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中村元教授が 2015 年 3 月をもって退職される。
中村先生は 1992 年の本年報の創刊以来、数多くの論文を寄稿されるとともに、
煩雑な編集業務を快く引き受けてきてくださった。年報がこれまで途切れること
なく続けてこられたのは、困難な時代に支え続けて下さった先生のお力添えに
よるところが大きい。長年にわたる年報への献身的なご尽力に対し心より感謝
申し上げる。
ご健康と今後のさらなるご活躍をお祈りしたい。

飯塚英一教授が 2015 年 3 月をもって退職される。
創刊号を見るとそこに飯塚先生の論文が掲載されている。それ以来これまでに
10 編の論文を寄稿された。ご執筆は本年報に留まらず、多くの著作を上梓され
ている。また、先生の授業は学生に人気が高く、そのお人柄を慕う学生も多い。
さらに、アメリカ文化に関する公開講座は市民に好評である。こうした先生の
ご活躍が年報に与えた影響は計り知れない。長年にわたるご尽力に対して心より
感謝申し上げる。
ご健康と今後のさらなるご活躍をお祈りしたい。
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被災都市における復興と慰霊の公共空間
——広島平和記念公園を中心に——
松尾浩一郎
1. はじめに——災禍とともにある都市
 災害や戦災は都市・地域社会に甚大な影響を及ぼす。それは時に都市を根こ
そぎに破壊する。未だ記憶に新しい東日本大震災の被災地の光景は、まるです
べてが無に帰してしまったかのようであった。しかしそれほどの状況でありな
がらも、それは我々にとって既視の風景でもあった。1923（大正 12）年 9 月 1
日の東京、1945（昭和 20）年 8 月 6 日の広島、1945 年 8 月 9 日の長崎、1995
（平成 7）年 1 月 17 日の神戸……。我々はさまざまなグラウンド・ゼロに直面
してきた。
 どれほど激しい破壊を被ったとしても、都市がそのまま放棄されることは極
めてまれである。たとえば、放射能の影響で「70 年間は草木も生えず人も住め
ない」とまで言われた広島の場合もそうであった（中国新聞社 1995: 22）。全
市を高台に移転させる案などが提起されつつも（広島都市生活研究会 1985:
45）、まさに廃墟となったその土地の上で、広島は復興へと向かって行った。被
災都市が新しい土地に移り、ゼロから再建することは現実的な道ではない。そ
もそも限られた空間に密集することで成立している都市にとって、災害や戦災
などによる大規模な破壊は避けがたいリスクでもある。あえて誤解を恐れずに
言えば、災禍と共にあることは都市のひとつの本質なのである。
 大規模な破壊を受けた都市は、それからのリカバリー、つまり復興という課
題に取り組まなければならない。都市基盤の建設、経済活動の活性化、法制度
の整備、生活の再建などに、その都市内外のエネルギーが注ぎ込まれることに
なる。ここで基軸となるのは建設や生産といった前向きのベクトルである。
 しかし建設のベクトルだけで十分なリカバリーをなし得るかといえば、答え
は恐らく否であろう。逆の向きのベクトル、異なる指向、異なる次元でのリカ
バリーも軽視してはならない。とりわけ対照的かつ重要なものとして、災禍を
記憶し、犠牲者を慰霊し、追悼することがあげられる 1)。
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 都市の大規模な破壊とは、突然の大量の死、非業の死をも意味する。一般的
にいって、人の生死とそれに対処するコミュニティの活動や思考や慣習には、
一定の枠組とリズムがある（宮家 1989: 161）
。こうしたライフサイクルのリズ
ムは社会のエンジンにもなってきた（八木編 2001）
。大量の非業の死は社会の
リズムを大きく狂わせる（岩本 2003）。非業の死者を追悼し慰霊を重ねること
は、このような問題を調整し、乗り越えていくための対応でもある。
 通常は慰霊行為の主な担い手はイエである。
「江戸時代以降、死者を祀り、慰
霊するのは家の役割だとずっと考えられてきた」（森 2014: 226）。しかし被災
都市の場合、個々のイエ単位では手に負えないほどの規模と質の死が、そこに
存在していることであろう

2)

。そのなかで人間の心の破壊やコミュニティの破

壊からの復興を推し進めるためには、社会単位、都市単位での慰霊が重要にな
る。その指向性は建設や生産とは対極にあるようにも見えるが、復興の一局面
という点ではそれらと同じであるといってよい。
 本稿の底流をなすモチーフとなるのは、被災都市における復興と慰霊という
両輪の働きである。建設や生産といった形で煽り、焚き付け、刺激していくの
も大切であるが、その他方で、人々の心やコミュニティが蒙った傷を鎮め、過
去を解決しなければならない。とくに復興過程を長期的なタイムスパンで捉え
た場合、この両輪の絡み合いの積み重ねが、都市の再生に大きく影響している
のではないだろうか。
 復興と慰霊の形はさまざまである。これからの議論では焦点を絞りこみ、都
市の公共空間（public space）に題材を求めることとする。なぜならそれは、集
合的記憶が刻み込まれ、都市コミュニティに共有される価値や思想が象徴的に
表現される空間だからである（Halbwachs 1950）
。
 被災都市においてはしばしば災禍を記憶するためのメモリアル公園が作られ
る 3)。それは慰霊や追悼といった営みの舞台となり、復興過程の歴史や未来へ
の理想などを記憶し再生産するモニュメンタルな場となる。こうした空間のあ
り方や使われ方を観察することで、その都市の復興の形について理解を深める
ことができるだろう。
また、都市計画や公園設計などの政策過程を跡づけると、
そのなかから復興をめぐる様々な意思や政治的力学を読み取ることもできるだ
ろう。
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 本稿の目的はこうした問題関心をめぐる構想の素描を試みることである。事
例とする都市は広島である。原爆被災からどのようにリカバリーしていったの
か。広島平和記念公園という災禍を記念する公共空間は、どのようなプランを
持ち、何が記銘され、どのように使われているのか。広島を題材に過去の事例
を学ぶことを通じて、東日本大震災のような現在の問題、来るべき将来の問題
を考える手がかりとしたい。
2. 都市の公共空間
 広島の事例の検討に入る前に、まずここで予備的考察として、都市の公共空
間について一般的な観点から論じ、今後の議論が立脚する視角を定めておく。
 公共空間とは何か。浜日出夫（2007: 22）によれば、おおむね誰でも自由に
そこに出入りすることができる場所のことである。こうした性質を持っている
ために、結果として公共空間はお互いに見知らぬ人同士が共存する空間となる。
都市論や都市計画の文脈に引きつけて言えば、公共空間はオープンスペースと
言い換えることもできる（Heckscher 1977）。その典型例は公園や広場などであ
る 4)。
 都市のなかで公共空間が果たしている役割は大きく、さまざまな次元に及ん
でいる。
 まず最初に挙げるべきその役割としては、物理的にも社会的心理的にも過密
になりやすい都市環境のなかに、
空間的なゆとりを提供できることである。個々
の住民が自分の生活のために十分なスペースを各自で私有することは現実的と
はいえないので、自由にアクセスできる公共空間があることはアメニティの向
上のために欠かせない。休息やレクシエーション、社交やコミュニティ活動と
いった日常生活の舞台としても、あるいは万が一への備えとなる防災の拠点と
しても、公共空間は住民の暮らしを支える基盤のひとつとなっている。
 また、公共空間は不特定多数の人々に利用されるため、好むと好まざるとに
関わらず、異質性共存の場、相反する意思や利害関係の調整の場となる

5)

。概

して都市は多種多様な人々が集まる場所であるから、さまざまな層の人々がひ
とつの空間をめぐって関わり合うことは、葛藤の可能性を含みながらも、その
都市のソーシャル・ミックスを促すことにもつながりうる 6)。
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 公共空間は住民のアメニティのためだけにあるのではない。それとは異なる
次元でも重要な存在となっている。なかでもとくに注目すべきなのは、都市そ
のものの成り立ちと深く絡み合っている権力との関係である。
 都市の本質を権力の所在地であることに求めたのは藤田弘夫である。藤田
（1991）によれば、都市、とくに首都性のある大都市を生み出すのは権力の働
きである。政治権力は無論、経済、文化、宗教、教育といったその他の領域の
諸権力も、その力を具現化し行使するための統合機関 7)を築く。統合機関は人々
や資源や諸活動を一所に集め整序する強力な作用を持つ。こうした統合機関が
所在する場所が都市になるのだという。
 権力は意思を持つ。M・ウェーバーの定義するように、権力とは他者に自己
の意思や要求を強いることのできる可能性のことである。権力はその意思を示
し、力のありかと強さを誇示していくが、同時にその支配の正統性も内外に示
さなければならない。その際に都市の権力は何をするだろうか。統治の象徴と
なりうる威容を演出するモニュメントや空間を建設し、時にはそれを舞台に権
力と秩序を誇示するスペクタクルなドラマを上演するのである（藤田 1993）
。
 広場や公園を通じた意思の表現の例は数多い。たとえば、古代ローマのフォ
ルム、北京の天安門広場、モスクワの赤の広場、ワシントン D.C.のナショナル
モールなどは、その都市のみにとどまらず、国家の政治体制そのものを象徴す
るような存在となっている。また、個別の重要な出来事や傑出した人物を記銘
するためのメモリアル公園もある。たとえば、大阪の万博記念公園、ソウルの
タプコル公園（パゴダ公園）
、ロンドンのトラファルガー・スクエア、ニューデ
リーのラージガートなどを挙げることができる

8)

。抽象化され均質化されやす

い近代産業社会の都市空間のなかにあっては、これらはいずれも固有の意味を
持った特別な場所性を湛えている。
 こうした公共空間で表現される意思の内容は、当然それぞれが異なったモチ
ーフを持っているが、一般的にいえば、その都市の歴史を意味づけ、アイデン
ティティを定義するようなものが多い。とくに繁栄や建国や勝利のような栄光
の歴史に題材が求められやすいのは言うまでもないが、それとは対極にある、
悲劇や災害や喪失の歴史もしばしば記念の対象となる。今ここで検討しようと
している広島の平和記念公園はその一例である。自らの過去のなかにある最も
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ポジティブな側面と最もネガティブな側面に目を向けて、それをどのように意
味づけていくのかは、都市のアイデンティティを統合していくためには極めて
重要な、それでいて敏感な問題となるであろう。
 復興と慰霊の公共空間という本稿の主題に引きつけて改めて論点を整理する
と、どこで、誰が、何を、どのようにメモリアルし、どのような意味づけがな
され、そこにいかなる意思が介在しているのかが、問うべき点ということにな
るだろう。また、正と負のバランス、あるいは過去志向と未来志向という異な
るベクトルを公共空間のなかでどのように調停し、ひとつの像へとまとめあげ
て表現しているのかにも注目したい。
3. 広島平和記念公園とその周辺
 広島は 1945 年 8 月 6 日に原爆の投下を受け、
言葉では表せないほど激しく深
い被害を被った。爆心地が市街地のほぼ中心であったこともあり、都市全体が
壊滅したかのような被害となった。広島市の人口は 1942（昭和 17）年に 42 万
人にまで達していたが、1945 年 11 月のそれは 14 万人にも満たない（広島原爆
戦災誌）。中国地方随一の大都市が、完膚なきまでに破壊された。
 現在広島市は人口 110 万人あまりを数えるまでに至っているが、こうした繁
栄を取り戻すまでの道のりは平坦だったわけではない。広島の戦後史は原爆か
らの復興過程の歴史でもあった。今日でも広島の町のいたるところに、数多く
の被爆の傷跡と復興の歩みの痕跡が刻まれている。
 広島の市街地は太田川デルタに立地している。太田川放水路、天満川、本川
とも呼ばれる旧太田川、元安川、京橋川、猿猴川が扇状に展開している。これ
らの河川の狭間を縫うように広島の町が広がっている。このデルタのほぼ中心
となる本川と元安川にはさまれた中州に、広島平和記念公園（以下、平和記念
公園と表記）がある。
 平和記念公園の面積はおよそ 12.2ha である。東京の日比谷公園（16.2ha）に
比べればやや小ぶりだが、大阪の中之島公園（10.6ha）よりは一回り大きい。
デルタによって作り出された限られた平地を高密度に利用して形成されている
広島の中心市街地にあっては、平和記念公園は特別に大きなオープンスペース
であるといえるだろう

9)

。都市公園の分類体系のなかでは、種類は都市基幹公

－5－

園、種別は総合公園と位置づけられている。
 平和記念公園は都市の公共空間として重要な役割を果たしている。繁華街に
ほど近く、交通至便な場所に立地していることもあって 10)、多くの人が訪れる
公園となっている。かつて広島のメインストリートであった旧西国街道が公園
内を東西に貫通しており、通過交通中心ではあるが現在でも一定の通行量があ
ることも、公園の賑わいを生み出す一要因となっている。
 近年ではホームレス対策やヴァンダリズム対策としてベンチやゴミ箱、トイ
レといったアメニティ設備を質量とも切り詰める動きが各地で見られるが、こ
の平和記念公園ではそのような風潮の影響はほとんど見られない。快適なベン
チが数多く設置されており、ゴミ箱やトイレも十分にある。ホームレス問題や
犯罪が生じる例もないではないが、多くの市民が憩いの場として日常的に活用
しやすい環境が整っているという利点は大きい。
 平和記念公園はその名が指し示している通り、原爆被災を受け平和を願い訴
えることを目的として建設されている。今でこそ公園となっているが、被災時
点では稠密な市街地であり、中島本町、材木町、天神町、元柳町などの町があ
った 11)。詳しくは後述するが、終戦直後の戦災復興計画のなかで公園とする案
が提起され、紆余曲折を経て、1954（昭和 29）年に平和記念公園として開園し
た。
 公園内には原爆と平和にまつわるさまざまな施設やモニュメントが点在して
いる。とくに大規模な施設としては、原爆資料館とも呼ばれる広島平和記念資
料館と、国立広島原爆死没者追悼平和祈念館がある。モニュメントや慰霊碑は
数多くあり、本川と元安川の対岸にあるものも含めれば、およそ 50 に近い。事
実上の無縁墓地から、核廃絶と平和を求めるシンボルまでさまざまなものがあ
るが、それらはみな訪れる人に何かを強く訴えかけているかのようである。な
かでも広島平和都市記念碑（一般に原爆死没者慰霊碑と通称される）は強い象
徴性を持ち、参拝の対象にも批判やヴァンダリズムの対象にもなってきた。ま
た、元安川をはさんでそびえ立つ原爆ドームは、周知のように世界遺産にも登
録されており、あまりにも名高い存在となっている。
 広島では市内のいたるところにモニュメントや被爆建造物や関連施設が散在
しているが、それらのなかで平和記念公園は地理的に中心を占めているだけで
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なく、特別な存在感を放っている。原爆をメモリアルする場として唯一無二の
舞台となっている。
 メモリアルの場としての意味がもっとも顕在化するのは 8 月 6 日である。毎
年この日の平和記念公園では壮大なドラマが繰り広げられる。
 午前中は広島市が主催する平和記念式典

12)

の会場となる。平和記念式典は、

原爆死没者の霊を慰め、世界の恒久平和を祈念することを目的とした式典であ
る。首相をはじめとする要人が多数出席し、広島市長は平和宣言を行うのが慣
例である。広い公園は数万もの人で埋め尽くされ、機動隊や警察から市職員ま
で大量に動員したものものしい警備体制のなかで、
厳粛な儀式が執り行われる。
そこはまるで強力な磁場であるかのようになる。原爆死没者慰霊碑を中心に、
要人、来賓、被爆者、被爆者家族、吹奏楽団と合唱団の生徒たち、全国各地の
平和団体、一般参列者、見物客、などといったように、さまざまな人々が半同
心円状をなして公園内に蝟集する。この儀式に深く関連する平和・反核・慰霊・
復興といった観念は、相互にずれや矛盾を含みつつ、微妙なバランスで共存し
ている。これらの観念をオーソリティが適切と許容するような形で踏まえない
者は、平和記念公園の中心部へのアクセスは許されない。右翼団体、左翼団体、
過激派、デモ隊……。平和と慰霊からの逸脱は公園外、川向こうへと排除され
る。まるで見えないバリアで遠心分離機にかけられたかのような状況が生み出
される。
 夕刻からは一転してとうろう流しが行われる。昼間のフォーマルな平和祈念
式典に対して、とうろう流しはどこかリラックスした雰囲気が漂う。昼間と異
なり警備員の姿はわずかしか見られない。華やいだ祭りの雰囲気が横溢し、思
い思いにそぞろ歩きを楽しむ家族連れや恋人たちの姿が目立つ。公園内の元安
川親水護岸からは被爆者を慰霊するための灯籠が次々に流されていく。一般市
民も観光客も、灯籠に自由にメッセージを書き込み自分の手で流すという形で、
この行事に参加することができる。もちろん亡き近親者への追慕と鎮魂の思い
を灯籠に託している人も少なくない。元来とうろう流しは日本のさまざまな地
域で見られるお盆の送り火行事である。広島の場合、8 月 6 日とお盆の時期的
な近接も背景として、被爆死を悼み慰霊するための行事となっていった 13)。近
年でも約 1 万という多数の灯籠が流されているが、最盛期の昭和 30 年代では、
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およそ 2〜3 万もの灯籠が流されており、
鎮魂の祈りと復興を祝う気持ちがない
交ぜになって、大変な華やかさであったという（とうろう流し実行委員会 ND）。
 平和記念公園がメモリアルの場として機能するのは 8 月 6 日だけではない。
程度の差こそあれ、それは日常の風景の一部となっている。公園内にある数々
のモニュメントのなかには、特別な記念日でなくとも、折り鶴や生花などが献
じられているものも少なくない。
 たとえば旧天神町北組慰霊碑の前には、常に水が供えられているのを見るこ
とができる。この水を供えているのは天神町出身の被爆者 A さんである。A さ
んは被爆時に家族や親族を失いながらも九死に一生を得た後、長らく県外で生
活していたが、定年退職を機に広島に戻っている。それ以来、毎日のように郊
外の自宅から平和記念公園へと足を運び、元安川の水を汲んで、故郷の町の碑
に手向けている。この時念頭にあるのは、家族であり、同居していた従兄弟で
あるという 14)。この場所、この公園は、慰霊に生きる彼にとっての拠り所とな
っているのである。このように公園を訪れる人は A さんだけでない。同じ町内
に係累を持ち被爆死者の孫にあたる B さんも、折に触れてこの碑に足を運び、
あたかも A さんの日課を引き継ぐかのように碑を清め、献水をする。彼女は被
爆体験の継承に深く関心を持ちさまざまな活動に積極的に参加する一方で、な
ぜ自分のルーツとなるこの町に原爆が落ち、近しい人が犠牲になったのかを問
い続けているという 15)。この他にも同じような光景が、平和記念公園内のさま
ざまなモニュメントの前で、それぞれ繰り広げられてきたことであろう。
 平和記念公園は原爆ドームと一体となって

16)

対外的な広島の顔としての役

割も果たしている。広島には多くの観光客や修学旅行生が訪れているが、おそ
らく平和記念公園に立ち寄らない人はまれであろう。近年では海外からの観光
客も増加している（広島市 2014）。
試みに外国語で書かれた観光案内を見ると、
平和記念公園は主要なアトラクションとしてまず名前があがっている。慰霊か
ら観光まで多くの人を集める平和記念公園には、強力な場所性の力があるよう
にも感じられる。
 日常の平和記念公園は、8 月 6 日の日中のように見えないバリアが幾重にも
張り巡らされた空間なのではなく、より開かれた、記憶と慰霊と祈りのための
オープンスペースとして機能している。さまざまなモニュメントはもとより、
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ベンチにさりげなく貼り付けられている平和を祈るメッセージのプレートの
数々も含めて、そこで訴えられている個々の内容には多様性や微妙な齟齬もあ
る。しかし平和記念公園は全体としてそれらを飲み込み、原爆の記憶を踏まえ
て死者を慰霊し平和を祈ることが広島のアイデンティティであるのだと表現し
ているように思われる。
4. 平和都市の建設と広島の復興
 平和記念公園は災禍を記憶する公共空間としてよく機能している事例と位置
づけることができるだろう。
被爆後半世紀を遥かに超える時間が経った今でも、
そこでは生々しい現実として原爆体験に触れ、感じることができる。また、都
市のオープンスペースとしてみても、市民の日常生活を潤す憩いの空間ともな
っている。広島という都市コミュニティに深く根を下ろしているといえるだろ
う。
 なぜ、どのようにして、平和記念公園は今日のような公園になり得たのであ
ろうか。さまざまな理由や背景を指摘しうるだろうが、ここでは公園の整備に
至る歴史的経緯に着目し、復興を目指した広島の政治過程と結びつけて理解す
ることを試みたい。平和記念公園は原爆に対する広島からのリアクションとし
て、意識的につくられた公園である。どのようにつくられていったのか、その
際にどのような意図や力がどのように交錯していったのかを跡づけていくこと
にする。とくに注目したいのは、都市計画、平和都市化、記憶のポリティクス、
といった諸点である。
4.1 広島の都市プランと平和記念公園
 原爆投下まで市街地であった中島地区が平和記念公園へと姿を変える直接の
第一歩は、1946（昭和 21）年に立案された戦災復興計画のなかで、同地区の大
半の部分に相当する 10.7ha を「中島公園」として整備する方針が示されたこと
であった。ただし、資料上の制約などもあって、中島公園案が浮上するまでの
具体的な過程は十分にはわかっていない 17)。
 戦災復興計画の柱となった都市計画、区画整理事業は、爆心地から半径 2km
をおおよその目安として、1,520ha にものぼる広大な面積を対象とする大規模な
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事業となった。太田川デルタが形成する平地のおおむね全域で道路や河川の整
備が行われ、
とくに中心市街地は面目を一新するほどの結果をもたらしている。
このように戦後広島の復興を牽引した都市計画であるが、戦災後にまったくの
ゼロから考案されたものではない。戦中の国土計画や防空都市の考え方や、そ
れにもとづいた建物疎開計画などを下敷きにしている部分もある。
 とくに広島の都市計画の代表的な成果である平和大通りは、その沿道に位置
する平和記念公園にとっても、きわめて重要な意味を持つ道路である。幅員
100m を誇る平和大通りは、もとは空襲対策の防火帯として計画され、被爆前
の段階で実際に整備に着手されていたものをそのまま引き継いでつくられてい
る。
 平和大通りは太田川デルタを比治山のふもとの東端から太田川放水路が流れ
る西端まで一直線に貫いている。南北に流れる河川とは相互の連絡を欠きなが
ら直交している。古くからの繁華街は主に東西に広がって形成されているが、
平和大通りはそれよりもおよそ 500m ほど南側を並行して走っている。城下町
時代より築かれた旧来の都市プランでは、広島城を北端とした南北軸にも重要
な意味が込められていたが、平和大通りの道筋には、伝統的な都市プランの秩
序とはほとんど関連が見られない。そもそも防火帯として計画されたのである
から、平和大通りが既存の都市構造と関係を持たずむしろそれを分断している
のは、その元来の目的からいって当然のことでもある。
 平和大通りに分断されたもののひとつとして中島地区を挙げることができる。
もともと本川と元安川の分岐点にはさまれた中州に位置していたが、そのすぐ
南側を平和大通りが貫通すると、河川と巨大道路に囲まれた三角形の小さな孤
島のような場所になってしまう。あくまでもひとつの試論としての推測である
が、原爆により焼け野原になった上に離れ小島となる中島地区であるから、い
っそのこと公園にしてしまおうと考えられたのではなかろうか。
 平和記念公園の立地を考えるとき、なぜそれが基町地区ではなかったのか、
という問いを立てておくことも重要である。というのも、旧太田川をはさんで
中島地区の北東に隣接する基町地区は、練兵場を中心とする広大な軍用地があ
ったため、細分化された民有地であった中島地区よりも、用地取得等の面でよ
り容易に公園へと転用しうる条件が整っていたはずだからである。爆心地から
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の距離も中島地区とほとんど変わらず、原爆をメモリアルする場としての資格
は十分にあった 18)。考えられる理由としては、後述するように国と広島市との
あいだで復興の方向性をめぐり駆け引きがあったため、国有地である基町地区
を利用しづらくした可能性があることを挙げられる。また、基町地区は広島城
にほど近く、護国神社や軍施設が集中しており、軍都広島を象徴するかのよう
な場所であったことも、原爆とその被害をメモリアルする場としての気まずさ
につながったのかもしれない 19)。
 なぜ中島地区が公園となったかの理由はさておき、平和記念公園は現在の位
置にあるということは、場所性の次元で非常に重要な個性をもつことにつなが
った。広島市街の中心地にありながらも隔離されているという両義性は、戦後
広島のふたつの側面、つまり復興し繁栄する大都市という側面と、原爆を記憶
しそれに抗う慰霊都市という側面を、同時によく象徴しているように思われる。
 また、広島にとって複雑で重要な意味を持つ比治山まで市街地を縦貫して延
びる平和大通りは、平和記念公園への／からの一種の参道のような意味を含ん
でいたようにも思われる。比治山には「比治山さん」の愛称で「宮島さん」こ
と厳島神社と並び称される比治山神社があり、1872（明治 5）年に開かれた歴
史ある比治山陸軍墓地があり、そして何より、原爆を投下したアメリカの象徴
として多くの市民に憎まれた ABCC（Atomic Bomb Casualty Commission）の本
拠がその山上にあった。広島にとってアメリカとはあまりにも大きく重いもの
であった。比治山に影を落とすアメリカという存在と、平和記念公園という復
興と慰霊の公共空間とが、平和大通りによって結ばれていたのである。
4.2 平和都市の理念と制度
 これまで記述してきたところでは、戦災復興計画にしたがって平和記念公園
が作られたかのように描いているが、実際はもう少し複雑な過程を辿っている
（石丸 1988; 1999; 2003）
。というのも、戦災復興事業は広島市と広島県が分担
して行っていたが、平和記念公園の建設はこうした事業の枠組のなかだけで進
められたのではないからである。少なくとも財源の面では、市や県の一般の戦
災復興事業とは別の系統にも属していた。
 広島のように激甚な破壊を被った都市の場合、復興事業には膨大な費用が必
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要になる。当初の試算では「一応の復興に必要な資金」だけでも「約 23 億円と
予想」され（広島市 1982: xvi）、さらに 1949（昭和 24）年の時点になると「平
和都市建設事業の促進」に要する経費は「概算 300 億円」と見積もられるまで
に膨れ上がっている（広島市議会 1987: 184）
。しかし人口減や産業の壊滅は当
然に税収の激減へとつながっていたので、広島市がこのような額を自主的に賄
うことはまったくの不可能であった。市の 1946（昭和 21）年度予算に組み込ま
れた復興予算はわずか 5,640 万円であった（広島市 1982: 189）。
 各都市における戦災復興事業の費用の一部は国が負担していた。広島市の立
場から見れば、こうした一般的な枠組のなかで得られる国の補助金だけでは焼
け石に水に過ぎなかった。原爆という特殊な被害を受けたことを理由として、
広島側は国に対して補助の上乗せ横出しを幾度となく求めている（広島市議会
1987: 126–7）
。しかし広島側が期待するような返答はまったく得られなかった。
国の立場から見れば、国の戦災復興事業の枠組を逸脱して一都市のみを優遇す
ることは、法律上でも政治上でも許容できないことであった（広島市 1982:
278）
。
 このような状況下においては、広島の戦災復興事業は厳しい財政事情の枠内
で進めざるを得なくなる。公園のような不要不急の施設に復興予算を振り向け
るわけにはいかない。中島公園の計画は行き詰まり、忘れ去られていくかに見
えた。
 しかし状況は一変する。1948（昭和 23）年の秋頃に広島の復興を目的とした
特別法の制定を目指すというアイディアが浮上する（広島市公文書館 1987:
10）。1949 年に入ると法制定を求める運動は急速に具体化していく。特別法に
もとづいて国から特別な復興支援を受けるという案は、財政的に行き詰まりつ
つある状況のなかで、起死回生の案であるように思われた。広島は未来を決す
る最後のチャンスをこのアイディアに賭けることになった。浜井信三市長を先
頭として、任都栗司広島市議会議長、広島県出身である寺光忠参議院議事部長
らが先頭に立ってロビー活動の大攻勢をかけていく。
 とくに広島側が狙いを定めたのは、金銭的な支援はもちろんであるが、市内
にある国有地の無償払い下げであった。広島は明治期より軍都として発展して
きたこともあり、旧軍用地を中心として広大な面積の国有地が市内に点在して
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いた。広島市にとってそれを手に入れることは、都市計画や重要施設の建設を
進めるための生命線であるように思われた。
 特別法の制定を求める運動の過程で浮かび上がってきたのは、立法のために
はその根拠となる普遍的なロジック、あるいはレトリックが必要だということ
であった。
「広島のため」や「原爆被害の救済のため」といったローカルでアド
ホックなもの、つまり個別的なロジックでは法の論拠としては適切とは認めら
れず、国会を通過することは到底望めないことが明らかになっていった（広島
市公文書館 1987: 19–20）
。
 そこで考えられたのが「平和」という理念である。戦争を繰り返してきた世
界に訴えうるユニバーサルな志向をもった価値である「平和」を掲げ、それを
広島を舞台として実現させていくことを目指す法律、という論理である。原爆
であることは周到に後景に退けられた。GHQ の施政下においては、アメリカを
刺激する可能性を限界まで排除しようとするのも致し方ないことであった。実
際に法案を練り上げて行く過程では、草案の内見を GHQ に請い、注意深くア
メリカ側の意向を窺っている（広島市 1982: 280）。
 法制化を求める運動が本格化してからわずか半年足らずで大勢は決した。結
果は広島側の勝利であった。GHQ の肯定的な態度も後押しになった。こうして
1949 年 5 月 10 日に衆議院で、翌 11 日には参議院で可決されて「広島平和記念
都市建設法」は成立し、同年 8 月 6 日をもって施行されることとなった。この
法律では、平和記念都市建設を目的とした事業に対して、国が自治体に「でき
る限りの援助」をし、
「普通財産を譲与」することができると規定している。
 しかしすべてが広島側の思惑通りに進んだわけではなかった。
 国有地の無償払い下げについては、国側の警戒心は小さくなく、法律の条文
で明記されてはいるものの、結局は簡単には実現しづらい諸条件が課せられる
こととなった 20)。地元も一枚岩とはいえず、国有地の獲得を欲する複数の勢力
がお互いを牽制しあうこともあった 21)。中心市街地にほど近い基町地区の広大
な国有地が無償払い下げ問題の目玉であったが、逆に基町の多くの土地がしば
らく手つかずのまま残されてしまうという皮肉な結果がもたらされた。
 平和記念都市建設法にもとづいて当初は総額 284 億円の事業が計画されたが、
緊縮財政などの影響もあり、その大部分が空手形に終わることとなった（広島
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市議会 1987: 444–5）。
 また「平和記念都市建設を目的とした事業」に限定するという建前は、かな
り厳格に適用された。一般的な戦災復興事業と見なされるものや、
「平和」と無
関係であることが疑われるような事業には、国は容赦なく援助することを拒ん
だ。
 平和記念公園の整備が決定し、実現へと至ったのは、まさにこのような展開
のなかでのことであった。
「平和記念都市建設」という題目のなかで、少しでも
都市基盤の整備という果実へとつなげるためには、
「平和」を掲げる都市公園を
建設するほかに選択の余地は多くは残されていなかった。また、国有地無償払
い下げ問題の火種がくすぶるなかでは、基町地区をその公園にすることも難し
かった。こうして一時は暗礁に乗り上げていた中島公園計画は、平和記念公園
として日の目をみることになったのである。
 平和都市の理念を武器として復興事業を有利に進められる制度づくりを目指
した広島の試みは、基本的な部分では成功を収めたとはいえ、細部においては
期待通りとはならなかった。このような成功と失望のはざまで、一種の妥協点
のように実現したのが平和記念公園であったといえるだろう。
 とはいえ、こうしてできた平和記念公園は、単なる妥協の産物とは決してい
えないものとなった。
「平和」を標榜する限り財政面の裏付けは十分あり、公園
全体のプランと建築設計は丹下健三が、平和大橋や原爆死没者慰霊碑のデザイ
ンはイサム・ノグチが担当するという万全の体制がとられた 22)。造園や建築と
いったフィジカル面での充実だけではなかった。原爆の被害から物心ともに立
ち直りきれていなかった広島の人々にとって、とくに慰霊の場を求める切実な
ニーズがあったであろう。こうしたニーズに正面から応じる場所を提供するこ
とができた。戦災復興事業という文脈のなかでの当初の狙いは、全体としては
なかば失敗に終わったのかもしれないが、人々の思いを詰め込むことができる
贅沢な空間を、広島は手に入れることができたのである。平和記念公園の事業
決定は 1951（昭和 26）年、立退き問題などに手間取りつつも 1954 年には一応
の完成をみた。
4.3 記憶のポリティクス

－ 14 －

 以上のような経緯をたどって完成した平和記念公園は、半世紀を超える歩み
のなかで、今日のような復興と慰霊の公共空間に育っていった。
 1954 年の開園以降は平和記念式典の会場となっている。現在ではきわめてフ
ォーマルで厳粛な式が執り行われているが、当初は驚くほどルーズな式であっ
たという。立退きが完了していないバラックが点在するなかで、今日のような
整然と並べられた椅子などはなく、人々は三々五々と儀式に参加していたよう
である（広島都市生活研究会 1985: 94–6）。平和記念式典も半世紀以上の歩み
のなかで、そこで何が記憶され何をどのように表現するのかが一定の型に固定
されるようになり、それがひとつの権威であるかのようになっていったのであ
ろう。
 平和記念公園は原爆をめぐる記憶の場である。公園に集う人たちが持ち寄っ
た記憶がこの空間に集積され蓄積されているように感じられる。また、この公
園という磁場を舞台として、異なる形の複数の記憶が正統性を争うかのような
出来事もしばしば生じている。たとえば 1970（昭和 45）年に本川の対岸に建て
られた韓国人原爆犠牲者慰霊碑が、さまざまな運動と論争の末に、1999（平成
11）年に平和記念公園内に移設されたという出来事があった。慰霊碑の場所に
原爆の記憶のあり方を重ねあわせた例のひとつと位置づけられるだろう。さら
に、記憶の管理権をめぐる争いや取引を見ることもできる。日本における同種
の記念公園では宗教的要素を注意深く排除しようとする例がしばしば見られる
なか、平和記念公園では必ずしもそうでなく、さまざまな宗教が慰霊の担い手
として関与する機会がある。しかしその際も、特定の宗教が特別な地位を占め
ることを避けるためか、キリスト教、仏教、神道といった諸宗教の諸宗派が一
同に介して合同慰霊行事をおこなうという、他ではあまり見られない珍しい形
式をとっている。
 今日では原爆ドームと並んで平和記念公園は世界に開かれた観光地となって
いる。2007（平成 19）年には戦後に整備された公園としては初めて国の名勝に
も指定された。慰霊や祈りの場であると同時に、観光地としての魅力を高め整
備していくべきニーズも存在している。こうした原爆ツーリズムとでも呼びう
る仕組みのなかでは、観光のまなざしに映えるように記憶を再構成し、展示し
ていこうとする力も当然のように生じてくる。米山リサ（Yoneyama 1999）のい
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うところの「記憶のポリティクス」が、平和記念公園を舞台に展開されている。
 しかしいずれにせよ、平和記念公園が誰でも自由に入ることができる都市の
公共空間としてうまく機能していることは、さまざまな意図やさまざまなベク
トルをもった複数の記憶やまなざしが共存しうる、貴重な空間を生み出すこと
につながっているといえるだろう。
 このように平和記念公園は、慰霊空間であることを基盤としつつも、過去の
みに眼を向けた慰霊に内閉するのではなく、より広い文脈で平和を祈り復興の
歩みを確認しうる重層的な空間として、広島のアイデンティティを象徴してい
るように思われる。
5. おわりに
 これまで広島における平和記念公園の事例にとりあげ、被災都市の復興過程
のなかで公共空間がどのような役割を果たすのかについて検討してきた。それ
を踏まえて最後に若干の考察を試みたい。ここでとくに論じておきたいことは
3 つある。
 まず第 1 に取り上げたいのは、公共空間を介して災禍を記念することの意味
についてである。
 平和記念公園は単なる平和記念式典等の会場というだけではなく、それ自体
が固有のメッセージを表現する象徴的な存在でもあった。そしてそのメッセー
ジの内容は、特定のオーソリティが発する特定のものには限られず、平和記念
公園に集うさまざまな人々のさまざまな行為や思想がない交ぜとなりつつ、そ
れらをゆるやかに「平和」の名の下に統合したかのようなものであった。
 公共空間は誰でも自由にそこに入れることを特徴とする。実際に平和記念公
園は若干の例外を除いて、誰にでも広く利用されるような工夫がなされていた。
現実には一定の排除がなされていることは否定し得ないが、8 月 6 日の昼間を
除いて、可能な限り開かれた空間となるように配慮されていたように見える。
また、特定の層のみが偏って利用することも周到に避けられていたように見え
る。
 原爆をメモリアルするという特別な目的を持った公園でありつつも、オープ
ンな公共空間であり、かつ、それが中心市街地の近くに立地していることで、
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平和記念公園はコミュニティから遊離し内閉する空間になる危険を回避するこ
とができたのであろう。平和記念式典が公会堂のような屋内空間で行われてい
たら、原爆死没者を悼む慰霊の場が寺社や家の墓といったプライベートな空間
に分散していたら、どのようになっていたであろうか。人々が集散する都市の
パブリックな空間において災禍を記念することは、大変に強い力を生み出すの
である。
 第 2 に論じたいのは、公共空間をデザインすること、あるいは社会的デザイ
ンとでも言うべき戦略がきわめて重要となることである。
 平和記念公園は「平和」というコンセプトを動員し活用することで誕生し、
今日のような形に育つことができた公園である。
「平和」というユニバーサルな
価値を掲げたことで、慰霊、追悼、反核、反戦、反米、反権力、復興、発展な
どといったさまざまな方向性を飲み込むことができたように思われる。また、
憎しみ、悲しみ、罪意識、恋しさなどといった、激しさから穏やかさまでをも
含むさまざまな感情を包み込むことができたように思われる。
 さらにこのようなコンセプトに形を与えるデザインの工夫が、建築や造園の
次元で周到になされたことも大きかった。詳細については別の機会に改めて論
じたいが、丹下健三がデザインした平和記念公園のプランは、原爆・慰霊・平
和・復興といった重要な観念を明確で力強い軸に整序して表現するものであっ
た 23)。
 平和記念公園はあたかも「平和」という物語を主題にしたテーマパークのよ
うでもある。訪れる人は、木々が生い茂る森を縫う園路を静かに回遊し、さま
ざまなモニュメントに出会い、そこでさまざまな原爆と復興の記憶に触れるこ
とができる。こうしたアトラクションの一つ一つが重層的に「平和」というテ
ーマを織りなしていく。ライトモチーフは「平和＝慰霊＋復興」という図式で
あるといえるだろう。
 多種多様でたくさんの人々がそこに巻き込まれうる仕組みが、観念の面でも、
建築造園の面でも、あるいは立地の面でも、たいへんよくデザインされていた
のが平和記念公園であったといえる。広島の事例は、こうした目的を持った公
共空間をつくろうとする場合、建築や造園といったフィジカル面だけでなく、
あるいは観念だけでもなく、その両者が絡み合ったデザインを目指すことが大
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変重要となることを示している。
 第 3 は復興と慰霊との関係についてである。とくに広義の復興の過程のなか
で、社会レベルで慰霊を重ねていくことにはどのような意義があるのだろうか。
すでに序論において概説的に言及してはいるが、これまでの議論を踏まえて改
めて論じておきたい。
 慰霊の意義としてさまざまなものを挙げうるが、
なかでもとくに重要なのは、
時間を超えて災禍の記憶と復興の歩みを継承していくことに寄与すると考えら
れる点である。というのも、慰霊という営みは他者に共感することに他ならな
いからである。すでに亡き犠牲者、死没者を対象化する慰霊行為は、社会が今
ここに存在している者だけで成り立っているのではないことを確認することに
つながるであろう。また、公共空間という装置を介して慰霊を続けていくこと
で、次の世代へと災禍の記憶をつなげていくことにも資するであろう。
 個々人が過去を振り返るとき、そこにあるのは過ぎ去った具体的なものの回
想である。それに対して複数で共に過去を振り返ろうとするとき、想起される
内容は得てして具体的な輪郭を失い抽象化されながらも、単なる回想だけには
とどまらない、未来への展望が生まれることもあるのではないか。たとえば柳
田国男（1931）は日本の民俗の底流に「家永続の願い」があることを指摘して
いるが、このような未来への視線は、家族親族単位でとりおこなわれる先祖祭
祀という形態で具現化されていた。やや飛躍するが、家永続のために先祖祭祀
が重要であったのと同じような意味で、被災都市にとって犠牲者の慰霊を重ね
ることは、おそらく大変な長期間にわたるであろう復興の歩みを続けていくた
めの、潜在的なエネルギーになるのではないだろうか。
 都市の災害や戦災のひとつの特質は、きわめて多くの人が共に苦しみを受け
ることにある。共苦を乗り越えていくためには、共に過去の苦しみを分かち合
う仕組みが必要になるのではないかと思われる。その仕組みを具体化しうる装
置として、公共空間、オープンスペースは最も重要な存在のひとつなのではな
いだろうか。都市の公共空間は権力の庭であることも少なくないのは確かであ
るが、それだけでなく、人々が時間や空間を超えて共にあるための結節点にも
なりうるのである。
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（付記 1）本稿の執筆に先立ち、平和記念公園と広島の戦後史にまつわる諸々
の点について、根本雅也氏（一橋大学特任講師）より多くの教示を受けた。記
して感謝したい。
（付記 2）本稿は文部省科学研究費補助金（基盤研究（S））
「東日本大震災を契
機とした震災復興学の確立」
（研究代表者：山川充夫、課題番号：25220403）の
成果の一部である。

注
1) 「追悼」と「慰霊」は類似した概念であるが、とくに「慰霊」は異常死を対
象としたものを指している。語としては古くからあるものではなく「招魂慰
霊」の概念とともに広まったと新谷（2010: 225）は述べている。
2) 例外として沖縄における沖縄戦犠牲者の慰霊のあり方を挙げることができ
る。県民の 4 人に 1 人が犠牲になったほどの大規模な戦災であったが、今日
まで続けられてきたその慰霊は、主に家族親族単位で行われているという色
が非常に濃い。毎年 6 月 23 日の「慰霊の日」になると、糸満市にある平和
祈念公園の「平和の礎」では、多世代多人数からなる家族連れを数多く見る
ことができる。
3) 例を挙げるならば、東京の横網町公園（東京都慰霊堂の所在地）、長崎の平
和公園、神戸の震災復興記念公園、ニューヨークの The 9/11 Memorial などが
ある。
4) 都市の公共空間は公園と広場だけではない。その他にもさまざまな形態のも
のがある。たとえば街路は公共空間のひとつに数えることができる。なかに
は私有地であったり、物理的には明確に区切られ閉じられた空間であっても、
公共空間として機能しているものも少なくない。たとえば、駅やホテルのロ
ビーや、ショッピングモールなどはその例となる。公開空地（Privately Owned
Public Space）のように、私有地に意図的に公共空間の機能を持たせる制度も
ある。
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5) たとえば公園の使用マナーやルール策定をめぐる諸問題などもそれに当て
はまるであろう。ボール遊びや喫煙の可否や長時間滞在するホームレスへの
対応など、公園を舞台にさまざまな衝突や調整が日々行われていることであ
ろう。
6) もちろん人々の蜂起や都市騒乱の場になることもあった（中筋 2005）。
7) 統合機関の概念は矢崎武夫（1963）が提唱したものである。詳細は松尾・柴
田（1996）を参照。
8) 万博記念公園は 1970 年に開催された日本万国博覧会の跡地に開かれた公園
である。タプコル公園は古くからソウルを代表する公園であったが、その後、
三一独立運動の地として聖域化されるようになった。トラファルガー・スク
エアは 1805 年のトラファルガー海戦の勝利を記念して造られた広場である。
ラージガートは 1948 年にマハトマ・ガンジーが荼毘に付された場所を追悼
公園として整備したものである。
9) 平和記念公園の北側に隣接している中央公園は 42ha という広大な面積を持
ち、園内には広島城やファミリープール、図書館、美術館、体育館などの施
設があるように、規模の面では平和記念公園よりも大規模なオープンスペー
スとなっている。しかしやや中心市街地からのアクセスに劣ることもあって、
多くの市民の日常生活に浸透しているかどうかという点では、平和記念公園
の後塵を拝しているように思われる。むしろ中央公園は、平和記念公園に隣
接するその外苑と位置づけて捉えることが、その成立の歴史的背景からいっ
ても適切であるように思われる。
10) ビジネスセンターである紙屋町からも、最も賑わう本通商店街からも徒歩
で 10 分足らずである。広島電鉄の電停も近い。
11) 被爆時点でのこれらの町の姿は長いあいだ忘却の闇に消し去られていた。
これらの町の存在を再発見しようとする試みがなされるまでは、被爆後 20
年以上の時間が必要であった。志水編（1969）、高野（2010）、松尾（2013）
などを参照。
12) 平和記念式典の正式名称は「広島市原爆死没者慰霊式並びに平和祈念式」
である。
13) とうろう流しは被爆から数年たった頃に自然発生的に始まった行事だとい
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われており、現在運営にあたっているのは近隣の商店会とボランティアの市
民たちである。「とうろう流し実行委員会」は広島市中央部商店街振興組合
連合会のなかに設置されている。ボランティア団体である「とうろう流しを
支える市民」は 1999 年よりとうろう流しの支援活動を行っている。他にも
これらの団体と関係しながらとうろう流しを支えているグループや NPO 法
人もある。
14) 筆者によるインタビューより。2009 年 9 月 11 日および 2010 年 8 月 6 日、
2013 年 8 月 5 日に平和記念公園にて聴き取り。
15) 筆者によるインタビューより。2013 年 8 月 5 日、平和記念公園にて聴き取
り。
16) 原爆ドームが世界遺産となるにあたり、平和記念公園の全域がそのバッフ
ァー・ゾーンとして登録されている。また、そもそも原爆ドームの所在地は
平和記念公園の敷地内となっている。
17) 1945 年 11 月 20 日付『中国新聞』に掲載された桑原市男（旭株式会社社長）
の「広島建設案」では、
「爆心地中心に 1 キロ平方の霊地圏を設定し 20 万戦
災死者の大供養塔」を設立し、「次の 1 キロ平方圏は廃墟のまゝとし〔中略〕
宗教的平和圏とする」ことが提案されている（広島市 1982: 81）。また、都
市計画広島地方委員会幹事竹重貞蔵は、1946 年 10 月 19 日の同会議上におい
て、中島公園構想について以下のように述べている。曰く「三方を川に挟ま
れて」いるこの地区は「偶々原子爆弾の中心地区域に当たって居る」ので、
「原子爆弾を記念すると申しますか、又は世界平和復興を記念する公園と致
しまして、それに関連した施設を此処に行って行きたい」という（広島市
1982: 96）。
18) 爆心地の場所は、平和記念公園に接する元安川の対岸、現在の中区大手町
1 丁目である。公園の立地選定に関しては、中島地区と基町地区の 2 択で考
えるだけでなく、爆心地そのものを公園とする選択肢があり得たと想定する
ことも可能であろう。たとえばこれに関連する例として、平和公園と原爆落
下中心地公園とが事実上分離している長崎の事例を挙げることもできる。
19) 広島で軍都であったことの気まずさを率直に表現しているものとして、浜
井信三市長による市議会（1949 年 5 月 19 日）での次のような発言を挙げた
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い。「幸か不幸か、その最初に現れた原子力によりまして、過去における優
秀な軍事都市と言われ、又その前に封建都市であった、広島市の都心部が、
一応抹消されたのであります。この破壊の上に、全然過去のものと異なった、
民主的な平和都市を築きあげることは、我々市民として、国家として、最も
大きな意義をもつものである」（広島市議会 1987: 169）。
20) 大蔵省が当初に示した譲与基準としては、公園、広場、緑地、運動場、軌
道、水道、下水道、運河、河川、チリ焼却場、墓地、図書館等々に使用する
場合に限って、無償で譲与するというものであった。その後広島市側から大
蔵省に運動を重ねた結果、小・中学校等義務教育施設に使用する場合も、無
償譲与が認められることとなった（広島市 1982: 286）。
21) なかでも、広島県が県農業委員会を介して開拓団に多くの旧軍用地を農地
として貸与したことは、県、農業委員会、市議会、市長らを巻き込む深刻な
争いへと発展することになった。
22) ただし原爆死没者慰霊碑は、ノグチが設計した通りには制作されず、ノグ
チ案を翻案した丹下による設計にもとづいて建てられることとなった。
23) 丹下のプランについては藤森（1999）や佐藤ほか編（2013）などを参照。
たとえば、雑然とした印象を受ける長崎の平和公園や、焦点が不明瞭な神戸
震災復興記念公園に比べると、平和記念公園のプランが持つ表現力の強さが
際立つように思われる。
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ベルリンのチャンドラ・ボース
―インド独立運動と第三帝国―
3

中村元

序
 先行する第二部では、ボースのインド脱出からドイツ入国を経てドイツにお
ける活動の拠点である自由インドセンターの設立までを辿った。自由インドセ
ンターの最重要な任務は、様々なメディアを通してインド独立のためのプロパ
ガンダ活動を行うことと、インド人部隊を育成することであった。後者につい
ては第一部ですでに述べておいた。第三部では、ラジオ放送と雑誌によるプロ
パガンダ活動を取り上げ、さらにボースがドイツを去り、インド国民軍(INA)
を指揮すべく東南アジアに向かうまでの歩みを追っていきたい。
1. アーザード・ヒンド・ラジオ
1.1 ラジオ放送開始の遅れ
 インドに向けてラジオによるプロパガンダを行う計画は、すでにボースの
1941 年 4 月初旬ベルリン到着直後から始まっており、英領インドにくすぶる社
会不安を公然たる反英決起へと転化するという目的を持っていた。ドイツは以
前からヒンドスターニー語による毎日 30 分の放送を流しており、インド人の大
きな関心を呼んでいた。しかしその内容は確かに反英的ではあったが、プロパ
ガンダよりも事実の客観的報道を重視していた。そこでドイツ外務省のラジオ
担当部門責任者は、これまでの公的放送を補完するため非公然放送も取り入れ
ようと考えた。というのも公的放送はインド国内の諸問題にあまり立ち入らな
いよう配慮すべきであるのに対し、非公然放送はそれら諸問題への見方を率直
に伝えることが出来、インドの若者に向けラディカルな民族主義の立場を示す
ことが出来るからだった。こうして自由インド・センターはこの計画に沿って、
これまでのドイツの、インド向け公的ラジオ放送とは別個に、毎日非公然のラ
ジオ放送を行うことが出来るようになった
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。この非公然放送の手本になった



のは、すでにイタリアでインドに向け宣伝プログラムを放送していたシェーダ
イの「ラジオ・ヒマーラヤ」だった。
 ボースはドイツに到着してから、到着を公表する時期をめぐってドイツ外務
省と折り合いをつけられなかったため、ラジオによるインド向けプロパガンダ
の実現は遅れに遅れた。すなわち、彼はドイツ側からプロパガンダ目的で、ラ
ジオ放送を通してドイツにいることを公表するようするよう求められていた
が、彼は、ドイツ政府がインド独立を保証する声明（以下｢インド声明｣と表記）
を出すまではドイツの対インド宣伝に加わらない、と明言しており、日本がシ
ンガポール攻略と全東南アジアを制圧した 42 年 2 月半ばまでは、カーブル出発
以来使用していたオルランド・マツォッタという変名で通し、自分の名前で書
いたり語ったりすることはなく、自分がドイツにいることを秘密にしておいた。
とはいえ、アーザード・ヒンド・ラジオ開始の時点でボースの所在については、
英インド政府がすでに前年 1941 年 11 月 10 日「ボースが敵陣営に身を投じた」
と発表しており、彼がベルリンにいる可能性が高いと考えられていた。英紙『ス
テーツマン』はこう伝えている。「ボース氏のものの見方はナチスと同じだ。
ボース氏はそのことを隠そうともしない。だから彼がナチスのところにいるの
なら、彼は自分の本来の居場所にいるというわけだ。彼は少なくとも、自分の
信念を隠し立てしようとする連中よりはまだ正直だといえる」(1941 年 11 月 19
日付) 2) 。
1.2 日本の真珠湾攻撃
こうして、ドイツ到着後半年以上の空白を経て、1941 年末になってボースは
外務省のインド特別局にラジオ放送開始を申し入れたが、ここには次のような
経緯があった。すなわち、ボースがドイツに到着したとき、ドイツはイギリス
と戦っていたが、今ではドイツの主敵はソヴィエトに移っていた。すでに見た
ように、ソヴィエトに好感を持っていたボースはこれに大いに落胆し、またド
イツのソヴィエト侵略が「ナチスドイツはインドの敵だ」というイギリスの対
印プロパガンダに説得力を与えてしまうことを、何よりも恐れていた。この時
点で、ドイツ軍にソヴィエトを経由してインドに進攻させるというボースの戦
略がドイツで成功するか否かは、ひとえに、1) ドイツがソヴィエトと戦争状態
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になったからには、ドイツが勝利すること、2) ドイツがインド声明を発令する
ことにかかっていたが、1) については、ソヴィエト侵略後のドイツ軍は 11 月
にモスクワ近郊まで迫ったが、例年になく早い冬の訪れのため作戦に停滞をき
たし、12 月にはソヴィエト軍の反撃を許して後退を余儀なくされて、初めての
挫折を経験していた。2) のインド声明に関しては、第二部ですでに見た通り、
｢時期尚早｣として引き延ばされ、近いうちに声明が実現する見込みはもうなく
なっていた。すなわち今では両方が疑わしくなっていたのである。この点から
して、ラジオ放送は開始の時点ですでにその効果の前提を欠いていた、と見る
見方もある。つまり、ボースのプロパガンダが効果を及ぼすためには「自由イ
ンド臨時政府」の主席としてインド国民に語りかけることが必要だったが、こ
れはヒトラーの反対で実現しなかったのである。ナチス政府がボースの戦争目
的を認めたのは、ようやくボースが東アジアに到達した後、彼が樹立した自由
インド臨時政府を承認することによってだった 3)。
この時点で東アジアに目を転じると、1941 年 12 月 8 日、日本は真珠湾攻撃
を行い米英に宣戦布告し、太平洋戦争が始まった。日本軍は同時に東南アジア
でも次々に西欧帝国主義の拠点を制圧していった。このためボースは、東南ア
ジアでインド独立のための重大な進展があると認識しはじめた。要するに、こ
の時点でのボースのラジオ放送開始の申し入れは、東南アジアでの日本の軍事
作戦の成功に鼓舞されてのことであった。
日本は米英に宣戦布告した同じ日に、インド独立を保証する三国共同声明を
発するよう独伊に働きかけた

4)

。その翌日、独伊は日本のこの提案に応えてベ

ルリンで緊急会議を招集した。ドイツ側からはインド特別局、最高司令部、情
報部代表とともにボースが出席し、イタリア側からは外交官らとともにシェー
ダイが出席した。ボースはこの席でインド独立に向けた即時三国共同声明を要
求したが、イタリア側がこれに前向きだったのに対し、ドイツ側は無関心を隠
せない様子だった

5)

。とはいえ、ヴェーアマンは、日本のインド声明はその内

容と声明を出す時期については、独伊と歩調を合わせてほしい、と在日ドイツ
大使館を通して日本側に通達した。
日米開戦と同時にタイに進駐した日本軍が一週間後インドの隣国ビルマ最南
端に到達したとのニュースを聞くと、ボースは再度ヴェーアマンに三国声明の
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緊急性を訴えた。ヴェーアマンの答えは「原則賛成だが、問題は時期だ」とい
うものだった。日本の東南アジアでの軍事的成功と、日本が独伊に比べインド
声明により前向きであったことから、ボースはこの頃から活動がより効果的な
東京に行きたいとの希望を表明するようになった。また日本もボース獲得によ
り積極的になっていった。すなわち 1941 年 10 月末にはボースはすでにベルリ
ンの日本大使館で大島浩大使とベルリン駐在武官山本敏大佐に会い、インド独
立と日本の援助について語り合っている 6)。また、12 月 18 日ドイツ外務省はバ
ンコク公使館から、日本の援助で結成された東南アジアのインド独立運動組織
すなわちインド国民軍がボースをアジアによこしてほしいと要求している、と
の報告を受け取っている 7)。
1.3 ラジオ放送の概要
以上のような状況下で、ドイツ外務省はインド向けラジオ放送について宣伝
省と協議し、ボースに毎日 30 分 8)の放送を許可した。1942 年 1 月 6 日「アーザ
ード・ヒンド・ラジオ」は最初の放送を行った。当初放送はヒンドスターニー
語のみで行われ、プログラムの内容はニュース、解説、インタビュー、政治や
文化を取り扱ったトーク番組などで、番組に興味を持たせるために英国放送
BBC から録音したインド音楽なども挿入した。当時ヨーロッパの中波放送はイ
ンドでは受信できなかったので、ラジオ放送は短波で、当時最大の 100kw の出
力を発していたオランダのアムステルダムの東のフイツェンから発信された。
放送はインド国内もしくはインドに近い国外の秘密基地で行われているとの印
象を与えようとしたが、それはその方がプロパガンダ効果があるとの思惑から
であった。
 放送開始時には 10 名のスタッフがおり、全員がインド人だったが、これに技
術部門のドイツ人の助手が加わった。スタッフは自由インドセンターの建物の
中で仕事をした。
 1942 年 1 月 19 日の放送はアーザード・ヒンド・ラジオの目的についてその
考えを次のように伝えている。「多くのインド聴衆にとって情報の唯一の道は
イギリスの放送であり、したがって彼らは気づかぬうちにイギリスの宣伝を受
け入れ、[. . .] 国際情勢について全く誤った想像をもつ。国際情勢を知るための
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正しい方法は信頼できる筋のニュースを聴くことであり、それは特にわれわれ
の放送の義務となろう」9)。つまり、アーザード・ヒンド・ラジオは真に「イン
ド人によるインド人のための放送」となることを目指したのだった。
この後ボースが日本のシンガポール制圧を受けてアーザード・ヒンド・ラジ
オで自ら名乗り出たことは大きな反響を呼び、彼の存在は再度国際社会とイン
ド国民に認識された。英情報機関もインド国民がこの放送を聞きたがっている
ことを認めざるを得なかった。当時インドに滞在していた BBC スタッフは、イ
ンド人が店でラジオを買うとき「これでドイツと日本の放送が聴けるか」と念
を押してから買うのが常だったと証言している 10)。こうしてドイツ側もアーザ
ード・ヒンド・ラジオの番組放送時間を 230 分間に延長し、インドの 8 つの言
語、すなわち英語、ヒンドスターニー語、ベンガル語、タミル語、テルグ語（イ
ンド南東部のアーンドラ・プラデーシュ州で話されているドラーヴィダ語族系
の言語）、パシュトー語（インド・ヨーロッパ語族のイラーン系に属する言語。
アフガーニスターンの公用語でアフガーン、アフガーニーとも言う。パーキス
ターンの北西部でも使用されている）、グジャラート語、マラータ語（インド
南西部のマハーラーシュトラ州で話される言語）で放送するようになった。
 その後 1942 年 8 月国民会議派が「インドを立ち去れ (Quit India)」運動を開
始し、インド全土の政情不安がさらに高まったとき、第二の秘密放送「国民会
議派ラジオ」が開設された。さらに同年末インド国内でヒンドゥーとムスリム
間の緊張が高まったとき、「アーザード・ムスリム・ラジオ」が開設された。
ベルリン空襲がひどくなった 1943 年からは、ラジオスタッフはヒルヴェルズム
に、さらに 1944 年連合軍が進攻してからはヘルムシュテットへ移動したが、放
送そのものはドイツ降伏直前の 1945 年春まで続いた。
 
1.4 放送原稿の検閲
 リッベントロップはアーザード・ヒンド・ラジオに対して事前検閲を行わな
いと約束していた。これはボースが前もって放送に際しての条件としていたも
のだった。事実また、センターでラジオ放送業務を指揮していたヴヤースは「ボ
ースはプログラム制作にその都度口出ししようとする役所の試みを退けること
が出来たし、放送が検閲されたことは一度もなかった」と述べている 11)。だが
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検閲が事実行われなかったと理解することは正しくない。事前の干渉というよ
うなことは一度もなかったが、巧みに検閲が行われていた。このことは 1967
年ウィーンで公開された以下の機密文書が明らかにしている。「放送の検閲は
ボース氏が決して気づくことのないよう、この上ない注意深さで行わなくては
ならなかった。唯一のやり方は、同じ日に外務省と宣伝省、国営放送協会の代
表者が共同で検閲できるよう、放送の録音を午前 10 時に行うことであった」12)。
さらに検閲による削除が事実あったことも、当時技術助手だったハンス・ク
ヴェリングが 1968 年、東ドイツにインド人特派員として派遣されていたクンハ
ーナンダン・ナーイルに証言している。「私は録音したものを事務所まで持っ
ていき、そこで我々の気に入らない数箇所を切除した」13)。切除箇所は大体独
立インドの将来に関するくだりであって、それ以外には問題となるような箇所
はほとんどなかった 14)。
1.5 雑誌「アーザード・ヒンド」
 1942 年 1 月から 1944 年末までセンターは雑誌「アーザード・ヒンド（自由
インド）」を発行した。「アーザード・ヒンド」はドイツ在住のインド人とド
イツ人の協力者や友人を読者として想定していたが、インド人捕虜のキャンプ
でも配布され、プロパガンダの手段としても利用された。雑誌はドイツ語と英
語で書かれ、大体は隔月の発行で、重要な演説や解説、そして、インド情勢や
インドの歴史についての啓発的な報告などが掲載された。執筆者はボースとナ
ームビアールの他に、「アーザード・ヒンド・ラジオ」の編集員らも加わって
いた。創刊号は 1942 年 1 月 26 日に発行されたが、この日は 1930 年会議派が独
立を宣言した日だったので、その内容はインド独立声明祝賀記念号となった。
第二号は同年 4 月 13 日に発行された。1919 年のこの日はパンジャーブ州の首
都アムリトサルのジャリヤーンワーラー・バーグで非武装の市民にイギリスの
軍司令官ダイアーが無差別に発砲して 1500 名以上の市民が死傷した日だった
ので、その犠牲者への追悼号となった。第三号は「1857 年から 1858 年にかけ
ての第一次インド独立戦争」という表題がついていた。この号以降は定期刊行
となり、二ヶ月おきに五千部ずつ発行された。
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1.6 独印協会設立
 以上のインドに向けたラジオ、雑誌によるプロパガンダ活動以外にも、セン
ターはインド独立への一般ドイツ人の理解を訴えるための宣伝活動を行った。
この関連で触れておくべきなのは、ボースが東アジアに旅立つ五ヶ月ほど前に
開催された 1942 年 9 月 11 日のハンブルクでの独印協会設立の祝典である。ホ
テル・アトランティックで行われたこの催しではハンブルクの著名人の他に、
外務省特命次官ヴィルヘルム・ケプラー、インド特別局局長アーダム・フォン・
トロット・ツー・ゾルツ、そして局長代理アレクサンダー・ヴェルトも外務省
の代表として参加していた。インド側の来賓としては、ボース、ナームビアー
ル、ガンプーレー、ヴヤースらが出席した。このとき、会場ではハーケンクロ
イツ旗と並んでインド独立運動のシンボルである橙・白・緑の三色旗が掲げら
れ、独立後インド共和国国歌となった「ジャナ・ガナ・マナ」が初めて演奏さ
れた。
インド側を代表してボースが祝辞を述べたが、この中で彼はハンブルク市長
に滞在と招待に対するお礼を述べた後、インドとドイツの歴史的関係について
触れ、過去にドイツがインド国内の混乱に乗じてインドを植民地化する勢力に
組しなかったことに注意を促して、流暢なドイツ語でこう述べた。「事実ドイ
ツのインドへのアプローチは、そもそものはじめから知的道徳的霊的なもので
ありました。イギリス人がわが国の支配に成功したとき、彼らはインドのもの
すべてに劣等のレッテルを貼ることに全力を尽くしたのです。インドが道義的
援助を必要としていたこのとき、ドイツの学者や思想家こそインドとその文化
を発見した人たちでした。これは私たちが決して忘れえない事実であり、この
ような利己的物的利益を度外視した文化的絆こそ今日に至るまで独印関係の基
礎となってきたものであります」15)。ボースはこの後に続く箇所で、インド精
神に大きな関心と理解を示したゲーテやショーペンハウアー、リュッケルト、
シュレーゲルといったドイツの詩人と思想家の名を挙げながら、ドイツがヨー
ロッパの中で最初にインド文化への理解を表明した国であることを讃えてい
る。ボースのこの発言は、独立運動家でありながら、いわば彼の文人的側面を
物語るものとして、これまでのドイツとインドのつながりが、イギリスとはま
ったく異なり経済的利害関係ではなく、純粋に知的文化的なものであったこと
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を認識している点で、きわめて興味深い。
2. 「インド人部隊」創設
 以上のラジオ放送を始めとするプロパガンダ活動に加えて、自由インドセン
ターのもう一つの重要な任務は、ドイツにおけるインド独立運動の軍事部門と
して「インド人部隊」を組織することであった。すなわち、ボースの狙いは、
イギリスと戦うために国外の武装勢力としてドイツでインド人兵士を訓練しイ
ンドに送り込むことによって、彼らを触媒としてインド国内で独立に至る大規
模な反英蜂起を引き起こすことであり、インドが独立を獲得した暁には彼らに
新生インド軍の訓練スタッフの役割を担ってもらうというものだった。第二部
の冒頭ですでに述べておいた通り、ドイツでインド独立のために闘う軍隊を組
織するという具体的計画は、ボースがドイツにやってきた当初は考えられてい
なかった。もちろんボースはインドが自由を得るため祖国の若者に軍事訓練を
施すという考えを、常に持ち続けていたが、ドイツ到着後ドイツに連れてこら
れた英インド軍のインド人捕虜を見たとき初めて、彼の構想はインド人部隊を
作るという具体的な形を取るに至った。すなわち、ボースは、インドの若く未
来ある人材が捕虜として収容所の中で心身ともに埋もれていくのを見過ごすこ
とが出来ず、彼らを何か祖国のためのよりよい目的のために活用したい、と心
から願ったのである。インド人部隊の詳細は本論文第一部を参照されたい。
3.東南アジアでの戦いに向けて
3.1 日本のインド独立支持表明
太平洋戦争開始から 1942 年 3 月までに日本は東南アジア諸国を完全制圧し、
その間インド人独立運動家によるインド国民軍の結成（1941 年 12 月 31 日）を
支援した。大英帝国の東南アジアにおける一大要衝であったシンガポールを陥
落させた翌日、1942 年 2 月 16 日に東条英機首相は帝国議会で演説し、その中
でインド国民に対し、「2 月 15 日のシンガポール陥落はインド人にとって反乱
へと立ち上がり自由を獲得するまたとない機会だ。日本は力の及ぶ限りあらゆ
る援助を惜しまない。イギリスの圧制から自由を勝ち取るため日本と協力し、
大東亜共栄圏の形成に協力してほしい」と訴え、日本のインド独立支持を公に

－- 32
－
8 -



表明した 16)。日本軍はインド東国境に達していたし、ドイツ軍はコーカサスに
近づいていたから、日本はインド独立支持を表明する機は熟したと見たのであ
る。
日本がインド独立支持を公表したので、ドイツ外務省は驚愕した。独伊にま
ず相談してから態度表明するよう日本に依頼していたからである。日本のイン
ド独立支持表明によりドイツ、イタリアはアジアでの日本の過大な影響力に歯
止めをかけるためインド声明への政策変更を余儀なくされた。つまりドイツ、
イタリアは、インド声明を出さなけなければ今後日本はインドで好きなように
行動してもよいという言質を両国が与えることになる、と懸念したのである。
当面の措置として、インド特別局は今後の対策として、東条首相のインド独立
支持表明を受けて三国共同声明の草案を作製し 17)、ついでボースにラジオで自ら
の名前でインド独立声明を出させて、さらにボースにヒトラーとの会見を行わ
せ、最後にドイツがインド声明を発することに向けて努力していくことを確認
した。
シンガポール陥落はインド独立の転換点だ、とする東条の見解はボースを揺
り動かした。日本がインドの北東で、ドイツがインドの北西で攻勢を強め、さ
らにこれと結合したフォワードブロック（ボースが結成した国民会議派内左派
グループ）がインド国内で反乱を組織するならば、英のインド支配は必ず終わ
る。今こそ公に発言する時だ。さもないと、ジャワーハルラール・ネールーが
東条の援助の申し出を拒絶するかもしれない 18)。そうなると日本はネールーの
考えをインド国民の総意と捉えるだろうから、是が非でもネールーの意見表明
より先に自分の考えを公表する必要がある。このように考えたボースは、用意し
た声明をラジオで公表する手はずを整えてほしいとヴェーアマンに依頼した 19)。
こうしてボースは 1942 年 2 月 28 日「アーザード・ヒンド・ラジオ」で初めて
自ら名乗り出て、インド独立のため決起するよう訴えるに至った。
3.2 ボースのアーザード・ヒンド・ラジオでの最初の訴え
「こちらはスバス・チャンドラ・ボースです。自由インド放送を通じて諸君に
語りかけています。一年にわたって私は沈黙と忍耐の中で情勢の推移を見守っ
てきましたが、今ついにその時が来たので、語りかけているのです。シンガポ
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ール陥落が意味するものは、大英帝国の崩壊、すなわち、それが体現していた不
義なる体制の終わりであり、インド史の新しい時代の幕開けに他なりません」20)。
このようにインド国民に語りかけたボースは、またイギリスと敵対する国家こ
そがインド独立に貢献しうること、すなわち「英帝国主義はインドにとり永遠
の敵である。両者の間には平和とか妥協などというものはあり得ない。英帝国
主義の味方が我々の不倶戴天の敵であると同じように、英帝国主義の敵は今日
インドの本当の味方なのです」21)。
さらに、戦争を「民主主義とファシズムとの戦い」と規定するネールーを始
めとする国民会議派執行部の意見がインド国民の総意を表しているわけではな
いことにボースは注意を促している。｢インド会議派やインド国民の名において
語っていると主張する声がインドから届いているが、これらの声は英のプロパ
ガンダチャンネルを通してやってきているので、間違ってもそれらを自由イン
ドを代表するものだと考えるような過ちを犯してはなりません｣22)。最後にボー
スは、インド独立の時が間近に迫っていることを強調して、アーザード・ヒン
ド・ラジオでの最初の訴えを以下のように結んでいる。「インドは今こそ立ち
上がって、インドをかくも長きにわたって縛りつけていた隷属の鎖を断ち切る
だろう。インドの独立を通じてこそ、アジアと世界は人類の解放というより大
きな目標に向かって進んでいくのです」23)。
ボースのアーザード・ヒンド・ラジオでの放送は彼の生存と政治的見解を再
度明らかにしたことで、国際的に大きな反響を呼び起こし、そのニュースは連
合国枢軸国の双方で繰り返し伝えられた。他方、ボースは、ラジオでの所信表
明には成功したものの、当局から三国共同声明への許可が下りないことと、ヒ
トラーとの会見が実現しないので、きわめて不満だった。彼は｢空約束の行き詰
まるような雰囲気｣から逃れて療養すべく、バートガスタインに向かったが、以
下で述べるように、国際情勢の激変のゆえにその地での療養滞在は長く続かな
かった。
3.3 クリップス・ミッション
 1941 年 12 月ハワイの米海軍基地を攻撃した日本は、1942 年春にシンガポー
ルとビルマを攻略し、5 月にはついにインドの東国境にまで達したので、もは
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や日本のインド進攻は時間の問題と思われた。このような状況下で、日本のラ
ングーン制圧の 3 日後 42 年 3 月 11 日、イギリスの戦時挙国一致内閣の首相ウィ
ンストン・チャーチルは議会で、スタッフォード・クリップスがインド独立へ
の和解案を携えて特別使節団団長としてインドを訪問する、と発表した。クリッ
プスは労働党左派に属する社会主義者で、ネールーの個人的友人でもあった。
クリップス・ミッションの狙いとその内容を吟味する前に、英領インドの第
二次世界大戦との関わりについてまず触れておきたい。大戦が勃発するとイン
ド総督リンリスゴーは、インドがイギリスとともにドイツに宣戦したと宣言し
た。だがその宣言について、インド側には事前にいっさい相談がなかった。開
戦当時大多数の州政権を掌握していた会議派の全閣僚はこれに抗議していっせ
いに州政府を辞任した。ガーンディーは非暴力の信念から戦争に反対したが、
会議派執行部のネールーは、第二次大戦における当事国の「一方の自由と民主
主義、他方のファシズムと侵略、その間で我々の共感は当然民主主義の側にな
ければならない」と認識していたので、｢ファシズムとの闘い｣という連合国の
戦争目的については賛成していた。こうして、インドは自由のための世界戦争
に参加すべきだが、そのためにはまずインド自体が自由を獲得しなければなら
ない、というネールーの主張が会議派執行部を最終的に制することとなった 24)。
チャーチルのクリップス・ミッション派遣への狙いは、日本の東南アジアで
の軍事作戦成功を目の当たりにして、彼がいみじくも「私は大英帝国解体を仕
切るために首相になったわけではない」と言ってのけたように、インド独立を
承認することではなく、インドの自治拡大をえさにインドを懐柔して対日戦へ
の支持を取り付けること、もう一つは、インドの自治を要求したアメリカにも
配慮するジェスチャーを演じることにあった。というのも、アメリカはイギリ
スにインド人の自治権を承認するよう圧力をかけていたからである。すなわち
英米は、第二次世界大戦における連合国側の戦争の大義を言い表すものとして、
1942 年 1 月「すべての国民は自分たちが生きる政治体制を選ぶ権利を有する」
と定めた大西洋憲章に調印した。これに基づいてアメリカはイギリスにインド
の自治政府要求に応じるよう圧力をかけた。しかしチャーチルは、民族自決権
を定めた大西洋憲章は「インドには適用されない」と、これをかたくなに拒否
した。クリップス・ミッション派遣の背景には、今やイギリスのインド支配が

－- 11
35 －
-



日本の東南アジアでの進撃により未曾有の危機に直面し、イギリスがこれを乗
り切るため何としてでもインド国民とアメリカ国民の支持を取り付けておかね
ばならない、という差し迫った事情があった。
 3 月 22 日空路でデリーに到着したクリップスは 3 月 25 日からインド側と会
談を開始したが 25)、彼が携えていった新たな提案とは次のようなものだった。
すなわち、インド自治政府をできるだけ早いうちに実現する。新たに生まれる
「インド連邦」は大英帝国の自治州(Dominion)を形成して、英王室に忠誠を誓
うことにより、英本国ならびに他の自治州と連携する。だが、新インドはそれ
らに従属するものではなく、すべての点で同等の権利を有する。世界大戦終結
後インドは自分たちの新しい憲法を制定することができる。この時まで中央執
行委員会が機能するが、これが事実上意味するのは、イギリス人が多数派を占
める現在の執行委員会がインド人だけの執行委員会にとってかわるということ
で、このことはつまり、インドは戦争終了前にもかなりの自治を認められると
いうことである。また少数派に配慮して統合を希望しない地域は将来新生イン
ドから離脱する権利を与えられる。以上のようなインド独立に至る譲歩の引き
換えとして、イギリスはインドが戦争に協力することを求めたのである 26)。
 クリップスのこのような提案に対し、会議派執行部、特にネールーと当時会
議派議長だったアブル・カラーム・アーザードは提案受諾に積極的だった。ネ
ールーは、直ちに独立を与えてくれれば連合国側に立って参戦する、という立
場だったが、他の会議派メンバーはクリップス提案を、インド政治に実質的変
革を導入するものではない、と見て拒絶した。ガーンディーも「イギリス人が
インドにいることが、日本のインド侵略を招く。彼らが撤退すれば日本を引き
つけるえさはなくなる。イギリスが今すぐインドを立ち去れば、インド国民は
自分の国の安全に目を向けるようになり、国民的一致が結果として生まれるだ
ろう」と述べ、イギリスはインドから即刻出て行くべきだと強く要求して、ク
リップス提案を「破産寸前の銀行の期限切れ手形」のようなものと言って皮肉っ
た 27)。
また提案が、初めに全インドが一つの自治州を構成するが、のちにはどの地
域も、その意志がある場合にはそれから抜け出すこともできると述べている点
についても、ムスリムが多数派を占める地域や藩王国など、ある地域の連邦か
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らの分離を許すことになり、「一つのインド」という理想に打撃を与えるもの
と捉えられたので、この点も会議派には受け入れ難かった。他方、ジンナーが
率いる「ムスリム連盟」も、提案のこの部分はパーキスターン建国の可能性を
示唆するのみで、直ちにこれを承認するものではなかったため、クリップス提
案を拒否した。クリップスが失意の中でインドを去ったのは会談開始から 18
日後のことだった。
 この後、会議派は受動的抵抗をやめ、即時独立を要求するようになる。ガー
ンディーも「英印が完全分離に向けて合意すべき時が来た」ことを確認し、「イ
ギリスのインドからの即時撤退」を意味する「インドを立ち去れ (Quit India)」
を要求していくことになる。クリップス・ミッションは失敗したとはいえ、チャ
ーチルはクリップスのおかげでアメリカ世論を和らげ味方につけておくとい
う、もう一つの目的はまんまと達成することができたのであった。
ボースは療養中のバートガスタインでクリップス・ミッションのインド派遣
の知らせを聞き、急遽ベルリンに戻り、クリップスがインドに到着する前の 3
月 13 日からラジオ放送で一連の反クリップス・キャンペーンを開始した。彼は
その中で「インドはもう自治州としての地位など望んでいない」28)、「イギリ
スのインド支配の歴史は約束反故と約束不履行の歴史に他ならない」29) ので、
「イギリスが約束したものが実現されると信じるインド人などいない」30)。ま
た、クリップスがすべての人種、カースト、宗教に受け入れられるような解決
を目指す必要を強調していることを挙げ、その真の狙いはインドをいくつもの
州に分断させることにあると指摘し 31)、「クリップスは英帝国主義の旧態依然
たる政策＜分割統治 (divide and rule)＞の後追いをしているだけだ」32)とクリッ
プス・ミッションの欺瞞的政策を徹底批判した。
 クリップスがインドを去った後、ボースはこれを振り返りながら今後のイン
ド独立運動の進むべき道筋についてこう述べる。「クリップスのインド行きで
頂点に達した英政府の偽善と欺瞞は、数週間前諸君に思い起こしてもらった通
りである。スタッフォード氏は一方で将来の独立を示しておきながら、他方で
はイギリスの戦争におけるインドの即時協力を要求している。スタッフォード
氏がインド国民にこれほどばかげた提案を受け入れるよう期待していたとは、
実におかしなことではないか。[. . .] 私が諸君に心の底からいえることは、枢軸
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国は、インドが自由で独立した国となり自らの運命の主人になることを望んで
いる、ということだ。枢軸国は必ず英帝国主義を打倒し殲滅するだろう」33)。
今や議論や受動的抵抗で独立を獲得する時ではない。不活動または中立のま
までいることは政治的自殺行為である。独立を一日も早く達成するため、反英
国家、つまり枢軸国と連携することは必ずしも彼らの支配を肯定することでも
イデオロギーを受け入れることでもない。「インド独立運動が外国から援助を
受けていけないわけがあろうか、それがどんなにうさんくさい政権であったと
しても？ 結局のところ、イギリスですらイデオロギー的にはまったく敵対する
というのにロシアと連携したではないか？ 我々が同じことをしていけないわ
けがあろうか？ 我々がナチスと共通する物は何もない。なるほど、それは確か
だ。だが、だからといって、もし彼らが我々の事業を邪魔せず、イデオロギー
を強制したりしないのならば、どうして彼らから援助を引き出してはいけない
のだ？ 我々はドイツ人の味方をしてあるいは敵対して何か言ったりするつも
りはない、彼らがヨーロッパでやっていることは厳密に我々が関知する問題で
はないのだ」34)。ボースは、自分がベルリンにいるのは変節したからではない
こと、彼自身の世界観はインドにいたときとまったく同じであることを強調し
た。すなわちそれは反帝国主義であり、社会主義であり、急進主義であった。
こうして、ボースはクリップス・ミッションの失敗と独立運動の転換を予言
してこう述べた。「クリップス・ミッションが挫折してからは、インド独立の
闘いは武力によるものへと転換するだろう」35)。
 さて、クリップス・ミッションの失敗に決定的役割を演じていたのはガーン
ディーであった。クリップス提案に対してガーンディーは突然イギリスの即時
インド撤退を要求したが、彼のこの変化を説明するものは、アーザードによる
と、ボースのベルリンからのラジオ放送によるガーンディーへの大きな影響力
である 36)。事実ボースも 1942 年 7 月 11 日付のラース・ビハーリー・ボースへ
の手紙で、「最近のガーンディーによるイギリスのインドからの撤退要求は我
々のプロパガンダ活動の成果だ」37)と認識している。なるほど、両者はイデオ
ロギー的に、もしくはインド独立をめぐる戦術面では大きく異なっていた。遡
れば、ボースは 1939 年ガーンディーに、インドを立ち去れとイギリスに最後通
告を突きつけるよう要求したが、ガーンディーはこれを拒否した。このためボ
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ースはインドを去ることになった。彼が拒否した理由は、それが時期尚早で道
義的に正当化できないと考えたからである。しかし、ボースがインドを去って
から、ガーンディーは徐々にボースの行動に理解を示すようになった。彼も現
状分析において、日本軍の東南アジア進撃を目の当たりにして、ボース同様に
イギリスが戦争に負けるかまたは壊滅的打撃を受けるだろうと予測していたの
で、たとえインド側がその将来についてクリップスと合意したところで所詮無
意味だと考えていた。加えて、ボースのベルリンへの逃避行や、対英持続的抵
抗、ラジオ放送によるプロパガンダ攻勢などがガーンディーに消し去ることの
出来ない印象を与え、ガーンディーはボースを共通の目標に向かって闘う同志
と考えるようになった。他方で、ボースもガーンディーの非暴力主義から枢軸
国支持を求めるような過大な期待はせず、ラジオ放送で、ガーンディーがイギ
リスのインド即時撤退を要求する決断を行ったことを賞賛し、彼を「マハート
マー（偉大な魂）」と呼ぶようになった 38)。
このような二人の信頼関係が築かれたきっかけとして考えられるのは、1940
年ボースがガーンディーに最後に会ったとき彼に誓った言葉、「私の任務が終
わりインドが解放されたとき、私は再度あなたの前に出よう」39)、つまり、「イ
ンド独立の暁には再度非暴力の兵士として祖国に尽くそう｣ 40)という言葉であ
る。ガーンディーは生涯この時のボースの誓いを忘れることはなく、1946 年 4
月 8 日ニューデリーで捕虜収容所に拘留されていた元インド国民軍の将兵を訪
問した時、彼らを前に再度このボースの誓いの言葉を説いている 41)。
3.4 ザルツブルク会談
 すでに見たように、日本政府は米英への宣戦布告と同時にドイツ、イタリア
に三国共同インド声明を発するよう働きかけていたが、クリップス・ミッショ
ンが失敗したので、今こそその好機であると、1942 年 4 月初旬にドイツに伝え
てきた。そこで、4 月 16 日リッベントロップは、ヒトラーに外務省が作成した
共同声明草案を送付して、これについてはイタリアもすでに同意しているし、
今やクリップス・ミッションは失敗したので、草案を受諾するようヒトラーに
要請した。するとヒトラーはこの件を 4 月末に予定されているムッソリーニと
の会談で話し合う予定だと回答した。ヒトラーはまたボースの東京行きについ

－- 15
39 －
-



ても、ボースが東京で活動した方が効果的だと思われるので、これに賛成した。
こうして 4 月 29 日オーストリアのザルツブルクでヒトラーとムッソリーニはこ
の日本の三国共同声明提案について話し合った。独伊両国の外務大臣リッベン
トロップとチアーノも同席した。ムッソリーニはこの時声明には前向きで、ヒ
トラーに考え方を変えるよう説得したが、ヒトラーはイギリスのインド支配終
結を望まず、結局独伊は、原則的には声明は必要だがすぐ行動に移すにはまだ
機が熟していない、と日本側に説明する結果となった。
 このような両国のやりとりの背後には、ヒトラー対ムッソリーニならびにリッ
ベントロップの間で激論があった。クールマンはこの間の経緯を詳しく説明し
ている 42)。すなわち、会談では独伊間での様々な問題が話し合われ、会談も終
わりに近づいた頃ムッソリーニが、インド・アラブ問題がまだ議題として残っ
ていると言ったので、ヒトラーとリッベントロップはムッソリーニの見ている
前でこの問題を議論し始めた。ヒトラーが、「第一次大戦の経験から推量する
と、現時点で日独伊三国共同のインド声明が発表されると、イギリスのさらな
る抵抗を強めるおそれがある」と言ったのに対し、リッベントロップは、「イ
ギリスは声明が発せられれば、これによって追い詰められて講和条約を結ばざ
るを得なくなる。だから声明は枢軸国の対英戦争をより容易にする」と反論し
た。するとヒトラーは、「軍事状況のせいでこの確約を武力で実現出来ないと
したら、声明など無益だ。軍事的裏付けのない声明など何の価値もないどころ
か、有害でさえある。ドイツ軍がコーカサスに達していたなら、この確約は実
行可能だろう」と言い張り、さらに、「日本は今インド国境に軍を進めており、
まもなくインドへ侵攻するかもしれない。日本にとってインド問題は危急のも
のかもしれないが、インドから遠く離れている独伊にとってはインド問題はど
のみち机上のものに過ぎない」と断じた。
リッベントロップは、これ以上引き延ばすと、日本が疑念を持ち始めるだろ
うし、日本は今後独伊を無視して対インド政策を進めることになるだろうと言っ
て、ヒトラーの考えを変えようとしたが、ヒトラーは、「声明だけならインド
国民の熱意を引きつけることにはならないだろうし、そうなると枢軸国は余計
面目をつぶすことになるだろう」となおも持論に固執した。ここでムッソリー
ニが両者の間に入って、日本は単独で声明を発表してもかまわない、独伊はそ

－- 16
40 －
-



の後でこれを承認すればよい、と言ったので、リッベントロップはこれを受け
て、日本はこの提案をだいぶ前からしてきているので、日本に対してはその回
答として、独伊は声明には前向きだが声明のタイミングはまだ未定だと伝える
ことにしようと提案し、ヒトラーもこれに同意した。
 ボースに対し常に好意的だったイタリアがこのとき声明承認を見送った理由
は、二つあると考えられる。一つは、ムッソリーニ政権は 1940 年 12 月北アフ
リカとギリシャの両戦線でヒトラーに支援を要請したように、軍事的にドイツ
に依存してきたので、この時もヒトラーの顔色を窺わざるをえなかった。だが、
すでに見たように、ヒトラーはインド声明に強力に反対していたのである。も
う一つは、イタリアではシェーダイがすでにインド独立運動を牽引していたこ
とである。日本は、独伊が声明を延期すると知らされ、これを受け入れた。
 さて、独伊両首脳のザルツブルク会談直後ボースは今回二度目のイタリア訪
問を果たした。5 月 4 日チアーノはボースに声明延期を伝達した。翌日ムッソ
リーニ、チアーノとボースの間で三者会談が行われた。ムッソリーニとボース
は再会を喜び合った。この時ムッソリーニはボースに説得され、ザルツブルク
での決定を翻して、これ以上遅滞することなく声明を発せよ、とベルリンに伝
えるようチアーノに指示した。これに加えて、ムッソリーニはボースにローマ
かベルリンで亡命政府を樹立するよう提案したが、これについてボースは、そ
れはヨーロッパではなくインド本国に近い東南アジアに置くべきだと考えたの
で、固辞した。またボースが東アジア行きに言及した時、ムッソリーニはボー
スにアジア行きの飛行機を提供しようと言明した。
ちなみに、インド亡命政府提案に対するドイツの反応は次のようなものだっ
た。ゲッベルスによると、「我々はこのような考えにあまり賛成でない。なぜ
かというと、このような政治的駆け引きを実行する時機がまだ熟していないと
考えるからだ。なるほど日本は確かにインド独立という方向で進もうとしてい
るようだが、亡命政府というものは実体のないまま長続きしてはならないもの
だ。日本が亡命政府を支援する何らかの具体性がない限り、亡命政府はただの
空論に過ぎなくなる」43)。いずれにせよ、ドイツはイタリアがインド声明の用
意があると知り、ヒトラーとムッソリーニの間の溝はますます深まっていった。
 ボースはベルリンに戻ると、5 月 9 日手紙でリッベントロップにイタリアの
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決定を受け入れるよう要請した。リッベントロップもこれに説得され、5 月 14
日ヒトラーにメモを送付したが、ヒトラーはこれを無視したので、リッベント
ロップは 5 月 25 日再度ヒトラーにイタリア提案受諾を要請した。こうして今や
インド声明に関しては、ボース、日本、イタリア、リッベントロップ、ドイツ
外務省が賛成しているのに対して、反対するのはヒトラーのみとなった。イン
ド特別局はこの間、ヒトラーがなぜ声明延期にこだわるのか彼自身に説明させ
るより他にもはや手だてがないと認識したので、ボースのヒトラーとの会見設
定準備を急いだ。ボースは日本がインドに進攻し、インドで革命が起こるのは
時間の問題だと確信していたので、5 月 22 日リッベントロップに宛て「インド
解放の機は熟したので、アジアに行くことが絶対に不可欠だ」44)と書いた。こ
のように書くことによって、ヒトラーとの会見をこれ以上遅らせることなく彼
の声明延期の真意を本人にただそうとする狙いもあった。いずれにせよ、ヒト
ラーとの会見が実現しようとしまいと、ドイツで声明が近いうちに発せられる
可能性がもはやほとんど見込めない以上、一日も早くドイツを発つことがボー
スの願いとなった。
3.5 ヒトラーとの会見
ヴェーアマンとケプラーは、ボースのベルリン到着以来ドイツがインド声明
を遅らせていることから、ボースがドイツの対応に満足していないことを早く
から察知しており、この解決にはボースがヒトラーと直接会って話しをする以
外にないと考えて、両者の会談をずっと提案してきた。ヒトラーとの会見は長
い間計画されていただけに、特にボースがラジオ宣伝を通してその後自らベル
リンにいることを宣言してからは、さらにはボースがムッソリーニを訪問して
からは、またすでに見たように、加えてボースが早急の東アジア行きを強く希
望しているからには、リッベントロップはタイミングとしてこのときが一番い
いとはとても思えなかったが、もうこれ以上引き延ばすわけにはいかなかった。
ボースとヒトラーの会見がいつどこで行われたかについては、証言が異なる 45)。
 さて、ボースは当日リッベントロップのところへ行くよう言われ、彼に会う
と、リッベントロップはこう言った。ドイツは当面インド声明を公表するつも
りはない。というのも枢軸国はそれを行う用意はあるのだが、その時機がまだ
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はっきりしていないのだ、自分としては声明発表を支持するけれども、ヒトラ
ーはインド声明が軍事的に実現可能でなければ意味がないと言っている。独伊
は現時点ではインド声明から何のメリットも期待できないが、ドイツ軍がコー
カサスの南斜面に達すれば、その時初めて声明は実際的な意味を持つことにな
るので、ボースはその時までインド声明を待つべきである、と。ボースはもち
ろんそんなことはまず無理だろうと思っていた。
 とはいえ、その日の午後ヒトラーが彼と会う予定だと告げられた。ベルリン
の帝国首相府に到着すると、ボースはまず先輩革命家としてのヒトラーに挨拶
し、自分を受け入れてくれた厚意とインド独立に対してこれまで彼が得た協力
に感謝を表明しつつ、彼からアドバイスをしてもらいたい、とヒトラーに語り
かけた。これは会見を成功させるためにヒトラーと自分に共通するものを考慮
してのことであった。ボースは誤解を避けるため、ヒトラーと英語で話したかっ
たが、ヒトラーは英語が出来なかったので、通訳のトロットを介して対話が続
けられた。
 このときボースがヒトラーに発した以下の三つの質問に対して、ヒトラーが
どのように回答したかを、二人の会見の概要を筆記したパウル・シュミットの
覚え書 46)に基づいて検証してみたい。すなわち、1) インド声明について、2) ボ
ースの東南アジアへの移動について、3) 『わが闘争』のインドについての侮辱
的記述について、である。
 1) の質問について、ヒトラーはエジプトを例にとってこう説明した。ドイツ
のエジプトの独立を保証する声明は、現在のドイツのエジプト攻撃が成功した
場合に限ってのみ発せられる。つまり、自分の行動能力を超えたことは約束し
ないのが私の主義だ、と。加えて、インドはドイツから途方もなく遠い。ドイ
ツ軍がインドに到達するには南ルートでペルシャ湾を経由するか、北ルートで
アフガーニスターンを経由するかどちらかだ。いずれにしても、そこへいくに
はソヴィエトの屍を乗り越えていかなくてはならない、と。ヒトラーはここで
インド声明に直接言及していないものの、明らかにインド声明を発することに
ついてエジプトの場合と同じ理由で、今はそれを発表する時期ではない、と意
思表示したものと受け取れる。
 2) については、ヒトラーは、ドイツ軍がインド国境にまで達してインドに直
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接影響力を及ぼせるようになるまでには、 もう一、二年はかかる。これに対し
日本軍がこれに要する時間はせいぜい数ヶ月だ。だからインド国内に達するに
は、東南アジアに戦線を移して日本の協力を仰ぐのが一番よい、と答えた。ボ
ースの側近のヴヤースによると、会見の間ヒトラーは、ドイツ軍が侵攻してい
るソヴィエト南部のインドに一番近い地点を指さし、それからインド東部国境
付近の日本軍がいる地点を指さし、この仕草でヒトラーはドイツの戦争政策全
体の要点を示した。つまり、ドイツ軍はインド国境から遠く離れているのに対
し日本軍はインド国境にいるので、ドイツがインドに対する枢軸国の政策決定
をする立場にないこと、インドが協力を求めるべき相手は日本であることを伝
えようとしたのだという 47)。ヒトラーが最後まで声明発表をいやがった理由は、
彼が人種差別主義者で、最後までイギリスとの和平を望んでいたから、とする
研究者はペリンカはじめ数多い 48)。ヒトラーはボースが東アジアに行くことに
同意し、イタリア機でビルマに行くのでなく、安全を配慮してドイツか日本の
潜水艦を使うよう助言し、その手はずを整えると約束し、これが会談での唯一
の成果となった。
 3) については、シュミットの議事録によると、ボースは、ヒトラーの『わが
闘争』の記述が英に歪められて伝えられ反印プロパガンダに利用されているの
で、ここでドイツのインドに対する態度を明らかにしてほしい、と要望した。
その記述とは以下を指すものと思われる。すなわち「イギリスは自己の支配機
構の中で人種的解体の運命を辿るか、あるいは強力な敵の剣に征服される場合
にのみ、インドを失うだろう。しかし、インドの扇動者連中にはこのことは成
功しないだろう。[. . .] 私はゲルマン人として、それでも依然としてインドが他
国に支配されるよりはイギリスの統治下にあるのをむしろ望ましく思ってい
る。[. . .] 人類の価値を人種的基礎でもって評価する民族主義信奉者として、私
はこれらのいわゆる＜非抑圧民族諸国民＞が人種的に劣等であることをすでに
認識しているので、自己の民族の運命をそれらの国民の運命と結合させること
は出来ないのである｣49)。この部分について、ヒトラーは、これは非抑圧諸国家
が抑圧者に対して統一戦線を形成すべきだという考えに対して反対したものだ
と答え、ドイツで同じような政策を支持している諸党派がインドの受動的抵抗
を支持しているので、その誤りを指摘したまでだ 50)、と説明した。
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 さて、この会見がどのような雰囲気の中で行われたかということは、シュミッ
トの議事録から推し量るのはなかなか難しいが、ここではヴェルトがトロット
の証言として紹介している会見の模様を紹介してみよう。

 形どおりの儀礼的挨拶がすむと、ボースは、
「閣下のお書きになった『我が闘争』にインド問題に触れているところがあり
ますが、閣下ご自身から正確な解釈をお教え願えたらと存じます」と述べると、
ヒットラーは肩をそびやかして何も言わなかった。ボースはあきらめて、
「実はかねがね外務省を通じ、インド独立問題に関するドイツ政府の見解をご
発表いただきたくお願いしておりましたが」というと、ヒットラーは、ニベも
なく、
「私個人の見解では、インドが自治政府を持つ状況に到達するには、少なくと
もあと百五十年はたたなければ無理だと思う」と答え、ボースを壁に掛けた世
界地図の前に呼んで、
 「ドイツ軍の先鋒は、インド国境から、まだこんなに離れている。この段階
でインド問題の声明を出しても、大して意味がないでしょう」と述べたのであ
る。
ボースはくじけず、一生懸命説得に努めたが、ヒットラーの気持ちは少しも変
わらなかった。
ついに、あきらめたボースが辞去しようとすると、ヒットラーは、
「現実はかくの如しだが、君の政治的信念はどうかね」
と聞いた。ボースはついに我慢できなくなって、フォン・トロットに向かって、
「私の政治的信念は変わらない。こういう質問を受けるのは心外だと閣下に申
し上げてください。」と述べたが、もちろんフォン・トロットは、差し障りの
ない翻訳をして、ヒットラーの室を二人で辞去した 51)。

 もちろん、以上のヴェルトの記述を読むに際しては、これがトロットの証言
に基づくものであり、トロットはこの時通訳を務めていながら、先に述べた通
り、徹底した反ナチス主義者であり、まもなくヒトラー暗殺未遂のかどで処刑
された人物だということはよく考慮しておかなければならない。
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 いずれにせよ、ヒトラーとの会見は実現したが、これについては研究者の間
では失敗もしくは無意味だったと見る見方が強い。サリーンは、ボースはもう
だいぶ前からすでに東アジア行きを決断していたので、ドイツからのインド声
明はもはや期待しておらず、ドイツにいることによって得られるものもほとん
どないので、ヒトラーとの会見をドイツへの別れの挨拶だと考えていた、と理
解している 52)。いずれにせよ、ボースはこの時の会見について後に語ることは
ほとんどなかった。後にボースはヒトラーについて、論理的な議論が数分も出
来ないような人間と話すことは苦痛以外の何ものでもなかった、と述べたとい
う

53)

。 枢軸国に引き続き回覧されたインド声明は、ボースのヨーロッパ滞在

中には調印され公表されることはなかった。ドイツがインド独立を承認したの
は 1943 年 11 月 2 日のことで、同年 10 月 21 日に成立した自由インド臨時政府
承認への日本政府の要請に応じてのことであった。
3.6 「インドを立ち去れ 4XLW,QGLD 」運動
 1942 年 8 月 8 日、全インド国民会議派委員会(All India Congress Committee,
AICC と略記)は「イギリスのインド支配は即時終結すべき」という決議、すな
わち「インドを立ち去れ」決議を可決して、イギリスのインド支配即時停止の
要求が受け入れられない場合は、「可能な限り大規模な形で非暴力の大衆闘争」
を行うと述べ、抵抗運動決行を宣言した。決議は土壇場でネールー、アーザー
ドと共産党が棄権に回ったほかは絶対多数で可決された。「インドを立ち去れ」
運動は、1857 年の「セポイ（ヒンドスターニー語で「シパーヒー」、兵士を意
味する）の大乱」（インドではこれを「第一次独立戦争」と呼ぶ）以来、大衆
による最も大規模で最も激しい反英闘争となり、インド国内での独立運動の頂
点を形作るものとなった。翌 8 月 9 日、すなわち運動開始直前、英当局はガー
ンディー、ネールーらを含む会議派指導部全員を有無を言わさず逮捕投獄した
ので、運動はわずかに残った地下指導部すなわち、会議派中堅幹部や、学生、
その他の活動家によって続けられた。このため今回の 8 月の運動はこれまでガ
ーンディーが指導したサティヤーグラハ（本来は「真理把握」の意）運動とは
根本的に異なり、個人レベルの規律ある市民の非暴力不服従運動ではなく、統
制を欠いた未曾有の大暴動となり、国内の雰囲気は一変し全インドが革命前夜
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のような大騒乱状態となった 54)。
反乱はまずボンベイ都市部の工場労働者のストライキから始まり、その後地
方に、とりわけ連合州東部のビハール、ベンガル西部などの農民組合に組織さ
れた貧農中下層農民の間に広がりを見せ、彼らに戦闘的な学生が合流した。イ
ギリスによる抑圧のシンボルだった公共施設や郵便局、交通、通信施設などが
攻撃され、焼き討ちにあった。工場は閉鎖され戦地への物資の供給も止まった。
抗議、デモ、ストライキなど様々な意思表示への無慈悲な弾圧が一層の騒乱を
生み、これが全インドに拡大した。二万人余の会議派党員は裁判なしに拘禁さ
れた。「インドを立ち去れ」運動は始まりから 6 週間を経てようやく沈静化し
ていった。そして、その後二年間は独立への目立った動きもなく推移した。
 以上の「インドを立ち去れ」運動の背後には、ベルリンでのボースの対英独
立運動から大きな影響を受けるに至ったガーンディーの存在があった。もっと
もガーンディー自身によると、その戦略は独自の、時と場所に応じて作られる
ものなので、ボースと同じ戦略を採っているとは認めたがらなかった。ガーン
ディーはこれまでのサティヤーグラハを限定的な、個人主体の不服従運動と捉
えていたが、これに対して今回は「ありとあらゆる種類の大衆運動がその中に
含まれる」と述べているように、それを大衆によるものと捉え、非暴力革命を
目指す対英非協力大衆運動を開始しようとしていた。彼は独立のための最後の
闘いを行うときが来たと認識し、ボンベイで全インド国民会議派委員会が「イ
ンドを立ち去れ」を決議した 8 月 8 日当夜イギリスとの対決を表明し、ヒンド
スターニー語でこう述べた。それは本格的な公然たる反乱であって、このため
には「臆せず敢然と闘い、身に銃弾を受けることもいとわぬ覚悟が必要」で、
「完全独立以外の何ものにも納得することはない。＜やり遂げるか死ぬか (“Do
or die”, ヒンドスターニー語で “Karenge ya marenge”) ＞のどちらかだ。インド
を独立させるか、さもなければその試みの中で死ぬかのどちらかだ」55)。すな
わち、ガーンディーは、この日の会議派決定がイギリス支配に対する「公然た
る反乱」であることを承認しつつ、イギリスに最後通牒を突きつけるという自
分が下した決定を、過去の自己の立場からの根本的決別と捉えた。彼はこの時
初めて「独立」を、「非暴力」と「ヒンドゥー・ムスリム融和」に優先させた
のである。こうして会議派もここに来てようやく「インドを立ち去れ運動」を

－- 23
47 －
-



通して、ボースがこれまで繰り返し主張してきたことを口にするようになった。
 ボースのドイツにおけるインドに向けた反英プロパガンダ活動とこれに対す
るガーンディーの対応に注目すると、ボースの活動とインド国内での「インド
を立ち去れ運動」はインド独立史の中で、互いにイデオロギー的にも戦術的に
も異なるきわめて対照的なものであったにもかかわらず、独立を唯一の目標と
して掲げた相互補完的な運動であったことがわかる。長崎暢子氏も指摘するよ
うに、ボースがここに至ってインド独立運動を大きく転換させた一方、「イン
ドを立ち去れ運動」は、ボースがドイツを去り東南アジアに戦線を移してから
「国民軍の運動にこの上ない励ましとなった。その意味でこれはガーンディー
からボースへの手の込んだ密かなメッセ－ジだった。かくしてガーンディーと
ボースの運動は従来言われてきたように対立的ではなく補完的にインドの独立
を支えたのである｣56)。いずれにせよ、ボースとガーンディーの違いはこれで解
消し、両者は今や一致して、イギリスにインドを立ち去るよう最後通告を発し
た。この意味では「インドを立ち去れ」運動は、ボースが従来主張してきたこ
とが正しかったことを立証する形となった。
 「インドを立ち去れ運動」によりインド内外の二つの独立運動を一つにまと
めるときが来た。闘いの重点はアジアへ移った。これに遡りボースはすでに東
京の「インド独立連盟 (Indian Independence League)」議長のラース・ビハーリ
ー・ボースと連絡を取り合っており、彼からバンコク会議（1942 年 6 月 15～23
日）への招待状を受け取っていたが、もちろん出席は無理だったので支持メッ
セージを送った 57)。
3.7

東アジアに向けてドイツ出国

 東南アジアでの日本の軍事作戦成功を背景に、インド国内のクリップス提案
拒否から「インドを立ち去れ運動」への展開に至るインド独立運動のかつてな
い高揚に勇気づけられ、ボースはイタリア機を使って一刻も早く東アジアに乗
り込むつもりだった。リッベントロップ宛ての 7 月 23 日の書簡でボースはこう
述べる。「インドの国内情勢の進展に鑑み、出来れば 8 月第 1 週には極東に到
着したいと存じます」58)。すなわち、日本の対英戦争はインド史の転換点を意
味する。この戦いではベルリンからでは限定的影響しか発揮できないので、自
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分の戦うべき場所はインドに出来るだけ近いところでなければならない、と考
えたのであった。ヴェーアマンはボースが実際日本側から歓迎されるかどうか
わからなかったが、ボースは、在ベルリン日本大使の大島浩との話し合いから
彼の東アジア行きを日本が歓迎してくれるだろうという感触を得た、とヴェー
アマンに話した。最後に彼はヴェーアマンに、このことについてはすでにムッ
ソリーニとも話が付いており、ムッソリーニは飛行機でボースをラングーンに
送り届ける用意があると言っていることを伝えた。
 ボースの東アジア行きについてドイツ外務省内部の意見は様々に分かれた。
ヴェーアマンはボースの計画を前向きに評価したが、ケプラーはインド革命の
機はまだ熟しておらずボースの計画は時期尚早であるとした。リッベントロッ
プはボースの計画には同意したものの、イタリア機でボースを移送することに
は安全でないとして難色を示し、潜水艦を用意して直接ラングーンまで彼を送
り届けよう、と述べた。リッベントロップはまた、ヒトラーならびに彼自身も
いまやボースを、「傑出した、インドの唯一の真の指導者」と認識しており、
ガーンディーの非暴力もネールーのボルシェヴィキ的思想もインドに独立をも
たらすことは出来ないのだから、ボースがインド同胞の間近に行こうと希望し
ていることは十分評価できる、したがって、ドイツ、イタリアはボースが東ア
ジアに行けるよう、出来ることは何であれ行う用意がある、と伝えた。
とはいえ、ボースが実際に東アジア行きの決行に至るのはこの時からまたさ
らに半年後である。インド国民軍の生みの親である藤原岩市が「インド独立連
盟とインド国民軍の要請に応じてボースが東南アジアに来るのがもう 7 ヶ月早
かったら、モーハン・シンの事件（インド国民軍と日本軍の不和から前者の代
表モーハン・シンが後者によって解任された事件）も回避できたろうし、日本
のインド作戦もより広汎かつ迅速に進展していただろう」と指摘するように、
ボースのアジア行きのこの遅れが、インド国民軍とこれを支援した日本軍が推
し進めていた軍事作戦に及ぼした影響は少なくないので、この出発の遅れは一
体日独どちらの側に原因があるのかということを問わざるを得ないが、これを
特定するのは難しい。
 ジョイス・レブラによれば、日本にはすでにインド独立運動の指導者として
著名なラース・ビハーリー・ボース（通称「中村屋のボース」）がいたので、
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日本はボースが来ることには困惑していたという。だがラース・ビハーリーは
ボースが東京会議あるいはバンコク会議に参加することには反対しておらず、
日本のボース招請決定は当然ラース・ビハーリーの了解のもと行われたと考え
られる 59)。またある説によると、ボースの東南アジア行きが遅れたのは、日本
が、ボースがそこでインド独立運動の指揮を取ることになれば、今後はドイツ
に運動の主導権を握られるのではないかと恐れていたからだという。
 だがサリーンによると、ボースの出発が遅れた最終的な責任はドイツ側にあ
るという。その第一の理由は、ドイツ側は自分たちの戦争目的のために、ボー
スをドイツに引き留めておこうとした。つまりドイツがまだ対ソヴィエト戦に
希望を持っていたとき、ドイツはインドの北西国境における作戦でボースをプ
ロパガンダ目的に使おうと考えていたが、ドイツはスターリングラードでの決
定的敗北に至る一連の軍事作戦で停滞を余儀なくされたので、結局この計画は
実行されなかった 60)。第二の理由は、ボースを移送する安全な輸送手段が見つ
からなかったことである。すなわち、ドイツは、イタリアが提示したロードス
からラングーンまでの直行便に同意せず、代わりに潜水艦で行くことを勧めた。
天候や敵の攻撃を考慮した安全な輸送手段と時期をめぐって三国間の調整に時
間がかかったため、ボースの出発は遅れに遅れた。
 この間ドイツにいたインド人の仲間たちは、ボースの出発が遅れるたびに日
本が心変わりするのではないかと危惧したが、それは杞憂であった。というの
も、ボースを迎えるインド国民軍と日本の側にもそうする十分な理由があった
からである。山本敏大佐はボースを訪ね、日本は出来るだけ早くボースを迎え
たいと伝えたが、その事情は次のようなものだった。モーハン・シン大尉指揮
下のインド国民軍は最初のうち順調に勢力を拡大したが、その後、一方ではモ
ーハン・シンとラース・ビハーリー・ボースとの間で、もう一方ではモーハン・
シンと日本軍との間で対立が表面化し、1942 年 12 月の危機以降はボースに東
アジアに来てもらうこと以外に国民軍内部の事態沈静化は不可能と考えられた
からである。東アジアのインド人はラース・ビハーリー・ボースを日本の傀儡
と見て、独立運動の指導者として望んでおらず、加えて、1942 年 6 月のバンコ
ク会議以降は彼の健康上の問題も浮上していた。このような状況下で、ボース
は、東アジア行きが可能になれば日本の対インド戦略決定に大きな影響を与え
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ることが出来る、と確信した。
 かくして、ボースのアジアへの旅立ちの準備が始まった。リッベントロップ
はボースの東アジア行きの飛行機の準備を整えたが、情報が漏れたためキャン
セルされた。イタリアはラングーンへノンストップで飛行する飛行機を用意す
る手はずを整えていたので、同年 12 月ボースは再度ローマへ行ったが、飛行は
何度もキャンセルされ、最後に数ヶ月延期されることになったので、ボースは
最終的に飛行機をあきらめ、ベルリンへ戻った。その後ボースのアジア行き計
画は潜水艦移送に切り替えられた。それによると、ボースはアフリカの端のイ
ンド洋上でドイツの潜水艦から日本の潜水艦に乗り移るというものだった。
1943 年 1 月ボースの出発の詳細が決められ、日本側も 2 月初旬にボースを受け
入れる潜水艦提供に同意した。
 ボースが東への旅立ちを整えているとき、ドイツはスターリングラードで大
敗北を喫しており、ボースのドイツ勝利への確信は揺らいでいた。「ドイツは
戦争に勝てない。だが次はインドが、ドイツに勝ったイギリスを打ち負かす番
だ」と、彼は東アジア行きに臨んで自分を奮い立たせた。ボースはベルリン駐
在武官樋口季一郎に、自分にもしものことがあった場合、ドイツのインド作戦
の責任者に任命されたナームビアールと、日本在住のインド独立連盟議長ラー
ス・ビハーリー・ボースの二人が互いに協力し合うよう見守っていてほしい、
と依頼した。ちなみに、ボースはヨーロッパ最後のクリスマスをウィーンに戻っ
て妻と生まれたばかりの娘アニタのもとで過ごし、ベルリン最後の彼の誕生日
1943 年 1 月 23 日をインドの友人たちと一緒に祝った。彼の仲間はこの日、彼
のカルカッタ時代のグル（師）でありまた相談相手でもあったチットランジャ
ン・ダースの大きな肖像画をボースにプレゼントした。これはベルリン在住の
インド人画家がダースの写真をもとに描いたものであった。
 さて、ボースの出国は、ヴェルト、ケプラー、ナームビアール以外には極秘
とされていた。1943 年 2 月 7 日潜水艦内でただ一人秘書兼アシスタントとして
付き添いを許されたアービド・ハサンを伴い、汽車でベルリンを出発。翌日 2
月 8 日キール軍港で潜水艦 U－190 に乗船した。潜水艦には 4 人の士官と 50 人
の兵士が同乗していた。潜水艦はヨーロッパの海岸線に張られた連合国の哨戒
網、ことにイギリス海空軍の厳重な監視の目をかいくぐって、大西洋沖合に脱
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出することに成功し、遠くケープタウンを回ってインド洋に出た。この後ボー
スはマダガスカル沖の、波高く、敵にいつ攻撃されるかもわからない洋上で、
ドイツ潜水艦から日本の潜水艦へと文字通り決死の移動を行った。ヴェルトに
よると、その模様は次のようである。
 4 月 26 日午後、予定時刻より約十時間早く指定地点に到着した日本潜水艦は、
往復運動を繰り返しながら、ドイツ潜水艦の出現を待った。夜になってその艦
影らしいものをかすかに認めたが、未明になってそれを確認し、二隻の潜水艦
は互いに近づいた。
 しかしこの朝インド洋は荒天で、接近はしたものの、人と荷物を移す作業は
不可能だった。[. . .]ようやく午後になって多少波がおさまってきた。ドイツ潜
水艦からこちらに向かって泳いでくる二つの人影が波間に認められたのは、そ
の時であった。
 これはドイツ潜水艦の士官が、信号兵を従えて敢行した決死的冒険であった。
[. . .]二人のドイツ人は浮き沈みしながら次第に近づき、ついに日本潜水艦にた
どりついた。
 二人が日本側を呆れさせるほどの勇気で泳いできた目的は、連絡をつけるこ
とにあった。敵の制海権のある海域で、無電で話すわけにはいかない。といっ
て、方式が違う両海軍では手旗信号でもらちがあかない。[. . .]ドイツ側はやり
きれなくなって、泳ぎの抜群な二人に思い切った冒険をやらせたのであった。
 翌 4 月 28 日朝、波はやや静まった。二隻の潜水艦は可能なぎりぎりのところ
まで接近すると、かねて用意してあったゴムボートを浮かべ、両艦の間に麻綱
を張った。そして綱をたぐりながら、ゴムボートによる移しかえの作業が始まっ
た。
 南インド洋の逆巻く荒波の上で、ゴムボートは木の葉のように揺れた。海面
には大鱶の群れが泳ぎ回っていて、時折その不気味な姿を波の上に躍り上がら
せた。[. . .]
 しかしこの難作業も日本ドイツ両潜水艦乗員の努力によって、数時間を費や
して、無事に完了することが出来た。長時間敵に発見されなかったことは奇跡
というべきであろう。
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 こうして日本の潜水艦に収容されたチャンドラ・ボースは全身ずぶぬれであっ
た。[. . .]ドイツの潜水艦と日本の潜水艦は互いの健闘をたたえ合う短い信号を
交わして、再び東西に分かれていった 61)。

 この時イギリスはすでにドイツの暗号を解読しており、またアメリカも日本
の暗号を解読しそれをイギリスに渡していたので、ボースの航海の一部始終を
イギリスが知っていた可能性は高い。いずれにせよ、ボースは二ヶ月半の船旅
の間『インドの闘い』の新版への内容変更と東南アジアでの対英戦の戦略の練
り上げに取り組んだ。日本帝国海軍の客となったボースは 5 月 6 日無事にスマ
トラのセバン島に到着し、すでにベルリンで懇意になっていた山本敏大佐の出
迎えを受けた。5 月 16 日には東京に到着。6 月初旬よりインド国民軍の指揮を
開始した。

結び
 ボースの二年にも満たないドイツでの活動がインド独立にもたらしたものは

何だったのか？ 第二部の「四つの歴史的決定」ですでに見ておいたように、ボ
ースのベルリン時代のアイデアのうちでその後の独立インドの生活習慣に深く
根付いたものはいくつか挙げられる。すなわち、現在のインド国歌や、インド
亜大陸の共通語としてヒンドスターニー語をラテン文字で表記する試み、また
今でも、インドが一つであることを表すものとして使われている「ジャイ・ヒ
ンド」という挨拶などがそれである。けれどもアントン・ペリンカは、ボース
のドイツ到着後わずか三ヶ月もたたないうちにドイツがソヴィエト侵攻したと
き、ボースが思い描いたソヴィエトを経由してのインド侵攻は不可能となった
のであるから、すでにこの時点でボースのドイツ滞在の意義はなくなった、と
分析しており 62)、ボースは人種差別主義に基づくナチスドイツがインド独立の
同盟者たり得ないことを認識すべきだった 63)、としている。ペリンカのこの見
解について筆者の所見を簡単に述べてみたい。
 すでに見たように、ボースが独伊ファシズムと手を結んだのは、言うまでも
なく、両者がイギリスの敵だったからであり、「敵の敵は味方」というボース
の戦術上の現実的判断から来るものであった。この判断は無原則で、したがっ
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て政治上の現実への安易な妥協と見られがちだが、ボースの場合はそうではな
い。というのも、彼は英領インドで独立運動を闘う中で、民主主義を標榜する
イギリスとファシズムとの間にはイデオロギーの違いはあるにしても、その人
間の自由を抑圧するシステムにおいて何ら違いはないということを 12 回にも
わたる逮捕拘禁を通して身をもって認識していたたからである。つまり「敵の
敵は味方」という論理の背後には帝国主義国家は、民主主義形態を取っていよ
うとファシズムという形態を取っていようと結局は同じものだ、というボース
の冷徹な認識があった。この点でボースは民主主義の陥穽を明るみに出したと
いえる。
いずれにせよ、彼にとり選択肢は、独立運動家の生き方として、大戦終結ま
で独立に何ら寄与することなく刑務所暮らしに甘んじるか、さもなければ、イ
ンドを脱出して反英国家の協力に望みをつないで国外で独立のために闘うか、
また戦略面から言えば、宗主国との非暴力による妥協の道を選んで、植民地支
配が終わるのを何年かかろうとも根気よく待つか、さもなければ、たとえそれ
がどのような国であろうと「敵の敵」、すなわち反英国家と結んで武力による
一刻も早い独立を勝ち取るためそれらの国々に働きかけるか、そのどちらかし
かなかった。そしてボースは後者を選んだ。つまり、彼はナチズムの数々の問
題点を承知していながらも、後者との協力にインド独立を賭けたのである。
 ペリンカは、ボースのドイツでの活動で達成されたものは何一つなく、すべ
てが中途半端に終わった 64)、と結論づけており、ボースのベルリンからのイン
ド向けラジオ・プロパガンダに関しても、それが効果を及ぼすために必要な、
ボースが「自由インド政府主席として語るという前提が欠けていた」65)、と見
ている。しかし彼は、ボースの、ラジオプロパガンダを含むベルリンでの活動
が、ガーンディーと「インドを立ち去れ」運動に及ぼした影響には触れていな
い。「インドを立ち去れ」運動自体は数週間後に鎮圧されたが、この後インド
国内と国外の独立運動相互の間に初めて、同じ目標に向かって闘っているとい
う一体感が生まれ、この一体感こそ最終的にインド独立を達成した牽引力だっ
たことは否定できないであろう。1945 年 11 月のデリーのレッドフォートで本
来反逆者として裁かれるはずであったインド国民軍兵士の裁判が、「インド国
民軍将兵はインド独立のために闘った愛国者であり、即時釈放さるべき」とし
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た会議派の決議を通して、イギリスの植民地支配断罪の裁判に変質していった
ことは、このことを物語っていよう。この意味で、ボースのベルリンでの二年
間は、単にこの後の彼の「東南アジアで自由インド臨時政府主席として過ごし
た二年間のリハーサル」（ペリンカ）66)というだけにとどまらず、内外のイン
ド独立運動が大戦終了後最終的に一つにまとまり、その流れを大きく変えてい
くきっかけを作ったのである。

付録
ドイツ提案の自由インド声明草案（部分訳）
 ドイツ、イタリア、日本の三国はやむなく防衛を余儀なくされたこの戦いに
おいて、これまで他国民を征服し搾取することによってほしいまま世界支配を
続けてきた諸国家にたいし戦いを遂行しつつある。ドイツ、イタリア、日本の
三国のこの戦いは高い倫理的目標に寄与する。というのも、これら三国は英帝
国主義に蹂躙された全ての諸国民の自由のためにも戦いを押し進めているから
だ。これら諸国民が再びイギリスのくびきから解き放たれ、自由に自らの必要
に基づく政治経済的使命を担う状況に立ち戻るのを目撃することこそ、三国が
心から願うところである。
英支配の下かくも長く、かくも無慈悲に苦しめられた諸国民の中でもとりわ
けその名を挙げられるのは、その偉大な過去において人類にかくも実り豊かな
文化の恩恵を分かち与えたところの、古代文明を有するインド国民である。
 インド国民のために自由の扉を開けるべく尽力する中、ドイツ、イタリア、
日本の三国が加えた武力攻撃により大英帝国の土台がようやく揺らぎ始めたと
いうこの歴史的瞬間において、これら三国政府はここに厳かに次のように宣言
する。三国はインド国民の独立と民族自決の不可侵の権利を承認する。インド
人のためのインドを! と。
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ヘルダーリンの「判断と存在」
―観念論成立史のための予備的考究―
下

ディーター・ヘンリッヒ
髙橋秀誠訳

1. 観念論成立史をめぐる諸問題
2. ヘルダーリンの断章「判断と存在」
3. 成立時期の決定に関する疑点（以上、本年報第 19 号）
4. シンクレアの体系草案とヘルダーリンの哲学的歩み（以下、本号）
5. この断章の前史
6. 展望と計画

4. シンクレアの体系草案とヘルダーリンの哲学的歩み
 ヘルダーリンがひとり孤独に思いをめぐらしながら作品を書いていたと思い
込んではならない。ヴァルタースハウゼン時代には友人との交わりはほとんど
書簡の往復に限られていたが、その後イェーナに来てからのヘルダーリンは〔家
庭教師の〕やっかいな義務から解放され、かれと同じようにフィヒテの周辺で
研究を続けていた者たちと直に意見を交換していた。かれは、世間から隠棲し
た生活をおくっていると、〔書簡において〕しばしば語っており、共同で哲学
したことについては何も述べていないが、テュービンゲン時代の友人カーメラー
(Johann Caspar Camerer)が隣に住んでいたことが分かっている 34)。そしてヘルダ
ーリンが若きシンクレア(Isaac von Sinclair)と同じ建物に一緒に住んでいたこと
も推量しうる 35)。こうした環境のもとで、フィヒテについて、そしてフィヒテ
の学説の正しさと誤りについての対話がなされたことはまったく自明である。
 「判断と存在」についてのテキストが早期に生まれたことを証するおそらく
もっとも説得力をもつ証拠を、シンクレアとの交わりから引き出すことが可能
である。そのためには、二人の交友の事実関係を確認しておく必要がある。1795
年 3 月 26 日にシンクレアはかれの指導教師であるユング(Franz Wilhelm Jung)
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に書簡を送っており、比類なき親友であるヘルダーリンはシンクレアにとって
輝かしく、愛すべき模範となったと言っている

36)

。二人が共に過ごした日々は

〔1795 年 6 月初めの〕ヘルダーリンの〔イェーナからの〕旅立ちによって終わ
りを告げる。シンクレアがイェーナを去ったのは、〔1795 年〕夏の学生騒乱に
関与した後のことであり、そのためにシンクレアは後に退学勧告を受けること
になる 37)。ヘルダーリンがフランクフルトに到着してまもなく、二人は再会し
た。フランクフルトにヘルダーリンが着いたのは 1796 年の年が明けようとする
直前であった〔1795 年 12 月 28 日〕。すでに 1 月 11 日にはかれはホンブルク
からフランクフルトに戻っているから、ホンブルクにはおそらく数日間滞在し
たのであろう 38)。1795 年の 6 月から 12 月まで二人の間には多くの書簡が行き
交ったに違いない。ちなみにヘルダーリンは〔1795 年 11 月 9 日付けのエーベ
ル宛て〕書簡の追伸でシンクレアに挨拶を伝えてくれるようエーベル(Johann
Gottfried Ebel)に頼んでいる。「今書いている」シンクレア宛ての手紙をやっと
半分まで書き終えた 39)と、追伸に記している。この言い方から明らかになるの
は、ヘルダーリンが長大な手紙を定期的にシンクレアに書き送っており、当然
シンクレアからも同じような手紙を受け取っていたということである。かれら
の往復書簡の間隔は短いものであったように思われる。というのもヘルダーリ
ンが 11 月 9 日に半分書き終えていた手紙を 12 月 7 日になってから〔同日付け
の〕エーベル宛ての手紙に同封したというのはありそうもないことであるから。
その間にヘルダーリンはまた別の手紙を書いていたことであろう 40)。フランク
フルトに滞在していたこの年〔1796 年〕の上半期には、ヘルダーリンはシンク
レアを定期的に訪ねており 41)、シンクレアもヘルダーリンの家を訪問したに違
いない。ヘルダーリンとの交わりに高い関心を示していたのはシンクレアの方
であったからである。「シンクレアが懇望したので、わたしはまたホンブルク
に来ている」とヘルダーリンは 1796 年 2 月 11 日に弟に書いている 42)。二人の
間で交わされた書簡および対話の内容とイェーナにおける生活から生まれた間
断のない話し合いの内容との間にはつながりがあったに違いない。すべての書
簡が失われ、第三者の証言も伝わっていないが、書簡や対話の中心が「判断と
存在」の諸問題に連なる哲学的主題であったと、推定することができる。
 この推定を、きわめて重要な意義をもつ一つの文書の助けを借りて行うこと
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ができる。理解に苦しむことに、この文書は、誰もがその原本を利用できた間
は、ヘルダーリン研究において注目されることなく放置されてきた。その文書
とはシンクレアの初期の哲学的遺稿である。
 ファルンハーゲン・フォン・エンゼ(Varnhagen von Ense)はこの遺稿を入手しよ
うと力を尽くした

43)

。かれが後々まで入手すべく尽力を続けたのは、なにより

も、遺稿の中にヘルダーリンによって書かれたものが見つけられるのではない
かという期待に導かれてのことであった。この望みはかなわなかったので、遺
稿には価値がないように思われたが、実は、この遺稿は観念論哲学の成立史に
とってきわめて高い価値をもっていたのである。今となってはファルンハーゲ
ンがこれをいかなる方法で手に入れたのかは分からないが、かれが手稿の束を
手に入れた後、その束はプロイセン国立図書館が｢哲学論議 (Philosophische
Raisonnements)ならびに一つにまとめられた組もの｣という収蔵品のグループ
に収めて保管した 44)。第二次大戦中にこの束は他の者の自筆原稿の集成と共に
シュレージエン〔現ポーランドのシロンスク〕に疎開したが、それ以来、行方
不明になったとされる。おそらく、湮滅してしまったのではなく、ポーランド
当局によって接収され今日まで留められたままなのであろう 45)。
 その早世が惜しまれるシンクレア研究家、ヴェルナー・キルヒナー46)は第二
次大戦前にこの遺稿の写しを作成することができた。当初、かれは「哲学論議」
をフィヒテの講義の聴講ノートであると考えていた。そのような見方は根拠が
なく、〔後には〕おそらくキルヒナーも放棄した。そうでなければキルヒナー
はたいへん骨を折ってわざわざこのテキストをタイプで書写したりはしなかっ
たであろう。ハンネローレ・ヘーゲルは現在、シンクレアの哲学についての論考
という枠内でキルヒナーによる写しの編集に従事しており、それによって観念論
の初期の歴史に由来するもっとも本質的な文書のひとつを公表しようとしてい
る 47)。一昔前にスイスで書かれた〔ヴァルター・ロッツ〕の学位論文は〔その表
題に掲げた〕課題を果たすことができなかったことを示している 48)。とはいえ、
この論文からもヘルダーリン研究は重要な示唆を得ることができたはずである。
 オリジナル原稿が残っていない場合、テキストの年代決定にはかなりの困難
が伴う。しかしながらこのテキストの場合、この束が 1796 年に由来するという
ロッツとキルヒナーによる推定を確かな証拠によって裏付けることが可能であ
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る。すなわち、キルヒナーはシンクレアがあるコンサートの告知のチラシに書
き留めた短いテキストを書き写している。その告知は次のように言う。「ご要
望にお応えして、本日 1795 年 12 月 6 日、マンハイム出身のピクシス氏、弱冠
9 歳はホンブルク・フォーア・デア・ヘーエのアレーハウスにて二回目の器楽
演奏会を催す栄に浴する」。この紙片に書き付けられたシンクレアのテキスト
には、後に仕上げられた草稿の基礎となる理念が要約された仕方で含まれてい
る 49)。この紙片によって、テキストが書かれた時間的上限は示されている。下
限も見当が付く。たまたま手元に書き留める紙がなかったからコンサートのチ
ラシを用いたのであり、だいぶ時間が経ってからシンクレアが昔のチラシを手
にとったという可能性は排除できる。ルードヴィヒ・シュトラウスは、シンクレ
アの〔同郷である〕ホンブルク出身の友人、ツヴィリング(Jakob Zwilling)の遺
稿の一部から、ツヴィリングが 1796 年 4 月 26 日にイェーナの教授に宛てて出
すつもりであった手紙の下書きを抜粋している 50)。そこには次のように言われ
ている。「知識学を読むたびに嬉しく思うことがあります。それは構想力につ
いての崇高な思想です。ギリシア語がとても堪能なシンクレアは、プロメテウ
スは反省と同じものを意味している、とわたしに言いました。われわれをオリ
ンポスから引き離したプロメテウスに対し、再びわれわれを〔オリンポスへと〕
引き上げて連れていくものとして、わたしは構想力を対置します」。このプロ
メテウス解釈は、シンクレアが「哲学論議」において展開している思想と関連
づけることによって初めて意味を読み取ることができる。
 本稿では、「哲学論議」の思想を十全な仕方で描出することも、それにふさわ
しい仕方で評価することもできない。その概略を示し、若干の文を抄出するこ
とで満足する他はない。シンクレアがヘルダーリンに依存していること、なら
びにヘルダーリンが「判断と存在」についてのテキストに書き下ろした思想を
シンクレアが熟知していたことは、そうした素描からも十分に明らかとなろう。

〔シンクレア「哲学論議」の要旨〕
 根源的統一はあらゆる措定なしに存在し、それゆえ非措定(Athesis)であって、
それ自体、平和と呼ぶことも可能である。こうした統一に反省を通して到達す
るものは分離である。すべての知はこの反省のうちを動く。分離は根源分割
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(Urteilung)とも呼びうる。その理由は、ひとつにはそれが最初の分離であり、も
うひとつには、われわれは知において分離を越えることはできないからである。
しかし知がそれ自身から生まれることはないのは、知の最高原則が要請という
性格をもっていることから明らかとなる。反省という媒体において分離の中に
根源的統一が立ち現れるが、それは回復されることを意志するものとしてであ
る。反省はこのように、諸々の制約についてのわれわれの意識と諸感覚(Gefühle)
の可能性を基礎づける。この統一を措定しようと欲するや否や、統一は反省の
対象、すなわち Theos〔テオス、神〕となる。この神を表すギリシア語〔Θεός〕
は、神概念の起源が措定的反省にあることを示しており、また、平和という真
に根源的な、措定によらぬ統一(athetische Einheit) との区別を示している。だが、
措定によっては根源についての真の概念に到達することはできない。あまねく
存在している神、すなわちスピノザの神をありありと思い浮かべるには、およ
そ反省はそれ自身によっては生まれることはないこと、そして、反省は統一
―反省にまったく依存していない存在―を前提としていることを明瞭に認
識する必要がある。このような存在を思惟することが可能なのは、〔それを〕
あらゆる反省と分離の揚棄として思惟するときのみである。フィヒテはこの存
在を措定によって捉えようとする誤りを犯した。そうした方法では、この存在
は絶対的措定であるフィヒテの絶対我になってしまう。懐疑主義が措定に満足
しようとせずに、措定の中には有限的なものがあることを、調和(Einigkeit)の要
求に対しては不十分なものがあることを証示しているのは、懐疑主義の正しさ
を示している。観念論者たちは反省の権利を主張し、あらゆる分離を独断論的
に否定しているが、懐疑主義がなし遂げていることは、こうした観念論者たち
を越えている。懐疑主義はまた、〈措定によらぬ根源〉への回帰を要求して徒
労に終わっている者たちをも越えている。だが懐疑主義はまだ最高のことをな
し遂げてはいない。すべての哲学の視点はまったく新しい仕方の措定において
統一することが可能なのである。「自我が、自我が行う措定について反省するこ
と、すなわち、自我が、自我が行う措定に依存しないものを知ろうと欲するこ
とは、自我というものが反省という分離を揚棄し、対自我存在(Für-das-Ich-sein)
を絶対的存在へと変えようとする強い志向をもつことを証示している」。フィ
ヒテは措定という根本概念がもつ相対性について熟考しなかった。もしもフィ
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ヒテがそうしていたなら、「かれは自我に対する措定よりも高い措定に、すな
わち Ἀεὶ ἑαυτὸν Θέσιν〔絶えざる自己措定〕に、つまり感性学(Ästhetik)に到達し
ていたことであろう」50a)。このように措定は〈つねに存在しているもの〉を、
すなわちスピノザの存在を注視しつつ行われるというのが、ここで言われてい
る感性学(ästhetische Wissenschaft)の意味であり、同時にこの学を呼ぶのに用い
られている語〔Ästhetik〕の意味を明らかにしている。シンクレアはこの感性学
に次の三つの課題を割り当てている。
 (1) あらゆる反省に先立つ存在の確認。
 (2) あらゆる分離からの平和の回復―この目標は無限なものへと通じてお
り、反省の内部ではけっして完全には現実化することができず、それゆ
え、この目標は要請に留まる他はない。
 (3) 自己を示す万物、反省を媒介とせず、あるがままに存在する万物に対す
る感覚の陶冶。このような万物に属しているのは、何よりも、美しき自
然である。「自然から平和が消え去ることはけっしてなかった。自然に
は目的がない。自然はただ存在する」。自然から目的を引き出すのは、
目的論としての反省のみである。

 とりわけ最後の命題が明らかにしているのは、シンクレアが力を尽くしたの
は、平和というヘルダーリンの根本語とヘルダーリンの自然体験を思弁的連関
のうちに取り入れることであったことである。この命題は、友人ヘルダーリン
を見据えつつ書かれたと想像する他はない。根源分割を根源的存在から区別す
ることは、ヘルダーリンのテキスト「判断と存在」においてなされている区別
と同一である。根源的存在が、主体と客体をその部分とする全体の必然的な前
提として自らを明かすという思想は、シンクレアのテーゼにおいていっそう明
確な仕方で再び現れている。そのテーゼとは、〈反省は、反省が措定によって
は到達することのかなわぬ存在を前提としなくてはならない〉というものであ
る。この思想にはまた、ヘルダーリンがイェーナを退去した後に伝えたいくつ
かの理念も加えられている。
 これらの理念の源として挙げられるのは、とりわけ次の四つである。シラー
宛ての 1795 年 9 月 4 日付け書簡

51)

。ニートハンマー(Friedrich Immanuel
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Niethammer)宛ての 1796 年 2 月 24 日付け書簡 52)。『ヒュペーリオン』最終前稿
の序言

53)

。詩『知ることのかなわぬ者に寄す』54)。シンクレアの草稿を媒介と

したならば、これらのドキュメントは相互の脈絡が容易に通るようになり、違
いの方は目立たなくなるだろう。シラーに宛ててヘルダーリンが書いているの
は、自分は哲学の無限の進歩の理念を発展させようと試みている―この進歩
は哲学自身の進歩、ならびに哲学の内部に留まらぬ、倫理的な世界形成の無限
の進歩である。この目的のために、いかなる体系に対しても発せられる絶えざ
る要請、すなわち、主体と客体を絶対者―それを「自我」と呼ぶのはあまり
ふさわしくない―において合一させるという要請から出発しなくてはならな
い

55)

。「判断と存在」についてのテキストで、この要請と対応しているのは全

体の「必然的な前提」である。シラー宛て書簡で述べられている、全体の「必
然的な前提」は、「判断と存在」の論述を越えて、シンクレアによって定式化
された、無限の進歩における統一の回復の要請をも意味しており、それはシン
クレアの場合と同様に、美を直観することによる統一の感性的現実化である。
ヘルダーリンは書簡におけるこうしたさまざまな示唆を次の文で締めくくって
いる。「わたしはそれによって、懐疑主義者がどこまで正しく、どこが正しく
ないのかを証示することができると思います」。この言葉によってヘルダーリ
ンは、シンクレアの草稿の構成において、またシンクレアの後年の体系におい
ても重要な役割を演じている思想が、自分のものであると宣言している。
 『ヒュペーリオン』〔最終前稿〕の序言―それは改稿するためヘルダーリ
ンにコッタ書店が送り返した―は、同一の基礎の上に建てられている。「至
福の統一である存在は、語の本来の意味では、われわれにとって失われている」。
われわれはそれから引き離されてしまったが、それはわれわれがそれを獲得し
ようと努めるためである。とはいえ「われわれの知もわれわれの行動も、現実
のある時点において、すべての争いが止むような場所に到達することはない」。
あらゆる平和の中の平和は回復不能なまでに消滅している。とはいえ、無限の
合一が、すなわち言葉の真の意味での存在がもう存在していないとしたなら、
われわれはその平和を目指して努力することさえしないだろう。それは存在し
ている―美として。ヘルダーリンがニートハンマーに伝えた一連の哲学的書
簡のための理念の素描は、―ヒュペーリオンの歩みから説明しうるいくつか
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の特殊な事柄を別にすれば―〔『ヒュペーリオン』最終前稿の〕序言とその
構図がまったく合致している。その歩みは出発点である失われた自然から、親
密とよそよそしさからなる多くの変転を経て、根源的統一の残照を守っている
自然へと至る。この平和の統一という、思惟が及ばぬ根拠によってあまねく統
宰されている自然は今や、ヘルダーリンが『知ることのかなわぬ者に寄す』(An
die Unerkannte)という献題をつけた詩において問いかけられている。この詩で表
明されているのが、イェーナでは軽視していたために認識することができなか
った自然(zu der ... unerkannten Natur)へとヘルダーリンが回帰したことであると
考えるのは誤っている 56)。この詩で語られているのはただ、自然はいかなる知
においても回復されることはできない、なぜならば自然は、あらゆる分離と、
したがってあらゆる意識にも先行して存在しているものに基づいているからで
ある、ということである。自然はひとつのもの(das Eine)を守っている。そして
なんぴと

それゆえ何人も自然を認識(erkennen)することはできない。人ができるのは、自
然が分離の痛みを和らげてくれるようにと、ひたすら自然を信じ頼ることだけ
である。自然は

ひとつのものを守っている。きみが 星々が満ちた天空に、
遙か彼方のあらゆる時代のうちに、
嵐の下、大胆なる旅の途上で探し求めるひとつのものを。
あ た ま

それは死すべき者の悟性が思いつくことなく、
いかなる德もまだ得ることはかなわなかった。
自然は平和という黄金の果実を守っている 57)。

 シンクレアとヘルダーリンはこの思想において一つであった。しかし、この
思想が展開する元となったのはヘルダーリンの経験であった。この思想を最初
に定式化し、友であるシンクレアに伝えたのもヘルダーリンであったに違いな
い。シンクレアはとりわけ体系的に展開する才と根気に秀でており、またそれ
を実行する余裕をもっていたので、ヘルダーリンはそれによって恵まれた時間
を得られ、『ヒュペーリオン』の完成に力を注ぐことができたのである。
 成熟した理論の存在を前提としている〔1795 年 9 月 4 日付けの〕シラー宛て
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の書簡と〔1795 年 6 月初めの〕ヘルダーリンのイェーナからの退去との間には
わずか三ヶ月しかない。この時間の短さに着目するだけで、この書簡で述べら
れている理論の基礎がすでにイェーナにおいて形成されたことが推量できよ
う。それとは別に、ヘルダーリンとシンクレアの間の〔理論の〕共通性は、同
じことを想定することを要求している。意見の交換が書簡だけに限られていた
ならば、二人の理論的共通性はこれほど完全にはけっしてなり得なかったであ
ろう。〔「判断と存在」についての〕テキストのこのような後史を勘案したな
らば、〔上述の〕正書法の統計による鑑定結果を承認する他はない。
5. この断章の前史
 答えなくてはならない問題がまだ残っている。それは、〔「判断と存在」の〕
早い成立時期とイェーナ時代の断章群の文体や思想世界がどのようにして矛盾
なく両立しうるかという問題である。この問いに答えが与えられなかったなら
ば、〔「判断と存在」の〕年代決定と著者問題には異論の余地が残るであろう。
そして、ヘルダーリンの作品の中のこのテキストの存在は未解決の謎であり続
け、それとともに、新たな解決の道を探ろうとするすべての理解の試みにとっ
てのつまずきの石であり続けることだろう。それゆえ、われわれはもう一度テ
キストそのものと、その前史に向かわなくてはならない。
 1795 年 1 月 25 日にヘルダーリンはヘーゲルに宛て、フィヒテの哲学につい
て書き送っている 58)。この書簡の中でヘルダーリンは、〈フィヒテはすでに論
駁ずみの独断論に新しい命を吹き込もうとしているのではないか〉という疑い
を抱いている多くのカント主義者の一人として、次のように語っている。「か
．．
れ〔フィヒテ〕は意識の事実を理論において超えていこうとしている」。ヘル
ダーリンはこの理論的越境に対し疑念を抱く。「判断と存在」のテキストにお
いて、根源分割(Urteilung)に先だって存在する全体をカント的に「必然的な前提」
(notwendige Voraussetzung)と呼ぶようにヘルダーリンを促したのもこの疑念に
他ならない。ヘルダーリンは、フィヒテの絶対我において古の〈実在性の全体
(Omnitudo realitatis)〉
〔All der Realität…カント『純粋理性批判』B604〕の構造が再
び姿を現していると認めるが、同時に、絶対我は、そこにおいて万物が存在し、
その外には何も存在しないスピノザの実体と同様の機能を果たしていると見る 59)。
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 さしあたってヘルダーリンはまだ、このような想定に何らかの正当性を認める
準備があるわけではない。かれはフィヒテをカントによって矛盾へと追い込むこ
とを試みる。すなわち、絶対我の外には何も存在しないのなら、絶対我は客体な
しに存在する。だが、その場合、絶対我は意識がなくても存在する。そもそも絶
対我が私のうちに有るのなら、私が絶対我についての意識をもつことはできない
だろう。しかし、絶対我を意識することが端的に不可能ならば、絶対我は意識す
る存在である私にとって、まさしく無であり、空虚な想定である。
 〔ヘーゲル宛て書簡の〕この考察が「判断と存在」のフィヒテ批判と同一で
はないことは確かである。しかしヘーゲル宛て書簡の考察は、この思想の比類
のないひとつの言い回しを通して、「判断と存在」のフィヒテ批判の中へと移
し入れることが可能である。すなわち、そもそもあらゆる意識に先だつ絶対者
を想定する哲学的根拠がもたらされるようなことがあったとしたら、絶対者を
あらゆる意識から論理的必然として区別しなくてはならない。だとすれば絶対
者を、誤解を受ける余地のある「自我」とは呼ばずに、絶対者に対し、はっき
りとスピノザの実体の機能を付与した方がよい―それは理論的認識を越えて
はいるが。プラトンやシラーとともに合一の可能性を〔思索の〕主題としてい
るヘルダーリンにとって、かれが「判断と存在」において展開した、以下の根
拠は十分に説得力のあるものとなり得た。すなわち、あらゆる意識を形成する、
主体と客体の区別に先んじて―それ自体はつねに認識され得ないままである
―全体を思惟しなくてはならないのである。
 この書簡の中で、ヘルダーリンはヴァルタースハウゼンにいた時にすでに、
以前のフィヒテ批判、カント的な立場からのフィヒテ批判を書き記していたこ
とを、ヘーゲルに伝えている 60)。書簡のこの文に続く数行は破り取られている
が、ヘルダーリンがイェーナに滞在していた 1 月にもなお、フィヒテとヤコー
ビ/スピノザの間の一致には豊かな可能性があるとみていたことが読み取れる。
 この一致はヘルダーリンにとって、ヴァルタースハウゼン時代よりもさらに
重要になっていたことは明らかである。にもかかわらずかれは、その時点でも
なお、以前の批判には伝える価値があると考えていた。フィヒテに対する批判
とフィヒテの知識学にスピノザを投影することによって拡張するという、この
二つが相俟つことによって初めて、「判断と存在」についてのテキストの立場
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に到達することが可能となる。9 月のシラー宛て書簡と 1 月のヘーゲル宛て書
簡の間に存在するこのテキスト〔「判断と存在」〕はこのように、むしろヘー
ゲル宛て書簡の近くに、すなわち、イェーナ時代の後期に置かれるべきである。
 初期の〔フィヒテ〕批判におけるカント主義との密なる連関は、ともすると
見落とされかねない「判断と存在」の一つの特徴に注意を向けさせる。すなわ
ち、このテキストも、本質的徴表においては、変わることなくカントの思想の
圏内に留まっている。つまり、端的な存在はたんなる前提であり、自我はつね
に自己意識であり、様相性の規定は相異なる認識能力に対応しており、われわ
れにとって思惟することがかなわぬ存在は知的直観である。ヘルダーリンのフィ
ヒテ批判はフィヒテの知識学を周到に精査したものではない。かれは知識学を
カントとヤコービによって育まれた目によって考察して、知識学のスピノザと
の一致に着目し、批判哲学の基準を適用して知識学に対し判断を下した。ヘル
ダーリンにとって知識学が意味をもつのは、それが他の方法では結合
(vereinigen)させることができない思想を相互に結びつけることを可能にするか
らであると言えるかも知れない。すなわち、知識学はカントから根源的統一の
承認をかろうじて取りつけ、同時にヤコービ/スピノザの〈批判を欠いた独断論〉
という汚名をそそぐ 61)。知識学がこれを可能にするのは、知識学が認識自体に
先んじて主体と客体の分かちがたい統一を思惟するからである。知識学の欠陥
はただ、この統一を自我と呼んだことである。フィヒテ固有の問題はまさにこ
の同一化によって立てられており、それなしには成り立たないのであるが、そ
れをヘルダーリンは見抜くことができなかった 62)。
 それゆえ、ヘルダーリンのイェーナ時代の断章群が徹頭徹尾カント的である
ことと、かれがそれと同時期に「判断と存在」の理念を起草したと推論するこ
との間に矛盾はない。かれは最後まで、かれの友人たち〔シェリング、ヘーゲル〕
よりもずっとカントの近くに留まり続け、まさにそれゆえに、知の認識するこ
とのかなわぬ根拠と無限の進展についての命題に対しても忠実であり続けたの
であった 63)。ヘルダーリンがフィヒテから解放される最初の者となり得、そし
てフィヒテ批判のためにヤコービ/スピノザの原理を首尾一貫した仕方で引き
合いに出すことができたのも、まさにかれのカント主義によってであるという
ことは、奇妙ではあるがまったく尤もなことである。 『哲学の原理としての自
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我について』においてシェリングは同じ道を進んでいた―引き受けている問
題の負荷はより重いが、〔ヘルダーリンに比べ〕はるかにわずかしか〔哲学的
に〕先へと進んでいない。
 答えが与えられていない問いがまだ一つ残っている。『ヒュペーリオン』の
諸草稿においてヘルダーリンは、「判断と存在」の助けを借りたならば免れる
ことができたような、そして実際にニュルティンゲンではその方法によって免
れていた難点のため、思案に暮れていた。もし本当にヘルダーリンが〔「判断
と存在」の〕新しい方法をすでに我がものとしていたのなら、何故ヘルダーリ
ンはこの方法を採らなかったのか。この問いに対しては説得力のある説明を提
示することができないことを認めざるを得ない。とはいえ、『ヒュペーリオン』
は哲学のテキストではなく、「判断と存在」は完成した体系ではない。「判断
と存在」によって、さしあたりヘルダーリンが欲したのはフィヒテの誤りを明
らかにし、この誤りへと導いた諸理由について診断を下すことであった。より
蓋然性が高いと思われる〔読みの〕可能性を採用し、このテキストを〔「判断」
からではなく〕「存在」の章から読み始めてみると、このこと〔ヘルダーリン
の執筆目的〕はきわめて明白となる。ヘルダーリンが、再び獲得されたスピノ
ザから人間の人生行路についての説を展開することがただちにできるようにな
ったと想定する必要はない。〔『ヒュペーリオン』の〕最終前稿の序言におい
ても、まだこの課題は十全な仕方では解決されていなかった。離心的道程(die
exzentrische Bahn)についての説を展開すべく「異邦人」の語りが置かれたので
はあったが。われわれが確認することが可能なのは、さしあたりヘルダーリン
はもっぱらカント、プラトン、シラーに基づいて―フィヒテに対し幾ばくか
の顧慮を払ってはいるが、フィヒテの本来の根本思想を取り入れることも、ま
たそれを批判することもなく―この説を展開する試みを続けたということだ
けである。結局のところ、『ヒュペーリオン』はすでに書肆に売却された作品
であり、「判断と存在」についてのテーゼは、きわめて個人的な書付にすぎな
かった。以前の問題設定によっては、この語りを文芸作品として説得力をもつ
ものへと仕上げることすらもけっしてうまくいかないということが、ヘルダー
リンにとって明らかになったと想定してはならない。ヘルダーリンがこの新し
い思想のうちにかれの生にとって本質的なものとなったすべてを入れ込むこと
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ができることを認めたとき、この新しい思想を体系へと展開することはかれに
とって大きな励ましであったに違いない。異邦人の語りを構想するのにきわめ
て多くの労力を費やしたにもかかわらず、ヘルダーリンはそれを最終的に放棄
したが、それがいつのことであるかは分からない。いずれにせよ、シンクレア
のホンブルク時代の体系草案につながっていく、シンクレアとの共同の哲学的
思索の礎が築かれたのが、まだイェーナ滞在中であったことは確かである。
6. 展望と計画 64)
 ヘルダーリンがフィヒテに対抗させてヤコービ/スピノザを高く評価するよ
うになったのは、周囲の発言の影響を受けたためということも、おそらくあり
得るだろう。シェリングがスピノザ主義者となったことを、シェリングが自分
の口からはヘルダーリンに伝えていなかったとしても、ヘーゲルがヘルダーリ
ンに手紙で知らせていたであろうことは確かである。若い時からのフィヒテの
友人であるヴァイスフーン(Friedrich August Weißhuhn)はすでにイェーナにお
いて、フィヒテに対し、〈フィヒテの体系は「主観的なスピノザ主義」である〉
という非難を加えていた 66)。
 そしてスピノザの正当性についてイェーナでは、シュヴァーベン出身の神学教
授パウルス(Heinrich Eberhard Gottlob Paulus)が弁護していた―パウルスの家に
はヘルダーリンも出入りしていた

67)

。その後まもなく、イェーナ時代のフィヒ

テの他の弟子たちが―その中にはフリードリヒ・シュレーゲル 68)もいる―
速やかに、そして各々独立してスピノザ主義へと移行していった。かれらの歩
みもまたすでにかれらの世代の意識の中で準備されていた。
 とはいえヘルダーリンは、かれの思想の理論的必然と詩人としての生の真剣
さによって、フィヒテに抗する批判的転回と哲学体系の基礎づけをなし得た最
初の者となった。年少の友人であるシンクレアはこの哲学体系を仕上げること
を試みた。それは後にヘルダーリンの詩論を自分の名前で公表したのと同様で
ある 69)。この哲学体系がヘルダーリン自身にとって果たした役割は、自分の詩
作の意味の理解を深化させたことと、四年にわたり心血を注いできた作品〔『ヒ
ュペーリオン』〕を完成させる助けとなったことである。ホンブルク時代の詩
論が生まれたのも同じ要求からである。その詩論はイェーナにおいて初めて据
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えられた基礎の上に建てることができたもので、その基礎をヘルダーリンはそ
の後、けっして放棄することはなかった。
 シンクレアもこの基礎を保持し続けた。たとえ基礎を確固たるものにするに
あたってのシンクレアの寄与が大きかったことが確かであるにせよ、その基礎
をシンクレアはヘルダーリンに負っていた。シンクレアは自分の独自性のうち
のいくつかをとくに重要であると考えて、後になってこの基礎の上に自分の体
系をうち建てたのであるが、そのやり方を提示することも可能であろう。シン
クレアは自分では、その独自性ゆえにヘーゲルと肩を並べることができると思
っていた 70)。とはいえ、友人ヘルダーリンとともにシンクレアも、若き時に書
いた「哲学論義」を際立たせている説得力を失ってしまったが、シンクレアが
得意とした、体系的に展開し統合する能力はその時にもなお生きていた。
 もしわれわれが「判断と存在」についてのヘルダーリンのテキストを正しく
解釈できたならば、観念論の成立史を、多くの点でこれまでよりも厳密に再構
成することも可能となるに違いない。ヘルダーリンは自分がシェリングに影響
を及ぼすことができると考えた 71)。今や、いかなる意味でこの影響が実際に起
こったのか、これまでより容易に判断を下すことができる。全体としてはシェ
リングはかれ独自の道を歩んだ。それとまったく異なるのはヘーゲルである。
ヘーゲルがフランクフルトにやって来たとき、すでにシェリングの教説を知り、
フィヒテを読むことを試みていたとはいえ、かれの哲学はカントの思想圏に留
まっていた。ヘルダーリンとその友人たちのサークルで、ヘーゲルはただちに
かれの立場を変えて、ほんの数年の後にイェーナの体系へとかれを導いていく
ことになる基盤に到達した。フランクフルトでヘーゲルはフィヒテを我がもの
としているが、それはすでに友人たちの解釈を経たフィヒテであった。そして
そこでかれが展開している術語はシェリングからよりも、むしろシンクレアの
体系から引き出すことができよう。
 しかし友人たちの助けによって自己自身の理解へと到達したのは、ヘーゲル
であった。こうした照応を把握することが可能なのは、まさに根本的な諸前提
が、人生の始めから、そして思惟の特質の違いを超えてヘーゲルをヘルダーリ
ンに結びつけていたからである。その一つはテュービンゲン・シュティフト時
代の経験であり、それはヘルダーリンの哲学的道程の中にも決定的な仕方で入
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り込んでいる。しかし、他ならぬヘルダーリンが自由の道を汎神論の軌道へと
導いたことについては、なおいっそう深い解明が必要である。思弁的観念論は
全体としてそもそも何であったのかという問いに対する答えが与えられたとき
にのみ、そうした解明も与えられよう。

原注
34) 書簡 95 番、99 行、全集 6 巻、159 頁、および 711 頁、31 行以下。
35) 全集 6 巻、741 頁、21–22 行。
36) 全集 6 巻、741 頁、18 行。
37) 1795 年 11 月 25 日付けのシンクレアのイェーナ大学宛て書簡（イェーナ大学文書館、161
部門、番号 2224a）。
38) 書簡 114 番、17 行および次行、全集 6 巻、198 頁。
39) 書簡 106 番、60 行、全集 6 巻、185 頁。
40) 書簡 106 番、60 行、全集 6 巻、185 頁、および書簡 109 番、37 行、全集 6 巻、189 頁を
参照。
41) 書簡 114 番、18 行、全集 6 巻、198 頁、および書簡 116 番、18 行、全集 6 巻、201 頁、
および書簡 121 番、86 行、全集 6 巻、210 頁。
42) 書簡 116 番、18–19 行、全集 6 巻、201 頁。
43) 『ファルンハーゲンの日記（遺稿より）』、2 巻、ライプツィヒ、1861 年。「1844 年 6
月 11 日（火曜日）の覚書」ほか。
44) ルードヴィヒ・シュテルン編『ベルリン王立図書館所蔵のファルンハーゲン・フォン・
エンゼの収集品』、ベルリン、1911 年、764 頁。
45) この推定を裏付ける確かな間接的証拠がいくつか存在するが、それについては適当な時
期に公表する予定である。
補遺：旧プロイセン国立図書館所蔵の自筆原稿の集成がポーランドの所有に帰したこと
を著者〔ヘンリッヒ〕は以下で立証した。「クラクフへの旅の途上のベートーベン、ヘ
ーゲル、モーツァルト」、『ノイエ・ルントシャウ』、88 巻、2 分冊、1977 年、165–199
頁。その後すぐにポーランド当局によってもこの事実が認められた。その少し後に、こ
れらの自筆原稿はクラクフのヤギェウォ大学図書館において再び閲覧できるようになっ
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た。
46) キルヒナーは『シンクレアに対する大逆事件裁判』、マールブルク、1949 年（アルフレ
ート・ケレタートによる後書が付された改訂新版、フランクフルト、1969 年）を出版し
た後、シンクレアについてのさらなる研究を準備していた。
47) キルヒナーの遺稿は未亡人によってヘルダーリン・アルヒーフに寄贈された。ヘルダーリ
ン・アルヒーフで著者〔ヘンリッヒ〕はシンクレアの原稿の意義に気づいた。アルヒーフ
館長のホフマン博士から閲覧ならびに公刊の許可を頂いたことに著者は謝意を表する。
補遺：ハンネローレ・ヘーゲルによる版は 1971 年に『イサーク・フォン・シンクレア
―フィヒテ、ヘルダーリン、ヘーゲルの間』という表題でフランクフルトにおいて刊
行された。最近になって閲覧が可能となったオリジナル原稿と対照してみると、キルヒ
ナーによる筆写に基づいたこの版は今後も引証に用いて差し支えないことが明らかとな
る。（Ch. ヤメ「イサーク・フォン・シンクレアの『哲学論議』―そのオリジナル原稿
の再発見に寄せて」、『ヘーゲル研究』、18 巻、1983 年、240–244 頁を参照）
48) ヴァルター・ロッツ『フリードリヒ・ヘルダーリンとイサーク・フォン・シンクレアの
関係とかれらのヘーゲルとの関わり』（哲学学位論文）、バーゼル、1925 年。
49) このテーゼを立証する資料は前述のハンネローレ・ヘーゲルの著作にみることができる。
〔コンサートの告知に記された断章は、注 47 補遺に引かれている H. ヘーゲルの著作の
付録に収録されている(244–245 頁)。〕
50) ルードヴィヒ・シュトラウス「ヤーコプ・ツヴィリングとかれの遺稿」、『オイフォー
リオン』、29 号、1928 年、368–396 頁。同 388 頁を参照。残念なことにツヴィリングの
遺稿は第二次大戦が終わって以来、跡形なく消え失せてしまった。アドルフ・ベックと
著者〔ヘンリッヒ〕がさまざまに力を尽くしたにもかかわらず、バート・ホンブルクに
おけるこの遺稿の探索はまだ成功していない。
補遺：遺稿の探索についてお伝えできるすべての資料と調査の最新の状況については、
以下の論文で報告しておいた。D. ヘンリッヒ「ヤーコプ・ツヴィリングの遺稿―思想、
報告、資料―その喪失を機に」、Ch. ヤメおよび O. ペゲラー編『ドイツ精神史におけ
るホンブルク』所収、シュトゥットガルト、1981 年（同論文の短縮版はヘンリッヒ『諸
構図』、83 頁以下）。ならびに、D. ヘンリッヒおよび Ch. ヤメによる編集と解説『ヤー
コプ・ツヴィリングの遺稿―再構成』、『ヘーゲル研究』別巻、28 号、ボン、1986 年、
13 頁以下。
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50a)補遺：ハンネローレ・ヘーゲル（前掲書〔注 47〕、152 頁、ならびに 254 頁）はシンク
レアが用いているギリシア語の略号で書かれた定式に対して、本論文とは異なる読みを
採用し、別様に解釈した。その読み方は以下に挙げている「感性学」(Ästhetik)の課題に
対しても同様に対応している。かの女の読みの正しさは、今は利用可能となっているシ
ンクレアのオリジナル原稿によって裏付けられた。
51) 書簡 104 番、全集 6 巻、180 頁および次頁。
52) 書簡 117 番、全集 6 巻、202 頁および次頁。
53) 全集 3 巻、235 頁以下。
54) 全集 1 巻、197–198 頁。
55) 書簡 104 番、14 行、全集 6 巻、181 頁。この箇所同様、以下における書簡からの報告も
たんなる言い換えではない。それはまた、ヘルダーリンの思考過程を明瞭に際立たせる
ことによって、解釈に資するだろう。
56) 全集 1 巻、496 頁、3 行以下。
57) 言うまでもなく原詩の終わりには疑問符がある。
58) 書簡 94 番、全集 6 巻、154 頁以下。
59) 全集 6 巻、155–156 頁、39 行以下。フィヒテの思惟とかれの言語にはフィヒテ自身がま
だ提示していない解釈を必要としていることを、ヘルダーリンは初めから見抜いていた。
それはたんにフィヒテの読者すべてが陥る理解の困難の帰結であるだけではない。ヘル
ダーリンはフィヒテの言語がフィヒテの練り鍛えられた確信とは両立しないと感じてい
た。フィヒテの言語が伝えようとしている事柄はヘルダーリンにとって格別な意義をもっ
ていると感じられた。以下の書簡の評言の調子を参照せよ。書簡 94 番、48 行と 65–66 行。
書簡 97 番、76 行。書簡 103 番、54–55 行。書簡 104 番、14 行。ならびに全集 3 巻、190
頁、20–21 行。
60) 書簡 94 番、57 行以下、全集 6 巻、155 頁および次頁。
61) 〔「判断と存在」における〕根源的存在は、外見上は正当な手段によって批判主義の原
理である意識から演繹されたものである。根源的存在への歩みはフィヒテの手段と原理
的に区別することができない手段が用いられた。それゆえ、「判断と存在」の思想への
道はプラトンへの回帰に比べ、はるかにカントの批判の近くに留まっていると、ヘルダ
ーリンは完全に信じることができたのである。プラトンへの回帰はカントの引いた限界
線をまさに一歩越えていくことを意味しているように見えたのである（書簡 88 番、96 行、
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全集 6 巻、137 頁）。『ヒュペーリオン』のイェーナ時代の諸稿においてもまさしくヘル
ダーリンはかれの思想に対するカント的な立場からの異論を論駁することに力を注いで
いた（全集 3 巻、192 頁、4 行、および 202 頁、3 行を参照）。
62) 拙著『フィヒテの根源的洞察』、フランクフルト、1967 年。
63) 狂疾期においてもなお、カントはヘルダーリンの唯一の哲学についての記憶であった。
伝えられているわずかの言葉は、ヘルダーリンの作品における哲学の役割を解き明かす
ことができたときにのみ、その意味を読み取ることが可能となろう。
64) 以下においては、問題の広がりを―テーゼによって―示したにすぎない。それらに
ついては拡大された諸々の研究が可能であり、緊要となっている。
65) 『ヘーゲル往復書簡集』、1 巻、22 頁。
66) 1794 年 10 月 26 日付けのシラーのエールハルト〔Johann Benjamin Erhard, 1766–1827, 医
師で哲学の著述も残す〕宛て書簡〔『シラー全集』（国民版）、27 巻、72 頁。『ヘルダ
ーリン年鑑』の初出においては「10 月 28 日付けゲーテ宛て書簡」とあるが、『諸構図』
版により訂正。…訳者〕。ハンス・シュルツによる収集と編集『同時代人の親密な書簡
の中のフィヒテ』、ライプツィヒ、1923 年、26 頁および次頁を参照。
67) K.A.フォン・ライヒリン-メルデッグ『ハインリヒ・エーバーハルト・ゴットロープ・パウ
ルスとその時代』、1 巻、シュトゥットガルト、1853 年、97 頁と 226 頁から推測しうる。
68) E. べーラー編『批判版フリードリヒ・シュレーゲル全集』、18 巻、ミュンヘン、1963
年、4 頁以下。
69) 『文芸一般の構成、ならびにとりわけ抒情詩の構成について』（ルツィアーン編『信仰
と詩』、ベルリン、1806 年に掲載）。ヘリングラート版『ヘルダーリン全集』、3 巻、
569 頁以下に復刻。
70) 『ヘーゲル往復書簡集』、1 巻、322 頁、354 頁。
71) 書簡 111 番、36–37 行、全集 6 巻、191 頁。書簡 117 番、42 行、全集 6 巻、203 頁。

「上」の訂正（訳者）
・原注 10 1 行目（121 頁）：738 頁、4 行を参照。→ 738 頁、4 行以下を参照。
・原注 14 4 行目（121 頁）：738 頁 17 行、20 行を参照 → 738 頁 16–17 行、20 行を参照
・解題

126 頁 8 行：1796 年 → 1795 年
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訳者後記
 本訳は『ヘルダーリン年鑑 1965/1966 年』に掲載された初出を底本とした。
本号に掲載したのはその後半部にあたる。
Dieter Henrich, "Hölderlin über Urteil und Sein: Eine Studie zur Entwicklungsgeschichte des Idealismus", in: Hölderlin Jahrbuch 14 (1965–1966), Tübingen 1967,
73–96.
後に本論文は 1991 年に刊行されたヘンリッヒの論文集『諸構図』に収録され
た。底本の誤植、ならびに少なからず存在する、注における引証文献の頁数、
行数、時には表題の誤記は本書を参照して改めた。『諸構図』版には本文の大
きな訂正はないが、初出よりも段落分けを少し増やしている。それについても
『諸構図』版に従った。また『諸構図』版には、いくつかの注に初出発表以降
の研究状況の進展を報告している「補遺」(Nachtrag)が付されており、本訳でも
訳出しておいた。
Dieter Henrich, Konstellationen. Probleme und Debatten am Ursprung der idealistischen Philosophie (1789–1795), Stuttgart: Klett-Cotta 1991, 47–80, 265–272.
訳出にあたって英訳を参照し示唆を得た所がある。本訳「上」の訳者注記に
おいて「英訳は Konstellationen 所収の改訂版を底本としている」と書いたのは
誤りである。英訳は『ヘルダーリン年鑑』所収の初出に基づいている。ただし、
一部の注を本文に繰り込むなどして、注の数が減らされている。また、初出の
注の誤記の多くは直っていない。
Dieter Henrich, translated by Abraham Anderson, "Hölderlin on Judgment and Being:
A Study in the History of the Origins of Idealism," in: Dieter Henrich, edited by Eckart
Förster, The Course of Remembrance and Other Essays on Hölderlin: Studies in Kant
and German Idealism, Stanford: Stanford University Press, 1997, 71–89, 269–273.
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 本論文におけるヘルダーリンの引用はすべて「シュトゥットガルト版大全集」
によっている。注においてたんに「全集」とあるのは、この全集のことである。
訳文のカギ括弧〔…〕は訳者による補いである。なお原文にない記号として
〈…〉を用いているが、これは字句のまとまりや対応を示している。
*       *       *
 本論文の意義については「上」の訳者注記に書いた通りである。ドイツ観念
論成立史の書き換えを促した、文字通り記念碑的論文と言ってよい。それゆえ
この論文の影響について語るには、その後半世紀にわたるドイツ観念論成立史
の研究の展開を述べなくてはならなくなる。研究史の展開と広がりについては、
たくみにまとめられている概観がすでにあるのでそれを参照していただくとし
て

1)

、また、ヘンリッヒのその後のヘルダーリン研究

2)

についても主題的に述

べるのは控えさせていただき、ここでは本論文に直接関わる二つの重要な問題
に絞って論及しておきたい。一つはヘンリッヒの「判断と存在」の年代考証の
方法について諸家より出されている疑問に関して、もう一つは本論文の影響を
受けた「判断と存在」の新しいテキストの提出についてである。

ヘンリッヒの年代考証に対する疑義
 ヘンリッヒの本論文における「判断と存在」の成立の考証と解釈はその後、
研究者の間に広く受け入れられた。ヘンリッヒの解釈に基本的に賛意を表して
いる者としては、マンフレート・フランク、クリストフ・ヤメ、ミヒャエル・
フランツ、マルガレーテ・ヴェーゲナストといった代表的な研究者の名が挙げ
られよう。だが、批判が出なかったわけではない。とりわけ正書法による鑑定
を絶対視する年代考証の方法については、早くから疑問の声が挙がった。
 初めて「判断と存在」のテキストを公表したバイスナーは、シュトゥットガ
ルト版全集 4 巻の編者の注記において「判断と存在」が「おそらく 1795 年の初
めにイェーナで書き下ろされた」3)と幅を持った書き方をしていた。マリア・コ
ルネリッセンによるヘルダーリンの正書法の統計を援用することによって、ヘ
ンリッヒは「判断と存在」の正書法の特徴から、その成立を 1795 年「4 月 20
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日以前、おそらくは 4 月初め頃」（本訳（上）114 頁）ときわめて狭い範囲に
限定した

4)

。そして本論文は、一見して驚くほど早いこの年代が、ヘルダーリ

ンの思想の展開の中に矛盾なく位置づけることが可能であることを証明する、
という論旨の進め方をとっている。
 ヘンリッヒの「判断と存在」の考証と解釈に関して、早くから批判を寄せて
いたのはヘルダーリン研究者のフリードリヒ・シュトラックである。1973 年に
発表された『ヘーゲル研究 別冊』に収録された論文 5)において、シュトラック
は、当時のヘルダーリンの正書法にはなお動揺がみられることを実例によって
示した。いったん新しい正書法に移行した後も、かなり長い間、古い書き方が
使われている事例も認められるので、正書法を基準とすることによってはヘン
リッヒが行っているような厳密な時期決定を行うことは難しいとした。さらに
また、ヘンリッヒが問題にしていない一つの綴り方の例を引いてシュトラック
はヘンリッヒとはまったく異なる結論を導き出している。シュトラックは「判
断と存在」の最重要概念の一つである「知的直観」の綴りに着目する。当時、
カントをはじめ普通、intektuelle Anschauung と綴られているこの術語をヘルダー
リンは「判断と存在」において intektualle Anschauung と綴っている。この綴り
方はシェリングが『哲学の原理としての自我について』で用いている綴り方で
あり、シュトラックは、ヘルダーリンはその読書によってこの語の綴りの影響
を受けたのだと主張する。綴り方だけではなく、「判断と存在」におけるこの
概念の用法も『自我論』の読書抜きには考えられないとしている

6)

。ヘンリッ

ヒが「判断と存在」を、正書法による早い成立時期の考証を前提として、フィ
ヒテ批判を基軸として解釈するのに対し、シュトラックは正書法を一つの手が
かりとして、シェリングの『哲学の原理としての自我について』を読んだヘル
ダーリンが、それとの対決を念頭において書いているものととらえている。こ
のようにシェリングとの関係を最重要の観点として「判断と存在」を解釈する
のが、シュトラックの解釈のその後 40 年間変わらぬ特徴である。
 「判断と存在」の研究史において大きな足跡を残したミヒャエル・フランツ
は 2002 年に発表した論文で、「判断と存在」の年代決定の問題を取り上げてい
る 7)。フランツは、40 年にわたってヘンリッヒのヘルダーリン解釈を批判して
きたシュトラックとは異なる立場をとっている研究者であるが、この問題では
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シュトラックに与し、ヘンリッヒが正書法を根拠とした年代決定を絶対視して
いることを批判している。フランツはヘルダーリンの正書法の変化にはブレが
あることを、シュトラックとは別個に豊富に実例を示し、以前の書き方への揺
り戻しが 1795 年末まで確認できるとする。そして、ヘンリッヒが、シュトラッ
クから批判を受けた後もこの問題に対する姿勢を変えることなく、『意識にお
ける根拠』(1992)でも、正書法の変化に基づく考証を根拠として、シェリング
との対決という視点を「判断と存在」の解釈に持ち込むことを初めから拒んで
いることは承認できないと言う。
 正書法による考証についてのヘンリッヒ批判ではシュトラックと歩調を合わ
せているフランツであるが、「判断と存在」の成立時期についてはシュトラッ
クに従ってはいない。シュトラックが「判断と存在」の成立を「1795 年 9 月な
いし 10 月」と遅めに設定しているのに対し、フランツは「1795 年 3 月初めか
ら 5 月末」、「イェーナ滞在の最後の二ヶ月中」としている 8)。一見すると、
「4 月初め頃」と推定するヘンリッヒの考証と重なっており、それほど差が無
いようにも見えるが、「4 月初め頃」ならば、『哲学の原理としての自我につ
いて』の読書の可能性は完全に排除されるのに対し、フランツの想定する時期
ではその可能性を含んでいる。フランツをはじめザントカウレン-ボックやヴェ
ーゲナストなど、研究者の多くは、「判断と存在」を解釈するにあたり、シェ
リングの影響、とくに『哲学の原理としての自我について』との関係を顧慮し
なくてはならないという点では同意している。現在、ヘンリッヒの本論文を読
むにあたり、この問題については留意しておく必要があろう。

フランツによる新編集テキスト「存在、判断、様相性」の提出
 ヘンリッヒの後、「判断と存在」の研究において大きな一歩をしるし、  
テキスト編集の領域でも新紀元を画したのはミヒャエル・フランツである。『ヘ
ルダーリン年鑑 1986/1987 年』に発表されたフランツの「ヘルダーリンの論理
学―『存在 判断 可能性』の概要について」9)はヘンリッヒの本論文以後の「判
断と存在」についてのモノグラフィーの中でもっとも重要なものである。フラ
ンツは「判断と存在」が〈ヘルダーリンの論理学〉として読みうることを提起
し、この作品が断片ではなく、まとまりをもった思考過程を含んだ草案である
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ことを強調する。そして出版を想定したものではなく、友人との口頭の議論の
ための覚書であろうと解している。カントの超越論的論理学だけではなく、ア
リストテレスに遡る伝統的論理学ならびに、バルディーリ(Christoph Gottlieb
Bardili)などのヘルダーリンと同時代の論理学の新しい潮流にも目配りし、「判
断と存在」が誕生する思想史的背景を浮き彫りにした上で、緻密なテキスト解
釈を展開している。ヘンリッヒの本論文は、「判断と存在」についての最初の
研究ということもあり、成立年代の考証と、ドイツ観念論成立史の中に歴史的
に位置付けることに力が注がれていたが、フランツは同時代ならびに先行する
思想との連関において細部にわたるテキスト分析を遂行している点で「判断と
存在」の研究を大きく前進させた。
 フランツの「判断と存在」との取り組みはテキスト解釈に留まらなかった。
すなわち、フランツは上記論文の冒頭に「判断と存在」の新編集テキストを掲
載したのである。かれはこの新テキストにおいて本論文のヘンリッヒの解釈を
踏まえ、「判断」と「存在」の章を逆にして、「存在」から始めている。フラ
ンツが独自性を示しているのは、「判断」の章の後半にある様相性を論じたパ
ラグラフを詳細に分析し―この部分についてヘンリッヒは本論文ではほとん
ど触れていなかった―このパラグラフが独立性を持つことを初めて考証した
点である。この新しい解釈に基づきフランツは、このパラグラフを独立させて
「可能性」というタイトルを与え、断章全体の表題も「判断と存在」から「存
在 判断 可能性」(Seyn Urtheil Möglichkeit)と改め、本テキストが三部からなる
ことを提唱した。すでにヘンリッヒは本論文で、「存在」から読み始めた方が
合理的で筋が通ると言い、様相性のパラグラフは「〔「判断と存在」〕全体の
思考過程に対する補遺」（本訳（上）120 頁）と見なすことができると述べて
おり、フランツの新編集テキストは、ヘンリッヒの本論文に多くを負っている
ことは言うまでもない。とはいえ、ヘンリッヒの解釈をさらに発展させた新し
い研究を基に、テキストの新しい編集にまで踏み込んだのはフランツが最初であ
り 10)、研究史上の新たな画期を切り開いたのはフランツの功績である。
 その後 1991 年に、この新テキストはフランクフルト版ヘルダーリン全集 17 巻
に、「存在 判断 可能性」の「校訂済みテキスト」(revidierter Text)として掲載さ
れる 11)。フランツはフランクフルト版全集の編集に従事しており 12)、上記論文冒
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頭の新テキストはフランクフルト版全集の「存在 判断 可能性」の先触れとして、
全集出版に先立って公表されたのである。フランツは 1992 年に出版されたクナ
ウプ編のミュンヘン版ヘルダーリン全集の編集にも協力しているが（理論的著
作の編集に従事）、かれはそこでフランクフルト版 17 巻所収の「存在 判断 可
能性」に、さらに若干の修正を加えている

13)

。すなわち、フランクフルト版に

おけるタイトル「存在 判断 可能性」の中の「可能性」を、テキストの内容を
より正確に反映している包括的概念である「様相性」に変え、断章の表題を「存
在、判断、様相性」〈Seyn, Urtheil, Modalität〉と改めたほか、テキストの印刷
にも新たな工夫を加えている。「存在」の章と「判断」の章の間と、「判断」
の章と「様相性」の章の間に、それぞれ 1 行の空きを挿入して段落分けを明示
し、三部構成であることをいっそう明確にしたのである。このミュンヘン版が
フランツ編集の本テキストの最終版とみてよい。かくして、「判断と存在」の
テキストは、現在、異なるタイトルをもつ以下の三種類（基本的には二種類）
が存在している（ピリオッドの有無や強調の仕方の相違といったものはここで
は顧慮しない）。
I. 初出であるシュトゥットガルト版の「判断と存在」（「判断」と「存在」
の間に 1 行空き有り）（1961 年）。
II.「判断」と「存在」の順序を逆転させ、行間を空けずに続けているフラン
クフルト版の「存在 判断 可能性」（1991 年）。
II-a. フランクフルト版テキストの二箇所に 1 行の空きを挿入し、タイトルを
小修正したミュンヘン版の「存在、判断、様相性」（1992 年）。

 フランツ編の新しいテキストは、その後出版されたヘルダーリンの全集、著
作集、飜訳に採り入れられ 14)、研究者が引証に用いる頻度も増えていき、シュ
トゥットガルト版の「判断と存在」にとって代わる勢いを示した。
 こうしていったんは本テキストの編集に関して、学界の大勢は決したように
見えたが、問題は未決である。ヘンリッヒは、1992 年に出版した 850 頁を越え
る書き下ろしの大著『意識における根拠』で、もう一度このテキストの解明に
取り組み、徹底的なテキスト分析を行った。その結果、本論文における「存在」
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の章が先行しているとの解釈を翻し、「判断」から読み始めるべきであるとい
う正反対の結論を下し、バイスナー編集の初出テキストを支持している 15)。

結語
 現在、シュトゥットガルト版とフランクフルト版（およびその小改訂版であ
るミュンヘン版）という、テキストを読む順序が正反対である二種のテキスト
が並存している変則的状況と、さらには「判断と存在」にもっとも精通してい
る研究者であるヘンリッヒが、数十年にわたる研究を経て、一見すると正反対
に見える結論を出すに至ったことは、「判断と存在」が孕んでいる問題の深さ
とこのテキストの特異性を示している。そこからは、現在のヘルダーリン研究
がなおも揺れ動いていることを見て取ることができる。また、ドイツ観念論成
立史の研究における「判断と存在」をめぐる論争からは、今に残された断片的
資料から新しい画期的な思想の誕生を復元していく歴史的研究の難しさを思い
知らされる。「判断と存在」を読むには、われわれはまずテキストの選択から
始めなくてはならない。否が応でも研究の根本的次元の問題に突き当たらざる
を得ないのである。なお多くの謎を蔵しているこのテキストに取り組もうとす
る者が、研究の原点であり、配置研究の出発点でもあるヘンリッヒの本論文に
もう一度立ち戻ってみることは無駄ではあるまい。


訳者後記注
1)

2003 年に『ヘルダーリンとドイツ観念論』という全 4 巻 1879 頁からなるアンソロジー
が出版された。この表題に示されたテーマをめぐる同時代の著作や書簡の抜粋、断片を
集成し、解説を付けたもので、研究のための不可欠の資料を集めている。そもそもこう
いったドキュメント集が発刊されるに至ったのも、本論文の影響抜きには考えられない。
その 1 巻冒頭に、編者による序文があり、研究史がまとめられている。ヘンリッヒの本
論文が登場してからの歴史が述べられている後半部（6–12 頁）はこの論文の影響史とも
読みうるものである。
Christoph Jamme und Frank Völkel (Hrsg.), Hölderlin und der deutsche Idealismus. Dokumente
und Kommentare zu Hölderlins philosophischer Entwicklung und den philosophisch-kulturellen
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Kontexten seiner Zeit. Bd. 1–4, (Specula; 3) Stuttgart Bad-Cannstatt 2003. Bd. 1, 1–12(I.
Einleitung).

なお、このアンソロジーの第 2 巻は「判断と存在」をめぐるドキュメント集

といってよい。
2) 本論文ととくに関係が深いヘンリッヒの著作を以下に挙げておきたい。その後のヘンリッ
ヒのヘルダーリン研究のうち、以下の論文集と著作については本訳「上」の訳者注記に
簡単に触れておいた。
Dieter Henrich, Konstellationen. Probleme und Debatten am Ursprung der idealistischen
Philosophie (1789–1795), Stuttgart: Klett-Cotta 1991.
Ders, Der Grund im Bewußtsein: Untersuchungen zu Hölderlins Denken (1794–1795),
Klett-Cotta: Stuttgart 1992.
次の著作は一連の配置研究とは異なるが、ヘルダーリンの後期の詩『回想』を取りあげ、
その解釈を通じてヘルダーリンの思惟の特質を明らかにしようと試みたものである。
Ders, Der Gang des Andenkens: Beobachtungen und Gedanken zu Hölderlins Gedicht, Stuttgart:
Klett-Cotta 1986.
配置研究の基礎作業である関係資料の発掘と編集・公刊は、ヘンリッヒがとくに力を注
いだ領域である。その成果である、シンクレアとツヴィリングの資料の公刊については本
論文の注 47 と注 50 の補遺でも言及されている。また、とくに重要なものとしては、テュ
ービンゲン・シュティフトの補習講師ディーツの 1000 頁を超える往復書簡・著作集が詳細
な解説を付され、最初の出版予告から 30 年以上を経て 1997 年にようやく公刊された。
Immanuel Carl Diez, hrsg. von Dieter Henrich, Briefwechsel und Kantische Schriften: Wissensbegründung in der Glaubenskrise Tübingen-Jena (1790–1792), Klett-Cotta: Stuttgart 1997.
こうした長年にわたる基礎作業を踏まえ、2004 年に前人未踏のドイツ観念論成立前史『自
我からの基礎づけ』をヘンリッヒは発表する。1790 年代前半のテュービンゲンとイェー
ナにおける思想状況を、テュービンゲン・シュティフトの神学から始まり、カントから
強い影響を受けたディーツ、ニートハンマー、ラインホールト、さらにはフィヒテを経
てシェリングの最初期の哲学までをたどっていく、上下二巻 1740 頁の大作であり、ヘン
リッヒが提唱した配置研究の金字塔である。この著作によって「判断と存在」が生まれた
背景を知るための、おそるべき精密な思想地図をわれわれは手にすることになった。
Dieter Henrich, Grundlegung aus dem Ich: Untersuchungen zur Vorgeschichte des Idealismus.
Tübingen - Jena 1790–1794, 2 Bd., Suhrkamp: Frankfurt am Main 2004.
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3) Friedrich Hölderlin, Sämmtliche Werke, hrsg. von Friedrich Beißner, Kohlhammer: Stuttgart 1961,
Bd. 4, 402
4) 1992 年刊の『意識における根拠』においても「遅くとも 1795 年 4 月後半、おそらくは 4
月初め頃」としている(Henrich, Der Grund im Bewußtsein, 782)。
5) Friedrich Strack, "Das Systemprogramm und kein Ende: Zu Hölderlins philosophischen Entwicklung in den Jahren 1795/96 und zu seiner Schellingkontroverse", in Das älteste Systemprogramm:
Studien zur Frühgeschichte des deutschen Idealismus (Hegel-Studien Beiheft 9), hrsg. von Rüdiger
Bubner, Bonn 1973, S. 107–149.〔以下、Strack(1973)と略す〕同書 134–136 頁で「判断と存
在」について論じている。
その後のシュトラックによるヘンリッヒ批判の論稿を以下に挙げておく。ヘンリッヒの
『意識における根拠』出版後、それを踏まえて再度、ヘンリッヒのヘルダーリン解釈の
批判を行っているのが、次の論文である。
Ders, "Das Ärgernis des Schönen: Anmerkungen zu Dieter Henrichs Hölderlindeutung", in:
Deutsche Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte 68, 1994, 155–169.
〔以下、Strack(1994)と略す〕
シュトラックは 2013 年に「判断と存在」を中心とするヘルダーリンの初期哲学について
の単行書を発表した。
Ders, Über Geist und Buchstabe in den frühen philosophischen Schriften Hölderlins, Manutius
Verlag: Heiderberg 2013. 〔以下、Strack(2013)と略す〕
この近著においてシュトラックは、ヘルダーリンが「判断と存在」を書き入れた書籍が、
シェリングの『独断論と批判論についての哲学的書簡』ではないかという注目すべき新
しい仮説を提示している。『哲学的書簡』はニートハンマーの『哲学雑誌』に掲載され
た雑誌論文であり、雑誌は見返しを欠くためにこれまで一度も候補として挙げられたこ
とはなかった。近時、『哲学的書簡』の第一部（第 1 から第 4 書簡、1795 年 11 月刊）と
第二部（第 5 から第 10 書簡、1796 年 4 月刊）が合冊されたものがロストック大学図書館
で発見され、それには製本のため、白紙のタイトルページ(Deckblatt)が付されている。そ
のタイトルページが「判断と存在」が書かれている用紙と大きさが一致し、「判断と存
在」の切り欠きの場所が合冊の穿刺の位置と対応しているなどの点から、シュトラック
は「判断と存在」が記入された原本についての新しい仮説を導き出している。（シュト
ラックは同書巻末に「判断と存在」と上記合冊の抜粋ページの原寸大のファクシミリを

－- 27
87 －
-



添付している。）シュトラックが原本として想定しているのは、この合冊ではなく、1795
年 11 月に刊行された第一部の抜刷であり、それにも同じようなタイトルページが付され
ているであろうと想像している。そしてシェリングが 1795 年 12 月にニュルティンゲン
かシュトゥットガルトでヘルダーリンと会った時にこの第一部の抜刷をヘルダーリンに
贈り、そしてヘルダーリンはこの抜刷の白紙のタイトルページに「判断と存在」を書き
入れたとシュトラックは推定している(Strack(2013), 16)。第一部の抜刷が発見されていな
い段階での仮説提示であるのは弱いところであるが、今後、新証拠の出現などによって、
『独断論と批判論についての哲学的書簡』原本説が証明されたならば、本論文のヘンリ
ッヒによる考証が基本となってきた、従来の「判断と存在」の成立時期の想定とドイツ
観念論成立史における位置づけは根本的な見直しが必要となる。すなわち、ヘンリッヒ
およびそれに従う多くの研究者が主張するように「判断と存在」がイェーナで書かれた
ということは不可能となり、その成立時期は「早くて 1795 年 12 月の終わり、おそらく
はフランクフルト時代の 1 月か 2 月、ひょっとしたらそれよりもさらに少し後に」、「シ
ンクレアと（後からはツヴィリングとも）密接な接触をもっていた頃に」(Strack(2013), 17)
書き下ろされたことになり、ヘンリッヒの本論文の推定よりも 8 ヶ月以上も遅くなる。
そして「判断と存在」の解釈においても大きな変動が引き起こされるであろう。「判断
と存在」をシェリングとの関連を中心に据えてみていくこと、それも『独断論と批判論
についての哲学的書簡』第一部との関連をも考慮に入れる必要が出てこよう。
6) シュトラックは『自我論』が市場に出たのを、1973 年の論文では、1795 年の「早ければ
6 月」（Strack(1973), 135）とし、1994 年の論文では「早ければ 5 月」（Strack(1994), 158）
とし、一ヶ月繰り上げている。『自我論』が 1795 年の復活祭（4 月 5 日）の見本市をめ
ざして刊行の準備がなされたことまでは確かであるが、実際に市場に出た時期、ならび
にヘルダーリンが手にした時期を確実に裏付ける資料がないために、『自我論』をヘル
ダーリンが実際に読んだ時期の考証は研究者によって微妙に異なっている。『自我論』の
「判断と存在」への影響を想定する研究者（シュトラック、フランツほか）は早めに、ヘ
ンリッヒのようにそれを否定する研究者は遅めに設定する傾向がある。フランツは「シェ
リングの『自我論』は 4 月中旬から下旬に出版され、ヘルダーリンは 5 月にそれを読ん
だ」(Michael Franz, "Hölderlins Logik: Zum Grundriß von ‛Seyn Urtheil Möglichkeit’", in:
Hölderlin- Jahrbuch 25 (1986–1987), Tübingen 1987, 111）としている。ヘンリッヒは、明言
してはいないが、本論文の注 14（「上」121–122）から判断すると、ヘルダーリンが読む
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ことができたのは、6 月末か 7 月初めと考えているようである。
7) Michael Franz, "Einige editorische Probleme von Hölderlins theoretischen Schriften: Zur Textkritik
von ‘Seyn, Urtheil, Modalität’, ‘Über den Begriff der Straffe’ und ‘Fragment philosophischer
Briefe’", in: Hölderlin Jahrbuch 32 (2000–2001), Tübingen 2002, 330–332.「存在、判断、様相
性」（「判断と存在」）の年代決定を論じている第一章(1. Zur Datierung von SUM)はヘン
リッヒへの批判である。ザントカウレン-ボックは「判断と存在」にシェリングの『自我
論』への批判が含まれている可能性を指摘している。Birgit Sandkaulen-Bock, Ausgang vom
Unbedingten: Über den Anfang in der Philosophie Schellings, Vandenhoeck & Ruprecht:
Göttingen 1990, 43–44(Anm. 71). 同じく、ヴェーゲナストも「判断と存在」における「存
在」概念にシェリングの『自我論』への批判を読み取っている。Margarethe Wegenast,
Hölderlins Spinoza-Rezeptionn und ihre Bedeutung für die Konzeption des "Hyperion", Tübingen
2002, 78–88.
8) Strack(1994), 156; Michael Franz, "Seyn, Urtheil, Modalität (1795)", in Hölderlin-Handbuch:
Leben - Werk - Wirkung, hrsg. von Johann Kreuzer, J.B. Metzler: Stuttgart 2002, 228.
9) Michael Franz, "Hölderlins Logik: Zum Grundriß von ‛Seyn Urtheil Möglichkeit’", in: HölderlinJahrbuch 25 (1986–1987), Tübingen 1987, 93–124. Vgl. Ders, "Hölderlins Urteilslehre: Zu
Hölderlins philosophischem Programm ‘Seyn Urtheil Möglichkeit’", in: Duitse Kroniek, Jg. 39,
Nr. 1, Amsterdam 1989, S. 3–21. Ders, "Seyn, Urtheil, Modalität (1795)", in Hölderlin-Handbuch:
Leben - Werk - Wirkung, hrsg. von Johann Kreuzer, J.B. Metzler: Stuttgart 2002, 228–232.
「判断と存在」についてのモノグラフィーの数は多くない。ヘンリッヒの本論文と『意
識における根拠』を除くと、訳者の知る限り、上述のフランツの二論文と注 5 で引いた
シュトラックの 2013 年刊の新著の他には以下の二つである。
Helmut Bachmaier, "Theoretische Aporie und tragische Negativität: Zur Genesis der tragischen
Reflexion bei Hölderlin", in: Helmut Bachmaier und andere, Hölderlin: Transzendentale
Reflexion der Poesie, Klett-Cotta: Stuttgart 1979, 83–145, bes. 85–128,
Andreas Graeser, "Hölderlin über Urteil und Sein", in: Freiburger Zeitschrift für Philosophie und
Theologie, 38. Bd, 1991, S. 111–127.
10) ハリスは 1972 年の著作『ヘーゲルの発展』の巻末に付録として「判断と存在」の英訳を
収録している。その訳は―注に明記されているように―ヘンリッヒの解釈にしたが
って「存在」の章から始められている。翻訳ではあるが、「存在」の章を先行させるテ
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キスト形成の嚆矢であろう。Friedrich Hölderlin, "Über Urtheil und Seyn", translated by H.S.
Harris, in: H.S. Harris, Hegel's Development: Toward the Sunlight 1770–1801, Oxford University
Press 1972, 515–516.
11) Friedrich Hölderlin, Sämtliche Werke, Historisch-Kritische Ausgabe (Frankfurter Hölderlin
Ausgabe), Bd.17, Frühe Aufsätze und Übersetzungen, hrsg. von Michael Franz, Hans Gerhard
Steimer und D.E. Sattler, Stroemfeld / Roter Stern: Basel / Frankfurt am Main 1991, 149–156.
12) フランツが編集に加わっているのは 9 巻『1806 年以降の詩と口伝』、15 巻『ピンダロス』、
16 巻『ソポクレス』、17 巻『初期の論文集と飜訳』の諸巻である。
13) Friedrich Hölderlin, Sämtliche Werke und Briefe, Bd. 2, hrsg. von Michael Knaupp, Carl Hanser:
München 1992, 49–50.
14) 1998 年にマイナー社の哲学叢書のシリーズに、ヘルダーリン『理論的著作集』がクロイ
ツァーの編集で収められた。本書のテキストはフランクフルト版全集に準拠しており、
「判断と存在」のテキストもフランツの編集によるフランクフルト版全集の「校訂済み
テキスト」と同一である。ただ、理由は不明だが、タイトルから「可能性」という語を
削って「. . .」の空白に置き換え、「存在、判断、 . . . 」(Seyn, Urtheil, ...)としている。ま
た、ミュンヘン版全集に見られる三つの段落の間の行空けは採用していない。Friedrich
Hölderlin, Theoretische Schriften, hrsg. von Johann Kreuzer, (Philosophische Bibliothek, Bd.
509), Felix Meiner Verlag: Hamburg 1998, 7–8.
『ヘルダーリン論文・書簡選集』が Penguin Modern Classics のシリーズで 2009 年に出版
された。この新しい英訳では、「論文」はフランクフルト版を底本とすると明記されて
おり、「判断と存在」のタイトルは"Being Judgement Possibility"である。しかしテキスト
を見ると、「存在」、「判断」、「可能性」の三つのパラグラフの間に、それぞれ 1 行
の空きを挿入しているので、テキストはミュンヘン版に準拠していると言えよう。
Friedrich Hölderlin, edited and translated by Jeremy Adler and Charlie Louth, Essays and Letters
(Penguin Modern Classics), London 2009, 231–232.
ミュンヘン版とほぼ同時に出版されたシュミット編のドイッチャー・クラシカー版ヘル
ダーリン全集の編集はミュンヘン版とは対照的に、保守的姿勢に貫かれており、フラン
クフルト版全集などとは距離をとっている。同全集のテキストは『エンペドクレス』な
どの例外を除き、シュトゥットガルト版に準拠しており、「判断と存在」も、正書法を
現代化している他は、シュトゥットガルト版 4 巻のテキストと変わらない。Friedrich

－- 30
90 －
-



Hölderlin, Sämtliche Werke und Briefe in drei Bänden, Bd. 2: Hyperion. Empedokles. Aufsätze.
Übersetzungen, hrsg. von Jochen Schmidt, Deutscher Klassiker Verlag: Frankfurt am Main 1992,
502–503.
15) Dieter Henrich, Der Grund im Bewußtsein, 682–707. 本書 27 章でヘンリッヒは「判断と存在」
をどちらから読むべきかという問題に 25 ページを費やして検討している。
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先行詞の定性と関係詞節

前原由幸


1.はじめに
日本語と英語では名詞句を構成する要素の順序が異なる。日本語では、修飾
語句は名詞の前になり、名詞句の最後尾に名詞がくる。一方、英語では、冠詞
などの決定詞から始まり、修飾語句が名詞の前後に配置される。修飾語句の中
で名詞句を後ろから修飾する表現がいくつかある。前置詞句、不定詞句、分詞、
関係詞節などである。本稿ではその中の関係詞節を取り上げる。関係詞節には
主語と述語動詞が含まれており、多くの情報を使って名詞句を修飾することが
可能であるが、そのために複雑である。先行詞の名詞句と関係詞節が意味的に
どのような関係にあるのかを考察することで関係詞節の特徴の一端を明らかに
していく。本稿では特に先行詞の定性に注目していく。関係詞節には制限的関
係詞節と非制限的関係詞節があるが、主に制限的な場合を扱っていく。

2.冠詞と関係詞節の機能
中島  において、先行詞につく冠詞の意味と関係詞節の関係が分析され
ている。まず、そこでの分析を見ていく。中島  では、制限的関係詞節を
5HVWULFWLYH 制限的 と 'HVFULSWLYH 記述的 に分類し、働きの違いは統語構造
に関係するとされている。 が 5HVWULFWLYH の  が 'HVFULSWLYH の例である。

 $Q\ERRNZKLFKLVDERXWOLQJXLVWLFVLVLQWHUHVWLQJ
 ,ERXJKWDERRNZKLFKZDVDERXWOLQJXLVWLFV

 では、ZKLFK 以下の関係詞節は ERRN の意味を制限し、DQ\ は ERRNZKLFKLV
DERXWOLQJXLVWLFV 全体にかかるとし、この場合を 5HVWULFWLYH としている。
一方、  の関係詞節は DERRN の説明、記述をしているとしているとし、この
場合を 'HVFULSWLYH としている。次のように異なる統語構造が想定されている。
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 $Q\>ERRNZKLFKLVDERXWOLQJXLVWLFV@LVLQWHUHVWLQJ
 ,ERXJKW>DERRN@>ZKLFKZDVDERXWOLQJXLVWLFV@

中島  では関係詞節のこれら二つの働きを冠詞との関係で分析している。
例えば、次の文では WKH の機能の違いから関係詞節の働きが変わってくるとさ
れている。

 7KH*UHHNVZKRZHUHSKLORVRSKLFDOOLNHGWRWDON

この例の関係詞節は、WKH の解釈によって 5HVWULFWLYH にも、'HVFULSWLYH にも
考えられるとしている。中島  では定冠詞の機能を次の  つに分けている。

D$QDSKRULF 照応的 
E&LUFXPVWDQWLDO 情況的 
F5HVWULFWLYH 制限的 

 の例の WKH は情況的、または、制限的と考えられている。前者の場合は、関
係詞節は 'HVFULSWLYH であり、後者の場合は、5HVWULFWLYH であるとされてい
る。
不定冠詞の場合も冠詞の働きによっては、関係詞節は 5HVWULFWLYH になった
り、'HVFULSWLYH になったりする。不定冠詞の機能は次の  つに分類されてい
る。

D8QVSHFLILHG この場合はD DQ\ 
E,QGHILQLWHO\VSHFLILHG D DFHUWDLQ 
F&ODVVLILFDWRU\ D DVSHFLPHQRI 

 のように、不定冠詞の機能が 8QVSHFLILHG の場合には関係詞節は
5HVWULFWLYH に、  のような ,QGHILQLWHO\VSHFLILHG の場合と  のような
&ODVVLILFDWRU\ の場合には関係詞節は 'HVFULSWLYH になるとされている。
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 $QDXWKRUZKRVSHDNVDERXWKLVRZQERRNVLVDOPRVWDVEDGDVDPRWKHU
ZKRWDONVDERXWKHURZQFKLOGUHQ
 7KH\SRLQWHGWRDGRJZKRZDVORRNLQJDWKLPKRSHIXOO\
 7KLVLVDGRFWULQH,GRQ WEHOLHYHLQ

このように中島  では冠詞の働きによって関係詞節の働きが変わると説
明している。冠詞の働きが関係詞節の働きに関係していることが示されている
が、冠詞の機能を分類しどの機能であるかを解釈するという複雑な過程を経る
ことになる。  のように二つの解釈が可能な場合もある。複雑な冠詞の機能に
依存する 5HVWULFWLYH、'HVFULSWLYH 以外の方法で関係詞節を特徴づけることが
できないであろうか。冠詞が持つ機能の中でも別の機能に着目して、単純に、
定冠詞と不定冠詞というくくりで考えることはできないであろうか。

3.先行詞の定性と制限的関係詞節の分類
河野  の制限的関係詞節の分析にも冠詞が関係している。関係詞節の用
法は、制限的用法と非制限的用法の  種類に分類できる  。関係詞節自体の形
は同じであっても、先行詞と関係詞の間に休止を置かない制限的用法と休止を
置く非制限的用法の  種類である。命題という観点から見れば、制限的関係詞
節は先行詞が含まれる主節の一部になっているが、非制限用法の関係詞節は先
行詞が含まれている節とは別個の独立した命題を表していると考えられる。
河野  は制限的関係詞節でも非制限的関係詞節と同様に別個の命題を表
していると解釈できる場合があると主張し、「制限的な制限節」と「非制限的
な制限節」に分類している。そこでは、次の例が「非制限的な制限節」の例と
して挙げられている。

 0DQ\RIWKHUHVFXHGSDVVHQJHUVZHUHILUVWWDNHQWRWKHLVODQGE\
KHOLFRSWHUVWKDWWKHQUHWXUQHGWRFRQWLQXHWKHVHDUFK

この例においては関係詞節内に WKHQ があることから関係詞節が主節から独立
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した命題であることを示していると主張されている。
河野  はいくつかの非制限的な制限節の特徴を指摘しているが、その中
の一つとして先行詞が不定名詞句であることをあげている。一方、制限的な制
限節については、定名詞句が先行詞の場合生起しやすいと指摘している。さら
に、それぞれの制限節の働きについては、非制限的な制限節の働きを「属性叙
述機能」、一方、制限的な制限節の機能を「下位類形成機能」と呼んで区別し
ている。非制限的な制限節の先行詞は個体を表しており、関係詞節はその個体
の属性を述べているが、制限的な制限節の先行詞は類を構成し、関係詞節はさ
らにその下位に類を生み出しているとされている。先行詞に不定冠詞がつく場
合の関係詞節は「属性叙述機能」を、先行詞に定冠詞がつく場合の関係詞節は
「下位類形成機能」を果たしていることになる。例を挙げる。

 D7KHSROLFHPDQDUUHVWHGDPDQZKRNLOOHG0DU\
E7KHSROLFHPDQDUUHVWHGWKHPDQZKRNLOOHG0DU\

D の場合は先行詞を DPDQ と考え、DPDQ が表す任意の個体について関係詞
節が個体の持つ属性を述べていると考えられている。一方、 E の場合は先行
詞を PDQ と考え、PDQ という類を関係詞節でさらに下位類に分類し、定冠詞の
WKH が下位類に属するメンバーが同定可能な個体であることを示すと考えられ
ている  。
河野  は「制限的な制限節」と「非制限的な制限節」の特徴をまとめて
次のように述べている。

 D両制限節はいずれも限定修飾機能をもつという点では共通している。
Eしかし、両制限節の限定修飾能力には相違があり、後者は前者ほど
限定する力はない。
F後者は主節とは独立の命題を表し得るが、前者は表せない。
河野  

しかしながら、河野  では次のような例は「制限的な制限節」と「非制
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限的な制限節」という分類の例外であるとしている。

 D:HDUHEOHVVHGZLWKWKHVXQWKDWULSHQVWKHULFH
E$ZRPDQZKRPDUULHV\RXQJLVXQOLNHO\WREHKDSS\

D は定冠詞が先行詞にあるので制限的な制限節、 E は不定冠詞が先行詞
についているので非制限的な制限節になるはずである。ところが、制限的な制
限節であれば VXQ を先行詞として類を表すことになるが、
ここでは先行詞は WKH
VXQ になる。また、 E については先行詞は DZRPDQ となるが、個体ではなく
類と解釈される。類と解釈されるのは定冠詞のついた非制限的な制限節の特徴
であり、不定冠詞のついた制限的な制限節の特徴ではない。したがって、これ
らの例は「制限的な制限節」と「非制限的な制限節」という分類の例外になる
と指摘している。 D では、本来一つしか存在しない VXQ を制限することはで
きないわけであるが、修飾することで VXQ という物のいろいろな側面が描写さ
れている。このような働きは先行詞を類と分類することではとらえきれないと
いうことであろう。一方、 E では先行詞が DZRPDQ であり、類を表している。
類を表すことは定冠詞のついた名詞句の特徴とされているので問題になる。河
野  は「制限的な制限節」と「非制限的な制限節」の分類は多くの場合は
有効であるが、これらは例外になるとしている。
先行詞の定性に関していえば、「非制限的な制限節」という考え方が必ずし
も当てはまらないことになる。冠詞にはいくつかの働きがあるがことは中島
 でも指摘されている。冠詞のどのような特徴が関係節に影響を与えるの
かということのとらえ方に問題がありそうである。定冠詞の WKH は同定可能で
あることを示すとしているが、同定の過程に関係節がどのように関与している
かは分析されていない。次にそのような観点から定冠詞と関係詞節の関係を考
えてみたい。

4.「はみ出し」と「吹き出し」
安井  では、「はみ出し」と「吹き出し」という用語で関係詞節を定性に
基づいて分析している。冠詞の働きが関係詞節の振る舞いに影響を与えている
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ことがわかる。
定冠詞の WKH は、後続する名詞句が何らかの意味で、話し手と聞き手の双方
に了解されている内容であることを表しているが、安井  は、先行詞に定
冠詞がついた場合の関係詞節ではこの了解されている内容の具体的説明が表現
されるとしている。この機能を「吹き出し」と呼んでいる。次の例で考えてみ
る。

 7KHERRN,ERXJKW\HVWHUGD\LVDERXWVHPDQWLFV

安井  は、話し手は関係詞節で聞き手に対して WKH の具体的指示内容を提
示しているとしている。関係詞節は適用範囲を限定しているのではなく、すで
に限定されていることを説明しているのである。この例では、定冠詞の WKH が
あるということは、WKHERRN とすれば、どの本を指しているのかわかるはずで
あるが、どの本のことであるかを関係詞節で具体的に説明していることになる
のである。
不定冠詞が名詞句につく場合はどうであろうか。安井  では、不定冠詞
のついた先行詞に後続する関係詞節の機能は「はみ出し」と名付けられている。
次の例では、DSHUVRQ だけでは説明しきれないため関係詞節で説明を加えない
と話し手が意図した文はならないのである。

 $EDNHULVDSHUVRQZKREDNHVEUHDG

話し手が表現しようとすることが名詞句だけでは表現しきれないので関係詞節
にはみ出してくるのである  。
さらに、安井  ではこうした冠詞と関係詞節の関係を情報構造的にとら
え直している。そこでは、定冠詞が先行詞につく場合の関係詞節は旧情報を表
し、不定冠詞がつく先行詞の関係詞節は新情報を表すと指摘されている。否定
文の意味を比較することでそのことが明らかにされている。

 D,GRQ WOLNHWRVLWLQWKHVSRUWVFDU0DU\GULYHV
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E,GRQ WOLNHWRVLWLQDVSRUWVFDU0DU\GULYHV

D で否定されているのは、「ある特定のスポーツカーに同乗すること」で
あり、関係詞はその特定のスポーツカーをメアリーが運転していることを表し
ている。関係詞節で WKH が指示している内容を表しているにすぎず、否定の対
象にならない。一方、 E では、「メアリーが運転するスポーツカー」が否定
されており、関係詞節が表す「メアリーが運転する」が否定の対象となる。否
定の対象になるということは新しい情報を表しているということを示している。
安井  では定冠詞の意味の中でも既定性と関係詞節を結び付けている点
が特徴的である。中島  や河野  はこの特徴と関係詞節とを関係づけ
られてはいない。安井  は先行詞につく定冠詞の WKH を後方照応的である
としているが、中島  では WKH の後方照応的な働きを取り上げて関係詞節
を分類してはいない。
冠詞をとおして関係詞節の働きを分析してきたが、安井  により冠詞の
働きの中でも定冠詞の持つ既定性という特徴が関係詞節の働きに関与している
ことが明らかになった。さらに、既定性から考えることによって情報構造的に
関係詞節をとらえることが可能になる。

5.情報構造
 つの考え方を概観したが、それぞれの分析の基準に違いがある。中島 
は冠詞の機能を基準にした分析であり、河野  は命題という論理学的な解
釈の視点からの分析である。一方、安井  は冠詞に加えて情報構造という
観点からの分析である。ここからは、関係詞節の特徴を捉えるためには情報構
造の視点も取り入れることが有効であることを示していく。

5.1定冠詞の予測性
冠詞は情報に関して話し手がどのように理解しているかを表す。定冠詞を使
うということは話し手が名詞句の指示することを既定的な内容であると理解し
ていることになる。安井(2000)で主張されているように、定冠詞のついた名詞
句を先行詞とする関係詞節が既定性の根拠になる具体的指示内容を明らかにし
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ているとするならば、定冠詞は聞き手に指示内容が後続することを予測させる
表現ということになる  。次の例の容認可能性の違いは定冠詞のこうした予測性
と関係している  。

 D+HJUHHWHGPHZLWKWKHZDUPWK,KDGH[SHFWHG
E +HJUHHWHGPHZLWKDZDUPWK,KDGH[SHFWHG
 D+HJUHHWHGPHZLWKDZDUPWK,KDGQRWH[SHFWHG
E +HJUHHWHGPHZLWKWKHZDUPWK,KDGQRWH[SHFWHG

D では関係詞節では「予想されていた」という意味を表しているので、WKH
の持つ予測性という意味と矛盾しないが、 E では WKH で予測させておきなが
ら関係詞節では「予測されていなかった」と表しているのでここで矛盾が生じ
ているのである。これらの例は定冠詞に予測性という特徴があることを例示し
ている。
定冠詞に予測性があるとするならば、先行詞に定冠詞つく場合は、情報構造
的には関係詞節の情報量は少なくなる。定冠詞の存在が聞き手に修飾語句が後
続することを予想させる。予想されることが生じるということは、その情報量
は少ないということになる。このように先行詞の定性と関係詞節を情報構造的
に結びつけることができる。定冠詞の予測性という働きと情報量を関係づける
ことで説明が可能な現象がある。

5.2限定する力
  においてすでに触れたことであるが、河野  は「制限的な制限節」
と「非制限的な制限節」の特徴を比較して、「両制限節の限定修飾能力には相
違があり、後者は前者ほど限定する力はない」と論じている。後者、つまりは
「非制限的な制限節」は限定する力は弱いということである。
「非制限的な制限節」には原則として不定冠詞が先行詞につくとされている
ことを考えると、冠詞による予測性からこのことをとらえることができる。定
冠詞の場合は予測性が働くが、不定冠詞の場合は予測性が働かない。不定冠詞
は聞き手に関係詞節が後続することを予想させないので、関係詞節の情報量が
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多いということになる。情報量が多いということは、先行詞と関係詞節の独立
性が高くなり、両者の結びつきは弱くなると言えよう。つまりは、「限定する
力」が弱くなると考えられる。情報構造的に分析することで、この特徴が裏付
けられる。関係節の働きを考える場合に情報構造的な分析が有効であることを
示す事例である。

5.3接触節
関係詞節を導く関係代名詞が複数可能な場合がある。関係代名詞が関係節内
の動詞の目的語と関係づけられる場合である。この場合は、WKDW、ZKLFK また
は ZKR、接触節のどれを用いても文法的に問題はない。この三者の間に違いは
あるのであろうか。
織田  によれば、先行詞との FORVHQHVV に違いがある。最も遠い距離に
耐えられるのが ZKLFK と ZKR であり、接触節が最も FORVH な関係にあるとされ
ている。つまり、ZKLFK と ZKR、WKDW、接触節の順で先行詞と FORVHQHVV が高く
なる。これを情報構造的に考えれば、FORVHQHVV が高いということは、聞き手
が予想しやすいということであるから、情報量が少ないということになる。接
触節の情報量は少ないということになる。情報量が少ない関係詞節は、先行詞
に定冠詞がつく場合の関係詞節であるから、接触節は先行詞に定冠詞がつく場
合に用いられやすいと予想される。
小寺  では接触節内の主語には人称代名詞が多く、接触節の情報量は少
ないことを指摘している。また、小寺  は実際のデータの分析から、接触
節が用いられるのは先行詞に定冠詞がつく場合に多い傾向があることを示唆し
ている  。これは上記の予想を裏付けていると言えよう。
ここでも冠詞と情報構造を考えることで正しい予想が可能になる。関係詞節
の特徴を理解するためには冠詞と情報構造を活用することが有効であることが
示された。

6.おわりに
冠詞と関係詞節の働きの関係を探ってきた。冠詞の働きだけではなく情報構
造に目を向けることが関係詞節の特徴を明らかにするために有効であることを
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示した。関係詞節と先行詞の関係の一端が明らかになった。名詞句は限定詞か
ら始まるので、限定詞が名詞句全体に影響を与えることになる。ここでは、冠
詞に注目してきたが、冠詞以外の限定詞が先行詞につく場合についても同様の
視点からの分析が可能であろう。

注
関係節の制限的な用法と非制限的な用法の区分についてはここでは論じないが、明確な
分割が難しい場合もあると思われる。小池  では次のように論じられている。「母
語話者は、多くの場合、必ずしも関係代名詞の つの用法を明確に区別して理解している
とは限らない。意味はあくまでも文脈によって決せられるのである。母語話者の心的文法
には、厳密な文法項目についての情報が記述され、整理されているのではなく、予想外に
簡素化された状態で、柔軟性のある知識として、「文ないし情報を連結させるための連結
要素」というような大枠の括りをしているのではないだろうか。関係代名詞について言え
ば、先行詞と呼ばれる構成要素が一旦認識されると、それと結びつけて考えること（＝情
報の連結）が可能な要素と関連付けないし結び付けを行っているのである。」 S 
中島  の 5HVWULFWLYH、'HVFULSWLYH と河野  の「非制限的」と「制限的」は、
同様の統語構造が想定されていることになる。
河野  で例外とされた  の例も安井  の「吹き出し」と「はみ出し」という
考え方で説明可能であろう。
  D:HDUHEOHVVHGZLWKWKHVXQWKDWULSHQVWKHULFH
 

E$ZRPDQZKRPDUULHV\RXQJLVXQOLNHO\WREHKDSS\

D では WKH があるので後続する関係詞節で WKH が既定としている具体的な内容を表し
ている。一方、 E では ZRPDQ だけでは話し手の意図する内容には不足するので関係詞
節で不足した部分を表している。
中島  では、WKH は聞き手にとっては制限を予期する記号になっていると指摘してい
る。例えば、$OOWKHVROGLHUVWKDWZHUHEUDYHSXVKHGRQにおいては、制限用法の DOO 
WKHが 5HVWULFWLYH な関係節を予告していると指摘している。WKDW、WKRVH> 1 ZKLFK
ZKR@も同様であることも指摘されている。
安井  は予測性が関係しているとしているが、詳しくは論じられていない。
小寺  では、接触節は DOO のような不定代名詞を含む名詞句に続く傾向があること
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も指摘されている。これは不特定な数量に関する情報を示す表現についても、不特定の数
量に関連した内容が後続されることが予測されるためと考えてよいのかもしれない。
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Becoming an English Teacher
Labour, Education, and Money in Bernard Shaw’s Pygmalion
Noriko Matsunaga
1. Introduction
I want to be a lady in a flower shop stead of sellin at the corner of Tottenham Court
Road. But they won’t take me unless I can talk more genteel. He said he could teach
me. Well, here I am ready to pay him—not asking any favor—and he treats me zif I
was dirt. (26)
Above is a famous remark by Eliza, an East End flower girl and the heroine of George
Bernard Shaw’s Pygmalion (premiered in 1913; published in 1916), who acquires an
education in speech. The play is arguably the most performed and viewed of Shaw’s dramas.
Although the dramatist himself clearly and repeatedly denies it, it is often interpreted as a
romance between the heroine and the phonetic scholar, Professor Higgins. One such
romanticized adaptation is the 1964 American film, My Fair Lady. Recently, Pygmalion has
again been reproduced. However, the 21st century adaptations do not emphasize romance, but
the heroine’s desire for work.1 Two such adaptations are the 2012 French film, Pupulaire and
the 2014 Japanese film, Lady Maiko [Japanese title: Maiko wa Reidei]. The contemporary
versions of Eliza want to work, to earn, and to be a working subject; therefore, Eliza has to
educate herself.
Regarding the individualism of later modernity, German sociologist Ulrich Beck
argues in his well known Risk Society (1986) that social inequality becomes an individual
matter, and that education is an individual tool to overcome it:
Schooling means choosing and planning one’s own educational life course. The
educated person becomes the producer of his or her own labour situation, and in this
way, of his or her social biography. As schooling increases in duration, traditional
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orientations, ways of thinking, and lifestyles are recast and displaced by
universalistic forms of learning and teaching, as well as by universalistic forms and
language. Depending on its duration and contents, education makes possible at least
a certain degree of self-discovery and reflection. The educated person incorporates
reflexive knowledge of the conditions and prospects of modernity, and in this way
becomes an agent of reflexive modernization. (93)
Beck implies here that we have to be responsible for our way of life, and that we are an agent
of modernization by reflecting on ourselves and our place in society through accumulating
knowledge and skills over a long duration. Moreover, as Valerie Walkerdine, Helen Lucey,
and June Melody explain, Beck suggests that the loosening of the bonds of class sociality
makes possible the production of proper individuals who can take their place in a differently
defined polity (Walkerdine et al 23-24). Critically reading Beck’s Risk Society in the context
of British society, Valerie et al. explore British social change in confrontation with huge
changes in the global labour market. While they agree with Beck’s analysis of a new type of
working subject emerging in the neoliberal era, they argue that the production of female
subjectivity, particularly of young women’s subjectivity, is far more complex and problematic
than suggested by his analysis (Walkerdine et al 3).
The plot of Pygmalion revolves around education. While previous adaptations of the
last century interpret Pygmalion as a romantic story, the contemporary reproductions are told
in the fashion of a working-woman’s success story in the neoliberal globalized world, in that
the heroine lives in a world in which people are expected to educate themselves.
My proposition in this paper is that neither education nor self-fulfilment can be a
means of overcoming social inequality, that Shaw’s Pygmalion presents the individualization
of social inequality leading most often to the dissolution of one’s community—unless the
education is conducted in a broader social context—and that the drama implies this situation
to be the case as early as the beginning of the 20th century, before the outbreak of the First
World War.
2. The New Woman, Universal Suffrage, Education
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A new type of female representation in fiction, called the New Women, appeared at
the turn of the 20th century. The Oxford English Dictionary defines ‘new woman’ as a woman
of ‘advanced’ views, advocating the independence of her sex and defying convention.2
Historically speaking, representations of the ‘New Woman’ emerged both in fiction and
journalism from the late 19th century to the 20th century. This is generally defined as the firstwave feminist era. Although individual feminists such as Mary Wollstonecraft actively wrote
about and argued the injustices suffered by women during her brief career, it was not until the
1850s that an organized feminist movement came into being in Britain. In the course of the
late-19th and early-20th centuries, the major topic for British feminists was universal suffrage.
Around the turn of the 20th century, the suffragists diversified and formed different groups,
most notably the National Union of Women’s Suffrage Societies (established in 1894) and
Women’s Social Political Union (established in 1903). Voting rights for women over thirty
years old were won in 1918, and then universally gained in 1928.
New Women were the first generation of women that could have careers after
receiving education of elementary level at least, after the enforcement of the universal
education act in Britain. This law was called the Education Act of 1870, and it set the
framework for the schooling of all children between the ages of five and thirteen in England
and Wales. The generation was born in the 1880s, having profited from the educational and
vocational opportunities won by the pioneer generations of the sixties (Jordan 19).
The term ‘New Woman’ has a long and complicated history, but the representation
appeared first, the term came afterwards. The first example of the so-called New Woman in
fiction is Olive Screiner’s novel, The Story of an African Farm (1883). Arguably the most
notable representation of the New Woman in the world, Nora in Henrik Ibsen’s Doll’s House
appeared as early as 1889. Afterwards, two important novels for the fiction of the New
Woman, Sarah Grand’s sensationally successful The Heavenly Twins and George Gissing’s
Odd Women, were published in 1893. The next year, Mona Caird’s essays, The Morality of
Marriage (1897) were published, arguing against the patriarchal institution of marriage.
The invention of the term came out of public debate. The mass-circulation magazine
Punch highlighted repeatedly this new type of woman in the late 19th century, presenting
over-educated spinsters in cartoons. Meanwhile, Grand started to engage in somewhat
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dichotomist discussions between the conflicting viewpoints of the two sexes. However, it was
not the feminist Grand but the anti-feminist Ouida3 who came up with the terminological
invention ‘The New Woman’, adding the capital letters. Ouida emphasizes the figure as a
shrewish and unfashionable woman:
Before me lies an engraving in an illustrated journal of a woman’s meeting; whereat
a woman is demanding in the name of her sovereign sex the right to vote at political
elections. The speaker is middle-aged and plain of feature; she wears an inverted
plate on her head tied on with strings under her double-chin; she balloon-sleeves, a
bodice tight to bursting, a waist of ludicrous dimensions in proportion to her portly
person; she is gesticulating with one hand, of which all the fingers are stuck out in
ungraceful defiance of all artistic laws of gesture. Now, why cannot this orator learn
to gesticulate and learn to dress, instead of clamouring for a franchise? (Ouida 612613)
Here Ouida’s understanding of the New Woman is mainly related to their fashion. Her keen
interest in these newly educated women centres around how they dress. Ouida demonstrates
that the newness of the New Woman is related to her spinsterhood and her seeking of
education for the sake of independence, politically and financially. She also makes the
criticism that these women’s educations have only been used for their political motivations,
but her chief concern is the women’s representation, not their claim nor political cause.
The representation of the New Woman survived in the 20th century and continued to
appear in fiction, but with a slightly different feature. These women discuss how they want to
live their lives more. Such concern grows in a young woman of the early 20th century such as
Lucy Honeychurch, the highly cultured heroine of E. M. Forster’s A Room with a View
(1908) who completed her education in the continental Europe. After the dissolution of her
engagement with an educated, sophisticated upper-middle-class man, she talks to her mother,
suggesting the possibility of living in London by herself:
“I’ve seen the world so little—I felt so out of things in Italy. I have seen so little of
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life; one ought to come up to London more—not a cheap ticket like today, but to
stop. I might even share a flat for a little with some other girl.” “And mess with
typewriters and latch-keys,” exploded Mrs. Honeychurch. “And agitate and scream,
and be carried off kicking by the police. And call it a Mission—when no one wants
you! And call it Duty—when it means that you can’t stand your own home! And
call it Work—when thousands of men are starving with the competition as it is!
(Room 214)
The mother’s first reaction to her daughter is to invoke ‘latch-keys’, a symbol of the
independence of 20th century New Women. However, as a rentier-class woman, living alone
in London is just an alternative to a marriage for Lucy, because she does not have to worry
about her living expenses and she will surely have enough money to do so without
performing actual labour. In fact, financial problems are a non-issue, for ‘[next] year [Lucy
comes] into money’ (213) with ease. Moreover, in the case of Lucy, the education and culture
she acquires is the reason for her charm with the opposite sex and, indeed, this upper-class
heroine marries a man of lower social class at the end.
Universal education served as a foundation for the representation of new types of
women. In fact, the New Woman generation was the first to have access to public education
at the elementary school level. However, in representations of young adulthood, such as those
of the New Woman, the topic of education remained in terms of marriage, and was not
discussed in the context of vocation.
3. Universal Language, Education, Money
Shaw’s New Woman was contrasted to the ‘womanly woman’, who had been the
ideal of his time, according to Sonja Lorichs, who explores the various kinds of such women
in Shaw’s plays. Lorichs explains that Shaw’s representation of New Woman is an
unwomanly woman (108-109). Eliza in Pygmalion is but one example, and she poses an
important theme for women: education. A woman must have the right to choose her own
career, and thus needs to educate herself.
What is peculiar about Shaw’s version of the New Woman is that there is no
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discussion of or reference to universal suffrage. Legal issues surrounding British women were
much discussed in the late-19th century, including marriage, infant custody, married women’s
property, and divorce. In addition to legal issues, education and employment were also
important. Although the heroine of Pygmalion is often discussed in terms of the New
Woman, no character in Pygmalion mentions universal political rights. Shaw’s New Woman,
Eliza is slightly different from the previous generations of middle-class women in the fact that
she lives in the slums. Above all, the woman claims no universal rights.
In the play, universalism, as well as human rights, are presented by men in the
context of speech and education. Instead of universal suffrage, Higgins, as the author of
Universal Alphabet, believes in the power of universal language. He tells Eliza:
A woman who utters such depressing and disgusting sound has no right to be
anywhere—no right to live. Remember that you are a human being with a soul and
the divine gift of articulate speech: that your native language is the language of
Shakespeare and Milton and The Bible: and dont there crooning like a bilious
pigeon. (My italics 18)
For Higgins, human rights should be relative to speech ability. He regards only those who
speak proper English as human beings, in the sense that they can be granted the right to exist,
that is, a universal right. Therefore, Eliza, who has no proper command of her native
language—at least according to Higgins’s criteria—is compared to an animal through the
simile of a pigeon, based on the fact that she speaks no proper language. Before her speech
lessons with Higgins, the words that come from her mouth are often not words but sounds:
‘Garn!’ (12; 18) or ‘Ah-ah-ah-ow-ow-ow-ow-oo!’ (18). These sounds, repeatedly used in act
one in particular, indicate and emphasise how inhuman she is at first.
For Higgins, language ability is not inherent but something to achieve or attain
through effort, just like scientific knowledge, so that one can properly learn communication
skills. Thus, Higgins says:
You see this creature [Eliza] with her kerbstone English: the English that will keep
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her in the gutter to the end of her days. Well, sir, in three months I could pass that girl
off as a duchess at an ambassador’s garden party. I could even get her a place as
lady’s maid or shop assistant, which requires better English. (18)
Above is Higgins scholarly manifesto, given that he delivers it aloud in St Paul’s in London,
where national heroes such as Lord Nelson and the Duke of Wellington are laid, and where
he is surrounded and heard by all the main characters of all classes. Unlike political
manifestos, his is not written but spoken, for, as a scholar of phonetics, speech is obviously
superior to writing in his theory. His manifesto implies two theories: 1) one must and should
be able to acquire a proper way of speaking and 2) in order to speak properly, one needs a
proper teacher like him. Therefore, even a girl whom Higgins calls a ‘squashed cabbage leaf’
can and must learn proper English if she takes his lessons. Unless she learns a proper manner
of speaking English, she will not meet the criteria for human rights.
Higgins is an expert in not only phonetics, but also the literature of the English
language, which was a relatively new subject in British universities.4 It was during and after
the First World War that English literature was finally discussed as a British university degree.
Before the degree programme was set up at Cambridge University in 1917, phonetics and
literature were not clearly divided into two different subjects.5 To the extent that there is no
chance for Higgins to learn English phonetics in the university, he is not a scholar of
phonetics specifically, but of English literature. He sees both Shakespeare and Milton, or the
Latin and Greek core of the grammar school tradition, as being of high importance. His ideal
English is materialized in English literature, including the works of Shakespeare and Milton.
Accordingly, he is the embodiment of an independent scholar, for he studies the
genre without the aid of university faculty, which may partly explain why he is highly critical
of public education. He complains of the unsuccessful results of British education:
This is what we pay for as elementary education. This unfortunate animal has been
locked up for nine years in school at our expense to teach her to speak and read the
language of Shakespeare and Milton, And the result is Ahyee, Be-yee, Ce-yeee, Deee… (51)
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In spite of the introduction of the Education Act of 1870, there were many children who either
did not go to school or spent only a short time there due to family poverty. Critical of public
education, Higgins gives intensely private lessons to Eliza.
Higgins’s teaching serves a meritocratic society, offering a financial incentive
particularly. ‘The 1870s have been called the beginning of the modern era’, remarks Michael
Young in his dystopian fiction, Meritocracy 1870-2033 (1958). Young is known as a
sociologist whose publications include Family and Kinship in East London (1957), a study of
an urban working class community in the mid-20th century, but he is most known as the
author of Meritocracy. In this fiction, he coins the word, ‘meritocracy’, which, according to
the OED, is a government of persons selected on the basis of merit in a competitive
educational system; or a society so governed. The book is science fiction based on its
futuristic setting in 2034, but written in the manner of an academic book, narrated by a
sociologist looking back on the preceding 160 years of education in Britain. According to the
book’s sociologist narrator, the meritocratic society is governed by ‘an élite selected
according to brains and educated according to deserts, with a grounding in philosophy and
administration as well as in the… science and sociology’. That is, ‘a true meritocracy of
talent’ (Young 21). The society Young describes applies a merit-based reward system.
Higgins’s teaching philosophy corresponds to a different level of Young’s meritocratic and
cultural education, through Higgins’s private lessons. As quoted above, Eliza wants to have
Higgins’s lesson because she wants to have a better working position. However, Higgins
never encourages her to change her way of life, socially or financially. He is very critical of
any snobbery indeed, saying “you shouldnt cut your old friends now that you have risen in
the world. That’s what we call snobbery”(50), but that does not mean he is irrelevant to
financial aspects of life. Higgins’s teaching occupation is, in fact, for people to acquire money.
He says:
This is the age of upstarts. Men begin in Kentish Town with £80 a year, and end in
Park Lane with a hundred thousand. They want to drop Kentish Town: but they give
themselves away every time they open their mouths. Now I can teach them. (17)
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Here rises a question. How can one remain in the same culture or community once they gain
hundred thousands? A successful student of his will surely enters into an upward society. One
of such example in the play is Mr. Dolittle, Eliza’s father. Dolittle is not a student of Higgins,
but Dolittle’s life is indirectly but profoundly affected by the words of Higgins to the extent
that Dolittle was bequeathed a legacy by a rich American who followed Higgins’s joking
suggestion. Although Dolittle changes no way of speaking, the money via the words of
Higgins changes his life completely. “A year ago [he] hadn’t a relative in the world except
two or three” but now he has dozens, and “[he has] to live for others not for [himself]”(89).
Higgins proves unknowingly that both money and speech change one’s life radically and that
those who benefit financially do not necessarily make efforts.
In addition, Higgins’s universalism is presented in the financial district of London. In
the play, there are three phonetic scholars: Higgins himself; Pickering, an expert of Indian
dialect; and Nepommuck, a pupil of Higgins and a man of world languages, who creates a
vivid contrast to Higgins’s specialization in London cockney accents. Nepommuck can
understand thirty-two languages, whereas Higgins is ‘mad on the subject of cockney dialects’
in London (72). This partly explains why Pygmalion opens at St Paul’s Cathedral in the City
of London. Wherever various kinds of people gather in London, Higgins can collect all kinds
of accents and conversations, which he writes down in his experimental universal letters.6 St
Paul’s is not merely a religious centre but also the heart of London’s financial district,7 where
money, an abstract concept, is universally interchangeable, and the opening of the play set in
St Paul implies the core theme of the play is not only in language and education but also in
money. Thanks to the abstract concept of money, the student-teacher relationship between
Eliza and Higgins is also abstract and tradable, and so Eliza is willing to pay for the lesson.
Thus, their relationship is developed on the basis of commodity.
The desire for upward mobility created occupations such as Higgins’s teaching of
universal language, which could erase one’s lower-class biography by reflecting their own
manner of speaking, invoking Beck’s description of education as a means to individually
overcome social inequality. Higgins’ universal language is a meritocratic tool. It enables one
to get a (probably better) job or social position, and it is one part of his important pedagogy. It
is universal and therefore any one can universally and equally learn.
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4. Against Romantic Plot
Shaw’s plays are often categorized as ‘problem plays’ because of the complexity of
their plot and themes, and Pygmalion is assuredly one such play. The characters of the
problem play are often represented within domestic or business interiors not dissimilar from
those in which their audiences lived their lives, according to Trussler Simon. In other words,
the settings of these plays are carefully chosen. In fact, Shaw often chooses seemingly
realistic sites or settings in which the audience aspires to live (Trussler 266).
In the case of Pygmalion, the drama opens in London, realistic but historically
fantasized, for the setting of the drama was already imaginary or outdated at the time of its
premier and publication, since the outbreak of the First World War in the summer of 1914 had
changed the scenery of London and its residents. The first London production opened in April
1914, but in August of the same year, Britain entered the war. By the time most people had
seen the drama, the London setting in Pygmalion was no longer the one with which they
were familiar.8
With such an imaginative setting, Shaw sets up a paradox for Pygmalion’s audience
to investigate. The drama has the subtitle ‘A Romance in Five Acts’, which explicitly defines
the drama as a romance, although the dramatist himself has clearly denied the romance
between the heroine and her language teacher. As Oe Mariko points out, Shaw was very
critical of the well-made plays that were a popular form of drama at the time he started his
professional career (Oe 21-23). The well-made play has several formulas, but most
importantly it has a “lively plot based on a secret which is withheld from most of the
characters (but known to the audience) until the climactic scene, where its sudden revelation,
serves to expose a fraudulent character and restore to grace the unfortunate hero with whom
the audience identifies itself” (Stanton 59). To put it briefly, Shaw avoids the cathartic relief
that the well-made plays prepare for the audience in their conclusion. The enigma of the
paradoxical subtitle forces us to interrogate the meaning of romance and, accordingly, the
relationship between the play’s two main characters (Eliza and Higgins), which therefore
must be some relationship other than romance.
Eliza is a very motivated student of speech, because she knows what she wants to
be: a working subject. As a flower girl, she wants to possess the ability to speak in a ‘genteel’
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way, in order to improve her working conditions. Thus, Eliza is very motivated when Higgins
states ‘[he] could even get [Eliza] a place as lady’s maid or shop assistant, which requires
better English’ (18). As a meritocratic teacher, he clearly posits the importance of good
English for obtaining a better job and social position.
Additionally, as a student of speech, Eliza is endowed with remarkable talent, which
is much discussed by both Higgins and Pickering: ‘she has the most extraordinary quickness
of ear. I assure you…that girl is a genius’. They admire her speech and improvement in her
ability to listen, claiming ‘she has the most extraordinary quickness of ear just like parrot’, and
‘that girl is a genius…she plays everything she hears right off when she comes
home…though six month ago, she’d never as much as touched a piano’(66). She has talent
indeed.
Moreover, her talent is owed to her considerable and constant efforts, thanks to
which she also manages to develop her career. Otherwise, she would never be able to acquire
a new language within such a short period. Unlike earlier figures of a similar type, the New
Woman in Pygmalion is very active in her happiness, in that she endeavours to learn the
universal language that Higgins espouses. She is a vivid contrast to Lucy, who is both
intelligent and educated, but did not have to train herself for vocational reasons. Eliza, on the
contrary, wants education for practical reasons in preparation for her future job.
While Eliza’s talent as well as her relentless efforts are visibly emphasized, her
illegitimacy is quietly presented in the plot. She is doubly illegitimate. First, she is an
illegitimate child born out of wedlock in the sense that her parents never had a church
wedding (97), although this fact is never revealed to Eliza. Second, in the ball scene at the
zenith of her success in speech, she is called an illegitimate princess by Nepommuck. Her
illegitimacy emphasizes how she pulled off this success as her last resort. Illegitimate Eliza
climbs the social ladder thanks to her own efforts and resources, achieving an understanding
of universal language without relying on her parents’s capital, cultural or social.
In hierarchical society or the patriarchal family, one’s talent would have been no use,
for ‘[the] same man was always at the head of the table. Such a rule was hardly designed to
encourage youthful ambition’, as Young points out in his Meritocracy (23). One’s occupation
is decided or limited by their parent(s).
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It is amazing how many doctors were the sons of doctors, how many lawyers the
sons of lawyers—and likewise with professions of many kinds. In industry and
commerce, many successful men prefer to send their children up the social ladder
into the professions; even in business job succession was quite common enough to
be a very serious impediment to productivity. (My emphasis, Young 25)
The ‘ladder’ is a popular metaphor for upward social mobility. What Young points out here is
not the stratification of class, but the immobility of class-stratification.
What would have been the climax scene for the well-made play, wherein Eliza is
passed off as a princess and Higgins wins his bet, could not be the climax of a Shavian play.
The climax of Pygmalion is when the two, Eliza and Higgins, finally resume a discussion of
Eliza’s future in the final act. At the end of the day, what Eliza earns the hard way through the
self-fulfilment of learning proper speech produces two profound consequences: the
impossibility of economic independence and the dis-identification of class, neither of which
can she achieve. Eliza’s original intention was to become a lady in order to find a better job,
which she now finds to be impossible, because the phrase ‘working lady’ is an oxymoron. In
the Victorian and Edwardian eras (before the First World War), a woman had to be jobless if
she wanted to be a lady. Eliza has this full realization, crying to Higgins that ‘youve made a
lady of me I’m not fit to sell anything else. I wish youd left me where you found me’ (78). In
order to maintain herself as a lady, she needs a ‘big wardrobe and sumptuous dressing table’
as well as costly jewels needed for attending the ball (81). Becoming a lady requires money.
She perceives the sober reality that her efforts were for nothing, at least financially. Moreover,
she becomes a lady only to sacrifice her independence: ‘Why did you take my independence
from me? Why did I give up? I’m a slave now, for all my fine clothes’ (101). Eliza has no
way back to where she used to belong, while the working place is no more where she
belongs.
The climax scene of the play gives a clue to understand the enigmatic relationship
between Eliza and Higgins. Pygmalion ends with a talk between the two. The heroine says:
I want a little kindness. I know I’m a common ignorant girl, and you a book-learned
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gentleman; but I’m not dirt under your feet…what I did was not for the dresses and
the taxis: I did it because we were pleasant together and I …came to care for you;
not to want you to make love to me, and not forgetting the difference between us, but
more friendly like. (My italics 102-103)
The above is often understood as Eliza’s confession of love to Higgins, but I suggest it is a
criticism of his teaching philosophy. Let us take her words literally, for after her difficult
lessons, as an expert of speech, Eliza knows how to say what she wants to say. She is not
asking for love, but wants what Higgins calls ‘fellowship’ (100) with him or another of the
opposite sex. The adjective ‘friendly’ should here be understood as an antonym of the militant
suffragette of the previous generation of New Women. Her words here are an indirect
criticism of Higgins’s teaching philosophy: universal language by means of money. The two
teachers that the play (re)creates at the end imply the possibility of the establishment of the
fellowship between two sexes. Eliza decides to be a teacher of phonetics, and with her
knowledge and experiences, she will be a great one, because she has learned a great teacher.
‘You cant take away the knowledge you gave me. You said I had a finer ear than you. And I
can be civil and kind to people, which is more than you can’ (104). However, as the title of
the play already implies it is the teacher who changed after all. Pygmalion is the name of the
Greek sculptor who fell in love with a statue he had created. It is Higgins, as the languageteaching creator of the woman, who is affected by his creation, Eliza, when he utters his last
‘words’ at the very end of the play. His is no more words but ‘sounds’ “Ha ha! Freddy! Ha ha
ha ha ha!!!!!” These non-verbal sounds are the very evidence that Higgins was influenced by
his creation, and the one that they may be able to establish a new fellowship. Higgins is also a
student in the sense that he leaned from his student. Although the teachers, old and new, may
start argument, they now know how to use both language of their own, verbal and non-verbal,
and the language will connect them together. With learning a new language respectively, they
become fellow English teachers together.
5. Conclusion
This paper argues how the concept of education produced and affected the rise of

13
－ 117 －

representations of the New Woman, and how neither education nor self-fulfilment can be a
means of overcoming social inequality in Shaw’s Pygmalion. The play demonstrates how the
individualization of social inequality most often leads to the dissolution of one’s community,
unless the education is conducted in a broader social context, which is implied to be the case
as early as the beginning of the twentieth century, before the outbreak of the First World War.
The previous generation of women were named by some anti-feminist, but the heroine calls
herself a teacher. It is small but surely step for her. In order to establish fellowship, both
teachers will have to pursue the meaning of education and communication together hand in
hand.
* The essay is partly supported by the Japan Society for the Promotion of Science or Kakenhi (Grant Number
25580065).
Notes
The drama has been newly translated into Japanese by Odajima for the 2013 performance at the New National
Theatre, Tokyo.
2
‘New woman’ or New Woman were not the only terms used for the women in issue at the turn of the twentieth
century. Other similar terms for women in the contemporary period included ‘Odd Woman’, ‘Wild Woman’, and
‘Novissima’. See Ardis, Hill, Jordan, Kawamoto, and Takeda.
3
Ouida is a pen name of Marie Louise de la Ramnée. She is also best known to Japanese readers as the author of A
Dog of Flanders.
4
In the preface of Pygmalion, Shaw gives for the model of Higgins several British scholars of phonetics, but above all
Henry Sweet. “Pygmalion Higgins is not a portrait of Sweet…still…there are touches of Sweet in the play.
According to the Eigogaku Jinmei Jiten, Sweet studied at the Heidelberg University before he entered Balliol
College in Oxford and read German languages and Old English. Influenced by Alexander Melville Bell’s theory
and practice of Visible Speech, he published A Handbook of Phonetics (1877), which helped established British
Phonetics.
5
See chapter 1 of Eaglestone.
6
Shaw himself was trying to create a new kind of alphabet. See chapter 9 of Yamaguchi.
7
It was in the portico of St. Paul’s that an activist group, called Occupy London, set up camp in 2011. Their original
aim was to camp outside the London Stock Exchange, but St Paul’s Cathedral was the nearest public space.
8
The impact of the First World War immensely changed the British landscape, both physically and psychologically.
For example, E. M. Forster, a contemporary writer of Shaw, reminiscences of before and after the war in the
terminal note of his novel, Maurice, which was written before the First World War but was not published until 1971.
Forster found that the world of Maurice “certainly dates”, because “it belongs to an England where it was still
possible to get lost. It belongs to the last moment of the greenwood…Our greenwood ended catastrophically and
inevitably. Two great wars demanded and bequeathed regimentation” (Forster XX).
1
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コミュニティー心理学からみた協働による学生相談活動２
―平成２５年度宇都宮キャンパスのケースを事例にー

滝澤 武 
横山明子 
伊藤和也  
池田美千代
剱持佑起

1. はじめに
 本稿の目的は、平成年度宇都宮キャンパスにおける学生相談活動をコミュ
ニティー心理学の視点から、特に協働に中心にして検討することにある。
コミュニティ心理学には多様な定義がある。そのなかに「コミュニティ心理
学とは、個人、コミュニティ、そして社会との関係に焦点をおく。そしてコミ
ュニティ心理学者は、協同・参画的な研究と実践を通じて個人、コミュニティ、
そして社会における生活の質（42/）を理解し、これを向上させる方法をも模索
し、実践する」というダルトンの定義を高畠（）が紹介している。本稿に
おいても、この定義をてがかりに学生相談活動を検討していく。コミュニティ
心理学の理念については①コミュニティ感覚をもつこと、②社会的文脈で対象
者をとらえること、③治療よりも予防を優先させること、④病理性よりも健康
性に焦点を当てること、⑤専門家と非専門家が協働することがあげられること
が多い（下山）。この理念は、学生相談活動の取り組みにおいても重要
な視点と考えている。本稿では、まず平成年度の活動を報告し、今後の課題
について協働に焦点をあてて考察していく。

2. 平成２５年度学生相談活動の取り組み
学生相談活動の取り組みをまとめるにあたり、独立行政法人日本学生支援機
構の報告書（）の枠組み｢専門的学生相談活動（業務）の種類｣を参考に整
理する。具体的は１．援助活動 ２．教育活動 ３．コミュニティ活動 ４．実
践教育活動である。それに加え、宇都宮キャンパスにおける独自の業務を５．
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その他の活動としてまとめる。

援助活動
 援助活動は、「学生生活において何らかの心理的困難に直面している学生あ
るいは、その関係者に対して、その問題のために個別ニーズに即して適切な援
助をすることを目標とした活動」である。

① 面談・キャンセル（表１・２）
主任相談員の臨床心理士による面談は年間件であった。キャンセル数は
年間件であった。
② コンサルテーション・コーディネーション（表１・２）
主任相談員の臨床心理士によるコンサルテーション・コーディネーション
は年間件であった。授業担当教員や卒業研究担当教員から、学生への対
応に困り、個別の面談だけでは対応ができないケースが増えている。面談
は一対一で実施することがほとんどであるが、コンサルテーション・コー
ディネーションはそれぞれ既存の役割の範囲で独立して行う協力行為であ
る。そして関係者とともに問題状況について検討をし、今後の支援の在り
方について話し合うプロセスである。
③ 指示、助言
医療機関についての情報提供、履修へのアドバイスを行った。
④ 危機介入
自殺念慮のある学生とその保護者への支援をおこなった。経過としては、
学生本人がキャンパスライフ支援センター窓口にきて、学生相談を至急う
けたいとの申し込みがあった。それと同時に保護者から電話によって「本
人がキャンパスライフ支援センターに行ったかどうか」の問合せと相談の
申し出があり、緊急対応をした。学生を医療につなぎ、学科長とも連携し
その後安定した学生生活に戻ることができた。
⑤ 療学援助
発達障害学生の就学フォロー 関係機関の紹介・連携（各種医療機関、栃
木県精神保健福祉センター、栃木県発達障害支援センター、ハローワーク、
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障害者職業センター）を行った。

教育活動
 教育活動は「学生の心理社会的知識、社会的コミュニケーションスキルの学
習の促進を目的とした教育的プログラムを学内の他の部署と協働して、あるい
は学生相談室自身の企画によって実施する活動」である。

① 心理学に関連する講義
「心理学」「臨床心理学」（伊藤）｢精神保健｣ 滝澤 ｢教育心理学｣｢発達心
理学｣ 横山 など心理学関連科目を担当した。また、月の新入生ガイダン
スにおいて、学生相談室の利用方法についての情報を提供した。
② 心理教育的ワークショップ
本年度から研修担当の相談員（剱持佑起 柔道整復学科）がスタッフとし
て加わった。コミュニケーション講座、傷病者への対応に関するセミナー
を開催した。概要は以下の通りである。

コミュニケーション講座
（テーマ 器を大きくするためのコミュニケーション）
   人の悩みの割から割は人間関係が関わっていると言われている。大学
に行く気が起きない。何のために勉強するのかわからない。友人をつく
るのが苦手など学生相談室には様々な悩みを抱えた学生が訪れる。相談
員の対応が必要な場合もあるが、自分と向き合い、自分がどんなことを
考えているのかなどの機会をつくることで悩みが解決、あるいは気持ち
が楽になることがある。そこで、研修担当講師の実体験した悩みのエピ
ソードも交えながら、自分はどんな人間なのかを考えるためのセルフワ
ークを前期と後期に実施した。表３（４月日、月日）

傷病者への対応に関する講座（緊急時の救命処置 心肺蘇生法実習）
緊急時の救命処置における心理的な態度の育成を目的として実施した。
宇都宮キャンパスには、平成年月に３台の自動体外式除細動器（$('）

3

－ 123 －

が増設され、合計台の$('が設置されている。重篤な傷病者が心肺停止
状態に陥った場合、救命率を高めるためには第一発見者の$('を利用した
的確な対応が重要になる。そこで、$('の使用方法も含めて、心理的な態
度を育成するために心肺蘇生法の講義・実習を前期と後期に実施した。
人あるいは人一組によるグループワークはコミュニケーションのトレ
ーニングにもなることを期待した。（月日、月日）
③ 場所提供による援助活動
キャンパスライフ支援センター内ワークルームに、学生が自由に利用でき
るスペースを設置している。本年度は、主に教職員のミーティング場所と
して利用された。

コミュニティ活動
 コミュニティー活動は、「学生相談から見えてくる学生の個別ニーズを踏ま
え、大学として環境改善に取り組むべき課題に対して、執行部及び大学全体に
関して問題と対応策に関する知識の共有と共同学習を図るなど、予防的観点か
ら大学に貢献しようとする活動」である。

① 教職員研修への貢献
主任相談員が中心となって以下のテーマで研修を行った。
抑うつの理解について（月日） 
統合失調症の理解について（月日）
アスペルガー症候群の学生への対応について（月日、日、日、日 
意見交換では、ケース検討会ではないので、個人名場でないように留意
した。ビデオの内容、意見交換の内容と参加者からの主な意見は以下の
とおり。

ビデオの主な内容・意見
明治大学学生相談室が創設５０周年を迎えた記念事業の一環として、
明治大学連合父母会の協賛を得て作成した発達障害を抱える学生を支
援するためのＤＶＤを明治大学学生相談室のご好意により、そのＤＶ
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Ｄを借用することができた（タイトル「アスペルガー症候群って知っ
ていますか？─発達障害の大学生支援ガイド─」）。近年注目され、
発達障害支援法という法律もできたが、まだまだ障害の特徴や支援方
法は知られていない。大学生活のいろいろな場面でどのような支援が
望ましいか解説している。
意見交換の場においては「心理面に問題を抱えた学生への対応ガイド
ラインがほしい」「学生の対応に当たって、大学として統一のルール
を決めてほしい」「心理面に問題を抱えた学生については、事前に教
員に連絡がほしい」「自閉症スペクトラムの学生に対して手がかかり
過ぎる。サポーターがほしい」といった要望がだされた。

平成年度宇都宮キャンパス新任教員説明会（学生相談室室長）
このなかで、学生支援モデルとして 学生支援の３階層モデル（独立
行政法人日本学生支援機構 大学における学生相談体制の充実方針に
ついて）「総合的な学習支援」と｢専門的な学生相談｣の｢連携・協働｣ 平
成年月 をもとに、学生相談室の方針を説明した。

② 予防のための活動の企画・実施
キャンパスガイドブックにハラスメントの記載をおこなった。

③ 学内委員会活動への貢献
ハラスメント対策委員会
学生相談室の相談員はハラスメント相談窓口も担当しており、さらに室
長はハラスメント対策委員会の委員も兼務し、他の委員（学部長、図書
館長、学生委員長）などと協働してハラスメントに対応をした。

教授会での広報、連絡
学生委員会に協力（問題行動を起こした学生への対応など）をした。
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④ 関係部署との会議打ち合わせ
キャンパスライフ支援センターミーティング
月1回の頻度で、本学生相談室が主導し、学生支援グループ（事務サイド）
の各部署の面々と学内の気になる学生の情報共有を行っている。
今年度からの新しい試みとして、キャリアサポートチームのキャリアカ
ウンセラー、学習支援室の学習支援スタッフをミーティングのメンバー
に加えた。キャリアカウンセラーの勤務する就職資料室、そして学習支
援室はともに多くの学生が出入りする場所であり、就職活動や学習に問
題を抱えた学生が訪れる場所である。
なお、ミーティングを拡大するにあたり、参加メンバーにミーティング
の趣旨と目的を再説明し、キャンパスライフ支援センターミーティング
が一定の目的と役割をもったグループとして機能していることを示した。
説明の内容は以下の通りである。

○キャンパス内の連携強化を目的としたミーティングであること
○各部署の守秘義務の範囲内で学生支援の情報共有を行うこと
○話題に上がった学生の支援方針を検討し、各々が役割分担して支援
にあたること
○メンバー各自がミーティング情報管理を徹底すること
○メンバー各自がミーティングでの情報を各部署に持ち帰り共有して
おくこと

学習支援連絡会議
（教務委員長、学生委員長、FD委員長、学習支援室、学生相談室、キャ
ンパスライフ支援センター）に学生相談室長が委員として参加した。

実践研究活動
 実践研究活動は「学生相談の経験及び専門性に基づいて、大学として必要な
環境改善への貢献及び相談活動の向上のために行う実践的な研究活動」である。
 主な成果は以下のとおり。
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「抱える環境」の情勢―治療期の概念を用いてー
 伊藤和也 帝京大学カウンセリング研究 －
  帝京大学宇都宮キャンパス平成年度学生相談室の取り組みと課題
  －学生相談にとけるインテーカー業務の役割についてー
   滝澤武 横山明子 伊藤和也 池田美千代
 帝京大学カウンセリング研究 －

その他の活動
保護者相談会に従事し、学生相談室として保護者対応にあたった。
理工学部航空宇宙工学科の依頼によりヘリコプターパイロットコースの入学
試験に従事した。
危機介入ガイドラインの検討
自傷や自殺企図、事件・事故、ハラスメントなど危機状況は突然訪れる。
危機対応は学生相談室のみでできることではなく、キャンパス内のさまざ
まな部署や学科と連携することが必須である。ガイドラインを作成するに
あたり学生委員会との連携が十分でないことが明らかになった。そこで、
次年度は学生相談室長が学生委員会の委員となり連携を強化する予定であ
る。危機介入については、メンタルヘルス分野に限定して検討した。

拡大ケースカンファレンスの実施（月日）
  支援学生の情報共有と支援方針の検討のため、宇都宮キャンパス学生相談
室スタッフないで週回ケースカンファレンスを開いている。本年度はじめ
て、八王子キャンパスから池田政俊顧問（本学大学院文学研究科臨床心理
学専攻主任教授）をスーパーバイザーとして招き、理工学部長、所属学科
長、学生委員長が加わり通常より拡大した形でケースカンファレンスを開
催した。なお、当日は自閉症スペクトラム障害のケースを検討した。
   キャンパス内のキーパーソンとなりうる方々に参加していただくことで
学生相談業務に対する理解をうることにつながった。
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考察
 大学はさまざまな部署や職種から構成されている。本キャンパスには約
人のスタッフが勤務している。教員スタッフとしては、学生の教育を担当する
学科教員、そしてその教員を支援する学科所属の技術職員がいる。また、学科
所属ではない総合基礎科目（語学、一般教養科目）を担当する教員、特定科目
だけを担当する非常勤の教員がいる。職員スタッフとしては、庶務チーム、会
計チーム、図書チームからなる総務グループ、教務チーム、学生サポートチー
ム、キャリアサポートチームのスタッフがいる。そのほかにも、キャンパスの
ネットワークを管理する,7ハウス、ラーニングテクノロジー開発室、留学生の
支援をする国際交流ルーム、学習支援室のスタッフがいる。宇都宮キャンパス
はこうしたスタッフと学生が、ともにコミュニティを形成している。
藤川  は協働を「異なる専門性を有する物が目標の達成にむけて対等な
立場で対話をしながら、責任とリソースを共有してともに活動を計画的に実行
し互いにとって利益をもたらす新たなものを生成していく協力行為」と定義し
ているが、本学においても、建学の精神、教育理念にそった学生相談活動を検
討する必要がある。
 以下では平成年度の学生相談室の活動をてがかりに、学生、教員、職員、
学生相談員との協働、地域との協働のあり方について考察をおこなう。

 学生との協働

これまで学生相談室では、主に精神的な問題を抱えた学生に焦点をあて個別
の支援を行ってきた。しかしながら、今後は、精神的な問題を解決ばかりでは
なく、学業、対人関係、進路などの課題を乗り越え、さらに、学生一人一人が
自信をもって学生生活を送り生活の充実感が得られる環境をつくりあげること
が望まれる。 
学生の主体的な活動の支援をするために、研修スペースをキャンパスライフ
支援センターにピアサポートルームを設けた。このスペースのねらいは、学生
のみならず、教職員の研修の場にも活用され、キャンパスの構成員の協働が促
成されることにある。平成年の活動としては、成果としてあげる活動はない
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が、今後の活動について、学習支援室、国際交流ルームとの意見交換を行った。
平成年度から、数学ピアサポート、留学生ピアチューター活動を本格的に実
施していく予定である。

 職員との協働

 宇都宮キャンパスの事務組織のうち、学生相談活動と強く関連するのは、就
学を支援する教務チーム、学生生活の支援をおこなう学生サポートチーム、就
職を支援するキャリアサポートチームの３つである。原則毎月回、３つのチー
ムの職員が集まり、支援が必要であると考える学生についてのミーティングを
し対策を練ることにしている。司会は、学生相談室主任相談員があたり、また、
議事録作成も担当している。こうした活動は、学内の相談ネットワークづくり、
学内相談活動全体の充実のために有効に働いていると考えらえる。

 教員との協働

 毎年、宇都宮キャンパス新任教員説明会のなかで学生相談室の活動紹介を
分ほどしている。本年度も同様に実施した。このなかで、学生支援モデルとし
て学生支援の３階層モデル（独立行政法人日本学生支援機構 大学における学
生相談体制の充実方針について）を紹介しながら学生相談室と教職員との｢連
携・協働｣をお願いしている。
 教員は、授業やオフィスアワーなどを通じて学生の相談にかかわることにな
る。学科に所属する教員は、就職相談や生活相談を担当することもあろう。対
応がむずかしい場合には、学生相談室の相談員と協働で取り組むことができる
ように関係を深めていく必要がある。学業不振、休学・退学の学生、その他の
問題は、学科長やクラス担任をはじめ、その学生に関係する教職員との情報交
換になる。その場合に、学生相談室が支援の連携や協働の役割を、これまで以
上に果たすことができれば学生の心理的発達により貢献ができるであろう。
 なお、八王子キャンパスでは、学生サポートセンターが主に学生委員会委員
の教員に依頼して「なんでも相談コーナー」を年間通じて設置しカウンセリン
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グや教示・助言をおこなうシステムが構築されている。宇都宮キャンパスにお
いても同様の取り組みは可能か今後検討をしていきたい。

 学生相談室内の協働
 
学生相談室のスタッフは、学生相談室のスタッフは、顧問（帝京大学八王子
キャンパス学生カウンセリングルーム室長・精神科医）、室長（理工学部バイ
オサイエンス学科所属の教員・精神保健が専門）、教員の相談員名（宇都宮キ
ャンパス総合基礎科目所属で教職課程を担当し、キャリアカウンセラーの資格
を持っている教員が名、同じく総合基礎科目所属の教員が名、学科所属の教
員が名）、看護師兼インテーカー名（学生サポートチーム・保健室に所属）
の構成である。資料１
本キャンパスには、診療所はないが、学生の健康管理をおこなう保健室があ
る。その担当の看護師が学生相談室のインテークも担当しており、統合失調症、
うつ病などの疾病をもちながら就学をしている学生には、主任相談員と連携を
とりながら業務を進めていくことが可能である。
前年度から学生相談室のインテーク業務は原則として看護師に一本化し、表
１のような流れにそって相談を行うことにしている。自主来談にせよ、教員か
らの紹介にせよ、インテーカーの受付をうけてから、より適切な相談者への面
接へつなげる。表４
学生の相談ケースについて相互に理解し、協働できるように取り組む必要が
あるが、前年度は、ミーティングを定期的に実施することができなかった。そ
こで本年度は週に一度ミーティングを実施し、相談員の活動についての情報交
換とケースカンファレンスを実施することで協働することが可能である。他大
学の一人職場の学生相談室では、教育から日常的なマネージメント、そして心
理療法的な介入までのすべてを一人のカウンセラーがこなさなければならなら
ない。その点、本学学生相談室のスタッフは、教育、医療、心理の分野から構
成されており、スタッフ各自の専門分野をいかした役割分担と協働により来談
学生に対して幅広い支援を提供することが可能である。
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地域との協働

キャンパス外では、個別のケースを通じて地元の医療機関や専門機関と連絡
をとっている。都内や大都市に比べると、栃木県内、宇都宮市内は精神科病院・
クリニックが少なく、そして保険で心理療法を行えるような場所も限られてい
る。自費でカウンセリングや心理療法を受けられる場所もあるのでコーディネ
イトすることは可能である。前年度までコーディネータを配置し臨床心理士が
担当することが難しい、日常生活の支援、学業支援の場合の教員や学習支援講
師との連絡や調整、保護者からの情報収集や調整、担任との情報提供や調整な
どの業務の確立をめざしたが、満足できる成果をあげることができず廃止した。
しかしながらコーディネイト業務は不可欠で、特別支援教育業務を専門とする
など業務を明確にしたうえで、専門職スタッフを配置する必要はあろう。

おわりに

 苫米地  は学生相談を以下のように定義している。
 「学生相談とは、学習支援の中心的な役割の一つに位置づけられ、学生一人
一人がその学びと育ちのプロセスにおいて「ニーズを感じた時点」で「個別相
談」を中心とする丁寧なコミュニケーションを通じて「全人的に」育てていく
機能を有するものである」そして彼はこの定義に伴い基本的姿勢に関して、次
のような３つの柱を掲げている。
 １教育の一環としての学生支援・学生相談という理念に基づき、すべての教
職員と学生相談の専門家であるカウンセラーとの連携・協働によって学生支援
は達成される。
 ２大学は学生期の課題を念頭に置きつつ、学生の多様化という現状を常に把
握し、学生の個別にニーズに応じた学生支援を提供できるよう大学全体の学生
支援力を強化していく必要がある。
 ３日常的学生支援、制度化された学生支援、専門的学生支援の階層モデルに
よる総合的な学生支援体制を、各大学の個性・特色を活かして整備することが
望まれる。また、各層の活動がより効果を発揮するためには、教職員の立場に
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応じた研修、情報交換及び提言、基礎となる研究などの機能が重要である。
 この３つの柱にもあるように学生相談はもはや問題を抱えた学生だけでなく
すべての学生を対象とした活動として展開することが望まれている。
 そのためには、学生相談の活動について、学内で理解を得られるように情報
発信を行い、学生相談室の活動の評価点検のポイントを明らかにしていくこと
が今後の課題としてあげられる。
 学生相談が、今後新たな発展にむけて取り組むためには、学生相談の目的を
明確にしておくことが必要である。その際、下山（）の次のような指摘は
参考になる。それは｢学生相談を単に学生相談室という閉じた場所で心理的問題
を抱えた学生の治療を目的とした活動に限定しない｣で「大学と協働し、学生生
活の場で学生生活の発達成長を支援すること」にねらいを置くことである。
 

 参考文献
・独立行政法人日本学校支援機構 「大学における学校相談体制の充実つ
いてー『総合的な学生支援』と『専門的な学生相談の連携』の『連携・協働』
 通称苫米地レポート 
・藤川麗（）教職員との協働に基づく学生相談へ  学生相談 必携ＧＵ
Ｉ'ＢＯＯＫ 大学と協働して学生を支援する 
・伊藤和也  大学生のうつ 日本機械学会関東支部 ブロック合同講演
会―宇都宮―講演論文集 一般社団法人 日本機械学会 関東支部
 －
・伊藤和也 滝澤武 横山明子 古玉佐知子 コミュニティー心理学から
みた42/を高める学生相談活動２－帝京大学宇都宮キャンパスにおける青年期
のセクシャリティへの心理教育―帝京大学カウンセリング研究創刊号－
・下山晴彦編 よくわかる臨床心理学 ミネルヴァ書房 
・下山晴彦  近年の大学の変化と学生相談室の課題 学生相談 必携ＧＵ
Ｉ'ＢＯＯＫ 大学と協働して学生を支援する 
・高畠克子 臨床心理学を学ぶ⑤ コミュニティ・アプローチ 東京大学
出版会 
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・滝澤武 横山明子 伊藤和也 古玉佐知子 学生生活の質を高めるメン
タルヘルス教育の試み 日本機械学会関東支部 ブロック合同講演会―
宇都宮―講演論文集  一般社団法人 日本機械学会 関東支部 －
合同講演会 －
・滝澤武 横山明子 伊藤和也 古玉佐知子 池田美千代 コミュニティ
ー心理学からみた42/を高める学生相談活動１―帝京大学宇都宮キャンパス
の取り組みと課題― 帝京大学カウンセリング研究創刊号 －
・横山明子 伊藤和也 滝澤武 横山明子 古玉佐知子発達障がい学生へ
の支援 日本機械学会関東支部 ブロック合同講演会―宇都宮―講演論
文集 一般社団法人 日本機械学会 関東支部 －
・横山明子 伊藤和也 滝澤武 古玉佐知子 コミュニティー心理学からみた
42/を高める学生相談活動３－帝京大学理工学部における発達障害への支援
―帝京大学カウンセリング研究創刊号
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表 平成年度前期の臨床心理士の活動 （延べ件数）
4月

5月

6月

7月

8月

9月

19

35

24

40

30

26

2

3

1

2

3

5

94

84

112

122

134

99

24

11

19

44

39

26

コミュニティ活動

2

6

2

1

0

1

研修参加

2

3

4

5

2

4

面談
 キャンセル数
面接以外数
コンサルテーショ
コーディネーション

 表 平成年度後期の臨床心理士の活動と年間合計（延べ件数）
10月

11月

12月

1月

2月

3月

年間合計

24

27

35

30

16

23

329

3

0

3

2

1

0

25

74

70

42

52

104

89

893

74

70

11

13

24

26

381

コミュニティ活動

1

２

1

1

０

１

18

研修参加

2

5

４

2

4

3

40

面談
 キャンセル数
面接以外数
コンサルテーション
コーディネーション
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表  コミュニケーション講座 エクササイズ一覧
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

  エクササイズ１ ライフサイクル
   ねらい 自分がこれまでどのような人生を歩んできたのかをラインで
       しめしてみることで、自分の生き方を考える。同時にこれから
       の生き方について示唆をうること

  エクササイズ２ 私マップづくり
   ねらい 自分の対応、行動の仕方や考えの特徴を示す用語集をそれぞれ
       の言葉と距離を考えながら $ 用紙に記入していき、自分を普段
       どのように考え、どのように動いているかを知ること。
        用語集には以下の言葉が含まれている。
「自信がある」「優柔不断」「聴き上手」「はやとちり」「引
っ込み思案」「口下手」「はなし上手」「怒りっぽい」
「慎重」「怖がり」「孤独」「自分中心」［他人が気になる］
「遠慮」「素直」「共感」「大胆」「悲観的」「明るい」
「暗い」「おおらか」「計画的」など

  エクササイズ３ 私の対人関係地図
   ねらい 自分が、現在いるのは、これまでにかかわりを持った多くの
       人たちの賜物である。かかわったさまざまな人からいろいろな
       影響をうけて、今の自分があることに気づくこと。自分がどの
ような人たちに囲まれ、関わりをもってきたのか地図の形で表
し、改めて関係の中で生きている自分を考える。

         （参考文献 職場の人間関係づくりトレーニング  
               星野欣正著 金子書房 ）
  

15

－ 135 －

表  学生相談室の申し込みから相談にいたるまでの流れ
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
① 談の申し込み：申し込み窓口 キャンパスライフ支援センター
 ・学生本人、保護者、教員、職員からの申し込み
② インテーク：看護師（看護師が不在の場合には学生相談スタッフ）
・主訴の聴き取りや本人の状況を聴き取る
③ 談者の決定：学生相談室のミーティング（学生相談室スタッフ）
・ケースカンファレンスを行い、支援計画と相談者の決定をする。
・学生の相談内容に応じて、最も適切な相談者と考えらえる相談者を選ぶ。
なお、本人の希望があれば最大限尊重する。
④ 相談開始：学生相談室スタッフ
・相談内容に応じて決定した相談スタッフが相談を開始する。
・ただし、学生相談室は医療機関（治療期間）ではないため、臨床心理士
が投薬治療などを行なうことはできない。医療が必要と判断した場合に
は、外部の治療機関を紹介する。
 必要に応じて、学科長・担任・科目担当教員・職員などと連携をはかる。
・問題内容によるが、原則として本人の意思を尊重し、学科長、担任、科
目担当教員と情報共有をおこない支援計画を決定したり、コンサルテー
ションを行なう。
・また、学生相談室スタッフと学生支援グループスタッフとのミーティン
グなどの機会に情報共有を行なう。
・但し緊急を要し、危機的情報の場合には、そのケースに応じた対応をと
る。
・さらに、外部機関（医療機関や県の相談機関など）との連携が必要なｓ
場合には、連携をはかる。
⑤ 相談の終結：本人の決定による
・相談の終結については、本人の意思を最大限尊重し、決定する。
・必要に応じて、支援スタッフや支援にかかわった関係者間での情報共有
を行なう。
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資料  平成  年度 学生相談室 相談員
  顧問    池田 政俊 文学部主任教授精神科医 
  室長    滝澤 武
  主任相談員 伊藤和也 臨床心理士 
  インテーカー 池田美千代 看護師 
  相談員    前原由幸
  相談員    磯貝毅
  相談員    横山明子
  相談員 研修  剱持佑起
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大学生の職業理解のための支援
横山 明子
1. はじめに
 大学生にとって職業選択・決定は、自分の将来に大きな影響を及ぼす重要な
問題である。理工系学生の採用は職種別採用が多くなっており、学生自身も文科
系の学生よりも専門職志向が強いことから、就職支援については、現時点での
自分の特性を明確にして、それにもとづく職種や職業とのマッチングによる就
職先紹介が多く行われてきた。
 近年、インターネットを活用した就職活動が主流になり、様々な職種や就職
の情報が大量に、しかも支援者を介さずに直接学生に提供されるようになった
ことから、学生自身が職業選択・決定を従来よりも容易に行えるようになると
期待された。しかしながら、大学生は自分の将来像を明確にし、自分の特性に
もとづいて職業や職種を見いだすことができない、さらに、職業や職種を見極
めて具体的にエントリーする企業を決定することが難しいなどの新たな問題が
明らかになってきた（横山, 2009; 2010）。
 その原因の一つとして考えられることは、職業選択・決定に必要と考えられ
る多様な情報が大量にあっても、学生自身が自分にとっての必要な情報を選択
し、選択・決定の時点で重要な情報を見極めることができず、それらの情報を
十分に有効に活用できないことである。この時の情報とは、特に就職先の情報
や職業に関わる情報のことである。
 本稿では、このような学生が必要な情報を適切に利用できるようになること
を支援するために、大学生の職業選択・決定のプロセスを明らかにしたうえで、
具体的な支援プログラムを提案し、その有効性を検証したい。
2. 職業選択・決定のプロセス
 このような学生の支援を考えるにあたって、職業選択・決定のプロセスは、
先行研究（横山, 2009）から、次のようなプロセスになっていることが示されて
いる（図１参照）。
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 この職業選択・決定のプロセスは、「自己理解」とそれに続く「自己調整」の
プロセスからなる。まず、自己理解のプロセスでは、自己に関する情報と職業
に関する情報を利用して、理想の自己と現実に理解している自己（以下に
は、「現実の自己」と記載）を明確にしていく（図１中の矢印の番号①と②）。
さらに、自己調整のプロセスにおいては、その両者の調整をはかることによっ
て（図１中の矢印の番号③）実現可能な自己を見出していく（図１中の矢印の番
号④）。さらに、この理想の自己と現実の自己との調整プロセスにおいて、実
現可能な自己に対する確信が持てなかった場合には、再度、その自己理解をや
り直し、実現可能な自己について明確化を繰り返していくと考えられる。すな
わち、この自己理解のプロセスと自己調整のプロセスを繰り返しながら実現可
能な自己に対する確信を高めていき、最終的な進路を選択・決定すると考えら
れる。

自己理解の過程

自己調整の過程

自己に関する情報

④

理想の自己

実現可能な自己

① 
③
②
職業に関する情報

現実に理解している自己
  （現実の自己）


図１ 職業選択・決定のプロセス

 このプロセスをふまえると、職業選択・決定を促進するためには、まず、自
己に関する情報と職業に関する情報を関連させて自己理解を深めていく必要が
あると考えられる。これまでは、自分の特性についての理解を深めた後、職業に
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関する情報を収集し、自分に適している職業を選択するという順序で支援を行う
ことが多かった。しかしながら、先行研究（横山, 2009）からは、進路選択・決
定が進んでいる学生は、どちらかの情報についての知識が多いのではなく、この
両者の情報を共に多く備えていることがわかった。さらに、職業に関する知識は、
職業に関する情報収集を行うことによって増加すると考えられるが、この知識は
単に職業に対する理解を深めるだけではない。学生はこの職業に関する情報を収
集するプロセスを通して、職業の理解を深めることと同時に、自分がどのような
職業に興味があるのか、あるいは、どのような職業なら取り組めるのかという能
力的な側面について自分を見直し、自己理解を深めて自分の将来像を持てること
が明らかになっている。
 さらに、最終的に実現可能な自己への確信を高めるような職業的自己実現との
関連では、この職業に関する知識が多いほど、自分の将来像と関わる理想の職業
を具体化できると考えられ、さらに、この情報を得ることにより、自分の職業的
価値観をも考える契機となると考えられる。したがって、この職業に関する知識
の程度は、自分の理想の進路やそれに関わる生き方についての考え方と、さらに、
職業的自己実現がどの程度達成できるかということと深く関連していると考え
られる。これらのことから、この職業に関する情報は、職業選択・決定のプロセ
スに非常に重要な役割を果たしていることがわかる。さらに、自己と職業につい
ての情報は、職業的自己実現を行う場合には独立して機能しているのではないこ
とから、進路選択・決定を行うためには、積極的にその両者を関連づけて考えて
いくことが重要であるとさらに考えられる。
 したがって、このような支援を考える場合には、自己理解を深め、次いで職
業に関する情報を得られるようにするのではなく、同時並行的に両者の情報を
収集し、その両者を関連づけて実現可能な進路について考えられるようにする
ことが必要であると考えられる。
3. 職業理解のための支援
3.1 支援プログラムの検討
 以上のように、職業についての理解を深めることは、職業選択・決定に非常
に重要な役割を果たすと考えられることから、職業についての理解を深めなが
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ら自己理解も深めることが出来るような支援のプログラムについて検討する。
 まず、大学生が職業選択のために利用する職業についての理解を深めるため
に必要な情報についてリストアップすると以下のようになる。
 ① 職業を取り巻く環境に関すること：社会的経済的な状況
 ② 職業の意義に関すること：職業の意義、働くことの意義
 ③ 職業そのものに関すること：産業界（業界）、職業の種類 職種
 ④ 業務内容に関すること：職業に必要とされる能力、専門的な能力や資格
 ⑤ 就職に関すること：就職するための手順、活動内容、採用手続き
 ⑥ 職場に関すること：福利厚生、定着率、雇用条件など
 これらの職業に関する情報のうち、③の「職業そのもの」についてどの程度
知識があるかということについて、大学生を対象とした坂柳・後藤（1995）の
研究がある。この研究では、大学生の職業知識について調査を行っている。具
体的には、ホランド（Holland, J. L.）が提唱した職業の 6 領域に入る 60 種類の
職業名について、職業内容をどの程度知っているか、職業知識について調査し
た。その結果、
「大学生の職業についての理解は、幅広く豊富なものであるとは
いいがたい」状況であり、「名前だけ知っている職業は 24 種類に及んでいる。」
ことが示されている。さらに、結果についての考察においては、
「しかも大学生
が職業の情報を獲るのはマスメディアなどが主であり、積極的に調べたもので
はなく受け身であり、自分で調べようとはしないことなどから、職業情報を収
集・獲得できるような環境づくりも要請されてくること」
、「さらに職業の世界
について、主体的に調査・探求して行くような態度を育成することの必要性」
が指摘されている。
 この研究に示されているように、大学生の職業そのものについての知識は決
して多くはない。さらに、具体的な職業選択・決定のためには、職業の種類だ
けではなく、業界や職種についての知識が必要であると考えられる。特に、今
日のように職業を取り巻く社会経済状況の変動が大きい状況においては、自分
が卒業した学部や学科・専攻の内容と職業・職種で要求されることが必ずしも
一致せず、学部・学科で学んだ知識だけでなく、大学で身につけた力を広く
どのような業界の中で活かせるのか、また、具体的な職種や業務の中でいかに
発揮できるかを考えることが必要であることから、職種や業務内容に関する知
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識も非常に重要である。
 この大学生の職種や業務内容に関する知識がどの程度あるのかに関する研究
はほとんどなされていないが、学生の授業時の状況をみると、職種についての
イメージはある程度できるが、具体的に職場の中で、日々どのような仕事をす
るのかというイメージに乏しく、内容に関する詳細な知識も余り多くはないと
考えられる。また、現在では、学生はインターネットが利用でき、職業情報は
以前よりも手軽に入手できるようになっているが、前述の研究に示されている
ように、大学生は主体的に調べることが少ないと考えられることから、職業や
職種を積極的に探索したり、収集するような働きかけが必要であろう。
 以上のことから、職業理解のための支援のプログラム考案した。そのプログ
ラムは、次の 2 種類からなっている。
①職業の理解を深めるための支援プログラム
 VPI 職業興味検査を受けて、その結果をまとめるワークシートを用いて、ホ
ランドが提唱した 6 つの領域のうち、自分自身の興味・関心がどのような領域
にあるかということを知り、さらに、そこから、自分の興味・関心にあった具
体的な職業について調べる。
②職種の理解を深めるための支援プログラム
 職種の内容を理解するためには、どのような職種があるのかを知るだけでは
なく、それらの職種が相互にどのように関連していることを知ることが重要で
あると考えられる。そこで、職種について具体的な内容を調べる課題と、それ
らの相互関係をマップに描くことの課題を行い、レポートを作成する。
3.2 支援プログラムの実施
 3 年生のキャリアプラニング 2 の授業の中で、この両方のプログラムを実施
した。このプログラムに取り組んだのは、理系・文系の両方の学部の学生の 82
名である。
 まず、①の職業理解のための支援では、まず VPI 職業興味検査を受けて、そ
の結果からわかることをワークシートに記入した。それをもとにして、自分の
興味や関心がある領域の具体的職業について、論文末附表１にある教示内容（榎
本・横山, 2013）をもとにして、タスク分析を行い、後日提出した。
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次の②の職種の理解のための支援では、4人グループで以下の課題に取り組
んだ。グループ活動を行った理由は、この課題については、一人で取り組むこと
もできるが、グループの活動を通して課題に対する考察の視野が広がることと、
コミュニケーション能力を高めることが期待できるからである。
 さらに、具体的な課題の内容については、学生が理系・文系の両方の学部の
学生がいることを考慮し、比較的な身近な生活に関連した次のような課題を
設定した。
グループ課題内容
１．みなさんは、ペットボトル飲料の会社の社員です。ペットボトル飲料を新
発売することになりました。このペットボトル飲料を消費者に売って売り
上げを上げるためには、その過程でどのような仕事があるのかについて
（企画・製造・販売まで（上流から下流まで））、できるだけ詳しく考えて、
図示してください（全体の仕事の俯瞰図）。
２．その仕事のうち、みなさんのグループではどのような仕事に関わりたいか
を決め、その内容をさらに詳しく考えて（調べて）、図示してください。
３．さらに、それを模造紙を使ってポスターを作成してください。

ポスター作成後の発表と評価
１．発表 全体を 4 グループに分けて発表を行います。
２．評価 作成されたポスターと発表についての評価は全員で行います。
発表については、聞き手の学生が評価をします。それぞれのメンバーは、
自分が聞いたグループの発表のうち、どのグループの発表が最も良いと思
ったかを決めて、一票づつ投票を行います。
また、ポスターについては、授業参加の全員が最も良くできていると思う
ポスターに一票づつ投票を行い、評価を行います。
３．グループ内メンバーの貢献度の評価 このグループ活動について、グルー
プ内でどのメンバーがどの程度貢献したかを、グループ全員で相互評価を
行います。その具体的内容は、グループメンバーの役割はどのようなこと
だったのか、どのような作業を分担したのかについて話し合います。
さらに、グループ全体の貢献を 100％とすると、それぞれのメンバーは何％
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づつ貢献していたかについて相互評価し、その貢献度について、円グラフ
を用いて表します。
４．活動の事後レポートの作成 最後に、この活動を通して、自分がどのよう
にグループ活動に貢献したか、またグループ活動に参加して自己理解が深
まったこと、さらに、今後自分自身で改善したいことについてレポートを
作成します。
3.3 支援プログラム実施の結果と考察
①VPI 興味検査の結果についての学生から提出されたレポート内容
 VPI 興味検査の結果についての考察レポートで最も多かったのは（約 6 割）、
様々な職業の選択肢がある事を知ったと当時に、今回の VPI 職業興味テスト結
果として提示された職業が、今までやってみたいと思っていた職業や自分に適
性があるのではないかと思っていた職業と一致していたというものである。ま
たこの結果から、自分がこれから希望する職業の就業の可能性が高まったと感
じている場合が多く、今後、それらの職業についてさらに詳しく調べていきた
いと考えている。
 一方、約 2 割の学生は、この VPI 職業興味検査の結果提示された職業は、自
分が今まで希望として考えていなかったり、全く気付いなかった職業だったこ
とが明らかになったということである。このことから、職業に関して考慮する
視野が広がり、職業探索の幅が広がったというものである。また、このうち数
人の学生は、結果が自分の趣味の分野と関連していると気付いたり、幼少期に
考えていたことを思い出したことによると述べている。さらに、具体的な職業
名が更に分かったことから、今後、それらについてもう少し詳しく調べてみよ
うという意欲が高まったという学生もいた。この他に、自分の事前の予想と結
果として示された職業が一致しなかった場合には、自分の希望を優先させたい
という考察もあった。
②職種理解のための課題の結果の内容
 学生が作成したポスターについては、職種の内容とその関連性を表した内容
である。学生の相互評価が高かったポスターは次の図２のようなポスターであ
る。これらのポスターの評価が高かった理由は、見やすいレイアウトであった
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こと、具体的に職種の内容や関連性が明確であったことによる。

このポスターの評価が高かったの

このポスターは、商品開発から販

は、俯瞰図と商品の調査の流れ図

売までの流れ図が非常に明確に記

の説明がわかりやすかったことで

さされていたことと、企画につい

ある。発表時の説明について、学

て調べているが、その内容が具体

生全員の評価が最も高かった。

的にわかりやすかったことにより
評価が高かった。

図２ 学生が作成したポスターの一例
③グループ活動を行ったことによる考察
 この授業では今回始めてグループ活動を行った。しかも、グループの編成は、
理工系と文系の学生の混成であった。グループ活動後の感想としては、次のよ
うな感想が多かった。グループの中で役割分担を行って責任を果たせて自信が
ついた。グループの中で多様な意見や疑問を出して議論をするので、自分が気
付かないことにまで気付くことができ、視野が広がり考えを深めることが出来
た。自分一人で課題をやる場合には自分で限界を決めてしまうが、分担して仕
事をするため、質の高い成果物が出来あがる。自分の得意なことと不得意なこ
と（特にコミュニケーション力の低さや手先の不器用さ）への理解が深まった。
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 また、グループで協力して活動することに関しては、とても楽しみを感じた。
知らない学科の人とも知り合えて良かった。一つの目標に向かってみんなで協
力し合うので完成度が上がり、協調性とコミュニケーション力が高まったこと
などがあげられた。
3.4 支援プログラムの考察と今後の課題
 このような 2 つの支援プログラム実施の評価であるが、まず職業についての
理解が深まったかどうかという点については、多くの学生が自分の知らない職
業や職種について知ることができ、知識の幅が広がったことがわかる。また、
このグループ活動で行ったポスター作成という課題は、職業選択・決定につい
ての関心度を高めるものでは必ずしもないが、職種について考察するときに、
調べた内容を記述するだけではなく、学生がお互いに調べた情報を共有し合い、
時には、様々な視点から議論をして理解を深めることが出来たことは、一人で
課題をやる場合と比較しても非常に有意義であったと考えられる。
 さらに、このような学科の混成メンバーのグループ活動は、この授業として
は今回が初めてである。グループ編成について、同じ学科の学生同士を組ませ
る場合と違い、特に理系と文系の学生がいることは、同じ指向性でない学生た
ちが協力して作業を行う中で、お互いの興味・関心事や特性を知ったり、職種
に対する興味の違いを知ることができ、自己理解が深まり、今後就活をすると
きにも非常に有効なのではないかと考えられる。
 今後の課題としては、職種の情報の情報源について、今回は学生自身がイン
ターネットや職業情報誌、また就職関係の書籍から調べてきたものを持ち寄っ
たが、情報収集の方法の工夫をすることが必要であろう。たとえば、実際に自
分が興味のある職種に就いている人や先輩から、実際の仕事内容や仕事をして
いて難しい点ややりがいに関する話を聞くなどの、生の情報を得ることも必要
ではないかと考えられる。
 さらに、今回の課題の情報のまとめ方はポスター作成ということで完結して
いるが、今後は、課題の中で、学生それぞれが集めた情報をデータベース化し
たり、お互いにそれらの情報を利用できるような工夫を考えても良いのではな
いかと思われる。
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附表１ タスク分析についての教示内容
（榎本・横山, 2013 より引用）
 では、次に職業に求められる具体的内容について検討しましょう。ここでは企業
で働くことを前提としてみましょう。例えば、米国では求人を募集する場合、「職
務要件書：（job description）」を提示します。職務要件書には必要となる能力や知
識などが明記されています。つまり、どんな人材を求めているか、必要となる技術
やスキルなどを明確にしています。日本では、まだ職務に対する詳細な定義書を持
つ企業はあまり見受けられません。しかし、職務要件書がなかった場合であっても、
どのような職務にも職務に応じた様ざまな役割があります。
 そこで、実際に働くことを意識する場合、求められる職務や仕事がどのような活
動や要件が必要なのか知る必要があります。職務を的確に知る手段として、タスク
（与えられた職務を遂行する活動）分析があります。
 タスク分析とは、職務を次の3つの観点から分析する方法です。
すなわち「知識：（Knowledge）」、「スキル：（Skill）」、「態度：（Attitude）」
の3要素をもとに分析するのです。
 「知識」は、職務を遂行するために必要な情報や知識、「スキル」は、職務を遂
行するために必要となる技能や能力、「態度」は、職務遂行に求められる態度など
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が含まれます。
 タスク分析の内容
○知識（Knowledge）：職務を遂行するために必要な情報や知識
○スキル（Skill）：職務を遂行するために必要となる技能や能力
○態度（Attitude）：職務遂行に求められる態度

 そして、このタスク分析から示された職務要件書は、例えば、総合商社
営業担当者の場合には、次のようになります。
職務要件書の例
職務名     商社営業担当
職務の説明   海外ビジネス担当（営業および開拓）、貿易業務担当
職務に求められるスキル
 ○知識（Knowledge）
        貿易業務知識、海外事情、為替取引基礎など
 ○スキル（Skill）
        英語力（会話、英文作成）、パソコン操作、折衝力
        コミュニケーション力、交渉力、プレゼンテーション力
 ○態度（Attitude）
        ビジネスマナー（日本人および対外国人）
        臨機応変なスマートな対応

 もちろん、職種が異なれば異なる知識やスキルが求められます。また、これらの
内容は、企業風土によっても異なります。
 そのため、まずそれぞれの業界の職種で活躍したい場合は、それぞれの業界でど
のようなK（知識）、S（スキル）、A（態度）が求められるのか情報を得ることが
必要です。必要な情報を先輩や学校から入手することも一つの方法でしょう。
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入試の形式と入学後の成績の関連についてのノート
溝口 佳宏
1. はじめに
 近年、学士課程の教育については、いろいろな観点から議論が行われている。
本稿では、入試の形式と入学後の成績との関連に注目するのを通じて、学士課
程の教育に関する何らかの示唆を得ることを目的としている。とはいえ、本稿
で注目する観点に絞ったとしても、いろいろな議論があるのに加え、分析を必
要とする事柄は多岐にわたる。よって、本稿は、このトピックに関する分析を
個人的にスタートする上でのノートという形で構成することにしたい。
 学士課程に入学するための入試の形式については、これまでにいろいろな議
論や実践が行われている。学力試験のみを評価の対象とし、1 点刻みで合否を
判定する手法に関しては、いわゆる 18 歳人口が多く、学士課程に入学するため
の競争が激しい時期に批判が集中した。その批判にこたえる形で、いわゆる
AO(Admission Office)入試が導入された。しかし、この入試手法は学力試験偏重
という批判に対応するのが重視されたため、学士課程で取り組む内容に対応で
きる学力を備えているかどうかを確かめる、という点が軽視された。結果とし
て、AO 入試を経て学士課程に入学した学生が、学士課程で提供される内容に
十分に対応できず、成績不振や中途退学を生み出す原因の 1 つとなった。また、
私立大学を中心に、AO 入試が学力を確かめるのを重視しない点を利用して、
定員を充足するという目的のために AO 入試を活用するという事例が多くみら
れるようになった。結果として、先に記したような成績不振や中途退学の原因
の 1 つとなったのに加え、学士課程を卒業した学生の能力への疑問が大学内外
から生じ、AO 入試を実施することの是非に関する議論が起こった。現時点で
は、国立大学を中心に AO 入試を廃止する動きが起こっている一方、私立大学
では引き続き AO 入試が実施される傾向となっている。
 学士課程に入学したのちは、入学した学生が学士課程入学以前に身につけて
いる学修の手法や習慣と、学士課程での学修に必要とされる手法や習慣が異な
ることに伴う問題が生じている。この問題に対して、多くの大学でいろいろな
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対応がなされている。その 1 つの流れとしては、いわゆる転換教育の必要性を
踏まえたうえで、初年次ゼミをはじめとする初年次教育を拡充するという動き
である。
 これらの経緯を踏まえたうえで、本稿の執筆に至る問題意識は以下の通りで
ある。第 1 は、いわゆる AO 入試は、入試の方式の 1 つとしてどの程度正当化
されるのか、という点である。入試をする目的は、学士課程で提供される内容
を適切に吸収して能力を伸ばしていく準備ができているかどうかを判断するこ
とである。AO 入試を通じて入学する学生は、学士課程で提供される内容に十
分対応できず、成績不振や中途退学につながるという傾向が明らかにみられる
のであれば、AO 入試は先に記したような入試の目的にそぐわない形式である。
よって、AO 入試を継続する正当性は、あまり見いだされないであろう。一方
で、成績不振や中途退学につながる学生は、入試の形式に必ずしも依存しない
ということであれば、AO 入試は私立大学が定員を充足するための方便で入試
として機能していない、という批判は的外れな批判となるであろう。この点に
関して、ささやかながら分析結果を提供することは、学士課程の教育をどのよ
うに再構築してゆくか、という点についての議論の材料を豊かにするのに資す
るだろうと考える。
 第 2 は、入学後に提供されるカリキュラムは、入試形式の違いをどの程度打
ち消すのか、という点である。現状では、私立大学を中心に多様な入試形式が
実施され、それらの入試形式を通じて学生が入学する。そして、入学した学生
は、各大学が提供している学士課程のカリキュラムに従って科目を履修し、学
修成果を積み上げ、結果として学士号を得て卒業していく。その際に提供され
るカリキュラムは入試形式ごとに分けられている訳ではなく、共通のカリキュ
ラムである。もし、在籍する学生の学修成果を分析するのを通じて、学力の高
さを重視する入試形式で入学した学生が、共通のカリキュラムに沿って科目を
履修する過程において、学力を重視しない入試形式で入学した学生の学修成果
に対して正の効果をもたらしているような分析結果を得られるのであれば、入
試形式の違いを気にする必要はないであろう。少なくとも、優先順位の高い事
柄は、そのような正の効果がもたらされるのを促進するようなカリキュラムを
編成し、充実させることである。この点に関して、ささやかながら分析結果を
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提供することは、近年の学士課程で盛んに行われている初年次教育の正当性に
関する議論の材料を提供することにつながるだろうと考える。
本稿では、入試形式、1 年次ゼミの所属、筆者が担当している必修科目の成
績を比較するのを通じて、先に記した問題意識に関する、ささやかな知見を提
供したいと考える。本稿の次節以降の構成と内容は以下の通りである。第 2 節
では分析の概要について述べる。第 3 節では分析結果とその考察について述べ
る。第 4 節では、本稿における結論と今後の課題について述べる。
2. 分析の概要
本節では、AO 入試の正当性、初年次教育の正当性という 2 点に関する議論
の材料を提供するために、入試形式、1 年次ゼミの所属、筆者が担当している
必修科目の成績を、どのように用いて分析しているかを記す。
2.1 分析データと項目
 今回の分析のためのデータは、次の 2 種類である。第 1 は「2011－13 地域経
済学科入学者資料整理」という表題で、2013 年 11 月の学科会議の際に配布さ
れた資料に添付されていたデータである。そのデータには、当時の地域経済学
科に所属している学生の学年、学籍番号、氏名、性別、入学区分、出身高校名、
出身高校卒業年が記されていた。本来、この資料は、入学者を確保するための
対策を練るために、入学者の傾向、つまりどの高校から地域経済学科に入学し
ている学生が多いのかを知る必要があるとの目的に基づいて配布されたもので
ある。しかし、配布された資料やデータは、単にそれだけの理由で用いるのは
活用不足であろうと個人的に考えた。その認識に基づき、このデータを本稿で
の分析で用いることとした。もちろん、先に記したような項目は個人情報に当
たるので、処理には注意を要する。本稿で示す分析結果は、あくまでも集計デ
ータであり、表示されている結果から個人が特定されることはない。本稿の分
析では、記載されている学生のうち 2011 年度入学の学生を対象に分析を行って
いる。そして、先に記した項目のうち、学籍番号と入学区分を用いている。
 第 2 は、筆者が担当している必修科目の成績である。先に記したように、本
稿では 2011 年度入学の学生を対象に分析を行っている。彼らは、2 年間にわた
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り、筆者が担当している必修科目 6 科目(12 単位)を履修している。本稿では、
その 6 科目のうち、主に 1 年次に履修することが想定されている 2 科目の成績
を対象とし、2 科目の平均 GPA(Grade Point Average)を成績データとして用いて
いる。
2.2 分析の視点および手法
AO 入試の正当性が本稿で取り上げる問題意識の 1 つ目であるのを踏まえ、
まずは、入試区分ごとに 2 科目の平均 GPA がどのように分布しているのかを確
かめた。具体的には、入試区分ごとに分析対象となる学生を区分けし、区分け
したそれぞれの学生に対して、その学生の 2 科目平均 GPA を求め、表に加えた。
そして、それぞれの入試区分ごとに、2 科目平均 GPA の平均値と標準偏差を求
めた。次に、初年次教育の正当性が本稿で取り上げる問題意識の 2 つ目である
のを踏まえ、分析対象となる学生を 1 年次ゼミごとに区分けし、ぞれぞれのゼ
ミごとに 2 科目平均 GPA の平均値と標準偏差を求めた。
このような分析を行った理由、つまり分析の視点は以下の通りである。第 1
の視点は、もし入試区分ごとに 2 科目平均 GPA の平均値に差があり、それが学
力を重視する入試区分になるにしたがって高くなるという傾向がみられるので
あれば、AO 入試は学士課程で提供される内容に対応できる準備が整っている
かどうかを判断する手段として適切ではないということになり、正当性が疑問
となるであろう。一方で、差は多少あるにしても、学力を重視する入試区分と
の関連がみられないのであれば、AO 入試自体に大きな問題はないということ
になるであろう。むしろ、検討が必要であるのは、学力を重視する入試区分の
方かもしれない。
第 2 の視点は、初年次教育の一環として位置付けられている 1 年次ゼミが存
在するために、2 科目平均 GPA の高い学生の学修行動が同じゼミに所属する他
の学生に伝わり、それが同じゼミに所属する学生の学修行動に対して正の効果
をもたらすのであれば、そのゼミに所属する学生の 2 科目平均 GPA の平均値は
高くなり、さらに標準偏差は相対的に小さくなるであろう。もし、そのような
傾向がみられるのであれば、現在提供されている 1 年次ゼミは、所属する学生
の学修行動に対する好循環をもたらすものとして、正当性されるであろう。一
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方で、そのような傾向がみられないのであれば、現在提供している 1 年次ゼミ
については、内容の検討や存続の有無について議論する必要があり、その意味
で正当性は疑問となるであろう。
3. 分析結果とその考察
 本節では、先に記した分析の方法および視点に基づいて、分析を行った結果
とその考察について記す。
3.1 入試区分ごとの *3$ 分布
 入試区分ごとの GPA 分布を表 1 で、GPA の平均値と標準偏差を表 2 で示す。
 なお、本稿で対象としている科目の評価は、S、A、B、C、D の 5 段階で表
される。S、A、B、C の 4 つは合格であり、S が一番高い評価である。以下、A、
B、C の順となる。D は不合格である。GPA は S が 4、A が 3、B が 2、C が 1、
D が 0 である。よって 2 科目の平均 GPA は 4 から 0 の間に分布する。
GPA 0－0.9

GPA 1.0－1.9

GPA 2.0－2.9

GPA 3.0－4.0

AO 前期

3

2

5

1

AO 後期

0

5

0

0

推薦

0

1

1

1

指定校

3

2

3

1

一般前期

8

10

12

0

一般中期

3

6

5

0

一般後期

1

1

2

0

表 1 入試区分ごとの GPA 分布(人数)
平均値

標準偏差

AO 前期

1.64

0.91

AO 後期

1.20

0.24

推薦

2.33

0.62
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指定校

1.56

0.93

一般前期

1.40

0.80

一般中期

1.46

0.67

一般後期

1.38

0.82

表 2 入試区分ごとの GPA 平均値と標準偏差
これらの 2 つの表より、すぐに分かることは 3 点ある。第 1 点は、推薦で入学
している学生の GPA の平均値が高いことである。これは、推薦とはいえ学力試
験が課されていること、公募制であるために高校側が文字通り推薦に値すると
認識している生徒を受験させていることなどが反映されていると考えられる。
第 2 点は、指定校推薦で入学している学生の GPA の標準偏差が大きいことであ
る。つまり、指定校推薦で入学している学生は、学士課程での学修行動や成果
について、ばらつきが大きいということである。これは、指定校推薦が学力試
験を課されない入試であること、面接を行っているが受験生 1 人に対する面接
時間は短いこと、それゆえに基本的には不合格となる可能性が相対的に低い入
試形式であるのが影響していると考えられる。そして、高校側はその点を見越
して、進路の決定が遅れてしまった生徒を指定校推薦の枠を用いて受験させて
いるケースが存在すると考えられ、結果として入学する学生のばらつきの大き
さにつながっているものと考えられる。第 3 点は、AO 後期で入学している学
生の GPA の平均値と標準偏差がともに小さいことである。つまり、AO 後期で
入学している学生の学修成果は低い水準に固まっているということである。こ
れは、選抜の時期が公募制推薦および指定校推薦と同時期もしくは、それより
も遅い時期に行われているために、推薦入試の形式を用いて大学に入学しよう
としている生徒のうち、進路決定が遅くなってしまった生徒が中心になってい
る点が、結果に反映されていると考えられる。
 表 1 や表 2 では各入試区分での数字を示したが、入試区分が多いために細分
化されているきらいがある。それを踏まえて、AO 入試全体と一般入試全体で
比べた数字を表 3 で示す。平均値および標準偏差にほとんど差がないことが見
て取れる。
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平均値

標準偏差

AO 入試全体

1.42

0.79

一般入試全体

1.41

0.77

表 3 AO 入試全体と一般入試全体の 2 科目平均 GPA の平均値と標準偏差
3.2 ゼミごとの *3$ 分布
 引き続いて、ゼミごとの GPA 分布を表 4 で、それぞれのゼミに属する学生の
2 科目平均 GPA の平均値と標準偏差を表 5 で示す。
GPA 0－0.9

GPA 1.0－1.9

GPA 2.0－2.9

GPA 3.0－4.0

A ゼミ

3

4

7

0

B ゼミ

5

1

5

2

C ゼミ

2

6

5

0

D ゼミ

3

4

4

1

E ゼミ

2

8

2

0

F ゼミ

3

3

5

0

表 4 ゼミごとの GPA 分布(人数)
平均値

標準偏差

A ゼミ

1.46

0.76

B ゼミ

1.50

1.07

C ゼミ

1.38

0.74

D ゼミ

1.67

0.82

E ゼミ

1.42

0.61

F ゼミ

1.45

0.75

表 5 ゼミごとの 2 科目平均 GPA の平均値と標準偏差
これらの 2 つの表で、注目する必要があるのは B ゼミと D ゼミである。この 2
つのゼミは 2 科目平均 GPA が 3.0 以上である学生が属している。しかし、B ゼ
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ミについては属している学生の GPA 平均値は 1.50 とそれほど高いわけではな
い。また、標準偏差は 1.07 と一番大きな値となっている。D ゼミについては、
属している学生の GPA 平均値は 1.67 と最も高いが、標準偏差は 0.82 と B ゼミ
に次ぐ大きさとなっている。これらの結果から示唆されることは、平均 GPA が
高い、つまり成績の良い学生の学修行動が、同じゼミに属している他の学生の
平均 GPA を引き上げるような効果や、同じゼミに属する学生の GPA の標準偏
差を小さくする効果につながっていないということである。つまり、成績の良
い学生の学修行動が、他の学生への正の効果をもたらす形になっていないし、
そのような効果をもたらすように、1 年次ゼミが機能していないことを意味し
ている。この点については、2 科目平均 GPA が 3.0 以上である学生が属してい
ないゼミ、つまり B ゼミと D ゼミ以外のゼミにおいても、2 科目平均 GPA の
高い学生の人数が多いことは、平均値を引き上げる効果を持っておらず、標準
偏差を大きくするだけの効果のみを持っている結果と解釈できることから、同
様の傾向がみられる。
3.3 考察のまとめ
 改めて以上の結果について、分析の視点にそって考察をまとめておきたい。
本稿での問題意識は AO 入試と初年次教育の 2 点について、筆者が入手してい
るデータの分析を通じて正当性を確かめることができるかどうか、という点で
ある。このうち、AO 入試については、一般入試全体との比較でみた場合に、
本稿での分析で示している 2 科目平均 GPA の平均値と標準偏差で、ほとんど
差がなかった。その意味では、学士課程の内容に対応できる準備が整っている
かどうかを確かめる手段としての AO 入試の正当性は、完全な形で否定されて
いる訳ではない。一方で、学力試験を課されない入試区分である指定校推薦に
ついて見ると、2 科目平均 GPA の標準偏差が大きいことから、学力試験を課さ
ない入試形式というのは、やはり入試形式として適切ではない可能性がある。
また、AO 入試と一般入試で、学力試験として受験する必要のある科目数はほ
とんど違わないという点が、本稿での結果に影響をもたらしている可能性もあ
る。よって、学力試験の重要性も、完全な形で否定されている訳ではない。
 初年次教育については、1 年次ゼミごとに 2 科目平均 GPA の平均値と標準偏
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差を確かめた結果、2 科目平均 GPA の高い学生の存在が単に標準偏差を大きく
するだけの効果しか持っていないため、本稿の分析の範囲では、正当性を持っ
ていないという結果となる。
4. 結論と今後の課題
 本稿では、次の 2 点について、入試区分、1 年次ゼミの所属、筆者が担当し
ている必修科目の成績をデータとして用いるのを通じて分析を行った。第 1 点
は、AO 入試は入試形式として正当化されるのか、という点である。第 2 点は、
入学後に提供されるカリキュラムは、入試形式の違いをどの程度打ち消すのか、
という点である。この 2 点のうち、AO 入試については入試形式として必ずし
も否定されるという訳ではないことが、本稿の分析の範囲では示唆された。一
方で、入学後に提供されるカリキュラムのうち、初年次教育の一環として提供
されている 1 年次ゼミは、本稿の分析の範囲では正当性を持っていないことが
示唆された。
 最初に記したように、本稿は、入試の形式と入学後の成績との関連に注目す
るのを通じて、学士課程の教育に関する何らかの示唆を得るという課題に対し
て、具体的な分析を個人的にスタートする上でのノートという位置づけである。
そのため、今後の課題は多々ある。さしあたりの課題は、データ分析を拡充す
ることである。本稿の分析では 1 年次のみを分析の対象としているが、2 年次
に履修している必修科目の成績も活用する形で本稿と同様の分析を行い、どの
ような結果と示唆が得られるか確かめることが、まずは必要となろう。また、
本稿の分析では、2011 年度入学の学生のみを分析の対象としたが、2012 年度入
学の学生および 2013 年度入学の学生についても同様の分析を行い、どのような
結果と示唆が得られるか確かめることも必要であろう。さらには、本稿の分析
では、いわゆる統計値の検定を行っていない。よって、データ分析を拡充する
過程で統計値の検定を行い、得られている結果を有意な結果として位置付ける
ことができるかどうかを確かめることも必要であろう。
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