんとちょっと 料理は あんまり自信がないんでそれにあ

の：今お客さん がたくさん来てくれていて そのお客さんとこう接す

るのが え：楽しいなと（h）思ってるんで

11 J35 あ：そうなんだ：まあ 料理 調理自体じゃなくても ちょっとね あ

の 材料を揃えて野菜洗ったり 下ごしらえで↑ちょっと切るだけとか
でも そういうこともちょっと 難しいですかね：：

12 J36 そうですね：

 

会話例 1 はコーパス I-JAS2からの会話例で、料理店の店長である J35 が依頼を導入した後

のやりとりである。J35 の依頼に対し、06 で J36 が「え：ちょっとそれは難しいですね」と

ためらいながら断っている。07で J35は「あそう」という理解の発話をし、08で J36は「え 

料理あんまり得意じゃないんですよ」と自らの発話に対してさらに補足した。それに対し、

09で J35は「あ そうなんだ」と理解を示しながら再依頼を試みたが、再び断られた。そし

て、11 で J35 は「あ そうなんだ」と理解を示して情報や意見を提供した後、「そういうこ

ともちょっと 難しいですかね：：」と述べて相手の意思を確認したが、それに対して J36

は「そうですね」と相手の再依頼を断った。 

中国語の断りの会話 3では、店長である C21の依頼に対し、06で C22が「私ぜんぜん料理

ができなくて 本当に」と話し出したところ、07で C21が間髪入れずに「大丈夫です 教え

る人がいるんですよ」と新しい情報を持ち出した。08の C22の発話が終わらないうちに、09
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会話例 1 はコーパス I-JAS2からの会話例で、料理店の店長である J35 が依頼を導入した後

のやりとりである。J35 の依頼に対し、06 で J36 が「え：ちょっとそれは難しいですね」と

ためらいながら断っている。07で J35は「あそう」という理解の発話をし、08で J36は「え 

料理あんまり得意じゃないんですよ」と自らの発話に対してさらに補足した。それに対し、

09で J35は「あ そうなんだ」と理解を示しながら再依頼を試みたが、再び断られた。そし

て、11 で J35 は「あ そうなんだ」と理解を示して情報や意見を提供した後、「そういうこ

ともちょっと 難しいですかね：：」と述べて相手の意思を確認したが、それに対して J36

は「そうですね」と相手の再依頼を断った。 

中国語の断りの会話 3では、店長である C21の依頼に対し、06で C22が「私ぜんぜん料理

ができなくて 本当に」と話し出したところ、07で C21が間髪入れずに「大丈夫です 教え

る人がいるんですよ」と新しい情報を持ち出した。08の C22の発話が終わらないうちに、09

 

で C21 は「いや 勘違いですよ」と割り込み、「シェフではなくて 手伝いの人手が足りな

いです」という情報を付け加えた。それに対し、10で C22は「でも手伝いをしたら時間が奪

われるかもしれないと思いますが 学校での勉強も忙しいです」という理由で言い返した。 

 

会話例 2 中国語の会話
    日本語訳 4

 05 C21 想让你去那做帮手 你去那

还可以学两个厨艺不是 

手伝いに行ってもらいたいです そ

っちに行ったら料理も勉強できるん

じゃないでしょうか 
 06 C22 我{笑}一点都不会做饭 真     

的 

私 {笑 }ぜんぜん料理ができなくて 

本当に 

 07 C21 没事 有人教你 大丈夫です 教える人がいるんです

よ 

 08 C22 我做的饭是根本就是不能吃

的那种 并且{笑}并且我 

私が作った料理は食べられないほど

まずいです それに{笑}それに私 

→ 09 C21 不 你误会了 不是让你去

当主厨 就是他那缺一个帮

手 

いや 勘違いですよ シェフではな

くて 手伝いの人手が足りないです 

 10 C22 帮手：：嗯 但是我觉得做帮

手可能会占用我比较多的时

间 我在学校学习压力也挺

大的 

手伝い：：うん でも手伝いをしたら

時間が奪われるかもしれないと思い

ますが 学校での勉強も忙しいです 

 

日本語の会話例 1では、依頼側は断る側の発話に理解を示したり、意思を確かめながら依

頼の話を進めたりする配慮がみられる。それに対して、中国語の会話例 2 では、05 から 10

まで、依頼側も断る側もともに相手に働きかける一方、互いに相手の語りに対し共感や理解、

確認を行うなどの配慮がみられない。依頼に対する断りの談話では、依頼側と断る側がいか

に談話に参加するかによって談話展開のスタイルが異なることが考えられる。特に、異文化

間コミュニケーションでは、このように談話展開のスタイルの違いがある両者が交わった場

合、話が円滑に進まない可能性が高い。特に日本人からすれば、相手にターンを奪われたり

サポートをもらえなかったりする場合に不安や圧迫感を感じる可能性があり、加えて、中国

人を無配慮な人だと誤解する恐れさえある。

 以上の問題意識から、本稿では、言語行動の中から依頼に対する断りを取り上げ、日本語

と中国語の談話展開のスタイルの比較研究を試みる。

２．談話展開のスタイルに関する先行研究と研究目的 

 談話展開のスタイルについては数多くの研究がなされている。それらは「働きかけ型」と

「非働きかけ型」、また「目的達成型」と「対人配慮型」という分類に大別できる。本節では、

談話展開のスタイルに関する先行研究を概観した上で、本稿の研究目的を述べる。 
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2.1 「働きかけ型」と「非働きかけ型」について 

異文化間コミュニケーションで参加者が前提とする会話の構築方法やスタイルに関する研

究は、従来、聞き手行動に焦点を当て、初対面会話の分析を中心になされてきた。これらの

研究では談話展開のスタイルの特徴について様々な用語で説明されてきたが、「働きかけ型」

5と「非働きかけ型」というスタイルの差異としてまとめることができるだろう。申（2006）

は、2 者間の初対面会話をデータとして日本語と韓国語での情報のやりとりにおける受信側

の働きを分析した。分析の結果、日本語はあいづちや感想を中心とした共話的なスタイル、

韓国語は情報要求や意見を中心とした積極的に談話展開に参加する対話的スタイルであるこ

とが明らかになった。大谷（2015b）は、3者間の初対面会話場面における日英の話題展開の

スタイルの相違について、聞き手側の働きかけの違いから分析した。その結果、英語は「働

きかけ型」が多用されているのに対し、日本語は「非働きかけ型」で、聞き手の話題展開へ

の参与が英語に比較してかなり少ないということがわかった。楊（2015）は、2 者間初対面

会話における話題上の聞き手 6行動の中日比較をした。1つの話題が展開していくプロセスに

おいて、日本語母語場面では話題上の話し手と聞き手が比較的固定的であるのに対して、中

国語母語場面では会話参加者の双方が話し手役割をめぐって交渉する場面も多くみられた。

2.2 「目的達成型」と「対人配慮型」について 

清水（2018：38）によると、私たちは普段のコミュニケーションでは、自分の意図がきち

んと相手に伝わるように（情報伝達）、しかしそのために相手を不快にさせないように（対人

関係調整）、この両者のバランスをうまく取りながら会話をしている 7。断りという言語行動

の目標は、（a）相手の意向に添えない旨を伝える、（b）対人関係を損なわない、の 2 点に集

約されるが、これらの目標を達成するために用いられるストラテジーは非優先構造を構成す

るために複雑化しやすく、また、その内容は社会文化的規範に左右される度合いも大きい（木

下 2006：103）。言語が異なれば、「情報伝達」と「対人関係調整」のバランスの取り方は同

じではないのである。堀田・堀江（2012：17）は、日本語母語話者と日本語学習者の「断り」

行動におけるヘッジの使用にみられる相違を分析し、「日本語のコミュニケーションにおいて、

『聞き手への配慮』の優先順位が韓国語・中国語のコミュニケーションにおいてよりも相対

的に高い」と述べている。つまり、日本語では韓国語・中国語より「対人配慮」が優先され

る。また、黄（2016）は、中国語母語話者と日本語母語話者の誘い談話における再勧誘の言

語行動を比較した結果から、中国語母語話者は積極的に自分を強く押し出す「目的達成型」

で、日本語母語話者は無理強いをしない「対人配慮型」であることを指摘している。

 2.1と 2.2で述べられた先行研究から分かるように、日本語は消極的な聞き手の関与の「非

働きかけ型」の傾向があり、相手を不快にしないように配慮する「対人配慮型」が優先され
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清水（2018：38）によると、私たちは普段のコミュニケーションでは、自分の意図がきち

んと相手に伝わるように（情報伝達）、しかしそのために相手を不快にさせないように（対人

関係調整）、この両者のバランスをうまく取りながら会話をしている 7。断りという言語行動

の目標は、（a）相手の意向に添えない旨を伝える、（b）対人関係を損なわない、の 2 点に集

約されるが、これらの目標を達成するために用いられるストラテジーは非優先構造を構成す

るために複雑化しやすく、また、その内容は社会文化的規範に左右される度合いも大きい（木

下 2006：103）。言語が異なれば、「情報伝達」と「対人関係調整」のバランスの取り方は同

じではないのである。堀田・堀江（2012：17）は、日本語母語話者と日本語学習者の「断り」

行動におけるヘッジの使用にみられる相違を分析し、「日本語のコミュニケーションにおいて、

『聞き手への配慮』の優先順位が韓国語・中国語のコミュニケーションにおいてよりも相対

的に高い」と述べている。つまり、日本語では韓国語・中国語より「対人配慮」が優先され

る。また、黄（2016）は、中国語母語話者と日本語母語話者の誘い談話における再勧誘の言

語行動を比較した結果から、中国語母語話者は積極的に自分を強く押し出す「目的達成型」

で、日本語母語話者は無理強いをしない「対人配慮型」であることを指摘している。

 2.1と 2.2で述べられた先行研究から分かるように、日本語は消極的な聞き手の関与の「非

働きかけ型」の傾向があり、相手を不快にしないように配慮する「対人配慮型」が優先され

 

る。それに対して、英語や中国語は積極的な聞き手の関与の「働きかけ型」の傾向があり、

自分の意図をきちんと伝える「目的達成型」が優先される。中国人が無配慮と思われかねな

い行動も、日本語とは異なる中国語の談話展開のスタイルの影響を受けている可能性がある

と考えられる。

 

2.3 研究目的と研究課題 

従来、断りに関する日中対照研究は、日本語と中国語の断りのストラテジーや言語形式と

いう、断る側の言語行動が中心として研究されてきた。また、依頼と断りのやりとりは 1回

だけで終わるとは限らず、また、断りの言語行動は断る側が一方的に決定するのではなく、

断る側と依頼側の協働行為として一連のディスコースを形成し得る。さらに、依頼側と断る

側のやりとりは言語によって違いがあり、その談話展開のスタイルにも差異がある。これら

の点から、断りの言語行動の研究は、依頼側をも含んだ、談話展開全体における依頼側と断

る側のやりとりを分析し、その上で談話展開のスタイルの特徴を明らかにする必要がある。

そこで、本稿は、中国人日本語学習者に対する会話教育への示唆を与えることを目指し、話

題上の話し手・聞き手の役割交替の観点からロールプレイ 8のデータの分析を行う。先行研

究が提示した談話展開のスタイルについて検証し、日本語と中国語の依頼に対する断りの談

話展開のスタイルの特徴を明らかにする。具体的には、以下の 2つの課題を検討する。 

 

課題 1：話し手・聞き手の役割交替は起こるか。日中間においては、役割交替の生起頻度に

差異がみられるか。 

課題 2：日中間においては、談話展開のスタイルに差異がみられるか。差異がある場合、具

体的にどのような差異がみられるか。 

 

３．分析方法 

3.1 データ 

 本稿では、日中それぞれ 20組のロールプレイのデータを調査対象とする。日本語母語話者

同士による日本語の会話データは、I-JAS（国立国語研究所 日本語教育研究・情報センター）

の 20代から 30代までの日本語母語話者 40名（男：女＝9：31）間の「断り」の場面（アル

バイト先でホール担当から調理担当に変わるように依頼され断る）のロールプレイのデータ

を用いた。中国語母語話者同士による中国語の会話データは、中国語のロールプレイは I-JAS

にはないため、I-JAS での日本語母語話者同士のロールプレイと同じ設定で筆者が中国語版

のロールプレイカード 9を作成し、2019 年 3 月に中国の教育機関（O 大学）で日本語学習経

験のない中国語母語の 20 代の学生 40 名（男：女＝8：32）を対象としてデータを収集した
10。
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I-JASでは、「断り」という機能をみるために調査実施研究者がロールプレイの依頼側とし

て、調査協力者（依頼される側）の日本語母語話者と「依頼―断り」のロールプレイを行っ

た。しかし、筆者はすでにこのロールプレイのデータを読んでいること、また中国語で話す

際に日本語の影響を受ける恐れがあることから、筆者（調査実施研究者）が依頼側としてロ

ールプレイを行うことは不適切であると判断した。そのため、会話は中国語母語話者の調査

協力者の間で実施することにした。調査協力者には中国語版のロールプレイカードを与え、

具体的な会話の展開を調査協力者自身の判断に委ね 11、筆者が録音をするという形で調査を

行った。

 

3.2 コーディングの方法 

本稿の分析に重要な概念である「話題上の聞き手」と、話題上の話し手役割と聞き手役割

のコーディング方法について述べる。 

 

3.2.1 「聞き手」と「話題上の聞き手」 

日本語の会話での「聞き手」の役割の重要性から、聞き手行動としての相づちに関する研

究が数多くなされている。近年は、聞き手は相づちによって話し手の発話をサポートするだ

けではなく、会話の参加者として会話の共働構築に大きな役割を果たすと考えられている。

村田（2018：iii）は、「私的であれ公的であれ、会話の中で『聞き手』は話し手に対する単な

るサポート役ではなく、共に会話を構築し、相互行為を通して人間関係の根幹を支える大き

な存在である」と指摘している。

楊（2015：65）は初対面会話の分析の中で、「聞き手」よりもその役割を広く捉える「話題

上の聞き手」という概念を提示している。「話題上の聞き手」は、相手の発話を話題の流れの

中で理解し、話題について語る相手をサポートする役割を果たし、相づちのほか、評価、質

問などの実質的な発話も行う。また、話題上の聞き手行動によって談話展開のスタイルも異

なる（西川 2005、串田 2009、植野 2012）。さらに、話題上の聞き手行動は、談話展開のスタ

イルに関与するだけではなく、相手に与える印象に影響し、ひいては人間関係の構築や維持

に影響を与える可能性もある。円滑な会話の協働構築を前提とする初対面会話のみならず、

「依頼」や「断り」という、働きかけの方向性が正反対の言語行動からなる依頼に対する断

りの会話では、話題上の聞き手行動が談話展開のスタイルや人間関係に大きな影響を与える

ことが考えられる。

3.2.2 話題上の話し手役割と聞き手役割のコーディングおよび役割交替 

 依頼に対する断りの談話展開における役割交替の生起状況をみるため、話題上の話し手役

割と聞き手役割コーディングを行った 12。コーディングは全面的に楊（2015）に依拠し、話
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 依頼に対する断りの談話展開における役割交替の生起状況をみるため、話題上の話し手役

割と聞き手役割コーディングを行った 12。コーディングは全面的に楊（2015）に依拠し、話

 

題上の話し手役割発話と聞き手役割発話を表 1の通りに分類した。

 

表 1 話題上の話し手・聞き手役割の発話（楊 2015を筆者が整理）
話し手役割発話（以下【話】と略す）  聞き手役割発話（以下【聞】と略す） 

情報や意見を提供する発話 情報や意見を求める発話 

自らの情報・意見提供の発話に対し

て、さらに繰り返しや言い換え、評価

を行う発話 

相手の情報・意見提供の発話に対し

て、繰り返し、言い換え、先取り、

評価を行う発話、理解や確認を行う

発話 

相手の評価や確認発話に対して肯定

または否定の応答をする発話 

 

 

 コーディングは、相手の発話が完了していない間の「聞いていることを示す」相づちを

除く、依頼から合意形成までの段階における全ての発話を対象とする。また、コーディン

グの単位を会話の構造的単位「ターン」13 にしたがい、「話者が交替することではっきりと

明示されるもので、他者の音声言語の連続によって区切られる音声言語の連続」とする。1

つのターンに複数の発話がありそれらの発話の役割が異なる場合、ターンの受け継ぎという

観点から後続するターンの発話も考慮してターン全体の主たる役割を 1 つに決める。コ

ーディングの例を次の会話例 3に示す。

会話例 3 話題上の話し手役割発話と聞き手役割発話のコーディング
03 J1 えっと：JJさんすいません ちょっと今日はお願いがあって来てもらった

んですけど えっと今ホールの仕事をや 接客のほうをやってもらって

ますよね でえっと：実は え キッチンの人が一人辞めてしまったので 

あの：そっちのヘルプをお願いしたいんですが できますか↑

【聞】

04 J2 えっと そうですね 僕は料理ほうが苦手なんで できればちょっと

｛笑｝［お断りしたいんですけど

【話】

05 J1 ［そうですか↑まあでもあの 料理のほうは あのマニュアルもあるし 

少しずつ覚えていってもらえれば それでいいんですけどね

【話】

06 J2 え：：そうですねでも まあ元々その接客の仕事やりたいなと思って あ

の ここのアルバイトも応募して で今その仕事に大分慣れてきて結構

常連さんお客さんとちょっと｛笑｝［お話したりしたりとか することも

あって できたらそっちのほうで 続けていきたいなっていうふうに

｛笑｝思ってるんですよね

【話】

07 J1 ［そっか そうか：｛笑｝ん：そうですね でも まあねえ料理できると

人生これから得ですけど｛笑｝ どうですか↑ 
【聞】

08 J2 ｛笑｝そうですね：：ん：：：そう：：：：：： 【話】

09 J1 やっぱりでも 【聞】

10 J2 でもやっぱり今 料理のほうにっていうとちょっと｛笑｝ 【話】

11 J1 そっか 気が乗らない↑ 【聞】

12 J2 できれば｛笑｝ 接客のほう続けて：いきたいなっていう 【話】

13 J1 あ：そーか：わかった じゃあ他の人を当たってみることにしますね 14
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役割交替について、楊（2015：72）によると、役割交替が起こらない場合は、「1A話し

手役割発話→2B聞き手役割発話→3A話し手役割発話→4B聞き手役割発話」のように、話し

手発話と聞き手発話が交互に生起する。一方、役割交替が起こらない場合は、「1A 話し手役

割発話→2B 話し手役割発話」や「1A 話し手役割発話→2B 聞き手役割発話→3A 聞き手役割

発話」のように、後続のターンの役割は先行ターンの役割と同じであるという。本稿では、

楊（2015）と同様に、先行ターンと同じ役割を持つターンを「同一役割連続生起」とし、そ

の生起頻度から役割交替の頻度を示す。

 

４．分析結果 

 本節では、依頼に対する断りの談話が展開していくプロセスにおける役割交替の生起状況

と談話展開のスタイルについて、日中比較の結果を示す。 

 

4.1 談話が展開していくプロセスにおける役割交替 

まず、話題上の話し手と聞き手役割交替が生起した頻度を分析する。表 2に示すように、

役割交替が生起する回数は、日中ともに、役割交替生起ありより、役割交替生起なしのほう

が多い。しかし、役割交替生起なしのターンについては、日本語では 79％に達しているのに

対し、中国語では全体の約半分（55％）に留まっている。この結果から、断りの談話が展開

していくプロセスにおける役割交替は、中国語では日本語よりも頻繁に起こっており、「同一

役割連続生起」が多いと言える。

 

表 2 役割交替の生起状況の日中比較（割合）
役割交替生起なし 役割交替生起あり ターン総数

日 242（79％） 64（21％） 306（100％）
中 120（55％） 98（45％） 218（100％）

 次に、話題上の役割交替が起こっている場合、それは話題上の話し手から聞き手への交替

か、あるいは話題上の聞き手から話し手への交替かについて検討する。表 3は、役割交替が

起こっている場合に、日本語母語話者と中国語母語話者それぞれの談話における役割交替状

況を示したものである。

表 3 役割交替状況の日中比較（割合）
話し手役割→
聞き手役割

聞き手役割→
話し手役割

役割交替

生起総数

日 28（44％） 36（56％） 64（100％）
中 20（20％） 78（80％） 98（100％）
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 表 3に示すとおり、日中では共通して、聞き手だった参加者が自分のターンで話し手役割

の発話をすることによって役割が交替する場合が多い。一方で、その全体に占める割合には

差異がみられた。中国語では、日本語よりも多く、80％に上った。この結果から、中国語で

は、断りの談話が展開していくプロセスにおいて、依頼側も断る側も話題上の聞き手として

相手の話をサポートすることが少なく、その代わりに話し手役割をめぐって競合している場

合が多いと言える。

 

4.2 談話展開のスタイル 

次いで、役割交替が談話展開の様相にどのように関わるかを探るために、話題上の話し手

役割と聞き手役割の発話の生起状況を手がかりに、談話展開のスタイルを分析する。4.2.1で

は談話展開のスタイルを質的に分析した結果を示し、4.2.2ではそれぞれのスタイルの割合の

日中比較をした量的分析の結果を示す。

4.2.1 談話展開のスタイルの質的分析 

楊（2015）は、女子大学生・大学院生同士の初対面会話を話題上の話し手・聞き手役割の

観点から分析し、話し手役割と聞き手役割の生起状況の特徴をパターン化した。その結果、

大きく（1）役割固定型、（2）協調的役割交替型、（3）役割回帰型、（4）話し手役割競合型の

4つの話題展開のパターンに分類した。ただし、本稿のデータでは（2）協調的役割交替型が

みられなかった。また、（3）役割回帰型はさらに「協調的役割回帰型」と「一時競合的役割

回帰型」に分けることができた。以下、楊（2015）の分類を参考にしてそれぞれのパターン

の会話例を取り上げて分析する。

 

（1）役割固定型

 役割固定型は、話題が導入されてから収束するまでのプロセスにおいて、一方が話題上の

話し手、もう一方が話題上の聞き手として参入し、役割の入れ替わりが生起しないパターン

である。会話例 4 は日本語の会話の 1 例である。J35 は担当変更について J36 に「調理のほ

うに担当変わってもらうってことはできませんかね」と意見を聞きながら話題を導入した。

この話題は 12 まで続き、13 で依頼の話題が終わる。依頼の話題の導入から終結までのプロ

セスにおいて、J35は聞き手、J36は話し手として談話に参入し、話し手と聞き手の役割は固

定的である。

会話例 4 日本語の会話 役割固定型（会話例 1再掲）
役割

J35 J36
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05 J35 ＪＪさんもしできたら 調理のほうに 担当変わってもら

うってことはできませんかね：

【聞】

06 J36 え：ちょっとそれは難しいですね 【話】

07 J35 あそう 【聞】

08 J36 え 料理あんまり得意じゃないんですよ 【話】

09 J35 あ そうなんだ あの：まあ せっかくこう覚えるチャンス

でもあるのかなってちょっと思ったりして こう仕事の幅

を広げるっていうね 意味でも ちょっと手伝ってもらえ

ると助かるんだけど

【聞】

10 J36 やあでもほんとちょっと 料理は あんまり自信がないん

でそれにあの：今お客さん がたくさん来てくれていて そ

のお客さんとこう接するのが え：楽しいなと（h）思って
るんで

【話】

11 J35 あ：そうなんだ：まあ 料理 調理自体じゃなくても ちょ

っとね あの 材料を揃えて野菜洗ったり 下ごしらえで↑
ちょっと切るだけとかでも そういうこともちょっと 難

しいですかね：：

【聞】

12 J36 そうですね： 【話】

13 J35 ん：わかりました じゃあ あのホールのほうで はい接客

のほうね あの ずっと やってもらってるんで

 

（2）協調的役割回帰型

協調的役割回帰型は、片方の参加者が聞き手から話し手へ、または話し手から聞き手へと

役割を切り替えた場合、もう一方の参加者は相手に合わせて役割を切り替える動きがみられ

たものの、役割交渉のやりとりを経て、最終的にはまた元の話し手・聞き手役割に戻るパタ

ーンである。話題が展開していくプロセスにおいて、このような協調的な話題上の話し手・

聞き手役割の入れ替わりが 1回以上生起し、且つ該当箇所以外のやりとりはすべて役割が固

定的である。

会話例 5は日本語の会話の 1例である。03で J17が聞き手発話で依頼の話題を導入し、05

まで聞き手役を務める。07で J17は話し手役割の発話をし、聞き手から話し手へと役割を切

り替える。それに合わせて、08で J18は聞き手役割の発話をして聞き手に回る。つまり、こ

れをきっかけとして、それまでの話し手・聞き手が入れ替わった。そして、09で J17はまた

聞き手役割発話をし、聞き手役割に回帰する。それに応じて、10で J18は話し手役割発話を

して、話し手の役割に回帰する。この例にみられるように、協調的役割回帰型は、局所的な

話し手・聞き手役割の交替がみられるものの、最終的に元の話し手・聞き手の役割に戻り、

且つ相手の役割変更に合わせて自らの役割を調整するのが特徴である。

会話例 5 日本語の会話 協調的役割回帰型

役割

J17 J18
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05 J35 ＪＪさんもしできたら 調理のほうに 担当変わってもら

うってことはできませんかね：

【聞】

06 J36 え：ちょっとそれは難しいですね 【話】

07 J35 あそう 【聞】

08 J36 え 料理あんまり得意じゃないんですよ 【話】

09 J35 あ そうなんだ あの：まあ せっかくこう覚えるチャンス

でもあるのかなってちょっと思ったりして こう仕事の幅

を広げるっていうね 意味でも ちょっと手伝ってもらえ

ると助かるんだけど

【聞】

10 J36 やあでもほんとちょっと 料理は あんまり自信がないん

でそれにあの：今お客さん がたくさん来てくれていて そ

のお客さんとこう接するのが え：楽しいなと（h）思って
るんで

【話】

11 J35 あ：そうなんだ：まあ 料理 調理自体じゃなくても ちょ

っとね あの 材料を揃えて野菜洗ったり 下ごしらえで↑
ちょっと切るだけとかでも そういうこともちょっと 難

しいですかね：：

【聞】

12 J36 そうですね： 【話】

13 J35 ん：わかりました じゃあ あのホールのほうで はい接客

のほうね あの ずっと やってもらってるんで

 

（2）協調的役割回帰型

協調的役割回帰型は、片方の参加者が聞き手から話し手へ、または話し手から聞き手へと

役割を切り替えた場合、もう一方の参加者は相手に合わせて役割を切り替える動きがみられ

たものの、役割交渉のやりとりを経て、最終的にはまた元の話し手・聞き手役割に戻るパタ

ーンである。話題が展開していくプロセスにおいて、このような協調的な話題上の話し手・

聞き手役割の入れ替わりが 1回以上生起し、且つ該当箇所以外のやりとりはすべて役割が固

定的である。

会話例 5は日本語の会話の 1例である。03で J17が聞き手発話で依頼の話題を導入し、05

まで聞き手役を務める。07で J17は話し手役割の発話をし、聞き手から話し手へと役割を切

り替える。それに合わせて、08で J18は聞き手役割の発話をして聞き手に回る。つまり、こ

れをきっかけとして、それまでの話し手・聞き手が入れ替わった。そして、09で J17はまた

聞き手役割発話をし、聞き手役割に回帰する。それに応じて、10で J18は話し手役割発話を

して、話し手の役割に回帰する。この例にみられるように、協調的役割回帰型は、局所的な

話し手・聞き手役割の交替がみられるものの、最終的に元の話し手・聞き手の役割に戻り、

且つ相手の役割変更に合わせて自らの役割を調整するのが特徴である。

会話例 5 日本語の会話 協調的役割回帰型

役割

J17 J18

 

03 J17 あの急に あの：調理の人が一人辞めてしまったので あの接

客のほうから調理に代わってもらいたいんですけど：お願いで

きませんかね

【聞】

04 J18 一応僕あの：接客が好きで：あの 接客ーあのお客さんと関わ

ったりするのが楽しいので今このまま接客を続けていきたいな

と 考えて いるんですけれども

【話】

05 J17 あ：そうですか：あの：：すごくあの 接客 してるのも す

ごく 合ってる仕事だと思うんですけど：あの：今から たぶ

ん料理ができて 損はないので ちょっと試しにやってみるっ

ていうのはどうですかね 興味ないですか↑料理は

【聞】

06 J18 料理 まあ興味ないことはないんですが：まやっぱりその お

客さんとお話ししたりとか する中でのほうが今楽しいと思っ

て やりがいを感じているので このまま続けていけたらなと 

考えていまして

【話】

07 J17 あ：そうですか：なんかあの：：ＪＪさんおいしい物とか賄い

とかも よくいろんなコメントとかくださるじゃないですか 

だからあの調理の あの 料理長 もすごくちょっと筋がある

んじゃないかってゆう話でちょっとひきぬ、引き抜けたらって 

なんかあたしのほうに相談があったので 今回話してみたんで

すけど

【話】

08 J18 そう ね 【聞】

09 J17 どうしても接客のほうがいいですかね 【聞】

10 J18 接客のほうが いいですね 【話】

11 J17 あ：そうですか ちょ ちょっとやってみるってのも 難しい

ですか↑
【聞】

12 J18 ん：まできたら その接客がいいなと思います 【話】

13 J17 あ そうですか わかりましたじゃあちょっと他の人に 声掛

けてみることにします

 

（3）一時競合的役割回帰型

一時競合的役割回帰型は、片方の参加者が聞き手から話し手へ、または話し手から聞き手

へと役割を切り替えた場合、もう一方の参加者は相手に合わせて役割を切り替える動きがみ

られず、役割交渉のやりとりを経て、最終的にはまた元の話し手・聞き手役割に戻るパター

ンである。話題が展開していくプロセスにおいて、このような役割交渉のやりとりが一時的

にみられ、且つその他のやりとりは役割固定型または協調的役割回帰型に分類される場合は、

一時競合的役割回帰型とする。

会話例 6 は日本語の会話の 1 例である。03 で J1 が聞き手発話で依頼の話題を導入し、04

で J2はその依頼を断り、話し手の役割を務める。その発話に対して 05で J1は「少しずつ覚

えていってもらえればそれでいいんですけどね」と意見を述べ、話し手役割発話を維持した。

それに対し、06で J2はまた相手の発話に対して否定の応答をし、話し手の役割を維持した。

J2の回答を受けて 07で J1はまた聞き手役に戻る。競合的役割回帰型は、この例にみられる
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ように局所的な話し手・聞き手役割の交替がみられるものの、最終的に元の話し手・聞き手

の役割に戻り、かつ相手の役割変更に協調せず、一時的に自らの役割を維持するのが特徴で

ある。 

 

会話例 6 日本語の会話 一時競合的役割回帰型（会話例 3再掲）
役割

J1 J2
03 J1 えっと：JJ さんすいません ちょっと今日はお願いが   あ

って来てもらったんですけど えっと今 ホールの仕事をや 

接客のほうをやってもらってますよね でえっと：実は え 

キッチンの人が一人辞めてしまったので あの：そっちのヘル

プをお願いしたいんですが できますか↑

【聞】

04 J2 えっと そうですね 僕は料理ほうが苦手なんで できれ   

ばちょっと｛笑｝［お断りしたいんですけど

【話】

05 J1 ［そうですか↑まあでもあの 料理のほうは あの マニュア

ルもあるし 少しずつ覚えていってもらえれば それでいいん

ですけどね

【話】

06 J2 え：：そうですねでも まあ元々その接客の仕事やりたいな  

と思って あの ここのアルバイトも応募して で今その仕

事に大分慣れてきて結構常連さんお客さんとちょっと｛笑｝

［お話したりしたりとか することもあって できたら そっ

ちのほうで 続けていきたいなっていうふうに｛笑｝ 思って

るんですよね

【話】

07 J1 ［そっか そうか：｛笑｝ん：そうですね でも まあ    ね

え料理できると人生これから得ですけど｛笑｝ どうですか↑
【聞】

08 J2 ｛笑｝そうですね：：ん：：：そう：：：：：： 【話】

09 J1 やっぱりでも 【聞】

10 J2 でもやっぱり今 料理のほうにっていうとちょっと｛笑｝ 【話】

11 J1 そっか 気が乗らない↑ 【聞】

12 J2 できれば｛笑｝ 接客のほう続けて：いきたいなっていう 【話】

13 J1 あ：そーか：わかった じゃあ他の人を当たってみることにし

ますね

 

（4）話し手役割競合型

 話し手役割競合型は、会話の参加者の双方とも、相手の話し手役割の発話を受けても引き

続き話し手として振る舞い続け、話し手役割の発話が 4回以上連続して生起する場面がみら

れるパターンである。1 つの話題区分の中にこのやりとりが 1 か所以上みられたものを、話

し手役割競合型とする。

会話例 7 中国語の会話 話し手役割競合型

     役割 

  日本語訳 C25 C26
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ように局所的な話し手・聞き手役割の交替がみられるものの、最終的に元の話し手・聞き手

の役割に戻り、かつ相手の役割変更に協調せず、一時的に自らの役割を維持するのが特徴で

ある。 

 

会話例 6 日本語の会話 一時競合的役割回帰型（会話例 3再掲）
役割

J1 J2
03 J1 えっと：JJ さんすいません ちょっと今日はお願いが   あ

って来てもらったんですけど えっと今 ホールの仕事をや 

接客のほうをやってもらってますよね でえっと：実は え 

キッチンの人が一人辞めてしまったので あの：そっちのヘル

プをお願いしたいんですが できますか↑

【聞】

04 J2 えっと そうですね 僕は料理ほうが苦手なんで できれ   

ばちょっと｛笑｝［お断りしたいんですけど

【話】

05 J1 ［そうですか↑まあでもあの 料理のほうは あの マニュア

ルもあるし 少しずつ覚えていってもらえれば それでいいん

ですけどね

【話】

06 J2 え：：そうですねでも まあ元々その接客の仕事やりたいな  

と思って あの ここのアルバイトも応募して で今その仕

事に大分慣れてきて結構常連さんお客さんとちょっと｛笑｝

［お話したりしたりとか することもあって できたら そっ

ちのほうで 続けていきたいなっていうふうに｛笑｝ 思って

るんですよね

【話】

07 J1 ［そっか そうか：｛笑｝ん：そうですね でも まあ    ね

え料理できると人生これから得ですけど｛笑｝ どうですか↑
【聞】

08 J2 ｛笑｝そうですね：：ん：：：そう：：：：：： 【話】

09 J1 やっぱりでも 【聞】

10 J2 でもやっぱり今 料理のほうにっていうとちょっと｛笑｝ 【話】

11 J1 そっか 気が乗らない↑ 【聞】

12 J2 できれば｛笑｝ 接客のほう続けて：いきたいなっていう 【話】

13 J1 あ：そーか：わかった じゃあ他の人を当たってみることにし

ますね

 

（4）話し手役割競合型

 話し手役割競合型は、会話の参加者の双方とも、相手の話し手役割の発話を受けても引き

続き話し手として振る舞い続け、話し手役割の発話が 4回以上連続して生起する場面がみら

れるパターンである。1 つの話題区分の中にこのやりとりが 1 か所以上みられたものを、話

し手役割競合型とする。

会話例 7 中国語の会話 話し手役割競合型

     役割 

  日本語訳 C25 C26

 

 01 C21 现在事情是这样的 因为

后厨之前不是有两个人吗 

现在那个帮手他已经走了 

然后就是让你去 就是这

个做菜的师傅他自己一个

人忙不过来 我这边呢就

是想先让你去那边帮一下 

等到我找到合适的人以后

到时候你再换回来  行

吗？ 

今はこういう状況なんですが 

この前は調理の方は二人いた

でしょう 今一人がいなくな

ったので 君に行ってもらい

たいです っていうか調理は

一人では手が回らないです 

とりあえずそっちに行って手

伝ってもらって 適当な人が

みつかったらまたホールのほ

うに戻ってもらっていいです

か 

【聞】  

 02 C22 是说让我去后厨帮忙吗？

还是说一边帮忙 这边点

餐的工作也是我负责呢？ 

料理のほうに手伝いに行くと

いうことですか それとも手

伝いながらホールの仕事も担

当しますか 

 【聞】 

 03 C21 点餐呢 不还有其他人吗 

就是因为咱们做饭店呢 

就是服务嘛人家点个菜时

间长了怠慢了也不好 就

咱们这边后厨做饭比较慢 

ホールって 他の人がいるじ

ゃない うちの店はサービス

業ですね お客様が注文され

てから長く待たせることはよ

くありません 料理のほうは

ちょっと遅いです 

【話】  

 04 C22 是让我去做菜吗？ 料理の担当に行ったほうがい

いですか↑ 

 【聞】 

 05 C21 想让你去那做帮手 你去

那还可以学两个厨艺不是 

手伝いに行ってもらいたいで

す そっちに行ったら料理も

勉強できるんじゃないでしょ

うか 

【話】  

 06 C22 我{笑}一点都不会做饭 

真的 

私{笑}ぜんぜん料理ができな

くって 本当に 

 【話】 

 07 C21 没事 有人教你 大丈夫です 教える人がいる

んですよ 

【話】  

 08 C22 我做的饭是根本就是不能

吃的那种 并且{笑}并且

我 

私が作った料理は食べられな

いほどまずいです  それに

{笑}それに私 

 【話】 

→ 09 C21 不 你误会了 不是让你

去当主厨 就是他那缺一

个帮手 

いや 勘違いですよ シェフ

ではなくて 手伝いの人手が

足りないです 

【話】  

 10 C22 帮手：：嗯 但是我觉得做

帮手可能会占用我比较多

的时间 我在学校学习压

力也挺大的 

手伝い：：うん でも手伝い

をしたら時間が奪われるかも

しれないと思いますが 学校

での勉強も忙しいです 

 【話】 

 11 C21 嗯 咱们这边可以给你加

点工资 你看怎么样？ 

うん 給料を少し高くできま

すけど どうでしょうか↑ 

【聞】  

 12 C22 {笑}拿工资来诱惑我 这

不是工资能那个啥的事我

觉得 

{笑}給料を餌にしていただい

ても これは給料の問題では

ないと思います 

 【話】 
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 13 C21 而且咱们是暂时让你去那

边帮忙  不是说长期让你

在那边干着 你可以考虑

一下 

しばらくそっちに行って手伝

いをしてもらうのであって      

ずっとそっちで働くんじゃな

いです ちょっと考えたらど

うでしょうか 

【聞】  

 14 C22 嗯：：店长我觉得这个事我

考虑好了 我觉得我还是

想做点餐的工作 因为我

对自己的做菜能力以及各

方面并不是特别的自信 

我怕再万一给搞砸了那是

不是更不好呀 

うん：：店長私もう決めまし

た やはりホール担当をやり

たいです 料理の能力や他の

方面ではあまり自信がないの

で 万が一何か大変なことを

起こしてしまったら もっと

ご迷惑をかけることになるん

じゃないでしょうか 

 【話】 

 15 C21 嗯 行吧 ん まあ   

 

会話例 7は中国語の会話の 1例である。01で C21が依頼の話題を導入し、C22の意見を聞

く。その依頼について 02で C22は情報確認をし、05までのやりとりで C22は聞き手で、C21

は話し手である。しかし 06で C22は引き続き話し手役割の発話をし、10まで C21と C22が

話し手役割をめぐって相手の発話に対して自分の意見を述べ、競合している様相がみられる。

 

4.2.2 談話展開のスタイルの量的分析 

4つのパターンそれぞれが全体に占める割合を日中で比較した結果を表 4に示す。

 表 4 談話展開の各パターンの生起頻度の比較
役割固定型 協調的役割回帰型 一時競合的役割回帰型 話し手役割競合型 計

日 1（5％） 10（50％） 9（45％） 0（0％） 20（100％）

中 2（10％） 2（10％） 5（25％） 11（55％） 20（100％）

 日本語では「協調的役割回帰型」が最も多く（50％）、次に多いのは「一時競合的役割回帰

型」（45％）である。それに対して、中国語では「話し手役割競合型」が最も多い（55％）。

この結果からは、依頼に対する断りの談話においては、日本語母語話者は「協調的役割回帰

型」と「一時競合的役割回帰型」の談話展開のスタイル（以下、「協調的・一時競合的役割回

帰型」15）に集中しているのに対し、中国語母語話者は「話し手役割競争型」の談話展開の

スタイルに集中していると言える。特に、「話し手役割競合型」の談話展開のスタイルは、中

国語では 55％という割合で最も用いられているのに対し、日本語では 1例もみられなかった。

この結果をみると、日中では談話展開のスタイルに大きな違いがある。日本語母語話者に比

べて中国語母語話者は依頼側と断る側ともに、より頻繁に話し手役割をめぐって交渉すると

いう傾向がある。これは、談話展開のスタイルに関する先行研究と合致する結果である。先

行研究の結果と合わせてまとめると、日本語では「協調的・一時競合的役割回帰型」の談話
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 13 C21 而且咱们是暂时让你去那

边帮忙  不是说长期让你

在那边干着 你可以考虑

一下 

しばらくそっちに行って手伝

いをしてもらうのであって      

ずっとそっちで働くんじゃな

いです ちょっと考えたらど

うでしょうか 

【聞】  

 14 C22 嗯：：店长我觉得这个事我

考虑好了 我觉得我还是

想做点餐的工作 因为我

对自己的做菜能力以及各

方面并不是特别的自信 

我怕再万一给搞砸了那是

不是更不好呀 

うん：：店長私もう決めまし

た やはりホール担当をやり

たいです 料理の能力や他の

方面ではあまり自信がないの

で 万が一何か大変なことを

起こしてしまったら もっと

ご迷惑をかけることになるん

じゃないでしょうか 

 【話】 

 15 C21 嗯 行吧 ん まあ   

 

会話例 7は中国語の会話の 1例である。01で C21が依頼の話題を導入し、C22の意見を聞

く。その依頼について 02で C22は情報確認をし、05までのやりとりで C22は聞き手で、C21

は話し手である。しかし 06で C22は引き続き話し手役割の発話をし、10まで C21と C22が

話し手役割をめぐって相手の発話に対して自分の意見を述べ、競合している様相がみられる。

 

4.2.2 談話展開のスタイルの量的分析 

4つのパターンそれぞれが全体に占める割合を日中で比較した結果を表 4に示す。

 表 4 談話展開の各パターンの生起頻度の比較
役割固定型 協調的役割回帰型 一時競合的役割回帰型 話し手役割競合型 計

日 1（5％） 10（50％） 9（45％） 0（0％） 20（100％）

中 2（10％） 2（10％） 5（25％） 11（55％） 20（100％）

 日本語では「協調的役割回帰型」が最も多く（50％）、次に多いのは「一時競合的役割回帰

型」（45％）である。それに対して、中国語では「話し手役割競合型」が最も多い（55％）。

この結果からは、依頼に対する断りの談話においては、日本語母語話者は「協調的役割回帰

型」と「一時競合的役割回帰型」の談話展開のスタイル（以下、「協調的・一時競合的役割回

帰型」15）に集中しているのに対し、中国語母語話者は「話し手役割競争型」の談話展開の

スタイルに集中していると言える。特に、「話し手役割競合型」の談話展開のスタイルは、中

国語では 55％という割合で最も用いられているのに対し、日本語では 1例もみられなかった。

この結果をみると、日中では談話展開のスタイルに大きな違いがある。日本語母語話者に比

べて中国語母語話者は依頼側と断る側ともに、より頻繁に話し手役割をめぐって交渉すると

いう傾向がある。これは、談話展開のスタイルに関する先行研究と合致する結果である。先

行研究の結果と合わせてまとめると、日本語では「協調的・一時競合的役割回帰型」の談話

 

展開スタイルが特徴であり、対人配慮が優先され、非働きかけの共話的スタイルが優位であ

る。それに対して、中国語では「話し手役割競合型」の談話展開スタイルが特徴であり、目

的達成が優先され、働きかけの対話的スタイルが優位であるということになる。

５．考察 

本稿の分析結果と楊（2015）の結果を比較し、その差異が生じる原因について考える。ま

た、日中間における談話展開のスタイルの違いを自他志向の観点から、それが日本語母語話

者と中国語母語話者の心理的欲求をどのように反映しているかについて考察する。 

 

5.1 楊（2015）の結果との比較 

楊（2015）は日中ともに役割固定型が最も多いと指摘しているが、本稿のデータでは日本

語母語話者、中国語母語話者を問わず役割固定型が極めて少なかった。それは場面の性質の

違いに起因するものと考えられる。楊（2015）は 2者間初対面場面の会話であり、円滑な会

話の協働構築を前提として、一方が話し手として振舞う場合、もう一方は聞き手として振舞

うというやりとりの特徴が日中で共通していると考えられる。しかし、本稿は依頼に対する

断りの場面の会話であり、前述したように、依頼と断りの発話行為は働きかけの方向性が正

反対のものである。相反する目的を持つ依頼側と断る側は、円滑な会話の協働構築を前提と

するものの、自分の目的を達成するために、役割固定を維持することが難しいと考えられる。

一方、本稿の結果は、日本語母語場面と比べ「中国語母語場面では、話題上の聞き手役割不

在に対する許容度が高く、相手のサポートへの依存度が相対的に低い」という楊（2015：78）

の指摘を支持する結果となった。これらの結果から考えると、互いに配慮して談話を構築し

ていく日本語母語話者の談話展開のスタイルと、互いに競い合いながら談話を構築していく

中国語母語話者の談話展開のスタイルは、円滑な会話の協働構築を前提としての初対面会話

の場面だけではなく、相反する目的を持つ依頼側と断る側の間の会話の場面にも共通してい

ると言える。

 

5.2 談話展開のスタイルと「自他志向」との関連性 

本稿の分析結果では、日本語と中国語では談話展開のスタイルに大きな差異がみられた。

その差異の背後には、相互作用における言語行動の自己と他者の心理的欲求の在り方、つま

り「自他志向」がその談話展開のスタイルに影響していると考えられる。河（2012：50）は、

「われわれの相互作用における言語行動の内的要因である心理的欲求には、『自己志向』と『他

者志向』の 2つの欲求がある」と提案している。「自己志向」とは「自己の領域を求め、心理

的に自己に対する配慮を優先する欲求」で、「他者志向」とは「他者との肯定的な関係を求め、

心理的に他者との融合を重視する欲求」である。この分類を援用すると、中国語の会話で多
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くみられる、情報や意見を提供する側面が重視されている「話し手役割競争型」の談話展開

のスタイルは、自己に対する配慮を優先する「自己志向」の心理的欲求を反映している。し

たがって、中国語母語話者はより「話し手志向（speaker-oriented）」の言語行動をとり、且つ

会話において相手のサポートへの依存度が相対的に低く、話題上の聞き手役割不在に対する

許容度が高いのである。それに対して、日本語の会話で多くみられる、対人関係に配慮する

側面が重視されている「協調的・一時競合的役割回帰型」の談話展開スタイルは、他者との

融合を重視する「他者志向」の心理的欲求を反映している。したがって、日本語母語話者は

より「聞き手志向（hearer-oriented）」の言語行動をとり、且つ会話において話し手役割をめ

ぐって交渉する状態は一時的にみられるとしても、長く続けられず、理解や確認など聞き手

役割発話によって、円滑な会話の協働構築に戻る場合が多いのである。

 

６．おわりに 

 依頼に対する断りの談話展開のスタイルについて日中比較をした結果、日本語では「他者

志向」という関係維持を優先させた配慮として「協調的・一時競合的役割回帰型」の談話展

開スタイルが特徴であり、中国語では「自己志向」という意思伝達を優先させた配慮として

「話し手役割競争型」の談話展開のスタイルが特徴であることが明らかになった。

黄（2016：76）は、「異文化コミュニケーションで引き起こされる誤解や摩擦は、単なる言

葉や談話の構成上の違いだけではなく、それぞれの文化の背後にある習慣、価値観などもコ

ミュニケーション・スタイルの違いから生じる可能性がある」と述べている。しかし、日本

語母語話者は談話展開のスタイルや配慮を実践の中で自然に身に付けるが、学習者、特に外

国語環境にいる学習者は「目に見えるレベルの観察で得た知見や教育されたことを頼りに配

慮を行っている可能性がある」（三宅 2019：172）。そのため、日本語教育では、断りのスト

ラテジーや言語表現を教えるだけではなく、日本語と中国語の会話の相互作用における、言

語行動の自己と他者の心理的欲求の在り方の違いおよび、その違いから生じる談話展開のス

タイルの差異を学習者に気づかせ、インプットとして伝えることが重要であることが示唆さ

れる。こういった差異を認識した上で、さらに会話の授業においては、具体的な場面を提示

してタスクやロールプレイなどを用いて練習することで、学習者に日本語のコミュニケーシ

ョン・スタイルを身に付けることを促す。それによって、日本語母語話者との接触場面での

円滑なコミュニケーションが取れることの一助となると考える。今後は、言語間の談話スタ

イルの違いを日本語教育にも生かすことを目指し、接触場面まで研究を広げていきたい。 

注

1.日本語の会話は I-JAS のデータである。I-JAS にはプレインテキスト（文字化データ）が
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くみられる、情報や意見を提供する側面が重視されている「話し手役割競争型」の談話展開

のスタイルは、自己に対する配慮を優先する「自己志向」の心理的欲求を反映している。し

たがって、中国語母語話者はより「話し手志向（speaker-oriented）」の言語行動をとり、且つ

会話において相手のサポートへの依存度が相対的に低く、話題上の聞き手役割不在に対する

許容度が高いのである。それに対して、日本語の会話で多くみられる、対人関係に配慮する

側面が重視されている「協調的・一時競合的役割回帰型」の談話展開スタイルは、他者との

融合を重視する「他者志向」の心理的欲求を反映している。したがって、日本語母語話者は

より「聞き手志向（hearer-oriented）」の言語行動をとり、且つ会話において話し手役割をめ

ぐって交渉する状態は一時的にみられるとしても、長く続けられず、理解や確認など聞き手

役割発話によって、円滑な会話の協働構築に戻る場合が多いのである。

 

６．おわりに 

 依頼に対する断りの談話展開のスタイルについて日中比較をした結果、日本語では「他者

志向」という関係維持を優先させた配慮として「協調的・一時競合的役割回帰型」の談話展

開スタイルが特徴であり、中国語では「自己志向」という意思伝達を優先させた配慮として

「話し手役割競争型」の談話展開のスタイルが特徴であることが明らかになった。

黄（2016：76）は、「異文化コミュニケーションで引き起こされる誤解や摩擦は、単なる言

葉や談話の構成上の違いだけではなく、それぞれの文化の背後にある習慣、価値観などもコ

ミュニケーション・スタイルの違いから生じる可能性がある」と述べている。しかし、日本

語母語話者は談話展開のスタイルや配慮を実践の中で自然に身に付けるが、学習者、特に外

国語環境にいる学習者は「目に見えるレベルの観察で得た知見や教育されたことを頼りに配

慮を行っている可能性がある」（三宅 2019：172）。そのため、日本語教育では、断りのスト

ラテジーや言語表現を教えるだけではなく、日本語と中国語の会話の相互作用における、言

語行動の自己と他者の心理的欲求の在り方の違いおよび、その違いから生じる談話展開のス

タイルの差異を学習者に気づかせ、インプットとして伝えることが重要であることが示唆さ

れる。こういった差異を認識した上で、さらに会話の授業においては、具体的な場面を提示

してタスクやロールプレイなどを用いて練習することで、学習者に日本語のコミュニケーシ

ョン・スタイルを身に付けることを促す。それによって、日本語母語話者との接触場面での

円滑なコミュニケーションが取れることの一助となると考える。今後は、言語間の談話スタ

イルの違いを日本語教育にも生かすことを目指し、接触場面まで研究を広げていきたい。 

注

1.日本語の会話は I-JAS のデータである。I-JAS にはプレインテキスト（文字化データ）が

 

備えられているため、文字化資料をプレインテキストそのままの形式で使用した。会話例

で表現として不自然なところはあるが、I-JAS の書き起こしの基本方針に従い、原則とし

て、聞こえたとおりの音を忠実に書き起こす。また、会話例の表記のうち、1 文字目のア

ルファベットは母語（J：日本語母語話者、C：中国語母語話者）である。2 文字目の数字

は調査協力者の番号であり、日中それぞれ J1～J40、C1～C40の通し番号で示す。発話者が

交替する箇所を１つの発話の区切りとし、発話者の前の数字は、会話冒頭からのターンの

通し番号である。なお、本稿で使用した文字化表記法は下記の通りである。 

［      音声が重なり始めている時点を示す 

→      二つの発話が途切れなく密着していることを示す 

｛笑い｝   笑いを伴うことを示す 

：      音の引き伸ばしを示し、：の数は音の相対的長さを示す 

↑      上昇イントネーションを示す 

？       中国語で疑問文であることを示す 

（．）      1秒未満の短いポースを示す 

2.I-JASとは、「多言語母語の日本語学習者横断コーパス（International Corpus of Japanese 

as a Second Language）」の略で、12 言語の異なる母語を持つ日本語学習者の発話データ

と作文データを横断的に収集し、収録したコーパスである。また、学習者のデータと比較

するために、日本語教育に関与したことのない日本語母語話者 50名のデータもある。詳し

くは、https://chunagon.ninjal.ac.jp/static/ijas/about.html を参照されたい。 

3.筆者が収集したデータであり、詳細については 3節を参照されたい。 

4.中国語会話の日本語訳は筆者による。原文理解の目安として直訳した。 

5.大谷（2015b）では、聞き手側が積極的に話題の展開に関与するスタイルを「働きかけ型」

とし、その一方、消極的な聞き手の関与を「非働きかけ型」としている。 

6.楊（2015：67）では、「話題上の聞き手」という概念を新たに提起し、「話題上の聞き手は、

相手の発話を話題の流れの中で理解し、話題について語る相手をサポートする役割を果た

し、あいづちのほか、評価、質問などの実質的な発話も行う」と述べている。 

7.話し手が「当該の言語行動の目的を効果的に達成する」という指向性と「相手との関係を

良好に保つ」という 2つの指向性を併せ持っているとの考えは、ザトラウスキー（1993：

75）や熊谷（1995、2000）、椙本（2004：22）で述べられており、本稿もこの考えに従って

議論を進める。 

8.ロールプレイによって得られたデータは自然談話と全く同じものではないものの、シナリ

オを準備したわけではないため、会話参加者が即興で自然に話せる（中井 2017：112）と

考えられる。よって、本稿はロールプレイのデータを調査対象とする。 

9.日本語版のロールプレイカードは資料 1、中国語版のロールプレイカードは資料 2を参照 

されたい。中国語版のロールプレイカードについて、断る側のロールカードは迫田他

（2016：221）におけるロールプレイ翻訳版―“角色扮演（2）”をそのまま使用した。し

かし、日本語のロールプレイでは依頼側は調査実施研究者が演じるため、依頼側のロール
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カードはない。そのため、依頼側のロールカードは、筆者が断る側のロールカードの内容

を参考に“角色扮演（1）”として作成した。 

10.性差による談話展開のスタイルに差異がある。また、I-JASにおける日本語のデータは調

査実施研究者 2名（女、国立国語研究所に属する）が依頼側で調査者協力者が断る側であ

るのに対し、中国語データは依頼側も断る側も調査協力者である。日本語データの依頼側

は固定された 2名の研究者であるため、依頼側の談話がある程度同一のスタイルになる可

能性は否めないが、この点については今後の課題とする。 

11.会話参加者が置かれている状況の内容だけを設定した。会話の時間は制限しなかった。 

12.話題上の話し手・聞き手役割のコーディングにあたっては、日中両場面ともそれぞれの母

語話者一人の協力を得て、一致率を求めた。全体の 2割（全ペア 40組のうち 8組、その

中で日本語と中国語各 4 組）の分析資料を筆者と協力者それぞれがコーディングし、そ

の一致率を求めた結果、中国語の会話は 90％、日本語の会話は 87％であった。一致しな

かった箇所は協議により認定し、残りのデータについては筆者が認定した。 

13.「ターン」についての記述は、生田（2012）と楊（2015）の記述を参照した。 

14.このターンの前で依頼側は断る側の意思を認め、このターンでは「依頼―断り」の交渉は

すでに終わっているため、役割を示さない。 

15.「協調的役割回帰型」と「一時競合的役割型」はともに、「話し手役割競合型」のように

話し手役割の発話が 4 回以上連続して生起するパターンではないため、この 2 つを「協

調的・一時競合的役割回帰型」としてまとめた。 

 

        参考文献 

 

生田少子（2012）「相互行為における機能的単位について―発話行為連鎖の視点から―」『明

治学院大学英米文学・英語学論叢』127, 39-59. 明治学院大学文学会

植野貴志子（2012）「聞き手行動の社会言語科学的考察―語りに対する聞き手の働きかけ―」

『日本女子大学紀要 文学部』61, 57-68. 日本女子大学

大谷麻美（2015a）「日本人にとっての英語コミュニケーションの壁―本研究の目的と位置づ

け―」津田早苗・田村泰美・大谷麻美・岩田祐子・重光由加・大塚容子『日・英語談話

スタイルの対照研究』1-11. ひつじ書房

大谷麻美（2015b）「話題展開スタイル日・英対照分析―会話参加者はどのように話題の展開

に貢献するか―」津田早苗・田村泰美・大谷麻美・岩田祐子・重光由加・大塚容子『日・

英語談話スタイルの対照研究』193-227. ひつじ書房

木下英文（2006）「断り談話における代案提示の機能について」『愛媛大学法文学部論集 人

文学科篇』21, 103-117. 愛媛大学法文学部

串田秀也（2009）「聴き手による語りの進行促進―継続支持・継続催促・継続試行―」『認知

科学』16(1), 12-23. 日本認知科学会

熊谷智子（1995）「依頼の仕方―国研岡崎調査データから―」『日本語学』7(10), 22-32. 明治

062970本文.indd   126 2020/03/25   9:26



127

『国際言語文化学会　日本学研究』第 5号

 

カードはない。そのため、依頼側のロールカードは、筆者が断る側のロールカードの内容

を参考に“角色扮演（1）”として作成した。 
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かった箇所は協議により認定し、残りのデータについては筆者が認定した。 

13.「ターン」についての記述は、生田（2012）と楊（2015）の記述を参照した。 

14.このターンの前で依頼側は断る側の意思を認め、このターンでは「依頼―断り」の交渉は

すでに終わっているため、役割を示さない。 
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資料 1：日本語版のロールプレイカード 

断る側のロールプレイカード（迫田他 2016：68より）

あなたは、日本
に ほ ん

料理店
りょうりてん

でアルバイトをしています。接客
せっきゃく

スタッフとして注文
ちゅうもん

を取
と

ったり、

料理
りょうり

を運
はこ

んだりしています。                            

店長
てんちょう

さんから、「料理
りょうり

を作
つく

る人
ひと

が一人
ひ と り

やめたので、来月
らいげつ

から料理
りょうり

を作
つく

る仕事
し ご と

を担当
たんとう

してほ

しい」と言
い

われました。しかし、あなたは料理
りょうり

は苦手
に が て

だし、日本人
にほんじん

と話
はな

せる仕事
し ご と

がしたいの

で、この話
はなし

を断
ことわ

りたいと思
おも

いました。

 店長
てんちょう

に、料理
りょうり

の仕事
し ご と

の話
はなし

をじょうずに断
ことわ

って、今
いま

の仕事
し ご と

を続
つづ

けられるように話
はな

してくだ

さい。

（準備
じゅんび

ができたら始
はじ

めますから、準備
じゅんび

ができたら教
おし

えてください。）

 

資料 2：中国語版のロールプレイカード 

依頼側のロールプレイカード（筆者作成）

角色扮演（1） 

你是日本料理店的店长。作为店长，主要负责料理店的运营及人事调动安排等工作。 

店里生意一直都很好，可是最近负责做菜的王师傅突然辞职了。一时间厨房里缺了人手，

有些怠慢了给客人上菜的时间。因此你想调在大厅负责接待客人的小李从下个月起到后厨担任

做菜的工作。 

请你巧妙地向小李提议，并尽可能地让小李答应你的提议。 

（等你准备完毕后我们开始，所以请你准备完毕后告诉我。） 

 

依頼側のロールプレイカード（日本語訳は筆者による） 

あなたは、日本料理店の店長です。店の運営及び人事異動の手配などをしています。                              

 今までずっと店の景気はいいですが、料理を作る王さんが突然やめたので、手が回らなく

なり、料理を提供する時間が長くなってしまいました。そのため、あなたはホールを担当し

ている李さんに来月から調理担当を頼みたいと思います。 

 李さんに依頼して、応諾を得られるように話してください。 

（準備ができたら始めますから、準備ができたら教えてください。） 

断る側のロールプレイカード（迫田他 2016：221より）

角色扮演（2） 

你在日本料理店打工。作为接待客人的服务员，平时的工作内容是接受客人的点菜，并把菜

端到客人桌上等。 

店长和你说，“做菜的有一个人辞职了，所以我希望你从下个月起担任做菜的工作。”但是，

你不擅长做菜，并且你想做能练习日语会话的工作。因此你想拒绝店长的提议。 

请你巧妙地拒绝店长，并继续你现在的工作内容。 

（等你准备完毕后我们开始，所以请你准备完毕后告诉我。） 
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資料 1：日本語版のロールプレイカード 

断る側のロールプレイカード（迫田他 2016：68より）

あなたは、日本
に ほ ん

料理店
りょうりてん

でアルバイトをしています。接客
せっきゃく

スタッフとして注文
ちゅうもん

を取
と

ったり、

料理
りょうり

を運
はこ

んだりしています。                            

店長
てんちょう

さんから、「料理
りょうり

を作
つく

る人
ひと

が一人
ひ と り

やめたので、来月
らいげつ

から料理
りょうり

を作
つく

る仕事
し ご と

を担当
たんとう

してほ

しい」と言
い

われました。しかし、あなたは料理
りょうり

は苦手
に が て

だし、日本人
にほんじん

と話
はな

せる仕事
し ご と

がしたいの

で、この話
はなし

を断
ことわ

りたいと思
おも

いました。

 店長
てんちょう

に、料理
りょうり

の仕事
し ご と

の話
はなし

をじょうずに断
ことわ

って、今
いま

の仕事
し ご と

を続
つづ

けられるように話
はな

してくだ

さい。

（準備
じゅんび

ができたら始
はじ

めますから、準備
じゅんび

ができたら教
おし

えてください。）

 

資料 2：中国語版のロールプレイカード 

依頼側のロールプレイカード（筆者作成）

角色扮演（1） 

你是日本料理店的店长。作为店长，主要负责料理店的运营及人事调动安排等工作。 

店里生意一直都很好，可是最近负责做菜的王师傅突然辞职了。一时间厨房里缺了人手，

有些怠慢了给客人上菜的时间。因此你想调在大厅负责接待客人的小李从下个月起到后厨担任

做菜的工作。 

请你巧妙地向小李提议，并尽可能地让小李答应你的提议。 

（等你准备完毕后我们开始，所以请你准备完毕后告诉我。） 

 

依頼側のロールプレイカード（日本語訳は筆者による） 

あなたは、日本料理店の店長です。店の運営及び人事異動の手配などをしています。                              

 今までずっと店の景気はいいですが、料理を作る王さんが突然やめたので、手が回らなく

なり、料理を提供する時間が長くなってしまいました。そのため、あなたはホールを担当し

ている李さんに来月から調理担当を頼みたいと思います。 

 李さんに依頼して、応諾を得られるように話してください。 

（準備ができたら始めますから、準備ができたら教えてください。） 

断る側のロールプレイカード（迫田他 2016：221より）

角色扮演（2） 

你在日本料理店打工。作为接待客人的服务员，平时的工作内容是接受客人的点菜，并把菜

端到客人桌上等。 

店长和你说，“做菜的有一个人辞职了，所以我希望你从下个月起担任做菜的工作。”但是，

你不擅长做菜，并且你想做能练习日语会话的工作。因此你想拒绝店长的提议。 

请你巧妙地拒绝店长，并继续你现在的工作内容。 

（等你准备完毕后我们开始，所以请你准备完毕后告诉我。） 

 

ビジネスでの言語使用における心理的距離の変化 

―敬語や女性語を中心に― 
Change of Psychological Distance in Language Use in Business Activities

--base on honorific and female language--
 

陳 朝陽 
 

Summary

Chinese employees who work in Japanese enterprise, how do they use the Japanese honorific 

expression and female language such as the treatment in job sites?  The research tries to have a 

perspective favorable to business activities or not, based on Chinese employees honorific avoidance and 

female language usage,explore business in the Japanese education how to teach honorific and women 

language. The upshot indicates that Chinese staffs have a tendency to consciously use the honorific for 

giving a good impression. On the other hand, there are a lot of people consider that escape using the 

honorific is close to business activities and it's beneficial. Without the honorific is dangerous due to we 

can undersand Japanese culture from the honorific.  In Japanese language education, it's necessary to 

teach solid Japanese honorific knowledge. Specific scenes take roleplaying method is effective. Women 

language cannot be taught specially as it's not used in business activities.

 

 

１．はじめに 

2008 年、日本政府は 2020 年を目途に 30 万人の留学生の受入れを目指す「留学生 30 万人

計画」を制定した。また、経済産業省と文部科学省は「アジア人財資金構想」を 2007 年から

2013 年 3 月まで実施し、留学生に対し、日本語・日本ビジネス教育、就職活動支援までの一

貫した人材育成プログラムを行った。そして、留学生が日系企業に就職し、活躍する際に壁

となってきた「ビジネス日本語」や「日本企業文化」について、学習の機会を提供するとと

もに、インターンシップの実施、各種就職支援など、就職を見据えたサポートを行った。 

現在、各大学でもレベルの高いディスカッションが可能なビジネス日本語教育が求められ、

留学生へのビジネス日本語の指導や、日本企業への就職支援が強化されつつある。 

正社員として就職すると、会社内と社外とで、上下関係をわきまえた敬語が要求される。

ただし、社内の職階の上下関係を踏まえ、話題に出た人物について相対敬語の立場から適切

な表現を使い分けるのは、かなり難しい。敬語の使用原理として、以前は「目上」でよかっ

た。職階と年齢が相応しないときの確実な対応は、年齢による判断ですんでいたが、近年は

同様に知らない人には失礼のない表現として敬語が使われている。舞台を西欧地域に移すと、

西欧での上下関係から親疎関係への変化が観察される(井上、2014）。 

こうしてビジネスにおいて、上下関係と親疎関係が非常に大切であるため、敬語学習への
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ニーズはあるものの、中国人にとって敬語は日本語のもっとも難しいものとされている。普

段間違った敬語を使っても誰かに注意されないと自分自身では認識できない。むしろ、外国

人であるということで許されてしまい、誰も指摘してくれないことさえある。また、そのた

めに敬語の誤用が続き、ビジネスの面で損になることはありうる。実際の職場で使用するビ

ジネス日本語、特に敬語や女性語などの待遇表現が、いかにビジネスに影響しているかにつ

いては、あまり明確にされていない。 

一方で、日本の企業で勤務している中国人の中には、場合によってわざと敬語を使わなか

ったり女性語を使ったりして日本人とコミュニケーションをする時もあると予想される。 

そこで、本稿では、主として日本の企業で働く中国人従業員を対象に、仕事上、使ってい

る敬語、女性語などの待遇表現の使用状況についてアンケート調査を行った。敬語回避や女

性語使用はビジネスに有用かいなかを明らかにし、その上で、調査結果を踏まえた分析を行

う。 

 

２．先行研究 

宮崎里司（1991）は、一般的に敬語がうまく使える中国人話者は、敬語そのものについて

の知識はもっているが、実際のビジネス場面で、どんな時に使わないほうがよいのかについ

ては未習得な部分が多い。また、敬語は敬意を強化する機能とは逆に、様々な理由（親密度、

文の構造上の問題など）から限定し、回避する場合もあると指摘した。熊井（1992）は、敬

語の危険性について、文法的な誤りと違って間違いであってもそのように認識されにくいだ

けに、態度やパーソナリティーの問題と結びつけられる可能性が高く、対人関係に深刻な摩

擦を起こしかねないとしている。 

平林他（1998）も指摘するように、敬語が難しいといわれるのは文法形式によるものでは

なく、複雑な人間関係を考えた上で一つの適切な表現形式を選ばなければならないからであ

ろう。毋（1999）が日本語の敬語について、中国語を母語とする日本語学習者を対象に行っ

た調査では、40.2%の被調査者が、敬語は日本人との交流に役立たないと答えている。さらに

36.5%の学習者が日本人と話すとき敬語を使ったことがないと答え、63.4%が敬語の習得不完

全のために日本人と話すときに困難を感じるという。 

宇佐美（2001）は、日本語では通常、ため口など仲間うちの言葉は、言語形式の丁寧度は

低くなる。しかし、これらの現象も仲間意識を高めるポジティブ・ポライトネスになるとい

うように、敬語を使ってさえいればよいというものではなく、相手にとって心地よいかどう

かという実質的な発話効果を問題とすると主張した。宮岡・玉岡（2002）は上級レベルの中

国系日本語学習者と韓国系日本語学習者の敬語習得について研究した。野元（2003）は、日

本企業への就職を希望する 3 回生の留学生を対象に授業とアンケートを行った。それを基に、

大学の学部留学生に対するビジネス日本語教育の必要性と役割、留学生の就職活動における

課題について考察した。 

茂住（2004）は、外国人の人材育成にコミュニケーション技能およびソーシャルスキルを
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ニーズはあるものの、中国人にとって敬語は日本語のもっとも難しいものとされている。普

段間違った敬語を使っても誰かに注意されないと自分自身では認識できない。むしろ、外国

人であるということで許されてしまい、誰も指摘してくれないことさえある。また、そのた

めに敬語の誤用が続き、ビジネスの面で損になることはありうる。実際の職場で使用するビ

ジネス日本語、特に敬語や女性語などの待遇表現が、いかにビジネスに影響しているかにつ

いては、あまり明確にされていない。 

一方で、日本の企業で勤務している中国人の中には、場合によってわざと敬語を使わなか

ったり女性語を使ったりして日本人とコミュニケーションをする時もあると予想される。 

そこで、本稿では、主として日本の企業で働く中国人従業員を対象に、仕事上、使ってい

る敬語、女性語などの待遇表現の使用状況についてアンケート調査を行った。敬語回避や女

性語使用はビジネスに有用かいなかを明らかにし、その上で、調査結果を踏まえた分析を行

う。 

 

２．先行研究 

宮崎里司（1991）は、一般的に敬語がうまく使える中国人話者は、敬語そのものについて

の知識はもっているが、実際のビジネス場面で、どんな時に使わないほうがよいのかについ

ては未習得な部分が多い。また、敬語は敬意を強化する機能とは逆に、様々な理由（親密度、

文の構造上の問題など）から限定し、回避する場合もあると指摘した。熊井（1992）は、敬

語の危険性について、文法的な誤りと違って間違いであってもそのように認識されにくいだ

けに、態度やパーソナリティーの問題と結びつけられる可能性が高く、対人関係に深刻な摩

擦を起こしかねないとしている。 

平林他（1998）も指摘するように、敬語が難しいといわれるのは文法形式によるものでは

なく、複雑な人間関係を考えた上で一つの適切な表現形式を選ばなければならないからであ

ろう。毋（1999）が日本語の敬語について、中国語を母語とする日本語学習者を対象に行っ

た調査では、40.2%の被調査者が、敬語は日本人との交流に役立たないと答えている。さらに

36.5%の学習者が日本人と話すとき敬語を使ったことがないと答え、63.4%が敬語の習得不完

全のために日本人と話すときに困難を感じるという。 

宇佐美（2001）は、日本語では通常、ため口など仲間うちの言葉は、言語形式の丁寧度は

低くなる。しかし、これらの現象も仲間意識を高めるポジティブ・ポライトネスになるとい

うように、敬語を使ってさえいればよいというものではなく、相手にとって心地よいかどう

かという実質的な発話効果を問題とすると主張した。宮岡・玉岡（2002）は上級レベルの中

国系日本語学習者と韓国系日本語学習者の敬語習得について研究した。野元（2003）は、日

本企業への就職を希望する 3 回生の留学生を対象に授業とアンケートを行った。それを基に、

大学の学部留学生に対するビジネス日本語教育の必要性と役割、留学生の就職活動における

課題について考察した。 

茂住（2004）は、外国人の人材育成にコミュニケーション技能およびソーシャルスキルを

 

重点的に教える必要性を主張している。趙・呉・笠原(2004）は「敬語は中・上級学習者にと

っても『理屈がわかるが、実際の使用になると緊張して使えなくなる』というのが実態のよ

うである。しかも日本人の敬語の乱れや変化などによって日本人話者を手本としにくい面も

あって、どのように学んだらいいか、留学生が戸惑うことが多い」と主張している。宮田（2005）

が中国人学習者と韓国人学習者を対象にインタビューと定量分析を行った結果、言語生活上、

日本に滞在していても一般的に敬語の産出機会が少なく、敬語動詞は教室外での自然習得よ

り、教室内などでの学習による習得の影響が強いことが分かっている。 

宮岡（2005）は、外国人は日本国内で日本語でコミュニケーションをとる際に敬語をまっ

たく使わずにすませることは、煩雑さを回避できるという利益以上に不利益を話し手に与え

ることになるが、初級の段階から必要以上に神経質になって難しい敬語を覚える必要もない。

学習者は日本語全般のレベルの向上に応じて敬語もしっかりと身につけておく必要がある。

また、日本企業への就職希望者に対しては学習者のニーズに応じて細かな敬語指導を行う必

要があると主張した。宮田（2006）は、日本語学習者と日本語母語話者の比較をしたが、内

容は敬語動詞に限定した研究である。 

渡部（2006）は、日本語教科書の現状と課題をジェンダーという視点から分析し、日本語

教科書に含まれた性差別的な描写や記述にはどのようなものがあるのかを探った。 

トムソン木下・尾辻（2009）は、ビジネス日本語の教科書を取り上げ、その教科書を巡る

日本語教育をジェンダーの視点から検討した。 

藤原（2011）は、台湾人 2 名と韓国人 2 名の日本語学習者を対象とし、日本語学習者が敬

語に対していかなる意識を持つかについて調べた。村松・石川・鈴木（2012）は、工学系留

学生のビジネス日本語としての敬語学習の妥当性を検証した結果から、ビジネス日本語とし

てだけでなく、より高度な日本語能力を身につけたいという意欲からも敬語学習に対するニ

ーズがある。そして、敬語を使い分けるための運用能力が実際に不足していることを示唆し

ている。魏（2013）は、敬語使用には使い分けと寛容さが必要だが、学校教育と日本語教育

の現場では、規範文法に沿った正しい敬語を教える必要があると指摘した。井上（2014）は

「敬語を身につけてきた機会」として、地域社会・家庭・学校・職場の 4 つの主な場面が考

えられる。また、それぞれで異なった敬語要素や使用原理が習得されると主張した。 

上述の研究は、主に敬語習得の困難さ、敬語回避、敬語使用にソーシャル・スキルが必要

とされ、日本の大学でのビジネス日本語の在るべき姿や、教科書の中の敬語や女性語の在り

方を明らかにした。しかし、敬語教育を重視するあまり、回避のパターンや女性語使用の現

状など、現場に即した日本語実践について明らかにした研究は、未だ少ないといえる。入社

後に役立つビジネス日本語、とりわけ、敬語や女性語などの待遇表現がいかにビジネス上の

交渉などに影響しているかについては再考察の余地がある。 

そこで、本稿の研究方法について、まず日本企業での勤務経験がある中国人に必要なビジ

ネス日本語は何かを問い、そこから問題点を整理した。その後、アンケート質問票を作成し、

敬語回避、及び女性語の使用実態を調査した。さらに追加調査で質問項目を細分化してデー
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タを収集し、それぞれの質問項目でどのような回答があったかを整理し分析した。以上のこ

とを通して、これらの使用実態における原因を考察した。その上で、日本語教育で改善すべ

き点を提言した。 

 

３．調査概要 

3.1.仮説 

敬語の使用は場合によっては距離感が生まれ、ビジネスに役立たない。敬語を使わないこ

とが逆に効果的であることが観察されている。それは、「ビジネス以上、友達未満」という人

間関係を築くことが可能である。したがって、敬語を使わない状況を教えることも価値があ

る。また、ビジネスで人と人の距離を設定するとき、女性は時として女性語を使うことが有

利とされる。 

 

3.2.予備調査 

2014 年 9 月から 11 月にかけて、京都大学経営管理大学院の中国人留学生及び中国国内の

日本企業での勤務経験がある中国人など 7 名に談話や、インタビューによる予備調査を行っ

た。下記の 4 項目に質問を絞り、それを整理して自由記述調査票を作成した。 

 

（1）必要な日本語は何ですか 

（2）どの程度日本語が必要ですか 

（3）どのようなことをビジネス日本語のコースから学びたいですか 

 

3.3.本調査 

2014 年 11 月末から 2015 年 3 月にかけて、日本企業で働く中国人従業員、また勤務経験者

に調査を依頼した。また、その知人を通じて、研究協力者を計 15 名（女性 8 名）まで増やし、

E メールによる質問紙調査形式で、下記の 5 項目についてアンケート調査を実施した。本調

査では、日本企業で働く中国人従業員の敬語回避、及び女性語の使用実態を把握するととも

に、その問題点を明らかにする。そして、今後のビジネス敬語教育のメカニズム、またビジ

ネス日本語教材の編纂に役立てることを目的とする。 

 

（1）ビジネスで意識的に敬語を使わない時はありますか。あればそれはどんな時ですか。 

（2）敬語を使わないとどういう効果がありますか。ビジネスに有利ですか。 

（3）ビジネスの中で親しくなって敬語を使わなくなったことはありますか。敬語を停止す 

るにはどのような条件が必要ですか。 

（4）相手と距離を縮めたいとき、敬語の停止以外でどういう手段がありますか。 

（5）ビジネスでどのような言葉で相手との距離を調整しますか。言語使用はいかにビジネ 

スに有利ですか。 
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タを収集し、それぞれの質問項目でどのような回答があったかを整理し分析した。以上のこ

とを通して、これらの使用実態における原因を考察した。その上で、日本語教育で改善すべ

き点を提言した。 

 

３．調査概要 

3.1.仮説 

敬語の使用は場合によっては距離感が生まれ、ビジネスに役立たない。敬語を使わないこ

とが逆に効果的であることが観察されている。それは、「ビジネス以上、友達未満」という人

間関係を築くことが可能である。したがって、敬語を使わない状況を教えることも価値があ

る。また、ビジネスで人と人の距離を設定するとき、女性は時として女性語を使うことが有

利とされる。 

 

3.2.予備調査 

2014 年 9 月から 11 月にかけて、京都大学経営管理大学院の中国人留学生及び中国国内の

日本企業での勤務経験がある中国人など 7 名に談話や、インタビューによる予備調査を行っ

た。下記の 4 項目に質問を絞り、それを整理して自由記述調査票を作成した。 

 

（1）必要な日本語は何ですか 

（2）どの程度日本語が必要ですか 

（3）どのようなことをビジネス日本語のコースから学びたいですか 

 

3.3.本調査 

2014 年 11 月末から 2015 年 3 月にかけて、日本企業で働く中国人従業員、また勤務経験者

に調査を依頼した。また、その知人を通じて、研究協力者を計 15 名（女性 8 名）まで増やし、

E メールによる質問紙調査形式で、下記の 5 項目についてアンケート調査を実施した。本調

査では、日本企業で働く中国人従業員の敬語回避、及び女性語の使用実態を把握するととも

に、その問題点を明らかにする。そして、今後のビジネス敬語教育のメカニズム、またビジ

ネス日本語教材の編纂に役立てることを目的とする。 

 

（1）ビジネスで意識的に敬語を使わない時はありますか。あればそれはどんな時ですか。 

（2）敬語を使わないとどういう効果がありますか。ビジネスに有利ですか。 

（3）ビジネスの中で親しくなって敬語を使わなくなったことはありますか。敬語を停止す 

るにはどのような条件が必要ですか。 

（4）相手と距離を縮めたいとき、敬語の停止以外でどういう手段がありますか。 

（5）ビジネスでどのような言葉で相手との距離を調整しますか。言語使用はいかにビジネ 

スに有利ですか。 

 

（6）自分が女性であることを強調して相手と距離を置いたことがありますか。 

（7）何か相手にしてほしい時、女性語を使って女性の弱さを示すことがありますか。 

 

3.4.追加調査 

以上の調査を踏まえ、佐々木（1994）の中で提示されていた敬語の分類「恩恵関係、先後

関係、利害関係、上下関係、親疎関係」を参考にして調査票を見直した 1）。そして、2015 年

8 月から 11 月にかけて、中国武漢の日系企業で働く中国人従業員（日本語会話上級者）5 名

（女性 3 名）にもアンケート調査を依頼した。このことから、本調査と追加調査を合わせて、

20 名（女性 11 名）から回答を得たことになる。 

 

４．調査結果、及びその分析 

4.1.調査結果 

まず、それぞれの質問項目の結果を示していく。 

 

（１）ビジネスで意識的に敬語を使わない時はありますか。あればそれはどんな時ですか。 

「ある」と答えた人は、15 名（75％）であった。次のような回答であった。 

・仲がいい同僚と仕事以外の話題をするとき 

・相手がよく連絡をする人、あるいは相手が積極的に業務を実行しない場合 

・面白い話をするとき、飲み会などの食べるとき 

・仲良ければ不注意で使う 

・親しいお客さんとしゃべるとき 

・相手の会社との取引を望んでいないとき 

・ビジネスで簡潔に主旨を伝達したいので、敬語はできるだけ使わない 

 

「ない」と答えた人は 5 名（25％）であった。次のような回答で、意識的に敬語を使うケ

ースであることが分かった。 

・仕事以外の忘年会などのときも敬語を使っている 

・年齢差が大きいので、敬語を使わざるを得ない 

・上司に対して必ず敬語を使う 

・同僚、上司とお客さんに一律に敬語を使う。わざと使わないときはない 

 

（２）敬語を使わないとどういう効果がありますか。ビジネスに有利ですか。 

「有利」と答えた人は、11 名（55％）であった。理由として、主に次のようなものが挙げ

られた。 

・距離が縮まり、親近感を感じる 

・上司、同僚との関係がよくなる 
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・お客様と友達のような会話が進んで良かった 

・話題を提供したりする効果がある 

・より簡潔に主旨を伝え、時間が節約できる 

・相手と距離が縮められて、友達にもなれる 

 

「有利ではない」と答えた人は、７名（35%）であった。理由として、主に次のようなもの

が挙げられた。 

・嫌われる恐れがある 

・ビジネスマナーの面で悪い印象を与える可能性がある 

・取引先とは敬語を使わないと、失礼なことになる 

・お客様への敬意を欠いてしまい、信頼もされない 

 

また、この質問に対して「分からない」と答えた人が 2 名いた。 

 

図表 1 敬語を使わない状況 

ビジネスで意識的に敬語を使わない時はあ

りますか。あればそれはどんな時ですか。 

使わない時はある（15 名） 

使わない時はない（5 名） 

敬語を使わないとどういう効果があります

か。ビジネスに有利ですか。 

有利（11 名） 

有利ではない（7 名） 

分からない（2 名） 

 

（３）ビジネスの中で親しくなって敬語を使わなくなったことはありますか。敬語を停止す

るにはどのような条件が必要ですか。 

必要な条件として、主に次のようなものが挙げられた。 

・仕事や職場と無関係なとき 

・関係が親しく、毎日連絡をしているとき 

・相手と友達になる 

・上司がいなかったり、招待をしたりするとき 

・年齢が近いとき 

・私のことを中国人であることを理解してくれるとき 

・重要な案件、複雑な案件のとき 

・関係が親しくなったり、または悪化したりするとき 

 

（４）相手と距離を縮めたいとき、敬語の停止以外でどういう手段がありますか。 

主に、次のような手段が答えられた。 
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・お客様と友達のような会話が進んで良かった 

・話題を提供したりする効果がある 

・より簡潔に主旨を伝え、時間が節約できる 

・相手と距離が縮められて、友達にもなれる 

 

「有利ではない」と答えた人は、７名（35%）であった。理由として、主に次のようなもの

が挙げられた。 

・嫌われる恐れがある 

・ビジネスマナーの面で悪い印象を与える可能性がある 

・取引先とは敬語を使わないと、失礼なことになる 

・お客様への敬意を欠いてしまい、信頼もされない 

 

また、この質問に対して「分からない」と答えた人が 2 名いた。 

 

図表 1 敬語を使わない状況 

ビジネスで意識的に敬語を使わない時はあ

りますか。あればそれはどんな時ですか。 

使わない時はある（15 名） 

使わない時はない（5 名） 

敬語を使わないとどういう効果があります

か。ビジネスに有利ですか。 

有利（11 名） 

有利ではない（7 名） 

分からない（2 名） 

 

（３）ビジネスの中で親しくなって敬語を使わなくなったことはありますか。敬語を停止す

るにはどのような条件が必要ですか。 

必要な条件として、主に次のようなものが挙げられた。 

・仕事や職場と無関係なとき 

・関係が親しく、毎日連絡をしているとき 

・相手と友達になる 

・上司がいなかったり、招待をしたりするとき 

・年齢が近いとき 

・私のことを中国人であることを理解してくれるとき 

・重要な案件、複雑な案件のとき 

・関係が親しくなったり、または悪化したりするとき 

 

（４）相手と距離を縮めたいとき、敬語の停止以外でどういう手段がありますか。 

主に、次のような手段が答えられた。 

 

・一緒に食事をしたり、飲み会に参加する 

・仕事の時間外の付き合い、たとえば休みの日の出かけ 

・表情や笑顔など 

・業務以外の雑談をしたり、信頼関係を作る 

・ちょっとした手土産 

・趣味の話などをする 

・敬語より話の中身に注意する 

・流行語を引用したり、冗談を混ぜて話を進めたり、自分の苦しさを大袈裟に表現したり 

する 

・共通の趣味、知人を通じて 

・困ったとき、手伝ってあげたり一緒に遊んだりするなど 

 

（５）ビジネスでどのような言葉で相手との距離を調整しますか。言語使用はいかにビジネ

スに有利ですか。 

主に、次のような回答があった。 

・クッション言葉を使う 

・まず笑顔で、相手の言葉に隠された意味を通じて、細かいところから需要を理解し、相 

手の立場に立って、情報を提供し、手伝いをする、相手の信頼を勝ち取る 

・たまに冗談を言うことで 

・丁寧な対応、感情のコントロールによって信頼感を得る 

 

以下、（5）までの質問項目において、敬語に関する代表的な回答を示す。 

 

・基本的に職場で敬語を使うのが一般的であり、特にお客様に対する場合である。したが 

って、日本の職場では敬語を使わずに相手の距離を縮めようとする場合はあまりないだ 

ろう。 

・敬語を使わないなら、社会人としてのマナーを持っていない人だとみられる。 

・敬語を使わないと、悪い印象を与える可能性があり、嫌われる恐れもある。 

・敬語を使わなくなったことがあるが、まったく使わないことはない。 

・中国人であることを理解してくれる日本人に使わないときがある。 

・距離を縮める手段は言語以外にたくさんある。 

・場面によって適切な言葉を使用するのが大事。 

・使い間違えると大きな誤解を招いてビジネスに不利である。 

・取引関係にある相手と、たとえ親しくなったとしても敬語を使うようにしている。 

・同僚、上司とお客さんに対して常に敬語を使っていて、わざと使わないときはない。 
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（６）自分が女性であることを強調して相手と距離を置いたことがありますか。 

この質問は、女性のみに対して聞いた。被調査者 20 名のうち女性は 11 名であった。「ない」

と答えた人は 10 名で、「ただ酒を飲んだ時」と回答した人は１名であった。自分が女性であ

ることを強調するのは、「私は女性ですから、あまりお酒を勧めないでください」という意味

にも受け取れるが、日本人は必ずしもそう思うとは限らない。 

 

（７）何か相手にしてほしい時、女性語を使って女性の弱さを示すことがありますか。 

女性 11 名のうち、「ない」と答えた人は 10 名で、「たまに使います」と答えた人は 1 名で

あった。この人は（6）の質問で「ただ酒を飲んだ時」と答えた人である。また、次のような

意見もあった。（「ね」や「わ」などの）「終助詞を時々使うと思うが、女性の弱いところをみ

せる目的ではないと思う。女性の弱さだと思っていない」。このように、（6）と（7）の回答

からみると、女性語はほとんど意識されていないことが分かった。 

 

図表 2 女性語の使用状況 

自分が女性であることを強調して相手と距

離を置いたことがありますか。 

ある（1 名） 

ない（10 名） 

何か相手にしてほしい時、女性語を使って

女性の弱いところを示すことがあります

か。 

ある（1 名） 

ない（10 名） 

 

4.2.結果分析 

上述した内容から、以下のように分析できる。 

基本的に、中国人は悪い印象を持たれないように意識的に敬語を使う傾向がみられ、使う

か使わないかのジレンマに陥る。使わないケースでは、ほとんど無意識的だという人もいる

し、意識的に使わない人もいる。使わなくても、相手に悪印象を持たれるとは限らないが、

ビジネスにマイナスの影響をもたらす恐れもある。一方、使わないことで親しくなってビジ

ネスに有利だと思う人も多くいる。使わない理由はいくつか挙げられるが、一つ目は、使え

ないから使わないケースである。現代中国語には体系的な敬語が存在しないと言われており、

中国語を母語とする日本語学習者にとって、日本語の敬語は難しくなる。しかし、母語転移

の影響はそれほど強くないため、敬語習得に有利といえるだろう。二つ目は、敬語の使用に

必要な社会言語能力が欠けていることである。そして、三つ目は、教室で敬語の習得が重視

されていないことである。教科書にも敬語使用について、さほど言及されていないという現

状がある。 

敬語使用は大事だが、ビジネスでは臨時応変に対応し、敬語をあえて使わない人もいる。

逆に、普通体を使ったほうが親しみが出るという意図もある。それに基づいて使ってしまう
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（６）自分が女性であることを強調して相手と距離を置いたことがありますか。 

この質問は、女性のみに対して聞いた。被調査者 20 名のうち女性は 11 名であった。「ない」

と答えた人は 10 名で、「ただ酒を飲んだ時」と回答した人は１名であった。自分が女性であ

ることを強調するのは、「私は女性ですから、あまりお酒を勧めないでください」という意味

にも受け取れるが、日本人は必ずしもそう思うとは限らない。 

 

（７）何か相手にしてほしい時、女性語を使って女性の弱さを示すことがありますか。 

女性 11 名のうち、「ない」と答えた人は 10 名で、「たまに使います」と答えた人は 1 名で

あった。この人は（6）の質問で「ただ酒を飲んだ時」と答えた人である。また、次のような

意見もあった。（「ね」や「わ」などの）「終助詞を時々使うと思うが、女性の弱いところをみ

せる目的ではないと思う。女性の弱さだと思っていない」。このように、（6）と（7）の回答

からみると、女性語はほとんど意識されていないことが分かった。 

 

図表 2 女性語の使用状況 

自分が女性であることを強調して相手と距

離を置いたことがありますか。 

ある（1 名） 

ない（10 名） 

何か相手にしてほしい時、女性語を使って

女性の弱いところを示すことがあります

か。 

ある（1 名） 

ない（10 名） 

 

4.2.結果分析 

上述した内容から、以下のように分析できる。 

基本的に、中国人は悪い印象を持たれないように意識的に敬語を使う傾向がみられ、使う

か使わないかのジレンマに陥る。使わないケースでは、ほとんど無意識的だという人もいる

し、意識的に使わない人もいる。使わなくても、相手に悪印象を持たれるとは限らないが、

ビジネスにマイナスの影響をもたらす恐れもある。一方、使わないことで親しくなってビジ

ネスに有利だと思う人も多くいる。使わない理由はいくつか挙げられるが、一つ目は、使え

ないから使わないケースである。現代中国語には体系的な敬語が存在しないと言われており、

中国語を母語とする日本語学習者にとって、日本語の敬語は難しくなる。しかし、母語転移

の影響はそれほど強くないため、敬語習得に有利といえるだろう。二つ目は、敬語の使用に

必要な社会言語能力が欠けていることである。そして、三つ目は、教室で敬語の習得が重視

されていないことである。教科書にも敬語使用について、さほど言及されていないという現

状がある。 

敬語使用は大事だが、ビジネスでは臨時応変に対応し、敬語をあえて使わない人もいる。

逆に、普通体を使ったほうが親しみが出るという意図もある。それに基づいて使ってしまう

 

場合なども観察されるが、その理由は二つ挙げられる。一つ目は、距離を縮めようとしてわ

ざと敬語を使わないことである。この場合、逆効果になる恐れがある。日本人の性格はどち

らかというと、より保守的で閉鎖的であることから、唐突的に敬語を使わないことに対して

違和感が生じる。しかし、逆に、距離が徐々に近づいてきてから自然と敬語を使わなくなる

のは有利であるだろう。 

二つ目は、敬語使用は個人差が大きいことである。いかなる場面でもしっかり敬語を使う

女性もいるし、まったく敬語を使わない男性もいる。また、距離が近ければ近いほど敬語が

必要だと思う人もいる。 

また、敬語使用はジェンダーで差が出るという傾向がある。男性より女性のほうが多く敬

語を使う傾向がみられる。かつて終身雇用が当たり前とされた時代、男性は定年まで勤める

のが普通だった。そして、職階に応じた敬語を使っていた。女性の就業期間は短く、「寿退社」

（結婚での退社）が多かった。短期間の職場にあって、多くは目下としての敬語である。そ

の後女性の社会進出にともない、女性の上司、女性の経営者が登場し、その部下の男性への

言葉づかいにも、関心が集まった。近年では、男女雇用機会均等法などの経緯もあり、女性

の上司は増加している。また最近では、子育て期間に退職し、その後復帰するといった「Ⅿ

字雇用」が増えている。こうしたことから、勤め続ける女性も増えたので、職場の女性の敬

語は、研究対象になっても、特殊なものとは位置づけられない(井上、2014）。性差があり、

かつ外国人であることから、その分の距離が生じることとなり、敬語が、特に女性にとって

は必要となっていることが分かった。ビジネスが成り立つには、言語以外にさまざまな手段

があり、複数の要素が重なりあって、相手との距離を縮めているのである。 

 

５．おわりに 

5.1.結論 

調査結果によると、本稿の 3.1.の「敬語の使用は場合によっては距離感が生まれ、ビジネ

スに役立たない。敬語を使わないことが逆に効果的であることが観察されている。『ビジネス

以上、友達未満』という人間関係を築くことが可能である。そのため、敬語を使わない状況

を教えることも価値がある」という仮説は成り立つ。場合によっては、敬語回避により親密

関係を一層促進する効果もある。実際に、「たまに普通体を使ったほうが、親しみが出る」と

いう意図に基づき使ってしまう場合も観察される。しかし、これは必ずしもビジネスに有利

とはいえない。やはり、公的な場面では、男性でも女性でも使えるような尊敬語の使用が望

ましい。多くの対象者が敬語使用を意識しており、まったく敬語を使わないと不利益になる

といえる。相手に強い親しみを表すつもりで敬語を使わないことは、ビジネスで損をする可

能性がある。なぜなら、日本では、仕事上「です・ます」を使うのが基本だからである。ま

た、敬語学習は日本社会の文化知識も得ることもできる。その面でも、日本語教育において

は、中国人にしっかりとした敬語を教える必要がある。 

しかし、敬語をまったく使わないというケースもあるし、個人差、職業差もある。その上、
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同僚との間で限定する場合と、営業などで初対面の客に会う場合とでは、やはりそれぞれに

違いがある。そのため、すべての学習者に敬語を一律に教える必要があるかどうかは検討の

余地がある。これについては、今後、対象者数を増やし再度調査を行えば、ある程度の明確

な指針が得られるだろう。 

また、本稿の 3.1.の「ビジネスで人と人の距離を設定する時、女性は時として女性語を使

うことが有利である」という仮説は支持されない。女性語はビジネスであまり使われていな

いので、現状からすれば、わざわざ女性語を教える必要はない。日置（1999）では、女性一

般職の場合には、女性語の使用が対人距離の設定に用いられていることが示されている 3）。

しかし、中国出身者の場合には、敬語は意識されても、女性語は対人距離の設定には用いら

れていないといえる。 

 

5.2.日本語教育への提言 

ビジネス日本語教育の主な目的は、日本語を使ってビジネスをうまく成立させることであ

る。これは単に日本人とのビジネスの方法を学ぶだけでなく、ビジネスを成立させるような

話し方ができることを目指している。そのためには、日本人のビジネス・コミュニケーショ

ンのパターンを含む、日本のビジネス文化・慣習を理解することが不可欠である。これにつ

いては、対人関係が非常に重要であり、待遇表現が密接に関わっている（松嶋、2003）。中国

で敬語などの待遇表現を学習する際の困難点は、学習者が実際に日本社会を体験することが

できないので、教科書への依存度が高くなることである。中国の多くの大学が日本語専門課

程 3 回生、4 回生の文法学習で使用している『新編日語語法教程』は、500 頁以上にものぼる

大著である。しかし、敬語に関する記載が 6 頁にも満たない。日本語における待遇表現の重

要性を考えると、中・上級日本語学習者に対する説明としては、いささか不足していると言

わざるを得ない。こうした事情もあり、日本語教師は敬語を含めた待遇表現も、学習者の要

望に応じて適切な指導を行わなければならない。それには知識として、対人関係の距離を理

解するというところから始める必要がある。 

実際、敬語の使用に関しては、対人距離も関係しており、どのように教えるかは非常に難

しい。しっかりとした基礎敬語を教えた上で、学習者の立場に応じた、具体的な場面を想定

したロールプレイで教えるのが最善であるという考えもある 2）。特に「人間関係」、「場面」、

「状況設定」が欠けた教科書に対しては、敬語などの待遇表現を意識したコミュニケーショ

ン練習は不可欠だろう。実際のビジネス場面での会話は仕事上の利害関係が加わる。そのた

め、「ウチとソト」、「親疎関係」、「上下関係」、「恩恵の享受」、「力関係の有無」などの概念を

教えると同時に、相手の「心的態度」を読み取る力も養うべきである。具体的な場面として

は、他の会社の者に自分の上司を紹介したり、（電話の場面で）他の会社の者から、自分の上

司に電話が来たときの対応などが挙げられる。 
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同僚との間で限定する場合と、営業などで初対面の客に会う場合とでは、やはりそれぞれに
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いので、現状からすれば、わざわざ女性語を教える必要はない。日置（1999）では、女性一

般職の場合には、女性語の使用が対人距離の設定に用いられていることが示されている 3）。

しかし、中国出身者の場合には、敬語は意識されても、女性語は対人距離の設定には用いら

れていないといえる。 

 

5.2.日本語教育への提言 

ビジネス日本語教育の主な目的は、日本語を使ってビジネスをうまく成立させることであ

る。これは単に日本人とのビジネスの方法を学ぶだけでなく、ビジネスを成立させるような

話し方ができることを目指している。そのためには、日本人のビジネス・コミュニケーショ

ンのパターンを含む、日本のビジネス文化・慣習を理解することが不可欠である。これにつ

いては、対人関係が非常に重要であり、待遇表現が密接に関わっている（松嶋、2003）。中国

で敬語などの待遇表現を学習する際の困難点は、学習者が実際に日本社会を体験することが

できないので、教科書への依存度が高くなることである。中国の多くの大学が日本語専門課

程 3 回生、4 回生の文法学習で使用している『新編日語語法教程』は、500 頁以上にものぼる

大著である。しかし、敬語に関する記載が 6 頁にも満たない。日本語における待遇表現の重

要性を考えると、中・上級日本語学習者に対する説明としては、いささか不足していると言

わざるを得ない。こうした事情もあり、日本語教師は敬語を含めた待遇表現も、学習者の要

望に応じて適切な指導を行わなければならない。それには知識として、対人関係の距離を理

解するというところから始める必要がある。 

実際、敬語の使用に関しては、対人距離も関係しており、どのように教えるかは非常に難

しい。しっかりとした基礎敬語を教えた上で、学習者の立場に応じた、具体的な場面を想定

したロールプレイで教えるのが最善であるという考えもある 2）。特に「人間関係」、「場面」、

「状況設定」が欠けた教科書に対しては、敬語などの待遇表現を意識したコミュニケーショ

ン練習は不可欠だろう。実際のビジネス場面での会話は仕事上の利害関係が加わる。そのた

め、「ウチとソト」、「親疎関係」、「上下関係」、「恩恵の享受」、「力関係の有無」などの概念を

教えると同時に、相手の「心的態度」を読み取る力も養うべきである。具体的な場面として

は、他の会社の者に自分の上司を紹介したり、（電話の場面で）他の会社の者から、自分の上

司に電話が来たときの対応などが挙げられる。 

 

 

 

６．今後の課題 

今回の調査では対象者数が限られていたが、今後、さらに調査対象を広げて検証すれば、

新たな発見がみつかるものと予想される。日本語教育では、敬語を指導する際に、段階別、

レベル別に指導内容を見直す必要があるだろう。たとえば、まずは「～れる・られる」を中

心に指導し、中級になってから、「お～になる」の形と尊敬語の特定形を教えるという説がす

でにある(宮岡、2005）。また、日本語能力試験のレベルをベースに敬語を指導する場合、各

段階でどのように指導するのかは、研究の余地があるだろう。 
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日本企業における中国人社員のコミュケーション行動について 

―報・連・相、指示への対応、褒めの受け取り方、問題の報告、 

指示への意見、範囲外の仕事を中心に― 

Communication Behavior of Chinese Employees in Japanese Companies:
Focusing on the Report, communication, consultation, Respond to instructions,

Reactions to praise, Problem report, Opinions on instructions,
Work outside the scope of their duties

 

辻 周吾 
 

Summary

Interview surveys targeting Chinese employees working for Japanese companies were conducted. 

As a result, firstly, it can be said that Chinese employees are adapting to Japanese corporate culture, 

practicing behavior that is considered favorable in situations, such as “report, communication, 

consultation” “respond to instructions” and “work outside the scope of their duties” Moreover, regarding 

“reactions to praise” “problem report” they also are practicing behavior that is considered to be favorable 

as usual, similar to the cases of Japanese companies operating in China. The only behavior that has been 

cultivated in Chinese culture that has shown few changes is the “opinions on instructions”. Compared to 

the cases of Japanese companies operating in China, it is shifting to a favorable direction overall as 

Japanese corporate culture and Japanese behavior. This is thought to be due to an understanding of 

Japanese culture while staying in Japan and its application to the work environment in Japan.

 

 

１．研究背景 

筆者は、辻（2007）・辻（2011）において、中国の日系企業における日本人と中国人のコミ

ュニケーション・ギャップについて研究した。それは、中国人従業員との間の日本語による

コミュニケーション・ギャップを明らかにするためのものだった。そして、日本人の「注意

表現」、「指示表現」、「断り表現」、「賞賛表現」などによる摩擦や誤解を紹介した。また、同

時期に、西田（2007）・西田（2008）が、中国進出日系企業における、日本人駐在員と中国人

従業員を対象に、大規模な調査を実施した。そして、両者の異文化間コミュニケーション摩

擦について紹介している。さらに、西田（2016）で、再び大規模な調査を行っている。これ

により、異文化コミュニケーションの全貌が明らかとなったと言える。 

しかし、その後、日本企業は中国の人件費が上がったことなどから、東南アジアなどの他

の国々に拠点を移すこととなった。また、中国現地では、日本人駐在員を出来るだけ減らし、

現地の中国人従業員を幹部に就かせるといった、ローカル化も進んでいった。このような背

景もあり、中国進出日系企業における日本人と中国人のコミュニケーション研究は、一定の
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成果を残しながら、落ち着きをみせ始めている。 

近年では、日本国内において、海外との連絡役や取引、さらには、日本国内の中国人消費

者の増加から、中国人社員の採用がめずらしくなくなった。ここで、新たに、日本国内にお

ける異文化コミュニケーションの問題が出てきたのである。このことは、筆者にとっても、

興味のあるところであった。そして、辻（2017）・辻（2018）において、日本国内の日本企業

に勤める中国人社員のみを対象にアンケート調査を実施した。その結果、中国人社員が困難

に感じている理由が、中国進出日系企業の摩擦を扱った西田のものと異なることが確認でき

た。つまり、中国現地と日本国内とでは、異文化コミュニケーションの様相が異なっている。

このことから、日本国内のケースについて、研究の可能性を感じ、さらなる実態を解明した

いという思いに至った。 

 

２．研究目的と研究意義 

本研究における、リサーチクエスチョンは、「日本国内の、日本企業で働く中国人社員は、

どのようなコミュニケーションを取っているのか？」というものである。ここでのコミュニ

ケーションとは、「報・連・相」や「問題の報告」などの日本人の職場での特有な行動である。

また、その実態を解明することが、本研究の目的である。そして、その仮説として、中国進

出日系企業における中国人従業員のコミュニケーション行動が、日本国内でも同様にみられ

る、というのがある。 

本研究の意義は複数ある。一つ目は、学術的な意義である。これまで、異文化コミュニケ

ーションについての研究は、外国語教育などの範疇で扱われてきた。本研究は、こうした人

文学と、社会科学との学際的な研究と言える。学問に新しい風を入れようとするものである。 

また、すでに述べた通り、異文化コミュニケーションのテーマにおける「日本企業内の中

国人社員のコミュニケーション」については、先行研究が少ない。これは、日本国内のケー

スであれば、なお更である。未だ情報も少なく、未開拓分野であると言える。研究手法の模

索や、分析での文献の乏しさなどの問題も予想されるが、摩擦の解明であれ、理論の構築で

あれ、研究としての可能性を持っている。これを明らかにすることは、本テーマの学術的な

発展に寄与するものだと思う。 

もう一つは、やはり社会的な意義である。本研究の情報自体が、直接的に日本企業に役立

つものと言える。まず、「日本人と中国人の異文化コミュニケーション」についてである。例

えば、指示や注意などの場面である。日本人上司にとっては、中国人社員をマネジメントす

る際に、どのようなコミュニケーションを図るべきかを考える契機となる。逆も然りであり、

中国人社員が日本人上司とコミュニケーションを図るケースにも言える。 

また、「日本企業の異文化経営」についてである。例えば、採用、評価、報酬、配置と異動、

昇進、及び動機づけなどの人的資源管理のことである。ダイバーシティが求められている今、

日本企業にとっては、外国人社員を考慮した施策を考える契機となる。 

そして、実は、「日本企業におけるキャリアデザイン」についてである。日本企業に就職を
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近年では、日本国内において、海外との連絡役や取引、さらには、日本国内の中国人消費

者の増加から、中国人社員の採用がめずらしくなくなった。ここで、新たに、日本国内にお

ける異文化コミュニケーションの問題が出てきたのである。このことは、筆者にとっても、

興味のあるところであった。そして、辻（2017）・辻（2018）において、日本国内の日本企業

に勤める中国人社員のみを対象にアンケート調査を実施した。その結果、中国人社員が困難

に感じている理由が、中国進出日系企業の摩擦を扱った西田のものと異なることが確認でき

た。つまり、中国現地と日本国内とでは、異文化コミュニケーションの様相が異なっている。

このことから、日本国内のケースについて、研究の可能性を感じ、さらなる実態を解明した

いという思いに至った。 

 

２．研究目的と研究意義 

本研究における、リサーチクエスチョンは、「日本国内の、日本企業で働く中国人社員は、
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また、その実態を解明することが、本研究の目的である。そして、その仮説として、中国進

出日系企業における中国人従業員のコミュニケーション行動が、日本国内でも同様にみられ

る、というのがある。 

本研究の意義は複数ある。一つ目は、学術的な意義である。これまで、異文化コミュニケ

ーションについての研究は、外国語教育などの範疇で扱われてきた。本研究は、こうした人

文学と、社会科学との学際的な研究と言える。学問に新しい風を入れようとするものである。 

また、すでに述べた通り、異文化コミュニケーションのテーマにおける「日本企業内の中

国人社員のコミュニケーション」については、先行研究が少ない。これは、日本国内のケー

スであれば、なお更である。未だ情報も少なく、未開拓分野であると言える。研究手法の模

索や、分析での文献の乏しさなどの問題も予想されるが、摩擦の解明であれ、理論の構築で

あれ、研究としての可能性を持っている。これを明らかにすることは、本テーマの学術的な

発展に寄与するものだと思う。 

もう一つは、やはり社会的な意義である。本研究の情報自体が、直接的に日本企業に役立

つものと言える。まず、「日本人と中国人の異文化コミュニケーション」についてである。例

えば、指示や注意などの場面である。日本人上司にとっては、中国人社員をマネジメントす

る際に、どのようなコミュニケーションを図るべきかを考える契機となる。逆も然りであり、

中国人社員が日本人上司とコミュニケーションを図るケースにも言える。 

また、「日本企業の異文化経営」についてである。例えば、採用、評価、報酬、配置と異動、

昇進、及び動機づけなどの人的資源管理のことである。ダイバーシティが求められている今、

日本企業にとっては、外国人社員を考慮した施策を考える契機となる。 

そして、実は、「日本企業におけるキャリアデザイン」についてである。日本企業に就職を

 

希望している中国人留学生は、外国人として働くという情報を十分に持ちえない。それは、

日本の大学の課題とも言えるが、中国人留学生にとっては、早いうちから、キャリアを考え

る上での契機となる。 

企業における活用としては、主に上記の 3点が挙げられる。多様的であると言える。また、

これらのことは、中国人社員がせっかく入社したのに、三年以内で辞めてしまうといった、

雇用のミスマッチにも関係してくる。広くは、これを解消するための手がかりにもなるだろ

う。 

 

３．仮説 

本研究では、日本国内の、日本企業で働く中国人社員のコミュニケーション行動について

明らかにする。また、そのために、西田の挙げている中国現地での行動が、国内の日本企業

でも取られているのかを検証する。検証にあたっては、西田の調査研究における論文を利用

する。また、摩擦項目を抽出していき、それを基に仮説を立てたい。 

根橋（2007）では、中国人従業員の行動について、日本人従業員が困難に感じるものを挙

げている。コミュニケーション行動として、回答が多かったのは「自分の仕事範囲のみ」で

ある。これは、「責任を与えられた範囲の仕事のみしかしない」ということである。このこと

から、ⅰ「中国人社員は、仕事範囲以外のことについてはしない」という仮説が立てられる。 

西田・佐々木（2016）では、日本人の企業行動について、中国人が困難に感じるものを挙

げている。コミュニケーション行動として、最も回答が多かったのは、「上司からの指示への

意見の述べ方」である。これは、「［日本人は上司へ］自分の意見をはっきり言わない・曖昧

なので言うべき」というものである。このことから、ⅱ「中国人社員は、日本人上司の指示

に意見する」という仮説が立てられる。また、「不明確な指示の仕方」が挙げられている。そ

の際に、「指示する時、相手にわかりやすく、明確に説明する義務がある。曖昧なので、明確

にすべき」といった回答を紹介している。このことから、ⅲ「中国人社員は、日本人上司の

不明確な指示を受け入れられない」という仮説が立てられる。 

 続いて、佐々木（2016）では、反対に、日本人が困難に感じる中国人の企業行動を挙げて

いる。その中で、最も回答が多かったのは、「報告・連絡・相談」である。その最も大きな理

由として、「仕事に関する報告や連絡をしない」ということを挙げている。また、そのことを、

日本人上司は困難に感じている。このことから、ⅳ「中国人社員は、報告・連絡・相談など

を行わない」という仮説が立てられる。 

また、日本人が体験したことがない中国人の行動を挙げている。その理由として、「褒め方

（よく褒める）」、「結果報告の仕方（よい結果のみ報告する）」などを挙げている。これらの

行動は、問題になっていないと言える。このことから、それぞれ、ⅴ「中国人社員は、日本

人上司が褒めないことを受け入れられる」、ⅵ「中国人社員は、問題が生じた場合も報告する」

という仮説を立てた。 
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以上のように、改めて仮説を整理すると、下記のとおりである。 

 

①「中国人社員は、報告・連絡・相談などを行わない」 

②「中国人社員は、日本人上司の不明確な指示を受け入れられない」 

③「中国人社員は、日本人上司が褒めないことを受け入れられる」 

④「中国人社員は、問題が生じた場合も報告する」 

⑤「中国人社員は、日本人上司の指示に意見する」 

 ⑥「中国人社員は、仕事範囲以外のことについてはしない」 

 

本調査では、これらの仮説が、国内のケースでいえるのかを検証する。すなわち、西田の

研究を補足する内容があるのか、または、否定する内容があるのかである。 

 

４．研究方法 

仮説を検証するため、インタビュー調査において、その理由を追求する。調査は、2017年

9 月から翌年 10 月に、国内の日本企業に勤める中国人社員 30 名を対象に実施した。業界に

よって、個々の質問に対する受け取り方も異なってくるので、本研究では、製造業に従事す

る中国人社員に絞ることとした 1）。そして、異文化コミュニケーションの実態をより明らか

にするために、回答者について、以下のような条件をつけた。①従業員数が 100人以上であ

ること、②35歳以下であること、などである。回答者の詳細については、以下のとおりであ

る。なお、インフォーマントの獲得については、外国人の採用を扱う、大手転職エージェン

ト A社の協力を得た。 

 

対象：日本企業における製造業に携わる、中国人社員 30名（23社を対象としており、そ 

のうち、2社から 3名ずつ、3社から 2名ずつ） 

性別：男性 11名／女性 19名 

出身地：遼寧省 14名、山東省 3名、上海市 2名、江蘇省 2名、吉林省 2名、その他 7名 

年齢：29歳以下 11名／30～34歳 19名 

滞在年数：5年以下 7名、6～10年 16名、11～15年 6名、16年以上 1名 

業種：営業 12名／技術 11名／事務 7名 

地位：一般社員 27名／主任 3名 

勤務年数：1年 7名、2年 9名、3年 3名、4年 20名、5年以上 6名 

学歴：日本の専門学校・短大卒 1名／日本の大学卒 4名／日本の大学院卒 19名／ 

中国の大学卒 3名／その他 3名 

日本語能力：１級 24名／２級 3名／３級 1名／その他 2名 
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以上のように、改めて仮説を整理すると、下記のとおりである。 

 

①「中国人社員は、報告・連絡・相談などを行わない」 

②「中国人社員は、日本人上司の不明確な指示を受け入れられない」 

③「中国人社員は、日本人上司が褒めないことを受け入れられる」 

④「中国人社員は、問題が生じた場合も報告する」 

⑤「中国人社員は、日本人上司の指示に意見する」 

 ⑥「中国人社員は、仕事範囲以外のことについてはしない」 

 

本調査では、これらの仮説が、国内のケースでいえるのかを検証する。すなわち、西田の

研究を補足する内容があるのか、または、否定する内容があるのかである。 

 

４．研究方法 

仮説を検証するため、インタビュー調査において、その理由を追求する。調査は、2017年

9 月から翌年 10 月に、国内の日本企業に勤める中国人社員 30 名を対象に実施した。業界に

よって、個々の質問に対する受け取り方も異なってくるので、本研究では、製造業に従事す

る中国人社員に絞ることとした 1）。そして、異文化コミュニケーションの実態をより明らか

にするために、回答者について、以下のような条件をつけた。①従業員数が 100人以上であ

ること、②35歳以下であること、などである。回答者の詳細については、以下のとおりであ

る。なお、インフォーマントの獲得については、外国人の採用を扱う、大手転職エージェン

ト A社の協力を得た。 

 

対象：日本企業における製造業に携わる、中国人社員 30名（23社を対象としており、そ 

のうち、2社から 3名ずつ、3社から 2名ずつ） 

性別：男性 11名／女性 19名 

出身地：遼寧省 14名、山東省 3名、上海市 2名、江蘇省 2名、吉林省 2名、その他 7名 

年齢：29歳以下 11名／30～34歳 19名 

滞在年数：5年以下 7名、6～10年 16名、11～15年 6名、16年以上 1名 

業種：営業 12名／技術 11名／事務 7名 

地位：一般社員 27名／主任 3名 

勤務年数：1年 7名、2年 9名、3年 3名、4年 20名、5年以上 6名 

学歴：日本の専門学校・短大卒 1名／日本の大学卒 4名／日本の大学院卒 19名／ 

中国の大学卒 3名／その他 3名 

日本語能力：１級 24名／２級 3名／３級 1名／その他 2名 

 

 

 

そして、アンケートにおける選択肢の回答をもとに、具体的な理由を自由に述べてもらっ

た。質問は、先の仮説に基づいて設定している。計 6項目である。これは、仮説にもあった、

報・連・相を行うのかといった、考え方や行動を問うものである。以下のようなものである。 

 

日本人上司が求める報告・連絡・相談に対して、あなたなら、どの程度行いますか？ 

1いつも行う   2時々、行う   3めったに行わない   4まったく行わない 

 

 

インタビューでは、1名あたり 60分間を原則とした。また、インフォーマントに対し、匿

名性を保つことを確約し、理解を得た上で、録音を行った。 

分析にあたっては、質的分析における KJ 法を採用する 2）。これについて、高橋（2002）

は、「KJ 法は、日本で考案された創造技法として最も有名なものである。この技法は、文化

人類学者の川喜田二郎が、現地調査をまとめるために考案した技法で、KJ法という名称は考

案者の名前をとってつけられた」（p.348）と説明している。 

まず、インタビュー調査で得られた自由回答を、音声の状態から文字化した。その後、こ

れらの回答を、内容に基づき、キーワードによるコード名を付ける作業を行った。続いて、

（受け入れられると、受け入れられないの自由回答を別々に分けた上で）コード名が付され

た内容を、同じ、或いは類似のものとしてまとめ、カテゴリー化を行った。いわゆる、コー

ディングである。 

なお、カテゴリー化した項目同士で関係性があるものは、概念間の関係を示すこととした。

たとえば、後述するが、報・連・相について、「経験不足で、失敗する恐れがありますので、

上司に相談します」という回答があった場合、「経験不足での、相談による失敗の回避」のよ

うなキーワードとする。その後、これらのコード名のカテゴリー化において、「経験不足のと

ころをフォローしてくれる」などにまとめられる。なお、他のカテゴリー項目に、「自己責任

の状態を回避する」という内容があれば、この両者を、「リスク回避」の思想として一括りす

ることが可能である。 

これらの分類は、中国人における、日本企業の制度や行動への考え方を分析する際に役に

立つ。この場合、カテゴリー化が理由であり、コード名が理由の詳細である。また、概念同

士の関係を、思想や行動規範として、大局的に捉えることができる。なお、これらのコーデ

ィングやカテゴリー化については、中国人のコミュニケーション行動に見識を有する先生に

も、内容の確認をお願いした。 

 

５．インタビュー調査の結果とまとめ 

まず、インタビューのコメントを、「受け入れられる」郡と、「受け入れられない」郡の二

つとして、回答の選択肢によって振り分ける。その上で、KJ 法により整理する。すなわち、

その行動や考え方の理由を整理する。そして、本論文では、仮説を検証するのに必要な結果
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を中心に紹介する。以下、それぞれの結果について示していく。 

 

５.１.報・連・相 

報告・連絡・相談のことである。「日本人上司が求める報告・連絡・相談に対して、あなた

なら、どの程度行いますか？」という質問について、中国人社員のコメントによる理由は、

以下のとおりである 3）。 

 

（１）行う 

一つ目は、「経験不足のところをフォローしてくれる」（10 名）ことである。「経験が少な

く、自分の考え方は正しいわけではないので、報告するようにしている」、「最初は、何度も

相談しないで失敗をしていた。経験不足であり、考えが至らないところがあるので、行うよ

うにしている」、「ミスすることもあるので、上司に相談すると落ち着く」といったコメント

がある。これは、経験不足により、ミスや不備を出す不安があり、上司に相談するものであ

る。日本人上司には、それに対する判断や不安解消はもとより、後に問題が発生した場合の

カバーも期待されている。 

二つ目は、「自己責任の状態を回避する」（8名）ことである。「報告しないと、何かあった

時に、すべて自己責任になる」、「責任を持つ仕事の場合、上司に相談しておかないと、大変

なことになる」、「報告や相談をすれば、何かあったときに、上司も責任を取ってくれる」と

いったコメントがある。これは、自分の仕事で、万一何か問題が発生した場合に、一人で責

任を負う状態にならないように、上司に報告しておくものである。仮に、報告さえしておけ

ば、上司は味方になってくれたり、カバーしてくれたりすると考えている。 

それ以外には、「業務のスピードアップ」（5名）がある。「報告しないと、仕事が進まない」、

「報告すると、自分の考えや仕事の流れが整理できて、その後の仕事がスムーズになる」、「報

告しなければ、自分にとっても、上司にとっても、物事がますます遅くなり、悪い状態にな

る」といったものである。 

 

（２）行わない 

一方の行わない回答についてもみていく。少数の回答からとなるが、「自分で解決できる部

分は、報告しない。報告しても、上司が入ることで、かえって対応する時間が少なくなって

しまう」のような、「自分で処理できることまで報告しない」といったものである。先のとは

逆に、経験もあり、自分で責任をカバーできる場合に言える。 

 

（３）考察 

以上のように、多数の中国人社員が、仕事上、上司に報告・連絡・相談を行うという行動

を取っている。その理由の一つは、経験不足のところをフォローしてくれることである。中

国人社員は、経験不足を自覚しており、また外国人という立場から、それにより仕事上の問
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を中心に紹介する。以下、それぞれの結果について示していく。 

 

５.１.報・連・相 

報告・連絡・相談のことである。「日本人上司が求める報告・連絡・相談に対して、あなた

なら、どの程度行いますか？」という質問について、中国人社員のコメントによる理由は、

以下のとおりである 3）。 

 

（１）行う 

一つ目は、「経験不足のところをフォローしてくれる」（10 名）ことである。「経験が少な

く、自分の考え方は正しいわけではないので、報告するようにしている」、「最初は、何度も

相談しないで失敗をしていた。経験不足であり、考えが至らないところがあるので、行うよ

うにしている」、「ミスすることもあるので、上司に相談すると落ち着く」といったコメント

がある。これは、経験不足により、ミスや不備を出す不安があり、上司に相談するものであ

る。日本人上司には、それに対する判断や不安解消はもとより、後に問題が発生した場合の

カバーも期待されている。 

二つ目は、「自己責任の状態を回避する」（8名）ことである。「報告しないと、何かあった

時に、すべて自己責任になる」、「責任を持つ仕事の場合、上司に相談しておかないと、大変

なことになる」、「報告や相談をすれば、何かあったときに、上司も責任を取ってくれる」と

いったコメントがある。これは、自分の仕事で、万一何か問題が発生した場合に、一人で責

任を負う状態にならないように、上司に報告しておくものである。仮に、報告さえしておけ

ば、上司は味方になってくれたり、カバーしてくれたりすると考えている。 

それ以外には、「業務のスピードアップ」（5名）がある。「報告しないと、仕事が進まない」、

「報告すると、自分の考えや仕事の流れが整理できて、その後の仕事がスムーズになる」、「報

告しなければ、自分にとっても、上司にとっても、物事がますます遅くなり、悪い状態にな

る」といったものである。 

 

（２）行わない 

一方の行わない回答についてもみていく。少数の回答からとなるが、「自分で解決できる部

分は、報告しない。報告しても、上司が入ることで、かえって対応する時間が少なくなって

しまう」のような、「自分で処理できることまで報告しない」といったものである。先のとは

逆に、経験もあり、自分で責任をカバーできる場合に言える。 

 

（３）考察 

以上のように、多数の中国人社員が、仕事上、上司に報告・連絡・相談を行うという行動

を取っている。その理由の一つは、経験不足のところをフォローしてくれることである。中

国人社員は、経験不足を自覚しており、また外国人という立場から、それにより仕事上の問

 

題を起こすことに、不安を感じている。つまり、個人の仕事のリスクに対し、気をつかって

いる。もう一つは、自己責任の状態を回避することである。後に問題が起こった場合を想定

し、報告することで、責任を上司に移転させている。仕事の責任を負うリスクに対しても、

気をつかっている。 

このように、中国人社員は、自分が任せられた仕事として、自己責任を持って遂行してい

る。それが失敗の結果として表れたのが、後の「問題の報告」の項目で紹介する、自分勝手

な行動による問題の発生と考えられる。それゆえに、仕事の失敗、及び責任のリスクに人一

倍の不安を感じている。また、日本人上司には、そのフォローやケア、及びカバーの役割を

期待している。 

ここで興味深いのは、中国人はリスク回避志向が高く、意外にも、日本企業のコミュニケ

ーションツールである報告・連絡・相談において、それがうまく機能していることである。

特殊な事例である。これは、異文化コミュニケーションに対し、自身の有する文化という、

別のアプローチから適応するものである。異文化コミュニケーション・スキルの代替的な獲

得と言えよう。 

以上のように、中国人社員における報告・連絡・相談を示した。中国人社員は、自分の仕

事に対する責任の重さを感じている。このような意識により、リスク回避の志向が高い。ま

た、報告・連絡・相談は、日本人上司のフォローや責任の分化などから、それに適している

と言える。「中国人社員は、報告・連絡・相談などを行わない」という仮説について、実質的

には、積極的に行っており、支持されなかったこととなる。 

また同時に、「新人時代、報告や相談で困難を感じたことは何ですか？」というインタビュ

ーを行った。その結果、「報告するべき内容かどうか迷った」、「報告するタイミングがわから

なかった」、「報告や相談をせずに、進めてしまった」、「いちいち報告していた」などの内容

が挙げられた。しかし、これらの問題も、職場における研修や OJTを通し、半年経たずして

身についたという。 

 

５.２.指示への対応 

目的や仕事の進め方などが漠然とした、不明確な指示内容に対してである。「日本人上司に

おける『大まかな指示内容から、作業にとりかからせる』という指示の仕方を、あなたなら

受け入れられますか？」という質問について、中国人社員のコメントによる理由は、以下の

とおりである 4）。 

 

（１）受け入れられる 

最も多い理由は、「行動ありきで、意図を確認していく」（11 名）である。「まず、自分で

考えてみてから、疑問が出てきたら確認すればよい話である」、「仕事の進め方を考えて、途

中でつまづいたら上司に、どうしたらよいのかを相談する」、「上司自身も知らないかもしれ

ないので、上司の意図を汲みながら、自分なりにプランやプロセスを設定し進めていく」と
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いったコメントがある。ここでは、不明確な指示を受けてから、まずは自ら行動し、自分自

身で考え、大体の形にしたら、上司に持っていっている。また、「同僚や先輩に、その仕事に

ついて聞きながら進めていく」のように、指示を受けた後、周囲の者に質問し、指示内容の

意図を理解しようとするケースもみられた。上司以外の周囲の者における支援も、特筆すべ

き点である。 

続いて、「その場で、意図を確認する」（6名）である。「具体的に言ってほしい時は、けっ

こう聞く。ずっと自分で悩むのは効率が悪いと思う」、「何かあれば、とりあえず確認して、

相手が望んでいる結果を、明確にした上で実行する」、「相手が曖昧に指示したら、A か B か

を聞くようにしている」といったコメントがある。ここでは、不明確な指示を受けてから、

その場で目的や仕事の進め方を確認している。当事者である上司に聞くのが、一番早いとい

う考えである。場合によっては、その指示内容をめぐって、自分の意見を伝えることで、納

得したり、明確な形にしていったりする。 

また、その際には、日本人上司に配慮し、「私は～と思います」、「私は～たいですが」とい

った表現が用いられていた。ここからは、分からない状態でいるよりも、遠慮せずにコミュ

ニケーションを図ろうとする姿勢がみられる。しかし、建設的な態度でいるにもかかわらず、

この意見が、日本人上司にとって、素直に指示に従わないと映る可能性はある。 

 

（２）受け入れられない 

最も回答が多かったのが、「最初から、意図を伝えてほしい」（10 名）であった。「結局、

どうするべきなのかを聞きたい。はっきりしてほしい」、「時間の無駄であり、理解できない

ところも出てくる」、「本人の経験によるものだから、こちらでは判断できないところもある。

上司だから、はっきりしてほしい」といったものである。ここでは、一番最初の段階で、目

的や進め方などの具体的な指示を受け、方向性を決めることを望んでいる。それは、その案

件を進める上で試行錯誤するといった時間の無駄や、修正ややり直しをするといった二度手

間を失くすためである。すなわち、不明確な指示は、非効率的なものと捉えられている。先

の受け入れられるの二つの行動により、これに対応することはできるが、内心では不満を感

じている。 

 

（３）考察 

以上のように、上司における不明確な指示について、受け入れられる理由は、議論や行動

を通して意図を確認することが出来るからである。実質的には、中国人社員は、これらのス

トラテジーを用いて、不明確な指示に対処している。また、受け入れられない理由は、最初

から意図を伝えてほしい、というものだ。実際のところ、先の受け入れられる層も、そう感

じている。それは、不明確な指示自体が、時間や作業の無駄であり、非効率だからである。

このことからも、改めて、中国人が効率重視なのが分かる。一方で、外国人社員として、指

示された仕事に対し、上司のコンセンサスを得ながら、一緒に作り上げていく、というのが
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いったコメントがある。ここでは、不明確な指示を受けてから、まずは自ら行動し、自分自

身で考え、大体の形にしたら、上司に持っていっている。また、「同僚や先輩に、その仕事に

ついて聞きながら進めていく」のように、指示を受けた後、周囲の者に質問し、指示内容の

意図を理解しようとするケースもみられた。上司以外の周囲の者における支援も、特筆すべ

き点である。 

続いて、「その場で、意図を確認する」（6名）である。「具体的に言ってほしい時は、けっ

こう聞く。ずっと自分で悩むのは効率が悪いと思う」、「何かあれば、とりあえず確認して、

相手が望んでいる結果を、明確にした上で実行する」、「相手が曖昧に指示したら、A か B か

を聞くようにしている」といったコメントがある。ここでは、不明確な指示を受けてから、

その場で目的や仕事の進め方を確認している。当事者である上司に聞くのが、一番早いとい

う考えである。場合によっては、その指示内容をめぐって、自分の意見を伝えることで、納

得したり、明確な形にしていったりする。 

また、その際には、日本人上司に配慮し、「私は～と思います」、「私は～たいですが」とい

った表現が用いられていた。ここからは、分からない状態でいるよりも、遠慮せずにコミュ

ニケーションを図ろうとする姿勢がみられる。しかし、建設的な態度でいるにもかかわらず、

この意見が、日本人上司にとって、素直に指示に従わないと映る可能性はある。 

 

（２）受け入れられない 

最も回答が多かったのが、「最初から、意図を伝えてほしい」（10 名）であった。「結局、

どうするべきなのかを聞きたい。はっきりしてほしい」、「時間の無駄であり、理解できない

ところも出てくる」、「本人の経験によるものだから、こちらでは判断できないところもある。

上司だから、はっきりしてほしい」といったものである。ここでは、一番最初の段階で、目

的や進め方などの具体的な指示を受け、方向性を決めることを望んでいる。それは、その案

件を進める上で試行錯誤するといった時間の無駄や、修正ややり直しをするといった二度手

間を失くすためである。すなわち、不明確な指示は、非効率的なものと捉えられている。先

の受け入れられるの二つの行動により、これに対応することはできるが、内心では不満を感

じている。 

 

（３）考察 

以上のように、上司における不明確な指示について、受け入れられる理由は、議論や行動

を通して意図を確認することが出来るからである。実質的には、中国人社員は、これらのス

トラテジーを用いて、不明確な指示に対処している。また、受け入れられない理由は、最初

から意図を伝えてほしい、というものだ。実際のところ、先の受け入れられる層も、そう感

じている。それは、不明確な指示自体が、時間や作業の無駄であり、非効率だからである。

このことからも、改めて、中国人が効率重視なのが分かる。一方で、外国人社員として、指

示された仕事に対し、上司のコンセンサスを得ながら、一緒に作り上げていく、というのが

 

弱点であるという見方もできる。 

また、日本人上司に報告しにいったところ、「なぜそうしなかったのですか？もう一度、作

り直してください」や「日本人の考え方なら、こうするべきです」と言われたという具合に、

コミュニケーションギャップを経験している回答者も少なくなかった。異文化コミュニケー

ションにおいて、中国人社員は自国の考え方や行動の様式を持っており、曖昧表現ならば、

日本人上司の想像する内容との間にズレが生じる可能性がより高くなる。日本人社員よりも、

時間や手間がかかると言える。また、結局のところ、中国人社員だけでなく、日本人上司も

苦しむことになる。このことからも、具体的な指示において、方向性を示してあげる必要が

ある。そうすれば、効率化はもとより、その余地において、彼らの創造性を生かすことも可

能である。 

以上のように、中国人社員における不明確な指示への考え方を示した。中国人社員は、日

本人上司の不明確な指示に対し、それを受け、自分なりに行動し、確認を取っていくという

ストラテジーを身につけている。或いは、直接、議論をするという場合もある。しかし、こ

れらは仕方のないものであり、時間や作業のロスなど、非効率的なことから、指示において、

上司に大方の方向性を示してほしいと思っている。すなわち、感情的には抵抗があるものの、

行動的には対処できるものであり、受け入れられている。このことから、「中国人社員は、日

本人上司の不明確な指示を受け入れられない」という仮説について、行動面で対処している

ことから、これは支持されないものと言える。 

なお、上司における不明確な指示について、インタビューを通して、実際にこれが摩擦に

まで至るケースは少ない。「上司は、具体的に指示を出してくれるし、質問したらしっかり答

えてくれる」というコメントのように、上司が具体的な指示や説明をしてくれるからである。

外国人とコミュニケーションをする際に、相手は外国人であると意識しており、曖昧さを避

け、分かりやすく具体的に話そうとする行動をとっている。また、不明確な指示を出した場

合、その対処や責任など、ゆくゆくは、上司本人が困難となる可能性もある。これは、考え

てみれば、自然な行動である。こうしたことから、意外にも、不明確な指示による摩擦は少

ない。また、それは中国人社員を部下に持ったことのある上司なら、さらにその傾向が強い。 

 

５.３.褒めの受け取り方 

日本人上司における「頑張った」、「素晴らしい」といった褒め言葉である。「日本人上司が、

部下の仕事がうまくいった際に褒めないことを、あなたなら受け入れられますか？」という

質問について、中国人社員のコメントによる理由は、以下のとおりである。 

 

（１）受け入れられる 

最も多い理由は、「言葉がなくても、自身の評価が分かる」（12 名）である。「仕事の成果

を出したら誰でもわかる。別に褒め言葉はいらない」、「自分は成果を出しているので、自己

満足だが、上司も認めてくれていると思う」、「仕事がしっかり出来たか、自分の中で判断す
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るので、別に褒めてくれなくてもよい」といったコメントがある。褒め言葉がなくても、仕

事がうまくいっていたら、自分自身、さらには周囲の者も分かるというものである。それで

なくても、結局、人事考課などで分かるという。 

続いて、「言葉よりも、給与に反映してほしい」（4 名）である。「言葉は、どうでもよい。

それよりも給料を上げてほしい」、「褒められても給料は上がらない。子供ではないので、ど

れだけ褒められても意味がない」、「多少、賞与で反映してくれたらよい。別に褒め言葉はな

くても大丈夫である」といったコメントがある。褒め言葉はなくてもかまわないので、その

分、給料や賞与に反映させてほしいというものである。この場合、褒め言葉は二義的な扱い

となっている。 

 

（２）受け入れられない 

最も大きな理由は、「成長や達成を感じることができる」（9 名）である。「日本人上司は、

褒めずに悪いところばかり言ってくる。成長できるし、存在感を感じるので、褒めてほしい」、

「日本人は恥ずかしがり屋だと思う。頑張ってくれたからなど、振り返りの言葉がほしい」、

「フィードバックとしてほしい。正しい評価であれば、次につながると思う」といったコメ

ントがある。褒め言葉により、自分の成長や達成を感じることができ、それがモチベーショ

ンにつながっている。 

 

（３）考察 

受け入れられる理由は、褒め言葉よりも給与を上げてほしい、また、言葉がなくても、自

身の評価が分かるからである。これらから、褒め言葉の有無は、さほど重要視されてない。

また、受け入れられない理由は、自分自身が成長や達成を感じることができないからである。 

ここでは、褒め言葉に対する捉え方から、中国人社員が本来有する仕事への欲求を考える。

上司の褒め言葉は、マズローの唱える「欲求 5段階説」と関係している。これは、人の動機

づけとして、5 つの欲求に分けられる。「生理的欲求」（自分の生命や生活を維持しようとす

る欲求）、「安全・安定性欲求」（安全な状態を求めたり、危険や不確実性を回避しようとする

欲求）、「所属・愛情欲求」（集団への所属や、仲間を求める欲求）、「尊厳欲求」（自尊心を求

める欲求）、「自己実現欲求」（自分の成長の機会を求めたり、自分の能力を発揮したいと思う

欲求）である 5）。 

このうち、最もかかわりがあるのが、「承認欲求」（尊厳や自尊心の欲求）である。それぞ

れ、「自己の自己に対する評価への欲求」（強さや達成、能力への自身、独立と自由など、自

己をより優れた存在と自認する、自尊心とも言えるものへの希求）と、「他者からの評価に関

する欲求」（評判や信望、地位、名誉、栄達、優越、承認、注意、重視などが重要な対象とな

る）と二分できるという 6）。中国人社員は、上司の褒め言葉に対し、自分の仕事の達成など、

自分で評価しており、特段、必要のないものと捉えている。 

また、上司の褒め言葉を求める場合も、相手の承認を得るというよりも、自分の仕事の達
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るので、別に褒めてくれなくてもよい」といったコメントがある。褒め言葉がなくても、仕

事がうまくいっていたら、自分自身、さらには周囲の者も分かるというものである。それで

なくても、結局、人事考課などで分かるという。 

続いて、「言葉よりも、給与に反映してほしい」（4 名）である。「言葉は、どうでもよい。

それよりも給料を上げてほしい」、「褒められても給料は上がらない。子供ではないので、ど

れだけ褒められても意味がない」、「多少、賞与で反映してくれたらよい。別に褒め言葉はな

くても大丈夫である」といったコメントがある。褒め言葉はなくてもかまわないので、その

分、給料や賞与に反映させてほしいというものである。この場合、褒め言葉は二義的な扱い

となっている。 

 

（２）受け入れられない 

最も大きな理由は、「成長や達成を感じることができる」（9 名）である。「日本人上司は、

褒めずに悪いところばかり言ってくる。成長できるし、存在感を感じるので、褒めてほしい」、

「日本人は恥ずかしがり屋だと思う。頑張ってくれたからなど、振り返りの言葉がほしい」、

「フィードバックとしてほしい。正しい評価であれば、次につながると思う」といったコメ

ントがある。褒め言葉により、自分の成長や達成を感じることができ、それがモチベーショ

ンにつながっている。 

 

（３）考察 

受け入れられる理由は、褒め言葉よりも給与を上げてほしい、また、言葉がなくても、自

身の評価が分かるからである。これらから、褒め言葉の有無は、さほど重要視されてない。

また、受け入れられない理由は、自分自身が成長や達成を感じることができないからである。 

ここでは、褒め言葉に対する捉え方から、中国人社員が本来有する仕事への欲求を考える。

上司の褒め言葉は、マズローの唱える「欲求 5段階説」と関係している。これは、人の動機

づけとして、5 つの欲求に分けられる。「生理的欲求」（自分の生命や生活を維持しようとす

る欲求）、「安全・安定性欲求」（安全な状態を求めたり、危険や不確実性を回避しようとする

欲求）、「所属・愛情欲求」（集団への所属や、仲間を求める欲求）、「尊厳欲求」（自尊心を求

める欲求）、「自己実現欲求」（自分の成長の機会を求めたり、自分の能力を発揮したいと思う

欲求）である 5）。 

このうち、最もかかわりがあるのが、「承認欲求」（尊厳や自尊心の欲求）である。それぞ

れ、「自己の自己に対する評価への欲求」（強さや達成、能力への自身、独立と自由など、自

己をより優れた存在と自認する、自尊心とも言えるものへの希求）と、「他者からの評価に関

する欲求」（評判や信望、地位、名誉、栄達、優越、承認、注意、重視などが重要な対象とな

る）と二分できるという 6）。中国人社員は、上司の褒め言葉に対し、自分の仕事の達成など、

自分で評価しており、特段、必要のないものと捉えている。 

また、上司の褒め言葉を求める場合も、相手の承認を得るというよりも、自分の仕事の達

 

成や熟達などへの確認を促している。ここからは、褒め言葉の有無にかかわらず、「他者から

の評価に関する欲求」の側面はみられない。つまり、日本人上司の褒め言葉は、「自己に対す

る評価への欲求」を満たす点では、効果的に機能している。フィードバックする役割として

である。 

また、自分の仕事の達成や能力を自認した状態であれば、すでに「自己に対する評価への

欲求」自体、満たされた状態なわけで、褒め言葉は必要のないものとなる。要するに、すで

に自分で分かっていることを、わざわざ伝えていることになる。むしろ、「日本企業では、出

る杭は打たれるので、褒められて目立つのも困る。自分が褒められて、同僚が怒られていた

ら、その状況も気まずく感じる」というコメントもあるように、出来て当たり前という認識

を持たれ、逆にプレッシャーをかけてしまう場合さえあるという。この場合、他者からの承

認よりも、自尊心に基づき、インセンティブ（やる気を引き起こす動機づけ）としての昇給

や賞与を求めるものと考えられる。目に見える形での承認と言える。承認欲求という面から

も、中国人社員の個人プレイヤーとしての特徴がうかがえる。 

以上のように、中国人社員における褒め言葉への考え方を示した。中国人社員は、日本人

上司の褒め言葉について、このような他者からの評価がなくとも、自分自身の評価により、

一定の承認欲求を満たしていると言える。求めるとしたら、自分の評価を確認するためのフ

ィードバックとしての目的のものか、目に見える賞与といった形である。「中国人社員は、日

本人上司が褒めないことを受け入れられる」という仮説について、自己評価により、承認欲

求を満たすところが大きく、これは支持されたこととなる。 

なお、中国人社員へのインタビューから、日本人上司は、褒める者、褒めない者、褒めず

に失敗のみ怒る者など、さまざまであった。 

 

５.４.問題の報告 

つまり、自分の仕事の失敗を、隠さずに上司に伝えるかどうかである。「仕事上、良くない

結果を出した場合、あなたなら上司に素直に報告しますか？」という質問について、中国人

社員のコメントによる理由は、以下のとおりである 7）。 

 

（１）報告する 

最も多い理由は、「報告し、仕事の失敗によるダメージや影響を抑える」（17 名）である。

「失敗も報告するべき。より問題が大きくなる前に、直すべきところは直したほうがよい」、

「良い方向ならばよいが、隠したらより悪い方向に進んでしまい、上司にも怒られる」、「一

度隠したら、それを隠すためにまた隠したりして、その後の仕事がよりやりづらくなってし

まう」といったコメントがある。正直に報告しなければ、失敗による問題が大きくなり、さ

らには、会社全体に影響を及ぼす恐れがあるという。また、そうならないように、上司の助

けを求めている。 

続いて、「自分で失敗に対処し、解決できなかった場合に、対応を求める」（5名）である。
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「その問題を、自分の能力範囲内で解決できるならば、後で報告する。解決させている間は

言わない」、「一時的にうまくいかず、最終的な結果が大丈夫なら報告しない。それでも良く

ない結果であれば報告する」、「挽回して出来てから、報告する。それでも解決しないなら、

問題として報告する」といったコメントがある。失敗した後、自分で対処してみて、それで

も解決しない場合に、報告するというものである。返って、（処理が遅くなるなど）仕事が進

めにくくなるので、途中報告を行っていない。 

それ以外は、「早めに報告すれば、責任を取ってもらえる」のような「自分に責任が集中す

るのを防ぐ」である。また、「100％ではないが、60％の内容を報告する。間違った結果は報

告するが、どのように間違ったのかは言わない」のような「失敗の情報の一部のみを伝え、

対応を求める」である。 

 

（２）報告しない 

母数の少なさも関係しているが、インタビューからは、受け入れられない理由は抽出でき

なかった。 

 

（３）考察 

以上のように、仕事の失敗による、都合の悪い情報を、上司に報告することについて、受

け入れられる中国人が多数である。最も大きな理由は、報告し、その後の、仕事のダメージ

や影響を抑えるためである。失敗後、すぐに報告する場合である。仕事の失敗により、個人

の抱える問題が膨らんでいくことに抵抗を感じている。報告・連絡・相談の項でもみられた

が、仕事の失敗に対するリスク意識の高さがうかがえる。 

また、この行動の背景には、日本企業における周囲の環境がある。まず、「問題を起こした

時点で、すべてを話したほうがよい。上司に伝えれば、よい解決方法が得られる」、「問題を

起こしたら、影響も大きくなるので、上司にしっかり報告したほうがよい。上司も、けっこ

うカバーしてくれる」のように、問題に対応してくれる上司の存在がある。会社全体が、自

身の責任よりも、問題解決の方に目が向けられており、失敗について相談しやすいと言える。 

また、失敗を隠すという行動も考えられるが、「会社は、報告したら責任がないし、罰もな

い」、「問題を起こしたとき、自分が言わなくても、上司からどうしたのかと聞かれる。隠す

よりも、正直に報告したほうがよい」のように、報・連・相やルールによって、隠しづらい

環境にある。そして、結果的に、上司に怒られたり、規則に反したりすることを恐れている。

こういった周囲の環境も、失敗への抑止力として働いている。 

もう一つは、自分で失敗に対処し、解決できなかった場合に、上司に対応を求めるためで

ある。結果として報告する場合である。結果における途中段階と考えれば、挽回可能な、一

次的なミスとも捉えられる。また、失敗の報告における、一つのストラテジーと言える。こ

れが使われるのは、（取引先とのやり取りなどで）自分で解決できると判断した場合である。

言うならば、仕事における裁量の範疇である。ただし、スムーズにいく場合もあれば、上司
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「その問題を、自分の能力範囲内で解決できるならば、後で報告する。解決させている間は

言わない」、「一時的にうまくいかず、最終的な結果が大丈夫なら報告しない。それでも良く

ない結果であれば報告する」、「挽回して出来てから、報告する。それでも解決しないなら、

問題として報告する」といったコメントがある。失敗した後、自分で対処してみて、それで

も解決しない場合に、報告するというものである。返って、（処理が遅くなるなど）仕事が進

めにくくなるので、途中報告を行っていない。 

それ以外は、「早めに報告すれば、責任を取ってもらえる」のような「自分に責任が集中す

るのを防ぐ」である。また、「100％ではないが、60％の内容を報告する。間違った結果は報

告するが、どのように間違ったのかは言わない」のような「失敗の情報の一部のみを伝え、

対応を求める」である。 

 

（２）報告しない 

母数の少なさも関係しているが、インタビューからは、受け入れられない理由は抽出でき

なかった。 

 

（３）考察 

以上のように、仕事の失敗による、都合の悪い情報を、上司に報告することについて、受

け入れられる中国人が多数である。最も大きな理由は、報告し、その後の、仕事のダメージ

や影響を抑えるためである。失敗後、すぐに報告する場合である。仕事の失敗により、個人

の抱える問題が膨らんでいくことに抵抗を感じている。報告・連絡・相談の項でもみられた

が、仕事の失敗に対するリスク意識の高さがうかがえる。 

また、この行動の背景には、日本企業における周囲の環境がある。まず、「問題を起こした

時点で、すべてを話したほうがよい。上司に伝えれば、よい解決方法が得られる」、「問題を

起こしたら、影響も大きくなるので、上司にしっかり報告したほうがよい。上司も、けっこ

うカバーしてくれる」のように、問題に対応してくれる上司の存在がある。会社全体が、自

身の責任よりも、問題解決の方に目が向けられており、失敗について相談しやすいと言える。 

また、失敗を隠すという行動も考えられるが、「会社は、報告したら責任がないし、罰もな

い」、「問題を起こしたとき、自分が言わなくても、上司からどうしたのかと聞かれる。隠す

よりも、正直に報告したほうがよい」のように、報・連・相やルールによって、隠しづらい

環境にある。そして、結果的に、上司に怒られたり、規則に反したりすることを恐れている。

こういった周囲の環境も、失敗への抑止力として働いている。 

もう一つは、自分で失敗に対処し、解決できなかった場合に、上司に対応を求めるためで

ある。結果として報告する場合である。結果における途中段階と考えれば、挽回可能な、一

次的なミスとも捉えられる。また、失敗の報告における、一つのストラテジーと言える。こ

れが使われるのは、（取引先とのやり取りなどで）自分で解決できると判断した場合である。

言うならば、仕事における裁量の範疇である。ただし、スムーズにいく場合もあれば、上司

 

が状況を把握しておらず、新たな問題を生みだす可能性もある。しかし、この行動とて、失

敗と捉える時点は違うが、隠し通すのではなく、上司に報告する方向にある。この場合も、

上司の支援や周囲の環境などが、機能していると言える。 

以上のように、中国人社員における問題の報告への行動を示した。中国人社員は、問題の

報告について、仕事の失敗へのリスク回避から、積極的に上司に報告を行っている。ただし、

自分で対処してみて後に報告したり、一部の内容を報告したりする、ストラテジーもみられ

る。「中国人社員は、問題が生じた場合も報告する」という仮説について、タイミングや内容

などの条件もあるが、これは支持されたこととなる。 

なお、中国人社員は、失敗に対するリスクの高さや、周囲の環境などから、都合の悪い情

報でも、上司に報告している。これは、報告や相談のケースと同じく、自国の有する、リス

ク意識の高さというアプローチから、異文化コミュニケーション・スキルを獲得していると

言える。また、それによる行動を促す環境がそろっていることも特徴的である。ここからは、

異文化コミュニケーションの適応において、「行動」と「環境」の二つが重要なのが分かる（図

1参照）。 

 

（図 1）異文化コミュニケーションの適応における二つの条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、ここで興味深いのは、中国進出日系企業においても、現地の中国人が同じような行

動を取るかどうかである。これに関して、現地企業とかかわっている中国人社員からは、「自

分の工場では、よく問題を隠す。それが自分の責任になるという考え方なので、それを一生

懸命隠すし、自分の責任も認めない。日本の会社は、責任も取ってくれるし、報・連・相も

徹底している」というコメントを得た。ここからでは、現地の中国人が、失敗の報告をしな

いことについて、少なくとも、責任の所在がかかわっていると考えられる。本来、報告する

行動や考え方が備わっていたとしても、いかにそれを許容する環境が大事なのかが分かる。 

 

５.５.指示への意見 

上司の指示内容に納得がいかない場合、どういう行動を取るかである。「日本人上司の指示

環境 
（文化的な行動や

考え方を生かす、人

間関係や規則など） 

行動 
（自国で形成され

た文化的な行動や

考え方など） 
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に対して、納得できないと思った場合、あなたならどのような行動を取りますか？」という

質問について、中国人社員のコメントによる理由は、以下のとおりである 8）。 

 

（１）意見を言って、考え直させる 

この行動について、最も多い理由が、「最善の方向性を考えるべき」（11 名）である。「上

司もその仕事について気づいていない場合もある。私たちが現場で働いているので、間違っ

た方向にいかないように伝えるべき」、「現場のことを知っているので、このようにしたら、

こういう問題が起こる可能性が高いのように伝える」、「上司の言っていることが、正しい場

合もあるし、間違っている場合もある。上司に間違っていたら、それを伝えるべき」といっ

たコメントがある。自分の意見により、上司の判断の間違いを気づかさせ、より良い方向性

を考えていくものである。 

 

（２）その他 

その他の内容について、「指示内容について納得したい」（9名）である。「どういう目的で

するのか、どのように考えているのかをまず聞く。そして、意見を伝えて、上司がダメだと

言ったら、それに従う」、「自分の仕事にかかわる内容だったら、絶対に言う。思っている内

容と違ったら、どの方向で進めていけばよいのか分からない。議論したほうがよい」、「自分

は経験不足なので、考えも浅いので、丁寧に説明してくれたら納得する。自分の意見を言っ

たら、自分が理解していなかった場合もある」といったコメントがある。自分の意見を伝え

ることで、上司から納得のいく説明を求めるものである。納得すれば、指示の意図を理解し、

結果が出やすくなる。仮に、納得できなくても、割り切って従うという。 

先の(1)の理由も含め、たとえ自分の意見が間違っていようとも、積極的に意見を述べてい

る。また、注目すべきは、一貫して、現場の事情は自分たちのほうが分かっており、必ずし

も上司の判断が絶対ではないと捉えていることである。なお、意見を述べる際には、日本人

上司に配慮し、「～と思います」、「～がいいと思います」、「～となりますが？」、「～の方がい

いのではないでしょうか？」といった表現を用いていた。 

 

（３）何も言わず、言うことを聞く 

少数からの回答となるが、一つ目は、「上司は、自分よりも経験があり、それなりの考えが

ある。意見を言うのを抑え、とりあえずその通り行ってみる」のような「上司の経験による

判断を優先させる」（4名）である。上司には経験にともなう、それなりの考えや意見があり、

とりあえず、言う通りに動いてみるというものである。 

二つ目は、「主張しすぎると、よく自分の意見を出すと言われる。外国人なので、あまり言

いすぎると、立場がきつくなってしまう」のような「人間関係に支障をきたす」（3名）であ

る。これは、最初は意見を言っていたが、上司の機嫌を損ねたり、その後の立場が悪くなっ

たりしたため、言わなくなったケースである。日本的ともいえるが、指示において、対人関
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に対して、納得できないと思った場合、あなたならどのような行動を取りますか？」という

質問について、中国人社員のコメントによる理由は、以下のとおりである 8）。 

 

（１）意見を言って、考え直させる 

この行動について、最も多い理由が、「最善の方向性を考えるべき」（11 名）である。「上

司もその仕事について気づいていない場合もある。私たちが現場で働いているので、間違っ

た方向にいかないように伝えるべき」、「現場のことを知っているので、このようにしたら、

こういう問題が起こる可能性が高いのように伝える」、「上司の言っていることが、正しい場

合もあるし、間違っている場合もある。上司に間違っていたら、それを伝えるべき」といっ

たコメントがある。自分の意見により、上司の判断の間違いを気づかさせ、より良い方向性

を考えていくものである。 

 

（２）その他 

その他の内容について、「指示内容について納得したい」（9名）である。「どういう目的で

するのか、どのように考えているのかをまず聞く。そして、意見を伝えて、上司がダメだと

言ったら、それに従う」、「自分の仕事にかかわる内容だったら、絶対に言う。思っている内

容と違ったら、どの方向で進めていけばよいのか分からない。議論したほうがよい」、「自分

は経験不足なので、考えも浅いので、丁寧に説明してくれたら納得する。自分の意見を言っ

たら、自分が理解していなかった場合もある」といったコメントがある。自分の意見を伝え

ることで、上司から納得のいく説明を求めるものである。納得すれば、指示の意図を理解し、

結果が出やすくなる。仮に、納得できなくても、割り切って従うという。 

先の(1)の理由も含め、たとえ自分の意見が間違っていようとも、積極的に意見を述べてい

る。また、注目すべきは、一貫して、現場の事情は自分たちのほうが分かっており、必ずし

も上司の判断が絶対ではないと捉えていることである。なお、意見を述べる際には、日本人

上司に配慮し、「～と思います」、「～がいいと思います」、「～となりますが？」、「～の方がい

いのではないでしょうか？」といった表現を用いていた。 

 

（３）何も言わず、言うことを聞く 

少数からの回答となるが、一つ目は、「上司は、自分よりも経験があり、それなりの考えが

ある。意見を言うのを抑え、とりあえずその通り行ってみる」のような「上司の経験による

判断を優先させる」（4名）である。上司には経験にともなう、それなりの考えや意見があり、

とりあえず、言う通りに動いてみるというものである。 

二つ目は、「主張しすぎると、よく自分の意見を出すと言われる。外国人なので、あまり言

いすぎると、立場がきつくなってしまう」のような「人間関係に支障をきたす」（3名）であ

る。これは、最初は意見を言っていたが、上司の機嫌を損ねたり、その後の立場が悪くなっ

たりしたため、言わなくなったケースである。日本的ともいえるが、指示において、対人関

 

係を重視している。 

 

（４）理由を述べて、断る 

「理由を述べて、その仕事は出来ないと伝える」のような、「出来ないと伝える」（3 名）

である。納得できない指示に対し、最初から断るものである。回答としては、極めて少ない。 

 

（５）考察 

上司の納得のいかない指示に対し、どのような行動を取るかについて、意見を言うが多数

である。前述した(2)「その他」は、指示内容に納得するために意見を言う、という内容であ

った。したがって、(1)「意見を言って考え直させる」はもとより、これと、(4)「理由を述

べて断る」を合わせると、大多数が、意見を言うという行動を取っていることとなる。 

意見を言わない理由を、あえて挙げれば、上司の経験による判断を優先したり、人間関係

の悪化を回避したりすることである。特筆すべき点は、これらの回答者は、元は意見を言っ

ており、経験的な判断から、聞き入れるという行動を選んでいることだ。外国人社員として

の個性が失われるという見方もあるが、日本人のコミュニケーション・スキルの獲得とも言

える。 

一方で、意見を言う理由(2)と(1)は、意見を言うことで、指示内容について納得したい、

最善の方向性を考えたい、といったものである。これらは、理解と提案のように、それぞれ、

意見の側面を表している。 

また、間違っていても、とりあえず言ってみるのように、意見を試みている場合が多く、

「言ったもの勝ち」といったものである。必ずしも、これを押し通そうというレベルのもの

ではない。そして、コミュニケーションを通して、自分がするであろう仕事の方向性の確認

や修正、転換を試みている。中国人社員が意見を言うのは、自分、さらには上司や会社のた

めであり、反対するのが目的ではなく、建設的な議論を望んでいる。 

以上のように、中国人社員における納得いかない指示への行動を示した。中国人社員は、

日本人上司の指示に対し、方向性を正したり、納得したりするために、意見を言っている。

中国人社員の意見には、このような複数のストラテジーが確認できる。一方で、何も言わな

いという行動を取る者は少数である。このことから、「中国人社員は、日本人上司の指示に意

見する」という仮説について、意見を言っており、これは支持されたこととなる。 

また、日本人からしたら、自分の意見に固執し、柔軟ではないと受け取られる可能性があ

る。実際に、先の「不明確な指示」の項目で、そのような事例を取り上げた。中国人社員が、

指示に意見を言うことに対し、強い自己主張や言い逃れと忌避しがちだが、話し合うことで、

彼らの納得性を高めたり、創造性を生かしたりすることができる。反対に、彼らの意見を封

じることで、日本人のコミュニケーション・スタイルに近づくものと考えられる。中国人社

員の個性を生かすのであれば、日本人上司が、こうした意見を受け入れる、寛容な態度を持

つ必要がある。 
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また、「日本人は意見を言わず、自分の中でためてしまっている」、「日本人は、大体イエス

マンである。私たち外国人は、日本人よりも意見を言っている」、「日本人の仕事は作業であ

る。なぜという質問を持っていても、それを表に出さない」というコメントのように、日本

人は、意見を言わないので、指示の理解不足やフラストレーションにつながっていると指摘

している。中国人の指示への意見は、日本人が学ぶべきところだと言える。 

 

５.６.範囲外の仕事 

職務範囲外の別の仕事を行わされる場合である。「日本人上司が、職務範囲以外の仕事も行

うよう求める場合、あなたなら、どの程度、取り組みますか？」という質問について、中国

人社員のコメントによる理由は、以下のとおりである 9）。 

 

（１）取り組む 

一つ目は、「勉強になるものだったらよい」（10 名）である。これについて、「経験になる

ような仕事であればしたい」、「仕事にもよる。自分が勉強になるものならばよいが、雑務は

引き受けたくない」、「翻訳など、自分の特徴を生かせたり、勉強になることだったらしたい」

というコメントがある。すなわち、その案件が、勉強になったり、経験になったりすればよ

い、という考えである。または、自分の能力が生かせればよいである。条件付きで受け入れ

る姿勢を示している。 

また、自分の専門や部署にかかわらず、「自分にとってプラスになることならば、すべてし

たい」、「他部署にも関連があるのであれば、勉強になると思う」というコメントもあるよう

に、積極的な態度がみられる。例えば、中国語の翻訳業務である。また、新規のプロジェク

トであったり、他部署との連携であったりする。これは、本業の仕事にこだわらず、仕事内

容やメンバーとのコミュニケーションなどが、新鮮なことからである。 

ただし、これには条件があり、「自分の時間が大丈夫ならば」、「自分の仕事が忙しくない時

に」のように、自分の仕事の時間を確保した上で、余裕があればという話である。そして、

そもそも、勉強や経験にならないと判断されるものは、意味のない仕事として敬遠されてし

まう。 

二つ目は、「自分の仕事に影響しなければよい」（8名）である。これについて、「余裕があ

るときは受け入れるが、ないときは自分の仕事を優先する。仕事そのものが出来なくなると

後悔するので、断る」、「仕事の全体のボリュームが大きくなってくると、バランスが悪くな

り、仕事の質も落ちてしまう」、「自分が出来る範囲であれば、ある程度は大丈夫である」と

いうコメントがある。 

すなわち、自分が対応する余裕があればかまわない、というものである。時間的なことは

もとより、仕事のキャパシティも含まれる。あくまでも、自分の仕事が前提となっており、

別の案件まで広げることには消極的である。本業の仕事の質を下げたり、引き受けた仕事が

出来なかったりすることを、不本意としている。中には、本当に出来ないのであれば断る、

062970本文.indd   156 2020/03/25   9:26



157

『国際言語文化学会　日本学研究』第 5号

 

また、「日本人は意見を言わず、自分の中でためてしまっている」、「日本人は、大体イエス

マンである。私たち外国人は、日本人よりも意見を言っている」、「日本人の仕事は作業であ

る。なぜという質問を持っていても、それを表に出さない」というコメントのように、日本

人は、意見を言わないので、指示の理解不足やフラストレーションにつながっていると指摘

している。中国人の指示への意見は、日本人が学ぶべきところだと言える。 

 

５.６.範囲外の仕事 

職務範囲外の別の仕事を行わされる場合である。「日本人上司が、職務範囲以外の仕事も行

うよう求める場合、あなたなら、どの程度、取り組みますか？」という質問について、中国

人社員のコメントによる理由は、以下のとおりである 9）。 

 

（１）取り組む 

一つ目は、「勉強になるものだったらよい」（10 名）である。これについて、「経験になる

ような仕事であればしたい」、「仕事にもよる。自分が勉強になるものならばよいが、雑務は

引き受けたくない」、「翻訳など、自分の特徴を生かせたり、勉強になることだったらしたい」

というコメントがある。すなわち、その案件が、勉強になったり、経験になったりすればよ

い、という考えである。または、自分の能力が生かせればよいである。条件付きで受け入れ

る姿勢を示している。 

また、自分の専門や部署にかかわらず、「自分にとってプラスになることならば、すべてし

たい」、「他部署にも関連があるのであれば、勉強になると思う」というコメントもあるよう

に、積極的な態度がみられる。例えば、中国語の翻訳業務である。また、新規のプロジェク

トであったり、他部署との連携であったりする。これは、本業の仕事にこだわらず、仕事内

容やメンバーとのコミュニケーションなどが、新鮮なことからである。 

ただし、これには条件があり、「自分の時間が大丈夫ならば」、「自分の仕事が忙しくない時

に」のように、自分の仕事の時間を確保した上で、余裕があればという話である。そして、

そもそも、勉強や経験にならないと判断されるものは、意味のない仕事として敬遠されてし

まう。 

二つ目は、「自分の仕事に影響しなければよい」（8名）である。これについて、「余裕があ

るときは受け入れるが、ないときは自分の仕事を優先する。仕事そのものが出来なくなると

後悔するので、断る」、「仕事の全体のボリュームが大きくなってくると、バランスが悪くな

り、仕事の質も落ちてしまう」、「自分が出来る範囲であれば、ある程度は大丈夫である」と

いうコメントがある。 

すなわち、自分が対応する余裕があればかまわない、というものである。時間的なことは

もとより、仕事のキャパシティも含まれる。あくまでも、自分の仕事が前提となっており、

別の案件まで広げることには消極的である。本業の仕事の質を下げたり、引き受けた仕事が

出来なかったりすることを、不本意としている。中には、本当に出来ないのであれば断る、

 

というコメントさえみられた。 

それ以外には、「助け合うべきである」（4 名）というのもある。本当に困っていて、お願

いされたら、その仕事をすると思う」、「同じ職場にいるので、別の仕事も行うし、今度、自

分が忙しければ、誰かに助けてもらうと思う」などのコメントが挙げられる。部署などを回

すために、役割が決まっていない案件でも、助け合って事に当たるべきという考えである。 

しかし、「自分ばかり別の仕事もしていて、他の人がしていなかったら、本人にとっては良い

ことがない」というコメントも散見され、自分が一方的に負荷を負う状態はよしとされてな

い。互いに同じ関係や立場にあることを理解する点では、日本語の「お互い様」という言葉

で説明できる。ただ、これには、相手の困った状態をおもんぱかって、一方的に支援する場

合もある。必ずしも、当てはまらないと言える。 

 

（２）取り組まない 

極めて少数の回答となるが、「自分の仕事に影響する」という理由がある。「こちらが忙し

い時に、別の仕事を振られたら、メインの仕事に影響される。最初から、引き受けないよう

にしている」などのコメントが挙げられる。すなわち、自分の仕事が出来なくなったり、そ

の案件をこなせなくなったりするので、まったく受け付けたくない、という態度である。先

の「自分の仕事に影響しなければよい」に比べ、最初から、引き受ける余地を残していない。 

 

（３）考察 

以上のように、中国人社員の多くが、職務範囲ではない仕事を行うことを受け入れている。

大きく、二つの理由がある。一つ目は、勉強になるものだったらよい、というものである。

自身の勉強や経験、能力の発揮などに結びつく仕事のことである。 

辻（2018）では、中国人社員が、終身雇用的な働き方に馴染まない原因として、そのチャ

レンジ精神や成長意欲を挙げた。いわゆる、「自己実現」である。これと一貫し、職務範囲外

の仕事においても、副次的に、自己実現への追及が確認できる。これには、回答者が 35歳以

下ということから、「直接関係していない仕事でも、実際にしてみたら、興味や新たに得られ

るものがあるかもしれない。若いうちから、いろいろな仕事を経験したい」というコメント

のように、短いスパンで自己実現を叶えようとする現状もある。また、こうした志向に合う

仕事以外は、余分な仕事として捉えられてしまう。 

二つ目は、自分の仕事に影響しなければよい、というものである。自身のメインとする仕

事を優先し、それ以外の別の仕事は、同列の扱いとされていない。余裕があれば対応すると

いうスタンスである。場合によっては、断るケースさえみられた。したがって、日本人社員

にみられるような、自分の仕事に余裕がなくても、無理して引き受けるという姿勢ではない。 

いずれも、条件付きで受け入れられている。「多少、取り組む」（20名）が多かったことか

らも、ある程度ということができる。また、仕事の内容によって、モチベーションも大きく

左右される。理論的に言えば、その社員の本業の時間を確保した上で、成長や経験につなが
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るような仕事を与えてあげれば、モチベーションが高まるとともに、最大限の力を発揮でき

ると考えられる。 

なお、受け入れらない理由としては、仕事を強いられたり、自分の仕事に影響したりする

ことが挙げられる。ただし、少数の回答となっている。また、この場合でも、その案件を引

き受けると言う。このように、中国人社員は、欧米にみられる「ジョブ・ディスクリプショ

ン」（職務記述書）のような、職務内容の明確化にこだわっているわけではない。日本企業の

文化として理解し、可能な限り対応する姿勢がうかがえる。 

以上のように、中国人社員における職務範囲外の仕事への行動を示した。中国人社員は、

職務範囲外の仕事も行うが、それは、自分の守備範囲である本業が守られての話である。そ

の上で、別の仕事も行うし、それが学べるものであれば、より積極的な態度を示す。そのた

め、場合によっては、日本人上司から、中国人社員は、別の仕事をおろそかにしたり、後回

しにしたりしていると、受け取られかねない。また、別の仕事を断る場合さえある。「中国人

社員は、仕事範囲以外のことについてはしない」という仮説について、一部の条件を除いて

行うものとして、支持されないものとする。 

 

６．結論 

以上のように、本章では、仮説の検証をめぐって、インタビュー調査の結果を紹介してき

た。これをまとめると、以下の通りである。 

 

①「中国人社員は、報告・連絡・相談などを行わない」 

リスク回避の意識が高く、積極的に行っており、支持されない 

②「中国人社員は、日本人上司の不明確な指示を受け入れられない」 

自分で行動し考えるなど、行動面で対処していることから、支持されない 

③「中国人社員は、日本人上司が褒めないことを受け入れられる」 

自己評価により、承認欲求を満たすところが大きく、支持される 

④「中国人社員は、問題が生じた場合も報告する」 

報告の遅らせ・内容の不開示などの条件もあるが、支持される 

⑤「中国人社員は、日本人上司の指示に意見する」 

方向性の修正・納得性の追求などから意見を言っており、支持される 

⑥「中国人社員は、仕事範囲以外のことについてはしない」 

学べる・余裕があるなど、一部の条件を除いて行うもの、として支持されない 

 

まず、「報・連・相」、「指示への対応」、「範囲外の仕事」などにおいて、中国人社員は、仮

説に反し、好ましいとされる行動を取っており、日本企業の文化へ適応していると捉えられ

る。また、「褒めの受け取り方」、「問題の報告」についても、中国進出日系企業のケースと同

じく、仮説同様、元来通り、好ましいとされる行動を取っている。なお、中国文化で培われ
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め、場合によっては、日本人上司から、中国人社員は、別の仕事をおろそかにしたり、後回

しにしたりしていると、受け取られかねない。また、別の仕事を断る場合さえある。「中国人

社員は、仕事範囲以外のことについてはしない」という仮説について、一部の条件を除いて

行うものとして、支持されないものとする。 

 

６．結論 

以上のように、本章では、仮説の検証をめぐって、インタビュー調査の結果を紹介してき

た。これをまとめると、以下の通りである。 

 

①「中国人社員は、報告・連絡・相談などを行わない」 

リスク回避の意識が高く、積極的に行っており、支持されない 

②「中国人社員は、日本人上司の不明確な指示を受け入れられない」 

自分で行動し考えるなど、行動面で対処していることから、支持されない 

③「中国人社員は、日本人上司が褒めないことを受け入れられる」 

自己評価により、承認欲求を満たすところが大きく、支持される 

④「中国人社員は、問題が生じた場合も報告する」 

報告の遅らせ・内容の不開示などの条件もあるが、支持される 

⑤「中国人社員は、日本人上司の指示に意見する」 

方向性の修正・納得性の追求などから意見を言っており、支持される 

⑥「中国人社員は、仕事範囲以外のことについてはしない」 

学べる・余裕があるなど、一部の条件を除いて行うもの、として支持されない 

 

まず、「報・連・相」、「指示への対応」、「範囲外の仕事」などにおいて、中国人社員は、仮

説に反し、好ましいとされる行動を取っており、日本企業の文化へ適応していると捉えられ

る。また、「褒めの受け取り方」、「問題の報告」についても、中国進出日系企業のケースと同

じく、仮説同様、元来通り、好ましいとされる行動を取っている。なお、中国文化で培われ

 

た行動として、変化の少ないものは、「指示への意見」のみであった。 

以上のように、中国進出日系企業のケースと比べると、全体的に、日本企業の文化や日本

人の行動として、好ましい方向にシフトしていることが分かる。これは、日本滞在における

日本文化への理解や、日本国内の職場環境への適用によるものだと考えられる。 

 

 

注 

 

1.接客という仕事の特殊性からサービス業を、契約という雇用の特殊性から IT業界などを入 

れていない。 

2.本研究では、報・連・相や指示への対応など、複数のテーマを扱っている。そして、それ 

ぞれの下位概念というよりは、上位概念の抽出を目指している。GTAのように厳密な理論 

の構築は目指していない。これについて、サトウタツヤ・春日秀朗・神崎真実（2019）は、 

「GTAが目指す結果は、事例の要約ではなく、ある現象の構造とプロセスを含んだ理論で 

ある。また、GTAが本領を発揮するのは、変化のある現象を把握しようとする研究である」 

（p.103）と説明している。 

3.アンケートで「行う」と「時々、行う」と記入した者には、「行う」立場として、理由を話 

してもらった。また、「めったに行わない」と「まったく行わない」は、「行わない」立場 

として話してもらった。「褒めの受け取り方」の質問も同じである。 

4.「受け入れられる」と「多少、受け入れられる」は、「受け入れられる」立場として、理由 

を話してもらった。また、「あまり受け入れられない」と「受け入れられない」は、「受け 

入れられない」立場として話してもらった。 

5.上野恭裕・馬場大治（2016）『経営管理論』（中央経済社）pp.79-80より 

6. 中野明（2018）『マズローを読む 著作から読み解く人間性心理学』（アルテ）pp.53- 

54より 

7.「報告する」と「多少、報告する」は、「報告する」立場として話してもらった。また、「あ 

まり報告しない」と「報告しない」は、「報告しない」立場として話してもらった。 

8.アンケートの項目は、「何も言わず、言うことを聞く」、「意見を言って、考え直させる」、 

「理由を述べて、断る」、「その他」といったものである。 

9.「大いに取り組む」と「取り組む」は、「取り組む」立場として話してもらった。また、「あ 

まり取り組まない」と「まったく取り組まない」は、「取り組まない」立場として話しても 

らった。 
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日本企业里中国员工的跨文化交际 

——以日本国内的日本企业为例 

Cross-cultural Communication of Chinese Employees in Japanese Companies:
A Case of Japanese companies in Japan

 

辻 周吾 

 

Summary

In this study, I survey the types of conflict these employees encounter with regard to systems and 

work-styles at Japanese companies caused by cultural differences. This survey covered eight topics: 

“lifetime employment,” “seniority system,” “paid leave system,” “workplace assignment/job rotation,” 

“reporting/contacting/consultation,” “work outside of job scope,” “reporting work mistakes,” and 

“unconvincing instructions.” The results of the survey show that it is difficult for Chinese employees 

working at Japanese companies to accept management systems such as seniority by length of service an d

lifetime employment. It is easier for them to accept business customs involving work-related 

communication, such as reporting/contacting/consultation and working outs ide of their job scope.

 

 

1.研究背景 

目前，有关日本企业里日本员工与中国员工之间的文化差异，以及由此带来的交流问题，

有片冈·三岛(1997)、西田(2016)等实施的大规模调查，并且这些针对的是中国国内的日本企

业。 

 

1.1.片岡・三島(1997) 

片岡・三島(1997) 以上海的两家日本企业为对象，调查了在中国国内的日本企业里，日本

员工与中国员工之间的跨文化交际的实际情况，分析了两者间的交际障碍的具体内容，以及产

生交际障碍的原因。结果如下： 

 

(1)在对企业的忠心、奉献意识方面：日本人重在工作，中国人重在家庭。 

(2)公司·职场·工作的意识：中国人认为职场是互相帮助的环境。但日本人觉得中国人认为 

职场是为了出人头地而互相竞争的环境。 

(3)意识差距：中国人希望得到相应的权利与责任，使自己的能力得到发挥。但日本人会为了

得到相应的权利与责任而自发地挑战工作。 

 

1.2.西田(2016) 

为探究日本员工与中国员工之间文化交流摩擦的实际情况。首先，向 194 名中国员工实施

辻
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了问卷调查(提问是否感到困难等)。然后，根据问卷调查结果，进行了采访(具体有什么样的内

容等)。此次调查可以说是该领域最新的大规模研究。具体调查内容如下： 

 

 

以下项目，总结了一些与您在同一工作场所工作的日本人的行动事例。您与日

本人在同一个职场工作时，在哪一种情况下会感到困扰呢？如果您属于在您的公

司里“还没有体验过”的选项的话，请圈「9」。 

 

＊当中国人准备离职更换工作时，日本人如何应对 

1.感到困扰 2.不是很清楚 3.并不困扰 4.应当学习 9.还没有体验过 

 

 

1.业务实施行为组，2.在中国的日资企业里见不到的行为组，3.业务管理行为组等，共设

定了 37 个项目。其中，被认为有摩擦的行为如下： 

 

表 1 使中国人“感到困扰”的日本人的行动 

排名 项目 回答人数（％） 

１ 决策上耗费时间 37.1％ 

２ 对上司指示的意见表达方式 30.4％ 

２ 分享信息不充分 30.4％ 

４ 不明确的指挥方法 29.4％ 

５ 论资排辈的升职制度 28.9％ 

６ 不明确的评价 28.4％ 

７ 当场批评 27.3％ 

８ 不说明工资 24.7％ 

９ 不表述反对意见 22.2％ 

９ 论资排辈的工资体系 22.2％ 

1.[对于众多的议题召开会议，花时间进行讨论。感觉浪费时间][少数服从多 

数的日本式决策]，2.[如果认为上司的想法有误，应当提出问题，阐述自己 

的观点，并应当说服对方]，2.[对日本人来说，比起信息的重要程度，更应 

当限制披露范围] 

 

西田(2016)的调查结果表明，在“决策上耗费时间”，“对上司的反对意见”等业务交流方

面上，存在较大的摩擦。而在论资排辈等管理制度方面的摩擦，却处于次要地位。目前，除与

中国企业开展贸易以外，日本国内的中国消费者也在不断增加，理所当然地出现了在日本国内
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雇佣中国员工的情况，由此导致日本国内的日本企业里日本员工与中国员工之间的交流问题进

一步增加。以上的研究结果基于中国国内的日资企业，日本国内的信息很少见。中国国内和日

本国内的日本企业里日本员工和中国员工的文化摩擦是否一样，有待进一步考察。 

本研究目的在于明确中国员工在日本企业里，以什么样的方式与日本员工进行沟通交流，

并是否产生文化摩擦。与此同时，对终身雇佣制度以及年功序列制度的人力资源管理系统，以

及报告联络商量等商务沟通方式等进行调查。 

 

2.研究方法 

本研究采用问卷调查的形式，于 2017 年 6 月至 9 月，对在日本企业工作的 100 名中国员工

开展了调查 1)。目的在于明确中国员工在日本企业的工作当中，以什么样的方式和日本员工沟

通交流，是否产生文化摩擦。与此同时，对终身雇佣制度以及论资排辈制度等人力资源管理系

统，以及报告联络商量等商务沟通方面进行调查。问卷内容包括“终身雇佣”，“论资排辈”，“带

薪休假”，“职场部门调换”等人事资源管理的 4 个项目。 

与西田(2016)的提问不同的是，本次调查未涉及困难不困难，仅针对一般情况下，“是否能

够接受人事资源管理的制度？”，“是否进行业务上的交流”来进行提问。内容如下： 

 

 

以下的项目是关于日本企业的经营管理与交流方面。请通过你的个人意见与体

验回答如何采取行动，以及接纳度。请画圈作答。 

 

[经营管理] 

“认准一个日企工作到退休”这样的就职观念，你能够接受吗？ 

1.可以接受 2.勉强，可以接受 3.不清楚 4.不是很能接受 5.不能接受 

[交流] 

日本人上司要求你做个人业务范围外的工作时，你会以多少程度去做？ 

1.积极做  2.适当做  3.并不是很想做  4.完全拒绝做 

 

 

与此同时，在同一年的 7 月至 9 月，再次对 30 名员工进行了采访调查。目的在于具体的了

解“问卷调查的结果不太详细”,“为什么无法被接受？”,“为什么要采取那样的行动？”等

一系列问题的原因。旨在以问卷调查为基础，就“为什么不能接受呢？”、“为什么会采取那样

的行动呢？”等进行采访提问，来探究理由。 

 

3.研究结果 

调查结果分析如下： 
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3.1.关于终身雇佣制度 

问卷调查中，“［在一家日本企业工作到退休］，这种雇佣观念，你能够接受吗？”的回答中，

“无法接受”(44%)的数值远远超出“可以接受”(35%)。多数中国员工，都无法接受终身雇佣

制度。 

 

表 2 是否能够接受终身雇佣的工作制度 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

中国员工的评论总结如下： 

(1)无法实现自我和获得成长:希望通过工作来实现自我成长和自我实现，但是认为在日本 

企业无法奢望。 

(2)感觉不到组织活力:认为终身雇佣制度下的组织并不是很理性、很合理。 

(3)从属期间太长:从根本来说并没有打算在一家企业工作 30 年、40 年到退休。 

 

无法接受的理由在于，日本企业无法完成自我实现，以及无法给予自我成长的所需空间。

并且，对于工作经验较少的中国员工来说，看到日本上司工作的样子，会认为自己处于一种不

会被解雇的安定环境中，从而导致工作态度不积极。从以上结果来看，出现好不容易受到雇用，

却在三年以内辞去工作的中国员工和这有一定的联系。 

 

3.2.关于论资排辈的制度 

“[虽然能力强，但基本是按照论资排辈的方式晋升]，这样的升职制度，你能够接受吗？”。

问题的回答中，“无法接受”(53%)远远大于“可以接受”(24%)。并且，同样关于论资排辈的薪

水问题上，“无法接受”的回答也达到了 56%。结果表明，大多数中国员工都不能接受论资排辈

的想法。并且认为论资排辈制度并不适合日本企业。 

 

中国员工的评论总结如下： 

(1)年龄上存在不公平：中国员工工作上更加重视能力和业绩，并不是很在乎由长期工作而 
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积累的企业知识。并且如果重视工作年限，反倒会觉得公司并没有发展。因此，这项 

制度中国员工看来是“没有道理”的组织制度。 

(2)工资和奖金都很低：虽然也有这样的意见，但在个人的薪水与地位等方面，这是没有办 

法的事。中国员工对于论资排辈制度的不满，可以认为他们觉得不公平，不合理。 

 

对于无法接受的理由，从薪水与自我评价方面来看，日本企业不太看重能力和努力，就算

看重，也可能只存在微小的差距。 

 

表 3 是否能够接受论资排辈的升职/加薪制度 

 

 3.3.关于带薪休假 

“日本人上司处于不完全使用带薪休假的职场，你的话，会使用掉带薪休假吗？”。问题的

回答中，“使用”(68%)远远大于“不使用”(26%)。明确了大多数的中国员工(包含不倾向使用

化的职场)都会使用带薪假期。 

 

表 4 带薪休假大概使用多少？ 
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中国员工的评论总结如下： 

(1)认同公司的制度：因为完成了份内的工作，所以应当主张权利。可以说中国员工在关心 

周围的同时，基本上会行使被给予的权利。 
(2)自我的健康来源于家人等方面：中国员工并不认为工作就是一切，如果能够带薪休假的 

话，会优先自己和家人的时间。 

除此之外也有“工作上想换换心情的时候就带薪休假”，“家人与朋友要来日本所以休息” 

等评论。 

 

关于申请带薪休假的理由，多在于法律、法规等权力方面，并不太在意周围同事的工作情

况。而且，中国人优先个人健康与家人的私人时间。 

 

3.4.关于职场部门调换 

“所认为的专业并不一样的[职场部门]和[部门调换]方面上，你能够接受吗？”问题的回

答中，“可以接受”(57%)远远大于“无法接受”(23%)。可以看到多数中国员工对部门异动持肯

定态度。 

 

表 5 是否能够接受职场的部门调换 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国员工的评论总结如下： 

(1)为了积累工作经验：对大多数文科毕业的中国员工来说(与技术职位相同)，因为没有什 

么专业，他们并不在乎部门异动，总之先考虑积累工作经验。并且，希望通过各种劳 

动找到自己想做的工作。 

(2)为了记住全盘工作：另一方面，其中也有希望成为能够应对各种工作的优秀人才。但是 

这种情况下，也有员工是基于熟知公司上下，将来掌握管理能力，提高自身职务价值 

这一想法。 
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定态度。 

 

表 5 是否能够接受职场的部门调换 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国员工的评论总结如下： 

(1)为了积累工作经验：对大多数文科毕业的中国员工来说(与技术职位相同)，因为没有什 

么专业，他们并不在乎部门异动，总之先考虑积累工作经验。并且，希望通过各种劳 

动找到自己想做的工作。 

(2)为了记住全盘工作：另一方面，其中也有希望成为能够应对各种工作的优秀人才。但是 

这种情况下，也有员工是基于熟知公司上下，将来掌握管理能力，提高自身职务价值 

这一想法。 
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中国人很接受这样的职务变动。理由在于，能够积累很多的工作经验，丰富自己的阅历。

使自己得到成长。也为了成为全能型员工，希望学习各种工作技能。 

 

3.5.关于报告·联络·商量 

“对于日本上司要求的报告·联络·商量，你能做到多少？”的问题的回答中，从“绝对

做到”(67%)与“部分做到”(31%)的数值来看，基本所有人都能做到报告·联络·商量。可以

说半数以上的中国员工都很积极的完成报告·联络·商量。 

 

表 6 是否进行报告·联络·商量 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国员工的评论总结如下： 

(1)为了工作效率：(过度的报告联络商量会感到困扰)认为报告联络商量的必要的。不应向 

错误的方向开展工作。 

(2)会有背负责任的风险：如果中途没有报告的话，说不定会发生很大的问题。那样的话， 

自己当然不想承担责任，也无法承担。 

 

中国员工能够理解在工作中，报告·联络·商量的必要性，且能够大大避免一系列风险等

问题。但从进入公司开始时需要一定的时间来习惯。摩擦主要多见于对上司报告的时机、转达

的内容与信息量、以及因人而异的转达方式等方面。 

 

3.6.关于职务范围外的工作 

“如果日本上司要求你着手你职务以外的工作，你会以多少程度去进行呢？”。回答当中“完

全听从”占 33%，“基本听从”占 52%，由结果来看，大多都会去做工作范围外的事情。多半中

国员工表示，会适当的去做，但稍微抱有消极态度。 

 

中国员工的评论总结如下： 

(1)当成是自己的义务去做：虽然最初不习惯，接受去做也是没有办法的事。但每次都要去 
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做的话会很困扰。因为无法完成本职工作，自己受到的评价也会下降。 

(2)能够当作经验：多接手一份工作，就多一份经验，从这一点来讲还是可以接受的。 

除此之外也有“希望告诉自己去做职务外工作的理由”等评论。 

 

擅离职守的行为导致自己的本职工作无法完成，产生的工作障碍则会滋生消极态度。为了

习惯日本企业的工作方式，即使接受了职务范围外的工作，事实上也是抱着不情愿的态度。 

 

表 7 是否着手职务范围外的工作 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.关于工作失败的报告 

对于“工作上出现不理想结果的情况下，你会诚实的向你的上司报告吗？”的提问结果来

看，选择报告的数值高达 98%。是非常高的数值。大多数中国员工都会积极的进行报告。 

 

表 8 对于不好的结果，你会对上司诚实的报告吗？ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国员工的评论总结如下： 

承担责任的风险：不上报错误，眼看着问题越来越严重的话，自己也无法解决。为了避免 

此类事情的发生，应当迅速的进行报告。即使那样，自己也要承担责任。并且，就算隐 
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瞒，也迟早会被发现。 

 

中国员工在报告·联络·商量方面，工作失败的问题也会报告。这是不让自己的责任与问

题变得越来越坏的最好的行动。也就是不冒风险。 

 

3.8.对于指示内容的意见 

78％的中国员工，都回答了阐述自己的意见，希望上司三思的意见接近 8 成。 

 

表 9 对于无法理解的指示，你会采取什么样的行动 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中国员工的评论总结如下： 

为了确认指示内容：虽然上级有足够的经验与正确的判断，但并不是绝对的。首先，会试 

着阐述自己的看法。其次得到上司的回答。于是，就会出现认同上司的情况或倾听自己 

建议的情况。当然也会出现重新考虑的情况。 

除此之外也有“为了上司的面子，隔一段时间再去表明意见”等评论。 

 

中国员工对于上司的指示也会传达自己的意见。前提是，上司的意见不是完全正确的。因

为进行意见交换后，可能会将工作引导到良好的方向。 

 

4.结论 

由以上所述，分析的结果如下： 

(1)从根本上来说，多数中国员工都持有自身职业生涯，并不适合终身雇佣和论资排辈。 

(2)对于职务轮换，从能够积累经验的这一点看，持积极态度。 

(3)关于带薪休假，重视工作与生活的平衡，积极的取得休假。 

(4)对于报告联络商量与失败的上报方面，从承担责任风险来看，也积极的进行。 

(5)职务范围外的工作上，表现出消极的、当作是义务的态度。 
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(6)在对指示内容的接受等方面，从返回原点的意义上，积极的表明自己的意见。 

 

综上所述，关于在日本企业工作的中国员工，在“报告·联络·商量”，“职务范围外的工

作”，“工作失败的报告”等业务交流上，比较容易能够接受。相反的，“论资排辈”与“终身雇

用”等各项管理制度，已经成为了难以习惯的事情。究其原因，可以说是因为自身职业生涯形

成的不一致而导致的。不论那种结果，都会导致中国员工跳槽。好不容易习惯了日本企业的工

作方式，没几年就辞职的现象也在预料之中。这种人才的流失问题，对日本企业来说也是一种

负面影响。与西田的研究相比，大致可以解释为逆转现象。 

今后的课题是：首先增加调查对象人数，更加深层探究人事资源管理以及业务上的交流问

题。其次，考察不同的工作年限，如何导致不同的结果。最后，为了得出更加客观的结论，调

查日本员工的看法。 

 

 

注 

 

1)问卷调查的构成如下。 

性別：男性 45 名,女性 53 名,不作答 2 名 

工龄：未满 3 年 49 名,3‐5 年 27 名,6‐10 年 11 名,11‐15 年 9 名,16‐20 年 3 名 

(＝平均年数：4 年) 

职业：制造业 34 名,零售业 25 名,IT 业 13 名,金融业 8 名,房产业 7 名,其他 11 名,不作答 2 名 

职务：营业 38 名,事务 19 名,技术 12 名,管理 6 名,其他 23 名,不作答 2 名 

日语能力：N1-80 名,N2-9 名,N3-6 名,不作答 5 名 
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書における人格論の変遷、及び今日の鑑賞の在り方 

－儒教的観点と書芸術の関係性から－ 

Personality Theory in Calligraphy Theory and the Standard of Calligraphy 
Appreciation Today:

The Influence of Confucianism on Calligraphy Appreciation
 

張 国龍 

 

Summary

Interview surveys targeting Chinese employees working for Japanese companies were conducted. 

As There is such a point of view in calligraphy criticism. What determines the quality of a calligrapher's 

work is not the work itself, but the character, character, and political position of the calligrapher. To put it 

another way: If the calligrapher is a noble person, then his writing must be excellent. Even if he doe s not 

understand calligraphy at all, it will not affect his high evaluation in the field of calligraphy. Conversely, 

if this person is not of good character and is not a good politician, even if his calligraphy skills are 

comparable to Wang Xizhi, he will not be recognized by people. I have doubts about the development and 

application of the above viewpoints in the field of calligraphy, which are closely related to traditional 

Chinese philosophical Confucianism, and whether calligraphy, which is now an independent discipline, 

still needs such a unified evaluation system. Therefore, the purpose of this article is to sort out from the 

perspective of Confucianism and the ontology of calligraphy, to explore how the above-mentioned 

viewpoints come into being, and the evolution process, and finally hope to make this theory more clearly 

affect the creative activities of calligraphy today.

 

 

序論 

書を芸術として捉えるならば、芸術としてのルールにのっとり、また芸術の持つ特性に従

って発展や変化をみせる。芸術は「美たるもの」を具現化する活動である。書によって「美

たるもの」を表現すれば、書は芸術の一つと言える。しかし、文字と扱う以上、書の基本要

素として文字の持つ使命を達成しなければならず、その上に芸術的な要素を備えることで書

美が成立する。 

さて、その書美の評価体系においては、古来より技法の運用だけに留まらない基準がある。

それは書家自身の人間性という観点であり、時には技法より上回って評価を受けることもあ

った。この観点からみれば、書作の優劣を評価する基準は、技法の堪能さとともに人格も影

響する。いわゆる、書における「人格論」である。まず、「人格論」とは、何を指すのかに

ついて、その概念を明らかにしなければいけない。中国語の『現代漢語詞典』、日本語の『大

辞泉』から「人格」に関する解説を手引きとして、論じたい。『現代漢語詞典』によれば、
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人格には二つの意味が含まれる。一つ目が「人的性情、気質、能力等特徴的総和」、二つ目

が「人的道德品質」である。『大辞泉』によれば、人格について同じく二つの意味を持つ。

一つ目に、「独立した個人としてのその人の人間性。その人固有の、人間としてのありかた」、

二つ目に、「すぐれた人間性。また、人間性がすぐれていること」とある。この二つの辞典

に掲載された人格論を照らし合わせてみると、その意味合いはほぼ同じ意味を持つ。筆者は、

書において人格を用いて書を評価する基準とその考え方は、長い間、書の文化圏が儒学の影

響を受け続けてきた点にあると考える。この観点に基づいて、本稿では「人格と書との関係」

を考察していきたい。 

蘇軾（1037 年-1101 年）曰く「古之論書者兼論其平生、苟非其人、雖工不貴也」とあり、

書の評価には人格が影響すると述べている。また、天石東村（1913 年-1989 年）も「書の良

し悪しの基本は、あくまでもその人の人間性にあり、書が立派であることはすなわち人間が

立派であることに他ならない」と、同じように書を評価する要を人柄に置いた。 

現在、我々は人格論と書の魅力とを、どこまで関連させているだろうか。この点において

過去の書論より人格と書の関係を考察し、現在の書のあり方を探る。 

 

１．人格論の誕生 

（１）揚雄：心画説 

揚雄（紀元前 55 年-紀元 18 年）は、字は子雲という。前漢時代末期の文人、学者である。

また、現在の四川省に当たる蜀郡成都の人である。揚雄は、自分が撰した『法言』に「故言、

心声也。書、心画也」と述べ、「書は心画なり」という理論を唱えた。ここでの揚雄の論じ

ている「書」の意味は広範囲であり、現在の書芸術だけに特化したものではなかった。この

「書は心画なり」という言葉は、言葉と文字の関係について論じられている。しかし、後世

の書家たちは揚雄の「心画説」を書芸術に照らし合わせて論じているのである。朱長文は「揚

子雲以書為心画、于鲁公信矣」、劉熙載は「楊子以書為心画、故書也者、心学也」、さらに

「書、如也。如其学、如其才。如其志、総之曰如其人」と述べている。それらの言葉は、揚

雄の「心画論」を発展させたものと考えられる。そして、王鎮遠は「揚雄的心画説未必是針

対書法芸術而作的評論。但是心画説対于後世的書論発展有着重大影響是不可否認的」と指摘

している。このように、揚雄が説いた「心画論」を発展的に解釈し書芸術に当てはめること

により、書と人格の強い相関が注目されることとなる。そして、書を評価する際、書家自身

の道徳、修養や学問の研鑽が書の評価の重要なポイントと考えられるようになった。 

 

（２）儒学の衰退と興隆 

「書は心画なり」という理論を唱えて以来、魏晋隋唐時代においては、書家自身の人格と

書を直結するような資料はあまり見られない。この時期の書論は、書の風格や各書体の形成

及び特徴について盛んに論議しており、それが特徴となっていた。 

このように、魏晋隋唐時代という時期に人格論思想が発展しなかったのは、儒学の衰退が
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人格には二つの意味が含まれる。一つ目が「人的性情、気質、能力等特徴的総和」、二つ目

が「人的道德品質」である。『大辞泉』によれば、人格について同じく二つの意味を持つ。

一つ目に、「独立した個人としてのその人の人間性。その人固有の、人間としてのありかた」、

二つ目に、「すぐれた人間性。また、人間性がすぐれていること」とある。この二つの辞典

に掲載された人格論を照らし合わせてみると、その意味合いはほぼ同じ意味を持つ。筆者は、

書において人格を用いて書を評価する基準とその考え方は、長い間、書の文化圏が儒学の影

響を受け続けてきた点にあると考える。この観点に基づいて、本稿では「人格と書との関係」

を考察していきたい。 

蘇軾（1037 年-1101 年）曰く「古之論書者兼論其平生、苟非其人、雖工不貴也」とあり、

書の評価には人格が影響すると述べている。また、天石東村（1913 年-1989 年）も「書の良

し悪しの基本は、あくまでもその人の人間性にあり、書が立派であることはすなわち人間が

立派であることに他ならない」と、同じように書を評価する要を人柄に置いた。 

現在、我々は人格論と書の魅力とを、どこまで関連させているだろうか。この点において

過去の書論より人格と書の関係を考察し、現在の書のあり方を探る。 

 

１．人格論の誕生 

（１）揚雄：心画説 

揚雄（紀元前 55 年-紀元 18 年）は、字は子雲という。前漢時代末期の文人、学者である。

また、現在の四川省に当たる蜀郡成都の人である。揚雄は、自分が撰した『法言』に「故言、

心声也。書、心画也」と述べ、「書は心画なり」という理論を唱えた。ここでの揚雄の論じ

ている「書」の意味は広範囲であり、現在の書芸術だけに特化したものではなかった。この

「書は心画なり」という言葉は、言葉と文字の関係について論じられている。しかし、後世

の書家たちは揚雄の「心画説」を書芸術に照らし合わせて論じているのである。朱長文は「揚

子雲以書為心画、于鲁公信矣」、劉熙載は「楊子以書為心画、故書也者、心学也」、さらに

「書、如也。如其学、如其才。如其志、総之曰如其人」と述べている。それらの言葉は、揚

雄の「心画論」を発展させたものと考えられる。そして、王鎮遠は「揚雄的心画説未必是針

対書法芸術而作的評論。但是心画説対于後世的書論発展有着重大影響是不可否認的」と指摘

している。このように、揚雄が説いた「心画論」を発展的に解釈し書芸術に当てはめること

により、書と人格の強い相関が注目されることとなる。そして、書を評価する際、書家自身

の道徳、修養や学問の研鑽が書の評価の重要なポイントと考えられるようになった。 

 

（２）儒学の衰退と興隆 

「書は心画なり」という理論を唱えて以来、魏晋隋唐時代においては、書家自身の人格と

書を直結するような資料はあまり見られない。この時期の書論は、書の風格や各書体の形成

及び特徴について盛んに論議しており、それが特徴となっていた。 

このように、魏晋隋唐時代という時期に人格論思想が発展しなかったのは、儒学の衰退が

関連している。魏晋南北朝という時代は四百余年の大混乱期で、仏教や道教が繁栄した。唐

時代になっても、皇帝は老子を先祖と位置づけたので、道教は強い勢力を持っていた。また

唐中晩期になると、皇帝は仏教に関心を寄せたことで同様の力を得た。そのため、社会思想

は仏教や道教が影響力を持ち、儒教は衰退の状況にあった。このような社会構造の中、書に

おいても仏教と道教の影響が色濃く、書と人格を評価の基準と位置づけることはあまりなか

った。 

宋時代に入ると、政治面で「朋党の乱」が激しくなり、当時の文人である士大夫らはその

渦中に巻き込まれた。そこで人々は自身の政治的不満や理想などを文学や芸術などの手段を

用いて表現した。書はその一手段であった。また、程朱理学（注１）の発展に伴い、書人た

ちは自ずと程朱理学の論理を踏まえて書に臨み、鑑賞した。程朱理学は「存天理、滅人欲」

を唱える。すなわち、人間のあらゆる行為は聖人の倫理に準じて行動すべき、ということで

ある。これは人間が立派であるかどうかが大切とされ、その価値観ですべてが評価されてい

く一面を持つ。書も人格によって評価されるという基準に重きが置かれたのは、程朱理学の

影響が大きいと考えられる。 

元時代に入ると程朱理学は官学と定められ、後の明清時代もその政策を継承した。そして、

明清時代の書家たちも程朱理学の教義を学び、その影響が強い書の理論を形成した。また、

もうひとつ留意すべきことは、宋時代以降の書論は政治的思惑が多く含まれる。書を議論す

る時、単に書についてのみではなく、政治や社会に対する見方や思想も、その書論の中に取

り込んで表していることが多くみられるようになる。この点は注意しなければならない。 

 

２．儒学と書人の相関について 

（１）書人について 

ここでは書と儒学がどのように関わったのかを考察する。儒学者たちは、音楽、文学など

と同様に、書も政治強化のための手段として用いた。魏晋南北朝時代から隋唐時代の儒教は

衰退する一方であった。宋時代になってようやく儒家が輩出され、儒家は社会の各領域にお

ける影響力を再興させた。儒家の倫理や思想に深く影響を受けた書家も現れた。この点、儒

家から書の鑑賞の在り方の影響を受けたことも想像できる。以下において、儒家思想の影響

を強く受けた代表的な書人の思想について具体的に分析を行う。 

 

（２）蘇軾：君子書と小人書 

蘇軾字は、字は子瞻とし、別名を東坡という。現在の四川省眉山市にあたる眉州眉山の人

である。その父親である蘇洵(1009 年-1066 年）と、その弟である蘇轍(1039 年-1112 年）と

ともに、「三蘇」と呼ばれている。北宋時代の政治家、詩人、書家である。東坡居士と称し

たので、蘇東坡とも呼ばれる。また、蘇洵、蘇轍の三人は当時の「洛学」（注２）、「新学」

（注３）、「朔学」（注４）と並ぶ「蜀学」（注５）という学派を創立した。書家としても

著名で、米芾・黄庭堅・蔡襄とともに宋の四大家と称されている。様々な優れた才能を持つ
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蘇軾は、波乱の生涯を送っている。しかし、そのような人生であったからこそ、詩、画、文、

書などの分野で大きな成果を挙げられたとも考えられる。 

蘇軾は、その蜀学を柱として、儒家入世の立場でありながら「仏道隠居逍遥」の思想を持

っている。これは、当時の仏道儒を折衷した中庸の思想と言えるであろう。蘇軾は自分にと

って様々な学問の有益な部分を吸収し、工夫して独自の理論を展開させた。そして、この中

庸折衷の態度を貫き、時に新党と旧党の争いに面した際には調和の立場を取った。しかし、

この調和主義は、後に双方から攻撃を受けることとなる。「朋党の争い」の渦中にある蘇軾

は、絶えず自分の立身処世の依り処と、自身の考えを表明できる方法を探していた。その帰

着を書としたのである。蘇軾は度々、書作の評価について君子書と小人書を例に挙げた。間

接的に自己の志向を表現しようとしたのであろう。 

「人貌有好醜、而君子小人之態、不可掩也。言有辯訥而君子小人之気、不可欺也。書有工

拙、而君子小人之心、不可乱也」とある。蘇軾は、書には君子書と小人書の二種類があると

いった。そして、蘇軾は「古之論書者兼論其平生、苟非其人、雖工不貴也」と述べている。

そして、書者の道徳性を把握した上で、書作の美醜を論じる点を強調した。前文によれば、

書の美醜を評価する基準は、書者の社会的立場及びその言行が「儒家倫理」に従っているか

否かを判断基準としていることがわかる。蘇軾は「知書者、凡書像其為人、率更貌寒寝、敏

悟絶人、今観其書勁険刻厲、正称其貌耳」、また、「柳少師本出於顏、而能自出新意、一字

百金、非虛語也。其言心正則筆正者、非獨諷諫、理固宜然。世之小人、書字雖工、而其神情

中遊睢盱側媚之態…然使人見書而猶憎之、則其人可知矣」と述べている。このような蘇軾の

考え方は、儒学の経典である『大学』（注６）に類似した論述がみられる。「此謂誠於中、

而形於外」という。すなわち、小人は外見を君子の姿にみ

せかけても、実にその本心はまだ小人のままなので、どの

ような真似をしても、小人であることは変わらないという

意味であり、蘇軾の言葉と同意と考える。 

「朋党の争い」に巻き込まれた蘇軾は、書について書作

の品格と人格を合わせて評価を行うことが基準であると考

えた。書作の技法はつたなくても、自身の人格練磨により

磨かれると考えたのであろう。これもまた、蘇軾の「我書

意造本無法、点画煩推信難求」、いわゆる「意を尚ぶ」と

いう理論の原点である。その上で、蘇軾は自身の才気を放

ち、天真爛漫な書風を創り出した。そして、書作を創る要

については「作字之法、識浅、見狭、学不足三者終不能尽

妙。我則心、目、手俱得之矣」と指摘している。蘇軾はこ

の理論の下で書を深め、最後には自身が求める芸術を完成

させた。 

 

（図１）蘇軾「寒食帖」台湾故宮博物館 蔵
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蘇軾は、波乱の生涯を送っている。しかし、そのような人生であったからこそ、詩、画、文、

書などの分野で大きな成果を挙げられたとも考えられる。 

蘇軾は、その蜀学を柱として、儒家入世の立場でありながら「仏道隠居逍遥」の思想を持

っている。これは、当時の仏道儒を折衷した中庸の思想と言えるであろう。蘇軾は自分にと

って様々な学問の有益な部分を吸収し、工夫して独自の理論を展開させた。そして、この中

庸折衷の態度を貫き、時に新党と旧党の争いに面した際には調和の立場を取った。しかし、

この調和主義は、後に双方から攻撃を受けることとなる。「朋党の争い」の渦中にある蘇軾

は、絶えず自分の立身処世の依り処と、自身の考えを表明できる方法を探していた。その帰

着を書としたのである。蘇軾は度々、書作の評価について君子書と小人書を例に挙げた。間

接的に自己の志向を表現しようとしたのであろう。 

「人貌有好醜、而君子小人之態、不可掩也。言有辯訥而君子小人之気、不可欺也。書有工

拙、而君子小人之心、不可乱也」とある。蘇軾は、書には君子書と小人書の二種類があると

いった。そして、蘇軾は「古之論書者兼論其平生、苟非其人、雖工不貴也」と述べている。

そして、書者の道徳性を把握した上で、書作の美醜を論じる点を強調した。前文によれば、

書の美醜を評価する基準は、書者の社会的立場及びその言行が「儒家倫理」に従っているか

否かを判断基準としていることがわかる。蘇軾は「知書者、凡書像其為人、率更貌寒寝、敏

悟絶人、今観其書勁険刻厲、正称其貌耳」、また、「柳少師本出於顏、而能自出新意、一字

百金、非虛語也。其言心正則筆正者、非獨諷諫、理固宜然。世之小人、書字雖工、而其神情

中遊睢盱側媚之態…然使人見書而猶憎之、則其人可知矣」と述べている。このような蘇軾の

考え方は、儒学の経典である『大学』（注６）に類似した論述がみられる。「此謂誠於中、

而形於外」という。すなわち、小人は外見を君子の姿にみ

せかけても、実にその本心はまだ小人のままなので、どの

ような真似をしても、小人であることは変わらないという

意味であり、蘇軾の言葉と同意と考える。 

「朋党の争い」に巻き込まれた蘇軾は、書について書作

の品格と人格を合わせて評価を行うことが基準であると考

えた。書作の技法はつたなくても、自身の人格練磨により

磨かれると考えたのであろう。これもまた、蘇軾の「我書

意造本無法、点画煩推信難求」、いわゆる「意を尚ぶ」と

いう理論の原点である。その上で、蘇軾は自身の才気を放

ち、天真爛漫な書風を創り出した。そして、書作を創る要

については「作字之法、識浅、見狭、学不足三者終不能尽

妙。我則心、目、手俱得之矣」と指摘している。蘇軾はこ

の理論の下で書を深め、最後には自身が求める芸術を完成

させた。 

 

（図１）蘇軾「寒食帖」台湾故宮博物館 蔵

（３）黄庭堅：俗を去る、韻を尚ぶ 

黄庭堅(1045 年-1105 年)の一生は、蘇軾と同じように不運な人生を辿った。政治の失意で、

度々左遷されたが、文学や書などの諸分野にて大きな成功を遂げた。 

 黄庭堅は、字は魯直という。別名を山谷道人とし、黄山谷とも称される。現在の江西省修

水県にあたる洪州分寧の人である。詩文を好み、蘇軾に師事した。秦観(1049 年-1101 年）、

張耒(1054 年-1114 年）、晁補之(1053 年-1110 年）とともに、「蘇門の四学士」と称された。

また江西詩派を開祖し、蘇軾と合わせて「蘇黄」と称されている。 

黄庭堅の書論では「韻勝」を重んじる。かつて「書画当観其韻」を唱え、また「筆墨各随

其人、工拙須其韻勝耳」とも述べている。ここで強調される韻は、どのような意味があるの

かを考えていく。黄庭堅は、書の立場から技法や造形美を超え、心境や人格及び学識・修養

などから表れる「字外の工夫」を重視する。それが黄の「韻勝」である。肝心なことを「韻」

を修得することとした。すなわち、書家の教養の有無が「韻を備える」ことに強く影響し、

教養が深く人格も優れていることで、書作が品格高いものになる。 

 

（図２）黄庭堅「松風閣帖」台湾故宮博物館 蔵 

 

 

「東坡道人少時日学蘭亭…挟以文章妙天下、忠義貫日月之気、本朝善書自当推為第一」と

ある。これは黄庭堅の蘇軾の書に対する評価の一文である。その一文を見ても、黄庭堅が「韻

と人格」との関係を極めて重視していることがわかる。そして、どのようにすれば「韻勝の

境」に達するのかについては、「韻」を備えるため必ずその俗気を抜くことが重要である、

と説いた。 

 また、「学書需要胸中有道義、又広之以聖哲之学、書乃可貴。若其霊府无程、政使筆墨不

减元常、逸少、只是俗人耳。余嘗言士大夫処世可以百為。唯不可俗、俗便不可医也。或問不

俗之状、老夫曰難言也。視其平居、无以异于常人、臨大節而不可奪、此不俗人也。平居終日

含瓦石、臨事一籌莫展、此俗人也」と述べている。 
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「俗」とは、心に聖哲の教義を備えておらず、胸に道義の是非の観を持っていないことを

指す。そのような書者の書く作品は、たとえ鐘繇、王羲之に劣らぬとしても、俗人であるか

ら書も法に拘束され生き生きとした書にはならない。しかも、その書は「美であるが、韻が

ない、勁であるが、韻がない」という弊害に陥る。書に韻が欠けている原因は、自己教養が

足りないからであると考えたのである。黄庭堅は、この「韻がない」という弊害を取り除く

ため、「若使胸中有書千卷、不随世碌碌、則書不病韵」と説いた。すなわち、聖哲の学問を

研鑽することを通して、自身の修養を高めることが重要であるとした。 

書品と書者の人格を一体化するのは、黄庭堅書論の特徴だともいえる。韻を求め俗から抜

けることは、その理想の人格を形成することにつながる。理想の人格を形成すれば、書は韻

に富んだ品格高い書風となる。この理論を踏まえ、学書の第一目的は人格の修養とされ、書

家は人格の修養から書を学び始めるべきであると考えたのだろう。 

 

（４）程頤：理学書論 

程頤(1033 年-1107 年)は、蘇黄の書論と比べ、「道」を重んじ「技」を軽んじるという傾

向がより強い。程頤は理学の宗師であり、朱子学の基礎となった人物である。そして、その

書論は後世に対して多大な影響を及ぼした。 

程頤は「今之学者有三弊一、溺于文章。二、牽于訓詁。三、惑于異端。苟無此三者、則何

将帰、必趨于道矣」と述べている。また「器必貫道」、「文必貫道」という理論を主張した。

「器」は道を悟るものとして、その重要性を強調している。「張旭学草書、見担夫与公主争

道。又見公孫大娘舞劔而悟筆法、莫是心常思念至此而感発否。若移此心于道、何所不至」と

嘆く。これは典型的な「重道軽文」と同様の「重道軽書」の思想といえる。筆者は、書は文

章と同じように「器」の類に属すると考える。程頤は道を形而上のものとみなし、器を形而

下のものとみなした。形而上のものは形而下のものを生み出し、形而下のものによって形而

上のものに辿り着く。儒家の観点から考えれば、まさに書は器に属している。そのため、書

を「道」を悟る道具とみなしたのであろう。程頤は自身の書の心得を「某写字時甚敬、非是

要字好、只是此学」とした。敬をもって学問とし、書はその「道」に辿り着くためのもので

ある。書は「道」を悟るための道具であり、芸術としての性格が軽視された。したがって、

張旭が自身の才を書に費やし、「道」を悟るために使っていなかったことを嘆いているので

ある。朱長文も「続書断」で「夫書者、英杰之余事、文章之急務也。雖其為道、賢与不賢皆

可学、然賢者能之者常多、不肖者能之者常少也」と述べ、格上の書は賢人の仕業であること

を強調している。賢人が不賢より書が素晴らしいのは、技法の面ではなく、むしろその人間

性が優れているため書も素晴らしいと語っているのである。 

 

（５）朱熹：矛盾の書論 

理学の書論は北宋の中期から発足し、南宋時代に成熟した。理学書論は「醇儒」の書論と

いえる。「醇儒」とは、儒学を純粋に修めた学者のことである。その中で、書はどのように
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「俗」とは、心に聖哲の教義を備えておらず、胸に道義の是非の観を持っていないことを

指す。そのような書者の書く作品は、たとえ鐘繇、王羲之に劣らぬとしても、俗人であるか

ら書も法に拘束され生き生きとした書にはならない。しかも、その書は「美であるが、韻が

ない、勁であるが、韻がない」という弊害に陥る。書に韻が欠けている原因は、自己教養が

足りないからであると考えたのである。黄庭堅は、この「韻がない」という弊害を取り除く

ため、「若使胸中有書千卷、不随世碌碌、則書不病韵」と説いた。すなわち、聖哲の学問を

研鑽することを通して、自身の修養を高めることが重要であるとした。 

書品と書者の人格を一体化するのは、黄庭堅書論の特徴だともいえる。韻を求め俗から抜

けることは、その理想の人格を形成することにつながる。理想の人格を形成すれば、書は韻

に富んだ品格高い書風となる。この理論を踏まえ、学書の第一目的は人格の修養とされ、書

家は人格の修養から書を学び始めるべきであると考えたのだろう。 

 

（４）程頤：理学書論 

程頤(1033 年-1107 年)は、蘇黄の書論と比べ、「道」を重んじ「技」を軽んじるという傾

向がより強い。程頤は理学の宗師であり、朱子学の基礎となった人物である。そして、その

書論は後世に対して多大な影響を及ぼした。 

程頤は「今之学者有三弊一、溺于文章。二、牽于訓詁。三、惑于異端。苟無此三者、則何

将帰、必趨于道矣」と述べている。また「器必貫道」、「文必貫道」という理論を主張した。

「器」は道を悟るものとして、その重要性を強調している。「張旭学草書、見担夫与公主争

道。又見公孫大娘舞劔而悟筆法、莫是心常思念至此而感発否。若移此心于道、何所不至」と

嘆く。これは典型的な「重道軽文」と同様の「重道軽書」の思想といえる。筆者は、書は文

章と同じように「器」の類に属すると考える。程頤は道を形而上のものとみなし、器を形而

下のものとみなした。形而上のものは形而下のものを生み出し、形而下のものによって形而

上のものに辿り着く。儒家の観点から考えれば、まさに書は器に属している。そのため、書

を「道」を悟る道具とみなしたのであろう。程頤は自身の書の心得を「某写字時甚敬、非是

要字好、只是此学」とした。敬をもって学問とし、書はその「道」に辿り着くためのもので

ある。書は「道」を悟るための道具であり、芸術としての性格が軽視された。したがって、

張旭が自身の才を書に費やし、「道」を悟るために使っていなかったことを嘆いているので

ある。朱長文も「続書断」で「夫書者、英杰之余事、文章之急務也。雖其為道、賢与不賢皆

可学、然賢者能之者常多、不肖者能之者常少也」と述べ、格上の書は賢人の仕業であること

を強調している。賢人が不賢より書が素晴らしいのは、技法の面ではなく、むしろその人間

性が優れているため書も素晴らしいと語っているのである。 

 

（５）朱熹：矛盾の書論 

理学の書論は北宋の中期から発足し、南宋時代に成熟した。理学書論は「醇儒」の書論と

いえる。「醇儒」とは、儒学を純粋に修めた学者のことである。その中で、書はどのように

扱われたのか。その特徴は以下の通りである。一つ目に「道」は書と一体となる。二つ目に

書は「道」に存在する。三つ目に書は書家の人格を重んずる。四つ目に書は学識の修養が必

要とされる。醇儒書論の代表としては、まず朱熹が挙げられる。 

朱熹(1130 年-1200 年)は、字は元晦といい、別名は晦庵である。現在の福建にあたる南剣

州尤渓県に生まれ、建陽の考停で没した。儒教の体系化を図った中興者であり、いわゆる「新

儒教」の朱子学の創始者である。朱子学は元時代に科挙試験に加わり、清朝末まで官学の地

位に置かれた。 

「書は道の中にある」ことは、朱熹が書を論じる上での中心的な思想である。朱熹は「若

以文貫道、却是把本為末、以末為本」、また「道者、文之根本。文者、道之枝葉」と述べて

いる。ここから分析すれば、朱熹の書は「道」の下となる。また朱熹は「道を守る」という

立場で、違論に対しては強烈な批判を加えた。この立場で、蘇軾の書に対しても批判的な態

度をとったのである。曹宝麟は、かつて朱熹の書論観を概説して「朱熹対本朝書法的是非取

捨標準、可用一個簡単的公式来概括、那就是芸術優劣可居其次、字迹的平整与否却是至関重

要的」と説いた。朱熹は、自身と近い思想を持つ宋の儒家の書いた作品に対しては高く評価

した。例えば、胡安国(1074 年-1138 年）の書は「厳師益友」、邵雍(1011 年-1077 年）の書

は「墨跡謹厳」、欧陽修(1007 年-1072 年）の書は「中実剛直」のようであると誉めたたえた。 

しかし、これらの書人の作は書道史おいて重要な位置を占めておらず、彼らの書作の芸術

性は後世に伝わっていない。この四人に共通する点は、後世に「醇儒」と呼ばれることであ

る。すなわち、儒学や文学などの分野で大きな業績をあげた人々を高く評価したのである。

朱熹が彼らを高く評価したのは、おそらく彼らの書に「書巻の気」(注７）が備わっており、

自己の志と一致したからではないか。儒学の観点からいえば、書は「技芸」である。儒生は

その技芸に関心を持っており、志を失ったように見え、周りの知人から批判を受けることあ

ったという。「志于道、依于徳、据于仁、游于芸」 と、孔子が指摘しているように、醇儒ら

にとって、書はまさに「芸の境地に遊ぶ」という先師の言葉を実践しているといえる。この

観点から、書はその芸術性はあるものの、儒学の附属的位置

であると考えたのであろう。「芸の境地に遊ぶ」のが書芸に

もっとも良いことだとされ、肯定的態度を示したのである。

また、朱熹はもう一人の書家を高く評価した。それは宋の四

大家の蔡襄である。その書風が、法を守っている点で、蘇黄

米の自由奔放な書とは異なるからであろう。 

儒家思想の影響で、朱熹は書聖王羲之の書でさえ、「二王

書、某曉不得、看着只是俗了、今有个人書得如此好俗」と評

した。実際に、二王の書は豊富な芸術性に富んでおり、多く

の人々に好まれた。二王の書の魅力にひかれることで、儒学

の学習を阻害する事となってはいけないと考えたからであろ

う。そして、「只看説文字類、便見王書無意思」と述べ、「説

（図３）宋版「説文解字」許慎撰
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文解字」（注８）は、二王の書を見るより意義があると説いた。『説文解字』は字典であり、

二王の書は芸術である。朱熹は、書においてはその社会的役割があることが大切であり、『説

文解字』は二王より有意義だという指摘として、その実用性に着目したのであろう。書の芸

術性よりも、その実用性を発展していくべきと考え、書芸術の評価についても、儒家倫理に

従うべきだと考えた。そして、書の社会的役割を発展させ、道を悟るための道具と考えたの

である。 

 また、朱熹は特に「端楷の学

習」を強調している。端楷とい

うのは、楷書のことである。楷

書のその端正な結構な特徴は、

まさに君子の姿と考えた。この

端正な楷書を学ぶことを通じ、

学者は君子の姿を身に着けるこ

ととなる。すなわち、書を習う

ことも儒学においては自己修養

を達成するための一手段であっ

た。 

「敬夫嘗言、平生所見王荆公

書、皆如大忙中写。不知公安得

有如許忙事。此雖戯言、然実切

中其病。今観此卷、因省平日得

見韓公書迹、雖于親戚卑幼、亦

皆端厳謹重、略与此同、未嘗一筆作行草勢、盖其胸中安静詳密、雍容和豫、故无頃刻忙時、

亦无繊芥忙意、与荆公之躁急正相反也。書札細事、而于人之德性、其相关有如此者。熹于是

有窃喜焉」、また「黄魯直自謂人所莫及、自今観之、亦是有好処、但自家既是写得如此好、

何不教他方正。須要得恁欹斜則甚。又他也非不知端楷為是、但自要如此写、亦非不知做人誠

実端悫為是、但自要恁地放縱」と述べている。このように、朱熹は書の字形から人の徳性が

表れると考え、端楷の優雅かつ法を守るという特徴を人々は備えるべきとした。誠敬を求め

る朱熹にとって、端楷の特徴は人格錬磨の最高の表現方法である。朱熹の王安石(1021 年

-1086 年）や、黄庭堅に対する批判は、その点画から端楷のルールが遵守されなかったこと

が起因しており、「端楷の修養」は朱熹にとって重要な評価基準であることがわかる。 

それ以外にも、君子の書の価値についても論じている。君子の書を学ぶ過程において、字

形を真似るのみならず、その臨書対象の人柄、政治形象なども注目すべきだと唱えた。朱熹

曰く「余少時喜学曹孟德書、時劉共父方学顔真卿、余以字書古今誚之、共父正色謂余曰、我

所学者唐之忠臣、公所学者漢之篡賊耳。余嘿然無以對、是則取法不可不端也」という。ここ

に登場する顔真卿(709 年-785 年)は唐時代の功臣であり、曹操(155 年-220 年)は後漢の権臣

（図４）蔡襄「澄心堂帖」台湾故宮博物館 蔵
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文解字」（注８）は、二王の書を見るより意義があると説いた。『説文解字』は字典であり、

二王の書は芸術である。朱熹は、書においてはその社会的役割があることが大切であり、『説

文解字』は二王より有意義だという指摘として、その実用性に着目したのであろう。書の芸

術性よりも、その実用性を発展していくべきと考え、書芸術の評価についても、儒家倫理に

従うべきだと考えた。そして、書の社会的役割を発展させ、道を悟るための道具と考えたの

である。 

 また、朱熹は特に「端楷の学

習」を強調している。端楷とい

うのは、楷書のことである。楷

書のその端正な結構な特徴は、

まさに君子の姿と考えた。この

端正な楷書を学ぶことを通じ、

学者は君子の姿を身に着けるこ

ととなる。すなわち、書を習う

ことも儒学においては自己修養

を達成するための一手段であっ

た。 

「敬夫嘗言、平生所見王荆公

書、皆如大忙中写。不知公安得

有如許忙事。此雖戯言、然実切

中其病。今観此卷、因省平日得

見韓公書迹、雖于親戚卑幼、亦

皆端厳謹重、略与此同、未嘗一筆作行草勢、盖其胸中安静詳密、雍容和豫、故无頃刻忙時、

亦无繊芥忙意、与荆公之躁急正相反也。書札細事、而于人之德性、其相关有如此者。熹于是

有窃喜焉」、また「黄魯直自謂人所莫及、自今観之、亦是有好処、但自家既是写得如此好、

何不教他方正。須要得恁欹斜則甚。又他也非不知端楷為是、但自要如此写、亦非不知做人誠

実端悫為是、但自要恁地放縱」と述べている。このように、朱熹は書の字形から人の徳性が

表れると考え、端楷の優雅かつ法を守るという特徴を人々は備えるべきとした。誠敬を求め

る朱熹にとって、端楷の特徴は人格錬磨の最高の表現方法である。朱熹の王安石(1021 年

-1086 年）や、黄庭堅に対する批判は、その点画から端楷のルールが遵守されなかったこと

が起因しており、「端楷の修養」は朱熹にとって重要な評価基準であることがわかる。 

それ以外にも、君子の書の価値についても論じている。君子の書を学ぶ過程において、字

形を真似るのみならず、その臨書対象の人柄、政治形象なども注目すべきだと唱えた。朱熹

曰く「余少時喜学曹孟德書、時劉共父方学顔真卿、余以字書古今誚之、共父正色謂余曰、我

所学者唐之忠臣、公所学者漢之篡賊耳。余嘿然無以對、是則取法不可不端也」という。ここ

に登場する顔真卿(709 年-785 年)は唐時代の功臣であり、曹操(155 年-220 年)は後漢の権臣

（図４）蔡襄「澄心堂帖」台湾故宮博物館 蔵

である。この二人について、顔真卿を止揚し、曹操を非難している。これは顔真卿が儒家倫

理にかなっているからである。 

朱熹が幼少期に顔真卿の書を学ばず、曹操の書を学んだことは、個人道徳を重視している

宋儒にとっては「離経叛道」の仕業である。そのため、朱熹は友人の意見を聞き入れ、曹操

の字を学ぶことをやめた。学書の目的が「善悪忠奸」であることを明確にさせるためである。

理学家は書の中心に社会的役割を据えたのである。顔真卿の書は「人格者の書」として、そ

の最高の代表作であると、歴代の書家に評価された。朱熹も顔真卿の書を学ぶことを通じ、

書家の人格を高める作用を果たせると信じていたのである。一方で、朱熹の書評には芸術の

立場としての言論も見出すことができる。例えば、蘇東坡・黄庭堅・米芾などの書の芸術性

を認めていたことは矛盾しているようにみえるが、これは純粋に彼らの書美を評価したので

はなく、社会的・人物的に立派であったからこそ、彼らの書が優れていたと考えたのであろ

う。要するに、儒家倫理では、書は社会的役割を果たすのみ書の存在価値につながると考え

ていたと考えられる。 

 

（６）岳珂：人格論 

岳珂（1183 年-1234 年）は、字は粛之とし、別名は倦翁という。河南省の人である。岳珂

は忠臣岳飛の後裔であり、彼は「善悪忠奸」の区別を論ずることに努めた。そのため、彼の

書論も書家の気節を重視している。 

 彼は、顔真卿の書を評する際に「公之忠義貫日月、筆法越古今。胸之所思則為書、所謂忠

義之書也」と評価した。その書跡から人柄がうかがえるものとした。また、蔡襄の人格は優

れており、顔真卿と並び称される書家であると評した。書の品格は、書家の人間性にあると

したのである。書家は、まず自己を修養し、それから書が大成していくと考えたのであろう。 

 

（７）項穆：心相の書論 

項穆（1550 年-1600 年）は、字は徳純であり、別名は貞元である。書を能くし、『書法雅

言』を撰した。項穆の書論も儒家思想が根幹にある。彼は書を論じる際、書の社会的役割を

極めて重視する。この一冊の書論集は、書論史において儒学思想を体系化した代表作である。

項穆は、書作を通じて人心が表れるから、人心を正すことによって素晴らしい書になると考

えた。また、学書の見本となるのを「王羲之の書」に限ったのである。「豈有舍仲尼而可以

言正道，異逸少而可以為法書哉」と述べ、王羲之を「兼乎鍾張」であると述べた。堯、舜は

伝説の聖王だが、孔子は堯、舜よりも立派であるといい、鍾繇、張芝は後漢の立派な書人だ

が、王羲之はその二人の書より優れているといった。この二人の書について、後世に鍾繇の

書は「天然の書」と評価され、張芝の書は「工夫の書」と評価されている。王羲之の書の素

晴らしさは言うまでもないが、項穆にとって重要なのは、王羲之の書が「天然」と「工夫」

という二つの書風を備えていることである。そして、これを最上のものと評価している。こ

の観点からいえば、蘇東坡や米芾のような自由自在で、しかも個性が溢れる書は受け入れず、
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従来の書の古法を乱すことと考えたのであろう。そして、蘇東坡や米芾の恣意的な書になら

ないように、彼は「中和」が重要であるとした。「中也者、無過不及是也。和也者、無乖無

戾是也」とある。中和とは、いわゆる書において片寄ることなく、中道を歩むということで

ある。この審美観は儒家においても、「中庸」（注９）に通じている。過不足なく調和がと

れていることが重要である。 

さらに、彼は自身の理想の人物像について、「試以人品喻之。宰相則貴有愛君容賢之心、

正直忠厚之相。将帥則貴有尽忠立節之心、智勇万全之相。諫議則貴有正道格君之心、謇諤不

阿之相。隠士則貴有楽善無悶之心、残世仙挙之相。由此例推、儒行也、才子也、佳人也、僧

道也、莫不有本来之心、合宜之相者。所謂有諸中、必形諸外、観其相、可識其心。柳公権曰、

心正則筆正。余今曰人正則書正。心為人之帥、心正則人正矣。筆為書之充、筆正則事正矣」

と述べている。「心正則筆正」という言葉は、柳公権(778 年-865 年）の唐の穆宗皇帝(795

年-824 年）に対しての諫言だが、時代が経つにつれてその本来の意味を失い、書理論として

定着した。しかし、仮に書家の本心が儒家倫理に一致したとしても、正しい用筆ができると

は限らない。また「心」について、河内利治は次のように論じている。「そもそも人間の心

には公心と私心があろう。実際にはこの両者の心がともに含まれる場合、一方に比重が傾く

場合がほとんどであり、すっきりと区別し得るものではないが、書跡から、この二種の『心』

を見ることができるのはなかろうか」といい、「心が正しい状態とは、儒家・道家の両方の

心を中和、あるいは超越した心理状態を指すのではなかろうか。そしてそのような至高の境

地に価値を見出すのが書法芸術であるといえよう」と指摘している。 

 

（８）傅山：書論にある政治抱負 

明朝末期・清朝初期のころ、文人の士大夫は異民族の侵略、及び国破家滅の非常事態に面

しており、様々な道を選ぶことになった。黄道周(1585 年-1646 年）、倪元璐(1593 年-1644

年)らの忠烈の士、あるいは、清朝に仕えた王鐸(1592 年-1652 年)、銭謙益(1582 年-1664 年)、

また隠居の生活を選び清朝に非協力的な道を歩んだ傅山（1607 年-1684 年）、八大山人(1626

年-1705 年)などである。このような時代変遷の混乱期に、多くの個性的で独特な芸術家が現

れた。また、これらの芸術活動は、後世の書家に多大な影響を与えた。この中で、傅山はこ

の時代の代表的な書家として、後世から高い評価を受けている。 

傅山は、中国の文人、画家である。名は鼎臣、別名は青竹である。後に名を山、字を青主

と改めている。字は他に公之などがあり、別名は嗇廬、また朱衣道人・石道人・隨厲・六持・

丹崖翁・濁堂山人などがある。周知のように、明朝の遺民と自負する傅山は、清王朝に対す

る非協力的な態度をとった。傅山は、度々清朝に招かれて官職を授けられたが出仕しなかっ

た。故郷に帰った傅山は、一心に学問や書の研鑽に励んだ。太原はその影響で当時の文化の

中心地の一つとなっていた。傅山は、書についてまず書き手の気節を重視し、書に関する詩

も作っている。「作字先作人、人奇字自古。綱常叛周孔、筆墨不可補。誠懸有至論、筆力不

専主…未習魯公書、先観魯公詁。平原気在中、毛頴自吞虜」である。ここで、傅山は字を学
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定着した。しかし、仮に書家の本心が儒家倫理に一致したとしても、正しい用筆ができると

は限らない。また「心」について、河内利治は次のように論じている。「そもそも人間の心

には公心と私心があろう。実際にはこの両者の心がともに含まれる場合、一方に比重が傾く

場合がほとんどであり、すっきりと区別し得るものではないが、書跡から、この二種の『心』
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心を中和、あるいは超越した心理状態を指すのではなかろうか。そしてそのような至高の境

地に価値を見出すのが書法芸術であるといえよう」と指摘している。 

 

（８）傅山：書論にある政治抱負 

明朝末期・清朝初期のころ、文人の士大夫は異民族の侵略、及び国破家滅の非常事態に面

しており、様々な道を選ぶことになった。黄道周(1585 年-1646 年）、倪元璐(1593 年-1644

年)らの忠烈の士、あるいは、清朝に仕えた王鐸(1592 年-1652 年)、銭謙益(1582 年-1664 年)、

また隠居の生活を選び清朝に非協力的な道を歩んだ傅山（1607 年-1684 年）、八大山人(1626

年-1705 年)などである。このような時代変遷の混乱期に、多くの個性的で独特な芸術家が現

れた。また、これらの芸術活動は、後世の書家に多大な影響を与えた。この中で、傅山はこ

の時代の代表的な書家として、後世から高い評価を受けている。 

傅山は、中国の文人、画家である。名は鼎臣、別名は青竹である。後に名を山、字を青主

と改めている。字は他に公之などがあり、別名は嗇廬、また朱衣道人・石道人・隨厲・六持・

丹崖翁・濁堂山人などがある。周知のように、明朝の遺民と自負する傅山は、清王朝に対す

る非協力的な態度をとった。傅山は、度々清朝に招かれて官職を授けられたが出仕しなかっ

た。故郷に帰った傅山は、一心に学問や書の研鑽に励んだ。太原はその影響で当時の文化の

中心地の一つとなっていた。傅山は、書についてまず書き手の気節を重視し、書に関する詩

も作っている。「作字先作人、人奇字自古。綱常叛周孔、筆墨不可補。誠懸有至論、筆力不

専主…未習魯公書、先観魯公詁。平原気在中、毛頴自吞虜」である。ここで、傅山は字を学

ぶ前に、まず人格の修養から着手すべきだ、と述べている。人格が賢者のようであるからこ

そ、書も素晴らしいものになると考えたのだろう。柳公権の筆諫や、顔真卿の気節を挙げて

いる。柳公権の「心正則筆正」という思想由来にも、人格の修養が重要だと理解したのだろ

う。顔真卿は、歴代の文人に賞される理想的な人格の典型であり、逆に失節する人物に対し

ては批判を行った。そのため、趙孟頫(1254 年-1322 年）は、この場では対比させる対象とし

て欠かせない存在である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

傅山は、自身の学書経験を「貧道二十歳左

右于先世所伝晋唐楷書无所不臨、而不能略肖。

偶得趙子昂秀光詩卷迹、愛其圓転、流麗、遂

臨之、不数過而欲乱真。此无他、即如人学正

人君子、只覚觚棱難近、将而与匪人游神情不

覚其日親日密、而无尔我者、然也行也大薄。

其為人痛悪、其書浅俗如徐偃王之无骨。始复

宗先人四五世所学之魯公、而苦学之。然腕雑

矣、不能勁瘦挺拗如先人矣、比之匪人、不亦

傷乎。不知董太史何所見而遂称趙孟頫為五百

年中所无、貧道乃今大不解、乃今大不解」と

語っている。ここで傅山は一時的に趙の字に

心魅かれた。が、趙孟頫の敵に降伏した行為が傅山の理想に反したので、顔真卿の書を学び

始めている。 

このような経験から、傅山は学書の対象に、書家の品行学識を参考にしたことがわかる。

趙孟頫の書風は、二王の書から継承し古法を守るものである。明朝初期、方孝孺(1357 年-1402

年）は趙孟頫の書について、「宋之季年、書学掃除地蕩盡、而詩尤壊爛不可收拾。文敏公生

（図５）米芾「蜀素帖」台湾故宫博物院 蔵

博物館蔵

（図６）顔真卿「麻姑仙壇記」北京故宫博物院 蔵 

（図７）趙子昂「蘭亭十三題跋」東京国立博物館 蔵 
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其時、而能脱去陋習、上師古人、遂卓然以二者名家。正書尤為当世所貴重」と客観的な見方

を示した。筆者は書の技法の面において、趙孟頫の字の温婉と顔真卿の字の端正は、優劣を

つけにくく、むしろ両方ともすばらしい書と考えている。しかし、傅山は、趙の温婉な書の

技術より失節している点に重きを置いた。これには自身の明朝への愁いが反映しているので

あろう。同じ考えで、董其昌も批判している。  

「好好筆法、近来被一家写坏、晋不晋、六朝不六朝、唐不唐、宋元不宋元、尚暖暖姝姝、

自以為集大成者、有眼者一見便窺見室家之好」とあり、董其昌(1555-1636）の王朝に対する

処世は評価に値しないとし、その書も評価しなかった。筆者は、董其昌の書も趙孟頫と同じ

ような清媚な魅力を備え、顔柳の剛勁の気がない書風であると考える。傅山は「余極不喜趙

子昂、薄其人、遂悪其書」と、はっきりと自身の論書基準を示している。書家の人格と政治

的思想は、書の優劣にかかわるという立場をとったのである。 

しかし、傅山は、当時清朝にも仕えた王鐸(1592-1652）には異なった見解を示す。王鐸は

明末に礼部尚書にまでなった大官僚である。清朝へ抵抗もせず諸々を率いて降伏し、後に清

朝からも礼部尚書の官位を授けられた。このような王鐸に対して、傅山は批判しなかった。

傅山は「王鐸四十年前字、極力造作。四十年後、無意合拍、遂成大家」と指摘している。む

しろ、王鐸に対してその芸術性を認め、高く評価したのである。そして、その書には類似点

が多くみえ、その書風も近いように感じる。 

 

（図８）董其昌「題米芾蜀素帖」台湾故宮博物館 蔵 

 

 

王鐸への寛容な態度と、趙孟頫への厳しい態度は一見矛盾しているように思えるが、一定

の合理性を持っていると考えられる。傅山の晩年は、清朝がすでに中国全土を征服したが、

各地で起こった抗清運動がまだ続いた。この事態に面した統治者は、武力鎮圧を行い、文化

062970本文.indd   182 2020/03/25   9:26



183

『国際言語文化学会　日本学研究』第 5号
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「好好筆法、近来被一家写坏、晋不晋、六朝不六朝、唐不唐、宋元不宋元、尚暖暖姝姝、

自以為集大成者、有眼者一見便窺見室家之好」とあり、董其昌(1555-1636）の王朝に対する

処世は評価に値しないとし、その書も評価しなかった。筆者は、董其昌の書も趙孟頫と同じ

ような清媚な魅力を備え、顔柳の剛勁の気がない書風であると考える。傅山は「余極不喜趙

子昂、薄其人、遂悪其書」と、はっきりと自身の論書基準を示している。書家の人格と政治

的思想は、書の優劣にかかわるという立場をとったのである。 

しかし、傅山は、当時清朝にも仕えた王鐸(1592-1652）には異なった見解を示す。王鐸は

明末に礼部尚書にまでなった大官僚である。清朝へ抵抗もせず諸々を率いて降伏し、後に清

朝からも礼部尚書の官位を授けられた。このような王鐸に対して、傅山は批判しなかった。

傅山は「王鐸四十年前字、極力造作。四十年後、無意合拍、遂成大家」と指摘している。む

しろ、王鐸に対してその芸術性を認め、高く評価したのである。そして、その書には類似点

が多くみえ、その書風も近いように感じる。 

 

（図８）董其昌「題米芾蜀素帖」台湾故宮博物館 蔵 

 

 

王鐸への寛容な態度と、趙孟頫への厳しい態度は一見矛盾しているように思えるが、一定

の合理性を持っていると考えられる。傅山の晩年は、清朝がすでに中国全土を征服したが、

各地で起こった抗清運動がまだ続いた。この事態に面した統治者は、武力鎮圧を行い、文化

牽制の政策をとったのである。明朝末期の遺

民の間で「文字の獄」が盛んに行われ、彼ら

への粛清が強まった。もし黄道周や倪元璐と

いった明朝に忠誠を尽した書家を高く評価し

たら、清朝の逆鱗に触れることとなり、生命

の危険にまで及ぶ。そのため、傅山は清に仕

えた芸術理想が似ている王鐸の書を讃え、同

じ貮臣に仕えた趙孟頫を批判して区別したと

考えられる。このことによって、傅山は自己

の政治的志向を曲げることなく、その生き延

びる術を手に入れた。そして、「近細観之、

亦未可厚非。熟媚綽約、自是賤態。潤秀圓転、

盖自蘭亭内稍変而至此、与時高下、亦有気運、

不独文章然」と述べている。このように趙孟

頫の書については、蘭亭序から由来し、古法

を守っている点だけを評価している。書家自身の政治立場は、その書の評価に大きな影響が

あったのである。 

 

（図１０）傅山「蔷盧妙翰卷」山西省博物館 蔵 

 

 

傅山の言葉に興味深い一文がある。「寧拙毋巧、寧醜勿媚、寧支離无破碎、寧直率毋安排

書毋巧、寧醜勿媚、寧支離无破碎、寧直率毋安排」である。 

「拙と巧」、「醜と媚」、「支離と破碎」、「直率と安排」など、これらの概念は、対立

かつ調和不可能な美的概念である。そして「醜」、「拙」、「支離」、「直率」を肯定して

（図９）王鐸「行書五言立軸」湖北博物館 蔵 

062970本文.indd   183 2020/03/25   9:26



184

書における人格論の変遷、及び今日の鑑賞の在り方

いる。この理論は、彼の政治的な抱負と一致している。故国を憂い、傅山は趙孟頫、董其昌

の圓媚無骨を批判し、顔真卿の端正醇厚や、廊廟の風がある書は高く評価している。傅山は

清朝に屈服しないで、書の評論を通じて自己の政治的抱負を表明しているのだ。醜拙を鼓吹

し、支離破碎（注１０）を呼びかけたのである。これらのことから、清朝と明朝における遺

民の間に、峻厳たる闘争が存在することがわかる。そして、傅山の書論に隠された政治的理

想を読み取ることができるのである。 

 

３．人と書の関わりと現代の書 

（１）人格論の影響について 

儒家の間では、書の品格を高めるには、人格

道徳の修養が不可欠であると唱えられる。が、

筆者は、この道徳的修養の工夫（注１１）と書

芸の相関関係は薄いと考える。「書は人なり」

という説は、書道と関わりがある人だけでなく、

一般大衆にも馴染みのある言葉だが、果たして

その言葉通り、書作からその書き手の人間性を

具現化できるのだろうか。書道史上において、

この説に異論を唱えた書家もいた。宋の沈作喆

（生卒不詳）は「未必翰墨全類其人也、人心之

所尊賤、油然而生、自然見異耳」と述べ、范成

大(1126 年-1193 年)は「跋司馬紹公帖」で「旧伝字書似其為人、亦不必皆然。杜正憲之厳整

而好作草圣、王文正之沉毅而筆意洒落、欹側有態、豈皆似其人哉」と指摘している。いずれ

も、書が決してその書き手の人間性を表さない立場をとっている。 

「書は人なり」という説は、一部の文人や儒学者が揚雄の心画説を発展的に解釈したこと

によるのではないかと筆者は考える。「人格論」の誕生とその発展は、書家の個人的理想に

ともない、また儒学の理論を加えて体系化してきた。要するに、書と人格論との関係は、儒

学的理想と政治的な特徴などを盛り込みたいという願いから派生し、儒家の倫理の範疇で書

のあるべき姿を求めたからこそ、「書は人なり」と謳われたのではないか。儒学観では、あ

らゆる技芸たるものは「文質彬彬」であり、その理想的な審美観にかなう技芸こそ価値のあ

るものと認められる。 

書においては、前述の通り、儒家たちが、その「文質彬彬」という審美にかなう理想的な

字体は「端楷」であると考え、「中和」を最上とした。端正で、かつ法を守るという特徴が

理想なのである。そして、中和の精神をもった立派な人物であれば、素晴らしい書が書ける

と結論づけた。この点に関して、筆者は疑問を持つ。技法を中心とする書芸術は、まず技法

を極めることが重要である。書の本体とされる形而上の道を悟ることは、技法に次ぐ副次的

なことであるべきである。また道を悟らなくても、書の技術の修得には影響しない。芸術は、

（図１１）上田桑鳩「愛」1951 年 日展 
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いる。この理論は、彼の政治的な抱負と一致している。故国を憂い、傅山は趙孟頫、董其昌

の圓媚無骨を批判し、顔真卿の端正醇厚や、廊廟の風がある書は高く評価している。傅山は

清朝に屈服しないで、書の評論を通じて自己の政治的抱負を表明しているのだ。醜拙を鼓吹

し、支離破碎（注１０）を呼びかけたのである。これらのことから、清朝と明朝における遺

民の間に、峻厳たる闘争が存在することがわかる。そして、傅山の書論に隠された政治的理

想を読み取ることができるのである。 

 

３．人と書の関わりと現代の書 

（１）人格論の影響について 

儒家の間では、書の品格を高めるには、人格

道徳の修養が不可欠であると唱えられる。が、

筆者は、この道徳的修養の工夫（注１１）と書

芸の相関関係は薄いと考える。「書は人なり」

という説は、書道と関わりがある人だけでなく、

一般大衆にも馴染みのある言葉だが、果たして

その言葉通り、書作からその書き手の人間性を

具現化できるのだろうか。書道史上において、

この説に異論を唱えた書家もいた。宋の沈作喆

（生卒不詳）は「未必翰墨全類其人也、人心之

所尊賤、油然而生、自然見異耳」と述べ、范成

大(1126 年-1193 年)は「跋司馬紹公帖」で「旧伝字書似其為人、亦不必皆然。杜正憲之厳整

而好作草圣、王文正之沉毅而筆意洒落、欹側有態、豈皆似其人哉」と指摘している。いずれ

も、書が決してその書き手の人間性を表さない立場をとっている。 

「書は人なり」という説は、一部の文人や儒学者が揚雄の心画説を発展的に解釈したこと

によるのではないかと筆者は考える。「人格論」の誕生とその発展は、書家の個人的理想に

ともない、また儒学の理論を加えて体系化してきた。要するに、書と人格論との関係は、儒

学的理想と政治的な特徴などを盛り込みたいという願いから派生し、儒家の倫理の範疇で書

のあるべき姿を求めたからこそ、「書は人なり」と謳われたのではないか。儒学観では、あ

らゆる技芸たるものは「文質彬彬」であり、その理想的な審美観にかなう技芸こそ価値のあ

るものと認められる。 

書においては、前述の通り、儒家たちが、その「文質彬彬」という審美にかなう理想的な

字体は「端楷」であると考え、「中和」を最上とした。端正で、かつ法を守るという特徴が

理想なのである。そして、中和の精神をもった立派な人物であれば、素晴らしい書が書ける

と結論づけた。この点に関して、筆者は疑問を持つ。技法を中心とする書芸術は、まず技法

を極めることが重要である。書の本体とされる形而上の道を悟ることは、技法に次ぐ副次的

なことであるべきである。また道を悟らなくても、書の技術の修得には影響しない。芸術は、

（図１１）上田桑鳩「愛」1951 年 日展 

その規律に従って、書の優劣を

判断すべきである。もし芸術以

外の付加価値に過大の関心を寄

せるならば、その本質を見失う

ことになる。そのことに留意す

べきであると考える。 

儒学的観点から外れた書人た

ちは強く批判を受けたのだが、

その中でも高い芸術性を示した

書家も多かった。しかし、当時

では評価を受けることが稀であ

った。現在では、貮臣に仕えた

趙孟頫は、欧陽詢、顔真卿、柳

公権とともに楷書の四大家と称

賛され、同じく貮臣に仕えた王

鐸も、清末からその書の芸術性

が多くの人々に注目されている。

書家は、政治上の失節により、当時の書の評価を受けることができなくても、その書は時代

を超えて見直される。そして、純粋な芸術の評価基準に照らし合わせ、正当な評価を受ける。

趙や王はその代表的な書人であろう。 

 

（２）現在の書のあり方と鑑賞について 

書の芸術性についての論争は、明治期において知識人たちが西洋文明に直面した際に、東

洋書芸の将来として数多く議論された。進歩的に捉えられ、前衛的な書作が生まれたのはそ

の一例である。そして現在、伝統書と前衛書が併存している。書の本質において、儒学者た

ちが「書は社会的役割」を果たす道具と位置づけたのは、前述の通りである。しかし、現在

の書家たちは、「文字を素材とした造形芸術」と捉えている。 

前述のように、書に対する観点には、儒学的観点と芸術的観点がある。前者では、書の存

在意義は実用であり、社会倫理の維持や人格の錬磨によって書は素晴らしいものとなる。し

かし、後者では、書を鑑賞する要点はその芸術性であり、技法運用などによって書の価値が

高まる。鑑賞者がどちらの立場を取るのかは、鑑賞者自身に依る。儒家思想に基づいて形成

されてきた中国古来の書の思想は、社会のあらゆる現象を書に内包してきた。書を通して作

者の心境を表せるだけでなく、社会通念や時代性までも書によって表すことができると考え

たのである。しかし、このように様々に広がってきた書の思想は徐々に拡大解釈され、書本

来の魅力を見失いつつある。我々は、より正確に書の本質を理解するため、書論等の資料を

通し、再考察しなければならない。そして、現代の書にかなう新しい観点を生み出さなけれ

（図１２）趙之謙「行書七言古詩」東京国立博物館 蔵 
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ばならないと考える。 

書作は、線、墨色、造形といった様々な要素から構成されている。これらの組み合わせで、

無限の表現を可能にする。そして、線質の太い・細い、墨の潤渇さ、造形といった技法の面

から書作を評価することは、現在では一般的である。一方で、古来より行われてきた儒家の

観点で書作を評価する方法、人格と書の相関性から書品を判断する基準も存在する。しかし、

このような基準でもって書を評価することは、すべての書に通用するとはいえない。これは、

人格者でない書家であっても素晴らしい作品が後世に残されているからである。これらの作

品群も、現代に大きな影響を与えていることもすでに述べた。一方で、書道史において顔真

卿や虞世南のような人格者が、素晴らしい作品を残したことも事実である。この視点からみ

れば、「書は人なり」という理論は一定の価値を有している。今日では、書作の評価基準は、

過去の人格論中心から芸術的鑑賞に発展しつつある。このような現状に対し、我々は書の魅

力を、再度、整理区分しながら評価しなければならない。 

本来、書はその芸術性とともに、その作品に至る制作過程や、その書人の考え方、判断基

準など細かい制作過程を踏んでいる。その要素のすべてが統一されて作品に至る。どのよう

な道具を用い、言葉を選び、どこまで書くか、どこで筆を置くかはすべて作家自身の判断に

委ねられている。作家の趣向や力量が生々しく反映する。この点については、儒教的観点で

はなく、芸術的観点から「書は人なり」と言えるのではないか。芸術的な書の魅力とともに、

その作品に至った人間性も味わうことができることは、書を鑑賞する魅力であろう。現在の

書においては、様々な方法や自由な表現が展開されている。そこには人格論は不要であるよ

うだが、書の歴史から考えると切り離せない関係であることも事実もある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図１３）魯迅「贈内山夫人詩」上海鲁迅記念館 蔵 （図１４）啓功 対聯 栄宝斎 蔵 
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ばならないと考える。 

書作は、線、墨色、造形といった様々な要素から構成されている。これらの組み合わせで、

無限の表現を可能にする。そして、線質の太い・細い、墨の潤渇さ、造形といった技法の面

から書作を評価することは、現在では一般的である。一方で、古来より行われてきた儒家の

観点で書作を評価する方法、人格と書の相関性から書品を判断する基準も存在する。しかし、

このような基準でもって書を評価することは、すべての書に通用するとはいえない。これは、

人格者でない書家であっても素晴らしい作品が後世に残されているからである。これらの作

品群も、現代に大きな影響を与えていることもすでに述べた。一方で、書道史において顔真

卿や虞世南のような人格者が、素晴らしい作品を残したことも事実である。この視点からみ

れば、「書は人なり」という理論は一定の価値を有している。今日では、書作の評価基準は、

過去の人格論中心から芸術的鑑賞に発展しつつある。このような現状に対し、我々は書の魅

力を、再度、整理区分しながら評価しなければならない。 

本来、書はその芸術性とともに、その作品に至る制作過程や、その書人の考え方、判断基

準など細かい制作過程を踏んでいる。その要素のすべてが統一されて作品に至る。どのよう

な道具を用い、言葉を選び、どこまで書くか、どこで筆を置くかはすべて作家自身の判断に

委ねられている。作家の趣向や力量が生々しく反映する。この点については、儒教的観点で

はなく、芸術的観点から「書は人なり」と言えるのではないか。芸術的な書の魅力とともに、

その作品に至った人間性も味わうことができることは、書を鑑賞する魅力であろう。現在の

書においては、様々な方法や自由な表現が展開されている。そこには人格論は不要であるよ

うだが、書の歴史から考えると切り離せない関係であることも事実もある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（図１３）魯迅「贈内山夫人詩」上海鲁迅記念館 蔵 （図１４）啓功 対聯 栄宝斎 蔵 

魯迅(1881 年-1936 年）は、文学上

大きな成功を遂げたが、実際に彼の

書も高い芸術性を持っていた。やは

り、その立派な人格と一致している。

同時代の弘一(1880 年-1942 年）も、

高僧として有名だが、その書も素晴

らしいと評価された。近年では、啓功（1912 年-2005 年）も人格者として、その書も人々に

も愛されている。このように人格と書が一致した事例として、高く評価された書人も多く存

在する。我々にとって、過去の書と人格の相関関係を再度見直しつつ、新しい書の展開を探

求することが有益であると考える。 

 

結論 

人格によって書を評価することは、揚雄などを創始とし、宋儒によってその人格論書の内

容を充実させた。明末清初という時代を経て、人格論は書を評価する中で、もはや書家の政

治観点や社会教化を目的とした政治的特徴を帯びるものとなる。宋代以降、書家も人格が書

に作用することを説いている。彼らは儒家の教義に従って創作を行い、書芸術の鍛錬ではな

く、儒家の道徳の錬磨を重要視した。そのため、儒教的特徴が強い書論観は、芸術創作の理

論とかけ離れていった。 

筆者は、単に書を鑑賞することだけでは、その人間性を理解できないと考える。書かれた

作品の筆跡だけで、その書き手の人間性を鑑賞できると主張することは、そもそも不可能で

ある。「書は人なり」という言葉は、前述したように儒学者たちの志や政治的理念を示すも

のであった。後世に高く評価された顔真卿は、常に書作とその人間性が一致した模範として

称賛されていた。宋の時代となって、蘇軾により顔真卿の人柄とその書作を合わせた評価が

行われた。この人物評価の歴史的推移から、再び「書は人なり」という言葉を考えると、書

作と人間性には深い関係があるが、筆者は、まずその書が優れているか否かが第一であり、

その上で、その素晴らしい書を書いた人物も優れていていると考える。このような関係性の

中に、「書は人なり」という説が成り立つのではないだろうか。書と人物がともに高く評価

されるのは、「書は人なり」という言葉の本来の意味である。古来、儒家たちは「書は人な

り」という言葉だけを捉え、書を通じて人間性を表すという創作活動に専念してきた。儒家

の思想的に「前人後書」としたのである。  

しかし、単に書人の人柄で書の芸術性を判断することは、それを芸術として評価していな

いこととなる。前述のように、傅山の趙子昂に対する批評がその一例である。学問や政治な

どの分野で立派な人物こそが立派な書が書け、それ以外は書けないということとなる。現に、

書かれた字は書家の作品と同じく芸術性があるとされ、時には書家よりも優れていると評価

されることもあった。このような現象の根源には、従来の「書は人なり」という思想が根づ

いているのであろう。 

（図１５）弘一「霊化」浙江美術館 蔵 
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しかし、現在では、書は芸術として捉えられている。そして、芸術としてのルールに支配

され、その芸術のもつ特性により、発展や変化をみせている。芸術は美たるものを具現化す

るものである。書によってそれを表現できれば、その書は芸術としての価値を有するもので

あると言える。儒学からすでに独立した現代の書は、書家の人格にまで過大な関心を寄せる

必要はないと考えられる。書家によって作られた作品の魅力は、その作品が持つものであり、

誰が書いたのかは二次的なものとなる。これらの評価については、芸術書道の今後の課題と

して重要なものとなるであろう。 

筆者は、本研究を通して、「書が芸術である」という立場を取りたい。前述の通り、純粋

に書芸術として、視覚的な作品そのものに評価の重きを置きたいと考える。書が芸術である

ことは間違いなく、視覚的な芸術として純粋に鑑賞しなければならない。しかし、見えるも

のだけに留まるべきではない。やはり、その書が生まれてきた背景や書人についての情報を

知ることは楽しいし、その知識を得て、改めて書を見るとまた違った見方ができる。そうす

ることで、より深い鑑賞が行えると考える。古来より「書は人なり」が実践されてきたが、

その言葉を味わいながら書に向かう、すると異なった魅力を感じ取ることが可能である。こ

のような複合的な鑑賞や評価を行うことは、実は東洋芸術として特異な発展を遂げてきた書

には適切な方法であって、それを提言する。そして、儒教的観点からの「書は人なり」は、

今日ではその効力が弱まってきているものの、芸術的観点からの「書は人なり」という発想

は明確に存在すると、筆者は主張する。この点も、これからの書の鑑賞のあるべき姿を探求

する上で、有益な示唆を与えてくれるだろう。 

 

 

注 

 

１．宋の程頤と後の朱熹を合わせた学派である。日本では朱子学と呼ばれる。 

２．宋の程顥 ・程頤 の学派 

３．宋の王安石の学派 

４．宋の司馬光の学派 

５．宋の三蘇を中心とした学派 

６．文人や儒学者たちが書いた作品で、その人物像と合わせて鑑賞を行うことにより、作品 

中における文化的要素も味わえる。 

７．儒学の経典の一つ。本来、「礼記」の一文でだったが、南宋の朱熹により孔子の教えの 

正統を示す「四書」の一つとされた。極めて重要な経典である。 

８．中国現存の最古の辞書。後漢の許慎(58 年-147 年)の撰 

９．儒学の経典の一つ。また、儒学におけるその中心的概念の一つである。 

１０．支離滅裂とは、傅山が唱えた新たな書風の特徴。当時、流行していた董其昌らの圓媚 

無骨の書風を、顔真卿の人格書に変えようと呼びかけていた。 
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しかし、現在では、書は芸術として捉えられている。そして、芸術としてのルールに支配

され、その芸術のもつ特性により、発展や変化をみせている。芸術は美たるものを具現化す

るものである。書によってそれを表現できれば、その書は芸術としての価値を有するもので

あると言える。儒学からすでに独立した現代の書は、書家の人格にまで過大な関心を寄せる

必要はないと考えられる。書家によって作られた作品の魅力は、その作品が持つものであり、

誰が書いたのかは二次的なものとなる。これらの評価については、芸術書道の今後の課題と

して重要なものとなるであろう。 

筆者は、本研究を通して、「書が芸術である」という立場を取りたい。前述の通り、純粋

に書芸術として、視覚的な作品そのものに評価の重きを置きたいと考える。書が芸術である

ことは間違いなく、視覚的な芸術として純粋に鑑賞しなければならない。しかし、見えるも

のだけに留まるべきではない。やはり、その書が生まれてきた背景や書人についての情報を

知ることは楽しいし、その知識を得て、改めて書を見るとまた違った見方ができる。そうす

ることで、より深い鑑賞が行えると考える。古来より「書は人なり」が実践されてきたが、

その言葉を味わいながら書に向かう、すると異なった魅力を感じ取ることが可能である。こ

のような複合的な鑑賞や評価を行うことは、実は東洋芸術として特異な発展を遂げてきた書

には適切な方法であって、それを提言する。そして、儒教的観点からの「書は人なり」は、

今日ではその効力が弱まってきているものの、芸術的観点からの「書は人なり」という発想

は明確に存在すると、筆者は主張する。この点も、これからの書の鑑賞のあるべき姿を探求

する上で、有益な示唆を与えてくれるだろう。 

 

 

注 

 

１．宋の程頤と後の朱熹を合わせた学派である。日本では朱子学と呼ばれる。 

２．宋の程顥 ・程頤 の学派 

３．宋の王安石の学派 

４．宋の司馬光の学派 

５．宋の三蘇を中心とした学派 

６．文人や儒学者たちが書いた作品で、その人物像と合わせて鑑賞を行うことにより、作品 

中における文化的要素も味わえる。 

７．儒学の経典の一つ。本来、「礼記」の一文でだったが、南宋の朱熹により孔子の教えの 

正統を示す「四書」の一つとされた。極めて重要な経典である。 

８．中国現存の最古の辞書。後漢の許慎(58 年-147 年)の撰 

９．儒学の経典の一つ。また、儒学におけるその中心的概念の一つである。 

１０．支離滅裂とは、傅山が唱えた新たな書風の特徴。当時、流行していた董其昌らの圓媚 

無骨の書風を、顔真卿の人格書に変えようと呼びかけていた。 

１１．工夫とは、道徳的修養に専念すること。 
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村上春樹の作品における旅についての一考察 

―ランニングとことば― 

A Study on Travel in Murakami Haruki 's Works
-Running and language - 

 

清水 泰生 

 

Summary 

This article examines how Murakami's travels and physical activities, such as running, influenced 

his literary works, and what his travels and physical activities, such as running, convey to us. Haruki 

Murakami's travel and treadmill running discourse, his sayings about physical activity, his famous sayings, 

and the proverbs he quotes were collected and analyzed.

   The results are as follows. A review of his travel and sports running discourse revealed several 

characteristics. ①sensationalism, ②nostalgia, ③a body that resonates with wandering, ④People of 

each country (human observation), ⑤curiosity(This paper describes each of them in detail). At the 

end of this article, we show some examples of tours in which Haruki Murakami travels and runs.

１．はじめに 

村上春樹は本格的に小説を書き始めてから、ギリシャ、ローマなどのヨーロッパ、アメリ

カ東部等に移り住んできた。それとともに彼は、ランニングなどの身体活動も続けてきた。 

移り住みつづけていたことは、広い意味での旅である。彼の旅と身体活動であるランニン

グは、彼の文学作品等にどのように影響を与えていたのであろうか。また、彼の旅やランニ

ングなどの身体活動は、我々に何を伝えているのだろうか。 

本稿で、ギリシャ、イタリアなどを舞台とした『遠い太鼓』、アメリカ東海岸等を舞台に

した『やがて悲しき外国語』などのエッセーを中心に旅先やそこでのランニング及び身体活

動に関する彼の語録、名言、そして、彼が、引用している格言等のことばを集め、それらの

文献をもとに上記の問いについて考えてみたい。 

 

２．本研究とスポーツ言語学の位置づけ 

小説家がスポーツを語るのは、以前は少なくなかったように思う。例えば、三島由紀夫、

松本清張、檀一雄、草野心平、有吉佐和子らが 1964 年の東京五輪期間中に寄稿や観戦記を

朝日新聞1に寄せている。また、村上龍が『ニューヨークシティーマラソン』という小説を

出しているようにスポーツが小説の題材になっているケースもある。 

1 一例として、1964 年 10 月 18 日朝日新聞朝刊には草野新平の東京五輪観戦記が出ている。
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小説家がスポーツを語った手記等を研究したり、文芸作品等に書かれているスポーツを研

究する分野は、学問分野でどの専門分野に入るのだろうか。（文学作品等を題材としている

点で）文学の分野に入り、（スポーツに関わる点で）スポーツ哲学、スポーツ思想史の分野

にも入る。それから、言葉を分析するのでスポーツ言語学の分野にも入る。意外なことであ

るが、文芸作品等に書かれているスポーツについて、多く研究している（または研究してい

た）文学者、スポーツ学者は、筆者の知る限りではスポーツ史の大家であった稲垣正浩（故

人）氏2ぐらいしかいない。 

そもそも、これに関する研究は少ない。また、本研究テーマはスポーツ言語学からのアプ

ローチの可能性を持つ。こうした研究分野の発展性が、このテーマを選んだゆえんである。 

ところで、スポーツ言語学とはどのような研究分野なのか。また、本稿の村上春樹研究は

スポーツ言語学の中のどの分野に位置づけられるのかを述べたい。 

スポーツ言語学とは、当たり前のことであるが「スポーツに関する言葉の研究」と言える。

大きく分けて 5 分野に関する研究だと言えよう。 

 

（１）スポーツ用語に関する研究

（２）スポーツのメデイア媒体に関する研究

（３）競技者、指導者等のやり取りに関する研究

（４）外国語習得にスポーツ、身体運動を用いる研究

（５）その他

 

（１）については、紀田（1997）によるスポーツ用語の紹介と考察、清水（2003）の国語

辞典等の扱い方の研究、清水（2007）によるメタファーの研究などがある。この分野に関し

ては、村上春樹研究が関わることは希薄である。 

（２）については、まず、TV 実況中継の分析があげられる。社会学の研究が多い。たと

えば、山本（2012）、深澤（2012）などがそれである。そして、スポーツ社会学出身の岡田

（2002）は、談話分析の手法で考察を行っている。一方、言語学関係では、三宅氏ら（岡本

[1999]、村松[1999]）の研究があげられる。三宅以外の研究は、清水（2010）などがある。

清水の研究で、世界陸上大阪大会、北京オリンピックの 100ｍについて、マラソンの実況パ

ターンなど、種目別の実況中継の言葉の分析を行った。

新聞などの文字媒体の言説分析では、森田（2009）などのスポーツ社会学の研究が多い。

一方、言語学の分野は、岡本（2004）、山根他編（2011）、清水（2015）があげられる。清

水（2015）は、東京マラソンの新聞に出てくる言説について分析を行っている。

（２）に関してはテレビ、新聞でのスポーツについての村上春樹の発言が考察、対象にな

2 稲垣正浩氏は『児童文学のなかにスポーツ文化を読む』など、数多くの書籍を出した。
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小説家がスポーツを語った手記等を研究したり、文芸作品等に書かれているスポーツを研

究する分野は、学問分野でどの専門分野に入るのだろうか。（文学作品等を題材としている

点で）文学の分野に入り、（スポーツに関わる点で）スポーツ哲学、スポーツ思想史の分野

にも入る。それから、言葉を分析するのでスポーツ言語学の分野にも入る。意外なことであ

るが、文芸作品等に書かれているスポーツについて、多く研究している（または研究してい

た）文学者、スポーツ学者は、筆者の知る限りではスポーツ史の大家であった稲垣正浩（故

人）氏2ぐらいしかいない。 

そもそも、これに関する研究は少ない。また、本研究テーマはスポーツ言語学からのアプ

ローチの可能性を持つ。こうした研究分野の発展性が、このテーマを選んだゆえんである。 

ところで、スポーツ言語学とはどのような研究分野なのか。また、本稿の村上春樹研究は

スポーツ言語学の中のどの分野に位置づけられるのかを述べたい。 

スポーツ言語学とは、当たり前のことであるが「スポーツに関する言葉の研究」と言える。

大きく分けて 5 分野に関する研究だと言えよう。 

 

（１）スポーツ用語に関する研究

（２）スポーツのメデイア媒体に関する研究

（３）競技者、指導者等のやり取りに関する研究

（４）外国語習得にスポーツ、身体運動を用いる研究

（５）その他

 

（１）については、紀田（1997）によるスポーツ用語の紹介と考察、清水（2003）の国語

辞典等の扱い方の研究、清水（2007）によるメタファーの研究などがある。この分野に関し

ては、村上春樹研究が関わることは希薄である。 

（２）については、まず、TV 実況中継の分析があげられる。社会学の研究が多い。たと

えば、山本（2012）、深澤（2012）などがそれである。そして、スポーツ社会学出身の岡田

（2002）は、談話分析の手法で考察を行っている。一方、言語学関係では、三宅氏ら（岡本

[1999]、村松[1999]）の研究があげられる。三宅以外の研究は、清水（2010）などがある。

清水の研究で、世界陸上大阪大会、北京オリンピックの 100ｍについて、マラソンの実況パ

ターンなど、種目別の実況中継の言葉の分析を行った。

新聞などの文字媒体の言説分析では、森田（2009）などのスポーツ社会学の研究が多い。

一方、言語学の分野は、岡本（2004）、山根他編（2011）、清水（2015）があげられる。清

水（2015）は、東京マラソンの新聞に出てくる言説について分析を行っている。

（２）に関してはテレビ、新聞でのスポーツについての村上春樹の発言が考察、対象にな

2 稲垣正浩氏は『児童文学のなかにスポーツ文化を読む』など、数多くの書籍を出した。

るだろう。たとえば、2012 年箱根駅伝の CM に村上春樹のメッセージが出ていたが3、この

メッセージは視聴者に何を伝えているのかなどを考察するのが、この研究分野に入ると思う。

（３）の分野の研究は、山口（2006）、藤野（2008）があげられる。運動方法論や競技そ

のものを知らなければならず、言語関係者単独の研究は難しいと思われる。

山口（2006）は、教示ことばと技言語の考察である。藤野（2008）は、どういうオノマト

ペを発すれば競技力がアップするのかを考察する研究である。

それから、スポーツを大きくとらえて、事故によるけが、脳梗塞などの病気による身体機

能不全から回復を行う作業療法士のことば4などが考えられる。

これらの内容は、言語学者単独での研究は難しいが、会話分析、行動分析など、談話分析

などの研究手法を有効に使えばこの分野の研究が発展すると思われるので、スポーツに通じ

た言語学者の研究が多く出てくることが望まれる。この分野は、村上春樹に関する研究とは

希薄であろう。ただ、村上が感じる身体感覚5を考察するのは、この分野の基礎研究になり

うる。

3 「村上春樹が執筆した箱根駅伝限定 CM「走ることについて語ること」について僕の語るこ

と」(http://orangeorange.jp/archives/19788 2017 年 4 月 30 日検索）によると、2012 年 1 月 2 日、

箱根駅伝の放送中に「走ることについて語ること」という CM が放送された。サッポロビールに

よって作られたこの CM は東日本大震災についての言及こそなかったが、「困難な道のりを越

えて走りつづける、日本のみなさまへの、心をこめた」「特別なメッセージ」と述べている。 

 そしてナレーション原稿は小説家・村上春樹、映像は映画監督・是枝裕和によって制作され

るという夢のようなコラボ CM として、全 4 話構成でそれぞれが独立した 1 分間の CM である

という。村上春樹のナレーション原稿はこのために書き下ろしたものとのことだが、その土台

は 2007 年に出版されたエッセイ「走ることについて語るときに僕の語ること」からの抜粋のよ

うだ。 

4 2019 年 2 月に科学研究費関連の「ことば・うごき」研究成果発表会とスポーツ言語学会研究

会の両者が開催され、理論から実践までバラエティに富む発表であった。「子どもジャンプ実

験データ分析」、「幼児表現教育者の育成に向けて」、「クラシックバレエの基本姿勢におけ

る身体意識の構造」、「オノマトペを用いた歩行観察における印象評価と動作評価の関係」、

「発達系作業療法士の立場から『ことば』と『からだ』と 『うごき』を考える」などの演題が

あった。

5 村上氏は、「身体活動を言語化するのは難しい、分からないことが多い」と述べている。ま

た、村上氏は「走る情報は身体全体に拡散しているのだから分かりにくい、急進的であると思

えば、末端である。また、筋肉とか骨とか内臓とかの知識が必要となってくる。僕は専門家で

ないから頭で感じること走ることの一部分しか文章化ができない」と述べている。（清水

［2017］） 
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（４）の分野の研究は、川口（2007）など VT 法の実践、研究があげられる。他には外国

語体操などがそれである。村上春樹と外国語との関連性はあまりないと思うのでこの分野は、

村上春樹に関する研究とは希薄であろう。

（５）は、オリンピック英会話などが考えられる。なお、本研究は直接には（１）から

（４）の範疇には入らない。このことから、その他の（５）であると言える。

３．村上春樹のランニング歴

村上春樹のランニング歴はどうであろうか。彼は、専業小説家になる際に体力づくりの一

環として 1982 年にランニングを始めた。そして、翌年、ロードレースに出て、1983 年 7 月

18 日、マラソン発祥の地ギリシャで、生まれて初めてのフル・マラソン（らしきもの）を

一人で完走した。完走タイムは、3 時間 51 分くらいであった。そして、12 月、ホノルル・

マラソンに出場し完走。1987 年にアテネ平和マラソンを完走、そして、1991 年、彼は、欧

州からアメリカプリンストンに活躍の場を移した。同年、ボストンマラソンを初めて走った。

その後、数回ボストンマラソンに出場している。

1996 年 6 月 23 日、サロマ湖 100 キロウルトラマラソンを 11 時間 42 分のタイムで完走し

た。ウルトラマラソンは自分には合わないと感じ、トライアスロンに転向。翌年 1997 年 8

月、トライアスロンのバイク（自転車）部門攻略のため、自転車に乗って特訓した。同年 9

月 28 日、新潟県で行われる村上国際トライアスロンにバイク（自転車）「死ぬまで 18 歳」

号と共に出場した。以後、夏はトライアスロン、冬はフルマラソンに挑戦をしている。そし

て、たまにスカッシュをしている。 

前に述べた通り、村上春樹はボストンマラソンを何回も走っている。彼のタイムを見てみ

ると出場した年齢に応じた参加資格タイムに達していない場合が多いように思える。もし、

そうであるならばチャリーまたはツアーでの出場なのかどうかである。ボストンマラソンの

場合、「抽選で当選して参加」という方法はない。原則として年齢別参加資格タイムを突破

した人が参加できる。村上春樹の出場資格は、はっきりしないし誰もその点について言及し

ていない。村上春樹がチャリー、ツアーで参加ならば彼のランニング観などが変わる可能性

が大いにある。チャリティーで参加なら、慈悲精神がある可能性があるし、高い代金のツア

ーだったら、お金に物を言わせるタイプかもしれない。彼がボストンを走ったのは、どの方

法なのか調べてみる価値がある。それから、人気があって非常に参加が難しい NYC マラソ

ンも同様で、彼がどういった方法で参加したのか注目すべき点であろう。 

 

４．村上春樹の旅

村上春樹は、世界中を旅をしてきた。それを基にしたエッセイも多くある。有名なのはイ

タリアを拠点として、シシリーやパレルモ、トスカーナ地方、ギリシャのミコノスやロード

ス、オーストリアのザルツブルク、イギリスのロンドンに行ってきた時の紀行文『遠い太
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（４）の分野の研究は、川口（2007）など VT 法の実践、研究があげられる。他には外国

語体操などがそれである。村上春樹と外国語との関連性はあまりないと思うのでこの分野は、

村上春樹に関する研究とは希薄であろう。

（５）は、オリンピック英会話などが考えられる。なお、本研究は直接には（１）から

（４）の範疇には入らない。このことから、その他の（５）であると言える。

３．村上春樹のランニング歴

村上春樹のランニング歴はどうであろうか。彼は、専業小説家になる際に体力づくりの一

環として 1982 年にランニングを始めた。そして、翌年、ロードレースに出て、1983 年 7 月

18 日、マラソン発祥の地ギリシャで、生まれて初めてのフル・マラソン（らしきもの）を

一人で完走した。完走タイムは、3 時間 51 分くらいであった。そして、12 月、ホノルル・

マラソンに出場し完走。1987 年にアテネ平和マラソンを完走、そして、1991 年、彼は、欧

州からアメリカプリンストンに活躍の場を移した。同年、ボストンマラソンを初めて走った。

その後、数回ボストンマラソンに出場している。

1996 年 6 月 23 日、サロマ湖 100 キロウルトラマラソンを 11 時間 42 分のタイムで完走し

た。ウルトラマラソンは自分には合わないと感じ、トライアスロンに転向。翌年 1997 年 8

月、トライアスロンのバイク（自転車）部門攻略のため、自転車に乗って特訓した。同年 9

月 28 日、新潟県で行われる村上国際トライアスロンにバイク（自転車）「死ぬまで 18 歳」

号と共に出場した。以後、夏はトライアスロン、冬はフルマラソンに挑戦をしている。そし

て、たまにスカッシュをしている。 

前に述べた通り、村上春樹はボストンマラソンを何回も走っている。彼のタイムを見てみ

ると出場した年齢に応じた参加資格タイムに達していない場合が多いように思える。もし、

そうであるならばチャリーまたはツアーでの出場なのかどうかである。ボストンマラソンの

場合、「抽選で当選して参加」という方法はない。原則として年齢別参加資格タイムを突破

した人が参加できる。村上春樹の出場資格は、はっきりしないし誰もその点について言及し

ていない。村上春樹がチャリー、ツアーで参加ならば彼のランニング観などが変わる可能性

が大いにある。チャリティーで参加なら、慈悲精神がある可能性があるし、高い代金のツア

ーだったら、お金に物を言わせるタイプかもしれない。彼がボストンを走ったのは、どの方

法なのか調べてみる価値がある。それから、人気があって非常に参加が難しい NYC マラソ

ンも同様で、彼がどういった方法で参加したのか注目すべき点であろう。 

 

４．村上春樹の旅

村上春樹は、世界中を旅をしてきた。それを基にしたエッセイも多くある。有名なのはイ

タリアを拠点として、シシリーやパレルモ、トスカーナ地方、ギリシャのミコノスやロード

ス、オーストリアのザルツブルク、イギリスのロンドンに行ってきた時の紀行文『遠い太

鼓』、ギリシャ ・トルコを巡って旅の記録を残した『雨天炎天』、湾岸戦争のころのアメ

リカ東部の生活の様子を書いた『やがて悲しき外国語』、1970 年代の７つの旅（山口県、

香川県、兵庫県。国外ではメキシコ、アメリカ、中国［及びモンゴル］）を綴っている『辺

境・近境』などである。

 

５．考察 

本稿では、『辺境・近境』、『遠き太鼓』、『やがて悲しき外国語』、『走ることについ

て語るときに僕の語ること』での旅と走ることなど、スポーツに関しての記述を中心に抽出

し、その考察を行った。その際に、先行研究等で言われている日本のランニング文化、スポ

ーツ文化と比べながら考察をした。村上春樹はランナーであり、『シドニー』などのエッセ

ーで、日本的な五輪論、スポーツ文化、ランニング論と対峙して持論を展開している。本稿

ではこれを基に、日本のランニング文化、スポーツ文化と比べながら考察をした。 

まず、彼の旅とスポーツランニングに関する言説を見ると、いくつかの特徴がある。その

ことについて述べたい。 

 

（１）感覚主義 

村上氏は、旅、走ることについて論理的な考察をせず、感覚的にとらえていている。以下

の箇所が、それを端的に表しているといえる。 

 

「細かい記述とか描写はなるだけ書き込まないようにする。むしろ現場では書くことは忘

れるようにするんです。記録用のカメラなんかもほとんど使いません。そういう余分なエネ

ルギーをなるべく節約して、そのかわりこの目でしっかりいろんなものを見て、頭の中に情

景や雰囲気や匂いや音なんかを、ありありと刻み込むことに意識を集中するわけです。好奇

心の塊になる。とにかくそこにある現実に自分を没入させることが一番大事です。」『辺

境・近境』 

 

この表現からみられるように、村上氏は自身の感覚を大切にしているといえる。このこと

は彼のマラソンにも現れている。『走ることについて語るときに僕の語ること』で書かれて

いるサロマ 100 キロマラソンである。彼は、サロマ 100 キロマラソンで 42 ㎞を超えるあた

りで、身震いする感覚と体がつらいときに「機械」になる妄想を持ち、75 ㎞あたりで「抜

ける」という感覚、つまり、体と精神（心）が乖離した状態を感じた。そのため、サロマを

走ったあとで、ウルトラマラソンを今後走ることを断念しフルマラソンとトライアスロンに

挑戦している。これも自分の感覚を大切にし、信じて行動をしていると言えよう。 

 

（２）生々しさ 

村上氏のエッセーは、オブラートに包まない生々しさがある。たとえば、村上氏の感じる
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メキシコは、どんなドキュメンタリーよりもリアルで生々しい。 

 

「十日間、理不尽な食中毒やら、絶え間のないメキシコ歌謡曲やら、自動小銃を抱えた真

剣な人々やら、冷房の故障したバスやら、いくら蹴飛ばしても（僕は本当に真剣に蹴飛ばし

たのだ）うんともすんとも感じない象のようにあつかましい割り込みおばさんに耐えながら

独りでメキシコを旅行してみてあらためてつくづく感じたことは、旅行というのは根本的に

疲れるものなんだということだった。これは僕が数多く旅行をしたのちに体得した絶対的真

理である。旅行は疲れるものであり、疲れない旅行は旅行ではない。 

延々と続くアンチクライマックス、予想外れ、見込み違いの数々。シャワーの生ぬるい湯

（あるいは生ぬるくさえない湯）、軋むベッド、絶対に軋まない死後硬直的ベッド、どこか

らともなく次々に湧き出してくる飢えた蚊、水の流れないトイレ、水の止まらないトイレ、

不快なウェイトレス。日を重ねるごとにうずたかく積もっていく疲労感。そして次々に紛失

していく持ち物。それが旅行なのだ。」『辺境・近境』 

 

上記の記述は、「オリンピックは退屈だ」ということと相通じているものがある。村上氏

は、「世の中の多くはオリンピックは実は退屈なものなんだという事実からすっと目を背け

ているが僕は目を背けません」、「オリンピックは実は退屈なものなんだという峻厳な事実

から一つ認めなくてはならないことがあります。ある種の純粋な感動は、限りのない退屈さ

の中からこそー麻酔性の中からこそー生まれてくるのだということです」、「（少なくとも

僕にとってのオリンピック・ゲームとはということだが）そのような密度の高い退屈さの究

極の祭典なのだ」と『シドニー！』で述べている。正面切ってその問題を受け止めようとす

る姿勢が見られる。生々しい現実を直視してあからさまに述べている6と言えよう。 

この姿勢は、旅とは何かに通じるものである。村上氏は旅をすることで困難さに向き合う

姿勢を身につけたのであろうか。その結果が、『シドニー！』というエッセーにも生きてき

たのであろう。そして、マラソンの考えにも通じるところがある。 

また、人々が期待していたことを裏切る、そんな特徴が、旅と同様、彼のランニング観に

少なからずある。そのことが以下の文に端的に表れているといえる。 

 

マラトン村の朝のカフェで、僕は心ゆくまで冷えたアムステル・ビールを飲む。ビールは

もちろんうまい。しかし現実のビールは、走りながら切々と想像していたビールほどうまく

はない。正気を失った人間の抱く幻想ぐらい美しいものは、現実世界のどこにも存在しない。

（『走ることについて語るときに僕の語ること』） 

 

（３）放浪と共振する身体 

6 清水（2017）より
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メキシコは、どんなドキュメンタリーよりもリアルで生々しい。 
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（３）放浪と共振する身体 

6 清水（2017）より

「走るとは旅である」という表現を表している箇所がある。 

 

走っているときに頭に浮かぶ考えは、空の雲に似ている。いろんなかたちの、いろんな大

きさの雲。それらはやってきて、過ぎ去っていく。でも空はあくまで空のままだ。雲はただ

の過客にすぎない。それは通りすぎて消えて行くものだ。（『走ることについて語るときに

僕の語ること』） 

 

また、村上氏は旅ラン（旅ランニングの略）を好んでいる。それは次の箇所である。 

 

旅に出て、その町を走るのは楽しい。 時速 10 キロ前後というのは風景を見るには理想

的な速度だろうと僕は思う。それぞれの町にはそれぞれの空気があり、それぞれの走り心地

がある。僕はそういう町の表情を眺めながらのんびりと走るのが好きなのだ。いろんな人が

いろんな反応をする。道の曲がり具合、足音の響き方、歩道の幅、ゴミの出し方、それぞれ

に全部違う。ほんとうに面白いくらい違うのだ。僕はそういう町の表情を眺めながらのんび

りと走るのが好きなのだ。フル･マラソンを走るのも面白いけれど、こういうのも悪くない。

僕も生きているし、みんなも生きているんだという実感がある。そういう実感というのは、

往々にして見失われがちなのだ。ある種の人々が知らない土地にいくと必ず大衆酒場に行く

ように、またある種の人々が知らない土地に行くと必ず女と寝るように、僕は知らない土地

に行くと必ず走る。走ることで僕にしか感じられないことを感じようとする。そういうのが

上手くいくこともあり、いかないこともある。でもまあ走る。なにはともあれ走ることは好

きだし、知らない土地を走るのはとても心愉しいことなのだ。まるで買ったばかりのノート

の 1 ページめを開いたときのように。（『遠き太鼓』）

上記に述べているように、彼は走ることに関して相手との競争を意識をせず、自分のみの

世界に入っている。上記の『走ることについて語るときに僕の語ること』の文面がそれを如

実にあらわしている。『遠き太鼓』からもそれは読み取れる。

そして、彼は、清水諭氏7がいう自然環境とのコミニケーション、及び身体の共振を行っ

ているのではなかろうか。ただ、以下のように他者ではなく自然との共振である。

少なくとも走っているあいだは誰とも話さなくてもいいし、誰の話を聞かなくてもいい。

ただまわりの風景を眺め、自分自身を見つめていればいいのだ。それはなにものにも換えが

たい貴重なひとときだった（『走ることについて語るときに僕の語ること』）

 

7 清水諭（1999）、清水諭「共振する身体」を作る 

（http://www.asahi-net.or.jp/~pv8m-mz/archieve/060330body.html）（2017 年 4 月 30 日検索） 
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（４）それぞれの国の人の様子（人間観察） 

『遠き太鼓』に、ギリシャ、イタリア、ドイツのランナーの様子が書かれている。 

 

ギリシャは走っている人がおらず、人々は好奇心でランナーを見る8。そして、野良犬が

多く危なくて困る、イタリア人は楽しくみんなで走る、一方、ドイツ人は一人で黙々と走る。

一番走りにくい街はローマ。走る公園までの街がカオスで公園にたどり着くまでに疲れてし

まう。そして、ローマの若者たちは、たちが悪くランニングをする村上春樹にいたずらをす

る。というようにイタリアを虚仮にしまくっている。（『遠い太鼓』） 

 

このことは、エッセー全体に言えることである。イタリアという国、イタリア人に対して

よい印象を持っていない。一方、アテネの人は、マラソンに無関心で面白くないと言ってい

るが、辛らつではなく好意的である。 

 

（５）好奇心 

村上氏を世界旅行やウルトラマラソン等にかき立てるものは何であろうか。それは彼の以

下の言説によく表れている。 

 

正直に言いまして、どうしてまたこんなとんでもないことを始めてしまったんだろうと、

ときとして自問したくなることもありますが、でも結局のところ、好奇心なんですね。いっ

たいどんなことになるのだろう？ そういう単純な好奇心が、あるところでは猫を困らせ、

あるところでは村上を前向きな明るい狂気へと駆り立てます。百キロ・マラソンを走ってみ

ようと思ったときと、だいたい同じような動機です。それで好奇心は満たされたか？ どう

でしょうね。まだ途中なので僕にもよくわかりません。終わってからゆっくり考えます。

（「[news] 村上春樹さんにちょっと質問。その数 2 週間で 3 万通！今も毎日返信中。」の

「村上さんのところ」の箇所の紹介）

このように、ウルトラマラソンの出場の動機は「好奇心」だと述べている。このことは旅

にも通じている。以下がそのことを物語っている。 

 

『彼女はアクロポリスの柱を触るためにギリシャに行き、死海の水に足をつけるためにイ

スラエルに行く。そして彼女はそれをやめることができなくなってしまうのだ。エジプト行

ってピラミッドに上り、インドに行ってガンジスを下り……、そんなことをしてても無意味

だし、キリないじゃないかとあなたは言うかもしれない。でも様々な表層的理由づけをひと

つひとつ取り払ってしまえば、結局のところそれが旅行というものが持つおそらくは一番ま

8 筆者はアテネクラッシクマラソンで、ギリシャ、アテネを訪問したが、ランニングをしている

姿は皆無だった。
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ようと思ったときと、だいたい同じような動機です。それで好奇心は満たされたか？ どう

でしょうね。まだ途中なので僕にもよくわかりません。終わってからゆっくり考えます。

（「[news] 村上春樹さんにちょっと質問。その数 2 週間で 3 万通！今も毎日返信中。」の

「村上さんのところ」の箇所の紹介）

このように、ウルトラマラソンの出場の動機は「好奇心」だと述べている。このことは旅

にも通じている。以下がそのことを物語っている。 

 

『彼女はアクロポリスの柱を触るためにギリシャに行き、死海の水に足をつけるためにイ

スラエルに行く。そして彼女はそれをやめることができなくなってしまうのだ。エジプト行

ってピラミッドに上り、インドに行ってガンジスを下り……、そんなことをしてても無意味

だし、キリないじゃないかとあなたは言うかもしれない。でも様々な表層的理由づけをひと
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8 筆者はアテネクラッシクマラソンで、ギリシャ、アテネを訪問したが、ランニングをしている

姿は皆無だった。

っとうな動機であり、存在理由であるだろうと僕は思う。理由のつけられない好奇心、現実

的感触への欲求。』（『辺境・近境』） 

 

６．村上春樹と旅とランニング 

村上春樹作品に対する新しい試みとして、旅の企画を提言したい。スポーツ・言語・文

学・ツーリズムがコラボレーションされた「村上春樹と旅とランニングと文学・ことば」と

いうものである。これは、近年、スポーツ産業界で注目を浴びているスポーツツーリズムを

応用させたものである。これを提言することで、日本及び村上作品にまつわる諸外国の経済

界、産業界、学会等の活性化につながるものと思う。なお、こうしたものは実は、文学の分

野では行われており、市民講座などで「〇〇の文学の旅」などの形で見みられる。 

一例として、村上春樹の欧州の旅を考えると、以下のとおりである。 

 

（１）村上春樹と欧州の旅 

日本→ミコノス島→アテネ（アテネマラソンのコース（マラトンの丘～パナシナイコ競技

場） →イタリア ローマ→ボローニャー→イギリス、ロンドン 

村上春樹はミコノス島で長期滞在し小説を書いていた。アテネは人生初フルマラソンのコ

ースとして走った。イタリアのローマもボローニャにも滞在しており、ローマで『ノルウェ

ーの森』を完成し、ロンドンに訪れたときに『ノルウェーの森』を刊行した。 

 

（２）村上春樹の北米の旅 

日本→ボストン→ニューヨーク→プリンストン 

 ボストン（近郊）はタフツ大学、ハーバード大学があり、村上氏は両大学に籍を置いたこ

とがある。また、プリンストン大学にも籍を置いたことがある。 

 

７．まとめ 

本研究を通して、村上春樹の旅とランニングでキーワードとなるのは、次のものである。

「感覚主義」、「生々しさ」、「好奇心」、「人物観察」、「放浪と共振する身体」である。

それは、彼の旅とランニングに一貫していることである。そして、本研究の考察を基に、村

上春樹の旅とランニングという旅への提言も行った。

彼の旅とマラソンは、文学作品や文体にどう影響を及ぼしているのかは、依然知られてい

ない。牧野（2013）（2014）、清水（2017）では、音楽、ランニング等、それぞれの影響に

ついて指摘してきた。しかし、旅自体、旅とランニングの関連性などへの言及はされていな

い。今後の課題として、稿を改めて分析したい。

そして、本文でも述べたが、村上氏のマラソン出場資格取得の在り方についても検証し、

そこから、彼のランニング観も再考したいと思う。
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