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髙橋秀誠教授が 2016 年 3 月をもって退職される。
髙橋先生は、1992 年の本年報の創刊以来、数多くの論文を投稿されるとともに、
煩瑣な編集業務を率先して引き受けてくださった。とりわけ緻密な校正作業を
通じて年報の品位を高めてくださった。長年にわたる献身的なご尽力に対して
心から感謝申し上げる。ご健康と今後のさらなるご活躍をお祈りしたい。

樋浦郷子講師が 2016 年 3 月をもって本学を退職されることになった。
樋浦先生は 2012 年 4 月に本キャンパスに着任以来、本年報に複数の論文を投稿
され、編集委員の役を真摯に務めてくださった。総合基礎に新風を吹き込んで
くださったことを感謝し、新天地におけるご活躍を祈念したい。
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第 17 回仁川アジア大会・陸上競技を通した
アジアにおける陸上競技力に関する一考察
宮下

憲

1. はじめに
アジア大会は「Ever Onward」の標語の元、第 1 回大会はインド・ニューデリ
ーで戦後間もない 1951 年に開催され、今日に至っている。
第 17 回大会は韓国の仁川で 2014 年 9 月 19 日から 10 月 4 日までの 16 日間に
亘り 36 競技 433 種目で開催され、陸上競技は 9 月 27 日から 10 月 3 日までの 7
日間男女 47 種目で熱戦を繰り広げた。
陸上競技を含む全競技を通して中国は金メダル 151 個を含む合計 342 個のメ
ダルを獲得し、メダル獲得数で 2 位の韓国（234 個・金メダル 79 個）に 100 個
以上の差をつけ圧倒的な競技力を示した。日本はメダル獲得数では 3 位の 200
個で金メダルも 3 位で 47 個であった。メダルは参加 45 か国・地域の 37 か国に
持ち帰られた。
今回のアジア大会は国内では民間放送局によってゴールデンタイムにテレビ
放映されたために各競技の熱戦振りがお茶の間に届き、40 億人余りを有するア
ジア諸国の現在における競技力が概観できるものであった。中でも陸上競技は
日本の競技力いかんにかかわらず放送されたため、ほぼ競技力の全体像が浮き
彫りとなった。
陸上競技の大型国際競技会における競技力に関する報告は大会開催後毎回専
門雑誌（月間陸上競技、陸上競技マガジン）にみられるが、陸上競技など競技
記録を伴うスポーツ種目に関しては競技会での発揮力を対象とした研究は数多
く（岡野, 1996; Schurbert, 1992）、それらが体系的にまとめられてトレーニング
理論（マトヴェーエフ, 1985; 村木, 1994）の構築がなされている。また、オリ
ン ピ ッ ク の よ う な メ ガ イ ベ ン ト に つ い て は ド イ ツ （ Deutscher Olympischer
Sportbund, 2013）のように全スポーツ種目を対象にした競技力を入賞者数や金メ

ダル数、総メダル獲得数等から分析し、国際競技力向上のための有力な資料と
している。更に 1960 年から 1996 年のオリンピックにおけるメダル獲得数が人
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口の大きさと一人当たりの GDP の大きさに関係するという研究
（Bernard ら, 2004）
やシドニーオリンピックの重み付けしたメダル獲得数が多くの調査項目の中か
ら代表選手数、健康に対する個人支出、人口及び GDP が決定要因となることを
示した Moosa ら（2004）の研究もあることから、アジア大会での競技成績の背景
としてどのような要因があるのか概観する意義もあろう。また陸上競技において
アジアの選手が世界と戦うには未だ高い壁があるが、アジア選手が世界のレベル
と伍して戦いうる競技的な可能性を見出すことも戦略的に必要となろう。
本研究は第 17 回アジア大会を通して陸上競技の国別及びエリア別の競技力
を獲得ポイント、金メダル数などから分析し、その背景として考えられる人口
や経済指標などの若干の関連要因について考察し、合わせて世界記録に対する
アジア記録の達成力からアジアの競技的可能性についても検討することを目的
とする。
2. 研究方法
本研究では調査項目について以下の分析手法を用いた。
2.1 競技結果及び獲得ポイントについて
競技結果は仁川アジア大会のウェブサイト（仁川アジア大会 website: Sports
Information）から入手した。また、獲得ポイントは各種目 1 位に 8 点、2 位に 7
点・・・7 位 2 点、8 位 1 点というように 8 位までの入賞者にポイントを与える
方式を用い、男女別・国別・エリア別に集計した。
2.2 種目群について
陸上競技は歩・走・跳・投・混成の種目からなるが、本研究では種目群を表
１の通りとした。現在のオリンピック種目がそのままアジア大会でも実施され
ていることから、男子は 24 種目、女子は 23 種目であり、男子の 50km 競歩の
みが女子では実施されていない。
2.3 エリア別について
アジアオリンピック評議会（AOC）はアジアの加盟国を 5 つのエリアに分け
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Table 1

Events of each bloc

Bloc

Sprints

Event

１００m
２００m
４００m
４x１００R
４x４００R

M/L
Jumps
Throws
Distances
８００m
HJ
SP
１５００m
PV
DT
５０００m
LJ
HT
１００００m
TJ
JT
３０００SC
Marathon
20KmW
50KmW*
†： event for only women

Hurdles
†

１００H
１１０H＊
４００H

*： event for only men,

Table 2

Multi.
Dec＊
Hep†

OCA countries of each area

Central Asia

West Asia

South Asia

Southeast Asia

East Asia

KAZ：カザフスタン

BRN：バーレーン

AFG：アフガニスタン

BRU：ブルネイ

CHN：中国

KGZ：キルギスタン

IRI：イラン

BAG：バングラディシュ

CAM：カンボジア

DRK：北朝鮮

TJK：タジキスタン

IRQ：イラク

BHU：ブータン

INA：インドネシア

HKG：香港

TKM：トルクメニスタン
UZB：ウズベキスタン

JOR：ヨルダン
KSA：サウジアラビア

IND：インド
MDV：モルディブ

LAO：ラオス
MAS：マレーシア

JPN：日本
KOR：韓国

KUW：クウェート

NEP：ネパール

MYA：ミャンマー

MAC：マカオ

LIB：レバノン
OMA：オマーン

PAK：パキスタン
SRI：スリランカ

PHI：フィリピン
SIN：シンガポール

MGL：モンゴル
TPE：台湾

5

PLE：パレスチナ

THA：タイ

QAT：カタール
SYR：シリア
UAE：アラブ首長国
YEM：イエメン

TKS：タークス・カイコス諸島
VIE：ヴェトナム

13

8

11

8

abbreviation : the Japanese name of a country

ているが（アジアオリンピック評議会 website: Council/Member Countries）、エリア
毎の加盟国及び地域（略称を含む）は表 2 の通りであり、本研究ではこのエリ
ア毎に獲得ポイントなどについて集計を行った。エリアによる分割は文化・歴
史や経済上の関係などで仕切られた伝統的な区分であり、このエリアによるア
ジア大会も開催され、日本は東アジア大会に参加している。
2.4 各国人口、GDP、一人当たりの GDP、経済成長率について
アジア大会参加 45 か国・地域の GDP、1 人当たりの GDP、経済成長率につ
いては外務省の国・地域に掲載のウェブサイト（外務省 website：国・地域）の
データを用いた。各国・地域の資料は 2013/2014 年を中心に 2010 年から 2015
年までに亘った。我が国のデータについては総務省統計局のウェブサイト（総
務省統計局 website：統計データ/日本の統計）から 2014 年のものを用いた。
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2.5 個人選手の情報について
外国選手名および選手の個人情報については仁川アジア大会ウェブサイトに
記載されているものを使用した。
2.6 統計処理について
調査項目間の相関関係はピアソンの相関係数を求め、危険率 5％以下を有意
とし 10％以下を有意傾向とした。
3. 結果
表 3 は陸上競技全種目の決勝結果であり、入賞者を国または地域名の略称で
示し、更にエリア毎に色分けして示したものである。
3.1 獲得ポイントについて
国別に集計した獲得ポイントの上位 10 か国の結果が表 4 である。男女総合ポ
イントは中国が 1 位、日本、インドが 2 位、3 位と続く。首位中国と 2 位日本
とは 150 点もの差がある。男子では中国と 2 位日本の差は割合小さく 22 点であ
り、3 位は総合 8 位のカタールであるが首位中国とは 90 点の差がある。したが
って、男子は中国と日本が飛び抜けた総合力があり、西アジアの諸国と韓国・
インドが続いている。女子では中国が飛び抜けた総合力を示し 400ｍを除きす
べての種目に入賞を果たし、2 位のインドに 112.5 点もの差をつけ、3 位日本と
は 127.5 点の大差がついている。4 位以下ではバーレーン、中央アジアの諸国や
韓国が続いている。
総合ポイント上位 3 ヶ国の獲得点状況をみると、中国は男女で強く、日本は
男子、インドは女子が中国に続く結果であった。
3.2 種目群別獲得ポイントについて
男女の獲得ポイント上位 8 ヶ国の総合点を種目群別にみたものが表 5 であり、
エリア別種目群別にみたものが表 6 である。
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3.2.1 男子について
男子では中国がハードル、及びフィールド種目である跳躍、投擲の 3 種目群
でトップであり、どちらかというと技術系の種目、長身者に有利な種目群で強
さを発揮している。日本は短距離と混成競技でトップであり、現在の競技レベ
ル状況を反映した結果となっている。残りの種目群である中長距離群は西アジ
アにある人口が 120 万人弱の小国バーレーンがトップである。
エリア別の種目群別にみると、男女総合では東アジアが全ての種目群でトッ
プであり、抜きん出た結果となっている。男子では中長距離種目群で西アジア
が首位であるのを除くと残りの種目群では東アジアがトップである。
種目群別にみることにする。まず短距離について、種目群別獲得点は日本が
トップであるが、4×400m リレーで優勝をしたのみで、得意の 4×100m リレーで
はエース桐生祥秀選手を負傷で欠いたため中国に次いで 2 位、100m で高瀬慧
選手が 3 位となり、3 つのメダルを獲得したにとどまった。優勝種目はカター
ルが 100m、200m の 2 種目。100m でアジア記録の 9 秒 93、200m では 20 秒 14
の大会記録で OGUNODE Femi 選手が優勝した。この選手は 2009 年にナイジェ
リアから国籍変更した選手であるが、2012 年にドーピング違反で 2 年間の出場
停止が科せられ、2014 年に解除されて出場を果たしたものであった。中国が
200m、400m に強い選手が出現せず、4×400m リレーでも 5 位となり無酸素性要
素の中でも乳酸性エネルギー代謝が占める割合の大きな種目に弱いのが、他種
目が強いだけに特異的である。日本はスプリント種目に関するバイオメカニカ
ルな研究、又、海外一流国に理論と実践の研修を行うなど理論に基づいた指導
ができつつあり、順調に競技力を高めている（宮下, 2012）。西アジアの産油国
では潤沢な資金を背景に世界のトップコーチを招聘して少数のタレントある選
手を強化育成して成果を挙げているとみることができる。
中長種目群には 800m から 10000m までのトラック種目、マラソンや競歩とい
ったロード種目、そして 3000mSC といった種目が含まれているために、中長距
離といっても多様な要素が含まれている。今回は競歩を除いた中長距離 6 種目
は全て西アジアのイラク、カタール、バーレーンの選手によって優勝を独占さ
れた。800m で優勝した ALMNTFAGE Adnan Taes Agar 選手（IRQ）は 4 位でゴ
ールしたものの上位 3 名が走路妨害等で失格となり優勝。この選手はスウェー
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Table 3 Results of each event showed by the abbreviation of the athlete's country
Men
Gold

Silver

Bronze

4th

5th

6th

7th

8th

100m

QAT

CHN

JPN

CHN

IRI

JPN

OMA

QAT

200m

QAT

KSA

KOR

JPN

JPN

IRI

OMA

IRI

400m

KSA

BRN

IND

JPN

JPN

KOR

IND

KOR

4x100R

CHN

JPN

HKG

THA

TPE

SIN

MAC

4x400R

JPN

KOR

KSA

IND

CHN

OMA

SRI

110H

CHN

KOR

THA

JPN

CHN

IND

KUW

400H

BRN

JPN

CHN

KUW

TPE

PHI

TPE

800m

IRQ

CHN

QAT

IND

1500m

QAT

BRN

IRQ

BRN

KSA

PLE

KOR

VIE

KAZ

5000m

QAT

BRN

BRN

QAT

JPN

JPN

IND

KSA

10000m

BRN

JPN

BRN

IND

IND

KOR

KOR

KSA

3000SC

QAT

BRN

IND

JPN

BRN

CHN

KSA

KOR

Marathon

BRN

JPN

JPN

MGL

PRK

SRI

PRK

CHN

20KmW

CHN

JPN

KOR

CHN

IND

KAZ

JPN

50KmW

JPN

KOR

CHN

IND

IND

CHN

HJ

QAT

CHN

QAT

CHN

JPN

KAZ
SYR
IRI
IRI

PV

CHN

JPN

KOR

CHN

KAZ

IRQ

TPE

MAS

LJ

CHN

KOR

CHN

THA

HKG

IRI

UZB

KAZ

TJ

CHN

CHN

KOR

KAZ

IND

MAS

UZB

JPN

SP

KSA

TPE

IND

IRI

KUW

KUW

CHN

KOR

DT

IRI

IND

QAT

IRI

CHN

KSA

QAT

CHN

HT

TKM

CHN

CHN

KUW

UZB

KOR

TKM

IND

JT

CHN

JPN

UZB

JPN

TPE

CHN

UZB

KOR

Decathron

JPN

UZB

JPN

KAZ

IRI

CHN

KOR

UZB

－6－

-6-

Women
Gold

Silver

Bronze

4th

5th

6th

7th

8th

100m

CHN

JPN

KAZ

KAZ

VIE

CHN

IRI

THA

200m

KAZ

CHN

JPN

CHN

IRI

SRI

KAZ

VIE

400m

BRN

VIE

IND

SRI

JPN

IND

VIE

KAZ

4x100R

CHN

KAZ

JPN

THA

KOR

IND

TPE

HKG

4x400R

IND

JPN

CHN

VIE

KAZ

KOR

SIN

100H

CHN

CHN

JPN

KOR

UZB

KOR

400H

BRN

JPN

CHN

IND

KAZ

CHN

KOR

UZB

800m

KAZ

IND

CHN

IND

BRN

CHN

SRI

BRN

1500m

BRN

BRN

IND

UAE

IND

CHN

UZB

KGZ

5000m

BRN

BRN

CHN

IND

JPN

UAE

JPN

IND

10000m

UAE

CHN

JPN

UZB

CHN

BRN

IND

JPN

3000SC

BRN

CHN

IND

IND

INA

JPN

JPN

UZB

Marathon

BRN

JPN

BRN

JPN

CHN

CHN

PRK

KOR

20KmW

CHN

IND

KOR

CHN

JPN

HKG

TPE

HJ

UZB

CHN

UZB

KAZ

THA

CHN

VIE

IND

PV

CHN

JPN

KOR

KOR

THA

CHN
LJ

INA

VIE

CHN

KOR

KOR

CHN

UZB

IND

TJ

KAZ

UZB

KAZ

CHN

CHN

THA

UZB

VIE

SP

CHN

IRI

CHN

TPE

UZB

KOR

UZB

BRN

DT

IND

CHN

CHN

IND

THA

TPE

KOR

SYR

HT

CHN

CHN

IND

JPN

KOR

UZB

THA

QAT

JT

CHN

CHN

IND

JPN

SRI

KOR

THA

THA

Heptathron

UZB

CHN

UZB

IND

IND

IRI

TPE

KOR

Central Asia

West Asia

South Asia
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Southeast Asia

East Asia

Table 4 Points ranking by the leading eight countries
rank

country

total

men

women

1

CHN

384.5

163

221.5

2

JPN

235

141

94

3

IND

178

69

109

4

BRN

150

73

77

5

KOR

127.5

71

56.5

6

UZB

85

24

61

7

KAZ

84.5

20.5

64

8

QAT

75

74

1

Table 5

Points of each bloc in the leading eight countries

Men

Total

Sprints

Hurdles

M/LDistances

Jumps

Throws

Multi.

CHN

163

24

18

33

54

31

3

JPN

141

42

12

49

12

12

14

QAT

74

17

0

35

14

8

0

BRN

73

7

8

58

0

0

0

KOR

71

17

7

21

19

5

2

IND

69

13

3

35

4

14

0

KSA

40

21

0

8

0

11

0

IRI

36

8

0

0

6

18

4

Women

Total

Sprints

Hurdles

M/LDistances

Jumps

Throws

Multi.

CHN

221.5

37

24

56

40.5

57

7

IND

109

20

5

48

2

25

9

JPN

94

30

13

34

7

10

0

BRN

77

8

8

60

0

1

0

KAZ

64

33

4

8

19

0

0

UZB

61

0

5

8

25

9

14

KOR

56.5

7

10

7

19.5

12

1

VIE

29

19

0

0

10

0

0

－8－
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Table 6

Total points of each bloc in each area

Area

Total

Sprints

Hurdles

M/Ldistances

Jumps

Throws

Multi.

Central Asia

180.5(54.5/126)

34(1/33)

9(0/9)

20(3/17)

59.5(15.5/44)

31(22/9)

27(13/14)

West Asia

381.5(270.5/111)

74(60/14)

23(15/8)

194(118/76)

24.5(24.5/0)

59(49/10)

7(4/3)

South Asia

197(74/123)

43(15/28)

8(3/5)

88(38/50)

6(4/2)

43(14/29)

9(0/9)

95(27/68)

35(8/27)

9(9/0)

5(1/4)

37(9/28)

9(0/9)

0(0/0)

813(421/392)

172(95/77)

90(43/47)

218(114/104)

158(91/67)

146(59/87)

29(19/10)

Southeast Asia
East Asia

points(men/women)

デンとの二重国籍を有する選手であり、トレーニング環境の良い所を選んでト
レーニングを行っている。先着したのはアラブ首長国連邦の選手でありレース
中の接触による走路妨害のために失格となったが、上位 3 名も失格となったの
は珍しい。スピードがあるなかでの位置取りや戦術が重要な種目であるために、
小競り合いは日常的に起きる種目でもあり、今回も例外ではなかった。1500m
及び 5000m はカタールの AL-GARNI Mohamad 選手が優勝。10000m はバーレー
ンの ELABBASSI Elhassan 選手が優勝したが、開催年にモロッコから国籍変更
した選手であった。3000m 障害走はカタールの KAMAL Abubaker Ali 選手が優
勝。スーダン生まれ、2014 年の 1 月までは EPO（造血ホルモン）の使用により
ドーピング違反で 2 年間の出場停止処分を受けていた。マラソンはバーレーン
の MAHBOOB Ali Hasan 選手が日本の松村康平選手を抑えて優勝した。競歩は
20km で中国の WANG Zhen 選手が日本の鈴木雄介選手を抑えて優勝、50km は
日本の谷井孝行選手が大会記録で優勝した。今年 3 月に鈴木雄介選手が 20km
競歩で 1 時間 16 分 36 秒の世界記録を樹立し、今やマラソンを抜く日本の得意
種目の一つとなっている。このように中長距離種目群では競歩を除き、西アジ
アの国々が圧倒的に強く、主としてアフリカから国籍変更したり、ドーピング
違反による出場停止から解除された直後の選手に優勝者がみられるのも大きな
特徴である。
跳躍種目群では、走高跳は中国とカタールの独壇場であったが、カタールの
BARSHAM Mutaz Essa 選手が優勝。棒高跳、走幅跳、三段跳はいずれも中国選
手が優勝を飾っているが、その記録レベルが高い。日本ではお家芸と呼ばれて
いる三段跳は、入賞さえできず、走幅跳は選手の派遣さえされていない状態で

－9－
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あった。短距離のレベルが上がっているので水平跳躍種目が今後強くなる可能
性に期待したい。現在は垂直跳躍種目である棒高跳や走高跳の方が有望視され
ている。
投擲種目群では中国が獲得ポイントトップであるが、やり投に ZHAO
Qinggang 選手が優勝したのみであった。同選手の記録は 2014 年世界ランキン
グ 2 位に相当するアジア記録の 89.15m であり、それまで日本の溝口和洋選手
が持っていたアジア記録を更新するレベルの高いものであった。砲丸投はサウ
ジアラビア、円盤投はイラン、ハンマー投はトルクメニスタンの選手が優勝し、
体格で優れる中央アジア、西アジア、南アジア諸国の選手が活躍した。日本は
ハンマー投の室伏広治選手が出場しなかったこともあり、やり投げのみに選手
を送り、2 位と 4 位となった。体格特に長育に劣り筋力やパワーに劣る日本選
手ではあるが、野球が盛んなだけに肩の強い選手が出現する可能性を秘めてい
るやり投と技術的に高度なハンマー投に後継者を重点的に育成する方策が国際
競技力向上のためには必要であろう。
混成種目は男子では十種競技であるが、日本の右代啓祐選手が優勝、中村明
彦選手が 3 位となり、国別獲得ポイントでトップとなった。右代選手は身長
196cm の日本人離れした体格の持ち主であり、これまでの日本選手が弱かった
投擲や跳躍に強く期待の大きい選手が実力を発揮した。また中央アジアの選手
が 3 名入賞を果たし、右代選手同様大柄な肢体の所有者であり、彼らにも潜在
力が感じられる。
3.2.2 女子について
女子の国別獲得ポイント（表 5）では、中国が 400m を除くすべての種目に
入賞を果たし 8 種目の優勝を含む 221.5 点で突出、2 位インド（109 点）とは二
倍以上の差がある。3 位は日本の 94 点で中国と 127.5 点もの差がある。4 位以
下はバーレーン、カザフスタン、ウズベキスタン、韓国、ベトナムと続く。
女子のエリア別の集計では混成種目（七種競技）で中央アジアがトップであ
るのを除くと、残りの種目群では東アジアが大差でトップである（表 6）。東南
アジアのハードル種目群と混成種目、西アジアの跳躍種目群に入賞者がいない。
種目群別にみると、中国が短距離・ハードル・跳躍・投擲種目群で圧倒的な

－ 10 －
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強さを示しトップ、中長距離種目群では男子同様バーレーン、混成種目では中
央アジアのウズベキスタンがトップであった。
短距離種目群では中国が 100m と 4×100m リレーで優勝、4×100m リレーは大
会記録であった。200m はカザフスタンの選手、400m はバーレーンの選手が優
勝。400m で優勝した ADEKOYA Oluwakemi 選手は予選で大会記録の 51 秒 11
を樹立したが、2014 年にナイジェリアからの国籍変更者である。4×400m リレ
ーはインドが優勝、日本は 2 位となった。インドは伝統的に 400m・800m に強
く、体型も細長型で肢体も長く、スピード持久力があり粘り強い。活躍は目立
たないがベトナムを中心とした東南アジアの選手がどの種目にも入賞者を出し、
今後の活躍が期待される。
ハードル種目ではスプリント力と技術を融合しなければならないが、ハード
ルの高さが男子に比べ身長に対し高くないために、走力が最重要要素となる。
中国は 100m ハードルでは 1・2 位を占め、圧倒的な強さを示したが、400m ハ
ードルでは 2 名の決勝進出者を出したものの 3・7 位となった。400m ハードル
に優勝したバーレーンの ADEKOYA Oluwakemi 選手は 400m にも優勝した走力
の持ち主であり、予選で大会記録を更新して優勝を飾り 2 種目を制した。
中長種目群ではバーレーン、アラブ首長国連邦、カザフスタンといった西ア
ジアや中央アジアの国々が優勝を飾った。800m ではカザフスタン、1500m・
5000m・3000mSC・マラソンではバーレーン、10000m はサウジアラビア、20km
競歩は中国の選手が優勝した。バーレーンは総得点 77 点のうち 60 点をこの種
目群で獲得し、種目群で 1 位であった。
1500m・5000m で優勝した JAMAL Maryam Yusuf 選手はエチオピアから国籍
変更した選手、5000m で 2 位となった同国の選手もエチオピア、ベルギ－を経
てバーレーンの国籍を取得している。10000m に優勝したアラブ首長国連邦の
MOHAMMED Alia Mohammed Saeed 選手はエチオピアから国籍変更した選手で
ある。3000m 障害で優勝したバーレーンの JEBET Ruth 選手はケニアからの国
籍変更、マラソンで優勝したのは同じくバーレーンの KIRWA Eunice Jepkirui 選
手でケニア人と結婚している選手であった。このように西アジアの小国から続
々と優勝者が出現している背景には男子同様、アフリカからの国籍変更者の存
在があり、ボーダレスの状況を呈し、年齢も比較的に高い選手であった。

－ 11 －
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20km 競歩は中国の 21 歳と若い LU Xiuzhi 選手が優勝した。日本の井上麗選
手は 5 位であった。
跳躍種目で中国の総合的な強さは突出し、中央アジア勢の活躍も目立つ。跳
躍運動は垂直跳躍と水平跳躍それぞれ 2 種目あるが、男子では走高跳を除いて
中国が 3 種目に優勝したが、女子では 4 種目とも異なる国の選手が優勝した。
走高跳はウズベキスタン、棒高跳は中国、走幅跳はインドネシア、三段跳はカ
ザフスタンの選手である。女子では入賞者に西アジアの選手が見当たらない。
走幅跳ではインドネシアの LONDA Maria Natalia 選手が東南アジア唯一の金メダ
リストとなった。

投擲種目は中国が圧倒的な競技力を示し、円盤投げを除く 3 種目（砲丸投、
ハンマー投、やり投）で優勝した。アジア大会では 1 種目に各国 2 名代表選手
を送れるが、中国は投擲 4 種目で 8 名の代表を送り全員がメダルを獲得した。
円盤投げはインド選手が優勝を飾ったが、この種目を含めて 3 個のメダルをイ
ンドが獲得している。日本はハンマーとやり投げに代表を送りそれぞれ 4 位に
とどまった。
混成競技は女子では七種競技が行われているが、中央アジアのウズベキスタ
ンが 1 位と 3 位となり、2 個のメダルを獲得した。2 位には中国、4 位 5 位にイ
ンドの選手が入賞を果たしている。
3.3 メダルランキングについて
メダルランキングは獲得したメダルの金・銀・銅の獲得メダルによって順位
をつけるものであるが、まず金メダルの獲得数による順位、次に銀そして銅メ
ダルの獲得数によって順位をつけたものである。陸上競技は勝者を決すること
を第一義とする競技であることから、このランキングは競技力を端的に示す指
標といえる。
国別にみると（表 7）、中国が金メダル 15 個で首位、続いてバーレーン、カ
タールが 9 個、6 個と続き、日本は 4 位で 3 個である。この 4 か国のなかでカ
タールと日本の女子に金メダルがない。カタールは女性のスポーツへの進出が
進んでいないが、日本の場合は競技力の相対的低下が明らかで、勝つことが困
難になっている。

－ 12 －
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男子では首位の中国は 7 個、2 位のカタール 6 個と僅差であるが、3 位のバー
レーンと日本は 3 個である。女子は男子同様首位が中国 8 個、2 位バーレーン
は 6 個、3 位はカザフスタンの 3 個である。
また、メダル総数、すなわち 3 位までの入賞者数に相当するが、中国が 40
個で首位、2 位日本の 22 個、3 位バーレーンの 18 個である。日本は金メダルが
少ないものの、獲得ポイントと総メダル数では 2 位であり、総合力は中国に次
ぐと認めることができる。
メダルランキングをエリア別で集計すると（表 8）、西アジアが首位で金メダ
ル 20 個、2 位に東アジアの 18 個が続き、3 位は中央アジアの 6 個と差が大きい。
西アジアの金メダル 20 個のうちケニア、エジプト、モロッコ、ナイジェリア等
のアフリカからの国籍変更者が 12 個の金メダルを獲得し、そのうち男女各 2
名が 2 種目優勝を果たしている。男子 13 個の金メダルのうち 6 個、女子 7 個
の金メダルのうち 6 個が国籍変更者である。しかも男子では 110m ハードルと
リレー種目を除いた全てのトラック種目とマラソンで優勝、女子では 1500m 以
上のトラック種目と 400m、400m ハードル、そしてマラソンを制覇、日本が伝
統的に強かったマラソンをはじめとする長距離種目で強く、日本が中長距離種
目で勝てなくなっている。短距離種目でも 100m と 200m を制したのはアルジ
ェリアからの国籍変更者である。このようにアフリカからの国籍変更者が金メ
ダル獲得の地図を塗り替えていることが明らかであり、卓球の強国中国の選手
が国籍を変えて大型競技会に他国代表として出場している状況と似ている。更
に開催年に国籍変更をしている選手やその年にドーピングの制裁を解除された
国籍変更者もいて、国籍変更のルール上あるいはドーピングの残存効果期間の
問題もあり、OCA も疑問視している。
エリア別の獲得メダル総数では、東アジアが 52.5％に当たる 74 個を獲得して
トップ、2 位西アジア 36 個と 2 倍以上の差があり、他の 3 エリアは 10％に満た
ない。
エリア別メダルランキングからは問題を孕みながらもトラック種目で圧倒的
に強い西アジア、総合力では東アジアが群を抜くという図式がみえる。

－ 13 －
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Table 7

Medal ranking by the counties

Country

Gold

Silver

Bronze

Total medals

CHN

15(7/8)

14(5/9)

11(4/7)

40(16/24)

1

BRN

9(3/6)

6(4/2)

3(2/1)

18(9/9)

3

QAT

6(6/0)

3(3/0)

9(9/0)

6

JPN

3(3/0)

12(7/5)

7(3/4)

22(13/9)

2

KAZ

3(0/3)

1(0/1)

2(0/2)

6(0/6)

8

IND

2(0/2)

3(1/2)

8(3/5)

13(4/9)

4

UZB

2(0/2)

2(1/1)

3(1/2)

7(2/5)

7

KSA

2(2/0)

1(1/0)

1(1/0)

4(4/0)

9

IRI

1(1/0)

1(0/1)

2(1/1)

10

1(1/0)

Order by total medals

IRQ

1(1/0)

2(2/0)

10

INA

1(0/1)

1(0/1)

13

TJK

1(1/0)

1(1/0)

13

UAE

1(0/1)

1(0/1)

13

10(8/2)

5

2(0/2)

2(0/2)

10

1(1/0)

1(1/0)

13

KOR

4(4/0)

VIE
TPE

6(4/2)

HKG

1(1/0)

1(1/0)

13

THA

1(1/0)

1(1/0)

13

total(men/women)

Table 8

Medal ranking by the areas

Area

Gold

Silver

Bronze

Total

West Asia

20(13/5)

8(5/3)

8(7/1)

36(25/11)

East Asia

18(10/8)

31(17/14)

25(12/13)

74(39/35)

Central Asia

6(1/5)

3(1/2)

5(1/4)

14(3/11)

South Asia

2(0/2)

3(1/2)

8(3/5)

13(4/9)

Southeast Asia

1(0/1)

2(0/2)

1(1/0)

4(1/3)

total(men/women)
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4. 考察
4.1 アジアの競技力について
4.1.1 大会の特徴について
日本は戦後始まった第 1 回大会に参加できることになるが、この大会は米国
の占領下にあった日本が戦後の国際競技大会に復帰する契機となった競技会で
ある（浅野, 1995）。日本は陸上競技を含む全競技のメダルランキングで第 1 回
大会（ニューデリー, 1951 年）から第 8 回大会（バンコク, 1987 年）までトップ
の座を保ち、その後、中国が「友好第一、競技第二」というスローガンと共に
国際競技会に復帰してくるが、第 9 回大会（ニューデリー, 1982 年）で金メダ
ル獲得数のトップに立ち、今回の仁川大会まで圧倒的な競技力を示している。
特に自国開催の第 11 回大会（北京, 1990 年）、第 16 回大会（広州, 2010 年）で
は全スポーツ種目の金メダル獲得数が 200 個に迫る状況となっていることから、
中国が本格的に競技力をつけたのは北京大会がその契機となって、アジアにお
けるスポーツ大国の座を確たるものとしたと思われる。
陸上競技においては第 7 回大会（テヘラン, 1974 年）までは日本のメダルラ
ンキングはトップであったが、女子ではこの大会の金メダル数で日本と中国が
4 個でトップに並んだ。次回第 8 回バンコク大会では金メダル総数で中国がト
ップであったが、男子では日本がトップを維持していた。男女ともに金メダル
数で中国が首位に立ったのは第 11 回北京大会からであるが、第 13 回大会で一
時日本の男子が首位となるが、その後日本は最大 5 個（ドーハ, 2006 年）最低 2
個（釜山, 2002 年）の金メダル獲得数となり、その凋落ぶりは激しいといえる
（図 1）。日本の競技力が特段低下しているわけではないが、競技力の相対的な
低下は中国の国家的なタレント発掘（曾ら, 1998）と集中強化育成システムが功
を奏し全般的なレベルアップを達成していることと西アジア諸国のトラック種
目でのレベルアップによるものである。日本の陸上界は世界に目を向けがちで
あるが、アジアの競技レベルが向上していることを考慮すると、今後アジアを
ターゲットにした強化策も必要であろう。エントリー時点で記録トップの選手・
チームが 10 種目（月間陸上競技, 11/2014）あったにもかかわらず優勝が 3 種目
であり、この規模の大会で実力を発揮し勝つことを常態化する競技力発揮能力
を身につけなければ、いよいよ世界は遠くなるに違いない。

－ 15 －

- 15 -

JPN-Men

CHN-Men

JPN-Women

CHN-Women

18
16
14
12
10
8
6
4
2
0

1974 1978 1982 1986 1990 1994 1998 2002 2006 2010 2014

Fig. 1 A change in the number of gold medals gained by JPN and CHN.

今回のメダルランキングで特徴的なことは、首位中国が 15 個の金メダルを獲
得して飛び抜けていることと日本の凋落ぶり（金メダル 3 個男子のみ）である
が、西アジアのカタールが男子では中国に金メダル数で 1 個差と迫る 6 個を獲
得、女子ではバーレーンが中国に 2 個差の 6 個まで迫って躍進していることで
あろう。そして、メダルランキングでエリア別に集計すると西アジアが首位と
なったことが挙げられる。本大会は陸上競技におけるアジアの勢力図が近年の
アジアにおける陸上競技界の動向をより鮮明に映し出した大会であったと考え
られる。中国が経済的にも力をつけ他を追随させないアジアのスポーツ大国の
座を確立して久しくしかも記録的な伸びが大きいことと、産油国である西アジ
アの小国がアフリカからの国籍変更者を受け入れ、トラック種目で突出した強
さを示したことが大きな特徴であろう。
4.1.2 世界におけるアジアの競技力について
2012 年 の ロ ン ド ンオ リ ン ピック 大 会 （ ロ ン ド ン オ リ ン ピ ッ ク 大 会 website:
Results/The XXX Olympic Games）について本研究と同様な集計方法で大陸別の獲得

ポイントを分析すると、アジアが獲得した男女の総ポイントは全体の約 6％（図
2）であり、それまでは 4％台で推移していたこと（筆者の未発表資料）から 2
％増加している。これはアジアの競技力が向上している証左である。そこで、
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アジアの競技力を世界記録に対するアジア記録の達成度を算出することによっ
てアジアの競技的可能性をみることにする（表 9）。
現 時 点 で ア ジ ア 人 の 世 界 記 録 保 持 者 （ 世 界 陸 上 競 技 連 盟 website:
records/by-category/area-records）は 4 名で男子が 3000m 障害の SHAHEEN Saif
Saaeed 選手（QAT）と 20km 競歩の鈴木裕佑選手
（JPN）、女子が 1500m の QU Yunxia
選手（CHN）と 10000m の WANG Junxia 選手（CHN）であるが、世界記録に対する

男女全種目の達成度の平均は 96.8％である。世界と伍して戦うには少なくとも
世界記録に対して 98％以上の競技力が必要であると仮定してみると、男子では
競歩・3000ｍ障害物競走を含む中長距離、ハードル種目及び走高跳が有望種目
となる。ハンマー投でアジア記録保持者の室伏広治選手（達成度 97.8％）がオ
リンピックチャンピオンであることを考慮すると達成率 97％以上でも世界と
対等に戦える可能性があり、他に 400m、4×100m リレーが加わる。女子では 800m
から 10000m までの中長距離種目、100m ハードル、三段跳、砲丸投が達成率
98％を超え、97％以上では 100m、200m、マラソン、400m ハードル、ハンマー
投が加わる。
Asia Oceania
2% N&C
6%
Africa
America
16%
34%
Europe
41%

S.America
1%

Fig. 2 Point ratio of each continent at London Olympic Games.

Table 9

Average ratio(%) of the Asian record to the world record
Bloc

Men

Women

Sprints

96.6

96.4

M&Ldistances

98.6

98.5

Hurdles

98.9

97.6

Jumps

96.6

94.7

Throws

93.3

95.0

Multiple

96.5

95.2

All (events)

96.9

All (men&women)

96.5
96.8
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世界記録への達成度からみたアジア選手の世界的活躍の可能性は中国や西ア
ジアの選手が強い種目群である。日本は現在、6 種目にアジア記録（200m、マ
ラソン、20km 競歩、ハンマー投、4×400m リレー、女子マラソン）を保持して
いるが、今回大会で男子やり投と男子 4×100m リレーはいずれも中国選手に更
新された。また、9 種目の大会記録を日本人選手が保持していたが、そのうち 4
種目は 100m・200m でカタールの選手に、5000m で同国選手に、女子やり投で
は中国選手に更新された。残っている日本人選手の大会記録はマラソン、今回
新たに大会記録を樹立した 50km 競歩、ハンマー投と 4×400m リレー、女子は
マラソンのみの 5 種目である。このようにしてみると、日本は男子のリレーを
含む短距離と今年世界記録を樹立した競歩、男女のマラソンに期待を繋ぐこと
ができるが、アジア記録樹立者が現役を退いている種目がほとんどであり、2015
年 3 月に世界記録を樹立した 20km 競歩が現時点での最大期待種目といえる。
4.2 エリア別競技力と GDP 等との関係について
エリア別の獲得ポイントやメダル獲得数などをみると、東アジアや西アジア
が強く共に経済的にアジアの中では恵まれた地域であることを考慮して、エリ
ア毎の競技力である総獲得ポイント、金メダル数、メダル総数と人口総数、GDP
総額（Gross Domestic Product）、一人当たりの GDP の平均そして経済成長率の
平均の 6 項目について集計したものが表 10 であり、各項目との相関を見たのが
表 11 である。
Table 10 Total data of total points, gold medals, total medals, population, GDP, GDP per capita, economical
growth rate(EGR) in each area

Area

Total
points

Gold
medals

Total
medals

point

number number

GDP

GDP
per capita

EGR

ten
thousand

hundred
million dollar

dollar

%

Population

Centra Asia

180.5

6

14

6520.0

3583.4

5234.1

6.7

West Asia

381.5

20

36

22914.4

24560.2

22342.2

3.8

South Asia

197.0

2

13

162897.8

23563.0

2196.3

6.3

Southeast Asia

95.0

1

4

60951.6

24766.6

12206.1

5.2

East Asia

813.0

18

74

153631.1

155060.2

26319.4

4.4
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Table 11 Correlation matrix among the variables of total points, number of gold medals, population, GDP,
GDP per capita and economical growth rate(EGR)

Total
points
Total point

Gold
medals

Total
medals

Population

GDP
EGR
per capita

GDP

1

Gold medals

0.7894

Total medals

0.9975**

Population

0.4409

- 0.0669

0.3855

GDP

0.9315*

0.5427

0.9072*

0.6083

1

GDP per capita

0.8024

0.8659 †

0.8259 †

0.0434

0.7135

- 0.6184

0.0040

- 0.4827

EGR

1
0.8296 †

- 0.5878

- 0.7920

**: p<0.01,

*: p<0.05,

1
1
1
-0.9228*

1

†: p<0.1

総獲得ポイントと有意な相関を示したのはメダル総数（p<0.01）と GDP
（p<0.05）である。金メダル数は総メダル数及び一人当たりの GDP と有意傾向
（p<0.1）を示した。またメダル総数は GDP とは有意な相関（p<0.05）があり、
一人当たりの GDP とは有意傾向を示し、一人当たりの GDP は経済成長率とマ
イナスの有意な相関（p<0.05）を示した。このなかで競技力を示す項目間で有
意な相関を示すのは当然であるが、競技力を示す項目と GDP 及び一人当たりの
GDP との間で有意な相関を示し、Bernard ら（2004）および Moosa ら（2004）
の研究を支持するものであった。すなわち、エリア別にみると、オリンピック
ばかりではなく、アジア大会における陸上競技の競技力も経済的なバックグラ
ンドに支えられていることが統計的に明らかにされた。今回の統計処理では経
済成長率と一人当たりの GDP 間で有意なマイナスの相関を示し、経済成長率の
高いエリアでは一人当たりの GDP が低いことも示唆しているが、現在世界の国
々は国策としてスポーツ振興や競技力の向上を目指すようになっていることか
ら、経済成長率の高い中央アジアやインドを中心とした南アジアに今後の躍進
の可能性も示唆される。これらの国々は欧州人の体型を示し、中央アジアの諸
国は旧ソ連からの独立国であり、ソ連方式と呼ばれるスポーツ制度やトレーニ
ング理論と実践力が蓄積され継承されているとみることができる（井上ら,
1989）。古豪インドの復活が近い可能性もある。
日本は 2015 年秋にスポーツ庁の設置が決まっているが、苦しい財政の中でス
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ポーツに向けられる十分な財政確保ができるかが日本のスポーツ界,とりわけ
国際競技力向上にとって大きな岐路になると思われる。また 2019 年日本開催の
ワールドカップラグビー大会と 2020 年の東京オリンピックの開催を日本の国
策として推進していくであろうスポーツ庁がスポーツを文化として国民に納得
できるスポーツの価値を示し、成熟した国としてこれを享受できる環境へと牽
引できるのかが大きな関心事である。
5. まとめ
本研究は第 17 回仁川アジア大会の陸上競技について、競技力を国別、エリア
別にとらえ、若干の経済的な調査項目等からアジアの陸上競技についてその競
技力を探ることを目的とした。得られた結果をまとめると以下の通りとなる。
1）国別の競技力では男女の中国が獲得ポイントや金メダル数、総メダル獲得数
で抜き出た総合力を示し、国策としての発掘・強化・育成の成果が窺われる。
2）エリア別では中国と日本を抱える東アジアが突出した獲得ポイントを示し、
西アジアが次に続いた。
3）メダルランキングのエリア別の集計では西アジアが東アジアを金メダル数で
上回り首位となり、中長距離種目で強さを発揮した。
4）西アジアの金メダリストにはアフリカからの国籍変更者が多く出現した。
5）世界記録に対するアジア記録の達成率は全種目の平均が 96.8％であるが、男
子では中長距離種目、ハードル種目、走高跳、女子は中長距離種目、100m
ハードル、三段跳、砲丸投で達成率 98％を超え世界に挑戦できる可能性を持
つ種目であることが示唆された。
6）競技力と人口や経済力などの項目をエリアごとに集計してその関係性をみる
と、競技力と GDP や一人当たりの GDP 間に有意な相関がみられ、競技力の
背景として経済力といったバックグランドが示唆された。
7）日本の競技力は獲得ポイントとメダル総数で中国に次いで 2 位であり総合力
は認められるものの、金メダルの獲得数は男子のみの 3 個であり女子は勝て
なくなっている。その背景には中国の全般的なレベルアップと西アジアの中
長距離種目群におけるレベルアップによるものと考えられる。
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日本の華僑社会と中華学校教育の変容
——華僑教育から華文教育へ——

石川 朝子
1. はじめに
本稿では、日本における中華学校の教育の変化を華僑地域コミュニティの変
容、および日本社会や中国および台湾との関係性の点から明らかにする。
日本の中華学校は、19 世紀末の中国人の増加に伴い、その地に定住してい
る華僑 1) の出資によって設立された学校である。移民してきた華僑一世らは、
仕事や生活のために、幇（バン）という同郷・同業組織や結社を形成し（可児
2002, p. 646）、アイデンティティを共有する仲間として重要視してきた。そのな
かで、
「社会的相互扶助」としての「書院」
（学校）
（西村 1991, p. 338）が作られ
るようになり、僑団（華僑団体）・僑校（華僑学校）・僑報（華僑新聞）の「三
宝」
（三つの宝）の 1 つとして、中華学校を華僑コミュニティの中心に据えてき
た。中華学校では一世紀もの間、言語・伝統・文化や民族的自覚をもたせるた
めの民族教育が継続的に行われ、日本社会でのマイノリティ教育の実践を積み
重ねてきた。そして、日本社会で華僑として生き抜いていくために、華僑とし
てのアイデンティティを豊かに育むためのさまざまな実践がなされてきている
（石川 2010）
。
1990 年以降、中華学校の教育にはいくつかの変化がみられるようになった。
第一は、在学する子どもたちの変化である。現在、グローバル化する日本社会
と同様、中華学校に通う児童生徒の国籍が多様化している。最も多い時に、13
カ国の国籍を有する児童・生徒が中華学校で学んでいた（月刊『イオ』2006,
陳 2011）。この中に中国にルーツをもたない日本国籍を有する子どもも含まれ
ている。この多様な背景をもつ子どもたちが中華学校で学んでいるという最近
の変化についてはいくつかの分析がなされている。ひとつは、中国の経済的発
展に伴った、世界中の「中国語学習熱」の高まりにより、子どもを中華学校で
学ばせたいと希望する親が増加したことが指摘され、もうひとつは 1992 以降の
中国の改革開放により、中国に対して多くの人が親近感を持ちはじめた結果で
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あると言われている（方 2000）。
第二は、中華学校における教育方針の変化である。石川・芝野・舘（2014）
は、日本の 3 つの中華学校（横浜山手中華学校・東京中華学校・神戸中華同文
学校）へ訪問調査を行い、授業見学と学校の管理職、一般教員、保護者に対す
るインタビューを行っている。この調査を通じて明らかになったのは、グロー
バル化が進行する中で中華学校が日本社会との関係においてどのようなポジシ
ョニングを行うかという、主体的な経営戦略の点で、それぞれの中華学校に違
いがみられることである。そしてそれぞれの中華学校は経営戦略において、
「卓
越性」を追求していると指摘しているのである。
もともと日本における全ての中華学校は、言語の習得と伝統文化の教育を通
して、民族的自覚をもたせるという民族教育を目的として設立され、教育実践
が行われてきた。にもかかわらず、ここ 20 数年の間に中華学校の教育方針が分
岐していったのはなぜだろうか。本研究では、日本における中華学校の教育的
変化を、地域コミュニティの変容、および日本社会や中国及び台湾との関係性
らくようきこん

の点から、明らかにすることを試みる。いってみれば、一世が「落葉帰根：luò
yè guī gēn」
（移民をしたところで一旗揚げて故郷に帰る）というスピリッツをも
らくちせいこん

って移民をした時代から、現在の「落地生根：luò dì sheng gēn」（生まれた土地
で根を生やす）として華僑五世が日本で生活するまでどのような変化を経験し
たのか、日本社会における華僑コミュニティと華僑教育の変化に迫りたい。な
ぜなら、これまでの中華学校に関する研究では、華僑教育を対象とした研究で
あっても、中華学校の沿革史に終始したものが多かった（西村 1991）。それゆえ
今後の研究では、
「単に学校教育のワク内でとらえるにとどまらず、華僑社会全
体とかかわるものとして、トータルにとらえ」
（西村 1991）なくてはならない。
また、日本社会における中華学校と中国人コミュニティとの関係、さらにその
ルーツとなる中国・台湾との関係は教育に大きな影響を与える（黄 2005）とも
言われており、その詳細が明らかにされる必要があるからである。
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2. 日本の中華学校の現在
2.1 華僑教育・華文教育の定義
マ

マ

華僑教育とは、
「華僑子弟の中国人としての自覚を確立されること、中華文化
を伝授することを主旨としており、日本華僑社会の生存と発展の為に、また日
中文化交流等の促進の為」（朱 1996, p. 151）になされるとされてきた。その目
的を実現するために「祖国の言葉としての中国語教育」
（馬 1991）を行う必要性
があるとされた。
中華学校は元来、こうした華僑教育を目的として設立された学校である。し
かし、現在、中華学校で中国語を教えることの意味が変化してきている。それ
は、祖国の言葉の教育から外国語としての中国語教育へのシフトである。その
背景には、多様な国籍・文化背景をもつ児童生徒が中華学校で学んでいること
が挙げられるであろう。この華人子女（中国にルーツをもっているが、現地の
国籍を有している）と非華人学生（中国にルーツをもたない）の双方を対象に
行われる中国語教育を華文教育と呼んでいる。

表 1

1. 教育性質

華僑教育と華文教育の定義

華僑教育

華文教育

海外

所在国

中国僑民教育

居住国の教育に属さ

一民族言語文化教育

ない

居住国の教育に属す

２. 教育対象

華僑とその子女

華人子女と非華人学生

３. 教育目的

華僑の文化素質を高

中国語教育に付随した中国文

める

化の伝播

中華文化の伝搬・弘

国際型人材の育成

揚
愛国意識を養う
４. 帰属・管理体制

教育部

国務院僑務 国務院僑務弁公室

弁公室
林蒲田（1995）を一部参照し筆者作成
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現在中華学校では、
「華僑教育」という言葉を用いる代わりに「華文教育」が
使用されるようになってきている。たとえば、中国の国務院教務弁公室が中国
華文教育ネットワークのホームページ（中国華文教育網 HP）で公開している
「華文教育師範学校」というものがある。これは世界において華文教育に取り
組む模範となりうる学校を指定するものであり、世界に 58 校ある。横浜山手中
華学校と神戸中華同文学校の 2 校の中華学校が華文教育師範学校に選出されて
いることからも、現在の中華学校で従来の華僑教育から華文教育への移り変わ
りが分かる。また、神戸中華同文学校の教育方針も、以前までの「中国語によ
る民族教育」という文言から「華文教育」へと 2005 年に変更されている。さら
に、日本国内に日本華文教育協議会が 2004 年に設立されており、その運営委員
を横浜と神戸の中華学校の校長が勤めている。
このことから、以前まで中華学校で行われてきた華僑教育から、中国語を外
国語として位置づける華文教育へと変化してきていることが伺える。では、こ
のような文脈のなかで、各中華学校はそれぞれの学校の特性を持ちながら、ど
のような戦略的な経営をしているのであろうか。
2.2「卓越化」する各校の華文教育
日本の中華学校は、もっとも多い時には 10 校存在していた。しかし、生徒の
減少や財政難などを理由に閉校を余儀なくされた学校もあり、現在では横浜（2
校）・東京・大阪・神戸に 5 校を残すのみとなっている。
表 2

日本の華僑学校の変遷

戦前（1945 年現在）

戦後（1998 年現在）

１

東京中華学校

１

東京中華学校

２

横浜中華学校

２

横浜山手中華学校

３

神戸中華同文学校

３

横浜中華学院

４

大阪中華学校

４

神戸中華同文学校

５

長崎華僑時中学校

５

大阪中華学校

６

静岡中華学校

７

京都中華学校
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８

島根中華学校

９

北海道中華学校

10

留日華僑教育会（機関）

出典）過放『在日華僑のアイデンティティの変容』東信堂,1999
これら 5 つの中華学校は、それぞれ異なる学校法人が運営しており独自に経
営を行っている。同じ外国人学校というカテゴリーに属していても、教科書な
どを自ら編纂し、教員養成を行っている朝鮮学校とは異なり、中華学校 5 校は、
それらを統一する機関がないが故に、教育目的の設定、カリキュラムの作成、
教科書の選定や教員採用にいたるまで、すべてそれぞれの中華学校が独自の方
針をたてて行っている。
教育実践について言うなら、日本にある 5 校の中華学校は、小学部から中学
部（一部高中部）までの 9 年間（高中部がある場合は 12 年間）は原則的に中国
語によって授業がなされる。ほとんどの授業は中国語の教科書を用いて行われ
ており、なかには教員が日本の教科書を中国語に翻訳したものや、自家製の中
国語のプリントを使って授業を行っている。また、民族課程である中国地理や
中国歴史を学び、技能教科である音楽や美労（日本でいう図工）・美術、体育、
技術家庭などでは民族文化・伝統芸能なども教えられている。
しかし 1990 年以降、教育方針などに変化がみられる。たとえば、横浜にある
大陸系 2) の中華学校では、中国語と日本語のバイリンガル教育や能力開発教育
に力を入れており、授業では中国語を用いた直説法で教えている。このように、
横浜にある中華学校は「時代にマッチした学校」をつくることを目的とし、国
際型の人材を育成するための中国語教育へシフトしてきているといえる。さら
に、東京の中華学校では、
「日本の有名進学校」に自らがなるべく、塾講師によ
る授業や３カ国語教育を行うなど、学力重視の教育へと変化していきている。
神戸にある中華学校では、
「地域に根ざし華僑を育てる」という目的のもと、エ
スニック・アイデンティティ育成のカリキュラムにそった実践が行われている。
各学校の教育理念から中華学校の教育目標を整理すると、
「どこの社会でも順
応できる人材を輩出する学校」
（横浜山手中華学校）、
「日本で活躍する人材を育
てる学校」（東京中華学校）、「華僑のニーズに応え、華僑を育成する学校」（神
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戸中華同文学校）という特徴を見出すことができる（石川ほか 2014）。横浜山手
中華学校と東京中華学校の 2 校は両校ともナショナル志向を残しつつも、グロ
ーバル化の流れに沿って時代の変化を敏感に感じ取って新しい方向をめざして
いる。それに対し、神戸中華同文学校では、華僑を育てるという伝統的な教育
方針を現在でも保持することにより、意図せざるかたちで他の中華学校と差別
化されている（石川ほか 2014, p. 211–214）。このような各学校の教育目標の違
いにより育てたい児童生徒像が異なっていることから、華文教育に対しても異
なる考え方をとっていると考えられる。
これまでみてきたように、日本にある中華学校すべてを一括りに論じること
は難しい。このような違いが出る背景には何があるのか。次節では、これらの
違いの要因として考えられる、日本の華僑社会の戦後から現在までの変容を、
1) 社会的要因と 2) 政治的要因の 2 点に分けて分析を行う。
3. 日本の華僑社会の変容―落葉帰根から落地生根へ
華僑の移民精神をよく表すことばに「落葉帰根」と「落地生根」というもの
がある。
「落葉帰根」とは、出稼ぎの地で成功し、故郷に錦を飾ることを指して
いる。この考え方は、華僑一世らが移民として日本にやってきた際の心情を表
している。一方で、
「落地生根」とは、ある土地に根をおろして永く暮らすこと
を指している。これは、一世が築いた生活基盤のうえに、二世三世らが日本で
継続して生活を行っていく様子を表している。華僑社会に古くから伝わるこれ
らの言葉は、日本の華僑社会の世代交代に伴う変容をよく表している。華僑社
会がどのように変化してきたのか、戦後から現在までの変容を、1) 社会的要因
として、①構成員の変化、②児童生徒属性の変化、③教員属性の変化、④親職
業の変化、⑤親の教育観の変化の 5 点について分析を加え、最後に 2) 政治的要
因について整理を行う。
3.1 社会的要因
3.1.1 構成員の変化―老華僑から新華僑 3) へ
永野（1995）は、これまでの在日中国人の変遷を 3 つの時期に区分している。
まず、戦後から 1978 年までの期間を停滞期としている。1972 年の日中国交正
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常化に伴い、それまで日本に住んでいた華僑のなかでも台湾支持派が大量に帰
化（日本国籍を取得）した時期であるとしている。あるいは、帰化する前段階
として無国籍になった華僑の存在にも触れている。その後、大陸から国費・公
費の留学生が多く来日する 1979 年から 1988 年頃を急増期と呼んでいる。さら
に、その後の 1989 年から現在までを安定期と名付けている。1989 年の天安門
事件の後出国が厳しく制限され、移民数は急減している。1991 年から増加傾向
を見せるが、就学・留学ビザ等の資格審査が厳しいことから、その後は減少に
至っている。
地域別にみると（表 3）、これまで華僑が集住していた地域では、まず東京に
は 1980 年以降に中国から来日した新華僑（ニューカマー）が増加している（山
下 2007）ことがわかる。段（2005）によると、現在東京に在住する中国人の 9
割は新華僑になっているという。横浜中華街を有する神奈川県では、特別永住
者の数が徐々に減少しており、その一方、在日中国人の総数は 1984 年に比べ
2011 年には約 8 倍以上になっていることが分かる。新華僑が従来の華僑に代わ
って新華僑が、華僑社会において重要な地位につき始めているといわれている
（王鑫 2009）。このように、関東圏では新華僑の数が老華僑に比べて多くなっ
ている一方で、古くから華僑が多く集住している兵庫県では、現在特別永住者
である老華僑が全国のなかで最も多い。

表 3

都道府県別永住者の構成

1984 年
在日中

永住者

1994 年
％

国人総

在日中国 永住者 特別

永住者

人総数

合計

永住

数

％

者

総数

67,895

22,318 32.9

218,583 22,583

東京

21,436

3,844 17.9

73,494

4,374

1,100

神奈川

6,737

3,102 46.0

19,336

2,971

378

愛知

1,627

380 23.4

10,036

728

97

京都

1,458

617 42.3

4,910

556

104

－ 29 －

-7-

4,798

27,381 13.0
5,474

7.4

3,349 17.3
825

8.2

660 13.4

大阪

7,869

3,554 45.2

17,982

3,189

776

3,965 22.0

兵庫

9,153

6,504 71.1

13,102

4,975

1,574

6,549 50.0

福岡

1,617

427 26.4

5,857

617

44

661 11.3

長崎

772

340 44.0

1,277

360

12

372 29.1

その他

17,226

3,550 20.6

72,591

4,813

713

5,526

7.6

2011 年
在日中国人総数 永住者

特別永住者 永住者合計

％

総数

674,879

184,216

2,597

186,813

27.6

東京

164,424

46,156

557

46,713

28.4

神奈川

55,362

19,508

234

19,742

35.6

愛知

47,313

12,467

56

12,523

26.4

京都

12,459

2,952

53

3,005

24.1

大阪

52,392

17,388

385

17,773

33.9

兵庫

25,253

8,887

858

9,745

38.5

福岡

21,551

4,006

22

4,028

18.6

長崎

3,598

705

3

708

19.6

その他

292,527

72,147

429

72,576

25.0

出典）過放『在日華僑のアイデンティティの変容』1999 p.65
浅野慎一・過放（1999）『在留外国人統計』平成 23 年時版より筆者作成
3.1.2 児童生徒属性の変化
では、次に中華学校で学ぶ児童生徒の属性についてその変化をみてみよう。
全体的にみると「華僑の華人化」
（現地国籍への取得変更）が進んでいるといえ
よう。どの中華学校においても、日本語を第一言語とする児童生徒が多く在籍
している（王 2009）。また、在籍者の大半は日本社会で生きていくことを前提と
している（黄 2005）。
表 4 は、1987 年から 1991 年のそれぞれの中華学校に占める中国籍・非中国
籍の割合を示している。1990 年代までは、中国籍をもつ児童生徒は約 7 割~8 割
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であったことが分かる。
表 5 は、1995 年から 2000 年までにかけての横浜山手中華学校の児童生徒属
性の変化をついてまとめた表である。これによると、老華僑の割合は減少し、
新華僑の数が増えていることが分かる。また、2000 年には中国籍をもつ児童生
徒と同じ割合で、日本国籍をもつ児童生徒がいることが分かる。また、横浜山
手中華学校を卒業した親をもつ子どもの在籍率も減少傾向にあるのが分かる。
中国にルーツをもっている子どものなかで日本国籍をもつ子どもが増加した
理由としては、1985 年の国籍法改正が挙げられる。国際結婚の増加に伴い、父
母どちらかの国籍が日本国籍である場合、その子どもも日本国籍を有すること
になる。2013 年において、日本国籍者は横浜山手中華学校全体の 65％、東京中
華学校では 57.2%、神戸中華同文学校では 2010 年時 61.4%と、6 割弱存在して
いる（石川ほか 2014）。
比べて老華僑の割合についてみてみると、神戸中華同文学校が 3 校のなかで
は 2010 年時に 13.2%と最も多い。横浜山手中華学校は、2013 年時点で老華僑は
2.1％しかおらず、中国籍の児童生徒のほとんどは新華僑である（石川ほか 2014）。
東京中華学校には、老華僑はほとんど在籍しておらず、圧倒的に新華僑が多い。
老華僑の子どもたちが新華僑の子どもたちに比べて多く学んでいる神戸中華
同文学校には、卒業生の子どもたちが集まる傾向が強い。神戸中華同文学校で
は約半数の児童生徒が OB、OG の子どもとなっており、他校に比べて卒業生の
子どもが多く集まっているといえる（表 6）。
表 4

日本華僑学校の概況（1987〜1991）
非中

学校名

系統

生徒数

神戸中華同
文学校 1

中国籍

国籍

調査時点

82%

18%

1990 年

75%

25%

1991 年

幼稚園・小・
大陸系

639 人

横浜山手中
華学校 2

構成

中
幼稚園・小・

大陸系

252 人

中
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横浜中華学

幼稚園・小・

院 3

台湾系

266 人

中・高

大阪中華学

82%

18%

1987 年

幼稚園・小・

校 4

台湾系

138 人

中・高

不明

不明

1988 年

台湾系

301 人

小・中・高

75%

25%

1991 年

東京中華学
校

5

生徒数合計 1,596 人
出典）朱慧玲『華僑社会の変貌とその将来』1999 p.31
1.

『神戸中華同文学校 1990 年学校要覧』

2.

横浜山手中華学校校長の紹介

3.

杉村美紀「在日華文学校の教育問題」『国際教育研究』第 11 号、東京学芸
大学海外子女教育センター

1991

4.

杜国輝『多文化社会の華僑・華人の適応』トヨタ財団報告書

5.

『東京中華学校 1991 年度学生在籍状況調査票』

表 5

1991 p.104

横浜山手中華学校国籍別統計表（1995〜2000）
（単位：％）
中国籍

年度

学部

日本籍

学生数（人） 老華僑 新華僑 華人 日本人
中国籍合計 日本籍合計

小中学部

203

全校

243

小中学部

210

全校

256

1995

1996

36.0

25.6 20.7 15.3

61.6
32.0

23.1 20.2 21.9

55.1
29.0

42.1

32.9 21.9 12.9

61.9
26.2

36.0

34.8

29.7 24.2 17.2

55.9

－ 32 －
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41.4

その

華僑

OB の

他

華人

子女

2.5

82.3

2.8

75.3

3.3

83.8

2.7

80.1

小中学部

219

全校

270

小中学部

227

全校

27

小中学部

247

全校

303

小中学部

260

全校

319

1997

1998

1999

2000

24.2

37.0 24.7 12.3

61.2
21.5

37.0

31.5 25.2 20.0

53.0
19.4

45.2

40.1 26.4 11.5

59.5
16.2

37.9

35.5 26.3 19.8

51.7
14.6

46.1

40.9 28.7 13.8

55.5
12.5

42.5

36.5 26.7 22.4

49.0
13.5

49.1

41.9 26.9 15.0

55.4
11.9

41.9

36.4 25.7 23.8

48.3

49.5

1.8

85.9

1.9

78.1

2.6

85.9

33.0

2.5

78.0

31.0

2.0

84.2

31.0

1.7

75.7

28.0

2.7

82.3

26.0

2.2

74.0

24.0

出典）朱慧玲『日本華僑華人社会の変遷』2003 p.189

表 6

神戸中華同文学校国籍別統計表（2002）
華僑

ベトナム・ポ
中国

日本

ルトガル・英

純日

その

国籍

国籍

・米等国籍の

本人

他

新華

計

僑

学校
卒業
生子

華人

弟

中三

55

17

2

中二

38

16

8

中一

39

16 ベトナム１

7

小六

30

28

10

－ 33 －

- 11 -

2

1

76

13

42

62

9

31

64

15

28

68

7

38

小五

38

28

10

小四

37

36 ベトナム１

小三

16

44 ポルトガル 1

小二

23

26 イギリス

6

3

11

１

76

15

28

83

9

49

72

10

32

8

2

60

7

30

4

2

50

6

24

ベトナム/ポ
小一

17

合計

293

236

6

66

10

611

91

302

48.0

38.6

1.0

10.8

1.6

100.0

14.9

49.4

％

25 ルトガル各 12

3.1.3 教員属性の変化
表 7 は、神戸・横浜・東京の中華学校における大正末期から現在までの教員
属性の変化についてまとめたものである。

表 7

教員属性の変化

神戸中華同文学校

横浜山手中華学校

学校教員として本国から請
聘されたものばかり。従来
大正末
期以降

広東語で教授していたとこ
ろ、中華民国となって言語
の統一が重視されるに至
り、その語北京、天津出身
の教師を採用。（頼 1996)
中国の国民政府の教育部に管轄され、教育内容や教

戦前

科書と教員の採用はすべて中国の教育関係法に基づ
いて行われていた。（王 2009）

戦後

中国にて教育を受け、高い

終戦後 10 年間に、帰

知識をもち、そのうえ日本

国を理由に辞職した

の事情も知る留学生を教員

教員は延べ 58 名（裘

として招くケースが増え

2007）

る。（裘 2007)

－ 34 －
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東京中華学校

2012
年現在

合計 46 名（専任 26 名、非

1980 年代の後半か

合計 42 名。

常勤 12 名、事務・医務）教

ら、２年ごとの交代

常勤 23 名

員の８〜９割は同文学校の

制で中国の北京華文

（内、日本人

卒業生。ネイティブは 5 名

学院と首都体育学院

３名。その他

（留学生、教育免許取得

より現職の教員を招

台湾から）非

者、中国師範大学卒）

致。（裘 2007）

常勤 19 名
（内、7 割塾
講師）

大陸系といわれる神戸中華同文学校と横浜山手中華学校は、大正末期以降は
中国の文部科学省にあたる中国教育部に管轄されていた。それ故、教員採用に
関しても中国の関係法規に従い行われていた。戦後には、日本の大学を卒業し
た留学生が中華学校の教員として採用されている。 現在でもなお、神戸中華同
文学校の教員の 8 割は同校の卒業生で占められており、横浜山手中華学校が中
国からのネイティブ教員を招聘しているのに比べて、新華僑の教員の割合は非
常に少ない。
台湾系の学校である東京中華学校・横濱中華學院・大阪中華学校の 3 校は、
戦前・戦後から現在に至るまで、中華民国教育部の所轄となっており、どの学
校においても毎年、台湾から教育免許をもった先生が派遣されてきている。
このように、同じ大陸系の中華学校（横浜・神戸）であっても、教員に占め
る老華僑と新華僑の割合には違いが見られる。また大陸系の中華学校の教員採
用に関しては、台湾系の学校と異なり、独自に探す必要があり、神戸の場合に
は卒業生を積極的に採用している。
3.1.4 親の職業の変化――三把刀から IT へ
次に中華学校に通う子女の親の職業の変化についてみていく。戦前から日本
に住む華僑一世の代表的な仕事として言われているのが「三把刀」
（三つの刀の
仕事）である。それらは、服飾業・理髪業・料理といった刃物を使う仕事に従
事していた者が多かったことからこの呼称がついた（表 8）。二世の時代には、
日本社会内での就職はまだ難しかったので、親の職業である貿易業や販売業を

－ 35 －
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継ぐ割合が高かった（表 9）。
しかしその後、医者を含めた医療関係に従事する華僑が多くなり、
「四把刀」
とう言葉が使われた。日本の企業への就職が難しかっただけに、医者や弁護士
といった資格を有する仕事を選択することが二世に課せられた時代であった
（表 9）。
1972 年の日中国交正常化以降の日中関係の転換に伴い、華僑社会に新たな変
化がみられるようになる。日本企業において外国人の採用・雇用が多くなった
ため、会社員として勤める三世が増加する（王鑫 2009）（表 10・図 1）
。

表 8

主要職業別在日中国人人口（1924）

総人数

16,529
小計

3,823

貿易商

営業職

労働者

680

呉服行商

1,302

雑貨行商

196

傘行商

208

料理営業

255

理髪営業

227

飲食店営業

120

裁縫業

100

その他

740

小計

5,911

料理職人

1,509

理髪職人

1,956

仕立職人

465

藤細工職人

152

ペンキ職人

105

土方・仲仕人夫

960

－ 36 －
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その他

僕・婢

362

その他

402

小計

6,790

学生

921

銀行、会社、商店員

1,381

無職の家族

4,307

その他

181

出典）過放『在日華僑のアイデンティティの変容』1999 p.52
市川信愛『近代日本華僑社会の系譜と発展に関する研究』p.27

表 9

在日中国人職業別構成（1960 年代）（単位：人）
職業

1964

1969

総数

48,003

51,448

技術者

119

211

教員

210

247

医療保険技術者

562

657

58

64

225

131

管理職従事者

1,132

1,001

事務従事者

1,945

2,702

貿易従事者

1,077

997

31

7

その他販売者

4,348

4,903

農林業従事者

82

61

漁業従事者

7

9

採鉱・採石従事者

8

7

運送・通信従事者

171

131

31

95

748

1,082

宗教家
その他専門的職業従事者

古鉄・屑販売者

建設従事者
その他技能工・生産工程従事者

－ 37 －
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単純労働者
料理人

145

125

1,541

1,871

520

573

37

34

443

472

理容師・美容師
娯楽場等の接客員
その他サービス・職業従事者
その他

6,084

分類不能
無職

37

134

34,496

29,850

出典）過放『在日華僑のアイデンティティの変容』1999 p.62
『在留外国人統計』より過放作成
表 10
在日総人口

272,230

就職者総数

63,683

職種
事務従事者

人数
17,534

在日中国人の職業（1999）

就職者に対

職種

する割合

27.5% 貿易従事者

人数

就職者に対す
る割合

975

1.5%

23.3% 能家

689

1.1%

12.5% 一般労働者

862

1.4%

289

0.5%

277

0.4%

116

0.2%

61

0.1%

技能工・生
産工程従事
者

芸術家・芸
14,819

サービス業
従事者

7,980

運輸・通信
技術者

5,890

9.2% 従事者
農林業従事

販売従事者

2,268

管理的職業

3.6% 者
文芸家・著

従事者

3,106

4.9% 述家

教員

1,841

2.9% 宗教家

－ 38 －
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その他専門
家・技術者

1,745

2.7% 記者

53

0.1%

1,470

2.3% 漁業従事者

40

0.1%

9

0.0%

医療・保険
技術者

採鉱・採石
科学研究者

1,386

2.2% 従事者

不詳

1,164

1.8% 無職

208,547

出典）朱慧玲『日本華僑華人社会の変遷』2003 p.66
1999 年版『在留外国人統計』94-99 頁に基づき朱が作成

2%

5%

4%

4%

3% 1%

貿易・投資

1%

IT・情報通信業
25%

観光などのサービス業
卸売・小売業

6%

製造業

12%

23%
14%

不動産業
飲食店・宿泊業
運輸業
金融・保険業
医療・福祉

図 1 日本中華総商会の会社数の業種に占める割合（2008）
出典）崔晨『日本華僑華人の商業活動とその社団組織』2011 p.12

また昨今では、職業選択などに制限がなくなってきたことから、親の社会的
階層は上昇し、現在では中間階級に位置づいているということができる。中華
学校をはじめとする外国人学校は学校教育法第一条に定められている学校とは
異なり、各種学校である。そのために運営のほとんどは授業料でまかなわれて
いることが多く、公立の学校より親が納めなくてはならない額は高くなってい
る。高額の授業料 4) を支払うことができることと、子どもの教育のために遠方

－ 39 －
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からわざわざ中華学校へと通わせている親がいることからみて、その分の教育
費を支出できる階層であるといえる。これらのことからも、現在、中華学校に
こどもを通わせている三世・四世である親の社会的階層は比較的高いといえよ
う。一方、神戸中華同文学校の親の 8 割は、現在も華僑社会の中で仕事に従事
しているという研究も（王彩香 2002）あり、各華僑コミュニティによっても親
の職業には違いがみられる。
3.1.5 親の教育観の変化
次に親の教育観について資料をもとにみていくことにする。先行研究におい
て、華僑一世の親は、
「中国人の子どもは中華学校に入るのが当然だ」という教
育観を有していたと言われている。これが、二世、三世の親となると、通学の
不便さや授業料の高さを問題視するようになる。日本に生活の基盤がある三世
の親は、日本の学歴社会や競争社会を前に、自分の子どもを「中華学校に入れ
ても、将来日本の大学の医学部に進学できるのか」と入学前に学校に問い合わ
せるケースもあったと 2013 年に行った神戸でのインタビューで聞いた。西村
（1991）は、民族教育を強調するだけでは対処しきれない時代へ華僑社会も変
貌しつつあると世代交代による親の教育観の変化と華僑社会の変容について分
析している。
表 11 は、子どもを華僑学校に入学させるもしくは、入学させた割合を示した
ものである。表をみると、親の年齢によって、割合に違いあることが分かる。
親が 29 歳以下の場合では、華僑小学校と中華学校まで通わせる（た）割合が、
合計で 37.5％であるのに対し、30 歳から 54 歳まででは 48.44％、55 歳以上では
62.54％となっている。このことから分かることは、親年齢が上がれば上がるほ
ど、中華学校で子どもを学ばせている、または学ばせた割合が多くなっている
ということである。しかも、華僑高校（中華学校高中部）にいたっては、親が
29 歳以下の場合は 0％となっており、中学部卒業後継続して中華学校で学ばせ
たいと思う親がいないことを示している。

－ 40 －
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表 11

年齢別子どもを華僑学校に入学させる（た）率（1991-1992）
華僑
小学
校

全体

華僑中

華僑

学校

高校

中国語
補習ク
ラス

予定な

日本の

し

学校

中国語
家庭教
師

その
他

5.51

44.49

4.04

0.74

12.87

23.53

0.30

8.52

以下

1.79

35.71

0.00

0.00

23.21

16.07

0.00

23.21

30−54 歳

5.47

42.97

3.13

0.78

16.41

24.22

0.00

7.03

8.64

55.9

8.64

1.23

1.23

25.93

0.00

1.23

29 歳

55 歳
以上

出典)朱慧玲『日本華僑華人社会の変遷』2003 p.175
朱慧玲アンケート調査結果第４巻のデータにより朱が作表
3.2 祖国との関係
ここまで、日本における華僑社会の変容について整理をしてきた。次に、中
華学校と大陸および台湾との関係について、戦後から現在までの変化を 3 つの
視点に絞ってみていくことにする。その 3 つとは、①教科書提供について、②
華文教育指定校について、③帰国華僑受け入れ政策について、である。これら
についての変化をみることによって、日本社会でマイノリティの教育実践を一
世紀にわたって行ってきた中華学校の社会的位置を理解することが可能になる
と考える。これは、中華学校をどこの政府が管理しているのかという問題と同
義であると思われる。もともと、中華学校は華僑が自分たちで設立した学校で
ある。設立当時、中華学校の教育は中華民国の教育部の管轄となっていたこと
は先にも述べた。戦後、その管轄ではなくなることを受けて、華僑自ら中華学
校で働く教員および教科書の選定などを行ってきた。現在日本にある 5 つの中
華学校はそれぞれ独立した法人として教育を行っている。では、現在の中華学
校は大陸および台湾とどのような関係を築いているのであろうか。

－ 41 －

- 19 -

3.2.1 大陸・台湾からの教科書提供
まずは、各校で使用されている教科書がどのように選定されているのかにつ
いてみていくことにする。
神戸中華同文学校では、戦後直後まで中国国内と同様の教科書を使用してい
た。戦後になると、日本で暮らす華僑の子どもたちの生活様式に合わせて教員
自らが編纂した教科書を使用するようになった。これは、日本で生まれた二世
や三世の定住が進むにつれ、中国国内で使用されている教科書では日本の生活
面におけるさまざまな事象に対応できなくなったからである。現在においても、
「中国語・中国地理・中国歴史については中国国内で使用されている教科書を
参照し、本校独自で再編したものを使っています。小学部で使う算数の教科書
は、小 2 から小 6 までは日本の小学校用算数教科書を中国語に翻訳したものを
使用しています。中学部では、神戸市立中学校にも採用されている教科書を使
用して」（神戸中華同文学校 HP）いる。このように神戸中華同文学校では、教
員によって子どもたちに合った内容に編纂された教科書を用いている。
一方、横浜山手中華学校では、中国語で学ぶ分野の教科書については中国国
務院僑務弁公室により編集され提供を受けている（横浜山手中華学校 HP）。日
本語やその他の科目については、日本の小中学校で使用されている教科書を使
っている。中学部に入ると、高等学校入試を見据え、中国語で学ぶクラスは減
少し、代わりに日本語で学ぶクラスが多くなっていく。横浜山手中華学校では、
小学部から中国政府が海外の華僑向けに開発した華文教育のための教科書を使
用し、大陸から招聘した華文教育のエキスパートが中国語を教えている。
東京中華学校を始めとする台湾系と呼ばれる中華学校 3 校では、すべて中華
民国（台湾）文部科学省の指定する教科書を使用している。これらはすべて、
台湾から無償で配布される。小学部では、
「中国語を中心に、繁体字および中華
民国（台湾）文部科学省の指定する教科書で授業を行っております。…その一
方で、日本の義務教育の規則を同時に満たせるために日本の認定教科書も同時
に採用し」日本の教育課程に即した形の授業が行われている。中学・高等学部
では、
「日本においての進学率を重視し、中国語および日本語の教科書で授業を
行っております。日本の上位の大学へ進学したい生徒達へはそれに相応する学
力を持たせます。将来的に台湾などへ帰国予定のある生徒達へも実用的な中国

－ 42 －
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語を習得でき、支障なく母国での学業を進めることができ」る、とホームペー
ジに掲載されているように、台湾への大学進学のための帰国を視野に入れた教
育がなされている。
教科書提供について政府とのつながりを眺めてみると、横浜と東京の中華学
校においては、政府からの提供がなされた教科書を使用しており、中華学校と
政府のつながりは比較的強いということができる。一方、神戸中華同文学校で
は、教員が子どもたちの生活状況に合わせて独自に編纂したものを使っており、
積極的な政府からの教科書提供は得てない。3 校を比較すると、神戸中華同文
学校は他校よりも政府とのつながりは薄いといえよう。
3.2.2 中国・台湾の華文教育指定校
中華人民共和国の国務院僑務弁公室が管轄している中国華文教育網
（Overseas Chinese Language and Culture Education Online）という華文教育に特化
したサイトがインターネット上に存在している。そこには、
「華文教育模範学校」
として、北南米、ヨーロッパ、アジア、アフリカ、オセアニアなどで中国語・
中国文化を教えている教育機関の一覧表が示されている。その第一回“華文教育
示范学校（単位）”入選名単リスト（華文教育模範学校リスト）にある全世界 58
校（第二期 46 校を加えると計 104 校）のなかに、神戸中華同文学校と横浜山手
中華学校が入っている。
華文教育は、80 年代以降の中国語学習熱を背景として、各国各地で行われて
いる中国語教育を指して用いられることが多く、華僑教育とは異なる主旨・役
割をもつものとして研究されている。華文教育の対象は、華僑・華人に限らず、
中国語を学習したいすべての人に向けて行われており、中国語教育に付随して
中国文化の伝播に主な目的を置いている。
「未来社会で
中国政府がこれらのサポート5) を提供し、育成したい人材とは、
競争できる華裔学生」であり、
「国際型の人材」である（楊 2006）。中国政府は
このことを、中国「文化を理解しコミュニケーションするなかで、華裔（中国
にルーツをもつ）学生は異なる種族、異なる文化の間の使者になることができ
る。正確な華文教育は知らず知らずのうちに、華裔学生の知識の範囲を広げ、
彼らの知識理念、たとえば、彼らの人生観や世界観や価値方向などを含む知識
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理念に影響を与える」と華文教育の可能性について言及している（石川 2015）。
上記の日本の 2 つの中華学校もこのような華文教育を取り巻くコンテクストの
なかに位置づけられている。
他方、台湾系と呼ばれている東京中華学校については、戦前・戦後から現在
まで中華民国教育部所轄の教育機関として位置づけられてきており、先ほど述
べたように、教員および教科書はすべて政府からの無償配置・配布となってい
る。
3.2.3 帰国華僑受け入れ政策
最後に帰国華僑の受け入れ政策について整理を行う。中国政府は、海外に居
住した経験をもつ華僑の母国への帰国を積極的に奨励している。たとえば、大
陸では、海外華僑子女受け入れ関連法規を 1978 年に制定している。そして、海
外華僑を受け入れる大学を各地に設立し専門の教育を行っている。帰国華僑の
ために設立された有名な高等教育機関として、暨南大学（石川 2008）、華僑大
学、廈門大学などがある。また、寧波大学、汕頭大学、燕京大学、中山大学な
ども海外帰国華僑の受け入れを行っている。
台湾に視点を移すと、これまで海外華僑子女受け入れに積極的であったこと
がうかがえる。たとえば 1951 年から 1997 年まで海外帰国生の就学人数は 13 万
6 千人にのぼり、主に華僑大学進学班、華僑実験中学、中華函授学校(通信制)、
暨南国際大学、台湾大学、清華大学、政治大学など 260 余校で帰国華僑の受け
入れがなされている。1997 年度には世界 59 の国・地域から集まり、その学生
数は 8727 人であった。
このように大陸でも台湾でも、海外で生まれ育った華僑を帰国させ、祖国の
高等教育機関などで学ばせる政策がとられている。先にも述べたが、特に東京
中華学校では、現在ほとんどの生徒が台湾からの新華僑となっていることから、
中華学校の高等部卒業後は、この制度を利用して帰国し、台湾の大学などで学
ぶケースが少なからず見られている。東京中華学校など台湾系の中華学校で高
等部を有しているところでは、こうした昨今の流れをみすえ、帰国後、台湾の
大学での授業についていける語学力の育成を目的とした中国語教育が行われて
いる。
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4. 三校の華文教育スタイルはなぜ違うのか?
本稿の冒頭で、神戸・横浜・東京にある中華学校の教育と経営方針に違いが
みられることを述べた。各校は 1 世紀以上前に、華僑学校として日本社会で生
きる「華僑を育てる」ことを目的として始まった。しかし、現在はそれぞれ特
色のある「卓越化」した教育方針のもと実践を行っている。では、この三校の
教育スタイルはなぜ違うのであろうか。これまでの議論を踏まえてこの問いに
答えたい。
まず、社会的要因・政治的要因の 2 つの側面から各校を眺めると次のように
なる。神戸中華同文学校を有する神戸には、現在も老華僑が多く、華僑コミュ
ニティが存続をしている。中華学校で教鞭をとる教員の 8 割が卒業生であるこ
とからも、伝統的華僑社会が今も成立しているといえる。神戸の中華学校は、
政治的には中国政府とのつながりは比較的弱く、華僑社会からの要請が大きい
といえる。そのため、神戸の中華学校では華僑社会を形成・維持していくため
に必要な人材の育成という目的を掲げ、それに見合った入試制度 6) を確立し、
より多くの華僑の子どもたちを入学させようとしている。積極的に大陸からの
教員を招聘するのではなく、卒業生として華僑社会で生きる教員が、自分たち
が編纂した教科書を用いて授業を行っていることも神戸中華同文学校の特徴の
ひとつである。
横浜山手中華学校においては、昨今の新華僑の増加が少なからぬ影響を及ぼ
している。また、1 割ほど在籍している老華僑の子どもの親からは、進学と言語
学習のバランスについて中華学校側へ要求がなされている。それらの要求とは、
中国語を使えるようになって欲しいが、それだけではなく日本の進学校へ入学
できるほどの学力をつけてほしいというものである。学歴社会の日本にあって、
中華学校の中学部を卒業した後、ほとんどの生徒は日本の高等学校へと進学を
していく。なかには、グローバル化する状況や日本経済に対する先行きの不安
から、高校からインターナショナル・スクールへ進学させ、英語を身につけさ
せようとする親もいる。つまり、横浜山手中華学校は、在籍する児童生徒の属
性の変化や親の教育観の変化など社会的要因から、中国語を祖先のことばとし
て教えるのではなく、ひとつの言語として教える華文教育を採用し、併せて、
現代日本を生き抜くための能力開発教育を柱とした教育方針をとっていると考
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えられる。政治的な側面をみると、華文教育の指定校を受け、大陸から華文教
育のプロフェッショナルを招聘し授業を行っていることや、中国の教育部との
教科書等共同編纂を行うなど、中国政府とのつながりは比較的強いことも、華
文教育を推進する際の要因となっているといえよう。
東京中華学校については、ほぼすべての生徒が新華僑であることや台湾政府
からの教科書配布および教員の配置が行われていることから、台湾へ帰国して
からの大学進学および日本社会での有名進学校受験を目指した言語教育を行っ
ている。新華僑が多いため、日本の大学進学のために日本語教育に力を入れて
おり、また帰国政策が盛んであるため帰国をした後に大学の授業についていく
ことのできるための中国語教育にも力をいれている。東京中華学校はグローバ
ル社会で競争できるよう英語教育にも力を入れている点にもその特色を見出す
ことが出来る。
5. 中華学校をとりまく環境の変化と華文教育の変容
従来、各学校の教育方針や特色などについては、それぞれの華僑コミュニテ
ィ内部の違いにその原因が求められてきた。本稿ではそれに加え、中華学校の
教育に影響を及ぼす要因として社会的なものだけではなく、グローバル化や政
治的な変動といった角度から中華学校の現在の教育スタイルについて考察して
きた。
この試みから明らかになったことは、大きく 2 つある。ひとつは、中華学校
が伝統的に行ってきた華僑教育は現在、上述のさまざまな影響から華文教育へ
と変化しているといことである。もうひとつは、華文教育への変化が中華学校
の独自の経営戦略として変化してきたのではなく、華僑社会が構成員や職業、
教職員属性、親の教育観などの内部の変化や中国ないし台湾政府との結びつき
の強弱において、教育方針・実践にバラエティがうまれているということであ
る。
教育は誰に、どこで、何を教授するのか、対象や経済情勢、時代性に左右さ
れるものである。現在においても華僑を育てていこうとする伝統的な中華学校
も存在している一方、卒業生の活躍の舞台を海外へと拡げ、コミュニケーショ
ンのための中国語を教えようとする中華学校もあるなど、これまで一括りに語
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られてきた中華学校の中国語教育にバリエーションがあることが分かった。ま
た、そのバリエーションは華僑コミュニティを取り巻く環境の変化に影響され
ることが明らかとなった。
現在老華僑として中華学校に通う児童生徒は五世となった。世代の交代や中
国経済や政治的関係など、情勢の変化により、今後、中華学校における教育方
針にもさらなる変化がみられることであろう。他国における中華学校の時代的
変化やポジショニングの変化についての研究も行われており、それとの比較も
興味深いが、国際比較研究についてはこれからの課題としたい。

注
1）華僑の「華」は中華を表し、
「僑」は仮住まいという意味を表している。主に移民として
他国に移住し、中国籍を保持しながら生活する者を「華僑」、現地の国籍を取得した者を
「華人」と呼び区別をしている。中には現地の国籍を取得した後も自らを華人ではなく華
僑と自称する者もおり、学術用語として用いられる場合をのぞくと明確な区別はなされて
いない。
2）戦後の大陸と台湾の分裂を受け、日本の華僑社会や中華学校にも影響が及んだ。横浜で
は、横浜中華学校が大陸派と台湾派に二分されるという事態もおきた。現在では、横浜
山手中華学校・神戸中華同文学校が大陸系、横浜中華学院・東京中華学校・大阪中華学
校が台湾系とされている。
3）1987 年から行われた改革開放を受けて、海外へ移り住んだ中国人を新華僑と呼んでいる。
新華僑と対比して、それ以前の 19 世紀から渡航を行った中国人を老華僑と呼び、区別し
ている。
4）中華学校は各種学校であるため、公的補助金の額は一般の学校と比べて少ない。学校の収
入のほとんどは保護者からの月謝で賄われており、OB、OG からの寄付金と学費の値上げ
や教員の給料の削減などの経営上の算段によって維持している。各中華学校の授業料は次
の通り。（いずれも月額）
神戸中華同文学校

小学部 19,000 円、中学部 20,000 円

横浜山手中華学校

小学部 24,000 円、中学部 26,000 円

東京中華学校

小学部 24,500 円、中学部 43,500 円、高等部 46,500 円

5）2004 年 9 月には、海外華文教育の資金を集めるための「中国華文教育基金会」が正式に
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つくられた。同時に、国務院僑務弁公室は華文教育に従事する人員を増加し、華文教育を
専門につかさどる管理機関を設けている（中国新聞網 2009 年 10 月 20 日記事）。
6）各学校によって入試制度は若干異なっている。神戸中華同文学校では、第一次試験として
卒業生の子どもの入学を優先する制度をとっている。横浜山手中華学校では、卒業生の子
どもや在校生の兄妹などがまず優先的に選抜の対象となるが、すべての子どもたちに適性
調査と保護者面談を課している。東京中華学校では、卒業生の子どもであっても選抜試験
（知能テストと保護者面談）の結果で合否が決定される。
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模倣と創作とデザイン
―東京 2020 オリンピック公式エンブレム問題より―
井手

眞

1. はじめに
2015 年 7 月 24 日に東京 2020 オリンピックの公式エンブレムが発表 1)になり、
その後マスコミを賑わしたのが、模倣、パクリ（盗用）だとするデザイン類似
問題である。そのなかでデザイナーのモラルの問題とする意見や形態を単純化
したデザインは模倣しなくても似てしまうことがあるという意見など様々な考
え方が出てきた。さらに、インターネットで飛び交う意見が人々の考え方に大
きく影響し、マスコミが煽ってある見方に偏向させていく過程が感じられる事
態になってしまった。この出来事からどのようなことが表出したのかを整理し
たいと思い、考えてみることにした。
2. この問題の経緯
簡単に経緯を整理すると、7 月 24 日に東京 2020 オリンピックの公式エンブ
レム発表後 7 月 27 日にベルギー在住のデザイナー、オリビエ・ドビ氏が自身の
デザインしたベルギーの王立リエージュ劇場ロゴと酷似しているとツイッター
とフェイスブックで指摘した

2)

ことからウェブ上で模倣、パクリではないかと

騒動になる。7 月 31 日に大会組織委員会を通じて公式エンブレムを制作したデ
ザイナー佐野研二郎氏が、制作時に参考にしたことはないと否定するコメント
を発表した 3)。8 月 3 日にベルギーの劇場ロゴデザイナー側より日本オリンピ
ック委員会に公式エンブレムの使用停止を求める書簡が届き、その書簡は大会
組織委員会に渡される 4)。8 月 5 日に制作したデザイナー佐野氏の会見 5)があり、
盗用はしていないこと、そしてキャリアの集大成で自信のあるデザインだと

6)

と語った。しかし、オリビエ・ドビ氏とリエージュ劇場側の代理人が 8 月 14
日に、著作権を侵害されたとして、国際オリンピック委員会に対し使用差し止
めなどを求める訴訟をリエージュの民事裁判所に起こした

7)

。この提訴を受け

て、8 月 17 日に東京オリンピックの大会組織委員会は提訴したベルギーのデザ
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イナー側を非難する声明を発表した 8)。
この問題は、ウェブ上で思わぬ複線が表面化することとなる。それは公式エ
ンブレムをデザインした佐野氏がパクっていると考える人々が、佐野氏の過去
の作品で模倣またはパクリがないかをウェブ上で評価をし始めたことである。
当初はこじつけとも取れるようなことだったが、サントリーノンアルコールビ
ール「オールフリー」販促キャンペーンの佐野研二郎デザイントートバッグ 30
種類の景品において、何点かのデザインでパクリだとウェブ上で騒動になる 9)。
そしてサントリーが景品の 8 種類のデザインを取り下げ発送中止とする発表が
あった 10)。その後、8 月 14 日に佐野氏のデザイン会社の公式ホームページ上に
コメントが発表 11)されて、トートバッグデザインは複数のデザイナーとの共同
制作。デザインの一部に第三者のデザインをトレースしていた。そして、佐野
氏自身のプロとしての甘さとスタッフ教育が不十分だったこと認め謝罪した。
尚、公式エンブレムは佐野氏個人で応募し、模倣は一切ないと断言した 12)。し
かし、ウェブ上では部下に責任転嫁をしていると受け止められ、さらに過去の
デザイン作品にパクリを指摘されることになる。
ウェブ上のメラ速報（めらそく）サイトによると主な類似が指摘されている
デザインには、TBS テレビのマスコットキャラクター「BooBo」、トヨタ自動
車「ReBORN」などまで取り上げられ、佐野氏はパクリデザイナーであるとい
うレッテルが貼られてしまっている 13)。さらに、多摩美術大学は同大学総合デ
ザイン学科教授の佐野氏に対しサントリートートバックデザイン問題で事情聴
取の予定となった 14)。また、佐野氏デザインの「東山動植物園」シンボルマー
クの調査を名古屋市の東山動植物園ははじめたが、問題なしとした 15)が、「お
おた BITO 太田市美術館・図書館」ロゴマークの佐野氏デザインに対して、9
月 7 日に市民の意見を募り採用を判断することになった

16)

。その他に、9 月 1

日の IT 総合情報ポータル ITmedia のねとらぼサイトによると、佐野氏がアート
ディレクターを務めた多摩美術大学の広告「MADE BY HANDS.」シリーズの 1
作品に使用されているメガネの画像が、メガネ・サングラス総合情報サイト
GLAFAS から無断で利用していることがわかった。「『ネットで拾った写真を
使ってコラージュする』という安易な手法が、デザイン・広告の世界に存在す
ることを身をもって知りました。」と GLAFAS 側がコメントしている 17)。
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マスコミまで広がった騒動を受けて、大会組織委員会は、8 月 28 日に公式エ
ンブレムの選考過程の説明をおこなった

18)

。104 点の応募作品のなかから投票

で 4 点に絞リ込む。最後は審査委員 8 人の議論を経て、佐野氏の原案に決定。
審査過程では、デザイナーの名前は伏されていた。施設からグッズ、インター
ネット関連への展開力などを備える条件を、佐野氏の原案はすべて満たしてい
た。ただし、佐野氏の原案は、東京の頭文字の「T」を強調したもので、公式
エンブレムの右下の部分はなかった。その後、商標登録したところ、若干の類
似性があるものがあり、佐野氏が修正を加え、最終的に右下の部分を付けたデ
ザインになった。尚、ベルギーの劇場ロゴは商標登録されていないという内容
で、原案と展開例をスクリーンに映し出して説明があった。
この説明をうけて佐野氏の原案もパクリをしていないか、インターネットで
は探索がはじまる。公式エンブレムでは、2013 年 11 月にギンザ・グラフィッ
ク・ギャラリーで催されたドイツのタイポグラファーであるヤン・チヒョルト
の展覧会ポスターやバナー（垂れ幕）のデザインを公式エンブレム原案はその
ままパクっているとウェブ上では批判噴出となった 19)。さらに、公式エンブレ
ム以外の展示予想図で使用された空港写真など数点がウェブ上で公開されてい
るものを流用しているとパクリを指摘された。そのなかで羽田空港のロビーを
撮影し、自身のブログに画像を掲載した外国人女性は、画像内に著作権が自ら
に帰属することを明記していた。しかし、佐野氏の制作した展示予想図ではそ
の部分が削除されていたことが明らかになった 20)。
舛添知事は 8 月 28 日の定例会見において公式エンブレム問題にふれ、デザイ
ナーの信用低下がイメージを悪化させ残念と語り、組織委員会、IOC の対応に
従ってやっているのが今の状況と語っている 21)。
9 月 1 日に佐野氏デザインの東京 2020 オリンピック公式エンブレム使用中止
に固まる 22)と報道され、白紙撤回したうえ新たに公募すると大会組織委員会は
会見を行なった 23)。同日、佐野氏のデザイン会社の公式ホームページ上に「エ
ンブレムにつきまして」のタイトルで謝罪文が掲載された 24）。
3. 模倣と複製
おおまかに経緯を記したが様々な要素、要因が錯綜し混沌としたなかで各人
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各様な意見が飛び交っている状態である。模倣と創作とデザインについて、一
度整理し考えてみることにする。
われわれ人間は生まれたときから母親や周りの人々の動作を真似ることで、
生きることを学び始める。すべてのことを真似、または教えてもらっている時
期が必ずあるのだ。心と身体が成長したわれわれは、真似たことや教わったこ
とから分析し理解するようになる。母親の動作を真似ることで、身体の動作は
いろいろな動作のつながりがあることを理解し、別の動作の時、共通の動きが
あることを発見して動きの要素を理解する。それらの動きに筋骨の構造と構造
で生まれる制約が動きに反映していることを認識する。そして基本的な動きの
異なる組み合わせで座ったり、歩いたり、飛び跳ねたり、踊ったりできること
を理解する。そして、自分なりのアレンジを加えるのである。
脳の成長とともに感覚器官から入る外界の情報を、好き嫌いの気持ちが感情
による評価付けをする。根源は、「生きたい」という自己保存の本能に起因す
る。それは自分にとってためになるか、自分にとって価値があるか選別するこ
とである。そして自我が芽生える。この自我が芽生える時期に、「知りたい」
という好奇心、「わかる」という喜び、「伝えたい」という気持ちが行動に現
れてくる。「わかる」という喜びを理解する母親や父親、知人が存在すると意
欲が湧き、もっと「知りたい」と向上心が生まれる。自らの好奇心が引き金に
なり、関心の対象を選別することで独自の方法をし始める。つまり人間は自ら
独創性のある制作物を産み出せることになる。だが創作したものは新規性のあ
るものを産むが、反して類似したものになることもある。これは、われわれの
脳の記憶が関係している。忘れていても潜在意識のなかに見たもの、聴いたも
の、味わったもの、匂ったもの、触れたものが一片でも残っているのだ。意識
せずに類似したものをつくり出していると考えられる。われわれがつくり出す
ものを大まかに分けると、模倣したもの、類似したもの、創作したものと三種
類あることが分かる。
模倣したものは、絵画においては「模写」と呼ばれ、名画と呼ばれるものを
描き写すことと認識されている。遠近法、明暗法を基礎に 500 年続いた西洋絵
画を習得するには、模写とデッサンは必須であった。特に画学生が絵画技法の
修練として行うことが多いわけであるが、画家として生計を立てていても、修
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練や新たな発想を考案するために画家は模写をすることがある。だが、有名画
家の作品だとして贋作を描く輩も現れるのである。
見て習う模倣は修練になり、特に分析的観察力を身に付けるのに模倣は重要
である。職人が「見て覚えろ！」と弟子に怒鳴るのも理解できる。さらに、ひ
らめきのヒントを発見し、構成のコツを得ることができる。模倣をすることで
他者の思考や見方を理解し、自己を確立して他者と違う発想を模索する習性を
得ることができる。独自のものを探究し、独創性のある個人になるために模倣
は必要なものである。
画家が自ら画布に描いたのが絵画とした時代でも、模写の方法は変化する。
道具を利用しながら画家は輪郭を決めていくことを始める。ドイツのルネッサ
ンス期の画家アルブレヒト・デューラーの木版画 25)に、画家が裸婦を対象にし
て描いている図がある。裸婦と画家の間に碁盤の目に格子（グリッド）になっ
た桟のある衝立が置かれている。そして、画家の手元には衝立に合わせたグリ
ッドが描かれた紙が置いてある。さらに、画家の視線を固定する道具として、
エジプトのオベリスクを模した塔が視点の先に置かれている。塔の先端を通し
て見る画家が対象物の輪郭をグリッドに合わせて測定して、下絵に正確に写し
取っている図になっている。画家の視点を固定し、遠近法で立体の物体とその
物体を囲む空間を、平面に再現することに苦労しているのがわかる。
つぎに現れた道具は、内部が暗い箱の一面につくった 1 ミリ以下の微小な穴
から入った光が、穴のある反対面に像が浮かびあがるピンホールカメラの原理
を利用したものである。紀元前のアラブの遊牧民がテントに開いた穴でピンホ
ールカメラの原理が発見されたという説があるが定かでない。ルネッサンス期
のイタリアでは壁に投影する暗箱の図 26)があり、レンズで像が逆に写るのを正
体にさせる工夫などの図 27)がある。この暗箱は、暗い部屋の意のカメラオブス
クーラと呼ばれている。10 世紀ごろ物理学者によって、暗箱を使い日食観測し
た記録がある。絵を描くのに風景をカメラオブスクーラで輪郭をトレース（描
き写し）することが画家の間で活用されたのは 15 世紀ごろである。余談になる
が、日本でも人気の画家ヨハネス・フェルメールも使用したとする説がある。
ただ、検証されるが、フェルメールの使った証拠は見つかっていない。輪郭を
写し取る行為は、画家に自然の風景をトレースする感覚を与えただろうと推測
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できる。
自然科学の新たな発見が頻発し、科学技術の進歩が加速した 19 世紀に、カメ
ラオブスクーラはカメラとなって出現し、写真が産まれる。感光材の化学反応
を利用して光学的に記録するメディアの誕生である。当時写真はモノクローム
であったが、画家に与えた衝撃は凄まじかった。フランス画家ドミニク・アン
グルは写真が「画家の生活を脅かす」と、フランス政府に禁止するよう抗議す
るほどである 28)。多くの画家が失業し、写真の彩色、修正をする画家も現れた。
しかし、絵画制作に写真を利用する画家も現れた。アングルもそのひとりであ
る。写真では絵画のような空間感や形態感を描き出していないとアングルも感
じとっていたのだ。
カメラが発明されてまもなく動く映像の映画が発明される。フランスの映画
発明者のリュミエール兄弟が始めて映画公開したときに、観客たちに向かって
くる列車に驚き大騒ぎになったという伝説を産んだ 29)。さらに、その映画フィ
ルムの一コマをスクリーンに投影できるスライド映写機を産み出す。写真はネ
ガフィルムから反転させ印画紙にプリントするが、カメラでポジフィルム（リ
バーサルフィルム）の画像を撮り、現像したロールフィルムを 1 枚ずつマウン
ト（枠付け）してスライド映写機で静止画を投影する。スクリーンに投影され
た家族旅行を家族でスライド鑑賞するのがふつうだが、画家はキャンバスに投
影して輪郭をトレースし絵画制作に利用するのだ。今ではプロジェクターやオ
ーバーヘッドプロジェクター（OHP）になっている。これらの機器でアーティ
ストが模写することで、創作する絵画制作に利用しているなかで盗用意識はな
いと言える。それは、自ら創作する絵画のエレメント（素材）のひとつでしか
ないからである。
芸術（アート）に他者が制作したものが侵入しあからさまに貼込まれたのが、
20 世紀に現れたキュビスムである。20 世紀を代表する画家のパブロ・ピカソと
ジョルジュ・ブラックによって始められた、「コラージュ」と呼ばれる技法が
それである。画家本人の手で描かれるのが絵画であると認識していた概念をコ
ラージュが破ったことになる。新聞記事をはじめとする印刷物、布切れ、木片
などの実存する現物が絵画の画面上に現れたのである。それは絵画空間の画面
上に突然、穴が開き現実がのぞき見えることで、異なる空間が同時に画面に出
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現する感覚を見るものに与えた。それは後に変容し、マルセル・デュシャンに
よって「レディーメイド」と呼ばれる表現として現れることになる。有名なの
は男性小便器に偽名で署名された「泉」30)（1917）と命名された作品である。
デュシャンによる「レディーメイド」という行為は、どこにでもある大量生
産された製品のどれかを選び、何ら手を加えず展示会場に置くことである。こ
こには、作者の感性、個性、ひらめき、技能を否定し、無視した作品提示しか
ないのである。作者がおこなったのは、大量生産品からある製品を選択し、タ
イトルを付け、サインしただけである。イタリアの異才デザイナーのブルーノ・
ムナーリが著書『ファンタジア』において「この物体は日頃より液体のジェッ
ト噴射を受けてきた。そこで今度はお返しに、噴水となったわけだ。」31)とデ
ュシャンのいたずらを表現している。「レディーメイド」によって、デュシャ
ンがいままでの芸術概念を死刑にした行為と考えられる。芸術は死んだのであ
る。その後現れたシュルレアリスム、ポップアート、ネオダダ、コンセプチュ
アルアートなどに影響を与える。すでに芸術は、死んでいるのに――。
もし「レディーメイド」の解説を知らなかったら、あなたが美術館へ行き展
示物が日常生活で使ったことのある某メーカーの商品だったとする。タイトル
が付けられ、製作者としてアーティストの名前があるのだ。どのように感じ考
えるだろうか。「これ、なに？

アートなの？

変なの！？」となるかもしれ

ない。しかし、美術館はアートとして認定しているのだ。アートであれば某メ
ーカーの商品を盗用してもいいと、曲解する輩がでるかもしれないのだ。
60 年代に現れたポップアートの奇才アンディ・ウォーホルの作品「キャンベ
ルスープⅠ」32)（1962）のモチーフは当時キャンベル社がつくったダイレクト
メール用封筒にあったイラストをコピーしてシルクスクリーン作品としている
33)

。まったくの盗用である。有名な「マリリン・モンロー」34)（1967）も映画

「ナイアガラ」のスチール写真からマリリン・モンローの顔部分をカットして
モチーフにしている。オリジナル（原形）からウォーホルが複製をたくさん産
み、マスメディアによって拡散させる。それは、大量生産システムが大量消費
社会を形作り人々が物質文明を受容し狂喜している事実に対して、ウォーホル
なりのアンチテーゼの表明だと考えられる。原形に対する背景についてウォー
ホルは、大量に複製される原形はイメージの中心部に存在する虚無であると語
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っている。それは、原形は鋳型であり、鋳型により複製された商品しか現物が
ないことを語っている。ウォーホルは T シャツに絵柄をプリントするのに使わ
れるシルクスクリーンで作品の制作をおこなった。さらにウォーホルはファク
トリー（工場）と呼ばれるスタジオで、アートワーカー（芸術労働者）と呼ん
だスタッフにシルクスクリーン作品、グッズなどを製造させる。このスタジオ
にアーティストやセレブが集まるようになり、マスメディアにとって絶好のス
キャンダル製造工場となるのである。ウォーホル本人もマスメディアにイメー
ジを複製させ、大量に情報発信をさせた 35)。いま、われわれはユニクロで、ウ
ォーホルの T シャツをいつでも買って着られるのである。
20 世紀は大量生産システムが急速に発達した時代である。ヘンリー・フォー
ドの創設した自動車会社フォード・モーターが、1913 年に T 型フォードの製造
ラインにベルトコンベアを導入した、いわゆる「流れ作業」というライン生産
方式の始まりである。さらに、労働者の賃金を当時 2 倍以上の日給 5 ドルにし
て、他社より低価格の T 型フォードを月賦払いで購入できるようにした。自動
車購入がアメリカの大量消費社会を生み出したといえる。アメリカ国民の購買
意欲は衰えることなく、ますます消費に拍車がかかることになる。やがてライ
ン生産方式は、物量作戦を支え第二次世界大戦を戦い抜いたのだ 36)。
この大量生産システムによって工業化社会になるには、それを支える精密な
複製技術の発達が不可欠であった。1936 年にヴァルター・ベンヤミン著『複製
技術時代の芸術』に表出するように人々の思考に大きく影響を与えている。い
まの生活を支えているのは、複製技術から生み出された数々の製品と情報であ
る。言葉を変えれば、複製品に囲まれた生活である。そして複製品といえども、
粗悪品より良質な商品を消費者は望むのである。人間の本能を刺激し生きるだ
けでなく、よく生きる、よりよく生きると欲望を膨らませたのである。貧しい
ときは、食べられるだけでいい、着られるだけでいい、雨風をしのげればいい
と人は思うが、豊かになるにつれ、より良質なものを求めていくのだ。
ヨーロッパの職人たちによるロココ調やアールヌーヴォ様式のインテリアな
どは、20 世紀の工業化社会の大量生産システムとは相容れない華美で装飾的な
デザインであった。第一次世界大戦の敗戦国ドイツ（当時、ワイマール共和国）
に建築家ヴァルター・グロピウスによって設立された美術工芸学校バウハウス
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が近代デザインを確立させた。教授陣にヴァシリー・カンディンスキー、パウ
ル・クレーらのモダンアートのアーティストやハンネス・マイヤー、ミース・
ファン・デル・ローエらの建築家が務めた。デザインでは構成主義のラズロ・
モホリ＝ナギが教授陣に加わったことでグラフィックデザインの方向性が明確
になった。第一次世界大戦後の敗戦国ドイツの復興には、採算性と効率を高め
ることが急務であった。職人工房からデザイン研究室へと変革し、合理主義と
構成主義を包括した簡潔で幾何学的デザインを追求した。建築家マルセル・ブ
ロイヤーのパイプ椅子「ワシリーチェア」37)は簡単に組み立て、分解が可能で
大量生産に適していることで、バウハウスの理念を体現する傑作である。
グラフィックデザインは 15 世紀に生まれた活版印刷からの印刷技術の発達の
流れのなかで発達してきた。それは情報を大量複製し伝達される多くの雑多な
情報のなかで、いかに速く目を留めさせ差異を際立たせるかを目的としてデザ
インされていた。そこには芸術性が傑出したデザインも、ただ目立てばいいと
する猥雑で醜悪なデザインも混在することとなる。そして、グラフィックデザ
インは、多くの人々に視覚的に情報を伝達すれば役目を終えることになる。短
命な存在である。しかし、アールデコを代表するグラフィックデザイナーのア
ドルフ・ムーロン・カッサンドルは、見られる、すばやく話すだけでなく、知
的連想を作りだし見る人をその魅力で虜にすることを使命とすると断言する 38)。
可読性と視認性が優れた、簡潔で美しい幾何学的デザインは、バウハウスから
今日まで脈絡と継承されたのだ。
タイポグラフィーは、大量に複製される印刷物に視認性、可読性、そして美
しさを求めデザインされていく。しかし、専門知識のない一般の人々には、印
刷用にゴシック体（サンセリフ体）、明朝体（セリフ体）ぐらいしか馴染みが
ないだろう。デザイナーは類似するタイプフェイスからデザインする印刷物に
合ったものを選択する。タイプフェイスの違いは、文章を組んだときに現れる。
それぞれの訴求対象に合わせて選ばれるが、ごく微細な相違しかないタイプフ
ェイスでも、デザイナーは自分の経験と直観で美しい文字の並びを選択する。
タイプフェイスによっては、文字と文字の間隔が等しくなく視認性が美しくな
いこともある。日本語のひらがな、カタカナ、漢字、ローマ字と複雑な和文は
美しく文字組みをするのにデザイナーはとくに神経を使うのである。類似した
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タイプフェイスの微細な相違をデザイナーは体得しているのである。
グラフィックデザインは、視認性、可読性、美しさを足枷にしたまま、大量
消費社会のなかで表現の追求をしている。アートはとっくにモダニズムを終焉
させ、芸術を死に追いやり、カオスに身をゆだねたまま、いまでも新しい方向
を見いだせないままでいる。そして、コンピュータの出現によりアナログから
デジタルへの避けられない移行が始まったのである。「悪魔のように細心に、
天使のように大胆に」39)と 70 年代にテレビコマーシャルで黒澤明映画監督が言
ったように、ひたひたと、急速に。そして、グラフィックデザイン界に経験し
たことのない衝撃を与えたのである。
4. コンピュータ出現の前後
コンピュータの出現は、社会と人間にとって影響は多岐にわたるので、わた
しの経験を省みながらグラフィックデザインに関してコンピュータ出現前後を
顧みることとする。
1973 年に大学に入学したころのアルバイトでは、看板、展示会、デパートの
ショーウィンドゥの飾り付け、デザイン会社などがあった。多くは肉体労働の
ようなものだが、デザイン会社では目と手先を酷使する仕事であった。よくや
らされたのが、写植屋さんから誤字部分の打ち上がった写植をもらって、版下
に貼ってある写植の誤字の部分に定規を当て、平行垂直にカッターで切れ目を
入れて誤字をはがし、新しく打ってもらった写植を平行垂直にくるいなく切り
貼りする。文章の一字一字の字間を美しく見えるように、ツメたりするのも写
植を切り貼りして調整するのだ。ドラフター、平行定規や T 定規と三角定規を
使って、製図板上にドラフティングテープで留めたケント紙に烏口で罫線を引
きトンボ（位置見当合わせの目印）を作ったりする版下の準備作業も主にする
作業だった。ケント紙の毛羽立ちをとるために、ケント紙の表面を目の細かい
水ペーパーで空研ぎしてツルツルにすることを覚えたのもこのときである。デ
ザインをすることはなく、印刷に必要な版下制作することが主な作業のアルバ
イトであった。
就職しロゴタイプを制作するときには、「モンセン」という欧文書体清刷集
を利用しブランドイメージに合った欧文書体を探してコピーを取り、ブランド

－ 60 －

- 10 -

名にアルファベット文字を切り貼りしてロゴタイプ案を何点か作って検討して
いた。このころには、烏口から 0.1 ミリの罫線がくるいなく引けるロットリン
グが主流になり、シンボルマークやロゴタイプはコンパス、定規とロットリン
グで輪郭を描き、内側を平筆と面相筆で黒く塗りつぶして作っていた。直線と
曲線がスムーズに流れるのに苦労したものである。直線と交わるコンパスの曲
線では視覚的に滑らかさが出ないのである。ホワイトのポスターカラーでよく
修正したものである。同サイズの正方形と正円は視認的に同じ大きさにみえな
いので、大きさを微調整することも、就職後に覚えたことである。
お気付きかもしれないが、当時のグラフィックデザインはモノクロームの世
界である。印刷をして初めてカラーの世界になるのである。版下のうえにトレ
ーシングペーパーという半透明な紙を留めて、印刷インクの色見本帳を見なが
ら色鉛筆やマーカーなどで色指定をしたのである。印刷仕上がりをイメージし
て色指定をしているので校正刷りで色調製と修正や訂正することでデザイナー
のイメージしたとおりにするのである。
ロゴやマーク制作より、主にポスター、チラシ、カタログ、パンフレット、
パッケージ、新聞・雑誌広告などのデザインを担うデザイン会社が多いのだが、
写植、版下などを専門とする会社に外注して制作するシステムが基本であった。
忙しいときは他のデザイン会社に外注もしていたのである。アメリカから入っ
て来た広告代理店のもとにクリエイティブディレクター、
アートディレクター、
グラフィックデザイナー、コピーライターという役職名が使われはじめたのも
この頃だと思う。コーポレートアイデンティティ（CI）が流行し、企業がシン
ボルマーク、ロゴマーク、ロゴタイプを中心にイメージ統一をしはじめていた。
印刷会社にグラフィックデザインの部署ができ、デザイナーが独立して事務所
を作ったりして、「銀座で石を投げるとデザイナーに当たる」と言われるほど
の花形職業になっていた。だが、世間が好景気で湧くなか、デザインの粗製乱
造になっていた時代でもあった。仕事量の多さ、納期の短さなどで徹夜続きの
デザイン会社も多かったのである。他のデザイン会社に丸投げになっていたこ
ともあったと考えられる。
クライアント（顧客、依頼主）の企業や広告代理店が商品広告のデザイン会
社を選ぶとき、各デザイン会社にプレゼンテーションをしてもらう。それぞれ
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のデザイン会社でカンプ（完成予想図）を作らなくてはならなくなる。デザイ
ンに携わっている間では、マーカーでイラストを描き、キャッチコピーなども
ラインで示すだけで想像できるが、クライアントの担当者は理解できないこと
が多いのである。そこでダミーの写真を使用し、コピー案も写植を打ち、カラ
ー転写シール加工しカンプに転写してレイアウトされることになる。写真は雑
誌などから選びそのまま使用することもあったが、たいてい切り貼りしてコラ
ージュを作りデザインイメージに合う写真に加工していたのである。
たとえば、
南の島のビーチ写真の上に、商品写真を切り取って合成するようにしていたわ
けである。結構な材料費と外注費がかかっていたと記憶している。
昭和天皇崩御後、バブル崩壊で経験したことのない不景気の 90 年代に、コン
ピュータ
（PC）がグラフィックデザインの作業に登場して作業環境が変容した。
アドビシステム社の画像加工編集ソフト「フォトショップ」、グラフィックソ
フト
「イラストレーター」
というソフトとアップル社のマッキントッシュ
（Mac）
というコンピュータでグラフィックデザインが出来るようになったのである。
それも最初はモノクロームだったが、やがてカラーでデザインができるように
なった。手作業でモノクロームの世界のなか、カラーで印刷されるのを想像し
ながら色見本帳を見ていたのが嘘のようであった。版下からデザイン作業すべ
てをデジタル化することになり、DTP と呼ばれ始める。いままでは、ライセン
ス料をストックフォト会社に払うレンタル写真（スライド）、雑誌の切り抜き
や参考の素材などコピー機で拡大、縮小してカッターナイフでカットして使っ
ていたのが、スキャナーで Mac に取り込みデジタル化してしまう。画像処理ソ
フトでトリミングしてコピー＆ペースト（コピペ）して、DTP ソフトに画像を
張り込む。そして、写植はデジタルフォントに代わり、定規、ロットリング、
ポスターカラー、転写シールなどは DTP ソフトに置き換わったのだ。直定規、
三角定規、T 定規、製図板、烏口、ロットリング、ペーパーセメント、カッタ
ーナイフ、ポスターカラー、面相筆、平筆、マーカーなどがゴミ箱へ。版下、
清刷、シール加工そして写植屋さんは倒産、廃業へ。活版印刷の鉛活字や植字
工は過去のものとなった。誤字の訂正は、写植屋さんからデザイナーが Mac で
する仕事になったのだ。DTP の出現は、今までデザイナーが修練し、修得した
技能、技術を葬り去った。
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DTP の出現により絵の下手な人、字の下手な人でも簡単にデザインが出来て
しまう錯覚を生んだ。カンプ、レタリングの技術を持っている熟練デザイナー
が Mac を買って対応したが、競争相手は素人である。Mac を使いこなせる頃に
は、仕事の単価は半額以下になってしまっていたのである。
現在、デザインの巧拙はあるが、PC（Mac だけでなく Windows でもデザイ
ンが可能になる）とデザインソフトさえあれば専門学校卒程度の技能で誰でも
グラフィックデザインに携わることができる。そして今のデザイン環境には、
インターネットは不可欠になっている。PC の前に座っていて、最新情報を簡単
に手に入れられることだけでなく、デザイナーが徹夜して仕上げた版下やカン
プを広告代理店や印刷会社へ車や電車を使って持参していたことは、メールに
添付してデザイン原稿を送ってしまえる。会議や打ち合わせさえ、PC、スマー
トフォンの前にいればできてしまうのである。いまのデザイナーは会社へ勤め
ず、在宅デザイナーになる人もでてきている時代である。
過去にデザイン会社はデザイン資料を高額で収集していた。ロゴマーク、新
聞広告、雑誌広告、ポスターなどを集めた全集や年鑑が出版されるのである。
有名デザイナー、タイポグラファーの作品集も必要だった。デザイン会社の壁
面は、毎年購入した本で埋め尽くされることになる。いまではウェブ上を検索
すればある程度参考にできるものを手に入れ、それもタダ同然にできるのであ
る。つまりインターネットを駆使し PC とデザインソフトがあれば、ロゴ、マ
ーク、レイアウトができ、素早くチラシ、パンフレット、ポスターが効率良く
ローコストで作れるのである。しかし、安易にコピー＆ペーストで作業でき、
簡便な方へ流されやすい環境ともいえる。デザイン、資料、制作物、下絵、カ
ンプなどすべてが PC のなかにあるので、事務所の部屋には PC、机、椅子、打
ち合わせ机、観葉植物そしてコーヒーカップがあればいいのである。デザイン
業界も 20 代、30 代が主体だとすると、PC を使えない環境ではデザインできな
いデザイナーばかりだということである。かれらには、停電が命取りである。
5. デザインの創作と類似
デザインだけでなく、今日の生活環境は大量生産された複製品に囲まれ、膨
大な量の情報にさらされているが、われわれの創作活動に影響しないとは云え
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ない。アートではどこかで聴いたことがあるメロディーや、どこかで見たこと
があるアート作品だと感じることが多くある。われわれ人類はもう新しいもの
を創作できないのだろうかと思わせる。独自で個性的なデザインはあるのだろ
うかと自問してしまう。
フランスの哲学者で思想家のジャン・ボードリヤールは著書『なぜ、すべて
がすでに消滅しなかったのか』で、「今日では、アートはすでに消滅してしま
ったのに、消滅したことを知らないからだ。最悪なことに、現代アートは脳死
状態へといたる軌跡をたどっている。」40)と述べている。さらに、「現代アー
トは、みずからの消滅を生き延びるあらゆるものの典型となる。」41)とも述べ
ている。デザインも追随するのであろうか。オリジナルはデジタルデータがあ
るだけで、物質的現実は消滅している。アウトプットは、複製なのだから。
ファッション界では流行は繰り返すと言われている。しかし既製品のなかか
ら選択するとき、デザインの差異を求め感性に響く製品をわれわれは選んでい
る。あるいは、経済価値で選ぶことになる。富裕層は希少価値を尊びオリジナ
ルを求め、高級ブランド品のプレタポルテや特注品を選択する。ふつうに安い
既製服でも、われわれは自分が美しいと思うデザインや心地いいもの、自分に
似合うものをなるべく選択する。しかも選択肢が豊富にあるのだ。だが消費者
は代わり映えしないものを無難に選んでしまうのだ。しかし、デザイナーは類
似するものではなく、いかに美しい差異を作り出せるかに挑戦すべきである。
そして、先人が血と汗と情熱を傾けた既存のデザインへの敬意を表し、尊ぶべ
きである。それは既存のデザインを超越することと心に銘じるべきである。そ
うしないと時代の変化、進歩に取り残されるのは目に見えているのだ。
改めて佐野研二郎氏デザインの東京 2020 オリンピック公式エンブレムを見て
みよう。このデザインは 20 世紀前半にドイツに生まれたバウハウスの提唱する
近代デザインである。それは幾何学形態中心で非装飾のデザインを追求する思
想である。自由であいまいな曲線ではなく、定規で描かれる直線とコンパスで
描かれる円弧を基本としたデザインになる。バウハウスから今までにこのよう
な基本図形の組み合わせたデザインは数限りなく作られている。丸がひとつ、
三角ふたつ、四角がみっつの組み合わせでは、子供が積み木遊びで類似するパ
ターンを作っているであろう。つまり、どこかの学生がもう基礎デザインの平
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面構成デザインをしているかもしれないのである。どこかで見たようなデザイ
ンだと感じてしまいやすい理由である。そして、日本にある東京という都市で
オリンピックをすることを視覚認識できるように国旗のイメージ、東京の頭文
字の T をデザイン要素にしている。
ここにも新たな視点や着想はないのである。
1964 年東京オリンピックで亀倉雄策氏の公式エンブレムで日の丸による日本の
イメージ訴求は終わりでいいのではないか。またアルファベットの T をデザイ
ン要素とすることもありきたりであるし、タイプフェイスの種類は数多く、過
去にアルファベットの頭文字によるデザインも同じく数限りなく作られている
のである。企業ロゴではその企業の理念や業態イメージが加えられている場合
が多くある。TOKYO 2020 と公式エンブレムに入るのであれば、「T」の要素
を新たに強調する必要性は無くなっている。公式エンブレムのカラーは、桃山
時代から続く琳派をイメージする金箔、銀箔、漆の黒と日の丸の赤が利用され
ているが、新規性はない。さらに他の色との比率から見ると黒帯の量が多すぎ
るので、明るいイメージが感じにくく、シックすぎる感じである。インターネ
ットが発達して、国際化している時代である。他の国々の人々が抱く未来の日
本のイメージをどうするかという思考があっても良かったのではないだろうか。
類似する要素として基本形によるパターンデザイン、赤丸と T、琳派カラーの
三点が原因で見たことのあるデザインになっているのである。
佐野氏のデザインは大きく破綻したデザインではない。精緻化が図られてい
るデザインである。グリッドに合わせた右上の正円は、視覚的に小さく見える
のは愛嬌であると考えたい。だが、あまりにも限定されたなかで思考を繰り返
した窮屈なデザインに思える。佐野氏自身による 8 月 5 日の会見で示された公
式エンブレムの展開例パネルで公式エンブレムのデザインがアルファベットに
なったり、幾何学パターンになったりするアイデア提案をしている。それを見
ての推測ではあるが、このパターンがアニメーションになるとひらめいたのが
最初ではなかろうか。デザインの難しさは、ある規定を自ら作ると、自由な発
想が難しくなることである。不幸だったのは、原案は類似したデザインで修正
を余儀なくされ、修正案ではまた盗用と訴えられたことである。そして個人的
な感想ではあるが、人間の肉体の限界に挑戦するアスリートの祭典がイメージ
できないのが残念である。

－ 65 －
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本題とは少し外れるが、今回の公式エンブレム問題は一般のインターネット
ユーザーが匿名で、いわゆる炎上することでウェブ上だけで収まらず、マスメ
ディアが報道することで広がりを持つこととなった。そこで垣間見えたのが、
専門家でない一般の人々とデザインの知識を持つデザイナーたちとの見識で、
類似性の認識に差異があることが明確になったことである。一般の人々は、差
異があるのだが似ていると感じている点である。そして、パクっている、盗用
だ、模倣だと決めつけた意見が、ウェブ上に流布されて、多数の人々を煽る結
果になったのである。そのなかで喪章に見える、葬式みたいと感想を述べる人
が増えて、公式エンブレムへの負のイメージ操作が働いていったと考えられる。
これはバウハウスがワイマールからデッサウへ移転を余儀なくされたことを
思い起こさせる。1923 年、ワイマールのバウハウスで展覧会「バウハウス週間」
が開かれる。美術作品、工業デザイン、建築デザインなどのほか、ストラヴィ
ンスキー、ヒンデミットの作曲した音楽が演奏され、オスカー・シュレンマー
のバレエも上演された諸芸術の前衛の祭典であった。新しい時代の変化を見え
るかたちにしたことで、悪意ある攻撃を受けることとなる。変化を望まない者、
変化がもたらす緊張に耐えられない者、保守的な精神の持ち主などによるもの
である。右翼的な保守の台頭はバウハウス精神に対し、ロシア革命を起こした
共産主義と同類の危険なものと捉えた。1924 年に右翼がチューリンゲン州政府
を支配し、バウハウスの閉鎖への圧力をかけ、1925 年、バウハウスはデッサウ
に移転することとなる。
インターネットで醸される悪意の危険性を注視することが重要である。さら
に対処を誤ると増長し炎上することは、2014 年の小保方氏による STAP 細胞の
件を思い起こせば明らかである。
ベルギーのオリビエ・ドビ氏がデザインしたロゴマークにおいて T と L をオ
ーバーラップし統合させた部分の類似は認められる。ドビ氏は、その類似点が
模倣だと強硬に主張した。視認性から捉えロゴマーク全体を比較すると、エレ
メントの数は同じであるが、遠目には佐野氏デザインは正方形と認識され、ド
ビ氏デザインは円形が認識されることで別のデザインであると考えられる。著
作権や意匠権、商標権さらに知的財産権に抵触するかは司法判断が必要ではあ
るが、インターネットでは結論を待ってくれないのである。ドビ氏の訴訟した

－ 66 －
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ことだけでは、多少形態に類似はあるが、公式エンブレムを白紙撤回にするこ
とはなかったと推測する。
では、潮目が変わったのは佐野氏自身による 8 月 5 日の会見であると推測で
きる。佐野氏は会見でこのように述べている。まず出張先からの「ベルギー劇
場ロゴマークは見たことがない。デザインの参考にはしていない。」というコ
メントが紹介される。要点のみ抜粋すると「ベルギーのデザイナーの方から指
摘を受け、大変、驚いています。全く事実無根である。誓って申し上げるが、
これまでの知識、経験、キャリアの集大成の作品です。」「大いなる情熱をも
って臨み、ブラッシュアップし、類を見ないデザインができた。自信を持って
世の中に送り出せるものになった。」そして、デザインコンセプト、展開につ
いて説明し、質疑応答で「僕自身、ロゴを見たとき、要素は同じものがあるが、
デザインに対する考えが全く違うので、全く似ていないと思いました。」「今
回は、国際商標を取るという高いハードルがあり、OK が出ています。全く問
題ないと思っています。」42)とコメントしている。この抜粋のコメントには自
分のデザインへの揺るぎない自信があふれているのが読み取れるだろう。この
会見の説明でグラフィックデザイン業界の人々には理解できるが、一般の人々
には言葉が足りなかったと考えられる。会見に慣れていないことが災いしたと
も思えるのだ。どこまでが相似形であるのか、異質で違ったデザインであるの
かの説明を、一般の人々に理解してもらうことができなかったようだ。佐野氏
の言葉足らずによって、パクリ、模倣していると確信し固辞する人々は、悪意
ある曲解をして、パクリを否定する佐野氏は過誤を犯している、傲慢だと断罪
したのではないだろうか。この時期からパクリ探しがウェブ上で拡大したよう
に思う。
Google を中心とした画像検索で佐野氏の過去の作品でパクリ、模倣がないか
とあら探しが加速することとなる。今後、インターネットによる検索で探し出
した画像は、盗用元として探し出されることを理解しておく必要がある。探索
者たちは、画像処理ソフトを使い、盗用元から加工の仕方まで検証してしまう
のである。そして、まもなくサントリーのトートバッグで盗用を見つけられ、
サントリーが賞品の一部を取り下げる事態となる。インターネットでデザイン
素材を安易に検索し、多少修正を施して使用していることで、意図的に盗用し
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たことが明確になる。さらに悪いことに、スタッフ管理が甘かったとしたこと
やトレースと言い替えたこともインターネットが炎上する原因となった。とど
めをさしたのが、8 月 28 日に公式エンブレムの選考過程の説明会見で示された
展開例写真におけるコピーライティング表示（著作権あり）を消去し、無断で
使用した悪質な行為があったことである。類似しているとされた公式エンブレ
ムと盗用したトートバッグの件で、佐野氏個人の信頼が低下したところに、追
い討ちをかけたのが、画像無断使用の発覚があったことである。これで佐野氏
が公式エンブレムを取り下げる結果になったのは残念である。推測ではあるが、
公式エンブレムが発表されたときに、普通の人々のオリンピックに対するイメ
ージと発表された公式エンブレムのイメージに落差と違和感があったと思われ
る。インターネットで意見を発表する手軽さと相まって、悪意ある意見がうね
りを伴っていったとも考えられる。
コピー＆ペーストで安易に効率よくインターネットから PC へ取り込むこと
ができる時代になっていることへの警鐘として、今回の騒動を捉えて対処する
必要がある。インターネットによって私事まで暴かれ、誹謗中傷に晒されかね
ない公募に、デザイナーが萎縮し、消極的になりかねない事態である。広告業
界内での制作物のライセンスへの意識のなさが影響していると推測できる。グ
ラフィック業界において類似の規範、法令の整備とデザイン学生への教育を早
急にする必要がある。そして、個人の問題とせず、失墜したデザインの信頼を
取り戻すことに努力すべきである。デザイナーひとりひとりが、一般の人と絶
え間なくコミュニケーションをとるしか信頼回復の道はないと考える。
6. これからのデザイン
デザインにおいても創作活動の基礎として模倣は、技能技術習得に必要不可
欠であると先に記述したとおりであるが、コストダウンとスピードアップ、そ
してインスタントを求められる現在の社会では必要とされていないと感じる。
便利になりコンピュータとロボットで大量生産される製品は、寸分の狂いもな
く精緻に省力化され高速化して製造される。今や料理もインスタントに、電子
レンジで温かい食事を提供される。それらの基本は、システム的な思考を要求
しデジタルな割り切った論理で生み出されている。「教わるのではなく、見て
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覚えろ」という昔ながらの職人の見習のような学習方法で模倣するのでは時代
遅れである。才能に依存する表現や造形の精緻化に、省力化、スピードアップ
はなじまないのだが、PC で制作されるデザイン作業は変えられないのである。
PC は、マウスのクリック、ドラッグ、キーボードのキー入力とショートカッ
トなどの基本操作で使えるのだ。そしてデザインソフトの使用法に熟達すれば
いいのである。写植屋さんが美しい文字間で、文字が余りなく、どんなに長い
文章でも四角く打ち上げたように、気配りと精緻化できるグラフィックデザイ
ナーがいるのかを危惧するのである。
デザイナー個人として、デザインの修練は学生時代で終わりではなく一生続
くのだという意志に依存する問題なのだろうか。アイデアは、既存の要素の新
しい組み合わせ以外ないとジェームス・W・ヤングは著書『アイデアのつくり
方』で述べている 43)。新しい組み合わせをひらめくには、関連性を発見しよう
とする習性が重要とし、この世界のすべての事象に興味を持ち、それらに好奇
心を働かし続けられる人でなければならない。そのように思考し行動できるよ
うにするには、繰り返し思考する意志が必要となる。それはデザインに対峙す
る気概を心に持てるかにかかっている。根気と意志を持つことが、デザイナー
になりたい人たちに必要なのだ。気概あるデザイナーであれば、自分自身で創
作したデザインであっても、模倣、類似、盗用したデザインだと感じたら、自
らを律する行動にでるであろう。
アートでは、革新的なアートは天才が出現するまで生まれていない。デザイ
ナーもアイデアのあるデザイン、オリジナリティーがあるデザインを生み出そ
うとしている。過信かもしれないが、自負があるのだ。ではなぜ盗用問題は起
きるのか。それは、他社との競争がそうさせる。仕事を得るために競合他社と
競い合うプレゼンテーションにおいてカンプ制作は必須である。写真などは撮
影するイメージを提示するのにダミー写真を使用することは先に記した通りで
ある。競い勝つには、美しいかインパクトのある写真が必要である。使用料を
払うレンタル写真は大丈夫であるが、雑誌などから拝借する場合がある。雑誌
から拝借した場合、新たに撮影が必要と説明することになるが、それは業界内
で暗黙の了解になっている。雑誌から拝借した写真イメージをカンプ上では、
無断で盗用していると考えられる。新たに写真撮影も模倣した写真であると言
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われても仕方がないだろう。広告業界の意識の希薄さが現在まで続いていると
言える。
インターネットが発達した今では、コピー＆ペーストで安易に画像を利用で
きる環境になっている。誰でもウェブ上の写真をダウンロードして、PC の壁紙
に利用していないだろうか。個人での利用は問題がない場合が多いので、うっ
かり公に使用してしまうのだろうか。ではなぜ著作権フリー（加工、商用に利
用を許諾されているの意）の素材集がインターネットでも、書店でもあるのに
と思うのだが、イメージが合わない写真、イラストが多いのも事実である。妥
協のできない場合もあるが、予算、時間は決められている。ある程度の妥協は
必要である。大学においても学生による論文、レポートをコピペして流用する
問題があるように、盗用意識が希薄になっている。盗用に対する自制心を奪う
ような、誘惑が多い社会構造になっているのかもしれないのである。
これからもデザインの現場はクリエイティブディレクター、アートディレク
ター、グラフィックデザイナーというシステムは変わらないかもしれない。広
告代理店とデザイン会社の関係も変化しないだろう。印刷会社とデザイン会社
も然りである。発注する側と下請けという上下関係が変わらずあるのである。
このようなシステムは業界では理解できるが、
一般には知りえないことである。
今回のオリンピックなどのイベントによって発生する CM、印刷物、パブリ
シティなど制作物と媒体管理をするのが大手の広告代理店になる。それぞれ個
別に発注するより手間が省けるのが理由である。大手代理店にはクリエイティ
ブの部署があり制作物の企画から制作までしている。しかし、実際はコンセプ
トづくりとアイデアと構想まで担当して実作業は下請けのデザイン会社に任せ
ている場合が多いのである。代理店のデザイン担当はアートディレクターと呼
ばれ、下請けのデザイナーはグラフィックデザイナーと呼ばれている。公式エ
ンブレムのデザイナーは公募で選ばれ、制作物と媒体管理する代理店のアート
ディレクターとの関係は複雑であることがわかる。
トートバッグ問題での謝罪文で佐野氏は、アートディレクターとして管理不
行き届きと説明している。佐野氏の個人デザイン会社では、佐野氏はアイデア
だけかラフスケッチまでをして、スタッフのデザイナーにフィニッシュワーク
を任せて仕事をこなしていることがわかる。公式エンブレムのデザインは、佐
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野氏自身がいくら「すべてデザインした」と強調しても、スタッフのデザイナ
ーの制作ではと疑いを持たれることになったのである。
グラフィックデザイン業界がこの状態のままでは、仕事量をこなす効率とス
ピードが優先される競争原理のなかで独創的なデザインを生み出す環境とは云
えないように思われる。天才でなくても優秀なデザイナーたちが変革させなけ
ればならない。アートディレクターひとりがアイデアからフィニッシュワーク
まで管理する体制では、目が届かないことはトートバッグ問題で明白である。
近未来を俯瞰すると PC は、ウェアラブル（身に付ける）になり、スキャン
された個人情報ですべての行動が自動で行われるようになるかもしれない。映
画のなかの世界が実現することになるわけである。情報端末に今でも、一般消
費者はうれしいかどうかはわからないが、情報をまとめた記事に紛れて広告が
入り込んでいる。広告媒体も変容するなかで、グラフィックデザインも変化せ
ざるをえないであろう。
もう個人の知識、技能で対応できる許容範囲を超えていると言える。スーパ
ーコンピュータでは、プロセッサーを並列で処理をする技術が推し進められて
いる。個人のグラフィックデザインの専門知識、技能だけでは、もう太刀打ち
できないことに気付かなければならない。さまざまな他の分野の人との交流と
アドバイスを素直に取り入れられることが求められる。いろいろな分野の人材
で組織された優秀なチームでデザインするシステム構築が、今後のデザイン会
社にとって重要なのではないだろうか。多方面の分野との融合された 1,000 人
規模の大きな総合デザイン会社が日本にあるのだろうか。スターグラフィック
デザイナーと美大卒グラフィックデザイナー、大卒コピーライターそして経理
だけでは、今後立ちいかなくなるであろう。そう考えると、今回の公式エンブ
レムを個人デザイナー中心に公募する方法では、アイデア豊かな作品は集まら
ないことになる。
ヒントは、コンピュータグラフィックスによるアニメーション制作会社ピク
サーの制作システムにあると考える。エド・キャットムル、エイミー・ワラス
著『ピクサー流

創造するちから』で企業として何を理想とし目標とするのか

をマネージメントの立場から語っている。スタッフ全員が一致するのが重要で、
個人の才能よりチームとしてメンバーが補完し合い、人同士の相互作用がいい
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アイデアを生み出す。変化、リスク、未知を尊重し創造のしかたを考え直そう
とする人や作品の問題を分析し解決する能力のあるグループが制作のなかで生
まれたと述べている。そのためにも社員の健康維持を見守り、ストップをかけ
られるのが大切だとも述べている。エド・キャットムルは、「我々が向き合い、
解決すべきものの中には、目に見えないものもあるという現実を受け入れたう
えでなお、視界を明瞭に保とうとする企業文化を育てること、それが私から見
た会社の使命だ。この文化を、ピクサーの創業メンバーがいなくなったずっと
後まで残るような力強いものに育てること。それによって、会社に利益をもた
らすだけでなく、世界に貢献するようなオリジナル映画をつくり続けられるよ
うにすることが私の望みだ。」44)と語っている。日本のデザイン会社でもスタ
ッフ全員でコミュニケーションし、補完してアイデアを出し、理想のデザイン
を目指せる環境を構築するのが急務と考える。
アイデアについて、エド・キャットムルは次のように述べている。
「アイデアは独立していない。何十人もの人による、何万もの決定を通して、
少しずつ発展するものだ。ピクサーのどの映画、台詞、光線や影、音響効果も、
全体に寄与する部分として存在している。ちゃんとしたものをつくれば、観客
は最後に「おもちゃ同士がしゃべるとは、よく考えたものだ！」と言ってくれ
る。だが、映画は一つのアイデアではなく、たくさんのアイデアでできている。
そしてそうしたアイデアの後ろには人がいる。」45)
デザイン業界も同じではないだろうか。多くの個人の功績が全体におよぶデ
ザイン制作を推し進めることが、今回の騒動から未来へ一歩踏み出す指針にな
ると考える。
もう一度、問い直そう。
我々は何処から来たのか、我々は何者か、我々は何処へ行くのか 46)。

注
1) http://www.jiji.com/jc/zc?k=201507/2015072400902&g=spo（参照 2015-8-15）
2) http://www.asahi.com/articles/ASH7Y636HH7YUTQP034.html（参照 2015-8-15）
3) http://www.asahi.com/articles/ASH704SK2H70UTQP01D.html（参照 2015-8-15）
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4) http://www.sankei.com/world/news/150731/wor1507310038-n1.html（参照 2015-8-15）
5) http://www.sankei.com/sports/news/150805/spo1508050018-n1.html（参照 2015-8-15）
6) http://www.sankei.com/sports/news/150805/spo1508050020-n1.html（参照 2015-8-15）
7) http://www.asahi.com/articles/ASH8G6SRPH8GUHBI02B.html（参照 2015-8-15）
8) http://www.sponichi.co.jp/sports/news/2015/08/17/kiji/K20150817010955270.html（参照 2015-8-15）
9) http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1508/13/news087.html（参照 2015-8-15）
10) http://www.suntory.co.jp/beer/allfree/campaign2015/（参照 2015-8-15）
11) http://www.mr-design.jp/ （参照 2015-8-15）2015 年 9 月 1 日現在は変更されている
http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1508/13/news087.html（参照 2015-8-20）
12) http://www.asahi.com/articles/ASH8G7WBRH8GUTQP02S.html（参照 2015-8-20）
13) http://mera.red/佐野研二郎作品疑惑一覧（参照 2015-8-20）
14) http://www.hochi.co.jp/topics/20150817-OHT1T50129.html（参照 2015-8-20）
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アーティスト
ドミニク・アングル

Jean-Auguste-Dominique Ingres

1780–1867

19 世紀フランスの新古典主義を代表する画家。代表作は「浴女」
「横たわるオダリスク」
「泉」
「トルコ風呂」など。
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アンディ・ウォーホル

Andy Warhol

1928–1987

アメリカのポップアートの世界的アーティスト。銀髪のカツラをトレードマークにし、大量
生産された製品をシルクスクリーンにした作品で有名だが、ロックバンドのプロデュース、
映画制作などマルチに活躍。代表作は「キャンベルスープⅠ」「マリリン・モンロー」「エ
ルビス・プレスリー」「牛の壁紙」など。

アドルフ・ムーロン・カッサンドル

Adolphe Mouron Cassandre

1901–1968

ウクライナ生まれのパリで活躍したアールデコ様式を代表するグラフィックデザイナー、タ
イポグラファー。代表作に「北方急行」「アトランティック号」「ノルマンディ号」などの
ポスターやイヴ・サンローランのロゴのデザインがある。

ワシリー・カンディンスキー

Wassily Kandinsky

1866–1944

ロシア生まれの画家。抽象絵画の創始者とされる。ミュンヘンでフランツ・マルクらととも
に「青騎士」グループを結成。美術理論家としても著名である。バウハウスで教官を務める。
代表作は「インプレッションⅢ（コンサート）」「コンポジションⅥ」「コンポジションⅦ」
「コンポジションⅧ」「空の青」など。

パウル・クレー

Paul Klee

1879–1940

スイスの画家。ワシリー・カンディンスキーらとともに「青騎士」グループを結成。バウハ
ウスで教官を務める。作風は表現主義、シュルレアリスムとも属さない独特の作品。代表作
は「南チュニジアの庭」「金色の魚」「パルナッソス山へ」など。

ヴァルター・グロピウス

Walter Adolph Georg Gropius

1883–1969

ドイツのモダニズムを代表する建築家。世界的に有名な美術工芸学校「バウハウス」の創立
者。代表作は、ワイマールからデッサウに移転した「デッサウの校舎」はグロピウスの設計。
ニューヨークのパンナムビル（現メットライフビル）をピエトロ・ベルスキらと共同設計。

ポール・ゴーギャン

Paul Gauguin

1848–1903

フランスのポスト印象派の画家。金銭的な成功は得られず、晩年にタヒチに移住し、タヒチ
を題材にした作品が有名。代表作は「タヒチの女たち」「黄色いキリスト」「あなたはいつ

－ 75 －

- 25 -

結婚するの？」「月と太陽、月と地球、月と地の神」「われわれはどこから来たのか
われは何者か

佐野研二郎

われ

われわれはどこへ行くのか」など。

1972–

アートディレクター、グラフィックデザイナー、多摩美術大学美術学部統合デザイン学科教
東京 2020 オリンピック公式エンブレムデザイン応募作から選出されたが、模倣疑惑

授。

で撤回した。現在、デザイン会社「MR_DESIGN」「MR_DESIGN_NEW YORK」主宰。

オスカー・シュレンマー

Oskar Schlemmer

1888–1943

ドイツのアーティスト。バウハウスで彫刻、壁画、バレエなどの教員を務める。最も有名な
作品は「トリアディック・バレエ」という舞台芸術作品。代表作は絵画「バウハウスの階段」
など。

イーゴリ・ストラヴィンスキー

Igor Stravinsky

1882–1971

20 世紀を代表するロシアの作曲家。初期の三大バレエ音楽「火の鳥」「ペトルーシュカ」「春
の祭典」が有名。指揮者、ピアニストでも活躍した。三大バレエ音楽以外の代表作は交響曲
「詩篇交響曲」、オペラ「エディプス王」、「ミサ曲」など。

Jan Tschichold

ヤン・チヒョルト

1902–1974

ドイツのタイポグラファー、カリグラファー。
彼の最も有名な著作である
「Die neue Typographie」
によって、モダンデザイン主義の第一人者となった。欧米の多方面のデザイナーに大きな影
響を与えた。書体 Transit、Saskia、Zeus、Sabon を創作。

オリビエ・ドビ

Olivier Debie

ベルギーのグラフィックデザイナー。ベルギー王立リエージュ劇場ロゴと酷似しているとツ
イッターとフェイスブックで指摘したことから、インターネット上で模倣、盗用ではないか
と騒動になる。経歴など不明。

アルブレヒト・デューラー

Albrecht Dürer

1471–1528

ドイツのルネッサンス期に活躍したドイツ美術史上最大の画家。代表作は
「1500 年の自画像」
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「東方三博士の礼拝」「四人の使徒」など。

マルセル・デュシャン

Marcel Duchamp

1887–1968

フランス生まれの 20 世紀美術に決定的な影響を与えたアーティスト。スタイルを生み出し
ては捨てダダイズムを体現した。本人はダダイストと云われるのを拒否した。レディーメイ
ドと名付けた作品群から「泉」が有名。代表作は「階段を下りる裸体 No.2」「彼女の独身者
たちによって裸にされた花嫁、さえも（通称：大ガラス）」「（１）落ちる水（２）照明用
ガス、が与えられたとせよ（通称：遺作）」など。

パブロ・ピカソ

Pablo Picasso

1881–1973

スペイン生まれの 20 世紀最大の画家。その生涯で一万点を超える油絵、素描を残し、10 万
点にも及ぶ版画、その他数百点の彫刻や陶器作品を制作した。キュビスムの創始者として知
られる。代表作は「アヴィニョンの娘たち」「泣く女」「ゲルニカ」など。

Paul Hindemith

パウル・ヒンデミット

1895–1963

20 世紀を代表するドイツの作曲家。指揮者、ヴィオラ、クラリネット、ピアノなどの楽器を
弾きこなす多才な演奏家でもある。交響曲、オペラだけでなくオーケストラを構成するほぼ
すべての楽器のためのソナタを作曲。代表作は交響曲「画家マティス」、室内音楽「室内編
成の管弦楽による７つの協奏曲」、ピアノ音楽「ルードゥス・トナリス」など。

Johannes Vermeer

ヨハネス・フェルメール

1632–1675

17 世紀のオランダを代表する画家で日本でも人気がある。代表作は「牛乳を注ぐ女」「真珠
の耳飾りの少女」「レースを編む女」など。

ジョルジュ・ブラック

Georges Braque

1882–1963

フランスの画家。パブロ・ピカソとともにキュビスムの創始者のひとり。ピカソと共同でキ
ュビスムの研究と制作でパピエ・コレやコラージュを創った。代表作は「レスタックの家々」
「家と木」「ヴァイオリンとパレット」「テーブルの上の静物」など。
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Marcel Breuer

マルセル・ブロイヤー

1902–1981

ハンガリー生まれのモダニズムの建築家、家具デザイナー。バウハウスで学び、教官を務め
る。モジュール構造（規格化された構成単位）と単一形態の重要性を提示した。曲げた金属
パイプの「ワシリーチェア」が有名。

ハンネス・マイヤー

Hannes Meyer

1889–1954

スイスの建築家、都市計画家。バウハウスの第 2 代校長を務め、建築課程を設置。代表作は
「全ドイツ労働組合総同盟の研修学校（ベルナウ）」など。

ブルーノ・ムナーリ

Bruno Munari

1907–1998

イタリアのグラフィックデザイナー、プロダクトデザイナー、教育者、研究者、絵本作家な
ど、後期未来派に参加した異才アーティスト。デザイン界では彼の名を知らぬものはいない
ほど、現代のデザイン界に影響を与えた。代表作は絵本「ムナーリの機械」、玩具「子ざる
のジジ」、照明器具「フォークランド」、ワークショップ「アートとあそぼう」、著書「芸
術としてのデザイン」など。

ラズロ・モホリ＝ナギ

Laszlo Moholy-Nagy

1895–1946

ハンガリー生まれのタイポグラファー、写真家、美術教育家。バウハウスで教官を務め、バ
ウハウスの教育方針に影響を与える。バウハウス叢書『絵画・写真・映画』は美術界に大き
な影響を残す。印画紙の上に直接物体などを置いて感光させる手法を「フォトグラム」と命
名した。著書『ザニューヴィジョン−ある芸術家の要約』など。

ミース・ファン・デル・ローエ

Ludwig Mies van der Rohe

1886–1969

ドイツの 20 世紀のモダニズム建築を代表する建築家。ル・コルビュジエ、フランク・ロイ
ド・ライトとともに近代建築の三大巨匠のひとり。バウハウスの第 3 代校長。代表作は「バ
ルセロナチェア」「ファーンズワース邸」「イリノイ工科大学クラウンホール」「シーグラ
ムビル」など。
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Reading Contrapuntally
From Raymond Williams’s Country and City to Zee Edgell’s Beka Lamb
Midori Saito
1. Introduction
It may not be appropriate to start an academic paper with a personal account,
but since my personal experience is central to this paper, I need to draw on it briefly. I
was born in a small village that may very well disappear within the next ten years. Due
to the construction of a dam, many people have left the village and moved to a city
located a distance down the river, where they have been offered work in a major car
factory. My father ran a small timber business, which is not to say that he worked in an
office: He was a physical laborer who rose early (five a.m.) and went into the woods to
cut down trees. At that time, the future of the forestry seemed bleak. I vividly remember
that the father of one classmate, who also worked in forestry, wrote that his dream was
to become a salary-man (a white-collar worker). Later, this man committed suicide. My
mother, who was born in a relatively large city, abhorred the village and held onto the
idea of educating her child as being the only way to “liberate” her. Leaving my father
behind, my mother and I moved to a large town so that I could attend a national junior
high.
Before assuming his position at that junior high, the sub-deputy used to work
in my village. Upon seeing me, he commented, “You must have had a big culture shock,
having come from that small village. You seem to have been better suited to that
environment.”
Suddenly, I felt myself turning into a baboon, being caged in a zoo. I did not
think too much about that comment until I heard an American lecturer making a similar
remark to a student from Mali, who was learning English as a second language. Yet, I
felt out of place in my native village. That place was full of incomprehensive traditions
and customs, and you do not have much chance if you are born a girl.

－ 81 －

I left my village and my family early in life. I left because I had become
frightened of my parents, as they had become unbearably overprotective of me
following the death of my sister. I have been to many places, and yet I have never felt a
sense of belonging anywhere. This feeling of alienation informed the connection I felt
to Raymond Williams’s The Country and the City (1958) and my readings of
Caribbean literature.

2. Raymond Williams’s The Country and the City
One’s way of seeing things is formed, to a certain extent, by the place of one’s
birth: your birthplace can haunt you, even after you have left it. While reading books
for my courses, the feeling of alienation remained, until I encountered the texts written
by Raymond Williams. Raymond Williams was a Welsh academic, novelist, and critic.
An influential figure in the New Left movement1 as well as in cultural studies, he was
also the first to write ecological criticism in the British context. Unlike many scholars
who studied at Cambridge, he came from a working-class background, and his father
worked for the railway. In reading The Country and the City—which represents the
pastoral as seen between the Renaissance/Augustan periods and the post-war era—I
could make a connection between the words of the sub-deputy and those of the lecturer
that had been directed at the Mali student.
Offering a journey into English literature, Williams provides rich
interpretations of the texts written by major figures in English literature, such as
William Wordsworth, Jane Austin, Thomas Hardy, Virginia Woolf, D.H. Lawrence,
and even postcolonial writers such as Chenua Achebe, and interweaves them with his
personal accounts. Through analyses of texts from different time periods, Williams
demonstrates how literary works are constructed by society and how the division
between country and city has intensified.
What is striking about Williams’s The Country and the City is that one can see
the germination of postcolonial criticism that Williams maps in the relation between

－ 82 －

city and country and between metropolis and colonies. After referring to George
Orwell’s text, William argues the following:
What is offered as an idea, to hide this exploitation, is a modern version of the
old idea of “improvement” a scale of human societies which theoretically
culminates in universal industrialization, all the country will become city; that
is the logic of its development, a simple linear scale, along which degrees of
development and underdevelopment can be marked. But the reality is quite
different. Many development societies have been developed, precisely, for the
needs of the metropolitan countries. People who once practiced a subsistent
agriculture have been charged, by economic and political force, to plantation
economies, mining areas, single crop markets. The setting of prices, on which
these areas specialized to metropolitan needs must try to live, is in the decisive
control of the metropolitan commodity markets. Massive investment in this
kind of supply, and in its kind of economic and political infrastructure, brings
in from these specialized rural areas a constant flow of wealth which then
further accentuates the dominating interrelations. (284)
Williams does not embark on a fierce criticism of colonialism; nonetheless, he stresses
the continuity between the development of a city to the expansion of colonies. As
slavery is often regarded as the first form of capitalism, Williams criticizes capitalism
as the cause of the division between country and city:
I have been arguing that capitalism, as a mode of production, is the basic
process of most of what we know as the history of country and city. Its
abstracted economic drives, its fundamental priorities in social relations, its
criteria of growth and of profit and loss, have over several centuries altered our
country and created our kinds of city. In its final forms of imperialism it has
altered our world. (302)
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Williams’s proximity to communism is explicit in the text, especially when he declares
that he is convinced that “resistance to capitalism is the decisive form of the necessary
human defense”(302). Referring to Trotsky, Williams underlines that “the history of
capitalism was the history of the victory of town over country”(302); similarly,
referring to The Communist Manifesto by Marx and Engels, Williams claims that they,
too, blamed the bourgeois for subjecting the country to the rule of the towns (303).
However, he does not overlook the shortcomings of socialism and communism,
because the authors of those theories and the works that represent them, especially the
Manifesto, seem to appreciate the bourgeois for rescuing the semi-barbarians of the
country from total ignorance. The Manifesto seems to suggest, as Williams claims, that
only the urban proletariat, and not the rural barbarians, is capable of creating higher
forms of society. Williams’s interpretation of the Manifesto seems to summarize my
sense of unease towards the text, as I have felt that the text was exclusively written for
city dwellers, and not for country peasants. Yet, Williams’s conclusion somehow
resonates the ending of the Manifesto: We can overcome division only by refusing to be
divided (304). His firm will to connect the divided spaces and to question their intricate
relations offers encouragement with which to tackle the still visible fissure between the
center and the periphery.

3. Postcolonial Pastoral
The first ecocriticism embodied in Williams’s The Country and the City,
however, encountered criticism from the postcolonial critics. A subtle criticism came
from Edward Said, who, in his collection of essays, Culture and Imperialism, states the
following: “It is dangerous to disagree with Williams, yet I would venture to say that if
one began to look for something like an imperial of the world in English literature, it
would turn up with amazing insistence and frequency well before the mid-nineteenth
century” (82–83).
As Said remarks, Williams places more emphasis on the analyses of canonical
British writers’ texts in the first two thirds of the text but rarely examines the text by
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“postcolonial writers” in the same depth that he appears to have reserved for other
English writers, such as Charles Dickens and D.H. Lawrence. Arguably, Williams’s
and Said’s primary concerns in their criticisms are different, but what markedly
separates them further is their sense of belonging to a place: Williams’s identity is
firmly rooted in his beloved village in Wales, whereas Said expresses his lack of
belonging to one place in his autobiography, Out of Place, and questions the political
implications of place and identity.
To put it differently, Williams seems to identify the country and city as fixated
entities or as two separate, opposite worlds. Therefore, his declaration “to refuse to be
divided” seems, ironically, to consolidate the separateness and the distinction of the two
worlds. His rigidness in interpreting the two worlds is echoed in his later notions of
social identity, which are fiercely criticized by Paul Gilroy in his There Ain’t No Black
in the Union Jack.
Although Williams is known as a socially left activist, and, in his novel, he did
call for solidarity between the Welsh and the West Indians, Gilroy argues that
Williams’s interpretation of “white people” has “rooted settlements” where they lived
and formed identities. Gilroy points to Williams’s understanding of racial conflict as
merely one between the English working class and the new aliens, or blacks, which
dismisses the fact that the “concept of racism has its own historic relationship with
ideologies of Englishness, Britishness and national belonging”(53). Gilroy states further
that Williams’s understanding of nation and race is reminiscent of conservative racism
and nationalism (53).
Perhaps Gilroy’s criticism of Williams stems from Williams’s slight
insensitivity toward people whose national identities were denied and altered by
colonialist forces. Although linking country and colonies is useful in understanding the
“bigger picture,” in so doing, Williams seems to put colonies and their literature into a
proverbial “small box,” without differentiating historical and racial specificities.
Moreover, reminiscent of his childhood in Wales, Williams’s notion of the country
evokes pictures of a rooted community and a static sense of space—images of which
Gilroy is critical.
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Gilroy’s skepticism toward a rooted identity is not a unique stance; it is shared
by other Caribbean intellectuals, such as Patrick Chamoiseau, John Bernabe, and most
notably, Édouard Glissant. Referring to the idea of Jill Deuleuze and Felix Guattari,
Glissant suggests that the notion of rhizome is incarnated in the Caribbean culture,
where the original habitants were wiped away and slaves were brought in, as well as
most of the island plants:
Gilles Deleuze and Felix Guattari criticized notions of the root and even
perhaps, notions of being rooted. The root is unique, a stock taking all upon
itself and killing all around it. In opposition to this they propose the rizhome,
and enmeshed root system, a network spreading either in the ground or in the
air, with no predatory rootstock taking over permanently. The notion of the
rhizome maintains, therefore, the idea of rootedness but challenge that of a
totalitarian root. Rhizomatic thought is the principal behind what I call the
Poetics of relation, in which each and every identity is extended through a
relationship with the Other. (11)
Glissant describes European civilization as hereditary, or the “civilization of root,”
while he names Caribbean culture as “the culture of rhizome.” Hence, the notion of
rootlessness becomes not a negative concept but a positive one that is linked to the idea
of creolization and hybridity, often represented in the Caribbean culture.
Furthermore, Glissant reinterprets the notion of ecology from the Caribbean
perspective. For him, the European concept of ecology is centered around the
mystification of the Earth and its exclusiveness, whereas ecology in the Caribbean is
relational, as no one can really possess or claim the land: “… the consequences of
European expansion … is precisely what forms the basis for a new relationship with the
land: not the absolute ontological possession regarded as sacred but the complicity of
relation”(146).
Glissant distances himself from Western ecology, which is based on the
dialectical opposition between nature/civilization and man/God. Instead, he argues that
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Caribbean ecology cannot be copied from the European idea of ecology since its
dichotomic understanding of nature is a foundation of colonialism.
As Bill Ashcroft argues, structurally connected oppositions, such as
white/black, advanced/retarded, Christian/pagan, noble/vulgar, good/evil, beautiful/ugly,
human/bestial, teacher/pupil, and doctor/patient are operated in such an ingenious way
that they constitute a deceptive categorization while imposing the belief that the
“coloniser, white, human and beautiful, teacher and doctor” are collectively opposed to
the “colonised, black, bestial and ugly, pupil and patient” (Ashcroft, Griffiths, and
Tiffin 24).
Consequently, these structurally related sets of binaries both naturalize the
widespread belief in the “white man’s burden” to enlighten the uncivilized and the
primitive and provide an excuse for the “civilising mission” (Ashcroft, Griffiths, and
and Tiffin 26). Glissant’s skepticism toward the mainstream ecology, mostly
Euro-American, stems from this underlying notion of opposites that pit nature against
civilization. What, then, does Caribbean literature offer us as an alternative
understanding of nature? In the following section, I examine this question through the
reading of Caribbean literature, in particular the text of Beka Lamb.

4. Early Caribbean Literature to Beka Lamb (1982)
It is often said that the Caribbean literature started in the 1930s with the
commencement of the independent movement in respective Caribbean islands. Yet, a
majority of the texts written in those days, mostly by male writers, were heavily
influenced by colonial values.
In Making Men, Belinda Edmondson argues that the writings of early
Caribbean male writers, such as C.L.R. James, George Lamming, V.S. Naipaul, reveal
an intricate relation to and dialogue with English Victorian novels—that is, a creative
attempt rising out of European heritage. But these early Caribbean male writers all
faced the fact that they were culturally Caribbean while their literary tradition was
English. The dilemma that these writers faced, according to Edmondson, was due to
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this paradox of the “genesis of West Indian nationalism”. In other words, the education
that these writers received in the West Indies removed them from the social, religious,
and cultural everyday practices of their society, consequently alienating them from the
people that they wanted to represent.
Edmondson further discusses the influence that Victorian literature had on the
fictional works of these writers. The key characteristic of Victorian literature in this
respect, according to the author, is the preponderate and defining factor of
“Englishness,” as well as consolidating and “exporting” this notion to British colonies.
Despite the efforts of West Indian writers to rewrite the representation of the West
Indies, Victorian values had a profound effect on them.
Edmondson points out the fact that C.L.R James’s attempt in The Black
Jacobins was intended to combine Marxist theory and William Makepeace Thackeray’s
Vanity Fair; in addition, there was Dickens’ influence on George Lamming, and
Naipaul’s engagement in dialogue with Anthony Trollope’s The West Indies and the
Spanish Main (1859) or James Anthony Froude’s notorious The Bow of Ulysses: The
English in the West Indies (1888).2
Another instance of this dialogue with European literature, there is Aimé
Césaire’s notion of Négritude as compared to D.H. Lawrence’s idea of cosmology.
According to James Arnold, “in Césaire, as in Lawrence, access to a cosmic unity is
frequently expressed in terms of a communion of blood, a phallic marriage” (Arnold
63). Indeed, their understanding of cosmology is strikingly similar. For Lawrence the

universe is divided into the sun-principle and the moon-principle and that “woman is
really polarized downwards toward the centre of the earth. Her deep positivity is in the
downward flow, the moon-pull. And man is polarized upwards, toward the sun and the
day’s activity” (Lawrence, 1971, 157). In The Rainbow, Lawrence refers civilization as
male construct while nature as female:
It was enough for the men, that the earth heaved and opened its furrows to
them…. But the woman wanted another form of life than this, something that
was not blood-intimacy…. She stood to see the far-off world of cities and
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government and the active scope of man…. She faced outwards to where men
moved dominant and creative, having turned their back on the pulsing heat of
creation. (7–8)
This understanding of cosmology is quite present in Césaire’s representation of woman
in his Notebook of a Return to My Native Land and it could be said that this form of
representation is the result of his dialogue with those European modernist writings
which had a certain framework of representation and symbolism regarding women.
This may be the reason why Maryse Condé claims that the quest for identity within
Négritude poetry is a male quest while Africa is often figured as feminine and maternal.
African culture is often incarnated and idealised as the figure of a woman whom a male
hero attempts to rediscover and repossess. She claims that “the black woman-mother
comes to serve as the ‘ground’ upon which black, male selfhood and the new nation are
built” in Négritude writing, consequently depriving women of “any active role, of a
place in that nation, and of identity, herself as a woman” (Haigh 124).
In the Anglophone Caribbean, the impact of Victorian education in the
Caribbean explains the belated prominence of women writers in the region. In White on
Black (1998), Jan Nederveen Pieterse argues that the Victorian educational curriculum
for the elite was permeated with a social stratification arranged according to class, race,
and gender. He points out that anthropology in the Victorian era “saw racism, classism
and sexism as facets of the same world view and expression of the same logic”(219).
This suggests a profound influence of the colonial mentality on education in the
colonies.3 Such values influenced the creation of early Caribbean literature and delayed
the emergence of women writers.
In this sense, a reading of Beka Lamb may be relevant in describing the
evolution of Caribbean literature and Caribbean culture, as both grew out of Victorian
values. The novel, written in 1985—during the period of second-wave
feminism—demonstrates the maturation of a young girl, Beka, as well as her views on
sociocultural changes in Belize.
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5. Reading Beka Lamb
Postcolonial literature has become a testing ground where many writers
attempt to deconstruct the binary oppositions between a fiction and the reality. Zee
Edgell’s Beka Lamb(1982) offers such an instance. Zee Edgell, an internationally
acclaimed Caribbean woman novelist, was born in 1940 in pre-independent Belize,
known as British Honduras. As in other postcolonial writings, her novel incorporates
many of her autobiographical elements. Beka Lamb, published just a year after the
independence of Belize, is set in 1950s’ pre-independent Belize.4 The story revolves
around a girl, Beka Lamb, and her family, a black, relatively well-off family in Belize.
Thorough the portrayal of the family, Edgell reveals the political and social changes
that were taking place at that time. Each member of Beka’s family represents the
differences reflected in each generation: Beka’s grandmother, Granny Ivy, is weary of
creole political power and unsure of the future of Belize, whereas Beka’s father, a
member of the Union Party, disapproves of educating girls and wants his daughter to be
proud of being black. Beka’s mother, Lilla, supports Beka’s education and is a “good
housewife”: She keeps roses in her garden and tells Beka to water them but not other
tropical plants. This obsession with growing roses in the tropics can be found elsewhere
in Caribbean literature, as a fascination with roses seems to be prevalent among the
Caribbean people and demonstrates the complex feelings that the colonials have toward
the British culture.
Central to the story is Beka, her best friend, Toycie, and their days at a Catholic
convent school. Their convent school is depicted as a special space, entirely cut off
from the rest of Belize, as “the majority of students, among whom were the poor, the
rich, the brilliant and the mediocre, acquired the art of suppressing segments of their
personalities, shedding the lives they led at home the minuites they reached the convent
gates”(112). Beka and Toycie function as mirror images in the novel: Beka is a little
clumsy, family-bound, and slow on the uptake, while Toycie, who is being raised by
her aunt, is beautiful, slender, and an outstanding student. The girls study together, play
together, and share many precious memories of their childhood while spending
holidays together at their family countryside retreat.
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Their close relationship slowly changes, however, as Toycie begins to date
Emilio Villabueva, the only son of a rich mestizo family. She becomes more involved
with him and eventually confides to Beka that she is pregnant. Because Toycie is black,
she has no prospect of marrying Emilio, who is planning to leave Belize to enter a
university in Mexico.
Beka and her family plead with the deputy of the convent school, Mother Vigil,
for Toycie to be allowed back into the school:
Well, sister, Miss Ella and I [Mother Vigil] will leave you now with Toycie, as
I can see, as you say, there is nothing you can do. Maybe in your position I
would do the same. Who knows? My daughter is in this academy and I pray to
God she makes in through school. But because of Miss Eila here, and because
of Toycie, I feel I must tell you this: you have been principal of this academy
for two years so maybe you don’t yet realize the financial strain people are
under in this country. Families without resources have no strings to pull when
their children get in trouble…. Miss Eila here, has worked from morning to late
night for Toycie’s education, making bread and buns for sale, after cooking all
day in other people’s houses. She is a simple woman, like many of our women,
in certain matters, and she had one ambition, to see Toycie graduate from your
wonderful academy. You say things will change, Sister. It’ll be too late for
Toycie here, and others like her, but the woman brave enough to make that
change should be crowned Queen of the Bay at Battlefield Park! (120)
Yet Mother Vigil reprimands Toycie and firmly rejects the idea of the girl returning to
the school:
We women must learn to control our emotions, Mr Lamb. They are times we
must say “enough” whatever our feelings. The rate of illegitimacy is quite high
and has been high for a long time. The women will have to decide for a change
in their lives, otherwise they will remain vulnerable. Under prevailing
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conditions, I cannot see much hope for the long term development of this
country. (120)
Sister Virgil accuses Toycie for failing to control her emotions and will not do anything
to support her. This denial of education was a denial of Toycie’s future; hence, she
slowly loses her will to live and is finally sent away to an asylum.
Having been separated from Toycie, Beka eventually learns to stand on her
own two feet. Her slow change in attitude and appearance is as if Toycie has merged
into her. Things take a turn when Sister Gabriella asks Beka to enter an essay
competition. Beka is not convinced that she has the ability to compete, and her
grandmother, Miss Ivy, discourages her granddaughter, saying that that it is no use
competing because “the bakras or pania girls” will receive the prize (116). The bakras
refers to white, and the pania refers to a person of Hispanic origin. In this scene, Edgell
delineates the internalized inferiority in Beka’s grandmother’s generation and the
changing attitudes in the younger generation, represented by Beka. Beka finally decides
to enter the competition on behalf of Toycie, who should have been there to enter the
competition instead of her.
In the novel, a hurricane plays an important role. First, the 1931 hurricane is
the reason for Toycie’s parents’ death; in the second hurricane described in the novel,
Toycie kills herself by jumping from a mango tree. It is also during the hurricane that
Beka conceives of the idea of writing the essay and finalizes her piece. With Toycie’s
parents’ death, the hurricane may appear to be a threatening force; in Toycie’s case,
however, the hurricane can be interpreted as an act of grace, because it brings an end to
her suffering. In Beka’s case, the hurricane becomes a crucial factor that enables her to
begin her work.
The way in which the hurricane is portrayed in Beka Lamb differs from the
way in which natural disasters are portrayed in European novels. For instance, in
Joseph Conrad’s Typhoon, as is in his other works, the typhoon is a force that opposes
the protagonists; the hurricane in Beka Lamb is portrayed in a way that is representative
of Shiva, the Hindu god of destruction and creation. In any case, hurricanes portrayed
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in Caribbean literature are bestowed with more meaning and are incorporated into
people’s lives. To borrow the idea that Antonio Benitez-Rojo expressed in his work,
The Repeating Island, hurricanes and other natural disasters have become a part of the
Caribbean culture, representing its sociocultural fluidity and ethnological and linguistic
clamor (Benitez-Rojo 3).
After the hurricane, Beka submits her essay, which wins the first prize for the
essay contest, and her family talks about planting new plants to replace the uprooted
ones. Beka’s mother asserts, “I’m turning over a new leaf, Bill. I’ll keep the bushes that
survived, but I’m not expending too much energy anymore cultivating rose bushes”
(164).
Instead of roses, Beka’s mother will plant vegetation more suited to the tropical
climate. Her decision is symbolically significant with respect to the political changes
that accompany Belize’s slow move toward independence. Arguably, since the changes
occur as a result of the hurricane, the hurricane in the novel is endowed with the power
of destruction and creation while encouraging the Caribbean people to take the next
step. Moreover, the movement toward building a new nation is linked to Beka’s
maturation and independence.
Upon winning the first prize for the essay contest, Beka contemplates: “If
Toycie had lived—if things had been different for Toycie—she would have been there
on the veranda instead of Antoinette or Dolores…or me”(166). Beka embraces the
death of her best friend and is determined to live her life to achieve what Toycie was
not able to achieve in her life. Therefore, the novel can be read as a wake for a best
friend—as well as a wake for those who lost their lives in times of slavery and natural
calamity, and who did not survive to witness a new nation being built by their
descendants.
The celebratory mood with the coming of their country’s independence can be
seen in the scene in which Beka’s mother cooks all sorts of dishes that represent each
tribe that lives there. Nonetheless, the novel’s end differs from that typically seen in
stories written by male writers. Beka tells Gran Ivy that the climate of Belize does not
suit her, and she decides to leave the country in the wake of independence. On account
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of this development, Beka Lamb stands in stark contrast to earlier Caribbean literary
texts written by male authors, wherein female characters remain in the country while
the male protagonist leave to pursue their dreams. In this way, Beka Lamb seems to
herald a new future for women, where they are no longer tied to the domestic sphere.
6. Conclusion
Beka Lamb is one of the earliest novels in the Caribbean literary canon to
have a black and independent female protagonist. Unlike earlier Caribbean literary texts,
nature is not feminized in Beka Lamb; rather, it is there as a part of the protagonist’s life.
The protagonist does not “fight” the forces of nature, but does decide to leave the island
in the end.
Raymond Williams’s credo of “refusing to be divided” rings hollow when
one looks at the modern landscape. I believe we are disparately divided. Williams’s
Wales may still enjoy prosperity, even as my village will certainly disappear in the near
future; weeds continue to overgrow and overwhelm its people. People in remote rural
areas in this country have been suffering from tumbling rates of population growth and
deteriorating infrastructure. Likewise, some part of the Caribbean islands are owned by
multinational companies for leisure purposes, and natural resources in former European
colonies in Africa are still being exploited. Indeed, the pull towards the center is
stronger than ever.
The gap between the city and the country came to be most visible in the
disaster of 3.11, as it was found that some areas of Fukushima prefecture had
essentially been sacrificed for the people of Tokyo, in the name of supplying them with
cheaper electricity. We must refuse to be divided; however, we need to become aware
of the fact that modern society is based on a system of sacrifice.
It may be difficult for us to consider a natural disaster as a kind of blessing
rather than a mere happening after the 3.11. If Caribbean literature has something to tell
us, it would be the resilient way to embrace the deaths within us and to acknowledge
the importance of coexisting with nature. As Caribbean literary texts demonstrate,
nature, without being ominous or a thing to be controlled, imparts to us the fluidity of
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the society and the precariousness of our lives. If a literary text can tell us something, it
may be that human strength and resilience are needed to draw out the meaning in our
lives, no matter where we are headed.
Notes
1 The New Left movement was a movement closely linked to the labor movement, which sought to tackle
social issues such as gay rights and gender inequality in the 1960s to 1970s.
2 C.L.R. James’s favorite novel was Thacharey’s Vanity Fair, whereas Naipaul’s novels have a rich
reference to English and European literature.
3 For instance, a behavioural Darwinist, Francis Galton regarded women are inferior to men.
4 The former name of Belize was British Honduras. It was under the rule of the British Empire from the
seventeenth century. It gained its independence in 1981. Its population is made up from 35% of Maya and
European descent(Mestizo), 25% of Creoles, 15% of Spanish, and 6% of Afro-Amerindian. It is located
in the continent, but is usually considered as a part of the Caribbean.
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学としての哲学の本性について
上

フリードリヒ・ヴィルヘルム・ヨーゼフ・フォン・シェリング
髙橋 秀誠 訳
1. 哲学の体系の外的制約
｛209｝人間の知の体系を見出そうとする意図や努力、あるいは別の、より適
切な言い方をすれば、人間の知を体系において、すなわち互いに支え合っている
あり方(Zusammenbestehen)において把捉しようとする意図や努力は、当然にも、
人間の知が元来、そして本性の上からも体系の形では存在していないというこ
と、それゆえ調和セヌモノ(ἀσύστατον)であること、すなわち互いに支え合って
いるようなものではなく、逆にむしろ対立抗争しているものであることを前提
としている。人間の知におけるこのような不調和や不安定や不一致、いわばこ
の内ナル戦イ(bellum intestinum)を認識するために―（この内的な争いはあら
わにされる必要があるので）人間の精神は予めあらゆる可能な方向で自らを試
してみたはずであった。それゆえにギリシアを例にして言うなら、a)万物を単
純なる自然の原因に還元することが可能であると考えた素朴な自然哲学者たち
が最初に出現し、〔次に〕b)アナクサゴラスの二元論〔が現われ、それに続い
て〕、c) すべての対立抗争を揚棄するための単純な統一を措定したエレア派の
理論が登場しなくてはならなかった。しかし実のところは、対立ないし非‐統一
(Nicht-Einheit)は〔統一と〕等しい権利をもっているのであって、真の体系はま
さに統一と対立との統一であるような体系としてしかあり得ないことを、すな
わち、いかに統一が対立と共に存在するのと同時に、対立が統一と共に存在し
ているのか、それどころか、いかに統一と対立が互いを必要としているのかを
示すような体系としてしかあり得ないのである。まさにプラトンにおいて体系
の真の理念が現れることが可能となるには、その前にこれらすべて〔の教説〕
が先行していることが必要であったのである。このように時間的には諸々の体
系が〔真の〕体系に先立って存在している。｛210｝調和への欲求は不調和から
初めて生ずるのである。
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最終的に体系への欲求が現実のものとして存在するようになるためには、次
のような洞察が付け加わらなくてはならない。それは、諸々の見解の間の争い
が、何か偶然的なものではなく、また、個々の人間の浅薄な思考ないしは転倒
したものの見方といった主観的な不完全さから生じたものではなく、ましてや
多くの皮相な見方をする者たちが考えているように、たんなる言葉の上の争い
に起因しているわけではないという洞察である。 この〔諸体系の間の〕争いは
客観的根拠を持ち、事柄自体の本性に基づいていること、あらゆる存在(Daseyn)
の第一の根元に基づいていることを確信していなくてはならないのである。ま
さしくそれゆえに、ある一つの見解がそれ以外の多くの見解を絶対的に征する、
すなわち一つの体系が別の体系を屈服させることによって、この争い、つまり
この万人ノ万人ニ対スル闘争(bellum omnium contra omnes)に終止符を打つこと
ができるのではないか、というような期待は断念しておかねばならない。この
ようなことはたしかに見かけの上ではしばしば起こりうる。すなわち、すべて
の排他的な体系はそれらがいずれも〔真の〕体系ではなく、ある限定において
部分的なものであり従属的なものであるという点で相互に共通しているのでは
あるが、にもかかわらず、ある一つの体系が別の体系よりも高い段階にあると
いうことがあり得るからである。実はむしろ―このことはさらなる厳密な論
究が必要な事柄であるが―元々、事態は次に述べるようなものである。諸体
系相互の間にあるあらゆる矛盾の中に存在しているものは、究極的にはただ一
つの大きな矛盾、すなわち一つの根源的軋轢だからである。われわれはこの争
いを次のように言い表してみたい。ある説によれば A=B〔である〕、別の説に
よれば A=C〔である〕。ところで、A=B と措定する体系と A=C と措定する体
系という、二つの体系は非常に下位の段階において把捉されたものであり、そ
のために〔二つが〕対立的に現れている、ということが起こりうる。そうこう
しているうちに、下位の立場を越えていくような立場が出現する。しかし、そ
の立場は、そのより高い立場において A=B〔と措定する体系〕と A=C〔と措
定する体系〕とを統一するようなものを立てたりはしない。そうではなく、〔そ
の立場は〕再び単に A=B〔と措定する立場〕であるが、それをより高い段階に
おいて、より高いポテンツにおいて主張しているのである。しかしよくみられ
るのは、たんに一面性がより粗野な仕方で強化されているような場合である。
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というのは、ひとたび分裂が始まるや、当然にもその分裂は進展し、ついには
以下の状況にまで至るからである。そこに至っては決定を下すのはただ個々の
人間のみであり、だが決定するのが個人であるがゆえに、どの体系も別の体系
を絶対的に征することなどありはしないと認めるのである。―しかしもし
A=B〔と主張する体系〕が現実に優勢になり（その他の本質的な点では変化し
ていないのだが）、その一方、 A=C〔と主張する体系〕は優勢になることなく
そのままの状態であり続けているとしたならば、当分の間は A=B〔と主張する
体系〕が A=C〔と主張する体系〕を征するのである。｛211｝しかしこの状態
は長くは続かない。A=C〔と主張する体系〕もついには自らの欠陥に気づいて、
A=B がそうしたのと同じように優勢になって、その結果、二つの立場はより高
い立場でではあるが、以前、より低い段階でそうしていたように、再び対立す
るに至るのである。
もう一つの可能性で、いっそう希にしか出会うことがないのは以下のような
場合である。もし A=B〔という主張する体系〕と A=C〔という主張する体系〕
が完全に拮抗している場合、第一の命題を主張する者と第二の命題を主張する
者の二人の中のいずれがより優れた争者であるかということがまさに問題にな
るであろう。とはいうものの、この場合には〔どちらが勝ったとしても〕この
勝利は根本的には何の決着をつけるものではない。
それゆえ、ある体系が別の体系を征することができたとしても、それは見か
けの上だけのことであって、そしてただしばらくの間だけであり、真に征する
ことができているわけではないし、またそれが長続きすることもできない。こ
ういったことは不可能であること―すなわち、どの体系もそれぞれ、同等の
要求を主張する権利を等しくもっていること―これこそが大いなる意味にお
ける体系の理念―卓越した意味における体系(des Systems par excellence)の理
念―に先行して存在しなくてはならない洞察なのである。唯物論者が主知主
義者に対して、あるいは観念論者が実在論者に対して、相手が自説を主張する
権利をもっていることを認めないあいだは、スグレタ意味ニオケル体系(das
System κατ' ἐξοχήν)というものは考えることができない。ついでながら言ってお
くと、ここで問題にしている体系は、発展の現実的諸契機を体現しているよう
な諸体系に限るのであって、たんに創始者だけが体系だと自認している類では
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ない。もしそのような〔自称〕体系の創始者たちに対し、彼らといえども誤謬
を犯す能力はあると認めたならば、それでは彼らに対し多すぎる栄誉を与える
ことになってしまうであろう。道に迷うには、少なくとも出発していなくては
ならない。そもそも出発さえしていない、家からまったく出ようとしない者は、
道に迷うことはできない。あえて海へと漕ぎ出す者は、嵐に遭遇したり、己が
未熟さゆえに航路から逸れて、漂着してしまうこともあろう。しかし港からま
ったく出航しない者、その者が全精力を傾注するのは、出航することではなく、
哲学を我がものとすることが絶対にないように、哲学について永遠に哲学し続
けることであるような者は、たしかに危険を怖れる必要がないのである。
かくしてそもそも体系の理念というものは、諸々の体系の間の必然的であり
解消不可能な対立を前提としている。もしこのような対立が存在しなければ、
体系の理念は決して生まれることはなかろう。 ｛212｝
これまでしばしば、哲学に対し、この不調和性、この内的な抗争について非
難の言葉が投げかけられてきた。カントは彼の著作の様々な箇所で形而上学に
対して、戒めと改善のために〔形而上学がそれに対し〕恥じ入るような模範と
して数学を引き合いに出しており、カント以後にも他の者たちが同様なことを
言っている。「これを見よ―と彼らは言う―例えば幾何学においては、現
在からエウクレイデスに遡り、さらにターレスやエジプトの司祭たちまで遡っ
ても万人〔の見解〕が一致している。それに対し哲学においては次のように言
われている。『頭数ダケ多クノ体系ガ有ル(quot capita, tot sensus)』。〔哲学者
の〕頭数だけ多くの体系があり、そして日々新しい体系が生まれている」と。
こういった、一夜のうちに突如として生まれてくる類の体系については、すで
に私の見解を述べておいた。しかし、もし、哲学には複数の体系が存在してい
るが、幾何学にはそういったものが存在しないということをもってして、哲学
を軽侮するような人間がいたら、私は言おう。たしかに幾何学には複数の体系
は存在しない。なぜなら〔そもそも幾何学においては〕体系というものが存在
しないから。哲学には複数の体系が存在しなければならない。なぜなら、まさ
に〔哲学には〕体系が存在するから、と。それはあたかも、人間の形姿が立体
幾何学的にみて(stereometrisch)規則的に結晶している状態こそが好ましいと思
うのと同様である。なぜならそういった結晶の状態では病気の可能性がないか
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らである。しかしながら人間の体にはあらゆる種類の可能な病気の萌芽が存在
している。というのも病気と健康との関係は、個々の体系とスグレタ意味ニオ
ケル体系(dem System κατ' ἐξοχήν)との関係におよそ等しいのである。人体とい
う有機体においても医者は個々の組織(System)を区別している。これらの組織
のうちの一つを病んでいる者、すなわちその者においてその一つの組織が特別
に優勢となっている者は、いわばその組織に縛りつけられて、自由を奪われて
おり、まさしくその組織の奴隷になってしまっている。だが、健康人はこれら
の諸組織のなかのどの組織も、それだけを特別に感じたりすることはない。よ
く言われることだが、健康な人間は自分が消化組織ならびに〔そもそも〕組織
を持っていることを意識したりはしないのだ。彼はすべての組織から自由であ
る。なぜか。彼の有機体のなかにこれらの組織が存在していないからではない
―もしそうならばそれらの組織は彼の役に立たないことになってしまう―
そうではなく、健康な人間はまさに全体として、組織全体の中で生きており、
その組織全体においては個々の組織はすべて、いわば沈黙し不可能な存在にな
るのである。（「gesund（健康である）」という語が「ganz（全て）」と同一で
あることの確実性はきわめて高いのである。）哲学においてもまったく同様で
ある。極限まで突き進んでいった者は、自分が再び完全な自由の中にあるのを
見出す。そうした者は体系から自由であり―すべての体系を越えている。
われわれがこれまで規定してきたのは以下の事柄である。1)体系の外的可能
性、いわば体系のための質料、素材は人間の知における内的な、解決不可能な
対立である。｛213｝2)この争いは開示されていなくてはならない。それはあら
ゆる可能な方向において証示され、鍛練されていなければならない。3)この争
いには偶然的なものは存在しておらず、すべてが第一の諸原理自体に基づいて
いるものであることが洞察されねばならない。4)この争いを、いつの日かある
体系が別の体系を征するという仕方で終焉させようとする期待は断念しなくて
はならない。だが、もしある体系が別の体系を一方的に屈従させることが不可
能だとしたら、5)―そしてこれは新しい規定であるが―そこではすべての
体系が互いを根絶するような統一を見出そうなどとは考えてはならない。とい
うのはもしそうしたならば、そもそも体系の概念が死滅してしまうであろう。
そうではなく、諸々の体系が現実に互いに支え合って存在することがまさに課

－ 101 －

-5-

題なのである。第一の場合には（諸々の体系がすべて互いを根絶やしにするよ
うなことがあるとしたら）、体系を見るかわりに、そこへと万物が沈みゆき、
そこでは一切の物が区別しえない、底なしの深淵のみを目の前にすることにな
ろう。諸々の体系は根絶やしにされてはならない。そうではなくて、様々な組
織(System)がひとつの有機体の中にあるように、諸々の体系は互いに支え合っ
て存在しなくてはならない。そしてこの有機体を通して〔形成されている〕諸
体系が互いに支え合って存在することによって、すべての個々の体系を越えた、
ある見解を生み出さねばならない。それは健全な見解であって、その見解を抱
いた人間は自分が健やかであると感じるような種類のものである。それはあた
かも健康な人間の身体においては有機体のあらゆる差異と諸機能がひとつの分
かちがたい生命の中に解消し、それを感覚することが健康であるのと同様であ
る。
現にあるところの体系を根絶やしにし、壊滅させることを欲するとしたら、
それはまさに目的に反することになろう。というのは、体系の一面性はどこか
ら生じるのか。答えは次の通りである。すでに〔聴講者〕諸兄は明瞭に洞察し
ているはずであるが、〔体系の一面性は〕人々が〔肯定的に〕主張しているも
のから生じるのではない。逆に、彼らが否定するものから生じるのである。す
でにライプニッツはあるところで非常に率直に次のように言っている。「私が
かつて気がついたことは、大半の党派が〔肯定的に〕主張している事柄につい
ては、そのかなりの部分に正しさがあるが、彼らが否定している所ではそれほ
どではないということである」。まさに〔他を〕排除するものは誤っているも
のであることをライプニッツは痛感していたのであるが、世界の万物は表象能
力へと還元される、と彼が主張したとき、ライプニッツ自身もまた、明らかに
一面的な体系を立てたのである。同じライプニッツが彼の著作の別の箇所で次
のように言っている。「事物の根拠へ深く参入すればするほど、ますます多く
の真理を多くの党派の教説の中に発見することができる。ついには、そこにお
いて万物が統一される、全体の展望を得ることができる中心に到達する。
｛214｝
その中心に立ったならば、そこで見えるものは合法則性と一致
(Uebereinstimmung)のみである。この中心から離れるならば、そして遠く離れ
れば離れるほど、万物はますます混乱の度を増し、ある一部分が他の一部分を
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覆い隠し、〔物の〕輪郭〔線〕はずれていく」。しかしここでも彼は次のよう
に付言している。「党派精神こそが従来の欠陥であった。人々は、他の者たち
が説いていることを否認することによって、自分自身を制限してきたのである」。
ここでもこのように誤りは否認へと置き換えられている。しかし、なぜ当のラ
イプニッツがまさに同じ誤りに陥ってしまったのか？ それに答えよう。彼の体
系は高い段階に存立しており、それゆえにこの体系においても、ある種の中心
が存在している。とはいうもののその中心は常に部分的な展望しか得られない
ような中心であって、その中心からはいっそう深いところにある幾つかの教説
や主張が調和的に現れ出ることが 可能であったのである。
私はこれまで体系の外的根拠について、すなわち、人間の知を体系の形で
―つまり、互いに支え合っているあり方(Zusammenbestehen)において認めよ
うとする努力について語ってきた。体系の外的根拠は、人間の知におけるそれ
自身では解決不可能な対立である。私はこの対立を詳細に証拠を示しつつ明ら
かにしていくことはしなかった。私はこの対立〔の存在〕を前提としてきたし、
前提とせざるを得なかったのである。もし私がこの対立を具体的に証拠立てて
示そうと欲していたならば、私は体系自体の代わりに体系のための準備―す
なわち体系の予備学―をも提示しなくてはならなかったであろう。すなわち
最善の予備学とは、まさしく、この覚醒した意識、つまり覚醒した反省が陥っ
てしまう、この必然的な対立を、その第一の根から、あらゆる枝分かれを経て、
絶望に至るまでを追究することである。このような絶望に至って人間は、より
高い段階にある全体という理念を把捉するよう強いられるのであり、この、よ
り高次な全体という理念の中で、相争う諸体系が互いに支え合っているあり方
を通してより高次の意識を生み出し、その高次の意識において人間は再びあら
ゆる体系から自由となり、あらゆる体系を超えるのである。こうした営みは本
来なら純然たる弁証論(Dialektik)が果たすべきものであって、この弁証論は決し
て学そのものではないが、学への準備なのである。
2. 哲学の体系の内的可能性
以上述べてきたように、体系の外的根拠は人間の知の根源的な不調和性
(ἀσυστασία)である。それでは、体系の可能性の原理とは何であるか。｛215｝
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そのような、あらゆる対立するものを調和させる全体をわれわれが望ましいも
のと理解していることは確かであるが、そのような全体はいかにして可能であ
るか。そして、それを思惟することが可能となるのはいかなる前提のもとであ
るか。―そのための第一の前提が以下のようなものであることは、議論の余
地がない。1)体系における発展、すなわち運動という普遍的な理念。というの
は、よく言われているように、相争う主張が同時に―すなわち発展〔の途中〕
の同一の瞬間において真であることが不可能であることは論を俟たないから。
だが、発展のある時点においては〈A は B である〉という命題が真であり、ま
た別の時点では〈A は B ではない〉という命題が真であることは可能である。
この場合この対立している命題を分けているのは運動である。2)しかしこの運
動については、運動と発展の主体、すなわちその主体のもとに自己を動かし発
展させていくもの自身が理解されるところの主体を必要とする。そして、この
主体に関しては次の二つの事柄が前提とされる。a)この主体は、万物を貫いて
いる唯一の主体である。というのは、もし仮に B においては〔A とは〕別の主
体が存在し、C においてもまた別の主体が存在しているのだとしたら、B と C
は完全に分離されてしまい、何の関係もなくなってしまうからである。有機体
の様々な構成部分の中で生きているものが同一の主体であるように、体系のす
べての契機を貫いているものは唯一の主体でなくてはならない。―だが、そ
れゆえにこの主体が貫いていく諸構成部分は一様ではない。―しかし b)この
唯一の主体は万物を貫いてゆき、かつ何物にもとどまってはならない。という
のは、もしそれがとどまることがあれば、生命と発展が阻害されるだろうから。
万物を貫いてゆき、なおかつ何物でもないこと、すなわち、無である(nichts sein)
がゆえに、別様にあることができないようなものではないこと―これは要請
である。
万物の中にあり、かつ何物にもとどまることがない、この主体とは何である
か。われわれはそれを何と呼ぶべきか。―（おおむね、この問いは、哲学の
原理とは何であるかという、ふだんよく耳にする問いに等しい。すなわち哲学
の原理とはただ初めは原理であったが、後には原理であることを止めてしまう
ような類のものではなく、何処でも何時でも、すなわち初めにも半ばでも終わ
りでも等しく原理であるものである。―さらには、今までたしかに人々は原
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理という語を最高原則の意味にも解してきた。｛216｝すなわち人々は哲学をた
んに次々に導き出される命題の連鎖であるとみなしていたので、この鎖には一
番上に鎖の環がなくてはならないと思ったのである―すなわち、この鎖の環
が第一の命題〔最高原則〕であって、それから第二の命題が導き出され、第二
の命題からはまた第三の命題が導き出されるというように次から次へと続いて
いくと考えたのである。例えばデカルトにとっての最高原則は〈ワレ思ウ、故
ニワレ有リ(Cogito ergo sum)〉である。フィヒテにとってのそれは〈自我は自
我である〉である。しかし生きた体系、それは命題の連鎖ではなく発展と展開
の諸契機の連なりからできている体系である。かかる体系にはこのような最高
原則はそぐわない。）それでは体系の原理とは何であるか、万物を貫いてゆき、
かつ何物にもとどまることがない、この唯一の主体とは何であるか。われわれ
はそれを何と呼ぶべきか、それについてはいかなることを述べたらよいのか。
―われわれがまず見ておきたいことは、「それは何であるか」という問いが
それ自体、何を意味しているのかということである。「それをそれたらしめて
いる何かを名づけること」〔であろうか〕。だとするとこれは容易である。〈A
は B である〉という風に言えば良いのだろうか。自明のことだ！ しかしまた
A は B でないこともある。しかるに私はこの主体を厳密に規定することを求め
ている。私が求めているのは、この主体の概念が画然とした境界によって限定
されること、すなわち定義されることである。 定義(Definition)を求めるとい
うのは、この主体が究極的に(definitiv)何であるかを知ることを欲しているとい
うことであって、たんに他の何かでもあり得る、それどころか正反対のもので
もあり得るようなものとしてその主体が何であるかを知ることを欲しているの
ではない。ここで問題になっているのはこのことである。私は〈A は B である〉
とは明言できないし、また〈A は B ではない〉とも明言できない。A は B であ
り、また B ではない。A は B ではなく、また B でないこともない。A が B で
ないのは、A が B ではないこともないのと同様であって、A が B ではないこと
もないのは、A が絶対にそして決して B では有り得ないのと同様である。同じ
ことは C や D 等々に関して、他のあらゆる規定についても言うことができよう。
それでは残された方途は何であるのか。私は全系列を機械的に述べ立てていく
ようなことをしなければならないのか。すなわち、それは A であり、B であり、
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C であり、D であり、等々と言わねばならないのか。しかし、聴講者諸兄よ、
これぞまさしく学全体であり、まことにこれぞまさしく体系そのものなのであ
る。では残されている方途は何か。答えよう。私はまさに定義不可能なものを、
主体そのものという定義し得ないものを定義しなくてはならないのである。定
義するとは何を謂うのか。〔定義という〕語〔の原義〕から言えば、明確な限
界の中へと閉じ込めることを謂う。それゆえ、生まれながらに明確な限界の中
に閉じ込められているものでなければ、定義することは不可能である。だから
こそ幾何学の図形を定義することはまったく容易である。なぜならばまさにそ
ういった図形の本質は境界づけることにあるのだから。幾何学においては定義
さるべきもの(das Definiendum)はすでに定義されているもの(ein Definitum)な
のである。―私はそもそも図形を定義するのではない。それはすでに定義さ
れており、もし〈私は定義を与える〉、たとえば〈楕円の定義を与える〉とい
う言い方をしたとしても、それはせいぜい、〈私は楕円の定義を―楕円自体
の内に含まれている定義を―たんに意識化するだけである〉といった類いの
ことを謂っているに過ぎない。｛217｝幾何学が定義可能な学であるゆえんであ
る。しかるに哲学における主体はこれとは全く事情が異なる。この主体は正真
正銘、定義不可能なのだ。というのは 1)それは何物でもない―何かあるもの
ではない。そしてこう言ったところで、少なくとも否定的な定義は与えられよ
う。しかしながら、主体は何物でもないというわけでもない。すなわちそれは
万物なのである。もっともそれは個別的に有るようなもの、静止しているよう
なもの、特別にあるようなものではない。それは B であり C であり D であり、
等々と続いていくのであるが、それはただこれらの点のうちのどれもが分かち
がたい運動の流れの一部をなしている限りにおいてのことである。主体とは存
在しているようなものではなく、また存在していないようなものでもない。そ
れはとどまることのない運動の中にあり、いかなる形姿にも閉じ込めることの
かなわぬものであり、不可解なもの、理解をこえるもの、真に無限なものなの
である。この完全に自由な、自己自身を産出する学をわがものにせんと欲する
者は、こういったものの高みへと登って行かなくてはならないのである。ここ
では有限なもの、それがなお存在者であるようなものすべては見捨てられなけ
ればならない(verlassen)。最終的な依存は消え去らねばならない。ここでは万
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物が放棄されることが必要である。―〈妻子を捨てる〉とはよく聞く台詞だ
が、妻子のみならず、およそ有るところのもの、神さえもが放棄されることが
必要である。というのもこの立場からは神も存在者のひとつにすぎないからで
ある。われわれがこの、神という概念に初めて言及したこの場で、最高の例で
あるこの概念に即してこれまで述べてきたことを証示してみたい。われわれは
言った。絶対的主体がそれでないような何ものも存在することはなく、なおか
つこの主体であるところのものは何もない、と。すなわち絶対的主体は神でな
いのではなく、また神ではないのでもあって、それは神ではないところのもの
いにしえ

でもある。絶対的主体はこのように、そのかぎりにおいて神を越えており、 古

のもっとも卓越した神秘家の一人でさえ、敢えて神を越えるもの(Uebergottheit)
について語ったように、われわれにもこういったことを語ることは許されてい
よう。そしてこのことをここでことさらに述べたのは、絶対者―かの絶対的
主体―がまさに神と混同されるようなことがないようにとの目的からである。
というのはこの区別はたいへん重要であるからである。それゆえ真に自由な哲
学の始点に立とうと欲する者は、神すらも放棄しなければならない。ここで言
われているのは、手に入れようと欲する者は失うであろう、そして断念する者
は見出すであろう〔マルコ伝 8 章 35 節。平行句：マタイ伝 16 章 25 節、ルカ伝
9 章 24 節〕、ということなのである。一度、万物を見捨て、自分が万物から見
捨てられ、万物が沈んでいくのを経験し、無限なものと共に自分をひとり見た
ことがある者のみが、自分自身の根拠に達し、生命の深みの全体を認識したの
である。これは偉大な歩みであって、この歩みをプラトンは死になぞらえたので
あった。｛218｝ ダンテが地獄の門に書きつけさせたもの、それはまた別の意
味で哲学への入り口にも書かれなければならない。「ここに入る者はあらゆる
希望を捨てよ」と。真に哲学することを欲する者はあらゆる希望、あらゆる要
まぬが

求、あらゆる憧憬から 免 れていなければならない。すべてを得るには、何物も
欲してはならないし、何物も知ってはならないし、ただひたすらに、そして心
を空にして感じることに努め、すべてを捧げなければならない。この歩みは困
難である、〔なぜなら〕最後の岸辺を後にすることは、なお困難なことである
から。これがいかに困難であったかをわれわれは、これまでこのことをなしえ
たのがきわめてわずかの者にとどまったという事実から見て取ることができる。
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スピノザが、われわれはすべての個別的かつ有限的事物から身を引き離し、無
限なものへと高まっていかねばならないと説いたとき、彼はいかほど高い高み
に立ったことだろう。そしてまさに同じスピノザが、この無限なものを実体へ
と、すなわち死んだもの、静止しているものへと変えてしまい、この実体を延
長をもつ存在者と思惟する存在者との統一であると説明し、〔この二つを〕い
わば二つの分銅(Gewichte)と見なしたとき、反対にどれほどの深みへと身を沈
めることになったであろう。そうすることによって彼はそれらをすっかり有限
の領域へと引きずり下ろしてしまったのだ！

同じようにわれわれの時代には

フィヒテが―彼は私に先んじてこの場所に立ったのであるが―再び力強く
自由を呼び覚ました最初の人となった。われわれが改めて自由に、まったくの
最初から哲学するようになったのはもともと彼のお陰なのである。フィヒテが
あらゆる存在の中にもっぱら自由な活動を阻害するものを見出し、あらゆる存
在を自らの下に見たとき、彼はどれほど深くものごとを見すえていたことであ
ろう！

しかし彼の視界からあらゆる外的、客観的存在が消えてしまったこと

によって、―彼があらゆる存在者を越えてそびえ立っているのを見ることを
人々が期待した瞬間に、彼はまた自分の自我にしがみついてしまったのである。
しかしかの自由なエーテルへと飛翔することを欲する者は、客体的なものだけ
でなく自分自身をも放棄しなくてはならない。時のただ中でなされる偉大な決
意によって人間が倫理的生活を、あたかも一番初めからはじめることが可能で
あることを、われわれは認めなくてはならない。こうしたことが精神的なもの
においては起こり得ないということがあろうか。しかしまさにそのためには人
間は正真正銘、初めから新たに生まれなくてはならない。
私は言った。まさに絶対的主体という定義不可能なものそれ自体が定義され
なくてはならないと。しかるにさらに子細に見ていくならば、われわれがそう
することによってかの絶対的主体について獲得されたものは、実は否定的概念
に他ならないし、そこではそもそも否定の中に陥ってしまう危険が存すること
に、われわれは突如として気づかされる。というのは無限な(unendlich)という
語自体も本来はただ有限性の否定を表しているものであるからである。｛219｝
同様のことは、定義不可能な(indefinibel)、閉じ込めることのかなわぬ(incoercibel)、把握できない(unfaßlich)といった語にも当てはまる。かくしてわれわれが
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本来知ることができるのは、その主体が何ではないかということであって、そ
の主体が何であるかということではない。しかしだからといってわれわれはこ
こでやめてしまったりはしない、そうではなくあらゆる方法を尽くして肯定的
概念に到達することに努めるのだ。
われわれは詳しく見てみたい。何によってわれわれは否定する危険に陥るの
かを。われわれは何をしたのか。われわれは決然と、そして定言的に言った。
かの絶対的主体は定義不可能なものであり、把握できないものであり、限りな
いものであると。しかしこのように言ってしまうことによってまさに、われわ
れはわれわれ自身の原則に反することになってしまうではないか。すなわち、
かの絶対的主体については、なにごとも端的には陳述できない、すなわち、そ
の反対が可能ではないようなものとしてはなにごとも陳述しえない。この原則
を今度は定義不可能なものの概念にも適用しなくてはならない。すなわち絶対
的主体が定義不可能であるというのは、それが定義可能なものにもなることが
できないという意味ではない。それが無限であるのは、それが有限にもなるこ
とができないという意味ではなく、それが把握できないというのは把握しうる
ものにもなることができないという意味においてではない。そしてもし諸兄ら
がこのことを正しく掴んだならば、諸兄らは肯定的な概念を手にするのである。
すなわち、自己をある形姿の中に閉じ込めることが可能であるためには、絶対
的主体はあらゆる形姿の外に存在しているのでなければならない。しかしあら
ゆる形姿の外に存在しているもの、すなわち把握できない存在が絶対的主体に
おける肯定的なものなのではない。そうではなく絶対的主体が自己をある形姿
の中に閉じ込め、自分を把握可能なものに変えることが可能であるということ、
かくして自分をある形姿の中に閉じ込めることも閉じこめないことも自由であ
るということが絶対的主体における肯定的なものなのである。というのは、絶
対的主体が単に、形の定まらないものであり形姿をもたないものであるとは、
初めにおいても言ってはいない。そこで言われていたのは、それはいかなる形
姿にもとどまることがない、いかなる形姿によってもつなぎ止められないとい
うことだけである。われわれは、明らかに、絶対的主体が形姿をとるというこ
とを前提とした。というのはそれが形姿をとることによってのみ―しかし、
いかなる形姿からも再びまた勝ち誇って外に出ていくのであるが―それ自体
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としては把握できないもの、限りなきものとして自己を現すのであるから。し
かしもし仮にはじめから絶対的主体が形姿をとる、もしくはとらない自由がな
かったとしたら、それはいかなる形姿からも外に出ていく自由ももたないこと
であろう。私は「はじめから」と言う。というのはひとたび絶対的主体が形姿
をとってしまった後では、ただちにまた自らの永遠の自由の中へと突破してい
く能力を絶対的主体はおそらくもっておらず、むしろそれがなし得るのはあら
ゆる形姿を貫いて進み行くことのみである。しかし根源的には、絶対的主体は
自分をある形姿の中に閉じ込めることも閉じこめないことも自由なのである。
｛220｝しかし私がこのような言い方によって言い表したいのは、絶対的主体
とは形姿をとる自由をもっているところのものである、ということではない。
というのは、もし仮にそうであったならば、自由は属性として、すなわち自由
とは異なっており、自由に依存していない主体を前提とするような属性として
現れることになるだろう。―そうではなくて自由とは主体の本質であって、
言い換えると、主体とはそれ自体、永遠の自由に他ならないのである。
しかしまた、永遠の自由をそれが外的な規定からたんに独立したものである
と考えてはならない。そうではなく、まさに自分をある形姿の中に閉じ込める
自由であると考えるべきである。すなわち、それは永遠の自由なのであるが、
しかしそれが永遠の自由であるというのは、自由でないことができないような
自由ではない。すなわち、まさに別の形姿へと移行することによってそれは永
遠の自由なのである。―こうしてわれわれは次の事柄を見てとるのである。
そもそも存在と非‐存在との二重性、つまり絶対的主体における二重ノ本性
(natura anceps)は何に由来するのかを。すなわちそれはまさに、絶対的主体が純
粋な絶対的な自由そのものであるということから由来するのだということを。
というのはもし仮に、たんに非‐自由であることが不可能で、自由であり続け
るしかないような自由しかなかったなら、その場合には、自由はそれ自体が制
約となってしまい、必然になってしまうことだろう。それでは真に絶対的な自
由ではないことになる。
これでわれわれはついにこの〔絶対的自由という〕概念を全体としてかつ完
全に手に入れた。かくしてわれわれはこの概念をもう二度と失うことはあり得
ないのである。われわれがそれにさらに付け加えるようなことがあったとして
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も、それはすべて、たんなる連続的な開展と明瞭化(Erklärung)にすぎないので
あって、諸兄らもそのように受け入れてくれるだろう。すなわち、本質的自由
〔という語〕のかわりにわれわれは次のように言うこともできよう。1)絶対的
主体は永遠の純粋な可能であって、何かをすることが可能であるというのでは
ない（それでは、すでに制約されたものとなってしまう）。そうではなくて可
能のための可能であって、目的も対象もない可能なのである。至る所にある至
高のものであって、われわれがそれを見るところでは、われわれは根源的自由
から発する光線を見ることができると思う。2)それは意志である―意志自体
とは区別されるほかの存在(Wesen)の意志ではなく、純粋な意志自体であって、
これも〔可能の場合と〕同様にまた、何かを意志するというのではない。（と
いうのは、それによってすでに制約されたものとなってしまうから）そうでは
なくて〔ここでいう意志は〕意志それ自体なのであって、〔何かを〕現実的に
意欲する意志ではない。とはいえそれは意志しない、すなわち突き放す意志で
はなく、そうではなくて、意志するのでも意志しないのでもなく、完全な無関
心で存在している限りにおける意志なのである、（この無関心性もまた自己自
身〔無関心性〕と非無関心性を含んでいる）―そして少なくとも歴史的な知
識としては諸兄らもあるいは承知しておられるのではないかと思うが、まさに
この無関心性―この無差別は本来の絶対的なるものの形式として挙げられて
いたのである。｛221｝
ところで、いかにしてこの永遠の自由がはじめに自己をある形姿の中に―
すなわちある存在の中へと―閉じ込めたのであるか、そしていかにしてこの
永遠の自由が万物を貫いてゆき、かつ何物にもとどまることなく、最後に再び
永遠の自由へと突破していくのか、―すなわち、この永遠の自由とは、永遠
に戦いつづけるが、決してうち破られることなく、つねにうち負かすことので
きないような力として存在するものであり、その力はその中へと自分を閉じ込
めるあらゆる形式を自ら消尽することを繰り返して、あらゆる形式の中から再
び不死鳥の如くよみがえり、炎に焼かれて死ぬことによって自らを浄化するの
である―これこそが最高の学の内実である。
ではいかにしてわれわれはこの永遠の自由を覚知することができるであろう
か、いかにしてこの運動を知ることができようか？ これが今や次の問いとなる。
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3. 絶対的自由の認識
〈等しきものは等しきものによってのみ認識される〉というのは太古から伝
わる教説である。認識するものは認識されるものと似ていなくてはならず、認
識されるものは認識するものと似ていなくてはならない。かくして、ゲーテが
いにしえ

彼の『色彩論』の序言に記している 古 の箴言が言っているように、眼も光に
似ているのである。

眼が太陽の如きものでないとしたなら
いかにして我々は光を見出すことができようか
われわれの内に神の固有の力が生きていなかったとしたら
いかにして神的なるものはわれわれの心を奪うことができようか

かの運動についての歴史的な知識がここでは特別重要なのではない。ここで
述べられているのは一種、共感的な学(Mitwissenschaft, conscientia)である。こ
こから、われわれ自身の内に、かの永遠の自由に似ていて、なおかつ等しいよ
うな何かが存在しなくてはならないということが引き出される。―さらに明
確に言えば―かの永遠の自由それ自身がわれわれの内に存在し、われわれの
内にある永遠の自由それ自身が自分を認識するものであるに違いない。
このようなことはいかにして可能であるか。―私は問う。そもそも永遠の
自由という概念はわれわれの知からそれほどはるかに隔たったものなのか、と。
永遠の自由とは何であるか？ われわれがすでに見てきたように、永遠の自由と
は a)永遠の純粋な能力(Können)と等しいものである。｛222｝しかしすべての
能力は知の一種である、その逆であると言わないまでも。b)活動状態にある能
力とは意欲(Wollen)である。意欲が活動状態に移行しないうちは、それは休止
状態にある意欲である。意志は、意欲しないかぎり、無関心であり、冷淡であ
る。では個々の意欲とは何であるか。意欲とは引き寄せる働きであり、〔何も
のかを〕自分の対象にすること、すなわち知である。というのは知もまた自己
を対象にすることであって、永遠の自由が無関心状態では休止状態にある意欲
であるならば、永遠の自由はまた休止している知、すなわち知ろうとしない知
でもある。（ちなみに私が言わんとしていることは、意欲と知が同じであると
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いうことではない。そうではなく、すべての意欲の内には知が存している。と
いうのは意欲は知なしには考えられないから、と言っているにすぎない。）
c)能力(Können)の概念と意欲(Wollen)の概念はドイツ語の可能である(mögen)
という語において結びついている。"Ich mag nicht."〔「わたしはしたくない」〕
は"Ich will nicht."〔「わたしは欲しない」〕〔と同じ意味〕である。"Mag auch ein
Blinder dem andern den Weg weisen[?]"〔「盲目の者が別の盲目の者に道を教え
ることができようか？」ルカ伝 6 章 39 節）〕とは"Kann auch etc."〔と同じ意味〕
である。永遠の自由は永遠の可能(Mögen)であり、これは何かが可能であると
いうのではなく、可能そのものなのである。あるいはわれわれはこれを次のよ
うに呼ぶこともできよう。永遠の魔力(Magie)と。―わたしがこの語を用い
るのは、この語がわたしの言わんとすることをよく表しているからである。こ
の語には違和感を覚えるかもしれないが、われわれがこの言葉を表現したいこ
とに用いたとしても、それはただ、われわれがわれわれの財産を再び取り戻し
ているだけである。われわれが永遠の能力と言おうが、あるいは永遠の魔力と
言おうが、それらは同じものである。この語が適切であるのは、あらゆる形姿
へと姿を変え、それと同時にどのような形姿にもとどまることがないような能
力をこの語が言い表していることによる。まさにこのことは知についても言え
る。休止している知はそれ自体として無限である。それはどのような形にも自
らを変えることができるからである。上で言った魔力とは、それが働かない限
りは、休止している知に等しい。魔力が活動的になる、すなわち、ある形式を
とることによって、その魔力は知るという活動を行うようになる。魔力は知を
経験し、形式から形式へと移りゆき、知から知へと歩みを進め、そして最後に
は突破して、再び無知（この場合は知る活動を行っている無知であるが）の至
福へと至る。かくしてこの運動が学を生み出すのである。（もちろんここで言
うのは人間の営みとしての学ではない。）学とは元来、ただ次のような場合に
のみ成立するのである。それは、原理が無知という根源的状態から歩み出て、
意識的なものとなり、その原理があらゆる形式を通過した後に根源的な無知に
帰ってきたような場合である。｛223｝絶対的始元であるところのものは自己を
知ることはできない。知へと移行することによってそれは始元であることを止
め、そしてそれゆえに始元としての自己を再び見出すまで進んでいく。自己自
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身を知るものとしての始元、すなわち復活した始元こそ、あらゆる知の終極で
ある。
だが本来の魔力には、たんなる知以上のものが存している。すなわち、もの
の創出である。それゆえ、それが同時にものの創出や産出でもあるような知を、
根源的な知のたんなる観念における反復にすぎないような知と区別するために、
ひとは言葉においても、それにふさわしい表現を求めなければならなかった。
それが知恵(Weisheit)である。知恵は知をはるかに越えたものである。知恵は働
く知であって、行為と生命の中にある知である。あるいは同時に実践的である
限りの知なのである。それゆえわれわれも、この永遠の自由を知恵と呼ぶこと
ができるのである。それは、とくに東方の国々の民によって、なかんずく旧約
聖書において用いられたような、高い意味における、この上なく優れた知恵で
ある。ヘブライ語の知恵を表す単語〔 ָח ְכמָהchokmah〕はもともと、その起源を
たどると、支配、力、強さを意味している。知恵の中にのみ力と強さが存する。
というのは知恵は万物の中にあり、しかしまさにそれゆえに万物を越えている
からである。しかし統一の中にのみ力が存するのであり、分裂の中には弱さが
いにしえ

存する。この知恵について 古 の東方の詩は次にように問いかけている。「ひ
あ り か

とはどこに知恵を見出そうとするのか、そして分別(Verstand)の在処はどこな
のか。知恵がどこにあるかは誰も知らない。知恵は生ける者の国では見つから
ない。深き淵は語る、『知恵はわたしの中にはいない』と。海は語る、『知恵
はわたしの所にはいない』と」〔ヨブ記 28 章 12–14 節〕。ここでいわれている
意味は以下のごとくである。知恵は個別的なものの内には存しない。知恵は生
ける者たちの国には滞在しない。というのはそもそも知恵は〔一つ所に〕留ま
ったりはせず、知恵は万物を貫いて進むからである。それはあたかも風のよう
あ り か

なものである。そのざわめきは聞こえるがその在処がどこであるとは誰も言う
ことができない〔ヨハネ伝 3 章 8 節〕。ここで言われていることがこのような
意味であることは〔ヨブの〕弁論の続きから明らかである。そこでは次のよう
に言われる。「知恵はすべての人間の目から隠されている。地獄と死が語る。
『わ
れわれは自分の耳で知恵についての噂を聞いた』と」〔ヨブ記 28 章 21–22 節〕。
すなわち知恵はわれわれの所を通り過ぎて行った。われわれは知恵についてた
だ通リスガリニ(in transitu)聞いただけである。｛224｝「神でさえ知っている
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のは知恵にいたる道だけである」〔ヨブ記 28 章 23 節〕。すなわち知恵はその
本性上、静止しているものではない。神のもとにおいてさえも知恵は静止して
いるものであることはできない。「神は知恵にいたる道だけを知っている。神
は大地の果てを見ているから」〔ヨブ記 28 章 23–24 節〕。この「大地の」とい
うのは「すべての人間の生の」という意味であり、知恵は始元、中間、終末の
そのいずれでもそこだけで孤立して存在することはない。―〔そして〕知恵
は始元、中間、終末において存在している。
かくしてこの意味において知恵は永遠の自由に等しいのである。
しかし今は人間の中にはもはやこの知恵は存在しない。人間においてはものの
創出はなく、あるのはたんに観念における模造だけである。人間はすべての事物
を魔術によって動かす者ではない。もはや人間に残されているのは知(Wissen)の
みである。しかしこの知の中に人間は永遠の自由、ないしは知恵を探し求める
のである。だが、もし知恵が自己自身を人間の中に探し求めるのでなかったな
らば、いかにして人間は知恵を探し求めることができようか。というのは認識
されたものは認識するもののようなものでなくてはならないからである。しか
し、もし永遠の自由が自身を今もなお客体のうちに探し求めることができると
したならば、いかにして永遠の自由は自身を人間の主観的な知の中に探し求め
ることができようか？ というのは永遠の自由の運動全体はまさに自己自身を
探し求めることであるから。それゆえもし永遠の自由が人間の中に、すなわち
主観的な知の中に自らを探し求めているとするならば、それは永遠の自由が〔自
分を〕客体の中に探し求めることが妨げられたからである。まさにこれが真相
である。われわれは、永遠の自由をどこにもとどまることのないものと表現し
た。いまやわれわれは、知恵がどこにもとどまることのないものであり、いか
なる形式をも繰り返し破壊することを看取するのであるが、とはいえ知恵が破
壊されたものたちがあった場所にまた建てるものといえば、それはまたしても
同一の形式なのである。それゆえ、そこに認められうるものは進歩ではなく、
むしろ抑止(Hemmung)である。知恵は不承不承(unwillig)いかなる形式も自己破
壊へと追いやるが（例えば植物が種子の形成にまで至る〔過程のように〕）、
それはつねに、何か新しいものが生まれることを期待しつつ行っているのであ
る。この静止状態がどこから生まれたかを説明することはできないが、世界を
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注視したならばわれわれはそれを得心する。星辰の規則正しい運行、普遍的な
現象の絶えることなく繰り返される循環がこの静止状態を指し示している。太
陽は昇る、また沈むために。太陽は沈む、再び昇るために。水は海へそそぎ込
しゅ

む、また海から戻ってくるために。ひとつの種が生まれ、別の種は姿を消す。
万物は活動する、自分を消耗させ破壊するために。かくして結局は何も新しい
ものは生まれはしない。このように客体的には進歩は抑止される。ただ知にお
いてのみ開かれた点が存在する。その点においてはなお知恵は自らを探し求め、
そして見出すことが可能である。
｛225｝それゆえ、知恵は人間の関心事であり、
知恵を人間の深奥で受け入れることが肝要なのである。たしかに、この知から
活動的なもの、ものの産出を行うものは消え失せた。魔力はそこから消えてし
まっている。かの客体的な運動や行為や生命の中に存在していたものは、かろ
うじて人間の中に知として存在している。しかしこの知は本質からいえば同じ
ものであり、それは永遠の自由であり、それは人間の中になおも、知として存
在しているのである。万物を産出し、万物を創り出す匠(aller Kunst Meister〔ソ
ロモンの知恵 7 章 21 節における σοφια（知恵）の呼称 πάντων τεχνῖτις（万物の
女工匠）のルターによるドイツ語訳〕)であった魔力と同じものが、今では人間
において知という、〔かつて生起した〕過程のたんなる観念の上での反復に制
限された仕方で存在しているのである。
4. 永遠の自由の認識
いかにしてわれわれはかの絶対的主体、すなわち永遠の自由を知ることがで
きるのか。この問いの根底にはいっそう普遍的な、次のような問いが存してい
る。そもそもいかにして永遠の自由は知られうるのか。すなわち、1)永遠の自
由を認識しようとすることには矛盾が存する。永遠の自由とは絶対的主体であ
り、それは原初状態(Urstand)である。だとしたら永遠の自由はいったいいかに
して対象(Gegenstand)となり得るのか。永遠の自由が対象となることはそれが
絶対的主体である限りは不可能である。というのは絶対的主体としては永遠の
自由はいかなるものに対しても対象的関係になることはないからである。そし
て絶対的主体は、本来の超越的なものである限り、何ものも損なうことができ
ない絶対的に原初的なものなのである。絶対的主体と呼ぶかわりに、それを純
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粋知と呼ぶことも可能であり、それゆえかかるものとしては、それは知られた
ものとなることはできない。このことは、われわれが絶対的主体ないしは永遠
の自由の概念と比較してきたすべての概念に即して証示することができる。た
とえば、われわれは、絶対的主体が永遠の純粋な能力(Können)であると言った。
しかし純粋な能力はあらゆるものから自分を遠ざける。それは対象とはなりえ
ないもの(ungegenständlich)であり、絶対的な内面性である。同じことが絶対的
意欲(Wollen)と可能(Mögen)についても言える。
ところで、もしかの永遠の自由が絶対的主体として対象とはなりえないとす
るならば、〔いかにして〕永遠の自由が客体に、すなわち対象となりうるもの
になるかが問題となる。たしかにこのことは可能ではある。というのも、永遠
の自由は絶対的な自由であり、すなわち自由であると同時に自由ではない（主
体ではない）ような自由なのであって、それゆえ永遠の自由は主体として外へ
と歩み出ることが可能なのである。次に、客体として永遠の自由を知ることは
たしかに可能であり、われわれは永遠の自由をそれがとるあらゆる形姿のうち
に看取する。しかしそれをわれわれが看取するのは、永遠の自由としてではな
く、主体としてではなく、永遠の自由がそのものとしてあるような仕方ででは
ない。｛226｝
だとすると永遠の自由はいかなるところでも認識され、かつ、いかなる方法
によっても認識され得ないものであるかのようにみえる。絶対的主体としては、
永遠の自由はあらゆる認識を越えており、客体となったときは、絶対的主体そ
のものとして有るのではない。それでもただ一つの方式においてならば絶対的
な自由はそれ自体として認識され得るであろう。すなわちそれは、絶対的主体
が客体から歩み出て主体へと復活するような場合である。というのはそのよう
な場合には、絶対的主体はもはやたんに主体ではなくして、それでいてまた、
絶対的主体が客体を越えて失われるような客体でもなく、そうではなくて絶対
的主体は客体として主体であり、また〔同時に〕主体として客体なのである。
だからといって、これによって二つのものがあるわけではなく、認識されるも
のとして認識するものであり、また〔同時に〕認識するものとして認識される
ものなのである。このような場合に永遠の自由は、それが認識されたのと同じ
ように、みずからを認識するのである。
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この客体から主体への変容においてのみ、永遠の自由の自己認識の可能性が
存在するのであるから、絶対的主体もまた、a)始元においては自己を認識する
ことをしていない―というのはそこでは絶対的主体はたんなる純粋知（すな
わち休止している知＝知ろうとしない知）なのであるから。自己を認識しては
いないという点では、b)中間ないしは移行〔の段階〕も同様である。このとき
には絶対的主体は自己を認識してはいるのだが、ただし他者としてであって、
永遠の自由として認識しているのではない。c)ただ終極においてのみ絶対的主
体は自己を自己として認識しているのである。
永遠の自由が自己を認識しなければならないことはたしかである。絶対的主
体は自己認識をめざしている。永遠の自由について認識されうるものは、永遠
の自由の他には何もないのであるから、自己自身を他にしていったいいかなる
ものが認識されうるであろうか。それゆえ永遠の自由は自己の主体であり、客
体で有らなくてはならない。しかしこの両極は運動全体を通じて分かれたまま
であり、まさにそれによってはじめて運動を生み出す。この両極が重なってし
まってはならない。というのは両極が重なるや否や、運動は休止してしまうか
らである。磁針を例にとることによってこれを明らかにすることができる。も
し磁針の両極が出会うようなことがあったならば、磁針のいのちは尽きてしま
うだろう。
このようにこの運動全体は自己認識への運動にほかならない。この運動全体
の原動力である命法は、かの Γνω̃θι Σεαυτόν すなわち「汝自身を知れ」であり、
その実践が一般には知恵と見なされている。汝が何者であるかを知れ、そして
汝が知った自分であれ、これが知恵の最高の掟である。
まさにこのように無作用状態における永遠の自由は、休止している知恵であ
り、運動状態にあっては自己を探し求めてけっして休止することのない知恵で
あり、終極においては実現された知恵である。このようにこの全運動を通じて
自己を探し求める知恵が存在するとするなら、この全運動は知恵を求める努力
であって、それが―客体となった―哲学なのである。｛227｝
今や言うことができよう。ここで（終極において）永遠の自由はこうして絶
対的主体として認識しうると。その通りである。しかしそれは自己自身にとっ
てのみである。それゆえそもそも永遠の自由が認識することができるのはただ
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自己自身のみである。そもそも永遠の自由についての認識というものは、同じ
ものが同じものを認識するというような認識以外には存在しない。そのために
人間にとっては永遠の自由の認識は存在しないように見えるのである。だが今
やわれわれはそのような認識を求める、しかも直接的な認識を求めるのだ。そ
のような認識があり得る唯一の可能性は、永遠の自由の自己認識がわれわれの
意識である場合であり、それゆえ反対にわれわれの意識が永遠の自由の自己認
識である場合であろう。あるいは、別の言い方をすれば、この自己認識が客体
的なものから主体的なものへの反転に基づいているがゆえに、この反転がわれ
われの中で起こるような場合、すなわちわれわれ自身が客体から主体へと再建
された永遠の自由であるような場合である。
この思想を前にしてわれわれは恐れたじろいではならない。というのは a)人
間の中にのみ、また、かの無底の(abgründig)自由が存する。人間は時のただ中
にいながら、時の中にいない。人間にはふたたび始元となることが許されてお
り、それゆえ人間は再建された始元なのである。b)かつては始元であり、力で
あり、万物の絶対的中心であったという暗い記憶が人間の中で隠れもなくうず
いている。だとすると人間は二重に絶対的中心であることになろう。1)人間は
始元においてそれであったのと同一の絶対的中心である限りにおいて、再建さ
れた永遠の自由であり、始元としての永遠の絶対的中心であろう。そして人間
は 2)回復された自由として絶対的中心となるであろう。

訳者後記
本稿はシェリングの『学としての哲学の本性について』(Über die Natur der
Philosophie als Wissenschaft)の翻訳である。下記の息子版全集を底本とした。本
号に掲載したのはその前半部（209–227）にあたる。
Friedrich Wilhelm Joseph von Schellings sämmtliche Werke, hrsg. von K.F.A.
Schelling, Bd. 9, Stuttgart und Augsburg 1861, 209–246.
翻訳にあたってはホルスト・フーアマンスが編纂した、講義の筆記録と全集
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版テキストの対照版を参照した。
Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling, hrsg. von Horst Fuhrmans, INITIA PHILOSOPHIAE UNIVERSAE – Erlanger Vorlesung WS 1820/21, Bonn: Bouvier 1969.
英訳がインターネット上にあげられている。
On the Nature of Philosophy as Science, translated by Adam Arola.
http://www.academia.edu/11513755/Initia_Philosophiae_Universae_F.W.J_Schelling_
s_Erlanger_Lectures
・〔…〕は訳者による補足である。字句のまとまりや対応を表すため原著にな
い〈…〉の記号を用いたところがある。
・底本はドイツ文字で印刷されており、強調は隔字体が用いられている。隔字
体の部分は本訳ではゴチック体とした。また、原文を引用するとき、隔字体
は斜字体に置き換えた。
・ラテン語とギリシア語が用いられている箇所は片仮名で訳し、括弧内に原語
を添えた。
・本文中に原著ページを添えた。｛209｝とあるのは底本である全集 9 巻 209
頁を表している。
・底本には章や節による区分けはない。原著 225 頁 9 行、234 頁 20 行、245 頁
24 行のそれぞれ後に、段落の切れ目のしるしが入っているだけである。本訳
における章分けと章の表題は、便宜を考え訳者が付加したものである。原著
225 頁にある段落の切れ目は、本訳では第 3 章と第 4 章の切れ目に相当する
ので、とくに印は入れていない。
*

*

*

ここではテキストの文献学的問題について簡単に述べておきたい。
『学としての哲学の本性について』は、シェリングが 1820/21 年冬学期にエ
アランゲン大学において行った講義「全哲学の根本特徴」(Initia philosophiae uni-
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versae, Grundzüge der gesamten Philosophie)の序論にあたる部分である。
これは、1820 年暮れに新たにエアランゲン大学に赴任したシェリングが最初
に行った講義であり、大学における講義としては 1806 年にヴュルツブルク大学
を辞して以来、実に 15 年ぶりに行われたものである。代表作とみなされている
『人間的自由の本質』を含む 1809 年の『哲学著作集第一巻』の刊行以降、シェ
リングは幾つかの小著をのぞくと著作を発表していなかったこともあり、この
講義は大きな関心を集めた。教室は満員となり、聴衆の興奮ぶりをこの講義を
聴講した詩人のプラーテン(August Graf von Platen-Hallermünde, 1796–1835)が伝
えている。
このテキストは、それほど長いものではないが、後にミュンヘンとベルリン
の大学で講ぜられる「神話と啓示の哲学」への橋渡しをなしており、この時期
のシェリングの思想を端的に窺うことが可能である点で、シェリングの中期の
テキストの中でもっとも重要なものの一つといってよい。
『学としての哲学の本性について』が講義の序論であることは、全集序言で
の、編者カール・シェリングの言明によって知られていたが、この講義の全貌
が明らかになるには、フーアマンスによる INITIA PHILOSOPHIAE UNIVERSAE
（『全哲学の根本特徴』）の刊行を俟たねばならなかった。シェリング自身の
手紙での証言によれば、この講義は準備された原稿を読み上げたのではなく、
「一部は即興で」かなり自由に講ぜられたものであるという。そのため、カー
ル・シェリングは『学としての哲学の本性について』のテキストの形成に、シ
ェリング自身による朱が入ったこの講義の聴講者による筆記を用いたと考えら
れていた。この講義筆記はミュンヘンの図書館に保管されていたが、第二次大
戦中の空襲で湮滅してしまった。フーアマンスは 1962 年にエンダーライン
(Friedrich Leonhard Enderlein)の講義筆記をシュトゥットガルトのヴュルテンベ
ルク州立図書館で発見し、筆記の翻刻と全集版テキスト『学としての哲学の本
性について』の対照版を 1969 年に刊行した。エンダーラインの筆記は聴講者の
備忘録ではなく、入念に仕上げられたもので、おそらく複数のノートを校合し
て作成されたものであろうとフーアマンスは推測している。この講義筆記の公
刊によって、講義の細部を含む全体像が明らかとなった。全集への収録が見送
られたこの講義の本論では、シェリングが「世代(Weltalter)の哲学」を講じたこ
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とも知られるようになった。
エンダーラインの講義筆記によればこの講義は全部で 36 回からなり、開始が
1821 年 1 月 4 日、終了が 3 月 30 日である。序論の部分は 1 月 24 日の第 11 回
で終わり、12 回から 36 回までが本論となる。第 1 回と第 2 回の講義で講ぜら
れた部分は、全集版の『学としての哲学の本性について』には欠けている。本
訳における章分けはエンダーラインの筆記録の日付けによる区切りを参考にし
た。本訳の各章に対応する部分が講ぜられた日時をエンダーラインによって示
すと、以下の通りである。第 1 章：1821 年 1 月 10 日、第 2 章：1 月 11 日、第
3 章：1 月 12 日、第 4 章：1 月 15 日。
なお、現在刊行中のシェリングの歴史的批判版全集の第二部（遺稿）の 10
巻（2 分冊）として、「エアランゲン講義（1821 年）」が 2016 年 3 月に刊行さ
れることが予告されている。それには、ベルリン遺稿の中からシェリング自身
の講義（準備？…引用者）草稿、新たに翻刻されたエンダーラインの講義筆記、
それとは別のこれまで知られていない講義筆記が含まれており、それらは本訳
の底本とした息子版全集のテキストと対照できるよう提供されるとのことであ
る。歴史的批判版全集の他の巻と同様、編者による詳しい序言、ならびに詳細
な文献批判的な注と内容に関わる注、および索引が付されるという。本書の出
版はかなり以前から予告され、これまで刊行の繰り延べを繰り返しているので、
今回も予定通りに刊行されるかどうかは予断を許さないが、この新全集版テキ
ストが刊行された暁には、本講義の研究条件は一変し、研究が一気に進展する
ことは間違いなかろう。未だ十分には明らかになっていない全集版の『学とし
ての哲学の本性について』のテキストの由来についても新たな光が投ぜられる
ことが期待される。刊行が俟たれるゆえんである。

付記
中村元学兄が訳文を丹念に検討し、貴重な意見を数多く寄せて下さった。記
して心より謝意を表する。
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留学生チューター制度の導入
田中 瑠美
1. チューター（tutor）とは何か
チューターとは、大学等に在学する外国人留学生に対して学習や大学生活に
関する個別のサポートを行う者のことである。海外の大学で始まった制度であ
り、日本国内の大学では 1970 年代から国立大学で採用されている。1990 年代
後半からは徐々に制度が整備されてきており、現在、多くの大学で実施されて
いる。ボランティアで実施する場合とチューターに謝金を支払う場合がある。
チューター制度の主な目的は、①留学生の学習・研究成果の向上、ならびに
②チューター役の学生の国際的な視点を広げることである。①の目的から、原
則としてチューター役は同学科の日本人学生（先輩）が務めることが多いが、
留学生も上級学年であればチューターになることが可能である。
帝京大学宇都宮キャンパスでは、学生サポートチームと国際交流ルームが協
力し、遅ればせながら 2014 年度（平成 26 年度）後期からチューター制度を導
入した。本稿はその実践報告である。
2. 宇都宮キャンパスのチューター制度導入の経緯
本キャンパスでは 2008 年度に留学生担当教員（筆者）が着任以来、留学生数
の少なさもあり、チューターの役割は主に学生サポートチームスタッフと留学
生担当教員が担ってきた。
チューター制度を導入したきっかけとしては、ここ最近留学生数が増加傾向
にあり、また、キャンパスの日本人学生と留学生との接点が少ないことから、
この制度を通してキャンパス所属の学生間の国際交流につながればと考えたか
らである。特に 1 年生の留学生にとっては、同学科の日本人学生から学業面で
のアドバイスを得られるだけでなく、最初の学友づくりという点からこの制度
は有用である。日本人学生にとっては、接する機会の少なかった留学生との交
流を通して国際的視点を身につけられるという利点がある。もちろん、問題点
も指摘されているが、それについては後述する。
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3. 宇都宮キャンパスでのチューターの役割
チューターの主な役割は留学生の学習・研究成果の向上であるが、一般的に
その内容については明確にされているわけではない。そこで、本キャンパスで
のさらに詳しいサポート内容は以下の通りとした。

（1）留学生の学習・研究指導、特に授業科目等の予習・復習、レポート作成
などのサポートを重点的に行う。
（2）日本語（会話や漢字など）の指導や日本文化を紹介する。
（3）日常の世話をする。
①キャンパス内や市内などの施設の案内
②市役所、銀行など官庁等での諸手続きに同行
③買い物、宿舎探しの手伝い
④その他、留学生に対して必要と思われること
4. 対象者と募集から説明会まで
留学生の中でも特に 1 年生は大学生活にまだ慣れていないこともあり、チュ
ーターの必要性が高い。そのため、1 年生に優先的にチューターを付けること
にした。2014 年度（平成 26 年度）の留学生の入学者は 3 名（うち、2 年次に編
入が 1 名）であったため、この 3 名にチューターをつけることにした。
チューターの実施は後期からを予定していたため夏休み中からポスター掲示
等で募集を行ったが、後期が始まっても思うように希望者が集まらなかった。
そのため、急遽学生サポートチームスタッフおよび日本語科目担当教員（筆者）
が興味のありそうな日本人学生に個別に声をかけ、チューターの選出および説
明会、留学生・チューターのマッチングを試みた。具体的には、留学生とチュ
ーター役の学生を個別に呼び、日本語科目担当教員が間に入って、自己紹介や
簡単なアイスブレイクを行った。
なお、サポート内容の性質から、チューター役は同じ学科の 2 年生以上の日
本人学生とした。留学生からは、特に学科の勉強を教えてもらいたいという要
望もあった。留学生の国籍と学科、チューターの学科と学年に関する詳細は次
の通りである。
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学科
マレーシア人（男性）

機械・精密システム学科

チューターの情報
日本人（男性）3 名
2 名：機械学科 3 年
1 名：機械学科 2 年

中国人（男性）

ヒューマン情報システ

日本人（男性）

ム学科

ヒューマン情報システ
ム学科 4 年

ベトナム人（男性）

地域経済学科

日本人（男性）
地域経済学科 3 年

5. 実際の活動内容
全体説明会および個別マッチングの後から各ペアそれぞれチューター活動に
入った。チューターには謝金の支払いが発生する関係上、計画書・報告書の提
出、各回の初めと終わりに学生サポートチーム窓口に行き書類にサインするこ
と、後期終わりのチューター報告会への出席を義務づけた。活動時の主な流れ
は次の通りである。

（1）留学生とチューターが実施計画書を作成し学生サポートチームに提出
（2）活動日についてはお互いの授業がない時間で調整をする
（3）活動前には毎回学生サポートチームに行き報告書用紙を受け取る
（4）活動後には実施時間等を記入し、留学生からのサインをもらい報告書を
学生サポートチームに提出

活動の期間は後期はじめから終了時まで行い、原則としてテスト期間は設け
ないこととしたが、留学生からの希望があり、なおかつチューターの学生の都
合がつけば行っても良いとした。なお、基本的に学内で平日に実施すること、
チューター活動に含めて良いかどうか判断が難しい活動については学生サポー
トチームスタッフあるいは日本語科目担当教員に相談するように説明した。
実際の主な活動内容は、次のように勉強（専門科目もしくは日本語）に関す
ることと生活に関する相談に大別される。
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勉強

生活

テスト対策

大学外の悩み相談

単位の取り方について

アルバイトについて

レポートの書き方、文章添削
日本語の発音練習
1 回当たりの平均活動時間は 2 時間で、合計活動時間の平均は 10 時間であっ
た。
6. 報告会
後期の終わりに報告会を実施した。参加者はチューター、留学生、教職員、
次年度チューター希望の学生であった。
チューター活動を通して学んだこととして、「積極性の大切さ」、「言葉の
大切さ」、「相手の国のことについて」、「日本について改めて勉強できた」
などの報告があった。留学生側からは「レポートの書き方や日本語そのものに
ついて学ぶことができた」、「同学年の日本人学生に話しかける勇気が得られ
た」、「日本人の考え方が理解できるようになった」との報告があった。
7. 今後の課題(チューター報告会から見えてきたこと)
7.1 チューターのサポート
報告会で一部のチューターから「活動中、サポートの仕方が良いのかどうか
自信が持てないときがあった」、「他のチューターがどのようなサポートをし
ているのか知りたかった」という意見があった。
今後はチューター及び留学生の情報交換の場を設け、互いのブラッシュアッ
プにつなげていきたい。
7.2 活動の日程調整
特に 1 人の留学生に対して複数のチューターがついたグループでは、チュー
ター開始直後は活動日の日程調整をすることが難しかったと述べている。この
グループでは学生自らが試行錯誤し、SNS のグループ機能を使って日程調整や
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情報の共有を行っていた。学生が日常的に利用する SNS の積極的な利用を検討
していきたい。
7.3 チューターと留学生が打ち解けるためのイベント
留学生から出た意見で最も多かったのは、チューター説明会およびマッチン
グを経て、いきなりチューター活動に入るのは難しいという点である。マッチ
ングである程度のアイスブレイクはあるものの、チューターと留学生はほとん
ど初対面に近い形でチューター活動に入る。留学生からは、そのような間柄で
学生生活やその他の相談をすることは難しいとの意見が出た。今後は実施期間
中に数回、チューターと留学生が交流できるイベントを企画していきたい。
7.4 チューターの獲得
今回チューター制度を利用した留学生 3 名全員が今後も引き続き制度を利用
したいとアンケートに書いている。また、上級学年の留学生からも利用を希望
する声があがっている。しかしながら、チューターを必要とする留学生の数に
対してチューター役の日本人学生の数が少ないのが現状である。今回チュータ
ーを引き受けてくれた 5 名の日本人学生のうち 3 名は今後も継続してチュータ
ーとして活動することを希望している。そうした学生を中心にキャンパス全体
への情報発信に努めて一人でも多くのチューターの獲得をしていきたい。
今回導入をしたチューター制度は、主に留学生=サポートが必要な側、チュー
ター=サポートを提供する側という視点からスタートした。しかし、報告会での
学生（チューター）の発言から見えてきたのは、チューター制度は双方が教え
る側でもあり、学ぶ側でもあるということである。
最近の傾向として、国籍にかかわらず学生が学生を教え支え合うピアサポー
トが注目されている。チューター制度も今後は、留学生とチューターの学生双
方が教えあい、学びあえる制度になっていくことが求められる。その制度づく
りに力を注いでいきたい。
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ヴィルヘルム・フォン・フンボルトのバガヴァッド・ギーター理解
中村

元

序論
バガヴァッド・ギーター（「神の歌」を意味する。以下、ギーターと表記する）
は、インドの古代叙事詩マハーバーラタの中に編入された、700 連に及ぶ 2 行
詩から成り立つ哲学詩篇で、全 18 章から成り立っている。その原型は紀元前 3
～2 世紀頃成立し、紀元後現在の形にまとめられたと推定されているが、今日
に至るまでヒンドゥー教徒の間で、2000 年以上にわたって最も幅広く読まれ、
またこの上なく尊重されている聖典である。このためギーターは数あるインド
古代文学の中でも最初にヨーロッパの言語に翻訳された。1785 年チャールズ・
ウィルキンズによるサンスクリットからの英語による全訳がそれである。
ヴィルヘルム・フォン・フンボルト(1787–1835)の友人だったシュレーゲル兄
弟の兄、アウグスト・ヴィルヘルム・シュレーゲル (1767–1845) 1)は、1823 年
にギーターのテクスト校訂版にラテン語訳を付けて出版した。フンボルトは
1819 年末に 52 歳で政治家外交官の職を辞して、学者文人として活動するよう
になってから集中的にサンスクリットに関わるようになっていたが 2)、シュレ
ーゲルのギーター訳をきっかけに、フンボルトは自らギーターのドイツ語訳を
試み、ギーターに関する 2 本の論文を発表した。その一つは、
「バガヴァッド・
ギーターの名で知られたマハーバーラタのエピソードについて Ueber die unter
dem Namen Bhagavad-Gita bekannte Episode des Maha-bharata」という論文（以下
ギーター論と略す）で、これは、ベルリンの王立アカデミーの歴史文献学会で
1825 年 6 月 30 日と 1826 年 7 月 15 日の二回の講演に基づいて執筆されたもの
である。もう一つは、
「バガヴァッド・ギーターについて―パリの『アジア学
雑誌』に掲載されたシュレーゲル版の論評に関連して Ueber die Bhagavad-Gita.
Mit Bezug auf die Beurtheilung der Schlegelschen Ausgabe im Pariser Asiatischen
Journal」である。これはシュレーゲルのギーター訳に対して、サンスクリット
学者のラングロワが『アジア学雑誌』で行った批評 3) へのフンボルトの所感を
表明したもので、元の草稿は「シュレーゲル版バガヴァッド・ギーターへのラ
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ングロワの論評についてのコメント」という表題で、当時ボンにいたシュレー
ゲルに宛てて 1825 年 6 月 17 日付で送られた書簡である 4)。
本稿は、フンボルトのギーター論に基づいて彼のギーターの哲学体系理解の
概要を示すことを目的としている。彼のギーター論では、おおまかに言うと、
ギーターの「行為」に対する見方、すなわち「行為のヨーガ（カルマヨーガ）」
という思想と、その背景にあるギーターの神理解ならびに神への到達法が紹介
されているが、今回は、ギーターの行為に対する見方を集中的に取り上げ、加
えて、フンボルトが見たギーターの詩形式における特徴、とりわけギーターの
詩の形式と内容の関係を説明する「哲学詩」という概念を検証してみたい。フ
ンボルトが解釈したギーターの神理解ならびに神への到達法についてはまた機
会を改めて論じるつもりである。
1. 行為の哲学
1.1 ギーターの発端
叙事詩マハーバーラタで、パーンドゥーの息子（パーンダヴァ）で第三王子
のアルジュナは彼の叔父に当たるクル族（カウラヴァ）のドリタラーシュトラ
王の息子たちとの戦いに赴く。この時、ヴィシュヌの化身であるクリシュナは
人間の姿で、アルジュナの友人として戦車の御者を勤める。ところが、アルジ
ュナは敵の軍勢の中に実際に自分の血族や師匠、友人たちがいるのを見て、勝
っても負けても自分の人生になくてはならない人たちと戦ってどんな喜びがあ
るだろうか、と戦いへの疑念に駆られ、悲しみにうちひしがれて弓矢を捨て、
座り込んでしまい、クリシュナにこう訴える。

「クリシュナよ、戦おうとして立ちならぶこれらの親族を見て､私の四肢
は沈み込み、口は干涸び、私の体は震え、総毛立つ。ガンディーヴァ弓
は手から落ち、皮膚は焼かれるようだ。私は立っていることが出来ない。
私の心はさまようかのようだ。私はまた不吉な兆しを見る。そしてクリ
シュナよ、戦いにおいて親族を殺せば、よい結果にはなるまい。クリシ
ュナよ、私は勝利を望まない。王国や幸福をも望まない。ゴーヴィンダ
よ、私にとって王国が何になる。享楽や生命が何になる」
。
［…］アルジ
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ュナはこのように告げ、戦いのさなか、戦車の座席に座り込んだ。弓と
矢を投げ捨て、悲しみに心乱れて［…］。(I, 28–32; 47) 5)
こうして、アルジュナは戦うべきか否かクリシュナに助言を乞うのである。
すると、クリシュナは自己の哲学を語りながら、戦いを進めるようアルジュナ
を勇気づける。こうして、パーンダヴァとカウラヴァの二大軍勢が一触即発の
状態で対峙するのを目の前にして、二人の対話が始まる。
このように、自らの生死と一族の存亡を賭けた一大決戦が今にも始まろうと
しているとき、人間の究極の認識についての最も抽象的な思弁哲学が展開され
ているところに、ギーターの希有な特徴が見て取られる(159) 6)。ちなみに、興
味深いのは、ギーターの作者はヴィヤーサ仙とされているが、クリシュナとア
ルジュナの対話を説明しているのは彼ではなく、ヴィヤーサ仙が、彼の盲目の
息子ドリタラーシュトラに戦況を報告させるために、千里眼を与えた御者のサ
ンジャヤであったということである。
1.2 ギーターの概要
フンボルトはギーター論の第二部で、ギーターの各章の内容の大まかな見取
り図を描いているので、それを掲げておく。
第1章

歴史関係。クリシュナとアルジュナの対話がどのようにして生

まれたか。
第2章

各章の中で一番美しく、また最も崇高な箇所。ギーターの思想

体系全体の基礎をなす部分。すなわち、精神（個我）は不滅であること。
存在から非存在への移行もしくはその逆は不可能であること。したがっ
て、死ならびに行為の結果に執着する必要はないこと。理性による知識
（サーンキャ）と宗教的沈潜（ヨ－ガ）との対立。自己を宗教的沈潜に
捧げる人の自己の内面への帰入。これらすべての哲学的理由の故に、ク
リシュナはアルジュナを繰り返し戦いに向けて鼓舞する。
第3章

アルジュナは、クリシュナのこれらの忠告が従来勧められてき

た内的沈潜とは矛盾することを知り、目標に至るための真理を解き明か
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してくれるよう、クリシュナに懇願する。すると、クリシュナはこの見
かけ上の矛盾を解き明かし、学問によって教育された人々の知識の体系
（サーンキャ）と宗教に沈潜した人々の行為の体系（ヨーガ）を対比し
て、行為においては、行為のあらゆる結果を放棄すべき必要性を示す。
第4章

クリシュナはヨーガの教えを説明し、自らの行為の必要性を示

しながら、行為の性質全般に話題を移していき、知識というものは行為
よりもさらに高い段階であって、知識に専念して行為の絆を解きほぐし、
疑惑を断ち切らねばらない、と説く。
第5章

行為することは行為を断念することよりも優れている。すなわ

ち理性の教えと沈潜の教え（サーンキャ説とヨーガ説）は本来同じもの
であって、沈潜（ヨーガ）なくしては行為の断念は難しい。真の断念と
は行為をしないことではなく、行為の結果を放棄することである。
第6章

第 5 章の続き。

第7章

この章では、もっぱら神の本質が言い表されている。すなわち

神の中には八つからなる低次の性質と高次の性質が存在する。最後の部
分で、ブラフマン（神性）と行為、そして精神に関する、神々に関する、
祭祀に関する事柄が、実際に規定された一般概念として語られる。
第8章

クリシュナはアルジュナの要請に応じて、これらの概念に手短

かな定義を与える。その際、専心者と精神（プルシャ）という言葉が使
用されている。残りの部分は輪廻再生とそれからの解脱、ブラフマンの
世界の、一千世期（Weltalter, サンスクリットで「ユガ」）7)に及ぶ昼と
夜が語られる。
第9章

先に述べられた考えに加え、神的存在と被造物との関係がさら

に詳しく描かれている。世期が経つうちに事物全体が神に帰入し、また
再度神のもとから出ていく様子が描かれる。
第 10 章

神的存在とは何か、普遍的また個別的に神の中にあるものは

何かを説明する。
第 11 章

アルジュナは、クリシュナが自分自身についてアルジュナに

言葉で語ったように、クリシュナの真の姿を実際に現してほしいと懇願
する。すると、クリシュナは彼の願いを聞き届けて、自らの姿をアルジ
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ュナの目の前に現し、そしてアルジュナに戦いを始めるようにと促す。
第 12 章

どのように神を礼拝すべきか、どのようにして神の愛にあず

かるかを論じ、その中で同時に専心者の概念に立ち戻る。
第 13 章

質料（Stoff, これに当たるサンスクリットの語はクシェートラ

kshetra。上村勝彦訳では「土地」）と「質料に通じた者」、認識と認識さ
るべきもの、自然（プラクリティ）と絶対知における精神（プルシャ）
の概念が展開される。
第 14 章

受胎する神性ブラフマンと、受胎させ万物を生み出して自己

活動する神クリシュナとの区別。すでにこれまで何度か折に触れて述べ
られた自然界の三つの性質､もしくは要素（グナ）8) がここで完全に説
明される。グナの知識との関係､ならびに各グナにより支配された人の
運命、グナから脱却する方法が示される。
第 15 章

聖なるイチジクの木の比喩。インドの観念によると、それは

生命の樹であって、あらゆるところに広がっていく旺盛な生殖力のシン
ボルである。その枝は自然の諸性質、つまりグナから養分を得て、感覚
の対象の中から萌え出てくる。その根は人間世界では行為によって固定
されている。その葉は､ヴェーダ賛歌である。イチジクの木は物理的と
いうだけでなく、精神的、特に宗教的生命の樹であり、樹はその枝と根
を同時に上下に広げる。これによって、地面に垂れ下がった枝から根が
生えて、さらにその根が地中にもぐって新しい樹が生長するというよう
な樹の性質を暗示する。このことによって、再生と永遠という考え方が
示されている。
［…］ けれども、その根が広がると、無執着の斧でこれ
を断ち切り、現世に再び回帰することのない道を探し求めねばならない。
［…］残りの部分では、神は被造物の中でどのように創造し、維持し、
活動しているかが扱われ、これに、すでに論じられた三つのプルシャの
教えが結びつく。
第 16 章

この章では、前もって神的運命のもとに生まれついた者と阿

修羅的運命のもとに生まれついた者について論じられる。情欲もしくは
感覚的享楽、怒り、そして強欲は地獄の三つの門と言われるが、阿修羅
的性質を持った人が最後に到達するのはそこである。この章は教典の遵
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守を勧めて終わる。
第 17 章

三つの自然の性質（グナ）の教えを、神と神の礼拝に向かう

人間の心情と行為に、また信仰、祭祀、贖罪、布施に適用している。最
後に、神の本質を表現する一音節から出来た三つの言葉、オーム、タッ
ト、サットを説明する。
［…］
第 18 章

最終章は行為の概念に戻って、行為とそれに際して生じるそ

の誘因をより正確に論じ、さらにその他のいくつかの概念、すなわち認
識、知性、忍耐、充足などに、自然の三つの性質（グナ）の教えを適用
する。四つのカーストとその義務、その使命、そして各カーストの制約
内にとどまる必要性を論じる。このあと、結論と、秘密の教えとして講
じられた教えが賞讃され、対話全体を説明する役回りを演じたギーター
の語り手サンジャヤがどのようにしてこれを聞いたかという報告が続
く。(328–331)
1.3 二つの命題
フンボルトはまずギーターの体系を説明するにあたってその前提として、ク
リシュナがアルジュナに教えたギーターの様々な哲学内容を、次の二つの命題
に要約する(192)。
1）精神は一にして不滅なものであって、その性質全体からして、合成物である
はかない肉体とは別個のものである。
2）完成を目指す者はすべての行為の結果を顧慮することなく、それについて完
全な無執着を持って執り行わなければならない。

この二つ命題のうちに、フンボルトはすべての生あるものが生ある限り直面
せざるを得ない死と行為という根源的事実を克服する契機を見て取る。
1)の命題については、もし死があくまでも肉体にのみ関わるものであり、精
神はこれに何の影響も受けることがないなら、死はもはや恐るべきものではな
い。クリシュナは言う。
「私は決して存在しなかったことはない。あなたも、こ
こにいる王たちも［…］。また我々はすべて、これから先、存在しなくなること
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もない」(II, 12)。
「この全世界を遍く満たすものを不滅であると知れ。この不滅
のものを滅ぼすことは誰も出来ない」
（II, 17）。我々の肉体は可視であるが、可
変的要素から成り立っており、有限で、死を避けることは出来ないのに対し、
我々の精神は不可視であって、永遠不滅で、死ぬことはなく、始めも終わりも
ない。
「彼〔個我〕は決して生まれず、死ぬこともない。彼は生じたこともなく
また存在しなくなることもない。彼は不生、常住､永遠であり太古より存する。
体が殺されても彼は殺されることがない」(II, 20)。
ところで、この二つの命題を、ギーターはそれぞれ「サーンキャ（理論）に
おける知性」、「ヨーガ（実践）における知性」と言い表している。すなわち、
「以上、サーンキャ（理論）における知性が説かれた。次にヨーガ（実践）に
おける知性を聞け。その知性を備えれば、あなたは行為の束縛を離れるであろ
う」(II, 39)。
2)の命題は、以下のギーターの詩節に基づいている。
「あなたの職務は行為そ
のものにある、決してその結果にはない。行為の結果を動機としてはいけない。
また無為に執着してはならぬ」(II, 47)。行為が情熱や目的にとらわれずに、単
に自然の行為、もしくは義務による命令である場合には、その結果にこだわる
必要はなくなる。言い換えれば、義務のために行う行為は自己の特殊な利害に
基づくものではないから、摂理を体現するに過ぎない自然の行為と同じもので、
精神に影響を与えることはない。
そしてギーターの次の詩節は、行為の束縛を離れるために必要なヨーガ（実
践）を述べている部分である。「［…］三要素（グナ）よりなるものを離れよ。
アルジュナ、相対を離れ、常に純質（サットヴァ）に立脚し、獲得と保全を離
れ、自己を制御せよ」(II, 45)。
「執着を捨て成功と不成功を平等（同一）のもの
と見て、ヨーガに立脚して諸々の行為をせよ。ヨーガは平等の境地であるとい
われる」(II, 48)。
「知性を備えた賢者らは、行為から生ずる結果を捨て、生の束
縛から解脱し、患（わずら）いのない境地に達する。」(II, 51)。すなわち、三要
素から成り立っている現象界から感官を引き離して自己を制御して、相対立す
るものを平等に見ることの出来る境地（ブラフマンの境地）に達することが、
行為の束縛を離れるために必要とされているのであって､そこではヨーガ行者
（ヨーギン）の沈潜（瞑想）修行が暗示されているのである。それゆえ、フン
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ボルトによると、サーンキャにあるのは理性的哲学的省察であり、ヨーガにあ
るのは活動的で理性を経ずに内的沈潜によって真理の直接観照に、すなわち原
真理そのものとの合一に達しようとする省察である(163)。
フンボルトは、以上の二つの命題こそクリシュナがアルジュナを戦いへと鼓
舞するそもそもの理由であると理解する。
「精神的なものを肉体的なものから完
全に分離すること、ならびに行為を棄却することは、両者とも神の認識と観照
に至る。前者はあらゆる純粋に精神的なものが同一であることによって肯定的
な仕方で、後者は、人間が行為するときに巻き込まれる様々な煩いから離れる
ことによって否定的な仕方で。そしてこうした神の認識と観照から最高の完成
が生まれるのである」(196)。すなわち、クリシュナがアルジュナに戦うよう説
くのは、他でもなく死と行為を克服するとされるこの二つの命題が真であるこ
とを、人間が死と行為の重さをこの上なく切実に体感する戦争という契機を通
して認識させるためであった。フンボルトは、これら二つの命題によってギー
ター体系の基礎が築かれ、また人間が努力して目指す頂点への認識が据えられ
ていると見る。
1.4 行為について
フンボルトは行為が必要とされる理由は三つあると理解する。
第一は、行為は非行為に優先することである。なるほど、行為は精神を現実
の諸条件に従属させることによってそれを束縛する。しかしながら、身体を維
持しようとする限り、行為を全面的に放棄することは出来ない。というのも、
行為は意志に関わりなく生まれるからである。しかし、成功への思いを捨て、
行為のために行為するならば、それは自然に行われる行為と同じものとなり、
人為的な行為と見なされなくなるという点で、人は行為を無化し滅ぼすことが
出来る。このとき、古来より存在する行為と認識の二つの体系は統一される。
行為と認識の統一によって人間のうちに呼び起こされるのは、深い沈潜（瞑想）
である。というのも、沈潜とは、すでに述べたように、意識が感覚の対象から
離れることに他ならず、したがって、行為の結果の無執着による行為の無化と
合致するからである。
第二は、アルジュナには行為すべき十分な理由がある。それは、クリシュナ
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が彼に説くように、彼が属するカースト身分から生ずる義務 9)を果たすことで
ある。つまり、義務の命令であるような行為は、特定のカーストの帰属からこ
そ生じる。
「あなたは自己の義務（ダルマ）を考慮してもおののくべきではない。
というのはクシャトリヤにとって義務に基づく戦いに勝るものはないから」(II,
31)。クリシュナはこの後さらに続けて、この義務に基づく戦いを行わなければ、
罪悪と不名誉を得て、人々からの軽蔑に一生さらされることになると説諭し、
こう約束する。
「あなたは殺されれば天界を得、勝利すれば地上を得るであろう」
(II, 37)。以上のように、クシャトリヤの場合、戦うという義務によってたとえ
殺人という罪を犯すことになったとしても、これを忠実に守ることが要求され
る(XIII, 47f.)。
ところで、ギーターの冒頭のシーンに戻って、戦いを目前に控えたアルジュ
ナが武具を捨て戦車の中に座り込んでしまうのは、彼が人間としての義務（ダ
ルマ）もしくは倫理観と、社会、すなわちカーストが要求するそれとの葛藤に
苦しんでいるからである。つまり、カースト義務に基づいて戦えば殺人を犯す
ことは不可避であり、人間としての倫理を全うすることが出来ない。他方で、
戦わなければ戦士階級としてのカースト義務を果たすことが出来ない。したが
って、アルジュナが「殺せば罪になるから戦わない」と考えるのに対して、ク
リシュナが彼を戦いへと促すためには、
「殺す」の意味を無意味にする、つまり、
「殺すことは殺すことではない」という意味に理解させるか、
「殺しても罪には
ならない」という根拠を示すか、のどちらかしかない。前者に対する理由付け
が、個我（魂）は永遠不滅であるから敵を殺しても殺したことにはならないと
いう哲学的見解であり、後者に対する理由付けは、カーストの義務から生ずる
行為については結果を思い煩うことなく無執着を持って執り行えば、殺人を犯
そうとも、罪を犯したことにはならない、というカーストの論理にもとづく見
解である。すなわち、アルジュナが属するクシャトリヤの義務は戦うことであ
るから、むしろ戦いにおいて敵を殺すことは名誉であり、戦わないことこそ「自
己の義務と名誉を捨て、罪悪を得る」（II, 31–33）。これら二つの理由付けが前
節で述べた二つの命題に対応することは言うまでもない

10)

。

フンボルトは行為をカースト義務の遂行と捉えるこの考え方を宿命論(333)
と呼び、個の自由とは相反する考え方だと理解している。これについては、次
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節「ギーターへの疑念」で改めて考察してみたい。
第三に、永遠の自然は神と同一であって、その変化の車輪を常に回し続けな
くてはならない。したがって、唯一の行為者は、実は、個物を内に包摂する神
だけである。現世に目のくらんだ者だけが行為の基礎は自分自身にあると考え
るが、賢者は自分自身を行為者とは思わない。賢者にとってはすべての対立物
は同じものである。というのも、自己の好き嫌いから発する二者択一の幻惑か
らすべての混乱が生じることを彼は知っているから。行為の結果にこだわらな
いことは、行為を神に預けることであって、このため罪により汚されることが
ない。こうすれば行為しても行為したことにはならない。このようにして行為
と非行為は同一の概念へと解消される。
さて、ギーターのこれら二つの命題の中でもフンボルトによりいっそう印象
を与えたのは、後者の、行為のヨーガの理念として知られる「結果を考慮する
ことなく行為せよ」という教えである。もちろん、彼はこの場合この教えをカ
ースト義務から独立したものとして理解しているのではあるが。彼はこの教え
について次のように述べる。「〔ギーターの〕作者はほとんど各章で一カ所以上
で、行為の結果の放棄、行為の結果に対する無執着、いや無関心への必要性へ
と立ち戻っている。そして行為の結果に対する無関心は、実にたびたび繰り返
される行為の要求と相まって、哲学的にほとんど崇高ともいえる魂の状態を表
しており、同時にまた、大きな詩的効果も生み出している」(195)。
1.5 ギーターへの疑念
フンボルトはギーター論第一部の終わりで、彼のみならず普通のヨーロッパ
的倫理観の中で育った人ならば必ずや持つであろうギーターへの疑問を率直に
表明している。
すでに取り上げたように、アルジュナの心情が、人間として果たすべき倫理
とクシャトリヤとして果たすべきカースト義務との間で引き裂かれた状態にあ
るとき、クリシュナはカースト義務を優先させ、このように教えた。
「だれもが
もって生まれた自分の身分に相応した仕事を、たとえ罪を犯すことがあろうと
も行わねばならない

11)

。というのも、すべての行為は罪に覆われているのだ。

ちょうど火が煙に覆われているように」(XVIII, 48)。フンボルトは率直に、こ
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のクリシュナの説明を「奇妙だ」(231)と言い表している。
ギーター論の第二部でも、フンボルトはギーターの構成を検証した際に、体
系の前半と後半で互いに矛盾する概念はないと断言した後で、再度、あらかじ
め定められた悪い運命といった考え方には違和感を感じる､と述べている(333)。
というのも、詩の他の部分で基礎となっている「しっかりと神に心を向ければ、
どんな身分からでも完成に至る」(XVIII, 65f.)という考え方は、悪運のもとに生
まれてきた人の運命の是認､つまり運命の善し悪しは生まれる前から前もって
決まっているという考え方と矛盾するのではないか、とフンボルトには思われ
るからだ。例えば、クリシュナは次のように言っている。彼は阿修羅的資質の
もとに生まれた人を、
「輪廻において、絶えず阿修羅的な胎内に投げ込む。
［…］
彼らは生まれるごとに迷妄に陥り、私〔クリシュナ〕に達することができず、
それから最低の帰趨に赴く」(XVI, 19f.)、と。クリシュナはここで、阿修羅的
運命を持って生まれた人々の救済を未来永劫全面的に拒絶しているように見え、
これは、確かに彼がギーターの他の箇所で約束している彼の人々への恵み、恩
寵と真っ向から対立するように見える。
神的運命と阿修羅的運命のもとに生まれた人とがいることにおいては、人間
自身の意志ではどうにもならない、それとは無縁な神の摂理､宿命が認識される
のであるが(231)、フンボルトはこの問題を､結局ここで言い表されているのは、
単に自然の連鎖の中に必ずある宿命ということであって、宿命というものを、
ある事実、つまり、無制限な、事物の本質それ自体に宿る不可能ではなく、む
しろ、
（神の恵みによって）制限を受けた不可能だ、という風に解釈しようとし
ている(333)。
このようにフンボルトがギーターについて感じる疑問はもっぱら、ギーター
において人間一般の倫理とカーストの倫理どちらを取るかが論じられるとき、
顕在化してくると言っていいだろう。フンボルトの疑念はつまるところ、行為
の唯一の正当な動機はスワダルマ（自己の義務）
、つまりカースト制度に基づく
職業義務にある、というギーターで述べられている行為の根拠付けは、カース
ト制度は倫理にではなく出生、すなわち自然の事実に基づくから、それは倫理
的正当性を欠くのではないか、ということであろう。
とはいえ、フンボルトはこのようなギーターの教えや運用の仕方を見て、不
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条理を感じつつも、こう結論づけている。すなわち、
「倫理的自由と、相互に制
約し合う自然事象と行為の連鎖とを統合することは、正直に言えば、どんな哲
学体系においても解決不可能な課題である」(231) 12)。ここから理解されるのは、
アルジュナが戦いを前にしてクリシュナに発した倫理と義務の対立をめぐる同
じ問いを、数千年の時を経て、フンボルトもまたここで共有し、さらに意味を
広げてこれを自由と運命に関わる問いとして捉え直して、彼なりの答を見つけ
ようとしたことであって、この意味で、フンボルトの「行為のヨーガ」をめぐ
るギーター理解は、解釈学的というだけでなく、実存的といってもいいであろ
う。
以上、ギーターにおける行為のヨーガについてのフンボルトの理解を辿って
みた。
2. ギーターの語り方
2.1 ギーターの非体系性
フンボルトによると、ギーターの語り方、つまり語りの進め方は非体系的で
ある(325)。すなわち、ギーターの語り手は究極の認識を得た感動ゆえに、聞き
手の情緒に訴え、様々な仕方で霊的効果、内的共感をもたらすように語ってい
る賢者であって、学問の対象を特定の方法に基づいて分類して、精巧な思想体
系に基づいて自分の学説の最終命題にたどり着くような哲学者ではない。
ここからギーターの語りのいくつかの形式上の特徴が導き出される。つまり、
部分から全体が徐々にできあがっていくのではなく、フンボルトが言うように、
一枚の絵を覆っている霧が、光が増すにつれて徐々に追い払われて、絵に描か
れた事物が突如として全体の姿を現すように明らかになっていくのである
(325)。すべては、つながりは緩やかであるけれども、ひたすら自然で、意図的
に考え抜かれたのではないような仕方で、つまり、クリシュナという教える者
の心情とアルジュナという教えられる者の印象があらかじめ先行きを予示する
ようなやり方で、究極目標に近づいていく。二行からなる各詩節はそれ自体完
全な文として成り立っていて小さな全体を形成している。それらは、アルジュ
ナの質問もしくはクリシュナが取り扱う命題を告げることから始まり、例外な
く、説諭、約束などを含む教え全体を総括する結語で終わる。
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2.2 教えの反復
ギーターにおいては、各主要箇所で明白なものがいまだ神秘的で謎めいたも
のと組み合わされ、ギーターの作者はこの謎めいたものに立ち戻っていく。
したがって、同じことが何度も異なった状況でも繰り返される。まるで言い聞
かせるかのように何度も同じ詩節が繰り返されていることは、説諭的で志操、
信仰、行為といったものを要求するギーターのような詩では、その性格からし
て、それほど違和感を感じることはないが、ある命題がさらに別の箇所で繰り
返し述べられるときには、それがさらに注意深く詳述されたり、新たなつなが
りの中で示されたりする。してみると、各命題の証明は隔たったところから異
なった形で示されるのであって、このことはつまり、ギーターが取り扱う諸命
題の解説が不可避的にいろいろなところへ散らばってしまうということを意味
する。
インド詩芸の哲学表現はギーター編集以前にすでに出来上がっており、その
ような韻文の概念結合は習慣的にいわば哲学上の決まり文句､すなわち箴言と
して用いられ、こうしてギーターのある詩節の半分、もしくは全部が既出の詩
節の繰り返しになっているところもある。前者の例は、III, 23-b と IV, 11-b, そ
して VI, 31-b と XIII, 23-b, また後者の例は VI, 8-b と XIV, 24-a, そして III, 35-a
と XVIII, 47-a などがそうである。他方で、ギーターと他のインド古典、例えば、
マヌ法典との間の詩節の一致も指摘することが出来、やはり箴言がすでに当時
の知識人の間で普及していたことを物語っている 13)。
2.3 後代の補足の可能性
ギーターの作者は人生の究極の認識を得た喜びを詩歌にした詩人であったこ
とはすでに触れたが、そもそも、ギーターの詩全体は、単一の詩人、単一の時
代、単一の体系に属するものなのか、そしてまたそうであったとしても、まと
まったものと考えられて書き著わされたのか、それとも詩人自身の個々ばらば
らな教えから出来ていて、後に寄せ集められたものなのか、を問わざるを得な
い。章の配列からすると、単一の目標が方法的に追求されているのではなく、
個々の問題点についての議論が個々別々に並置されている。フンボルトによる
と、ギーターを各章に分けて配置したのは、後代になってからではなく、原作
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者本人によるもので、ギーターの原作者はいつも、一定のあまり多くない分量
の題材を扱い、語りのたびごとにそれを配置したと見られる。
そして、このような形式は、古い詩の調子を変えずに後代の挿入や補足を行
うことはギーターではそれほど難しくなく、そのようなことが実際にあったと
大いに推測できる。つまり、後代の別の作者が異なった自分の作品を挿入する
のには、ギーターの詩形式はきわめて都合がよかったのである。したがって、
すべての章が現在の形で元の作者に帰せられるとしても、後代で個々の教えと
して寄せ集められ、つなげられていったのだと思われる。
すべての章の中に、後になってからきっとさらに継続発展させられたのだろ
うと考えざるを得ないほど完結した完成度を持った概念が非常に少ない理由は、
以上のことから説明される。もし全体のイデーというものがあって、最初の輪
郭を決定していたのなら、個々の教えのつながりはもっと密なものになってい
ただろう。これは元のギーターがイデーを意図的に展開したものではなく､自然
に出来上がっていったことを物語るものである。
それぞれの章全体が本当に同一の作者によるものでないとしたら、各章の記
述も様々な主張の羅列に過ぎなくなるので、ギーターを一つの体系として論じ
る価値はなくなる 14)。しかしフンボルトは、だからといって、ギーターの記述
を体系的でないから、と言って非難を浴びせるのは正しくないと述べる。なぜ
かというと、詩全体として相矛盾するものは何もないからである(333)。
2.4 転回としての第 11 章
ギーターの物語全体の流れの中での一つの大きな区切りや作者の立脚点の変
更といった可能性を考慮すると、そのような転換点は確かに第 11 章の終わりに
認められる。ギーターが叙事詩マハーバーラタの一エピソードだということを
考えると、そのエピソードの中心はアルジュナの友人で彼の戦車の御者であっ
たクリシュナが神としての自らの姿をアルジュナの前に現すところにあり、こ
れを境にしてギーター全体を二つの部分に分けることが出来る、とフンボルト
は述べる(326)。ギーターのエピソードの始まりは、すでに見たように、人間の
姿をした神クリシュナが、戦いが今にも始まろうとしているとき、アルジュナ
が「私は戦わない」と言ったことをきっかけに、アルジュナが戦いを始めるよ
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う哲学の教えを説き始めたことにあった。第 11 章の始めで、アルジュナはクリ
シュナが神であることをようやく認識するに至り、
「主よ、もし私が見ることが
出来ると考えられるなら、
［…］私に不滅なるご自身を見せてください」(XI, 4)
とクリシュナに嘆願する。するとクリシュナはアルジュナに応えて彼に天眼を
授け、自分が聖バガヴァット、すなわち神であることを、その真の不滅なる姿
において示す。

「アルジュナよ、見よ。幾百幾千と、神聖にして多様なる私の姿を。種々
の色や形を持つ姿を。見よ。アーディティヤ神群、ヴァス神群、ルドラ
神群、アシュヴィン双神、マルト神群を。未だかつて見たことのない、
多くの驚異を。見よ。今日ここに、私の身体の中に一堂に会している、
動不動のものに満ちた全世界を。そしてその他あなたが見たいと望むも
のを。しかしあなたは肉眼によっては私を見ることが出来ない。あなた
に天眼を授けよう。私の神的なヨーガを見よ」
。(XI , 5–8)
サンジャヤは語った。―王よ、偉大なヨーガの主ハリ（ヴィシュヌ）
はこのように告げると、アルジュナに最高の主の姿を見せた。多くの口
と目を持ち、多くの希有の外観をとり、多くの神々しい装飾をつけ、多
くの神の武器を振り上げ、神々しい花輪と衣服を着け、神々しい香油を
塗り、一切の驚異よりなる、あらゆる方角に顔を向けた無限なる神の姿
を。もし天空に千の太陽の輝きが同時に発生したとしたら、それはこの
偉大なお方の輝きにも等しいかも知れない。その時アルジュナは、神の
中の神の体において、全世界が一堂に会し、また多様に分かれているの
を見た。そこでアルジュナは驚きに満ち、総毛立ち、頭を下げて神に敬
礼し、合掌して告げた。(XI, 9–14)
アルジュナはこの時までクリシュナを神と認識しえなかったことを彼にわび
て次のように言う。
「私は友人だと思い無礼にも言った。
『おお、クリシュナよ。
おお、ヤーダヴァよ。おお、友よ』と。私があなたの偉大さを知らないで、不
注意から、また親愛の情から言ったことを、あなたにお詫びする」(XI, 41)。そ
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の後、第 11 章の終わりで、クリシュナの神としての真の姿を見て恐怖に震えお
ののいていたアルジュナの懇願を聞き届けて、クリシュナは再び元の人間の姿
に戻る。
ギーターのエピソードがここでピークを迎えたことにより、この章がギータ
ーの前半と後半の分かれ目に相当する。すでに触れたように、ギーターではす
でに前で述べられた事柄が、後でさらに付け加えられ解明を与えられることが
よくある。第 11 章の最後でクリシュナが元の人間の姿に戻ったことによって、
ギーターは物語として新しい様相を見せる。とはいえ、最初の 11 章の中にクリ
シュナの教え全体はもうすでに含まれているので、残りの章はその教えの繰返
しの感が強い。第 11 章の詩節の後に、ギーターの最後のエピソード、すなわち、
アルジュナが再び武器を持って立ち上がる決意をする第 18 章の終わりの部分
が続くとしても、フンボルトによると、なるほど三つの自然の性質（グナ）の
教えの説明が不十分になるかも知れないが、詩全体に違和感が生じるようには
見えない(327)。
大事なのは、ギーターのこの最後の章では、人間とクリシュナとの関係にお
いて決定的なこと､すなわち、
自分の行為の結果をクリシュナに無条件に預ける
ことによって彼に帰依し信愛（バクティ）を捧げる者に対して、クリシュナは
そのような者をあらゆる罪悪から救済し、クリシュナのもとに至らせることを
保証していることである。すなわち、

「一切の義務（ダルマ）を放棄して、ただ私にのみ庇護を求めよ。私はあ
なたをすべての罪悪から解放するだろう。嘆くことはない」
。(XVIII, 66)
「私に最高の信愛を捧げ、私の信者たちの間にこの最高の秘密を解く人は、
疑いなくまさに私に至るであろう」
。(XVIII, 68)
ここでは、どんな人でも、クリシュナに信愛を捧げること、すなわち「信愛
のヨーガ（バクティヨーガ）」を行うことさえ出来れば、これによって最終的に
彼のもとに行くことが出来るという「良き知らせ」が語られているのである。
アルジュナはこれを聞いて、ようやくこれまでの迷いに打ち勝ったことを以下
のように告白する。
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「迷いはなくなった。不滅の方よ。あなたの恩寵により、私は自分を取り
戻した。疑惑は去り、私は立ち上がった。あなたの言う通りにしよう」。
(XVIII, 73)
このように、最後の章で、クリシュナの献身者への救済への保証と、クリシ
ュナの勧めに従って、アルジュナが戦いの開始を明言することにより、エピソ
ードとしてのギーターは完結する。
2.5 前半部と後半部
フンボルトによると、第 11 章を境にして区切られる詩のこれら二つの部分、
第 1 章から第 11 章までと第 12 章から第 18 章までには配列の仕方に違いが見ら
れる(327)。前半の 11 章では前もって設定された前提から結語に至る歩みが認
められるのに、後半の 7 章では、原作者は､もっぱら自分の関心から来る個々の
問題点を優先しているように見える。第 13 章では質料とそれに通じた者、第
14 章では三つのグナ、第 15 章ではプルシャ、第 16 章では神的運命と阿修羅的
運命、といった具合である。また、精神（プルシャ）と物質（プラクリティ）
の概念については第 13 章よりも前の章では全く触れられておらず、追加のよう
な体裁をなしている。こうしてみると、後半部はよりドグマ的な色彩が強く、
学となった哲学に属するような議論や作為的な議論を多く含んでいる。
とはいえ、フンボルトによると、二つの部分の違いにあまり決定的な重きを
置くべきではない。後半で述べられた概念は基本的には前半でも同じ仕方で取
り上げられているからである(332f.)。
ギーターを一通り読み終えてみると、原作者がすでに論じたもので十分に論
じきれなかった命題や、あらたに付け加えてほしかった概念がいくつかある。
フンボルトによると、例えば、母胎としての神性ブラフマン、そして精神につ
いて、祭祀について挙げられているもの、などはもっと詳しく扱ってほしかっ
た教えである(327)。そして、これまで同一の命題が様々な形で何度も繰り返さ
れたことを考えると、第 18 章の後に、以上の教えを補足する章がまださらに続
いたかもしれないという可能性も否定できない。
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3 哲学詩
3.1 詩と哲学の一致
フンボルトによると、ギーターは本来の「哲学詩」の概念と合致している。
それは真の自然詩である。すなわち、哲学と詩は同じ土壌から成長し、人間の
至高のもの、最も奥深いものから由来している。つまり、それは詩でありなが
ら、
「完全な哲学体系」であって、意図的に考案された芸術形式が支配するいわ
ゆる哲学的な教訓詩とは全く異なる。真の哲学詩とそうでないものとの違いは、
詩と哲学が有機的に結合して自らの源泉からくみ取られているか、それとも単
に機械的に結びついているだけか、にある。それでは、哲学詩が成立するため
の詩の条件、哲学の条件とは何であろうか。
3.2 詩の特権
フンボルトにとって哲学詩とそれが体現する真理は、人間悟性の支配する領
域にはない。
「真の哲学詩とは、詮索好きな悟性が原因から結果を類推すること
をあきらめるようなところ、そして真理が精神の浄化と方向付けを通して、あ
らゆる討論術の外見を取り除くことを通して、純粋意識の高まりから燃え上が
るところ、そこにまで哲学が立ち戻るとき、始めて可能になる」(335f.)。すな
わち、想像力の跳躍の中で、真理という哲学の本質を堅持する強靱さを詩人が
内に感じる領域にこそ、真の哲学詩は存在する。
哲学詩においては有限と無限の二つの領域が接触し、浸透しあっている。そ
して、クリシュナの教えは有限と無限の接点をめぐって動いている。
「詩の特権
とは人間の不可分の本質を追求し、人間の有限な性質が無限への予感の中で消
え失せるところにまで人間を連れて行くことにある。詩はその目標が達成され
る限りでその名に値する」
（335）。有限と無限の分離は永遠の、議論の余地ない
自明な真理だから、有限がどこから無限に変わろうとも、哲学詩はいつも両者
が分離する地点に立っていなければならない。
このような詩は、真理を無限からこちらに向かって燃え移ってくるものとし
て描き、かつまた、有限なものの持つ限界を、理性が抱える矛盾への洞察を通
して、あまりにも窮屈なものとして描いてしまうことだろう。というのも、有
限にとらわれた精神の絶望もまたこの詩のテーマの一つだからである。こうし
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て、人間の内なる感情が最初の楽音に刺激されて、感覚が芸術感性によって浄
化されると、無限なものと類縁となる。ギーターにおいて創造的想像力は有限
な自然を自らのうちで解体しつつ、想像力の形式の中でそれを維持することが
出来るので、その結果、あらゆる感覚的刺激を純粋な理想的観照へと解消する
ことが出来る(335)。
3.3 内的感動の哲学
詩と哲学が相応の仕方で結合するものなら、哲学とは内的感動という見えざ
る力によって生じるようなものでなければならない。詩の高揚感は真実を精神
の深みから呼び起こすのに不可欠である。哲学の教えは飾りものとして詩のお
おいを求めてはならない。それは内的衝動から自由なリズムであふれ出るもの
で、自然でかつ持って生まれた形式のように詩の中で躍動しなければならない。
クリシュナの教えでは詩人と哲学者がまだ分離していない。哲学用語の定義が
問題になっているとき(XIII, 2)でも、クリシュナはこれに詩人の言語を使用して
いる。
内的感動から生じる哲学の範例は、歴史的事象についての哲学的認識を伝え
る叙事詩において端的に示される。フンボルトは言う、歴史も本来の叙事詩の
中では、後の学問的取り扱い方よりも純粋かつ完全である(336)、と。というの
も、叙事詩の中でこそ歴史はその進路をよりはっきりと示すのであり、
「偶然の
きっかけや自然の連鎖を通してつながった事件を、イデーやその他の領域から
の駆動力の展開として」(336) 開示するからだ。叙事詩ギーターから発せられ
るのも、もっぱら哲学宗教精神によって形成された歴史イデーであって、この
ことは、詩と哲学を司る祭司階級バラモンがカースト制において占めた第一の
政治的地位と同様、哲学の認識を述べ伝える叙事詩においても最も大きな影響
力を発揮したという事実から説明される。ちなみに、フンボルトによれば、叙
事詩としてのギーターを他の古代インドの文学作品と比べてみても、ギーター
はヴェーダやプラーナ（古伝説）、マヌ法典よりも哲学的で、神話の不純物から
免れている。また、ギーターの崇高さ、明確さ、その短さの中で完結した形式
を考えると、ウプネカト（ウパニシャド）はこれに比較すべくもない(339f.)。
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3.4 ギーターとギリシャ詩
フンボルトはギーターをギリシャ人の詩と比較することによって、さらに哲
学詩としてのギーターの固有のあり方を明らかにしようとする。彼は詩が形式
を意識することのうちに、芸術としての詩の始まりを見ている。しかるに、ギ
ーターでは詩の内容と形式は無意識のうちに分かちがたく融合している。それ
は、自然詩そのものであって、詩人が形式を単なる形式として考え､意図的に形
式を作り上げていた形跡は全くない。換言すれば、詩が詩であるゆえんは、そ
れが形式それ自体によって思想を共有しようと表明することにある。ギーター
は古代インド詩が成立した時代の終点に位置しており、詩形式を意識する芸術
にまだ移行していない時期に成立し、そこに長い間とどまっていたと考えられ
る。すなわち、フンボルトによると、未だ分離していない詩と哲学が人間精神
の性質に基づいて歩むべき道のりにおいては、インド詩はギリシャ詩よりもず
っと古いので、このためインド詩は自然詩の無邪気さをまだ残しているが、ギ
リシャ詩ははっきりとした芸術意識のもとで生まれた(339)。
フンボルトによると、どの時代でも哲学はギリシャよりもインドで詩と深く
結びついており、ギーターの哲学表現はギリシャ詩よりもずっと完璧である。
フンボルトはこのことを、ルクレティウスを例にとって説明する。なるほど、
ルクレティウスとギーターとの間には、存在から非存在への移行が不可能であ
るという想定に見られるように、いくつかの接点はあるが、基本的にはすれ違
いしか見いだすことが出来ない。フンボルトは、ルクレティウスの詩は彼がギ
ーターに加えたような評価にとても耐えうるものではないと見て、ルクレティ
ウスの詩についての考え方は最初の構想からして間違っている、と述べている
(337)。ルクレティウスの哲学は、すべてを自然の根拠から説明することを原則
としながら、自然を超え出て行く必要と可能性を否定し、あるときは自然をこ
まごまとしたやり方で、またあるときは露骨にずさんな仕方で、説明しようと
する。彼の詩と哲学はお互いに何の接点も持っておらず、詩は哲学にとって見
ばえのいい表現、偽りの飾り物として使われているに過ぎない。
また、ギリシャには詩芸術という意識によって詩作していた詩人たちもいた
が、彼らの詩作の理由は、散文臭さを避けるためであって、散文の補助手段と
して詩の韻律と厳粛さを借りてきただけであった。
「遺憾なことに、しばしば行
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われる〔ギーターと〕ホメーロスやギリシャ人の比較は、私にはまったく不適
切だと思われる。これに対し確かなのは、このマハーバーラタのエピソード〔ギ
ーター〕は、我々が知っているすべての文学の中の、最も美しい哲学詩、いや
それどころか、もしかすると唯一の真の哲学詩であるかも知れない、というこ
とである」(159)。
3.5 散文の起源､すなわち哲学と詩の分離
詩は感動から生まれる。だから、精神を生き生きと感動させるものすべては、
いつの時代もどんな精神においても詩的精神を帯びるものである。そして、詩
的精神に由来する生のままの思考や純粋な観照は、かつてはそれ自身の中で開
示された。しかし、習得された事柄が次第に増加していくにつれて、知的観照
や認識はやがてこの感動させる力を失っていく。今日我々は多くの、現実の様
々なものに囲まれて、さらに世俗の営みに沈み込んでいるので、抽象化という
労力を払ってこれらの思考や観照に達するに過ぎない。
日々の生活の必要性とイデーや感情表現などといった内的欲求に基づく言語
使用は、話者が両者では全く別の気持ちになっているので、当然異なる。話者
の中で思考が鋭敏かつ純粋になっていくと、その分、精神は話の形式と内容の
不一致に耐えられなくなる。フンボルトによると、ここに散文の起源がある。
話の形式への注意が注がれるようになってくると、ようやく韻文と散文の区別
が生じる。言い換えれば、詩の形式の芸術的扱いが始まるところに散文が成立
する。したがって、詩が自然の感動を自由に吐露できなくなり、芸術がそれ自
身を芸術として意識し、様々な人間精神の諸力が働き始めるようになると、詩
と散文は分離すべきである。というのも詩と散文は互いに自己の領域を制約し
合って動くものだから。フンボルトによると、詩形式を芸術として認識するこ
とにより、両者の分離をどの国民よりも完璧に行った国民こそギリシャ人なの
であった。
フンボルトはギーターに見られる哲学詩がその後衰退し､消滅してしまった
理由はどこにあるのかを見極めようとし、また哲学詩というものが現代におい
て再生可能かを問いかけている。フンボルトによると、詩は、精神の様々な努
力がそれぞれの道を切り開き始めるとき、そこから分離し始める。すなわち、
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哲学が学としての道を歩もうとするところでは、哲学は詩と分離していく。だ
が、それにもかかわらず、哲学がなおも詩的装いを維持しようとするとしたら、
このことは明らかに誤りである。学問的哲学は討論術(Dialektik)を必要とするが、
それは真理そのものを発見し、真理のために道を開き、理論が妥当性を持たな
い領域を理性と悟性の原理を用いて引き離すためである。すなわち、討論術は
詩の本質と基本的に矛盾するのであって、最高度の熟練と繊細さに達した散文
を要求する。だから、哲学はその幼少期にずっととどまって詩と結びついてい
るべきだなどとはいえない。幼少期の人類の英知は、まだ経験知によって散失
していなかった。それは証明や議論を通して道を切り開くことを拒絶する神的
英知といわれるべきである。このように、現代において真の哲学詩が可能かど
うかについては、フンボルトはきわめて懐疑的である。
4. 結論
以上、フンボルトのギーターにおける「行為のヨーガ」解釈、ならびにフン
ボルトが見たギーターの詩形式における特徴、とりわけギーターの詩の形式と
内容の関係を説明する「哲学詩」の概念について触れておいた。
さて、フンボルトがギーターに着目しこれを評価するようになった経緯とそ
の様子は以下のようなものであった。すなわち、ボップのもとでサンスクリッ
トを学んだフンボルトは、古典古代ならびに近代の言語の文法形式はサンスク
リットに由来しており、したがって、それは諸言語の源泉に他ならない、との
見解に達した。さらにこのような言語研究から彼の関心はインドの歴史と哲学
にまで及び、ギーターとの集中的な取り組みが生じた。というのも､いうまでも
なく、ギーターのような古代叙事詩においては、世界を言語のうちに捉えるこ
とを通して獲得されていく民族の世界認識の本来的なあり方が示されており、
叙事詩の中で意味された事柄を確定しうるためには、是非とも歴史哲学的解釈
が必要になるのであって、ギーターへの言語学上の関心は必然的にそれへの歴
史哲学上の関心に向かわざるを得ないからである。
すでに見たように、こうしてフンボルトがギーターのうちに認識するのは、
すべてが未分化な神話的世界であって、そこでは詩と哲学がまだ分離しておら
ず、両者は単一の、根源的でより高い力の､あるがままの表出に他ならないので
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ある。このような理由から、彼は詩としてのギーターを「完全な哲学体系」と
表現し、これを詩と哲学の総合と見て高く評価したのであった。
またギーターの哲学内容に関しても、フンボルトは行為のヨーガの理念であ
る「結果を考慮することなく行為せよ」という教えのうちに「哲学的にほとん
ど崇高ともいえる心のあり方」を認め、同時にまた、
「大きな詩的効果も生み出
している」と述べ、高く評価したことはすでに見たとおりである。他方で、行
為そのものを根拠づけるカースト義務については、それは自然の事実に基づく
ものであるからその倫理的正当性に疑念を投げかけたが、それ以上には立ち入
っておらず、各読者にその判断をゆだねているように見える。
いずれにせよ、フンボルトにとってギーターが持った意義を、彼は 1823 年 6
月 21 日付けのシュレーゲル宛て書簡の中で以下のように言い表している。「私
は読んでいくうちに何度も、たった今私がそう感じているように、かくも正確
に原語でこの詩を理解するという機会を与えてくれた運命に対し、心から感謝
の気持ちが沸いてくるのを抑えることが出来ません。もしこれなしに、私が世
を去らねばならなかったとしたら、真に本質的なものを私は見出せぬままでい
ただろう、という気がしてなりません」15)。
フンボルトは論文の冒頭で自分のギーター論の執筆動機を、ギーターの哲学
体系をインドに通じていない人にも理解してもらえるように、出来るだけ簡潔
に解説することだ、と述べている(190)。フンボルトにとって解釈というものは
もともと常に未完なものであって、彼は自分のギーター解釈は最初のアプロー
チであり、あくまでも示唆､刺激にすぎず、徹底的な解釈ではないことを強調し
ているが 16)、これは自らのギーター解釈に対する、とりわけ、自らのギーター
への疑念に対する判断を、すなわち、クリシュナの教えにおける義務と倫理の
対立を運命と自由の対立としてより広く捉え直しながら、両者の克服を、人間
が生きていく限り常に直面せざるをえない問題として、彼のギーター論の読者
一人一人にゆだねようとしたからであろう。
フンボルトが「翻訳は元の意味に近づくこと」(168)だから、「解釈は翻訳を
超えて常に原典に依拠しなければならない」と考えていたことからわかるよう
に、彼はギーターの原典そのものに遡ってギーターを理解しようとしたのであ
り、この意味で、フンボルトの言語学的文献学的ギーター理解は解釈学に基づ
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くギーターの内在的理解を、さらに言えば、ギーターの問いを彼自身への問い
として共有した点において、ギーターの実存的理解を示すものと言えよう。
周知のように、フンボルトの同時代人ヘーゲルは彼の歴史哲学において歴史
の終末における「絶対精神の自己実現」という視点から歴史の意味と価値を認
識しようとした。ヘーゲルが彼自身のギーター論 17)でこのような歴史図式の中
でギーターを位置づけることになったのは、フンボルトのギーター論出版のわ
ずか半年後であって、彼は自身のギーター論を執筆するために、すでに取りか
かっていた『エンチロペディー』の第二版の仕事をあえて中断するほどこれに
高い関心を示していたという。ヘーゲルは、フンボルトの、倫理と義務の対立、
自由と運命の対立をどのように克服するかという問題提起に応えて、これに答
えることを彼のギーター論のそもそもの出発点としたのであった 18)。
こうして、フンボルトはヨーロッパでギーターを原典に則して論じた最初の
人物となり、その、ギーター理解の内在的性格ゆえにギーター解釈の範例であ
り続けているのである。

注
1) A.W. シュレーゲルは 1814 年パリでフランツ・ボップからサンスクリットを習った後、
1818 年にボン大学においてドイツで最初のサンスクリット講座が開設されたとき、その初
代教授に就任した。インド叢書出版(1820)により、言語学上の分野にとどまらず、ドイツ
におけるインド文学に対する一般の関心を覚醒し、これを広範に紹介したのは、シュレー
ゲルの功績である。なお、シュレーゲルはタイポグラファーとしてサンスクリットの活字、
デーヴァナーガリー文字の活字を自らデザインし､これを鋳造し、デーヴァナーガリー文
字によるギーターの印刷を可能にした。これについては、赤松昭彦、『バガヴァッド・ギ
ーター、神に人の苦悩は理解できるのか』97–111 ページに詳しい。
2) フンボルトはすでに 1822 年に、サンスクリットについて包括的に論じた最初の言語学論
文「サンスクリットにおける接尾辞 tva ならびに ya によって構成された動詞形について
Ueber die in der Sanskrit-Sprache durch die Suffixa tva und ya gebildeten Verbalformen」を発表し
ている。
3) アレクサンドル・ラングロワ(1784–1854)。彼の批判の趣旨は、誤訳の指摘の他に、シュ
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レーゲルが、訳語に首尾一貫性を欠いていること、例えば、彼が「ヨーガ」というサンス
クリットの語に 10 以上のラテン語の訳語を当てたことに見て取られるように、原語の単
一の語に対して数多くの訳語を用いていること、他方で原語は各々異なるのにもかかわら
ず同一の訳語を当てていることを批判し、単一の語に対しては相応する単一の訳語を当て
るべきだ、と主張した。これへのシュレーゲルの反論は『アジア学雑誌』第 9 号に掲載さ
れており、彼は、インド固有の哲学宗教概念でヨーロッパの言語に直接訳し得ない語彙を
原語のまま残したウィルキンズのギーター訳に言及しながら、彼とは異なり、自分は何と
かこれに近い訳語をその都度文脈に即して当てようと努力したのだ、と弁明して、こう述
べている。「私はできる限りうまくすべての語をラテン語に置き換えるという厳格な規律
を自らに課した。プラトンやアリストテレスの作品の翻訳がギリシャ語でいっぱいだった
ら、人は一体どう言うであろうか」（赤松昭彦、前掲書、115 ページ）。
4) その後このコメントは、シュレーゲルが 1820 年に創刊した「インド叢書(Indische
Bibliothek)」2, no. 2, 218–258(1826). 2, no. 3, 328–372(1826)に掲載された。
5) サンスクリット原典に基づくギーター本文の邦訳には、
『バガヴァッド・ギーター』、上村
勝彦訳、岩波文庫、1992 を使用した。引用に際しては、章番号ををローマ数字で、詩節番
号をアラビア数字で(

)内に記した。

6) フンボルトの引用は以下の版による。Wilhelm von Humboldt, “Ueber die unter dem Namen
Bhagavad-Gita bekannte Episode des Maha-bharata”, in: Wilhelm von Humboldts Werke, Bd.5,
1823–1826, hrsg. von Albert Leitsmann, Berlin 1906, 190–231, 325–343. ならびに “Ueber die
Bhagavad-Gita. Mit Bezug auf die Beurtheiling der Schlegelschen Ausgabe im Pariser Asiatischen
Journal”, in: a.a.O., 158–189. なお、この巻からのフンボルトの引用は、ページ数のみを(

)

内にアラビア数字で記した。
7) 世期（ユガ）は四期に分けられる。四ユガをあわせたものが大ユガであり、これは四百三
十二万年に相当する。『バガヴァッド・ギーター』、上村勝彦訳、訳注、161 ページ参照。
8) 純粋精神プルシャに対する現象世界の根本原質プラクリティは、三つの性質（トリグナ）、
すなわち、純質サットヴァ、激質ラジャス、暗質タマスによって構成されている。
9) フンボルトはラングロワがこのダルマ dharma という言葉の意味を広く取りすぎて「家族
の義務」と捉えたことを批判して､ここでは、政治に関わる生活をする種族､クシャトリヤ
のことが言われているのだから、道徳ではなく、国家制度、カースト差別のことが言われ
ている、と正しく指摘している(160f.)。
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10) この部分の考察は赤松昭彦氏の論述（前掲書、66–70 ページ）を参考にさせて頂いた。
この場を借りてお礼を申し上げたい。
11) 上村訳では「生まれつきの行為は、たとい欠陥があっても捨てるべきでない…」(137 ペ
ージ)。
12) しかし、フンボルトの遺稿からは、以下のように、カースト制度をはっきり批判した文
章が見て取れる。
「［…］私はインドの制度のすべての特質に心底嫌悪を感じる。私の歴史
観の原則からして、インドのカースト制度と折り合うことは出来ない。もちろん哲学の静
寂主義とも」(B. Gebhardt, “Aus Wilhelm von Humboldts Nachlass”, in: Nord und Süd. Eine
deutsche-Monatsschrift.105 (Jg. 27), Heft 313 (April 1903), 81)。
13) 詩節の部分的繰り返しの例は、以下の通り：
「なぜならもし私が孜々として行為に従事し
なければ、人々はすべて私の道に従うから」(III, 23-b)。「人々がいかなる方法で私に帰依
しても、私はそれに応じて彼らを愛する。人々はすべて私の道に従う」(IV, 11-b)。また、
詩節の全文繰り返しの例は、以下の通り：「理論知と実践知により自己（アートマン）が
充足し、揺るぎなく、感官を克服し、土塊や石や黄金を平等（同一）に見るヨーギンが、
『専心した者』と呼ばれる」(VI, 8-b)。
「彼は苦楽を平等に見て、自己に依拠し充足し、土
塊や石や黄金を等しいものと見て、好ましいものと好ましくないものを同一視し、冷静で
あり、非難と賞賛を同一視する」(XIV, 24-a)。なお、ギーターとマヌ法典の詩節の表現の
一致については以下を比較参照のこと。前者には「常修のヨーガに専念し、他に向かわぬ
心によって念じつつ、人は神聖なる最高のプルシャに達する」(VIII, 9, 正しくは VIII, 8）、
後者には「正しい生き方（ダルマ）を具現するマヌの子ブリグは、彼ら偉大なリシたちに
言った。
「行為の実修（カルマヨーガ）のすべてについて、その結論を聴くがよい」(XII,122)
（渡瀬信之訳、『マヌ法典』、1991 年、中央公論社）。なお、下線はすべて引用者による。
14）エジャトンによると、「ギーターは論理的に首尾一貫した思想体系ではなく、作者自身
もそのような一貫性を考えたことはなく、そもそもウパニシャドやギーターの時代に哲学
体系などというものはなかった」(Franklin Edgerton, The Bhagavad Gita, Cambridge 1972,
108)。
15) A.W. Schlegel und W. von Humboldt, Briefwechsel zwischen Wilhelm von Humboldt und August
Wilhelm Schlegel – Primary Source Edition, Halle 1908, 158.

以上のフンボルトの書簡は、彼

がシュレーゲルのギーター版を受け取り、最初の 10 章を読んだ後、即座にシュレーゲル
に書き送ったものである。これによって、フンボルトが初めてギーターに接したときの感
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動の様子がよく分かろうというものである。
16) Vgl. Clemens Menze, “Das indische Altertum in der Sicht Wilhelm von Humboldts und Hegels”,
in: Hegel-Studien, Beiheft 27, Bonn 1986, 257.
17)「ヴィルヘルム・フォン・フンボルト著、バガヴァッド・ギーターの名で知られたマハー
バーラタのエピソードについて Ueber die unter dem Namen Bhagavad=Gita bekannte Episode
des Maha-bharata; von Wilhelm von Humboldt」。ヘーゲルのギーター論は『学的批評年報
Jahrbücher für wissenschaftliche Kritik』(1827)誌上に掲載された。
18) これについては、中村 元、「ヘーゲルのバガヴァッド・ギーター論」、『帝京大学理工学
部研究年報人文編』、第 10 号、2002､73–114。
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栃木県における関東大震災「流言」関係新聞記事目録
樋浦 郷子
1. はじめに
本稿は 1923 年の関東大震災直後の流言が、栃木県で伝播する様態を調査し整
理するため、同年 9 月の地方紙記事の目録作成を行う。東京以外の流言に関わ
る事件に関して、千葉県、埼玉県などでは調査やその報告に一定の成果がある1)。
その中では直接的被害の大きかった東京と横浜以外の地域でも朝鮮人や社会主
義者と疑われた人々が殺された様子がある程度明らかにされている。
栃木県の実態を伝えるものとしてふたつの資料が刊行されている。ひとつは、
『現代史資料

マ

マ

関東大震災』収載の「保護鮮人の震災及時局に関する感想」で

ある2)。栃木県知事山脇春樹が総理大臣山本権兵衛宛に、1923 年 9 月 16 日付で
送付した文書で、県警察部が「保護」した朝鮮人の来歴等の記録である3)。し
かし、これは警察が一方的に聴取したものであり、名前を読み書きできない朝
鮮人が省かれた可能性や、警察部長から知事、知事から総理への回付経路の中
で情報の意図的な選択や削除が行われた可能性も考えられる。
ふたつめは、2004 年刊行の『朝鮮人虐殺関連新聞報道資料』（Ⅰ～Ⅳ及び別
「官庁史料では隠された事件の諸側面が新聞史料で解明できるこ
巻）4)である。
との一端」を明らかにしたもの5)で、中央、地方紙問わず朝鮮人虐殺に関わる
報道を網羅し、その見出しを翻刻、主要新聞については記事原文をすべて掲載
した。歴史資料保存の観点から極めて重要な資料の集成である。
ただし栃木県関係で同資料に収載されるのは、『下野新聞』の原文と見出し
の翻刻及び『下野日日新報』の見出しの翻刻である。栃木県下全域で発行され
ていた地方新聞6)は三紙（「中正不偏」を掲げる『下野新聞』、憲政会系の『下
野日日新聞』
、政友会系の『下野新報』）あった。そのため本稿は、上述資料に
収載されなかった『下野新報』も対象に含める。そして見出しの翻刻だけでな
く、記事の内容について目録の中で説明を加え、社会主義者関係の記事も採録
する。そのことにより、栃木県下の実態に即した事実の掘り起こしを行う。
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2. 栃木県の関東大震災
2.1 概要
1923 年 9 月 1 日に起こった地震による大きな被害は、
栃木県には少なかった7)。
しかしそのために、戒厳令施行地域とは異なる緊急事態が生じた。
第一に、東京府市下における新聞と交通が麻痺したことにより、人的物的被
害の少ない栃木が、新聞、電信電話の重要な中継地となったこと。第二に、焼
け出された東京北部からの避難者が、震災当日から徒歩とかろうじて動いた列
車で続々と北上し栃木県に入ったこと。小山、宇都宮、足利、黒磯など主要な
各駅では救護所が設けられ、列車が入るたび避難者を迎え、炊き出しを行い、
寺などで保護した8)。第三に、宇都宮の第十四師団が戒厳令下の東京で「治安
維持」にあたり、栃木県内青年団員も多くが震災直後に東京に入り救護にあた
ったこと。そのためとくに 9 月第 1 週の栃木県では軍人と青年団員が少ない状
態となった。このように、人的物的被害を直接に受けた地域とは異なる事態の
下、朝鮮人や社会主義者に関わる噂も北上する。栃木県の流言に関わる刑事事
件について、次のような複数の異なる統計が存在する。まず 1923 年 9 月 7 日付
の宇都宮地方裁判所検事正報告によれば、9 月 3 日と 4 日だけで朝鮮人 5 名が
死亡、14 名が重軽傷、日本人 11 名が重軽傷とされる9)。
その後内務省が、起訴され予審が終了した者を一覧にした統計によれば、朝
鮮人に対する殺人または傷害致死が 4 件 6 名、朝鮮人と誤認された日本人への
殺人が 2 件 2 名、日本人への傷害が 3 件 3 名、中国人に対する傷害致死が 1 件
1 名である10)。
2.2 1923 年 9 月 3 日–4 日の宇都宮駅
震災翌日から主要駅では、列車が到着するたびに怪しまれた人びとが取り囲
まれ殺人や暴行（未遂）事件が起きた。
『下野新聞』は 9 月 3 日の宇都宮駅の様
マ

マ

子について「一名の鮮人が逃走せんとする所を取押さへ直に身体検査を行ひ宮
署に引致したが之を知つた群衆は「叩き殺せ、撲れ」と押し寄せ辛ふじて巡査
の防禦で事なきを得た」と記し、
『下野日日新聞』は次のように詳しく報ずる11)。
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マ

マ

宇都宮駅に於て怪しの鮮人二名現はれて何事か談話し居るを 不信と睨
んだ駅警戒中の消防隊小頭某が同人を捕はんとせるに 矢庭に小刀で小
マ

マ

頭の横顔に斬り付けしも 此の野郎ッと一声手鳶にて鮮人の脳天に一撃
マ

マ

を加へ 血煙立つて倒れしを見るや 一名の鮮人 は簗瀬町方面へ一目散
に姿を消した（後略）
翌 4 日も宇都宮駅は同様であった。しかし少なくとも宇都宮では同日頃から、
警察が朝鮮人の「保護」姿勢を明確にし始めたようである12)。警官と民衆との
あいだで朝鮮人の「奪合」が起きたと『下野新報』は報ずる13)。
マ

マ

四日午後三時頃下り列車が到着するや 鮮人数名が下車したのでスワコソ
とばかり警戒中の青年団若しくは野次連がかこみ 殴打しはじめたので警
マ

マ

マ

マ

官は大に驚き悲鳴を揚げて救ひを求めてゐる鮮人を救ひ 消防用自動車に
乗せんとするや「警察は無能なり」と連呼し鮮人をうばひ返さんとしたの
で（中略）多数の警官は或は負傷し或は帽子を滅茶〳〵（引用者注：2 文
字分踊り字）に破壊されたとの大活劇を演じた

上の記事では、朝鮮人を「保護」しようとした警察に対し、市民の不満や興
奮が募り、警察官に対しても暴行を及ぼす事態に至っている。両引用から、講
談の山場を語るような報道姿勢も注目される。
2.3 誤認による殺害
マ

マ

9 月 2 日には足利駅で「行商支那人」が連行された14)。3 日には小山駅で、4
日には矢板駅で、5 日には足利駅で朝鮮人と誤認された日本人が殴打され死亡
したり重傷を負う事件が起きた15)。流言の拡大につれ、日本人が誤認で襲われ
る事件が多発する。朝鮮人が殺害された事件よりも、日本人殺害事件は大きく
報道され、憶測報道一色だった各紙とも困惑を示しつつも一定の冷静を呼びか
け始めるきっかけになっていったようだ。
9 月 5 日未明、東京から宇都宮市に自動車で避難していた日本人学生 2 名が、
下都賀郡南犬飼村（現壬生町）において村民に殴打され、1 人は重傷、1 人は死
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亡した。この事件では、報道の限りで初めて自警団員が 2 名逮捕され、検挙さ
れた。この事件で死亡したのは九州出身の日本大学学生であった16)。方言によ
る意思疎通の困難が背景にあったとされる17)。
2.4 拡散し変容する噂
マ

マ

9 月 6 日には、
「鮮人の暗号」に関する記事が各紙に掲載された（写真参照）18)。
「井印」が爆薬投下を意味する等の出所不明の噂である。翌 7 日になると、同
マ

マ

様の噂が福島で報道される。いわく「暴動鮮人の暗号

各自予め連絡を取つて

毒薬爆弾の徒費を防ぐ」「赤布は爆弾

不逞鮮人団の目標」19)

黄色は毒薬組

マ

マ

等、噂が地理的に北上しただけでなく、内容が変容し詳細になっている。
震災当日に東京の新聞社が大きな被害を受け、宇都宮は通信網の中継地とな
った。この時多くの流言が国内各地に流れた。例えば 9 月 5 日の『北海タイム
マ

マ

ス』は「不逞鮮人凶暴を極め

飲食物に毒薬や石油を注ぐ」などの見出しが「宇
マ

マ

都宮経由」との断りとともに掲載され、6 日同紙には「不逞鮮人を利根川にて
銃殺」したと「宇都宮特派員」が伝えた20)。

写真

『下野新聞』1923 年 9 月 6 日、3 面。
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3. 栃木県の特性に関する若干の考察
3.1 日光の存在
震災時、日光田母澤御用邸に、
（大正）天皇・皇后・澄宮（のちの三笠宮崇仁）
が逗留していたため、
第十四師団から計 400 名が小さな日光町全域に配備され、
『下野日日新聞』は 6 日の社説で「畏
「戒厳令施行地の如き」21)様相を呈した。
くも両陛下には日光御用邸にましませば いかなる浮説も聞き捨てにはならず
宮市民が昼夜寝食を忘れて自警の任に当るは洵に其処にして機宜の処置と謂は
ねばならぬ」と述べる22)。東京の被災地と御用邸警備に人員を割かれたことに
加え、こうした報道姿勢は、残った人々が「自警」意識や緊張感を高める要因
でもあったと思われる。
3.2 戸祭配水場
宇都宮では 1916 年に本格的な西洋建築技法を用いたレンガ造りの配水場が
マ

マ

「不逞鮮人宇都宮市に入り込み水道に毒薬を投げ入
完成していた23)。9 月 3 日、
れた」との噂が伝わり、町ぐるみで水道の使用を控える所が出た。これは虚説
と判明したが、翌日以降も在郷軍人が配水場で自主的に徹夜で警戒した24)。6
日に「怪しい男」が 2 名警察に引き渡さたが、彼等は上野で窃盗を行い逃走し
た日本人であった。
7 日には、栃木県警察部と宇都宮署が通達を出し、市民の凶器携帯を禁ずる
と市内各所に張り紙された。しかしこれが反発を買い、在郷軍人や青年団を血
気にはやらせる一因ともなった。警察は朝鮮人や社会主義者よりも民衆の暴動
を警戒し始め、他方で配水場を管理する市水道局は朝鮮人への警戒を続けた。
同じ内務行政でも対応に統一が取れなかったことを示すものと言える。
3.3 学校の関わり
これまで、
朝鮮人殺害には自警団が関わったものという前提が存在してきた。
しかし自警団とは何か、それ自体がなお研究対象である。当時内務省は「自警
ニ従事シタル団体」のうち消防組や在郷軍人会、青年団等に加え「偶発的ニ生
シタル団体」があり、
「殆ト各市町村ニ渉リタルモ極メテ不統一」で「其ノ組織
分子ハ概シテ中流階級以下ノ者」と見なしている25)。
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しかし宇都宮では 9 月 4 日夜、中等学校生徒が「警戒」に動員され、そこに
中等学校教員が関与していたことが次のように示されている26)。
マ

マ

マ

判読不能

マ

雨にもめあけず不逞鮮人警戒のため密■及び張込の方法により見張番を
為したるが 師範学校商業学校下野中学校にても銃剣をつけしめ 職員指揮
のもとに 午前二時三時より夜明け頃まで市内を警戒（後略）

記事では生徒が徹夜で銃剣を付け「警戒」し、教職員が指揮したと記されて
いる。これは従来の自警団像とは異なるものであり、中等学校の「兵式体操」
用に備えられていた銃剣を実際に使用したとすれば、極めて重大な発見と思わ
れる。他日を期して詳細な調査が必要である。
4. おわりに
この考察はあくまで点描である。本稿の主眼は、次頁以降の記事目録整理に
ある。今後の課題は第一に、茨城県、福島県、群馬県など隣接県地方紙の読み
込みにより、地域的な拡散状況を調査することである。第二に、軍・警察・行
政はどのように動いたのか、ということのより具体的な解明である。報道を一
瞥すると、警察は騒ぎの途中から民衆のエスカレートを制止する側にまわった
ように見える。しかし丁寧に記事を読めば、これを好機とばかりに越権的行為
に及ぶ警察の姿も浮かぶ。もともと在住していた朝鮮人の「保護」名目での拘
束、
「木賃ホテル」への踏み込み、民衆の思想調査27)などである。こうした史実
も丁寧な調査の必要がある。
安井敏朗は論文「流言というメディア――関東大震災朝鮮人虐殺と『15 円
50 銭』をめぐって」において、現代のインターネット環境を指して「情報過多
は結局のところ情報途絶と同質ともいえる」と指摘する28)。本稿記事目録が伝
える「情報途絶」下の状況は、
「情報過多」かつ「3.11 後」の時代を生きる私た
ちにとっての課題を示すようでもある。
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17) 記事目録 3、No.3。記事目録 2、No.34。
18) 記事目録 3、No.23。
19) 『福嶋民友新聞』
、1923 年 9 月 7 日、3 面。
20) 前掲『現代史資料』、163–164 頁。利根川の事件については、栃木の三紙には報道を確認
できない。
21) 記事目録 1、No.32。
22) 記事目録 1、No.17。
23) 今市浄水場から水道を引き宇都宮市内に供給する施設で、2006 年に国の登録有形文化財
に選定された。
24) 記事目録 2、No.10、No.18。記事目録 3、No.68。なおこの時『北海タイムス』は「不逞
鮮人

水道に毒を

大掃除を行ふ」との見出しのもと、
「宇都宮水道に不逞鮮人が毒液を

投入し為に水道全部を掃除す」という「函館運輸事務所着電」を報じた。
『北海タイムス』
1923 年 9 月 5 日、4 面。
25) 琴秉洞編・解説前掲書、10–11 頁（原典は臨時震災救護事務局『震災被害状況並救護施
設概要』）。
26) 記事目録 2、No.30。引用文中の学校名は栃木県師範学校（戦後教育改革で宇都宮大学教
育学部へ改編）、宇都宮商業学校（県立宇都宮商業高等学校へ改編）
、下野中学校（作新
学院高等学校へ改編）である。なお教育課程上軍事教練はまだ開始されていない。
27) 記事目録 1、No.29、No.31。
28) 安井敏朗「流言というメディア―関東大震災朝鮮人虐殺と『15 円 50 銭』をめぐって」
『Juncture 超域的日本文化研究』第 6 号、名古屋大学大学院文学研究科附属「アジアの
中の日本文化」研究センター、2015 年 3 月、57 頁。
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【記事目録 1】1923 年 9 月『下野日日新聞』
※差別表現の「ママ」を省略する（以下同様）。■は判読不能文字をあらわす。
見出し（スペースは改行を示す）

日

面

1

9

4

1

鮮人が

2

9

4

1

不逞鮮人

3

9

4

1

4

9

4

2

5

9

4

2

東京の大惨事と 県民への注意
知事が促す 戒心せとよ（ママ）

9 月 3 日、山脇知事が「自治的保安維持」
を促していると伝える。

6

9

5

1

民衆警察の活動 徹宵して警戒
例の不逞鮮人を取押へると

3 日以来宇都宮駅では軍、青年団、その
他市民が兇器を所持し大警戒と伝える。

宇都宮
(駅）

7

9

5

1

市内警戒中の佐藤署長さん
不逞鮮人は市中に無しと

4 日午前、宇都宮警察署長を取材。「徒
らに流説する者には困つてゐる」と。

宇都宮

8

9

5

1

軍隊が

鮮人

9

9

5

1

警戒隊
もなし

蟻の這へ（ママ） 出る隙

10

9

5

1

小山駅でも 不逞鮮人二名
口で滅茶々々に殴殺す

11

9

5

1

鮮人が

続々と

12

9

5

1

鮮人を

労働者と

13

9

5

1

保護と

警戒を

爆弾を

投げ廻る

大警戒

宮市を襲撃

宮駅は戦場の如し 消防小頭に斬
り付けた 鮮人も斬らる 一名は
逃走し更らに 県庁付近で一名逮
捕
不逞鮮人現はれ 爆弾と毒薬を
投下す軍隊大警戒し 暴行者を銃
殺し居る

四百を

曰く

捕ふ

を鳶

国粋会員の手柄
間違へた
栃木署で加ふ

14

9

5

2

帝都の大被害と裏面に潜む 不逞
鮮人の暴虐振りを 実際に記者が
目撃したが如何に彼れ等が 人道
を無視しての暴行が歴然と判明す
る 爆弾と兇器を無数に押収す

15

9

6

1

惨害と

16

9

6

1

帝都警備の為め 山形連隊出動
不逞鮮人板谷峠の トンネル爆破
説盛んに行はる

17

9

6

1

（社説）帝都災害所感

火事泥

足利で逮捕

記事の内容

関係の
現場
東京（田
端付近）

月

No.

田端付近で朝鮮人 300 名が爆弾を投げた
ことで火災が一層激しいとの伝聞。
宇都宮市を朝鮮人が襲うとの噂が飛来、
栗橋付近を軍隊が警戒していると伝え
る。

宇都宮

宇都宮
宇都宮駅で「怪しの鮮人」2 名のうち 1
（駅、慈
人が手鳶で斬られた。市民に警戒を促す。
光寺）
東京府下で軍隊が厳重警戒していると伝
聞。

第 14 連隊歩兵 66 連隊が赤羽方面で朝鮮
人約 400 名を捕えたと伝える。
国粋会青年団在郷軍人団歩兵 59 連隊が、
3 日夜宇都宮駅着列車で 3 名を捕縛 1 名
は逃走。3 名は朝鮮人ではなかったと伝
える。
3 日午後 10 時半頃小山駅到着の下り列車
のに「怪しの鮮人」3 名。殴られ 2 名即
死。1 名は逃走と伝える。
2 日午後 7 時 30 分着下り列車で朝鮮人 2
名が大日本国粋会員に捕らわれたと伝え
る。
3 日夜栃木萬町派出所前を「怪しの男」
がおり暴行。避難日本人と判明し警官が
保護。
栃木署「滞在の飴売り鮮人約 20 名」保護。
松坂屋、二重橋、浅草、東京駅などで朝
鮮人が暴虐な行いをしていると伝聞を列
挙。「或は目撃、或聞き及んだ中ホンノ
一二に過ぎぬ」と伝える。
青年団員軍人分会員は東武両毛の両駅を
3 日夜を徹して警戒。足利署へ引き渡さ
れた 4 名は皆日本人。うち 1 名が浅草で
窃盗。
山形歩兵第 32 連隊が 4 日正午米澤先の板
谷峠に出発。数十のトンネルがあり、朝
鮮人が爆破するとの「風説」が盛んとの
伝聞。
「畏くも両陛下には日光御用邸にましま
せば如何なる浮説も聞き捨てにはなら
ず」などの主張。
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東京（高
田馬場
付近）

東京（赤
羽付近）
宇都宮
（駅）
小山
(駅）
宇都宮
（駅）
栃木町
栃木町
東京（各
地）

足利
（駅）
福島山
形県境
板谷峠

4 日午前 1 時 40 分頃矢板駅下り列車誤認
された日本人が暴行され加療中。同日午
後着列車内で日本人乗客が殴られ加療
中。小山駅でも誤認日本人の死亡が予想
される。犬飼村、家中村でも殺害事件。
南波警察部長は各署へ「自警団に過誤な
きよう」訓示。
「この際一層同所を警戒し両陛下の御安
泰に副ふ」との内容。

矢板駅、
小山駅、
南犬飼
村、家中
村

18

9

6

2

不逞鮮人と誤まれ（ママ） 殺傷さ
れた人々 自警団の熱狂から 冷
静に注意せねばならぬ

19

9

6

2

五十九聯隊より 急遽日光へ 平
穏ではあるが万一を 慮ばかりて
派遣すと

20

9

6

2

黒磯町

21

9

6

2

惨虐を敢行した 不逞鮮人輩の
爆弾＝毒薬の隠蔽は 巧で容易に
発見出来ぬ

22

9

6

2

一時静つたが 大島附近に現る
不逞鮮人の非人道行為が 然し軍
隊の為め静まらん

宇都宮師団司令部発表。「社会主義者は
市郡に居る多数の鮮人や支那人を煽動」。 宇都宮

23

9

7

2

鮮人と間違へて 大学生を惨殺す
一人には重傷を負はす 合戦場消
防夫等の軽挙

（記事 No.18 続報）5 日夜家中村で避難
家中村
学生を消防夫が殴打。1 名即死、1 名重傷。 （続報）
「威勢のよい若衆が「野郎通つて見ろ握
り潰してやる」と鮮人ならぬものでも通
れない勢」で「冷静の態度」を訴える内
容。

宇都宮

宇都宮

救済活動

並自警団

「各駅より電報電話にて不逞鮮人乗車大
警戒を要すの急報に」消防組は西那須白
河間各駅を警戒しつつありとの内容。
「鮮支人の中には例の爆薬を携帯しゐ
る」とし、記者の「実見したる」例を挙
げるとしつつ、実際には「とのこと」と
の伝聞。

西那須
駅－白
河駅

24

9

7

2

蟻一疋這へ出る事も出来ぬ 宇都
宮市内各町の夜警振りを一巡す
軽挙を避けて冷静に これは無理
の注文かもしれぬが無暗矢鱈とソ
レ鮮人だ殴り殺せは考へ物 然し
油断せず警戒は厳重に

25

9

7

2

夜警はよいがコン棒は相成らぬ
あまりに熱し過ぎた民衆警衛心せ
る市民

(記事 No.18 の続報）5 日県警察部長の訓
示を、市内随所に貼り付け、「棍棒その
他を携へ自警することを止めた町内が二
三」あったと伝える。

26

9

7

2

ソレ不逞鮮人と棍棒で殴り殺す
調べて見ると人間違へで これは
精神病者と知れた

下都賀郡小野寺村で消防手が「怪しい男」 小野寺
を乱打「即死」。「精神病者」と判明。 村

27

9

7

2

足利地方

警戒

28

9

8

1

足利地方

大雷雨

29

9

8

2

注意はしたが 内々心配なので
宮署では民衆の心理を内偵したが
左程でない

30

9

8

2

上野の山を包む 罹災者の大半
何れも恐怖病に罹つてる（河内青年
団員の活動）

31

9

8

2

木賃ホテルを 一斉に
宮市内には不穏者なし

32

9

8

2

日光と其の警戒 剣光帽影の町
戒厳令施行地の如し

33

9

9

1

煽動に乗るな
る事は慎めと

6 日午後 12 時頃、足利郡北郷村で 2 名が
捕えられ足利署へ引き渡されたが、2 人
とも日本人と判明し放還されたとの記
事。
土砂降りの中「鮮人が爆弾を投げた」等
で警鐘鳴り、戸外へ飛び出す町民もいた
との内容。

鮮人に対して

被害は甚大

調査す

無暗に乱暴を

す

「この際民衆は如何なる思想となり果し
て警察当局に反感を抱ゐているか否や」
を 7 日から内偵。
「鮮人が女子供を使嗾して毒薬などを投
ぜしめるやうのことがあつては大変なの
で此の方面の護衛には非常に緊張しまし
た」との、被災地に派遣された河内郡書
記談話。
宇都宮警察署員が宿全部「不逞鮮人その
他」を「調査」し、「不穏者」がおらず
判明し引き上げた。
常備儀仗隊に加え、第 14 師団 59 連隊か
ら 280 名を駐屯させ戒厳令の施行地同様
の光景。
関東戒厳司令部が東京市内に注意書を貼
り付けたと、注意書原文どおりに伝える。
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北郷村

足利

宇都宮

宇都宮
日光
東京市
内

34

9

9

1

流言や蜚語に 迷はさる勿れ
東戒厳司令部当局談

関

35

9

9

1

猥りに鮮人に 暴行を加へるな
流言浮説は社会主義者の 宣伝で
あると陸軍当局談

36

9

9

1

物騒な市内も 稍平穏に帰す
レデモ警戒は怠るな

37

9

11

2

鮮人の大部分は 善良なる同胞
所謂不逞鮮人の実相に就て （第十
四師団参謀長長井染祿郎氏談）

38

9

11

2

在郷軍人は苟も 良民の典型也
郷土鎮護の骨幹なりと （朝久野師
団長の訓示）

39

9

11

2

同胞を殺傷し
木検事局へ

40

9

14

2

鮮人と誤認され 警備隊へ引致
された岡部氏の実話

41

9

18

2

鮮人と誤認され 殺された大学生
実父が涙ながら語る

42

9

19

2

栃木と鮮人

43

9

20

1

暗黒の

44

9

26

3

甘粕憲兵大尉は 大杉榮等を殺害
予審を終り公訴さる

ソ

二十三名起訴

栃

何れも元の飴商

帝都より

「流言を云ひふらす者は治安維持の為厳
重処分せらるる筈」との戒厳司令部談話。
陸軍省より栃木県に派遣された大尉「鮮
人には大に同情せねばならぬ」との談話。
「棍棒や兇器を携へ夜警に従事した民衆
も大部（ママ）減つて來た」と伝える。
朝鮮人の背後に「邦人社会主義者と露国
共産党との連絡」があり「鮮人に対して
は寧ろ愛護の同情を注ぐ」ようにとの談
話。
9 日付在郷軍人への訓示原文。「流言蜚
語ハ過度ニ人心ヲ昂奮セシメ動モスレバ
軽挙妄リニ動キ秩序ヲ紊シ公安ヲ妨ク
ル」など。
日本人大学生殺害事件で 23 名を検挙し
たとの記事。
「救護班として出京」し、10 日に朝鮮人
と疑われ大宮で第 9 師団警備隊に引き渡
された人物に取材した記事。
日本大学学生が殺害された事件に関し、
遺体引き取りに来た父親の言葉を伝え
る。
17 日、栃木署で「保護」した 20 余名を
「解放」。4 名を除き引き続き行商との
内容。
東京の罹災者が 9 月 3 日に書いたレポー
トを掲載。朝鮮人に関する伝聞を詳述。
16 日に甘粕憲兵大尉が大杉榮ほか 2 名殺
害に関する第一師団軍法会議検察官の談
話。

宇都宮
宇都宮

宇都宮
下都賀
郡
宇都宮
栃木警
察署
栃木警
察署
東京市
外
東京

【記事目録 2】1923 年 9 月『下野新聞』
No.

月

日

面

1

9

4

1

2

9

4

1

3

9

4

1

4

9

4

2

5

9

4

2

6

9

4

3

見出し（スペースは改行を示す） 記事の内容
不逞鮮人各所に潜入（引用者注：
以上傍点有）危険極りなく警備隊
東京府下各地で朝鮮人が「井戸に毒薬を投
は 軍隊と共同逮捕に努む 警備
じ石油を屋上に注ぎ放火を為す」などの伝
隊は武器を携へ合言葉を使用し
聞記事。
不逞鮮人を発見せば呼子の笛で
合図す
3 日午後 5 時頃「約三千の不逞鮮人」と一
大森方面に於て 不逞鮮人隊
個歩兵小隊と衝突し、さらに一中隊が自動
と我歩兵小隊 と戦闘開始
車で大崎方面へ向かうとの特派員発記事。
小石川、牛込、傳通院付近で在郷軍人で組
不逞鮮人等は麦酒瓶に 石油を詰 織された警備隊員が非常線を張り、明答出
め家屋に 撒布して放火する 目
来ない場合は「立所に」「袋打にする」様
的は大官と財産家
子の伝聞記事。
東京治安維持 の軍隊出動 宇
「治安維持」の目的で宇都宮から出動。
都宮と高崎
三河島方面より 不逞鮮人が
「不逞鮮人二百」が「三々伍々やつて来る」
二百名押寄す報
との伝聞記事。
大塚火薬庫附近で 不逞鮮人と
青年団格闘 火薬庫を爆発の陰
謀

「不逞鮮人」の一部は大塚火薬庫を爆発す
るとの風評があり、数名の重軽傷者を出し
たとの記事。
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関係の現
場

東京各地

東京

東京各地
宇都宮、
東京
東京
東京

7

9

4

3

検挙した鮮人
た者六十名

8

9

4

3

9

9

4

10

9

11

約二百名

殺し

東京市内の状況を伝える。

東京

宮に不逞鮮人潜入説 夕刻迄
怪鮮人四名引致 又罹災民は
続々入込 在郷軍人召集警備

3 日午後 2 時「三名の鮮人が下車したので
スワとばかり宮署に引致」、群衆が「叩き
殺せ、撲れ！」と押し寄せた。在郷軍人が
全部召集され、警備に当たるとの内容。

宇都宮

3

不逞鮮人と 宮市の 夜間警戒

宇都宮市で 6 名の朝鮮人を逮捕し、「尚
続々入込む形勢」のため宇都宮署ろ消防隊
は 3 日から夜間警戒を行うという記事。

宇都宮

4

3

水道に毒薬は 虚説だ 白襻隊を
組織

9

4

3

大久保で鮮人が 井戸に毒を投じ
二百名死亡 倉庫を襲ひ 金庫を
破壊

12

9

4

3

不逞鮮人疲労し
る

13

9

5

3

石橋町で抵抗 鮮人撲殺説 事実
取調中

14

9

5

3

宮で捕へた鮮人 爆弾は焼けた
牛缶 横浜東京の 地図を携帯
せる者あり 三日夜は寝ずの警
戒

15

9

5

3

社会主義

嫌疑者

16

9

5

3

矢板消防

出動警戒す

17

9

5

3

師団火薬庫警戒

18

9

5

3

戸祭貯水池を

在郷軍人で警戒

市内各地で「鮮人が毒」の噂は虚説と判明
したが、戸祭貯水池は在郷軍人有志が徹夜
で警戒中であるとの記事。

宇都宮
（戸祭）

19

9

5

3

山谷の彼方に
の某技師語る

銃声聞ゆ

3 日に山谷で「不逞鮮人を撃退する為めに
て」銃声を聞いたとの避難民談話。

東京

20

9

5

3

今回の不逞鮮人の 系統は上海及
間島 今秋を期して秩序破壊の
行動に出づる所を今回の 震災を
機会に勃発

「ダイナマイト及拳銃其他の武器の系統」
がロシア製らしいとの伝聞記事。

21

9

5

3

黒羽町の騒ぎ

3 日の午後 7 時着の下り終列車に「鮮人ら
しき壮漢二人が下車」し、植竹氏邸でピス
トルを乱発中との噂が伝わり騒ぎ」になっ
たとの内容。

那須郡黒
羽町

22

9

5

3

結城の不逞鮮人騒ぎ

茨城県結城町で 4 日午前 4 時頃「不逞鮮人
が入り込めりと連呼しつゝ」各町の消防隊
と青年団が集まったが「影だに見当たら
ず」解散したとの内容。

茨城県結
城町

23

9

5

4

谷中に於て 毒薬を投入 せんと
する婦人を捕へて 見れば朝鮮人
実況視察者談

宇都宮市内に帰着した市民への取材記事。
谷中で「朝鮮婦人」が飲用井に「何物か投 東京
入せん」として「袋叩きにされ」るなど「二
三の事実を目撃した」と語る内容。

24

9

6

1

四名の不逞鮮人
せんとし捕はる
赤羽駅の出来事

4 日午後 4 時 50 分着の列車の下に「不逞
鮮人」が潜み爆発を企て、爆弾を携帯した
１人が逃走との伝聞記事。

死物狂ひとな

捕はる

矢板駅で「三日夜来より不逞鮮人が入り込
んだ」と、消防手全員が警察と警戒中。
河内郡城山青年団が軍隊と協力し火薬庫
を監視しているとの記事。

城山青年団

帰来

何者かの流言

列車を爆発
一名は逃走

「不逞鮮人宇都宮市に入り込み水道に毒
物」の噂に水道部も警戒。宇都宮市内各所
で誤認逮捕。
大久保で 200 名が「毒水」で死亡、日暮里
の米穀倉庫で 300 名の朝鮮人が検束の伝
聞。
「三日午後三時発 不逞鮮人は疲労と食
糧欠乏の為め今夜辺り死物狂いとなり暴
動を起す惧れありと」（引用者注：記事全
文）
3 日午後 9 時半頃停車場付近で「鮮人二名
撲殺」との噂があり警察が調査中。
「列車の着毎に二人三人づゝ朝鮮人を発
見し或は汽車の屋根より引き下ろし或は
今泉町瓦斯タンク附近に追ひ込み格闘の
末警察に突き出した」など市内各所の様
子。
4 日午前 6 時半頃、清滝青年団と消防隊が
「怪しき男」を社会主義者の嫌疑者として
日光警察署に引き渡したとの記事。
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宇都宮
東京

石橋町
宇都宮
（駅、今
泉町、塙
田町）
日光
矢板駅
河内郡

東京（赤
羽駅）

毒薬を投入

「五日長野市より帰来せし某氏の談」とし
て「長野市は朝鮮人の為めに水道貯水池に
毒薬を投ぜられし為めに」警察が水道使用
を控えさせているとの伝聞記事。
第 14 師団下の 27 旅団で編成された第 59
連隊、第 2 連隊計 240 名が 5 日午後から儀
仗兵とともに日光の警務に着任したとの
記事。
4 日の夕刻「七十余名の鮮人を前橋刑務所
に護送すべく熊谷町を通過」中に混乱を極
め、「鮮人並に同列の主義者」が殺害され
たと伝える。

25

9

6

1

長野市の水道に
当局は極力警戒

26

9

6

2

田母澤御用邸
厳重

27

9

6

2

熊谷町の町端で
する不逞鮮人が
る

28

9

6

2

流言蜚語に惑はぬ様にと
警察部の急告

「不逞鮮人に人心昂奮し居る折柄毎日の
如き飛行機飛来に市民が何事かと戸外に
飛び出して見る程」であるが、陸軍所沢航
空隊から日光に滞在中の天皇皇后に連絡
のため飛来したものであると伝える。

栃木県下

御警衛

警戒頗

逃走せんと
壮士に斬殺さ

本県

長野

日光

埼玉（熊
谷）

県警察部が「凶器を携帯せず自重するが肝 栃木県警
要」との急告を発したと、三カ条全文掲載。 察部

29

9

6

2

昨日の飛行機は 前日の飛機（マ
マ）と 連絡のため飛来

30

9

6

2

青年団徹宵警戒（引用者注：以上
傍点有）花柳界は休業 避難民の
往来 毎夜戦場の如し

宇都宮市内各町青年団に加え「師範学校商
業学校下野中学校等にても銃剣をつけし
め」徹夜で警戒にあたり「市街は戦場のご
とき有様」であるという内容。

宇都宮

31

9

6

2

宮水道の取水口は 区域が頗る
広く 警備上却々困難

「取水口が危険の状態にあると云ふ情報
があつたので」警備に向かったが、「頗る
広いため」困難であるとの内容。

宇都宮

32

9

6

3

警察権を尊重せよ 不逞鮮人の
後には 社会主義者ありと 師
団長の話

5 日午後朝久野師団長が「一部不逞鮮人よ
りも之が背後にある主義者を取締ること
の必要」を語る。

宇都宮

33

9

6

3

鮮人は放還せず 厳重に監視中
放還者は誤認者のみ

「夜も眠らぬ程に恐れられ居る不逞鮮人
を宇都宮署が放還し居るとの事に激昂し
居る向」があるものの、実際には厳重に監
視中であるという内容。

宇都宮

34

9

6

3

鮮人の

朝鮮人の居宅から「爆薬投入」「放火」の
暗号が発見されたとの「特派員報」。

東京（板
橋）

35

9

6

3

運転手及助手

36

9

6

3

佐野不逞鮮

人騒ぎ

２日夜から「不逞鮮人来」との噂。誤認さ
れた７名を佐野署で保護。館林駅でも日本
人が暴行され「瀕死の状態」との記事。

佐野

37

9

6

3

烏山で倉庫の鍵を捩切り 爆薬十
四箱電池 14 本を 窃取され目下
必死捜索中

烏山町倉庫で桜印ダイナマイト 14 箱、電
池 14 本が窃取され、
「勝手知つたる不逞鮮
人の所為ではなからうかと」の憶測。

那須郡烏
山町

38

9

6

3

日光で怪鮮人逮捕

日光馬返付近で「怪しげなる鮮人」が警察
署に引き渡されたとの記事。

日光

「国の為を思ふ赤心も手段方法を選ばな
い時は殺戮団体の如き形とな」るとの南波
警察部長訓示。

栃木県下

佐野警察署が「不逞鮮人逮捕に事寄せ日本
刀ピストル銃刀等の兇器を多数携帯する
もの」を厳罰に処すとの内容。

佐野

暗号
殴られ又斬らる

39

9

6

3

不逞鮮人と誤まられ 殴打負傷
者が頻々 南波警察部長訓示を
発し 厳重に之を取締る事とな
る

40

9

6

3

佐野兇器携帯

を取締る

上野の親戚に物資を運んだ運転手（23 歳）
下都賀郡
と助手（17 歳）が下都賀郡で朝鮮人と誤
安塚村
認され暴行されたとの内容。
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41

9

6

3

口を開かず逃げ
館署は 犯人

男が嬲殺

42

9

7

3

長野市長から 宮市が
電報 仙台にも噂

43

9

7

3

一般鮮人に 迫害を
様 内務省通知

下

惨害の
加へざる

茨城県真壁郡の日本人青年が、尋問に対し
無言のため「鮮人警戒の多数村民の為め鈍
刀及鳶口でメチヤ〱（引用者注：くの字点）
に背部其他に斬り付られ即死した」との記
事。
宇都宮が全滅と聞いた長野市長から見舞
電報、仙台では「宇都宮市が不逞鮮人の為
め悉く蹂躙された」と伝聞されたとの内
容。
「一般鮮人に対し直接迫害を加へざる様
内務省より本県宛通知あり」との内容。

茨城県真
壁郡嘉田
生崎村
（茨城）
宇都宮
栃木県

5 日正午ころ「不逞鮮人が県是製糸付近に
顕れ」消防組等が調査したが見当たらず解
散、3 時頃下都賀郡絹村、河内郡吉田村で
も同様の事態と報ずる。

茨城県結
城町、栃
木県絹
村、吉田
村

足利郡北郷村で２人の朝鮮人が青年団に
捕えられ、足利署に逮捕された。同署付近
は「棍棒竹槍等を持つた人々で黒山を築い
て居る」と伝える。

足利郡北
郷村

社会主義者夫婦が下館で下車したところ
を消防隊、「六千の群衆」に私刑にされ、
夫は瀕死の状態との内容。

下館（茨
城）

44

9

7

3

結城地方警備

45

9

7

3

北郷村で

46

9

7

3

社会主義者 滅茶苦茶に 殴打
され尚取調中 清水啓三郎夫婦

47

9

7

3

殆不眠不休で
福富駅長

48

9

7

3

大トランクを 戸祭貯水池附近
の 怪漢を追跡して捕ふ 昨夜
は大警戒

49

9

7

3

不穏の主義者

50

9

7

3

東那須野で 二名を撲殺
事急行 一名は鮮人

51

9

7

3

主義者らしき者 三十名押寄せ
製麻工場倉庫を開かせ 飯米三百
俵強奪

赤羽日本製麻株式会社分工場で 5 日「主義
者らしき者」が飯米三百俵を自動車で持ち
去ったとの内容。

52

9

7

3

今回の不逞鮮人の行動 社会主
義者とロシヤ過激派 の三角関
係を根幹に行はる 怪しと睨ん
だ裏面の事実

第 14 師団井染大佐が「社会主義者の計画
は支那人並に鮮人を煽動して不逞の挙動
宇都宮
並に不徳なる行動を為さしめ治安を紊す」
云々と話した内容。

53

9

7

3

爆弾窃取犯人（引用者注：以上傍
点有）有力な嫌疑者引致 厳重取
調中 鮮人の所為でない と烏山
署長が断言

（No.33 の続報）烏山署長が、ダイナマイ
ト窃取は朝鮮人ではないと断言している
との記事。

烏山町

54

9

7

3

五鮮人を縛上げ 已に斬殺せん
と する所を警官駆付け 未遂
に終る

6 日午前 9 時半頃、田沼町の日本人宅に「朝
鮮人が居住」と聞いた三好村の山田音二郎
が、朝鮮人 5 名を数珠つなぎにして柱に縛
り日本刀で斬殺しようとして逮捕。

安蘇郡田
沼町

55

9

7

3

富田駅の

5 日午後 7 時頃富田駅着の避難者のなかに
「鮮人に似て居る」と群衆が暴行、翌朝 5
時頃蘇生したとの内容。

富田駅

56

9

7

3

家中の

家中村で村民が 2 名の朝鮮人を暴行し、1
人は軽傷、1 人は「虫の息」との記事。

家中村

57

9

8

5

夫は鮮人と誤られ 殴打死亡し
涙に暮れる女 その悲劇を語る

小山駅構内。日暮里で夫が朝鮮人と間違わ
れて撲殺された婦人の様子。

小山駅

二名を

取押ふ

宮駅員の活動

逮捕さる
判検

撲殺騒

二鮮人

「小山石橋東那須野等の不祥事に対して」
宇都宮駅長などが「気にはやる群衆」を抑
えていると、駅員を称揚する内容。
6 日午前 10 時頃、二人連れの「怪しい男」
が住民に捕えられ警察に渡されたとの内
容。
4 日午前、『労働周報』記者ら 2 名が「不
穏の行動」で亀戸署に検束されたとの内
容。
東那須野駅 5 日夜下車した朝鮮人 1 名と同
行者を在郷軍人と消防組員百余名が「立ち
所に撲殺」、判事らが現場へ急行との内容。
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宇都宮
（駅）
宇都宮
（戸祭）
東京（亀
戸）
那須郡東
那須野駅
東京(赤
羽）

58

9

8

5

鮮人見習弁護士三名 露国製手
榴弾（引用者注：左 6 文字に傍点
有） 五百発隠匿発見せらる

東京中野の弁護士の家を歩兵が探索し、ロ
シア製手榴弾を発見、この弁護士が雇用し
ていた朝鮮人 3 名を逮捕したとの内容。

東京

59

9

8

5

日光線二等車内より 鮮人二名
を発見 一名は兇器を携帯

5 日午前 8 時、鶴田駅で警戒中の青年団員
が停車中列車に朝鮮人 2 名を発見、宇都宮
署に引き渡したとの内容。

日光線鶴
田駅（列
車内）

60

9

8

5

貯水池の怪漢は
上野で衣類泥

61

9

9

1

矢板警察管内
殴打

鮮人騒

62

9

9

1

支那人

殴ら

63

9

9

2

64

9

9

4

不逞鮮人の跋扈は 絶対に無い
と南谷検事正語る
鮮人と見られ 撲られたは 株
売買店員 加害者取押

65

9

9

4

点呼から帰った

66

9

9

4

呆れた悪戯

缶詰の空き缶に土を詰め爆破してみせる
那須郡高
と触れて歩く日本人を取押えたとの内容。 林

67

9

9

4

鮮人騒ぎよりも 浮浪者の取締
や婦女誘拐に注意 被害者多数

「流言蜚語が止み市民も安定」はしている
が、窃盗等に注意をするよう宇都宮警察署
が呼びかけているとの記事。

宇都宮

68

9

9

4

貯水池の周囲は 相変らず警戒
を厳にし 在郷軍人五十名が

栃木県警と宇都宮署は「夜警を遠慮」と指
示「青年団と一般民衆の反感を買った」。
市役所では貯水池の警戒を継続、在郷軍人
が警戒中との内容。

宇都宮
（戸祭）

69

9

11

1

鮮人

70

9

11

1

足利地方も

平穏に

71

9

11

4

宮署の鮮人

合計二十一名

72

9

11

4

73

9

12

4

74

9

12

4

女郎買書記が 鮮人と誤られ
一時は大騒ぎ
朝鮮人数百名 社会奉仕の為め
無料 にて障害物除去申出
仕込杖短刀六十振 宮署で預り
保管中 大挙家宅侵入もある

75

9

18

4

保護中の鮮人を
団と県と打合

76

9

19

5

朝鮮人金丸

危く

窃盗常習者で

千百名が

無暗に

れんとす

司令官語る

習志野に
向つた

金丸原へ

収容数

師

6 日午前 11 頃戸祭貯水池附近で検束され
た男は河内郡雀宮出身、窃盗の「前科四犯」
と判明した旨伝える。
矢板署管内も 3 日－5 日も 1 名ずつ誤認殴
打事件。5 日警察の訓戒。5 日午後から徹
夜の山狩り。同日藤原村「鬼怒電工事場」
で朝鮮人 5 名が包囲され、矢板署で「保
護」。
2 日午後、茨城から足利に来た「行商支那
人」2 名が消防手等に囲まれ派出所に「連
行」されたとの内容。

宇都宮
（戸祭）
塩谷郡矢
板町、藤
原村
足利駅

東京地方裁判所検事正の談話。

東京

5 日午後足利駅誤認で殴打された日本人
「人事不省」、市内の店員が取り調べ中。

足利駅

齋藤（宇都宮）連隊区司令官の談話。「鮮
人を憎む裏面には社会主義者と云ふ憎ん
で殺しても飽きたらぬ売国奴がある」。

宇都宮

1850 名が習志野厩舎に「収容せられた」
との記事。
足利の「流言非言」は「各自が自重するよ
うに」なり平穏になったとの記事。
9 日現在宇都宮署の朝鮮人は 21 名、うち 5
名が避難者で他は県内在住者。
8 日午後石橋町の遊郭に「不逞鮮人」の通
報があったが「某郡書記」だったとの内容。
南千住在住の朝鮮人が道路の障害物除去
にあたるとの記事。
「巡査の注意ありしも聞かず警察的行為
を執りし者」がいるとの記事。

習志野
足利
宇都宮
下都賀郡
石橋町
東京（南
千住）
宇都宮

栃木県、
栃木県金丸原演習厩舎に、埼玉県で保護中 宇都宮師
の朝鮮人 200 名を移送予定と伝える記事。
団司令部
埼玉、群馬、茨城、栃木各県に「保護中」 栃木県、
の朝鮮人を金丸原厩舎(大田原）に収用す
宇都宮師
ると軍から通牒された。
団司令部

－ 171 －

【記事目録 3】1923 年 9 月『下野新報』
No.

月

日

面

1

9

4

2

2

9

4

2

3

9

4

2

4

9

4

2

5

9

5

1

6

9

5

1

矢板で

7

9

5

1

爆弾を持つて居た
山で捕まる

8

9

5

1

大火の原因は 爆弾などとはウ
ソ 軍隊の活動に依つて 東京
市の秩序保たる

9

9

5

1

10

9

5

1

11

9

5

1

12

9

5

1

13

9

5

1

14

9

6

1

15

9

6

1

16

9

6

1

17

9

6

18

9

19

9

見出し（スペースは改行を示す） 記事の内容
鮮人暴動の説は 全く虚傳だ
内乱暴動等起る筈ない 井染参
謀長語る
負傷した帰来者と 見舞ひとで
充満した小山駅
奇ツ怪至極なる 不逞鮮人の組
織的暴動 薬種屋へ飛び込み
恣に掠奪をした 軍隊の出動に
依り 最早彼等の蠢動は許され
ぬ
宮市の水道 危険とは 虚伝だ 毒
薬投入等は 全然ウソ
水も洩さぬ 日光の警備 何時
何事が起つても 一向差支へぬ
緊張振り
鮮人二名引致
鮮人一名小

関係の現
場

井染十四師団参謀長が「内乱暴動等」を
否定したとの内容。

宇都宮十
四師団

朝鮮人が小山に「二三名入り来たつたと
の風説」を伝える。

小山

朝鮮人が上野で「あらゆる掠奪を行つた
らし」いとの伝聞を伝える。

東京（上
野）

朝鮮人が宇都宮の水道に毒薬を投じたと
の噂は「全然ウソ」と報ずる。

宇都宮

「不安の絶頂に達し夜警の消防夫は休憩
時間を短縮」したとの記事。

日光

4 日午後 0 時 17 分到着の汽車に乗ってい
た朝鮮人 2 名を矢板署に引き渡し、取り
調べ中。
4 日正午頃小山駅構内で「怪漢」が「鮮人
と自白」し爆弾と刀を持っていたとの記
事。
軍の談話を伝えるもの。

矢板
小山
東京

三河島に急遽 鮮人会を開き 直
接行動に 出る事を相談 不逞鮮
人等の悪策
権力を否定せんとし 反逆を敢て
せんとするの徒は 天意に依り審
判さる
不逞鮮人と主義者 相策応して暴
動 上野を中心にして 人心戦々
恟々たり
上野の山の群衆中に 爆弾を投
ずる 片つぱしから引つくゝら
る

3 日午後 8 時着の汽車で朝鮮人が「打据」
小金井駅
えられたとの内容。
軍の談話。
朝鮮人と社会主義者が爆弾を不忍の池に
投げ入れたとの特派員記事。

東京

上野附近で「暴動」を起こした朝鮮人と
社会主義者は「片ツパシから引つくゝつ
てゐる」と、「帰来婦人談」。

東京

硫酸や石油を散布し 民衆に危害
を加ふ 暴戻な鮮人に対し 市民
は止むなく撲殺
軍隊憲兵警官の外 武器は持つな
他人を誰何すな 戒厳令司令官か
ら命令
人心を脅かす 悪宣傳をなす 不
徳漢 之れぞ不逞漢だ
乗り出し過ぎた 民衆警備団
日本人を撲殺した 言語道断さ
聖代の一大不祥事 冷静に事を
為せよ

田端等で朝鮮人と社会主義者が石油を散
布するので「やむなく撲殺」したとの記
事。

東京

1

栃木駅も

6

2

6

2

鮮人よりも寧ろ 主義者を倒せ
鮮人は手先のみ
帰順鮮人も 傍杖を食つてる
撲殺も 殺気立つた折だが 悲
惨は悲惨だ 大宮署 大にこの
点を憂慮

栃木町の警察署でも「十数名の鮮人を保
栃木駅
護」、誤認被害の日本人もいるとの内容。
宇都宮十
帰着した小林勇参謀長談話。
四師団

人々殺気立つ

「自警団及び一般人民は武器又は兇器の
形態を許さず」など戒厳司令官命令全文。
「足尾銅山の鮮人坑夫」が「放火暴行中」 栃木県下
などの噂あり。「冷静に」との主張記事。
小山駅と南犬飼村、矢板駅で日本人が朝
鮮人と誤認され殺害された事件の記事。

青年団在郷軍人などに殺害された朝鮮人
が「十数名あつた」との内容。
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栃木県下

大宮

2

鮮人の奪合から 警官と民衆との
乱闘
不逞鮮人は総て 東京から影を消
した

宇都宮駅で警官と民衆で朝鮮人を奪い合
ったとの記事。
芝区役所では「鮮人心配なし」との宣伝
ビラを配布したとの内容。

6

2

善良な鮮人を
る方面へ輸送

労働事業の

大宮では 3 日夜だけで十数名が殺害され、
警察が警護した朝鮮人は「横川方面に輸
大宮
送」したとの内容。

6

2

井印と矢印が

鮮人暴虐の目印

大宮で「日本姓名」の名刺を持った朝鮮
人が逮捕されたとの記事。

大宮

本所方面では電柱に縛られ斬首された朝
鮮人を「通行の婦人さへ足蹴に」したと
の記事。

東京

20

9

6

2

21

9

6

22

9

23

9

あ

宇都宮駅
東京

「井印は毒物」「矢印は爆弾」という噂。

24

9

6

2

陸軍少尉の 服装した 五人組の
不逞漢

25

9

6

2

電柱に縛され
られた奴

26

9

6

2

鉄条網

張り廻す

27

9

6

2

大宮で
大騒ぎ

鮮人のサイン

28

9

6

2

橋梁破壊

企つとの報

29

9

6

2

足尾火薬

警戒頗る■■

30

9

6

2

爆弾携帯

鮮人大宮で捕縛

31

9

6

2

鮮人よりも寧ろ 主義者を倒せ
鮮人は手先のみ寧ろ 主義者を倒
せ 鮮人は手先のみ

第十四師団参謀本部長のインタビュー記
事。

32

9

6

2

汽車に乗るには 命がけ 折角持
つて逃げた荷物を 棄てゝ 命カ
ラ〲乗る

浦和署は 40 余名の朝鮮人を捕え赤羽工兵 浦和、赤
隊架橋場付近では 80 余名が撲殺、荒川に
流され、4 日夜赤羽駅で 1 名撲殺と伝える。 羽

33

9

6

2

烏山で ダイナマイトを盗んだ
のは 密猟者の所為らしい 不
逞鮮人の仕業ぢやない

烏山町でのダイナマイト窃取事件を報ず
る。

34

9

7

1

35

9

7

1

36

9

7

1

37

9

7

1

38

9

7

1

過激派政府から 財源を得た社
会主義者が 鮮人支那人を煽動
したのだ 策応の秘密場所既に
発かれ 彼等の鎮圧も近からん
不逞鮮人の襲撃等と 流言に迷
ふて軽挙すな 関東戒厳司令部
から戒む
主義者の策戦は みな画餅 東
京市民に呪はる
恐怖と興奮に 神経を尖らし
鮮人に対す
本県の鮮人防禦は 各方面最も
努力してゐる

39

9

7

1

鮮人を

40

9

7

1

主義者二名

41

9

7

1

42

9

8

1

鈍刀で

首を斬

発見し

小石川、巣鴨などでは鉄条網に電流を通
す「千葉方面へ遁走の鮮人防禦の為」。
及大宮町附近で 4 日午後 8 時頃、「多数
のサインを発見して大騒ぎ」との記事。
各所で朝鮮人が橋梁を爆破すると「伝へ
るものがある」との記事。
足尾銅山には火薬があるので「時節柄」
警戒との記事。
大宮駅で朝鮮人が逮捕されたとの記事。

習志野に送る
亀戸で検束

愛憐の心持て 妄りに鮮人に暴
行するな 本県警察部の注意
烏山の爆弾事件は 鮮人に無関
係だ
鮮人禍は事実だ 民衆の行つた
種々の行為が 国際問題に な
らねばよいが

東京
大宮
東京
足尾
大宮

烏山

「社会主義者の一味が検束される日も近
い」との憶測。
関東戒厳司令部の談話。
「社会主義者の煽動」の憶測記事。

東京

リンチを警戒する警察が「各所で消防組
や自衛団などと衝突」していると伝える。
警戒ぶりは「埼玉県より栃木県の方が厳
栃木県下
正を極め」ているとの記事。
「正、不正に拘らず全部を習志野に輸送
政府
して収容保護することになった」。
日本人社会主義者が亀戸附近で「不穏の
東京
行動」、検束されたとの内容。
6 日、栃木県警察部が各警察署に配布した
ビラの内容を伝える。
「警察当局が余りに自衛団の力を用ゐ過
ぎた罪」と司法省の憂慮を伝える。
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栃木県警
察部

43

9

8

1

武器兇器は 其筋の許可なくては
持つな 戒厳令司令部から堅く命
令下る

「地方自警団一般人民は武器又は兇器の
形態を許さず」など「関東戒厳司令官命
令」を全文掲載。

44

9

8

2

同胞愛のよき魂を
して下さい

社の主張記事。

45

9

8

号
外

46

9

8

47

9

8

号
外
号
外

48

9

9

49

9

9

極度迄現は

流言浮説を
勅令で発表

した者は罰せらる

社会主義者

大検挙に着手

「治安を実害する事項を流布」したもの
は懲役、禁固などに処されるとの勅令全
文。
警視庁と憲兵隊が協力して「徹底的検挙
につとめる事になったとの記事。

戒厳司令
部

勅令
警視庁、
憲兵隊

朝鮮は平穏

「朝鮮国内に騒動起る」などの噂を否定。 朝鮮

1

内地人朝鮮人 官憲対民衆の
衝突を企てた 主義者の策動画
餅 人心の動揺は既に鎮静 尚
一層国民精神を表現せよ

来県した陸軍省の将校への取材記事。

1

瀧の川に居る

瀧の川に 32 名ほどの朝鮮人が日々の食事
にも困窮しているとの内容。
「諸君の持てる最大の能力を出してくだ
さい」とする社の主張記事。
古河駅付近で「社会主義者某」に似てい
るとの理由で 1 名捕縛、1 名は逃走との記
事。

古河

5 日家中村合戦場で自動車で避難中の日
本人 2 名が暴行され、1 名（日大学生）が
死亡。

下都賀郡
家中村

帰順鮮人

東京

50

9

9

2

鮮人に対し 大真勇を発揮し給
へ 罹災者には 最善の力で奉
仕し給へ

51

9

9

2

鮮人？邦人？主義者に似てる
怪しの男古河で捕まる

52

9

9

2

53

9

9

2

54

9

9

2

警鐘を

55

9

9

2

殴り倒してから
は精神病者

56

9

9

2

捕へた八名は

57

9

9

2

58

9

10

1

日本刀を持つて 鮮人と誤認さ
る
多数の鮮人を使つて震災地の後
片付け

6 日夜、在郷軍人、青年団消防などが日光
警察署に召集、「軽挙妄動を慎むべき」
と。
東那須野町で 5 日駅で朝鮮人が殺害され、
ますます警戒が厳重になったとの記事。
5 日下都賀郡小野寺村で 200 名以上の青年
団員消防手が誤認で日本人を暴行。
足利署に連行された男性 8 名「いづれも
立派な日本人」。
5 日、鶴田駅で日本人 2 名が宇都宮署に引
き渡されたとの記事。
9 日埼玉県知事から栃木県知事宛に「鮮人
を使役し」被災地後片付けに着手と連絡。

59

9

10

2

避難者を収容の 各寺院廻り
誰れでも一刻も早く 故郷に帰
りたいと念じてる

林松寺住職、3 日夜「弾薬」「毒薬」所持
していた朝鮮人が寺から連行されたと語
る。

宇都宮

60

9

11

2

非鮮人の
儲けする

証明書を種に ボロ
行商人が殖へて来た

宇都宮署が行商人に「鮮人にあらず」と
の証明を与え、その証明を盾に押し売り
する者がいるとの記事。

宇都宮

61

9

14

2

南満鮮人

罹災者無賃乗車

62

9

15

2

朝鮮に及ぼした

63

9

15

5

震災の救恤と称して来た 労農
政府派遣の レニン号は 赤化
宣伝の魔船 早くも観破され上
陸拒否

焼け出された九州人 鮮人と誤
認され撲殺さる 尋問に答へぬ
からと言ふが 九州人とて言葉
不通の為か
鮮人を取締る自警団を 警官が
取締る奇現象 そうなつては不
祥事
鳴らし鮮人警戒
調べると

実

みんな日本人

罹災者で帰国のため南満州鉄道と朝鮮鉄
道利用者は無賃が許可された。
米を内地に送り朝鮮内で価格が高騰する
などの影響。

震災の影響

震災支援のためウラジオ港を出港した
「レニン号」が戒厳司令部により陸揚げ
を拒否された。
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日光町
那須郡
下都賀郡
小野寺村
足利
日光線鶴
田駅
東京

東京
朝鮮
横浜

大学生のキャリア発達とキャリアガイダンス
横山 明子
石川 朝子
粂川 美佐子
森本 紀子
1. はじめに
大学生の就職のためには、将来像を描きそれに向けて準備を行うことが求め
られるが、大学や社会の中でのさまざまな支援にもかかわらず、卒業の時点で
安定した就職先が見つからず、大学卒業後も長い間非正規雇用のままで職業的
自立がなかなかできなかったり、就職をしても職場や社会での人間関係がうま
くできず、離転職を繰り返して社会的自立が難しい学生もいる。
また、2015 年度から、大学生の学業に支障がないように、企業側の採用のス
ケジュールが先に伸びたが、就職を目指す学生は、今までと同様の就職につい
てのさまざまな準備が求められている。
本稿では、大学におけるキャリア教育の実践について述べるが、それに先立
ちまず、大学でのキャリア教育が導入された背景として、近年のキャリア教育
政策の動向について述べる。さらに、その教育政策を策定する中で産業界から
提起されている大学生が社会に適応して行くために必要とされる力についても
紹介する。さらに、今後の具体的支援を考えるために、大学生のキャリア発達
の現状を調査し、学生に必要なキャリアガイダンスの取り組みについて具体的
に検討する。
2. キャリア発達とキャリア教育
キャリア発達を考えるときに、「キャリア」とはどのようなことを意味して
いるのかについて考えておく必要がある。「キャリア」とは、「すべての人が
生涯辿ってゆく学業、職業、生き方の連鎖的な過程または経歴」のことであり、
個々人が生涯にわたって遂行する様々な立場や役割の連鎖、及びその過程にお
ける自己と働くこととの関係付けや価値付けの累積であると定義される（文部
1
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科学省, 2004）。スーパー（Super, 1980）は、私たちは一生のうちで、「子ども」
「学生」「市民」「労働者（職業人）」「家庭人」、「余暇人（消費者として
の役割もある）」などさまざまな役割を持ち、その役割を同時に重複して担っ
ており、それを年齢にそってキャリアレインボーを用いて示した。このことか
ら、「キャリア」は、図 1 に示すように、そのときの自分が置かれている環境
とその役割、およびそこで起こる様ざまな出来事の相互作用の結果として統合
されたものを意味している。特に、大学生の場合には、その後の人生の中で、
社会的自立のために職業が大きな役割を果たすことから、社会の中での「個人
（自分）」と「働くこと」との関係付けや価値付けが特に重要である。このよ
うな一生涯のキャリアを、特に「ライフキャリア」という場合もある。

図1

キャリアの全体像

また、キャリアについての考え方は、表 1 に示したように、長期的視点で考
えるのか、短期的視点で考えるのかという時間的視点と、キャリアを職業以外
の役割にまで広げて考えるのか（広範囲）、あるいは、職業や進学に焦点をあ
て範囲を絞って考えていく場合（狭範囲）がある。
従来からの学校教育の「進路指導」の際に用いられている「進路」という用
語は、多くの場合に、学校卒業後の数年という比較的短期的な視点で、さらに、
職業や進学ということに限定して定義した「キャリア」の考え方（右下のグレ
ー色の欄）にもとづくものである。
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表 1 キャリアについての考え方
長期的視点

短期的視点

一生涯にわたる

数年先までの

ライフキャリア

ライフキャリア

および

および

ライフロール（生き方）

ライフロール（生き方）

一生涯にわたる

数年先までの

職業キャリア

職業キャリア

および

および

ワークロール（進学・就職）

ワークロール（進学・就職）

広範囲

狭範囲

さらに、「キャリア発達」とは、過去・現在・未来の時間軸の中で、社会と
の相互関係を保ちつつ、自分らしい生き方を展望し、実現していく力の形成の
過程のことである。小学生から大学生のキャリア発達の特徴は表 2 と表 3 に示
すような過程をたどるとされる（横山, 2009）。
表 2 幼児期～中学生期までのキャリア発達の状況
時期
年齢
意思決定の機会

空想期
幼児期～小学生期

興味期

能力期

小学校高学年期

中学生期

学校生活

学校生活

学校生活

進学先決定

キャリア発達の

自分の欲求が支配的

興味や関心について

興味や関心､能力の

状況

となる。

知る。

重要性を知る。

希望や理想によって

興味や関心によって

数種の職業を知り、

役割実現を考える。

役割実現を考える。

それについて適合し
ているかを知る。

① 空想期（幼児期～小学生期（10 歳頃）まで）
自分のことについて理解できるようになり、自分のやりたいことや希望にも
とづき理想を描き、周りの人々やヒーローなどに憧れたり、重要な人物との出
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会いを通して自分が理想とするような人物になりたいと考えることによって、
自分の将来のイメージを形成していく時期である。
② 興味期（小学校高学年期（12 歳頃まで））
その後、小学校に通い交友関係も広がるにつれ多くのことを経験する中で、
自分を取り巻く社会についての知識や身の回りの出来事に興味や関心を抱き、
自分自身の指向性を詳しく知ることによって、自分が将来挑戦したいことや希
望の職業を考えていくことができるようになる時期である。
③ 能力期（中学生期（15 歳頃まで））
中学校に入り学校生活を送る中で、興味や関心だけではなく、学業や部活な
どから得意なこと不得意なことを知って自己理解が深まることにより、将来の
自分のキャリアのためには能力が重要な役割を果たすことを知る。さらに、地
域社会での経験や職業体験などを通して、働くことの意義や働くために必要な
知識や能力などを知るようになる時期である。
表 3 高校生期～成人期までのキャリア発達の状況
時期

青年前期

青年後期

成人期

年齢

高校生期

大学生期

社会人確立期

意思決定の機会

学校生活

学校生活

社会生活

進路先決定

履修選択

就職先決定

専門選択

結婚

進学先選択

職業生活

職業選択

転職など

キャリア発達の

自分の能力・興味関

進路先や就職先を暫

入職し、さらに職業

状況

心などから進路先や

定的決定する

キャリアを探索する

就職先を探索する

現実的な職業の探索
を行う

④ 青年前期（高校生期（15 歳頃～18 歳頃まで））
高校に進学し、学校生活や家庭生活、社会生活のさまざまな活動を通して、
多くの人たちと出会うことにより、自分自身の特性について多角的に理解が深
まり、さらに、大切にしている考え方や価値観を知り、特に職業選択を行うこ
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とを目標として自分の社会的役割について考える時期である。
特に、高校卒業後すぐに就職する場合には、在学中から自分が選択した職業
の中で自分の役割を遂行していけるかどうかを試行しつつ、職業選択を行い社
会生活の中での自分の生き方を深く考えていく時期である。
⑤ 青年後期（大学生期（18 歳頃～22 歳頃まで））
一方、大学や専門学校に進学した場合には、幅広い教養や専門について深く
学ぶことを通して、卒業後の職業選択を重視しながら、将来の社会生活につい
て探索していく時期である。さらに、学年が高くなってくると、アルバイトや
インターンシップなどの職業体験を通して、自分が探索しているキャリアをよ
り現実的に考えて、暫定的に決定することが求められる。さらに卒業間際には、
就職活動を行いながら、自分の将来の職業探索と選択を具体的に行っていく時
期である。
⑥ 成人期（22 歳頃～45 歳頃まで）
自分が選択した職業に従事することについて、ライフワークとして努力して
いく時期である。また、主として職業を通して、多くの業績をあげ、自分の特
徴を高める努力を行うことによって昇進することも多い。ただし、この時期に
転職をしたり職場での配置転換などによって職務の変更がなされる場合がある。
さらに、職業人としてだけではなく、結婚をして家庭人としての役割や、ボ
ランティアなどの地域社会での活動などでの重要な役割を担うこともある。女
性の場合には、出産を契機にそれまでの仕事を一旦辞める場合もあるが、近年
では、育休をとりながらそのまま継続していく場合が多い。

さらに、その後のキャリア発達の特徴は、この表には掲載していないが、次
の通りである。
⑦ 維持段階（45 歳頃～65 歳頃まで）
自分が従事している職業や職場においてある程度の地位や収入を得られるこ
とにより、職業生活、また、家庭生活や社会生活を維持していく時期である。
この時期は心身ともに充実した生活を送ることが多いが、長期に携わってきた
仕事をから配置転換を命じられたり、転職をすることによって、新しい職場に
うまく適応できず、自信が持てなくなり心理的に混乱が生じる場合もある。
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⑧ 下降と離脱段階（定年退職以降）
第一線の仕事から定年を迎え、社会の中でこれまでの役割を終えて、さらな
る新たな役割を見出す必要がある時期である。また、身体的な変化に伴い、そ
の年齢にふさわしい役割を新たに果たしていく時期でもある。仕事に関しては、
パートタイムの職務についたり、ボランティア活動や余暇の活動など、社会生
活を通して他に満足できるような活動を見出し、年長者としての新たな重要な
社会的役割を見出す時期である。また、子どもがいる場合には、子どもはほぼ
独立し親としての役割を終えるが、配偶者や親の扶養や介護など子どもとして
果たす新たな役割が加わることもある。このように、多くの役割を果たす中で、
自分の好きなことを行ったり、充実感を味わって生きていく時期である。
以上のようなキャリア発達ができるようになるためのさまざまな支援を総
称して「キャリア教育」という。
『キャリア教育推進の手引』
（文部科学省, 2006）
によると、「キャリア教育は、一人一人のキャリア発達や個としての自立を促
す視点から、従来の教育の在リ方を幅広く見直し、改革していくための理念と
方向性を示すものであり、キャリアが子どもたちの発達段階や その発達課題の
達成と深くかかわりながら段階を追って発達していくことを踏まえ、子どもた
ちの全人的な成長・発達を促す視点に立った取組を積極的に進めること」が重
要であるとされる。
3. キャリア教育政策の動向と大学生に求められている力
次に、このようなキャリア発達のための、特に、学校教育における施策につ
いて近年の動向を述べる。
「キャリア教育」という文言が初めて登場したのは、
平成 11 年 12 月の中央教育審議会答申「初等中等教育と高等教育との接続の改
善 について」の中の文部科学行政関連の審議会報告などにおいてである。また、
平成 16 年 1 月文部科学省「キャリア教育に関する総合的調査研究者会議」の報
告書において、
「キャリア教育」を「キャリア」概念に基づき「児童生徒一人一
人のキャリア発達を支援し、それぞれにふさわしいキャリアを形成していくた
めに必要な意欲・態度や能力を育てる教育」ととらえ、端的には、
「児童生徒一
人一人の勤労観、職業観を育てる教育」としたことは非常に重要である。
近年の教育政策の動向について大きな改革としては、60 年ぶりで平成 18 年
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12 月に教育基本法が改正され、知・徳・体の調和のとれた発達や個人の自立、
他者や社会との関係、および自然や環境との関係、日本の伝統や文化を基盤と
して国際社会を生きる日本人という観点から新たに教育目標などが定められた
（中央教育審議会, 2008）。この改正された教育基本法の中で、キャリア教育と
の関連では、第 2 条において「職業と生活との関連」いうことが明記された。
教育基本法 第 2 条（教育の目標）の 2
個人の価値を尊重して、その能力を伸ばし、創造性を培い、自主及び自立の
精神を養うと共に、職業及び生活との関連を重視し、勤労を重んずる態度を
養うこと。
また、この教育基本法の改正を踏まえて、平成 19 年 6 月に公布された学校教
育法の一部改正により、義務教育の目標が具体的に示され、次の第 21 条（義務
教育の目標）において職業との関連が示された。
学校教育法第 21 条（義務教育の目標）の 10
職業についての基礎的な知識と技能、勤労を重んずる態度及び個性に応じて
将来の進路を選択する能力を養うこと。
そして、平成 20 年 1 月の中央教育審議会答申（幼稚園、小学校、中学校、高
等学校及び特別支援学校の学習指導要領等の改善について）が出され、平成 20
年 3 月に、幼稚園、小学校、中学校学習指導要領が改訂された。小・中学校に
おいては、キャリア教育は「職業や自己の将来を考える学習」として、道徳や
総合的学習の時間、さらに特別活動において実施することが求められている。
さらにそれに続いて、平成 21 年 3 月に高等学校学習指導要領が改訂され、こ
の総則の中では、次のように示されている。（以下、該当箇所のみ抜粋する。）
第1章

総則

第5款

教育課程の編成・実施に当たって配慮すべき事項

4 職業教育に関して配慮すべき事項
（3）学校においては、キャリア教育を推進するために、地域や学校の実態、
7
－ 181 －

生徒の特性 、進路等を考慮し、地域や産業界等との連携を図り、産業現場等
における長期間の実習を取り入れるなどの就業体験の機会を積極的に設ける
とともに、地域や産業界等の人々の協力を積極的に得るよう配慮するものと
する。
5 教育課程の実施等に当たって配慮すべき事項
（2）学校の教育活動全体を通じて、個々の生徒の特性等の的確な把握に努め、
その伸長を図ること。また、生徒が適切な各教科・科目や類型を選択し学校
やホームルームでの生活に よりよく適応するとともに、現在及び将来の生き
方を考え行動する態度や能力を育成することができるよう、ガイダンスの機
能の充実を図ること。
（4）生徒が自己の在り方生き方を考え、主体的に進路を選択することができ
るよう、学校の 教育活動全体を通じ、計画的、組織的な進路指導を行い、キ
ャリア教育を推進すること。
また、この間の平成 20 年 7 月（閣議決定）に、今後 10 年間を通じて目指す
べき教育の姿を明らかし、今後 5 年間（平成 20～24 年度）に取り組むべき総合
的・計画的に推進するための「教育振興基本計画」が政府によって策定された。
この中では、小学校学校段階からのキャリア教育の推進や、特に中学校を中心
とした職場体験活動や普通科高等学校での取組を推進し、さらに、専門高校等
における職業教育や、大学・短期大学・高等専門学校・専修学校等における専
門的職業人や実践的・創造的技術者の養成を推進することが明記された。
さらに、平成 22 年 6 月に大学設置基準の改正（平成 23 年 4 月から施行）がな

され、大学においても正規課程としてキャリア教育・職業教育の授業開講と学
生への大学全体での支援体制の整備が求められている。
大学設置基準第 42 条の 2（社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を
培うための体制）
大学は、当該大学及び学部等の教育上の目的に応じ、学生が卒業後自らの資
質を向上させ、社会的及び職業的自立を図るために必要な能力を、教育課程
の実施及び厚生補導を通じて培うことができるよう、大学内の組織間の有機
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的な連携を図り、適切な体制を整えるものとする。
そして平成 23 年 1 月に、中央教育審議会から「今後の学校教育におけるキャ
リア教育・職業教育の在り方について」の答申が出された。キャリア教育の中
で育成すべき力として、①専門的な知識・技能、②勤労観・職業観等の価値観、
③意欲・態度、④創造力、⑤論理的思考力、⑥人間関係形成・社会形成能力、
⑦自己理解・自己管理能力、⑧課題対応能力、⑨キャリアプランニング能力、
⑩基礎的・基本的な知識・技能があげられている。このうち、⑩基礎的・基本
的知識とは、中等教育段階までに身につける知識や技能のことである。
さらにこの答申の中では、それ以前の教育では、生徒や学生のキャリア発達
のための教育が「勤労観・職業観育成」にのみ限定され、社会的・職業的自立
に必要な能力の育成が軽視されてきたことが指摘され、特に学校から職業への
移行に必要な「基礎的・汎用的能力」を提示した。この基礎的・汎用的能力と
いうのは、前述の⑥人間関係形成・社会形成能力、⑦自己理解・自己管理能力、
⑧課題対応能力、⑨キャリアプランニング能力のことである。その具体的内容
は次の通りである。
1）人間関係形成・社会形成能力
多様な他者の考えや立場を理解し、相手の意見を聴いて自分の考えを正確に伝
えることができるとともに、自分の置かれている状況を受け止め、役割を果た
しつつ他者と協力・協働して社会に参画し、今後の社会を積極的に形成するこ
とができる力。
2）自己理解・自己管理能力
自分が「できること」「意義を感じること」「したいこと」について、社会との
相互関係を保ちつつ、今後の自分自身の可能性を含めた肯定的な理解に基づき
主体的に行動すると同時に、自らの思考や感情を律し、かつ、今度の成長のた
めに進んで学ぼうとする力。
3）課題対応能力
仕事を進める上での様々な課題を発見・分析し、適切な計画を立ててその課題
を処理し解決することができる力。
4）キャリアプランニング能力
「働くこと」を担う意義を理解し、自らが果たすべき様々な立場や役割との関
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連を踏まえて「働くこと」を位置付け、多様な生き方に関する様々な情報を適
切に取捨選択・活用しながら自ら主体的に判断してキャリアを形成していく力。
近年、職業生活の中で専門的仕事に関係する専門的スキルを「ハードスキル」、
日常生活や職業生活を維持するための汎用的スキルを「ソフトスキル」
とよび、
長年にわたって職業生活を送るためには、特にソフトスキルの重要性も指摘さ
れている（梅永, 2014）。
さらに、平成 26 年 12 月には、中央教育審議会から「新しい時代にふさわし
い高大接続の実現に向けた高等学校教育、大学教育、大学入学者選抜の一体的
改革について」に関する答申が出され、生徒や学生たちの社会的自立にむけて
必要な能力を育成するために、大学入試改革とともに、高等学校や大学の教育
内容と方法の改善を求めている。
文部科学省では生徒や学生に必要な力として、現在提唱されている「生きる
力」を「豊かな人間性」
「健康・体力」
「確かな学力」を総合した力としている。
また「学力の 3 要素」として、①基礎的・基本的な知識・技能だけではなく、
②それらを活用する思考力・判断力・表現力、③主体的に学習に取り組む態度
が示されており、大学においてもこのような力を育成すること、高等学校と大
学教育の接続の観点から、初年次教育の改善も求められている。
ここで示されている「学力」は、先の「基礎的・汎用的能力」のうちの「課
題対応能力」と特に深く関連していると考えられ、さらに、さまざまな教科の
中での主体的な学修活動を通して、
「人間関係形成・社会形成能力」や「自己理
解・自己管理能力」が育成されることが期待されている。
一方、産業界と経済産業省が提唱し大学教育に求めている能力は「社会人基
礎力」である。それは、
「前に踏み出す力（アクション）」として、主体性、働
きかけ力、実行力の 3 要素、
「考え抜く力」として、課題解決力、計画力、創造
力の 3 要素、
「チームで働く力」として、発信力、傾聴力、柔軟力、情況把握力、
規律力、ストレスコントロール力の 6 要素である。この「社会人基礎力」は、
大学のキャリア教育の中でたびたび用いられ、学生たちも自分自身がこの指標
にそってどの程度の力が自分に身についているのかを考えていることも多い。
このような「生きる力」や「社会人基礎力」という社会的自立に必要なスキル
の多くは、
「一生涯学び続けるための力」や、転職などで職場が変わっても通用
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する汎用的なスキルとして「ポータブルスキル」とよばれることもある。
またこの他に、生涯学習の視点から、次に示すような 21 世紀に必要なスキル
（Assessment and Teaching of 21st Century Skills（略して ATC21S））が提唱されて
いる。それは、具体的につぎのような内容である。
・思考の方法
1. 創造性とイノベーション
2. 批判的思考、問題解決、意思決定
3. 学び方の学習、メタ認知
・働く方法
4. コミュニケーション
5. コラボレーション（チームワーク）
・働くためのツール
6. 情報リテラシー
7. ICT リテラシー
・世界の中で生きる
8. 地域とグローバル社会でよい市民であること（シチズンシップ）
9. 人生とキャリア発達
10. 個人の責任と社会的責任（異文化理解と異文化適応能力を含む）
さらに、近年は、金融や経済に対する理解、言語、数学、科学、言語、芸
術、歴史といった分野への理解といった教養や創造性についても重要視され
ている。
4. 大学生のキャリア発達の現状とキャリアガイダンスの取り組み
4.1 大学生のキャリア発達の現状
大学生のキャリア発達について、入学直後の 1 年生を対象として、将来の進
路決定の状況と、それについての考え方や態度などについて、2014 年度に調査
をおこなった。まず、自分の将来の進路決定をどのように考えているかについ
、「目的意識性」という 4 つの観
て、「自己責任性」、「明瞭性」、「自己関与性」
点に関する尺度を用いてアンケート調査を行った（横山, 2009）
（附表 4 参照）。
「自己関与性」とは、
「将来を考えることには真剣に考え取り組みたい」と将
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来の自立に向けて自分自身で取り組んでいきたいということである。次の「明
瞭性」とは、
「将来を考える手順はよくわかっている」、
「どのような条件を重視
して今後を考えるかわかっている」などの項目があり、進路選択・決定の課題
についてどの程度見通しがあるのかということである。
「自己責任性」とは、
「将
来の進み方は自分の責任で行うことである」の項目にあらわされるように、自
分が積極的にこの進路選択・決定の取り組むことである。さらに、
「目的意識性」
とは、
「卒業後は直ちに経済的に自立する必要がある」の項目にあらわされるよ
うに進路選択の目的をどのように考えるかということである。
この結果の全体平均値を表 4 に示す。なお、最高点が 5 点、最低点が 0 点で
ある。自己関与性と目的意識性の得点はかなり高いが、明瞭性と特に自己責任
性の得点が低いことがわかる。このことから、進路決定について真剣に取り組
みたいと思っており、自立についての意識もある程度持っているが、自分の将
来の進路やどのようにして決めるかということについては明確ではなく、積極
的に取り組まず消極的な態度であることがわかる。
表 4 入学直後（授業前）の課題認知の平均得点

得点

自己関与性

明瞭性

自己責任性

目的意識性

3.84

2.8

1.84

3.05

さらに、これらの結果は全体の平均値であるが、この調査結果と将来の進路
がどの程度明確であるかによって、次のような 3 つのグループに分けられる。
① 卒業後の進路が明確である学生
このグループの学生は、将来に対しての希望や見通しを持っており、大学入
学の目的も比較的明確である。特に、工学系の学生に、自分が大学で学ぶこと
を将来の職業と結びつけて考えている学生が多い。
② いずれ就職するという程度の意識を持って入学した学生
このグループの学生は、将来は就職することは決めているが、具体的にどの
ような活動をしたら良いか分からない、あるいは、まだ進路を具体的に決めて
いないという学生である。このような特徴の学生は、以前の詳しい内容の調査
（横山, 2010）では、卒業後の進路決定については明確ではない学生が約半数い
る。また、就職することは決めていても、どのような職業を選択するのか、具
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体的にどのように就職活動に臨むのかということについて主体的に考える学生
は少なく、どうしてよいかわからないと回答する学生が多い。
③ 無目的なまま入学した学生
この無目的なまま入学した学生は、たとえば、自分の学問に対する興味・関
心などをほとんど考えずに偏差値のみによって大学選択をおこなったり、大学
に進学した方がよいと周りからすすめられて入学した学生、就職先がないので
大学進学をした学生などが含まれる。このような学生は、自分の将来のキャリ
アを考える機会が持てないままでいると、3 年生の実際の就職を考える時期に
なっても、将来に対して非常に楽観的であるか、あるいは反対に過度の不安を
持つことが多い。
さらに、このアンケート結果から、学生のキャリア発達、すなわち、職業選
択についての現状での問題は、次のような問題があげられる。まず、将来の進
路に対して自分自身で決定することについての意識が低く、自分自身の問題と
して考えることができないこと、さらに、自分自身についての見方も学力など
の能力面に限られており、非常に狭い視野で自分自身を考えしまうことである。
これらの問題は次のように考えることができる。
・将来に対して楽観的であること。
・大学生活でのさまざまな経験を将来の進路決定と結びつけて考えることが
できないこと。
・自分自身で最終決定しなくても、他の人の助けによって決定できると思っ
ていること。
・自分の特性を、学力などの能力面だけで、他の視点から多面的にとらえる
ことができないこと。
4.2 キャリアガイダンスの取り組み
4.2.1 キャリアガイダンスの教育目標
以上のような調査からわかる学生の問題点についての現状をふまえて、学生
のキャリア発達の支援のためにキャリアガイダンスの実践を行っていく。その
際の教育目標は、それぞれの問題点に対応するために、次のように 3 段階が考
えられる。
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第一段階：進路決定を自分自身の問題として捉えられるようになること。
第二段階：具体的な情報にそって、進路決定を具体的に考えることができる
ようになること。
第三段階：計画を立て実際の進路決定の活動をおこなうことができるように
なること。
これらの目標のうち、第二段階の目標である「具体的な情報にそって、自分
の進路を考えられるようにすること」に先だって、第一段階の「進路決定を自
分自身の問題として捉えられるようになること」がまず必要である。それは、
前述のように自己責任性の得点が低く、進路決定を自分自身の問題としてとら
えられない学生がいるからである。特に、第 3 グループの無目的なまま入学し
た学生の場合には、第一段階の目標に取り組む必要がある。
4.2.2 キャリアガイダンスの具体的な内容
宇都宮キャンパスでは、学生の就職の支援を行うキャリアサポートチームの
支援以外に、1 年次から 4 年次までキャリア科目を授業として開講し、学生の
キャリア発達の支援を行っている。なお 3 年次にはインターンシップを推奨し
ている。2014 年度の具体的なキャリア科目は、次の通りである（附表 1～3）。
キャリアデザイン 1（1 年生

理工・地域経済

受講者 250～300 人）

この科目は、入学直後に受講する科目である。そのため、大学生活を有意義
に送ることができるように、大学の学習に必要な基本的な事柄や、自分の専門
学科での学びと将来のキャリアとの関連について学び、自分自身の将来につい
ての関心をより高めることが目標である。具体的には、理工学部や経済学部の
各学科でこれから学ぶ専門分野に対する興味・関心を高め、授業の受け方やノ
ートテイキングなどの具体的な学習方法についての理解を深め、さらに自分な
りの大学生活における目標と学習計画できるようにするための学習を行う。ま
た、将来のキャリアを考える意義やそのための意識を高めるための学習も行う。
そして最後に、今後の大学生活を快適に過ごすために、大学生活の質（Quality of
life）を高めることに必要な対人関係スキルをグループ活動を行いながら高めて
いく。
14
－ 188 －

キャリアデザイン 2（2 年生

理工・地域経済

受講者 250 人）

1 年間の大学生活を送った後の 2 年次は、自分の将来の方向性を考えるため
の非常に重要な時期である。この授業では、キャリアデザイン 1 に引き続き、
社会と自分の関係性を通して、自分らしい「ライフキャリア」を考えていくこ
とが目標である。具体的には、社会・経済状況や産業界の状況などの基本的事
項を知り、社会において求められる人間像について理解し、職業適性テストな
どを併用し、自分自身の能力や価値観などについて知り、それらの結果から具
体的に自分の将来を考えていく。1 年次と同様に授業は講義だけではなく、グ
ループ活動を行って発表や討論を行いながら理解を深めていく。
キャリアプランニング 1・2（3 年生 理工・地域経済 受講者各 150 人）
3 年次は自分の将来の方向性を考え、具体的な職業選択に取り組むキャリア
発達のための非常に重要な時期である。将来のライフキャリアの重要な役割で
ある職業人として働くために、より詳細に社会・経済状況や産業界の状況など
を知り、自分の社会的役割の認識を深め、自分なりの勤労や職業に対する考え
を持つことが大切である。3 年次のこの授業では、自分のライフキャリアを考
えるために、実現可能性を考慮した自分の将来像を考え、働くことの意義や、
インターンシップ希望の学生はその意義について考察できるようにする。
後期のキャリアプラニング 2 では、キャリアプランニング 1 に引きつづき、
自分のキャリア発達のためのさらなる職業観の育成と職業を取り巻く社会状況
を知り、卒業までのスケジューリングを考え、今後の自分の具体的キャリアプ
ランを考えられるようにしたうえで、それを実現するための実践的な活動につ
いての実践力を高めることも目標としている。
キャリアプランニング 3（4 年生 理工・地域経済 受講者 10 人）
高度情報化社会において、技術者として働くためには、技術的知識や技能を
高め自己実現を求めるだけではなく、科学技術の社会に果たす役割について認
識したうえで、職業を通して自分の社会的役割を考えること、あるいは仕事を
通していかに社会に貢献していくのかについて考えていくことが必要となる。
また、生涯発達という観点から、卒業後の進路を決めていくという目標だけ
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ではなく、自分の一生涯のキャリアを考えていくという長期的視野をもてるよ
うにすることが大切である。そこで、この授業は、キャリアプランニング 1 と
2 に引きつづき、自分のキャリア形成のためのさらなる勤労観・職業観の育成
と社会人としての必要なスキルを育成することを目標とし、就職活動中の学生
は、今後の自分の具体的キャリアプランを考えられるようにしたうえで、それ
を実現するための実践的な活動についての基本的事項を習得する。この授業は
講義の他にグループ活動を行って、自分の理解、他者理解を深め、発表を行う。

インターンシップ

複数教員で担当（3 年生

理工・地域経済

受講者 25 人）

企業などで職業体験を行うが、授業としてその事前指導と事後指導を行う。
事前指導では、実習にあたってのルールやコンプライアンスなどについて学び、
実習後には、自分のインターンシップについて省察を行い、その体験について
の発表を行い、レポートを作成する。
4.2.3 キャリアガイダンスの評価について
これらの授業の評価として、学生にアンケートを実施している。各学年のレ
ポートから学生の代表的な感想をあげると次のとおりである。
キャリアデザイン 1（1 年生）
・自分の特徴について具体的に理解が深まった。
・キャリアを考えることは自分の役割を考えることであり、さまざまな可
能性があるということを知って、視野が広がった。
・学修スキルの向上とともに、今後の大学生活において具体的に取り組む
べき課題について気づいた。今後それらを実行していきたい。
・大学生活への見通しを立てることができる。
このアンケートの結果から、大学での学修の意義を理解したり、将来を考え
ることへの関心が高まったことがわかる。
さらに、前述の課題認知の項目による授業後のアンケート調査では、以下の
図 2 のような結果になった。上段は入学直後（授業前）、下段が授業後の評価
点である。評価点 5 が最高点である。人数は 62 人である。
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表 5 入学直後（授業前）と授業後の課題認知の平均得点
自己関与性

明瞭性

自己責任性

目的意識性

授業前の得点

3.84

2.8

1.84

3.05

授業後の得点

4.15

2.91

2.88

3.79

図 2 入学直後（授業前）と授業後の課題認知の平均得点
この結果、この評価点に関しては、明瞭性以外の尺度が統計的に有意であっ
た（自己関与性：t=6.01, df=61, P<.01 自己責任性 t=-9.78, df=61, P<.01 目的意
識性：t=8.69, df=61, P<.01）。特に、自己責任性と目的意識性の得点の上昇が大
きく、アンケートの結果と同様に、多くの学生が自分の将来の進路を真剣に考
えるようになったことがわかる。
キャリアデザイン 2（2 年生）
授業後の自由記述のアンケート結果では以下のような感想が多かった。
・自分の長所や短所の理解が深まった。
・働くことの意義や職業の価値観の違いに気づいた。
・興味と関心から将来のキャリアを考えることができた。
・能力的な側面の重要性を知った。
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また、キャリアプラニング 2 の授業の最後のレポート課題として、
「キャリア
プラニング 2 の授業を受けて自分がどのように成長できたか」という課題を課
している。そのレポートに見られる特徴的な記述として、自分自身を客観的に
見られるようになったこと、「なぜ」を意識して考えられるようになったこと、
さらに、自分を知る機会が増え、長所や短所を深く考えられるようになったと
いう気づきがあげられる。このように自分自身をしっかりと見つめることがで
きるのは、自分と対話する「自己モニター力」が向上したことによるものであ
ろう。また、多くの学生の記述からわかることは、学生がグループ活動を通し
て自分の意見を発表したり、他人の意見を傾聴し討論を行うことによって、傾
聴力が高まったことを実感していることである。このグループ活動について、
最初は躊躇していた学生も、授業後にはこうした効果を感じとっている。さら
に、他人の発表を聴き、自分の内容をどう修正するのかを考えさせられる機会
になったという記述からもわかるように、自分の考えに固執することなく、柔
軟な考え方ができるようになったと考えられる。
また、この他に、産業界の外部講師から、その講師が大切にしている考え方
や長年のキャリアをどのようにたどってきたかを聴くことによって、学生も自
分が生きるために大切にする価値観を見つめ直す機会を持つことになったと考
えられる。
キャリアプラニング 1・2（3 年生）
授業後の自由記述のアンケート結果では以下のような感想が多かった。
・自己の長所や短所を仕事の中でどのように生かしていくかをより詳しく
考えられるようになった。
・働くことの意義について考えられるようになり、将来への見通しを考え
られた。
・就活へのアクションプランが立案できた。
さらに、これらのキャリア科目の授業のうち、3 年生のキャリアプラニング
1 における実践の評価として、社会人基礎力の項目について一人一人の学生の
どのような力が伸びたかについてのアンケート調査を授業開始時と終了時に行
った。この結果を表 6 と図 3 に示す。評価点は 10 点満点で自己評価である。
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表 6 キャリアプラニング 1 の開始時と終了時の平均得点
主体性

働きかけ力

実行力

課題発見力

計画力

創造力

開始時

5.81

6.00

5.64

6.00

5.73

5.18

終了時

6.91

7.55

6.82

7.27

6.45

6.18
ストレスコン

発信力

傾聴力

柔軟性

状況把握力

規律性
トロール力

開始時

5.77

6.64

5.50

6.18

7.36

6.64

終了時

9.36

7.64

7.00

7.18

8.27

7.18

図 3 キャリアプラニング 1 の開始時と終了時の平均得点

この結果からわかることは、学生自身が特に身についた力と感じているのは、
周囲の人々を意識して協働しているという「働きかけ力」、相手の立場や気持ち
を考えて話しているという「発信力」、自分の考えにこだわらず臨機応変に対応
するという「柔軟性」である。これらの力は、この授業実践の中で多く行って
きたグループ活動を通して、多くの学生とコミュニケーションを行うことによ
って高まったと考えることできる。
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さらにこれらの授業を受講している学生の就職状況の追跡調査を行ったとこ
ろ、キャリアプラニング 1 と 2 のすべての単位取得をした学生の就職決定率が
90%であったのに対して、単位を取得できずドロップアウトした学生の就職決
定率は 74%であった。このことからもキャリア科目の授業では、実際の就職決
定にもつながるような、さまざまな状況において自分の進路を柔軟に考え、そ
れを選択決定していくような力も育成できていると考えられる。
キャリアプラニング 3（4 年生）
授業後の自由記述のアンケート結果では以下のような感想が多かった。
・自分のこれまでの成長について振り返り、長期的（5～20 年後）キャリア
を考えることができた。
・社会に出てからの自分の役割を考えることができるようになった。
このように 4 年生は就職活動中の学生については、自分が考えているキャリ
アやその取り組みについて他の学生と話すことにより、より具体的に将来のキ
ャリアを考えられるようになったことを示している。
5．終わりに
キャリア教育は、生徒や学生のキャリア発達を支援することであるが、それ
は、現在、キャリア教育の目標として、大学生がいかに社会人・職業人として
自立できるかということ、即ち、大学から社会・職業へのいかに移行できるか
ということである。このことは、
「学ぶこと」と「働くこと」そして「生きるこ
と」ということを、学生がいかに深く関連づけて考えていけるかということで
ある。また、自分のキャリアを発達させるためには、自分のキャリアについて、
過去のキャリアから現在考えているキャリア、そしてその未来像を思い描くこ
とである。そして、その未来像に向かって実践していくことである。そのため
には、幼少期からの家庭教育における家族、そして学校教育の中での教師や友
人、さらに、地域社会や産業界の中での社会人の協力が欠かせない。
また、小・中学校、高等学校の中等教育では、各教科の学習と道徳（中学校
のみ）、総合的学習の時間や特別活動の時間の中で、生徒たちがいかに系統的
に組織的に、教師やその他の人々の支援を受けながら、自分のキャリア発達に
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取り組んでいくかということも重要である。さらに、大学に入学した後には、
学生は、授業やさまざまな活動を通して、他者との対話、さらに、自分との対
話という省察を通して、未来のキャリアを思い描くことによって、自分自身で
今何をすべきか（目標）、今どう頑張るか（計画実行）を考えることができ、
それと同時に、自分の価値観を考えることによって、自分の将来のキャリアの
多様性に気づき、より深く自分自身のキャリアを考えることができるであろう。
このように考えてくるとキャリア発達への支援のための教育は、さまざまな
教育を“繋ぐ”教育を目指していくことが大切であろう。
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附表 1 2014 年度 キャリア科目の内容（1 年生～2 年生）
学年
開講時期
科目名
履修人数

授業目標

身につける力

1年生
前期

2年生
後期

キャリアデザイン１
各学科８～９割 計２５０名

キャリアデザイン２
全学科 ２３０名

大学生活・学修生活へ適応

キャリアの意義の理解
自己理解と将来像のイメージ化

自己表現力
発表力

自己表現力
傾聴力 発信力
批判的思考力

授業内容

専門への関心を高める
専門と将来のキャリアの関連 社会経済状況や就職状況を知り、
性を学ぶ
自己理解 将来の職業選択に向け
学習スキルの向上
ての準備をおこなう。
将来像を考える

具体的な
学修活動

学修に必要な事項
ノートテイキング
自分史の作成
適性テストの結果からの自己
省察
自己ＰＲの作成

自己の活動を振り返り、長所を理
解する
自分のキャリアを現実的（能力・
興味）に考える
働き方を知り、職業観を考える

テスト

SPI模擬試験
職業レディネステスト

SPI模擬試験
一般職業適性テスト

特徴

学科別開講
学科の教員の授業
手書きレポートの推奨

3つのクラスに分割
外部講師の講話
インターンシップ経験者の講話

講師の招聘 外部講師の講話
授業資料の掲載
ＬＭＳの活用 ビデオの掲載
レポートの提出
評価

ビデオの掲載
レポートの提出

レポート

授業の課題 レポート
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附表 2 2014 年度 キャリア科目の内容（３年生）
学年
開講時期
科目名
履修人数

前期
キャリアプラ二ング１
全学科

２０３名

3年生
夏休み
インターンシップ
全学科で30名程度

後期
キャリアプラ二ング２
全学科

１８０名

自分の特性の理解
職業体験を通して働
就活への実践的準備
授業目標 （価値観・能力・興味） くことの意義と
アクションプランの立案
職業理解（職種業種）
将来像を考える
自己表現力
発信力
批判的思考力

身につける力 傾聴力

実行力 発信力
傾聴力
自己管理力

自己理解 職業理解
授業内容 社会で求められる人材像 職場体験
の理解

働きかけ力
自己表現力
プレゼンテーション能力
自分のキャリアを具体化する職業
意識の明確にする
就活に向けての計画を立案し実行
する

自分のキャリアを現実的
自己ＰＲの作成
（能力・興味から）に考
具体的な
職場体験（1週間～ 具体的に希望の職種・業界を見い
える
学修活動
2週間程度）
だす
自分史の作成
職業観を含めての志望動機の作成
自己ＰＲの作成と発表
SPI模擬試験
テスト SPI模擬試験
ＶＰＩ職業興味テスト
個別学習の徹底
事前指導（情報倫理 グループ学習中心
特徴
ポートフォリオの活用
／マナー）の徹底 プレゼンの実施
手書きの推奨
外部講師の講話
講師の招聘 外部講師の講話
インターンシップ経験者の講話
就活体験者の講話
授業資料の掲載
ディスカッションの活用
ビデオの掲載
授業資料の掲載
ＬＭＳの活用
レポートの提出
ビデオの掲載
レポートの提出
授業の課題（ポートフォ レポートの作成と 授業の課題（ポートフォリオの作成）
評価
リオの作成）
成果発表会での発表 発表の総合評価
レポート
レポート
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附表 3 2014 年度 キャリア科目の内容（4 年生）
学年

4 年生

開講時期

前期

科目名

キャリアプランイング３

履修人数
授業目標
身につける力
授業内容

全学科

１０名程度

希望のキャリアの実現のための取り組み
実行力

発信力

傾聴力

自己管理力

自分の生涯にわたるライフキャリアを考える
職業人として必要な

知識やスキルを学ぶ

職業倫理・コンプライアンスを知る
具体的な学修活動

人事制度を知る
自分のキャリアを、職業以外の役割とともに、
長期的に考える

テスト

特徴

SPI 模擬試験
希望により適性テスト
グループ活動と発表
就活を想定した活動

講師の招聘

なし

ＬＭＳの活用

レポート

評価

発表の総合評価
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レポート

附表 4 課題認知の尺度（番号はアンケートの項目番号である）
項目１ 自己責任性
27. 一生打ち込める仕事を探してみたい
28.将来はやりがいのある仕事を探したい
16.自分を生かせる職業についてとても知りたい
26.将来の進み方は自分の責任で行うことである
31.将来のためには様々な体験をした方がよい
35.進路選択は真剣に考えるべきである
18.自分が何をやりたいのかを知る事は大切である
5.自分の好きなことを生かした仕事につきたい
29.どんな職業があるのかについて関心がある
14.将来のことを考えることはかなり大変だと思う
24.自分の希望が実現できるように是非努力していきたい
3.大学で勉強したことを生かした仕事につきたい
8.将来のことを考えることは身近なものである
22.卒業後の進み方には家族の意向を尊重する（逆転項目）
項目２ 明瞭性
23.将来を考える手順はよくわかっている
19.どのような条件を重視して今後を考えるかわかっている
34.将来はできるだけ自分の専門を生かしたい
11.将来の可能性についてはだいたいわかっている
15.将来見通しはかなりある
25. 一度将来のことを決めたら変化しないだろう
6.自分の希望は実現できそうである
17.何のために職業について働くのかを考えたことがある
10.将来のことは比較的簡単に決められると思う
項目 3 自己関与性
9.将来のことは真剣に考えなくても何とかなるだろう
32.卒業後就職が決まらなくても何とかなると思う
33.卒業後就職できなくても親に養ってもらえると思う
4.将来を考えることには真剣に考え取り組みたい（逆転項目）
21.将来のことには運のような偶然が大きく作用すると思う
12.希望の進路を考えたことがない
20.将来を考えることは一生の問題である （逆転項目）
項目 4 目的意識性
36.卒業後は直ちに就職する必要がある
30.卒業後は直ちに経済的に自立する必要がある
1.職業に就くことは経済的な自立のためである
7.希望の進路に進めなくてもとてもかまわない
2.職業に就くことは家族の期待にこたえるため
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市民の科学か、国民の物語か
——松尾浩一郎『日本における都市社会学はどう形成されてきたか』をめぐって——

山室 建德

初めに
今年（平成 27 年）の 4 月半ばと記憶するが、当方の研究室に同僚の松尾氏が、
わざわざ御著書『日本において都市社会学はどう形成されてきたか』（ミネル
ヴァ書房、2015 年、以下発行年は引用文献の表記による）を直接届けられた。
慶應義塾大学大学院社会学研究科で博士号を取得された大作である。しかし、
その後約一ヶ月の間、机の上に積ん読状態にあった。都市社会史の研究ならば
ともかく、都市社会学の研究史を部外者が読んでも、さして面白くはなかろう
と思い込んでいたためである。しかし、ある日何気なく頁をぱらぱらとめくっ
ていると、東京の都市発展の様相を示す興味深い地図が載っていることに気づ
いた。考えてみれば当たり前だが、この本は近代日本の研究者が、目の前に広
がる都市発展をどう見てきたか、その観察方法の変遷を追った研究書である。
それ自体が近代日本史の興味深い一側面ではないかと思い至り、読み始めた次
第である。
通読して何より印象的だったのは、実にきめ細かい著者の筆遣いである。一
つ一つの事柄について、隅々まで行き届いた考察が繰り広げられ、頭の中にす
っきりと整理されていく楽しい経験ができた。そして、自分が一応専門として
いる文献歴史学の手法と比較しながら、啓発される論点が多々あった。それに
ついて、当方の感想をまとめ、著者のご教示を得たいと思い、松尾氏に提案し
たところ快諾を得た。本論はそうしたいきさつで書かれたものである。以下の
文章では、著書の内容を満遍なく紹介するつもりはない。当方が特に関心を持
った点を拾い上げて、感想を述べるに過ぎない。拙文を読んでこの書に関心を
持っていただいたのならば、ぜひ直接ご一読いただきたい。
1. 歴史学の方法
本書では、社会調査という都市社会学を支える手法の変遷を軸に、分析が行
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われている。これと対比させる材料として、最初に自分がなじみのある文献史
学の方法について簡単に触れておきたい。
歴史を研究する場合、使われる材料はたまたま残された文献がほとんどであ
る。建造物・遺跡や彫刻・絵画、あるいは近代史での写真・音声・映像や聴取
りも重要だが、基本は文字で書かれた史料である。しかし、史料には、ある事
件を書き手はそう見た、少なくともそう見たことにしたい事柄が書かれている
に過ぎない。別の書き手がいたら、全く異なった出来事が繰り広げられたと描
く可能性が大いにある。最近では使われる機会が減った「群盲象をなでる」と
いうことわざを思い出させる状況である。歴史学は、既に消滅して接近のしよ
うがない過去そのものを直接に研究するのではなく、過去に書かれて、今日偶
然に残った文献の研究をしているに過ぎない。歴史上の人物が筆まめであった
かなかったかは、その後の歴史像に少からぬ影響を及ぼす。また、これまでに
手がかりとなるはずの史料が数多く失われてきた。例えば、織田信長が比叡山
を焼き討ちしなければ、あるいは関東大震災と空襲がなければ、今日の日本史
像はずいぶん異なったものになっていたかもしれない。
しかし、近代の歴史学は、こうした足元に目を向けるよりも、＜科学＞の一
分野として自らを確立させることの方に熱心であった。そこで重視されるのが、
因果律である。例えば、著名なイギリスの歴史家 E・H・カーは、『歴史とは何
か』（清水幾太郎訳、岩波新書、1961 年）の中の「歴史における因果関係」と
、、、、、、、、、、、、、
いう章で、この問題を次のように論じている。「他のすべての科学者もそうで
、、
すが、歴史家も『なぜ』と尋ね続けるところの動物なのです」（傍点引用者）
ととらえるカーは、「歴史の研究は原因の研究」だという。たしかに、「すべ
て人間の行動は、どういう見地から見るかによって、自由でもあり、決定され
てもいる」が、「人間の行為には、原則的に確かめ得る原因がある」。「歴史
家の世界は、現実の世界を写真にとったものではなく、むしろ、有効性の差こ
そあれ、歴史家をして現実の世界を理解させ征服させる作業上のモデルなので
あります」ともいう。錯綜したいきさつを因果関係の体系として整理し直し、
「征服」するのが、歴史家の仕事と見るようである。そして、カール・ポッパ
ーやサー・アイザイア・バーリンのような、歴史に法則性を見出そうとする試
みに疑問を呈する論者を批判して、次のような事例を紹介する。
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ジョーンズがあるパーティでいつもの分量を超えてアルコールを飲んでの帰
途、ブレーキがいかれかかった自動車に乗り、見透しが全く利かぬブラインド
・コーナーで、その角の店で煙草を買おうとして道路を横断していたロビンソ
ンを轢き倒して殺してしまいました。混乱が片づいてから、私たちは―例え
ば、警察署―に集まって、この事件の原因の調査をすることになりました。
これは運転手が半ば酩酊状態にあったせいでしょうか―この場合は、刑事事
件になるでしょう。それとも、いかれたブレーキのせいでしょうか―この場
合は、つい一週間前にオーバーホールした修理屋に何か言うべきでしょう。そ
れとも、ブラインド・コーナーのせいでしょうか―この場合は、道路局の注
意を喚起すべきでしょう。われわれがこの実際問題を議論している部屋へ二人
の世に知られた紳士―お名前は申し上げますまい―が飛び込んで来て、ロ
ビンソンが煙草を切らさなかったら、彼は道路を横断しなかったであろうし、
殺されなかったであろう、したがって、ロビンソンの煙草への欲求が彼の死の
原因である、この原因を忘れた調査はすべて時間の浪費であり、そこから導き
出された結論はすべて無意味であり無益である、と滔々たる雄弁をもってわれ
われに向って話し始めました。それなら、われわれはどうすればよいのでしょ
うか。われわれは流れるような雄弁を辛うじて遮って、この二人の訪問者を鄭
重に、しかし、力をこめて扉口へ押して行き、この人たちを二度と入れてはい
けない、と門衛に命じて、われわれの調査を続けるでしょう。

カーは、明らかに原因と責任という次元の異なる問題を混同している。ここ
では、交通事故の処理という予めやり方が決められている一般的な規範に、個
別事例をどう当てはめるかが問題になっているに過ぎない。この事故を如何に
処置すれば、社会秩序を守れるかが課題であり、出来事そのものへの理解を深
めることが目的ではない。例えば、晴天時か雨天時か、昼間か夜間かを比べれ
ば、後者の方が事故の発生率は高い。しかし、交通事故を起こした者の処分を
する際に、こうした原因は通常無視される。これも、当事者の責任を追及して
社会の安定を保つことに、目的があるからである。責任追求・制裁という規律
維持を目的とした行為と、原因・結果の解明という認識方法は、質の異なる営
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みである。日本は侵略戦争をしたとか、戦争責任があるなどと歴史学者が言い
つのるのは、この二つの区別がつかないためである。ただし、交通事故を減ら
したい、戦争を防ぎたいといった目的意識を持って行なわれる因果関係の解明
は、責任論を呼び込む素地を元々持っている。
より根源的な問題は、こうした因果関係というとらえ方そのものにある。こ
の挿話を、交通事故処理の事例という枠から解き放ち、ロビンソンが死んだと
いう一回限りの出来事として見れば、彼が喫煙家であったことは大いに意味を
持ってくる。あるいは、仮にジョーンズが、パーティのホストに声をかけられ
て立ち話をすることなく、五分早く現場を通過していれば、事故は起きなかっ
たはずである。のろのろと走る車を追い越さずについて行けば、こんなことに
はならなかっただろう。直前にロビンソンはテレビでサッカーの試合を見てい
たが、延長戦が無ければ、煙草屋へ行く時刻も早まり、死なずに済んだに違い
ない。あるいは彼の歩く速度がもっと遅ければ等々と、この事故が起きた原因
を探れば、飲酒運転や自動車と道路の状態と同じような要因が、数限りなく出
てくるだろう。そこにあるのは、たまたま事故が起きてしまったという事実だ
けである。我々の日々の経験は、無数の原因と無数の結果とつながっている。
人は、底知れぬ混沌の中で生きている。
しかし、人間は直接こうしたカオスと向き合って生きることは出来ない。さ
まざまな仮構、言い換えれば文化という船を作って、混沌世界に浮かんでいる。
カーが歴史研究は原因追求だと考えるのは、将来同じような過ちを犯すことを
避け、より良い時代を作っていくための手段にしたいからだろう。これも、近
代になって登場した科学的接近方法という仮構の一つである。科学とは、一回
限りの物語を描くことではなく、繰り返される法則性の発見をめざすものであ
る。そして、研究者は調査や実験、分析や計算という客観的方法で対象に立ち
向かう。しかし、歴史学ではタイムマシンに乗って現地調査に赴くことなどで
きない。きわめて限られた、偏りのある主観的な記録を読み込むだけである。
つまり、自らを科学とする手段を予め奪われている。後に述べるように、実は
歴史学に限った問題ではないのだが、少なくとも歴史学は科学的方法を使えな
い。それゆえ、因果関係の科学的証明などは、そもそも不可能である。戦争体
験から人々は実に多くの教訓を学んでいるが、そのうちのどれが科学的に正し
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いかなど、誰にも判定することは出来ない。
それでは、歴史を研究することにどんな意味があるというのか。史料から分
かるのは、過去の出来事を当時の人々がこのように書き残したということだけ
である。彼らが戸籍や土地台帳を作って精細に現状を記録していれば、そうし
たやり方で、自らの営みをとらえようとする時代だったことが分かる。平安貴
族の詳細な日記からは、彼らが宮中儀礼などでの先例を踏襲することを重視し
て生きていたと知ることができる。このように、過去の人々が世の中をどう見
ていたかを、たまたま残った史料から思いやるだけである。江戸時代や明治時
代の日本にやってきた西洋人は、一握りの特権階級と大多数の貧民からなる他
の東洋諸国とはまったく異なる、自由で分厚い層をなす中産階級が勤勉に働い
ている社会に驚いて、それを記録に残している。しかし、当時の日本人にはそ
れは当たり前すぎて、わざわざ書き記すことではなかった。外国人の目を通し
て、我々はその詳細を初めて知ることができる。
最近小学校社会科教科書の日本史の叙述をまとめて読み、そのあまりにも露
骨な階級対立史観に驚いた経験がある。一例を挙げれば、万葉集について、貧
窮問答や防人の家族を思う歌ばかりを上げて、当時の一般庶民が苦しい生活を
していたことを強調する材料としてしか扱われていない。万葉集全体を見れば、
天皇から庶民まで様々な立場の人々による多彩な歌が収録されている。その豊
かな表現の集大成に価値があるのに、そうはとらえない。貧困や義務に伴う苦
難はいつの時代にもあることで、むしろそれを含めた人間の経験をこれほど数
多く歌ったところに驚くべきだろう。北朝鮮でならば、こんな嘆きを公然と記
録に残すことは出来ないが、だからといって貧困が実在しないわけではない。
こうした苦しみまで表現できたところに、古代日本の特色があると見るべきで
はないか。歴史学とは、例えば戦争再発防止といった現在の価値規範を投影し
て過去を裁断するのではなく、未来を知らずに生きた過去の人々が言葉に込め
た思いを、忠実にたどることに尽きるはずである。そして、日本史とは、自分
の中に仕込まれてしまった日本語や日本的価値観への理解を深めるために、過
去を振り返ることに他ならない。
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2. 都市社会学の成立
以上が、筆者の考える文献史学の意味である。これに対して、社会調査とい
う歴史学にはない科学的な武器によって、研究対象に立ち向かえる都市社会学
はどうであろうか。何の解明を目指し、どのように社会調査という方法を使っ
てきたのか。本書に従って、近代日本の経験をたどっていきたい。
著者によれば、「都市社会調査の出発点」は、「近代大都市の勃興に対する
驚きと、そのなかで生じた貧困をはじめとする社会問題を対象化したいという
欲求」にあった。明治期に書かれた都市下層社会のルポルタージュが、その嚆
矢であったが、こうした手法が社会学に受け継がれることはなかった。その後
大正 9 年（1918）に内務省社会局が設置され、社会行政が本格化する。そのた
め行政による社会調査が進んだが、それと共に民間の調査活動も盛んになる。
大正 13 年に組織された東京帝国大学セツルメントに調査部が置かれたり、協調
会、大原社会問題研究所（共に大正 8 年設立）、東京市政調査会（大正 11 年設
立）といった本格的な調査機関が出現している。こうした日本における社会調
査の本格化の背景には、世界大戦後に勃興した新思潮の影響が大きいと考えら
れる。この大戦争は空前の総力戦となった結果、労働者や女性の社会的地位が
向上し、デモクラシー思想の擡頭をもたらした。その一方で、総力戦に耐えら
れなかったロシアには、共産主義国家が出現した。大戦の戦場となったヨーロ
ッパを中心に勃興したデモクラシーとマルクス主義の風潮は日本にも拡がりを
見せ、さまざまな「社会問題」が注目を浴びるようになっていく。このような
個々の国家の歴史的いきさつを超えた国際的な改革思想に触発されて、社会調
査が組織的に始められた側面に注目したい。
この頃、アメリカでは社会事業などをきっかけとする社会踏査がさかんにな
り、それが「1920 年頃から本格化する社会科学の科学主義化」に追随して、シ
カゴ学派都市社会学が形成されている。昭和期に入ると、その業績が日本でも
紹介されるようになり、さらに「社会調査とアカデミズムの距離も 1930 年代後
半にはかなり接近しはじめていた」という。こうして日本でも都市社会学の研
究が始まるようになる。
その創生期の中心的な当事者として、著者は慶應義塾大学で社会学の講座を
担当した奥井復太郎に注目し、その業績を詳しく紹介している。それまでの社
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会調査はスラム街などを対象とする「異質性認識型、異文化探訪型」の手法が
採られてきたが、奥井の手法はこれとは全く異なっていた。彼が研究対象とし
てこだわったのは、自らを育んだ東京である。しかも、十九歳で葉山に転居し
てからは、東京まで遠距離通学・通勤をする身として、東京を外から見る視点
をも持っていた。彼は、自身も含まれる新中間階級の地理的な分布に注目し、
この時期急速に拡がる彼らの生活圏の様相を通して東京を見ようとした。
こうした東京研究は、とりわけ戦後に顕著になるのだが、次のような特異な
都市観に支えられていた。彼にとって、都市化とは「土民性から国際性へ、郷
土志向から普遍的選択的志向へ、人びとの心性が近代的なものへと変化するこ
と」であった。都市社会とは「人間解放の場」であり、「世界的人格を持った
市民こそ、現代大都市にふさわしい都会人である」と考えたという。その担い
手として新中間層に期待をかけたが、東京の現状は彼の理想とはほど遠く、
「日
本に都市なし」「日本は至るところ、ことごとく田舎である」という絶望感が
表に出てくるようになる。こうした市民観については、後に改めて触れたい。
ところで、奥井が行った代表的な社会調査として、昭和 12 年（1937）に行わ
れた鎌倉町調査がある。東京生活圏の飛び地へと変貌している鎌倉についての
大規模な戸口調査である。そして、これと昭和 29 年から二年をかけて実施され
た近江哲男による鎌倉市調査とが比較される。奥井の調査では、「東京の山の
手から脱出した『新中間階級』の鎌倉」という姿が浮かび上がってくるが、近
江は「必ずしも十分でない生活に悩む平凡な人びとからなる普通の地域」が描
き出される。こうした差が生じたのは、たしかに、戦争をはさんで鎌倉のあり
方が変貌した側面もあるが、それ以上に「2 人の思考や視座にある先有傾向」
によるのではないかという。「社会調査には『見たいもの』を見てしまう傾向
がどうしても存在する」。そこから、彼らの「『発見』は調査データに十分に
根拠づけられているか」という問題点が見えてくる。著者は、この点を手がか
りに、「都市社会調査の臨界」を次のように指摘する。
ひとつは、「個別の個性ある都市を事実上の母集団としつつも都市一般レベ
ルに議論を展開させようとする欲求、つまりその調査が『調査していないこと』
を調査結果の考察過程に織り込もうとする誘惑を、いかに適切に処理するか」
という問題である。これは近江の調査に顕著なのだが、「基本的論理のレベル
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から統計学に深く依拠するようになった調査方法論には、母集団の外部を把握
する技法は存在しようもな」い。にもかかわらず、「統計学的論理の枠組から
外れる領域にまで踏み出」してしまっている。
もうひとつは、社会調査は「人と人との空間的共存のあり方を何らかの角度
から切り取ろうとすることをその根幹としている。しかし、量的な質問紙調査
であろうと質的インタビュー調査であろうと、調査単位が個人である限りは、
人びとのつながりそのものを直接調べることはできない」という問題である。
奥井と近江の調査が露呈させた、社会調査が抱えるこの根源的な「臨界」への
自覚が、現在の社会学者にはあまりにも乏しいのではないかと、著者は問いか
ける。
この二つの困難から抜け出すことは、きわめて難しい。「個性ある都市」と
いう時の個性とは、他の都市と比較する意識によって見えてくるものだろう。
そもそもある都市を調査をする動機も、自分なりの都市観から特に興味をひか
れる所、つまり「見たいもの」があるためではないか。また、たしかに当事者
にならない限り「人びとのつながり」は見えてこない。このような、研究者の
見たいものが分析を通して本当に見えてきてしまうという問題と、分析対象そ
のものには直接触れられないという点は、文献史学も共有している。歴史分析
では、多くの文献を読み、その中から重要と思われる部分を引き抜き、それを
整理して歴史像を造る。史料の取捨選択に客観的な法則があるわけではないか
ら、こうした同義反復の世界から自由になることは出来ない。その一番低俗な
例が、先に挙げた小学校教科書での万葉集の扱いである。また、残されている
のは、主に文章であり、その文章を読んで起きた事柄について想像力を働かせ
る以外に手がかりはない。歴史学は、現実ではなく言葉の世界に浮かんでいる
に過ぎない。
こう考えると、科学的裏付けを持たない文献を読み込むという手段しか持た
ない歴史学と、社会調査という科学的な研究方法を持っているはずの社会学と
は、案外似たもの同士だと言えないだろうか。これは、歴史学や社会学に限ら
ず、社会科学や人文科学と称する法則性を追求する言語領域が、ジョーンズが
ロビンソンを轢き殺した事件を扱う際のような混沌を、簡単には突破できない
のではないかという問題へとつながっていく。
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3. 戦後の都市社会学
戦後日本の社会調査は、アメリカの手法を本格的に導入することから始まっ
た。「社会調査を学問活動の基盤に位置づける経験主義的な研究スタイル」が
取り入れられ、統計的な調査を支える推測統計学、とりわけランダム・サンプ
リング（「無作為抽出法」）論が使われるようになる。ここで著者は興味深い
指摘をしている。ランダム・サンプリングが理論的に優れていることは知られ
ていたが、実際に社会調査で使われる例は、アメリカを含めて多くなかった。
ところが、日本は例外であった。「日本では住民基本台帳や選挙人名簿、米穀
台帳などがサンプリング台帳として容易に利用することができたが、そのよう
な包括的かつアクセス可能な名簿が存在する国は稀である」。この状況は現在
でもおおむね変わっていないという。これ以降、ランダム・サンプリングが、
都市社会学の手法として繁茂するが、それを支えたのは日本特有の土壌であっ
た。
そのランダム・サンプリングを武器の一つとして、日本が独立を果たした昭
和 27 年頃、西暦で言えば 1950 年代前半から、都市の総合調査が盛んになる。
社会学者に限らず、地理学者、都市計画・建築学者、政治学・行政学者らが共
同で実態調査を行い、学問的な成果だけではなく、都市経営や計画・政策の立
案への貢献も目標となった。しかし、研究手法の違いから学際研究としての成
果が出たとは言いがたく、「総合の概念に込められた多様な期待はあまり実を
結ばず、しだいに縮小あるいは変質していった」。特に学問研究の部分が弱く
なり、計画・政策立案の側面が肥大化していったという。そうなった理由は、
そこでの研究成果が知的好奇心を刺激するような内容に至ってなかったためだ
ろう。例えば、「日本都市学会の総合調査として最初のピークに達する力の入
った」、名古屋を対象とした「大都市の機能調査」では、周辺町村居住者を調
査して、次のような結論を出したという。「住民は現状への不満を合併志向へ
と転化させており、とくに高学歴者に合併賛成者が多い。合併先としては名古
屋市が望まれており大都市志向が見て取れる」。これは結論を極めて簡略にま
とめたものだから、この結論に至る過程に興味深い分析があるのだろう。しか
し、これを読む限り特に意外性はなく、「だからどうした」と突っ込みたくな
るような内容である。別の箇所でも、「それまでの都市の社会学的研究は、た
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とえ綿密な実証研究を意図したものであっても、市勢要覧と大同小異なもので
しかないといった批判を受けることが少なくなかった」という指摘がある。科
学的研究さえしていれば、それで良いのかという問題である。
こうして都市の総合調査は衰退していくが、当時の代表的な都市社会学者三
名の業績が、次に紹介される。磯村英一と矢崎武夫と鈴木栄太郎である。その
中でも、矢崎の仕事にとりわけ注目したい。元々一般企業に勤めていた彼は、
クリスチャンであった縁から、教会を通して留学生に選ばれ、昭和 24 年から三
年間シカゴ大学で学んでいる。ここで習得した社会学の手法をそのまま適用し
て書いた「東京の生態的形態」が、彼の最初の仕事である。いわゆるシカゴ学
派の強い影響下にあった当時の都市社会学者たちに、これは強い衝撃を与えた
という。しかし、矢崎は、シカゴ学派のような「米国の都市社会学が米国の都
市分析の結果発展して来たように、日本の都市社会学は日本の現実に密着した
ものであることの必要を痛感」するようになる。そして、アメリカの都市とは
異なり、「伝統的な日本文化の基盤の上に」形作られた日本の都市を、歴史的
に研究し、『日本都市の発展過程』という成果をまとめている。しかし、「一
都市の枠組みをはるかに超えた権力の動きや経済の変動に着目して都市を説明
しようとするその議論は、もはや周囲の都市社会学研究の潮流とはほとんど交
わり得ないものとなっていた」という。アメリカの社会学理論で分析される日
本の都市には興味を持つが、日本の歴史の中で日本の都市を見ようとする手法
に無関心な傾向については、後で改めて検討したい。
ところで、磯村英一や鈴木栄太郎は、都市を地理空間としてとらえ、そこで
の人間活動を解明しようとする人間生態学という手法を採っていた。実際には
限られた範囲での社会調査に止まっていたが、これを本当に達成させるために
は、現地でのフィールド調査も含め「巨大な都市社会を相手に、人間と地理的
広がりの両方を見据えた膨大な社会調査をしなければならない」。しかし、そ
れが事実上不可能であることが明らかになると共に、こうした手法からアーバ
ニズム論へと、都市社会学は転換していく。
昭和 30 年代半ばから日本で盛んになるアーバニズム論とは、「都市社会を地
理的秩序という『面』で捉えるのではなく、そこに住む人びとの社会生活とし
て捉えようとするものであった」。そのために、「都市の一般住民を対象とし
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たサーベイ調査で得たデータをもとに、住民個々人の意識の次元から社会構造
の次元へと結びつけて把握しようとする」。こうした研究を先導した倉沢進は、
次のようにして、「標準化調査法」を編み出した。意識を「行動原理」「価値
志向」「共同体の価値」「個人の主体性」の四次元に整理し、それを「家族」
「近隣」「職場」「マスライクな非集団場面」の四場面ごとに細分化して、合
計十三（四×四＝十六だが、現実的意味のない三つを除外）のカテゴリーを作
り、それぞれについて、サーベイ調査を行う。その分析を通して、都市化の形
態・構造・意識の関連を解明していくという。こうした「都市化アプローチ」
は「時間的推移や歴史的事象を扱わずとも解明し得る方法」であり、「個別具
体的な地域の個性や文脈は捨象して、調査地の特性はあくまでも抽象化された
地域類型のなかの一事例、一標本として位置づけ」られるという。そして、こ
れまでその存在の欠如という論じ方が多かった「市民意識」について、「市内
のニュースへの関心」「市民団体への態度」「各選挙への投票行動」「自治の
あり方に関する意見」「町内会への態度」という五項目をもって「市民意識尺
度」による調査を導入した。ここでも、「市民意識概念の混乱ないしあいまい
さをさけるため、地元意識の要素を排除した」という。このように、抽象的な
市民意識を最初に概念化し、それに基づいた質問項目を作って数量的調査を行
い、歴史性や地域性を超えたデータによって社会構造を解明する。観念的な枠
組みの中に最初から自分を閉じ込め、一寸先は闇である混沌とした現実との接
触を避けている、そんな姿が浮かんでくる。ここに示される成果は、門外漢に
は何の魅力もない。人間や社会に対するより深い洞察の糸口になるとは思えず、
平板なレッテル張りにしか見えないからである。
何故そうなったのか。それは、自らの研究が科学であることを証明したいと
いう意識に捕らわれすぎたためといえる。都市総合調査にしても人間生態学に
しても、空間としての都市と向き合うことを出発点にしていた。しかし、そこ
で二つの困難にぶつかる。ひとつは社会全般の中で科学的な位置づけが出来な
い点である。もう一つは退屈な現実しか見えてこないという点である。
前者についていえば、それが当然だとは認めがたいようである。しかし、Ｅ・
Ｈ・カーの交通事故の例を引き合いに出したように、人間社会で起きたことを
科学的な因果関係で説明し尽くすのは不可能だと思い知るべきであろう。もち
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ろん、人間は多くの因果律を知っている。火に手をかざせば火傷をする、陶器
を床に落とせば割れる、誉められればたいていの人が喜ぶ等々、経験的にさま
ざまな知識を持つ。そんなことは、科学とは無縁の時代から、人々には分かり
きったことだった。しかし、そうした因果関係からなる法則性で、社会の事象
全般を説明できると考えるのは、社会科学の妄想に他ならない。もしも、これ
までの出来事の因果関係がすべて分かるならば、現在の社会を徹底的に調査す
れば、未来予測も可能になるはずである。しかし、そうした可視化は絶対にあ
り得ない。世の中は理解可能な因果律の連鎖で形作られているわけではない。
例えば、競馬やプロスポーツの面白さはそこにある。そう思い知ったら、たま
たま起きてしまったことを、いかに想像力を刺激される形で描くかに尽きるだ
ろう。科学的であるかどうかよりも、読み物として興味を惹かれるかどうかが
重要になってくる。例えば、日本史の叙述を振り返ると、吉村昭は、凡百の歴
史研究者の業績などとは比較にならない位優れた作品を、数多く産み出してい
る。司馬遼太郎となると、説教が入り筆に狸の毛が相当に混じっているが、無
視しがたい歴史小説を生み出している。これらの作品は、日本人の歴史意識を
形作る上でも、大きな影響力を持っている。このように、歴史叙述では、文章
の臨場感が決定的な意味を持つ（と私は思っている）。同様に社会学でも、極
めて優れたルポルタージュに、社会学の分析はかなわないという見方があって
も良いように思う。
時は次々に過ぎ去り、眼前の現実をあっという間に過去という幻の世界に押
しやる。過去は曖昧な記憶として、あるいは断片的な記録として残るだけであ
る。歴史学は既に過ぎ去ってしまった世界と最初から向き合おうしているが、
社会学を含めた他の人文社会科学も、根本において違いはない。事象を捉えた
瞬間に、それはとらえどころのない過去になっているからだ。アーバニズム論
が出来事としての歴史を超えた社会構造を捉えたつもりでも、今日から見れば、
間違いなく過去の一時期の現象と向き合っているに過ぎない。そして、次々に
過去になっていく現在は、因果関係を超えた混沌とした世界である。都市社会
学は歴史学とは異なり、社会調査という独自の手段を持つ分、科学的解明への
期待が強いのだろう。自らを科学の一分野にしたい、しかし人間生態学のよう
に眼前の現実と直接向き合うと、その理論化が困難なことに直面する、そのた
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めに、アーバニズム論のように科学的な、しかし実は観念的な枠組みの中に引
きこもってしまったといえるだろう。
もう一つの点、分析結果がおもしろみを欠くことは、方法論よりも何のため
に研究をするかという目的論と関わる。横山源之助や松原岩五郎らによる明治
期の下層社会探訪記は、新たに登場した特異な世界を驚きの目で記録したため
に、今日でも読み継がれる程の力を持っている。こうした先駆者のやり方を「異
質性認識型、異文化探訪型」というが、下層社会の住民も自分達の同胞であり、
仲間であるはずの彼らの実態を広く同じ日本人に知らせたいという問題意識
が、こうした探訪記を書かせたといえる。しかし、一旦アカデミズムの中で一
定の地位を得ると、社会学者以外の者でも興味をひかれるような主題を発見す
る能力が著しく低下するように見える。この意味で、著者が実現はしなかった
が「あり得たかもしれない都市社会学」として紹介している事例は興味深い。
広島大学原爆放射能医学研究所に所属していた社会学者湯崎稔が、戦後二十年
前後に NHK と提携して行った爆心地復元調査である。これは当時の広島で大
きな反響を呼び起こし、多くの人びとの証言が得られている。例えば、区画整
理で失われた昔の町並みを再現しようという活動をしても、これほどの反響は
なかったに違いない。原爆を投下されるというむごい経験に深く傷つき、それ
を皆が共有しているという意識があるからこそ、失われた市街地、そしてその
市街地であの時見聞きした出来事が、かけがえのない記憶として甦ってくる。
そのような＜物語＞が大切だろう。世界は混沌としているが、人間はそこに物
語を見出して生きている。日本史とは、日本人の来歴をめぐる物語であるし、
夫婦、親子、兄弟と形作る家族のかけがえのない思い出も、物語である。人は
皆さまざまな物語に包まれて、混沌世界に浮かんでいる。こうした物語を再構
成するという形でテーマを設定しないと、都市社会学は魅力を持てないだろう。
4. 市民か国民か
その場合に問題になるのは、都市社会学は誰を主役と想定しているかという
点である。本書で繰り返されるのは、＜市民＞という言葉である。日本で都市
社会学研究が始まったのは、第一次世界大戦後に社会問題が注目されるように
なってからである。研究手法はアメリカという人工国家で形作られた社会学の
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影響を多大に受けている。奥井に典型的に見られるような、非歴史的で国際主
義的な前提が、そこにはあるといえる。
しかし、宇都宮市民とか広島市民という以上に、市民という言葉の意味を拡
げたくない者にとって、この出発点から違和感を懐く。戦後日本では、これま
での日本の歩みを否定的に見ようとする傾向が長く続いている。戦後の社会科
学者の多くは、欧米の学問の視座から日本を見ていて、日本そのものの中に深
く入ろうとはしない。これからの日本を構成すべきは、近代社会に普遍的な市
民であるとみて、伝統文化に支えられた日本国民という観点を避けようとする
意識である。それは、日本の歴史を研究しているはずの学者をも支配していた。
例を挙げておこう。
鶴見俊輔は『日常的思想の可能性』（筑摩書房、昭和 42 年）の「あとがき」
で次のように述べている。「近頃、私は、丸山真男氏から自分の書いているも
のの核心にとどく批判をうけた（『思想の科学』、一九六七年五月号）。それ
は、一つは、日常的ということをたやすく日本的ということにおきかえるなと
いう批判である」。『思想の科学』に載ったのは「普遍的原理の立場」という
鶴見と丸山眞男の対談である（『丸山眞男座談』7 岩波書店、1998 年所収）。
ここで丸山は、次のような「日常的な経験」の例を挙げて、日本的という用法
を批判している。

たとえば、地下鉄に乗ったり、雑踏にもまれて歩いているときに、わたしの
感覚のなかでは、自分はいま日本にいるからとか、隣にいるおばさんは日本人
だとか、そういうのはほとんど意識しない。イギリスの地下鉄に乗っても隣に
いるのはただの人間でね、むしろ、ふと自覚的に、ああおれはいまイギリスに
いるんだな、と思った。帰ってきて間もなくこんどは、御茶ノ水の雑踏にもま
れて、ふと自覚したときに、初めておれはもう日本にいるんだな、と思う。わ
たしは英会話はおそろしく苦手なので、これは語学の問題とは思われない。こ
れは日本とかイギリスとかいうことじゃなくて、たとえば、いま未知の編集者
とかどこかの会社の人が訪ねてきたとします。名刺を出されれば、ああ何会社
の人かと思います。だけど、何か世間話でもはじめれば、編集者も何会社の社
員も何大学の教授もへったくれもない、ただの一人の人間と一人の人間とがダ
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ベっているという感じになっちゃう。

どこの国や組織に属しているかで他人を区分するのではなく、生身の人間と
して接するのが自分にとっての日常であり、それを日本という特殊な枠組みの
中に閉じ込めないで欲しいと、丸山は言いたいようである。市民という言葉は
使われていないが、ここに言う「人間」とは、明らかに国民ではなく市民に限
りなく近い存在である。これに対して、鶴見は「私は、自分のものの言いかた
のあいまいさをまずいと思う。今の日常状況にあるものからはじめて考えたら
どうなるか、という仕方で考えを進めてゆくことが、自分の方法であるはずだ
し、それを不用意に日本的なものと結びつけないようにしてゆきたい。日本的
なものについても私は関心をもっているが、それは、別のこととして追求され
なくてはならないだろう」（前掲『日常的思想の可能性』）と殊勝に反省する。
つまり、日常と日本は別々に取り扱うべきだと考えるようになっている。しか
し、両者を分けることはできるのだろうか。
丸山の「わたしは英会話はおそろしく苦手なので、これは語学の問題とは思
われない」とは、理解し難い発言である。彼がかなりの英語の使い手でなけれ
ば、成り立たない状況だからである。車内放送が聞きとれ、運転経路表や中吊
り広告などが読め、「どうぞおかけ下さい」とか「失礼」といった会話を乗客
同士が交わせるのを、地下鉄内の日常というべきだろう。苦手とは、これらを
完全にはやりこなせないという意味なのだろうか。そうだとしたら、日本での
日常とは微妙に異なってくる。さらに、ソウルや北京の地下鉄に乗っても、同
じ思いに浸れるだろうか。韓国語や中国語が分からなければ、異世界に一人取
り残された孤独を味わうに違いない。かつてのニューヨークの地下鉄ならば、
別の意味で日常にはならなかった。日本には日本固有の日常があり、イギリス
にはイギリス独自の日常がある。それぞれの国の日常を、その場から切り離す
ことはできない。
もちろん、他国の日常と日本の日常との間に共通点は多々ある。特に今日の
ように相互の交流が盛んな時代には、都市作りにおいても、音楽や食文化など
においても、共有される部分が多くなっている。日本の地下鉄とイギリスの地
下鉄は、言葉の問題を除けば、よく似ているのかもしれない。最近では、外国
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人の地下鉄利用が日常的な風景となり、外国語表記も当たり前になっている。
しかし、東京を動かしているのは、抽象的な人間・市民ではなく、日本語を使
う日本人・日本国民である。日本語を理解できない外国人にとって、東京に居
ることは非日常であって、日常ではない。
編集者らとの会話にしても、ともに日本語を話せることが大前提である。ま
た、仮に未知の編集者や会社員の話し方が、家族や友人に対するような砕けた
口調だったら、丸山は馴れ馴れしいと思ったに違いない。あくまで、用事を頼
みに来た編集者なり会社員と東大教授丸山が、それぞれの役割を演じながら会
話しているに過ぎない。日本語では、男女で言葉遣いが違うし、相手との関係
で喋り方が変わるのが当たり前で、「ただの一人の人間と一人の人間とがダベ
っている」だけという抽象的な状況で、どんな話し方がされるかなど想像もつ
かない。これは外国語でも同じことだろう。アーバニズム論の研究者と同じよ
、、
うに、丸山も自らを観念的なたがの中に押し込めている。少なくとも外国語を
理解できない日本人にとっての日常とは、日本語が通じ日本的な価値観に支配
される世界だけであって、それ以外に日常はない。
このように日本を重視するのは同義反復であって、日本が大事だと思うから、
日本という切り口が重要に見えてくるともいえる。同様に、市民が大きな存在
だから、市民の担う社会が基本に見えるのだろう。しかし、人類が進歩し豊か
になれば、どこの国でも普遍的市民社会に到達するだろうという仮構を、現実
の国際情勢が間違いなく突き崩している。ヨーロッパにおける移民・難民問題
の深刻化、スコットランドやカタルーニャの独立への試み、イスラム原理主義
の擡頭、中国の尊大な膨張主義的ふるまい、韓国の頑なな反日姿勢等、今日の
世界は、普遍性よりも歴史を共有する個別の集団のぶつかり合いの方が決定的
なことを、はっきりと浮かび上がらせている。
日本国内に目を移しても、日本というまとまりが強くなっている。都市社会
学における都市とは、明治までの日本人の大半が暮らしていた伝統的な農村と
は異質の近代的な存在であった。しかし、その後都市化が進んだ果てに、今日
では日本全体が一つの都市になったともいえる。今から六十五年前の昭和 25 年
に産業別有業人口の半分を占めていた農林水産業従事者は、現在 3％程度に激
減した。自動車が普及し、ほとんどの日本人は、コンビニ・スーパー・外食チ
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ェーン・大規模家電店などを日常的に利用できるようになった。テレビ放送に
よって標準語が浸透し、ネットの普及で日本語による情報を全国どこでも同時
に入手できる。新幹線と飛行機の発達は、日本中をほぼ日帰り圏内にした。一
極集中の極にある東京の存在は無視できないが、かつて都市と農村の間にあっ
た、生活・文化水準や情報量の大きな落差は消滅したといって良い。日本の都
市社会学とは、ほとんど日本の社会学と同義になったといえるだろう。そうだ
とすると、その構成員をどう呼べば良いのか。＜日本市民＞となるのだろうか。
しかし、日本とは、単に地域を指すだけではない。そこに住む日本語を使う人
々には、市民など全くいなかった時代から営々として培われた日本文化が根付
いているし、そうした歴史を共有するまとまりは、占領期を除いて常に対外的
に独立した存在であり続けた。彼らは＜日本国民＞としか呼びようがない。
「異
文化探訪型」から「自己認識型」調査への転換が、都市社会学の趨勢とされる
が、自己とは何かが改めて問われている。
これと関連して、最後につけ加えたいことがある。日本の敗戦をどうとらえ
るかという問題である。本書では、
「第二次世界大戦の敗戦は解放でもあった」、
「政治的社会的な拘束からの解放」、「戦時体制下で停滞していた学問研究が
息を吹き返した」といった評価がされている。もちろん、戦時中に「防諜政策
の一環として社会調査や国内（内地）に関する統計の発表が厳しく制限される
ようになっていた」のは当然であり、そうしなければ総力戦を戦い抜くことは
出来ない。これは戦争当事国全てに当てはまり、日本に限った話ではない。し
かし、侵略的で抑圧的な日本が、敗戦によって平和で自由な日本になったとい
う文脈で捉えられるのならば、疑問が生ずる。こうした「解放」のイメージを
総論として語りながら、具体的な記述からは、それとは異なる様相が浮かび上
がってくるからである。
本書では、「極端な国家主義のもとに、社会科学の研究の自由はなく、もと
より実証的研究の余地はせばめられ、わずかに『聖戦』の遂行に支障を来さな
い限りでのやや好事家的な採集調査か、日本の帝国主義的侵略のもとにあった
東亜の諸民族の『客観的』な社会人類学的調査しか許されなかった状態」（島
崎稔）といった＜正義派＞の高みに立つ強張った文章が、そのまま肯定的に引
用されている。ところが、その直後に、「しかしこのような時期にあっても、
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社会調査の画期をなす新しい試みもなされていた」と続き、その事例が紹介さ
れた上で、「戦後から今日へとつづくその後の社会調査の展開に連なる基盤を
用意していた時期でもあった」とまとめられる。つまり、戦時期の研究が戦後
期へと連なるという展望が、本文の記述から浮かび上がってくる。
戦中期でも社会学科は、アカデミズムの一部門として手厚く保護され続けた。
例えば、鈴木栄太郎は昭和 20 年に「京城帝国大学に赴任すると、朝鮮半島をフ
ィールドにした調査に力を注ぐようになる」。そして翌 21 年には東京で GHQ
民間情報教育局の顧問となり、その後北海道大学に就職している。彼は、昭和
16 年に部落会・町内会論を発表しているが、その中で「現に其整備を進められ
て居る町内会はかくの如き私的なものではなく万民翼賛の実をあげる為に其は
国家的に必要な公的機関であり、かくの如き機関の整備拡充は臣道実践の為に
必要である」と主張している。鎌倉を調査した奥井も、昭和 14 年に「近来流行
的になっている近隣団体の組織化について、最も重要な基礎」になると強調し
たという。戦中期の都市社会学者も時流に棹さす存在だった。
また、戦争直後にさまざまな社会調査が行われたが、「戦前の都市社会調査
と非常に類似しているという点では際だった特徴がある」という。そして、昭
和 21 年 6 月に、GHQ が政府に対して世論調査禁止を通告したことも指摘され
ている。明言されていないが、徹底的な言論統制の下で行われた GHQ の占領
政策が、逆に日本人の世論調査によって制約を受ける可能性を排除したいため
と解釈できる。このように、都市社会学史の視点からは、「解放」という事態
がまったく見えてこない。敗戦は「解放」であったという紋切り型の見方を、
本文の記述自体が突き崩しているといえる。

おわりに
都市社会学は、＜市民の科学＞による支配から抜けだし、＜国民の物語＞を
取り込むことが必要ではないだろうか。これが松尾氏の著書を読んで、最も強
く感じた点である。
しかし、問題は社会調査という独自の方法をどう考えるかにある。文字史料
を相手にする歴史学とは異なり、生身の人間や現に活動している社会と向き合
うことには、独自の困難がつきまとう。例えば、奥井が昭和 12 年に行った調査
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で、早くも鎌倉町民の間から「明かな目的も示さず」、「他人の私事を調査す
る」ことへの反撥の声が上がっている。調査される側が自分たちにも有益だと
思えなければ、協力は仰ぎにくい。この問題は、個人情報に敏感になっている
今日では、より深刻となっている。広島の爆心地復元調査のような幸せな結び
つきは、極めて例外的といえる。テレビは街頭調査や現場取材をしばしば行っ
ているが、これはテレビに出られるという調査取材される側の期待に支えられ
ている。このような見返り、例えば金銭的報酬によって、社会調査を行うのは
無理だろう。そうだとすると、社会調査の可能性は次の三つに限られないか。
ひとつは、国勢調査や家計調査のように、学問に限らず、広く行政その他に
役立つ調査をすることである。この点に関連しては、データ蒐集とデータ分析
の関係が問題になる。「サムプリング調査法の普及により、官庁統計によらず
に、研究者自身が個人を単位として調査する事を可能にした」（安田三郎）こ
とを背景に、「日本の都市社会学はその歴史的経緯や学問的系譜もあって、社
会調査を行わない研究を受け入れない方向へ向かっ」たという。しかし、両者
を分けて考える場合もあって良いのではないか。歴史学でも史料蒐集を行うが、
集められた史料はすべて整理分類するのが原則である。特定の研究目的のため
に作られた史料集は、それ以外の視点からの研究には役立たないからである。
つまり、史料集の作成と歴史分析とは、はっきりと区別されている。経済学者
が使う統計も、これに似ている。学生時代に数量経済史の大家である中村隆英
氏から、自分の研究は、最初に統計からグラフや表をあれこれ作り、それを縦
から横から色々に眺め、そこで見えてきたことをまとめて文章にするというや
り方をとっているという趣旨の話を聞いたことがある。最初に多様な内容を持
つデータを幅広く集める作業が独立してあり、次いでその成果を研究者が独自
な角度から分析するという手順を踏んだ方が、研究に広がりを持てるのではな
いか。なまじ、個人でデータ蒐集をできる環境が整ってしまったために、戦後
の都市社会学はかえってやせ細っていった側面もあるように思える。ただし、
こうした大規模な調査は、官庁やしかるべき調査機関が行うものだろうし、現
状ではこれ以上新しい視角からの調査をする余地はないのかもしれない。そう
だとしたら、社会調査を伴わず、既存の統計や新聞雑誌の記事などを駆使した
研究に、もう少し寛容でも良いように思う。
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二つ目の可能性は、調査対象と付き合いを重ねることで、相手の胸襟を開い
てもらうやり方である。最初の方法が数量調査になるのに対して、定性分析が
中心となる。いわゆるルポルタージュの手法である。松原岩五郎は、自ら貧民
街で職業を転々として、住民達の暮らしぶりを描き出した。そうしたやり方を
含む方法であるが、自分の問題意識を対象に投げかけることで、相手がそれを
意識して、考え方が変化してしまう危険性もはらんでいる。
三つ目は、第三者の目に徹することである。今和次郎の考現学や磯村英一の
都心生態調査のように、調査対象とほとんど関係を形作らない調査や町並みの
観察といったやり方である。ここでは物語性が低くなるが、調査対象から拒絶
される可能性は低くなるだろう。
以上は部外者の全く無責任な見立てであるが、こうしてみると、研究材料の
蒐集という点では、文献史学の方がはるかに確実な気がしてくる。現代史研究
で行われる当事者からの聞き取りを別にすれば、基本となる文字史料には全く
揺らぎがない。これに対して、社会調査が多様な性格を持ってしまう所に、社
会学の宿命的な困難があるように思えてくる。まさに、本書の目的はその解明
にあり、これまでの試行錯誤について見事な整理をしているが、今後とるべき
方法への明確な展望を持てていない。
それにしても、端から見れば、必ずしも豊かな成果を得られたとは言いがた
い領域に対して、これほどの情熱をかけて綿密に明解に考察されたことに、と
ても感銘を受けた次第である。そして、なぜ感銘を受けたかといえば、この著
書が一見社会学の専門書のようでありながら、実は文献史学の手法で書かれて
いるからだと思い至った。残された文献を手がかりに、過去の研究者の思いと
営みを内在的に理解しようとするのは、まさに歴史学のやり方である。社会調
査という社会学特有の方法ではなく、歴史学の方法を使ったから、説得的な物
語を作れたという皮肉な結果が示されているように思える。歴史学者として成
功された松尾氏が、今後社会学者としてどのような活躍をされるのか、大いに
注目したいところである。
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社会調査に何ができるか
——山室建德「市民の科学か、国民の物語か」に応えて——

松尾 浩一郎

研究とは孤独との戦いでもある。世間や学界で既に関心を集めている問題を
なぞるだけでは、そこに新しい何かを付け加えることは難しい。であるから、
それまで注目されることのなかったテーマに取り組むこと、あるいは従来とは
異なるアプローチで研究をすることなどが求められる。しかしだからといって、
類例のない研究を試みさえすれば良いわけでもない。他とは異なる自分自身の
議論をしつつも、多くの人々からの関心を得て議論の輪を広げていくことがで
きるだろうか。研究者は、誰にも見向きもされないかもしれないという不安と
戦いつつ、誰とも違う自分だけの世界を構築しなければならないわけである。
このたび幸いにも機会を得て、拙著『日本において都市社会学はどう形成さ
れてきたか―社会調査史で読み解く学問の誕生』（ミネルヴァ書房、2015 年）
を刊行することができた。19 世紀末から 1960 年代までに行われた様々な都市
社会調査を題材として、その展開のなかから「都市社会学」というひとつの学
問領域が形成されていった過程を描き出そうとした小著である。もともとは
2013 年に提出した博士学位論文であり、それに若干の手を加えて単行本化した
ものである。
狭い世界に閉じ込められがちな学位論文をこのように世に送り出すことがで
きたのは、率直に言って大変嬉しいことである。しかしこの出版は、そうした
嬉しさと変わらないぐらい大きな不安を抱えながらのものでもあった。果たし
てこの本を読む人はいるのだろうか。筆者として提起したかった議論の文脈を
理解しフォローしてくれる人はいるのだろうか。公刊からしばらくが経ちある
程度の反響を得ることができた今でも、この不安は完全には消えない。
このような不安を拭えないのは、本質的には筆者の力量不足によるものであ
るが、それとは別の理由もある。というのも、本書につながった一連の研究は、
もっぱら「社会調査史」という一般の認知を充分には得られていないであろう
分野を意識してなされてきたものだからである。
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社会調査史研究とは、ごく簡単に切り詰めて表現するならば、社会調査活動
という「出来事」がどのように行われてきたのかを跡付け、その意味を社会史
や学史との関わりの中で追究していこうとするものである。近年になって次第
に注目を受けるようになりつつはあるが、少なくとも筆者がこの研究に着手し
た時点では、日本中で数えても専門研究者は十人にも満たない、きわめて小さ
く目立たない研究分野であった。
拙著はその成り立ちからいっても、根底にある問題意識からいっても、社会
調査史研究であることにそもそもの存立基盤がある。そうであるが故に、良く
も悪くも、世間や学界の一般的な関心とはかなり離れたところでの議論を試み
るということとなった。
出版社も不安を感じたようである。実はこの書の題名は、当初構想していた
表題とはまったく違うものとなっている。というのも、「社会調査史」を掲げ
た書物は売れないと判断されたようで、担当者や編集部のあいだで二転三転し、
最終的には筆者の与り知らぬところで「都市社会学」を前面に押し出した題名
となっていた。
確かに都市社会学の歴史を描いていることは間違いではないから、都市社会
学史の議論として受け取られることも故なしとしない。しかし、1960 年代まで
で記述を終えている本書は、その後にさまざまな展開を経て、まったく異なる
姿へと変貌を遂げた今日の都市社会学から見れば、奇妙な学史と映るに違いな
い。（この点については、玉野和志氏による評「都市的な現実をとらえる方法
としての社会調査のあり方―学説史として網羅的に知るための手引き」『図
書新聞』（3215 号）でも論じられている。）
なにやら冒頭から繰り言めいた言辞を連ねてしまったが、ともかくこのよう
な不安を抱えたままでの出版からしばらく経ったある日、評者の山室建德氏よ
り心のこもったコメントが届けられた。そのコメントは、単なる学史記述を目
指したのではなく、社会調査活動に注目することで社会を研究しようとする営
み自体を問い直すことを志した拙著のねらいを、正面から受け止めてくださる
ものであった。著者としてはこれ以上嬉しいことはない。山室氏にはこの場を
借りて厚く御礼を申し上げたい。
山室氏はいくつかの問題を提起されている。なかでも、歴史学の方法と社会
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学の方法の類似と相違に着目して、いわゆる社会科学と人文学の射程について
議論されていることに、筆者としてはとくに関心を惹かれるものがあった。科
学主義の限界、歴史記述における物語性、市民と国民、社会調査の可能性など
といったその他の話題も、いずれも「歴史学と社会学の方法」という論点に関
わってくるだろう。そこでこれから、とくに社会学の方法―現在のそれと拙
著が対象とした時代のそれは大きく異なってはいるが―の特徴を手掛かり
に、人間や社会を調査し研究することの可能性や意味などについて一考察を試
みることで、山室氏の問題提起への応答に代えることとしたい。
1. 社会学の方法
社会学には多様な顔がある。社会学の名の下で無数の研究が行われているが、
それらのうちかなりのものは、異なる学問分野において発表されたとしても違
和感がないのではないだろうか。人類学、民俗学、心理学、地理学、政治学、
経済学、法学、歴史学、教育学、倫理学、哲学、建築学、都市計画、マーケティ
ング、ジャーナリズムなど。さまざまな隣接分野のあいだで社会学はアメーバ
のように存在している。その学問的性格は、曖昧さや不明瞭さの上に成り立っ
ている。
社会学を社会学につなぎとめるものは何か。その重要なかすがいとして、人
と社会を「実証的」に研究できるのだというアイデンティティと、その技法で
あるところの社会調査の存在を挙げることができる。もちろん社会調査を自分
の研究手法としない社会学者も少なからずいる。しかし社会学は全体として、
世間からの一定の認知と誤解も含めた信用を受けてきた社会調査を、みずから
の掌中に収めてきた。このことは社会学の繁栄と成功―それは必ずしもただ
ちに研究内容の豊かさを意味するものではない―に大きく寄与してきたとい
えるだろう。
社会調査は経験的研究のための技術であるが、果たしてそれは科学だといえ
るだろうか。答えはおそらく否であろう。少なくとも、物理学に代表される近
代自然科学の論理と方法に近づこうとすることを科学だとするならば、社会調
査は科学たりえないといえる。また、今日の社会調査をめぐる動向をみると、
科学になろうと目指すことさえほとんど止めようとしているものも目立ってい
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る。
社会調査の歴史を振り返ってみると、1960 年代前後を頂点として、科学主義
へ全面的に傾斜していく時期が確かにあった。そこでは社会現象の中から法則
性を見出すことが目指された。しかし拙著で検討したように、科学主義は社会
調査の生産性を表面的には高めたものの、人間社会の研究には必ずしも適さな
かったため、社会学研究のかたち自体をいびつなものにしていくという「失敗」
をもたらした。
拙著は 1960 年代で記述を終わらせているが、その後 1970 年代以降の社会調
査は、このような「失敗」を踏まえて、科学でありたいとする欲望を捨てる方
向へと舵を切っている。なかには変わらず科学主義の追求を堅持する系譜もあ
るが、それとは別に、自然主義的な潮流が大きな勢力を作っている。自然主義
的な立場で行われる社会調査は、実験室内のように諸条件を統制することを理
想とするのではなく、生身の人間が織りなす現実の社会現象の舞台となってい
る様々なコンテクスト―土地、文化、歴史、法、政治、経済、そして人間関
係の網の目など―にも積極的に目を向けることを特徴とする。エスノグラフ
ィやライフヒストリー、ライフストーリーなどといった、いわゆる質的調査が
おおむねそれにあたる。
こうしてみると、評者が提示したような歴史学と社会学の相違、つまり、科
学的方法に依拠する度合いの違いは、それほどは大きなものでないといえるの
かもしれない。もちろん主な関心が過去に向けられているか現在に向けられて
いるかが、両者を分かつ大きな分水嶺にはなっているが、それもまた相対的な
ものでしかない。社会調査は「現在」の社会現象を扱うにしても、それをデー
タとして捉え直していく過程を経るうちに、「現在」であったはずのものも「過
去」になってしまうのは、まさに評者の指摘するとおりである。
思うに、歴史学と社会学の方法におけるより本質的な違いは、データ収集
―ここでは研究資料一般を総称してデータと呼ぶこととしたい―のあり方
に所在しているのではないだろうか。
門外漢の誤解曲解であったらご寛恕願いたいが、歴史学の場合は、研究対象
に関する情報が含まれた文書があらかじめ旧家の蔵や何らかのアーカイブの中
などに存在していて、そこから研究者が一定の視角にもとづいて選択的に採り
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上げたものが「史料」となるのだと理解している。このデータ収集の過程にお
いては、研究者が研究対象そのものと関わりあう機会は、基本的にはない。ま
た、研究者の関与がデータの内容や質を変えることも原則的にはないだろうし、
そうあってはならないだろう。
他方で社会学における社会調査の場合は、データ収集の場において、研究対
象に積極的に関与していく。統計分析にかける質問紙調査であっても、個人の
語りに耳を傾けるインタビュー調査であっても、このことは変わらない。研究
者が研究対象に向けて問いを発し、それに対する反応として、初めてデータが
生まれるのである。
筆者自身もさまざまな種類の社会調査を行ったことがあるが、その乏しい経
験からの実感としても、自分で対象に働きかけてデータを「生産」していると
いう表現は腑に落ちる。よりナイーブに言うならば、調査者と被調査者によっ
てデータは共同構築される。そこでは、条件を統制して客観的に測定するとい
う科学的発想は、かなり後景に退いている。
研究者の関与によって生まれる社会調査のデータは、科学研究で用いられる
データとは成り立ちからして異質であり、また、歴史研究における史料ともか
なり異なった性格を持っているともいえる。
評者は「社会調査の可能性」のひとつとして、史料集の作成と歴史分析が明
確に区別されている歴史学の作法を引きながら、データ収集とデータ分析の分
離について述べている。そのような試みは近年少しづつ行われるようになりつ
つあり、社会学では「（社会調査データの）二次分析」と呼ばれている。とは
いえ、二次分析もそれほど広まっていないことも事実である。おそらくその理
由のひとつは、社会調査における対象への関与という性質があるのではないか
と考えている。調査者の関与によってデータが生産されるならば、やはり他人
が収集したデータセットは使いにくくなるだろうし、可能ならば自身の手でデ
ータ収集をしたくなるのは当然のことであろう。
データを「生産」することは、社会調査の、そしてそれにもとづく社会学の、
重要な特徴となっている。それは長所にもなるし、短所にもなる。
研究者が研究対象に関与することで生じるデータの「偏り」「歪み」は否定
できない。意図的であれ非意図的であれ、特定の方向へと回答を誘導する可能
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性は大きい。こうした問題がインタビュー調査において顕著に表れることは容
易に了解されるだろう。多くの語り手はしばしば聞き手の期待を満たすように
語る。それは時には「嘘」を話すことにつながっていく。質問紙調査であって
も事情は変わらない。むしろ「科学的」だという装いに包まれている質問紙調
査こそ、この問題は根深いものとなる。何人たりとも回答の選択肢に存在しな
い意見は表明できない。質問文の文言をごくわずかに変えるだけで調査結果が
大きく異なってくることも、数々の方法論研究によって明らかにされている。
科学的ではないだけでなく、仮に史料批判の態度でデータを吟味するならば、
社会調査は学問研究の方法としては成り立たないだろう。
上述したような問題点は、逆に、社会調査ならではの強みと表裏一体となっ
てもいる。研究対象にじかに接して、彼ら彼女らがふだん自覚的には意識して
いないようなことについても、さまざまな角度から深く問いかけていくことが
できる。とりわけ、研究者と研究対象者とがお互いに共感しあい、尊重しあえ
るような関係性が築けた場合のインタビュー調査では、信じられないほど深く
濃密で繊細な成果が得られることもあると、筆者は経験的に知っている。（た
とえば小倉康嗣著『高齢化社会と日本人の生き方―岐路に立つ現代中年のラ
イフストーリー』などはそうした優れた作品のひとつである）
ただいずれにせよ、社会調査にもとづく研究の場合、調査がどのように行わ
れたのかが重大な意味を持っていることは明らかであろう。研究者はどのよう
な問いを、どのような技術や手段を使って、どのような意図とともに投げかけ
たのか。それはどのように受け止められたか。調査対象者とはどのような関係
性にあったのか。たとえば権力関係や利害関係の有無はどうであったか。調査
プロジェクトを支援したりそれに対抗したりする人や組織はあったか。その他
に調査過程にバイアスとして影響する要因はなかったか。こうした一連の問題
に注意を向けることは、社会調査を行う者はもちろんのこと、社会調査の結果
や調査にもとづく研究の読み手にとっても、欠かすことのできない課題になっ
ていると筆者は考えている。
こうした課題に応えようとする試みのひとつとして、拙著のような社会調査
史研究を位置づけることができる。調査の行われ方は、個々の研究の成果を根
本から左右しうるのはもちろん、その集合である学問の性質をも変えていくこ
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ともある。とりわけ研究者と研究対象者の関係性という「ゆらぎ」の上に成り
立っている社会学の場合、調査の場を反省的に検討していくことは、学の本質
にも関わる重要性を持っていることであろう。
2. 社会学の「つまらなさ」が意味するもの
拙著が議論の俎上に載せたいくつかの都市社会学の調査研究事例に対して、
評者は「分析結果がおもしろみを欠く」「特に意外性はなく、「だからどうし
た」と突っ込みたくなるような内容」だと指摘している。この評価には基本的
に同意する。しかしその意外性のなさ、つまらなさが何を意味しているかにつ
いては、改めて論じてみるに値するように思われる。
つまらなさの理由はいくつかある。まず単純なことからいえば、拙著で取り
上げた調査事例のいくつかは、本当に「つまらない」ものであったからである。
とくに日本における都市社会学の形成過程においては、異なる方向を見据えた
多様な研究の萌芽があった中で、結果として「つまらない」研究が権威あるも
のとして生き残っていった。なぜ「つまらない」ものが生き残ったのか。拙著
はこうした問いに、社会調査活動をめぐる諸々の力学とその変化という要因を
鍵として、答えを出そうと試みたわけである。
しかしこれとは別の問題もある。「つまらない」と評価するのは誰なのだろ
うか。個人の性格に起因する好き嫌いを無視するとしても、評価者やそれをと
りまく社会があらかじめ持っている知識や常識や問題関心との関数として「お
もしろい」「つまらない」といった評価は下されるはずである。当然のことな
がら、時代や文化、国などによって、そららの条件は変わってくることだろう。
1960 年代を中心とした戦後日本の都市社会学に「つまらない」研究が少なか
らず見られるというのは、おそらく正しい。なかには、新しい社会調査のテク
ニックに傾倒するあまり、それに絡め取られ、都市や社会に対する理解を豊か
にしていこうとする動機が薄らいでいるように見える研究も確かにあるからで
ある。
しかしなかには、その研究が行われた当時においては、重要な意味を持ち、
多くの人の興味を集めていたものも含まれているはずである。
ここからは拙著で言及した範囲を超えて社会学一般を念頭に置いた議論にな
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るが、現在のわれわれにとっては「つまらない」研究であったとしても、それ
が行われた当時においてはそうではなかったケースは、案外多いのではないだ
ろうか。というのも、社会学はその社会に存在している暗黙の「常識」を問い
直すという性質を持っているからである。
社会を研究しようとする者は、一般に広く共有されている「常識」を当たり
前の前提として受け入れることはせず、社会調査などの武器を使ってそれを再
検討していく。結果として、時には「常識」とは相容れない議論を世に問うこ
ともある。こうした研究結果のなかには、「非常識」と見なされ世間から受け
入れられないものもあれば、まったく無視されるものもある。しかし優れた社
会学研究は、それまでの「常識」に修正を促したり、何かを付け加えたり、あ
るいはそれを覆す力を持っている。そして最も優れた社会学研究は、発表当初
は新規性とインパクト―「おもしろさ」と言い換えても良い―を持ってい
たとしても、じきにそれが新しい「常識」となっていき、その後の社会の一部
分を構成するものとなっていく。後に振り返ってみるならば、その研究が主張
していることは、誰もが「常識」として知っている「あたりまえ」で「つまら
ない」ものとなるのである。
比較的近年に起こった社会学が「常識」を生み出した例として、少子化・晩
婚化・非婚化といった一連の現象が進行する理由の解釈の仕方を挙げることが
できる。
1989 年に起こった「1.57 ショック」を主な契機として、出生率の低下やその
原因としての晩婚化に世間の関心が集まるようになった。さらにその規定因と
しての「女性の社会進出」が争点化されていった。論壇でも世論でも大勢の論
調は、出産する性としての女性に、出生・出産に関する諸問題の責任を求める
ことを当然視するものであった。つまり晩婚化も少子化も「女性の問題」とさ
れていた。
しかし 1990 年代の後半には、社会学やその周辺では、晩婚化や少子化を女性
だけの問題と位置付けることを確証を持って否定できるだけの知見が出揃って
いた。少なくとも社会学界においては、逆に「晩婚化・非婚化は主として男性
の問題」と見なすべきであることが常識になっていた。少子化については、こ
れほどまで明快に断じることはできないながらも、女性だけの問題でないこと
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は合意されるようになっていた。
少子化・晩婚化・非婚化に対するこうした視座の転換を根拠づけたのは社会
調査であった。未婚率は男性の収入と強く逆相関する。一般的にいって人間や
社会現象を対象とした統計分析は、自然現象の分析に比べて、あやふやな結果
しか出てこない。そのため、様々な統計量を解釈するにあたっては、自然科学
では棄却されるのが当然視される程度の小さな値であっても、社会調査におい
ては有意とみなすことも普通に行われている。しかし未婚率と男性の収入の関
連は、どのような角度から分析してみても、社会現象としては桁違いに強力か
つ明快なものであった。
ちょうど 1990 年代は、全国規模で進行した経済状況や労働市場の変動を背景
にして、子育て適齢期にある若い男女のうち、充分な収入を安定して得ること
がとくに期待されてきた男性に、無業者・不安定雇用者・低所得者が増加して
いた。まさにそれが、人を結婚から遠ざからしめた決定因だったのである。そ
して、日本文化においては未婚カップルが子どもを産むことは忌避されてきた
ので、結婚しないことは当然出生率の低下をもたらすのである。
筆者の個人的な印象と記憶を辿って論じることを許していただくならば、世
紀が転換したゼロ年代になっても、しばらくは女性原因説が世間の常識となっ
ていた。社会学界での常識、つまり男性原因説は、ほとんど顧慮されることは
なかったように思う。筆者は家族研究はまったくの専門外だが、こうした状況
を非常にもどかしく感じ、講義や講演をする機会には、必ずこの男性原因説を
話題にして、少しでも世間に伝えようとしていたことが思い出される。
ところが現在では、いつのまにか男性原因説が「常識」として世間を覆って
いる。ニート、フリーター、終身雇用の終焉、草食男子、結婚できない男……。
家族を養う義務を負おうとしない気楽な性としての女を妬まし気に見る男の視
線さえ、今日では珍しくなくなっている。おそらくこの話題を長々と書き連ね
てきた本稿も、ほとんどの読者は「当たり前」で「つまらない」ものと感じて
いることだろう。世間の「常識」は完全に転換した。こうした転換のきっかけ
を作ったのは、ある新聞がこのデータに目をつけて重点的に報道したことだっ
たと、あやふやではあるが記憶している。
いずれにせよ、優れた社会学の成果は、文字通りの「常識」として、世間一
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般の多くの人の日常の中に、無意識的に組み込まれていくのである。一度そう
なってしまえば、もはや世間は、最初に研究成果として提示した社会学者のこ
とは憶えていない。個性を失った知識である「常識」には、固有の提唱者も発
見者もいないのである。これは社会学にとって名誉なことでもあるが、自身の
プレゼンスが高まらない悩ましい構造的問題でもある。
常識を生産する社会学は、後から振り返って見て「つまらない」のも当然で
あるし、むしろ振り返ろうとさえされないのが正しいといえるのかもしれない。
たとえば「限界集落」という語は誰でも知っているだろうし、地域経済学科で
の学びの基礎中の基礎にもなっている。しかしそれは、農村調査に取り組んだ
ある一人の社会学者が、自身の調査を踏まえて提唱したオリジナルな概念なの
である。おそらくほとんどの人は、この「限界集落」の提唱者の名前を知らな
いであろう。また、この研究者が展開した議論を「限界集落」の原典として深
く検討しようとする人も少ないであろう。社会学とはそのような学問なのであ
る。
3. 社会記述と物語性
これまで研究の「つまらなさ」について、いわゆる新規性の有無に着目して
論じてきたが、もちろんそれだけが「つまらなさ」―あるいはその対概念で
ある「おもしろさ」を決めるのではない。さまざまな要素が「おもしろさ」に
関わってくる。なかでも物語性の問題、つまり、個々の知見がまとまった叙述
へと組み立てられているさまの巧拙、その叙述がどれほどの説得力と魅力を湛
えているかといった問題は、「おもしろさ」の重要な部分を構成しているとい
えるだろう。
近年では社会学においても「物語」はキーワードのひとつとなっている。個
人のライフストーリーや、ナラティブに対する関心が高まっている。それらは
社会調査が自然主義的な方法へと傾斜している動向とも呼応している。
社会学で注目されている物語とは、研究対象となる当事者が、自分自身をめ
ぐって築き上げてきた記憶や評価や説明や願望などの体系のことだといえる。
社会学にもさまざまな立場があり一概には言い切れないが、物語を組み立てる
のは研究者ではなく、研究対象者自身であるという意識は強い。
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評者が「世界は混沌としているが、人間はそこに物語を見出して生きている」
と指摘する通り、社会の一員である人々は、みな自分の物語を、あるいは自分
の視点から見た社会の物語を持っている。そうした物語を引き出すことを強く
意識した社会調査が盛んに行われるようになっている。
物語は表現としてきわめて強力なものである。オーディエンスにとっても、
よく構成された物語は大変に魅力あるものとなる。しかし、混沌とした世界の
中から、筋の通った物語を見出すのは難しい。大胆なアレンジが許容される文
芸などであればまだしも、信頼性と妥当性のあるデータにもとづいた上で、そ
れと矛盾がなく、読み手にとっても理解しやすい筋を叙述することは至難の課
題である。
質的社会調査による社会学と非常に近いものに民俗学がある。民俗学者の宮
本常一による聞き書きの名作「土佐源氏」（宮本『忘れられた日本人』に収録）
は、社会調査と物語性の問題を浮き彫りにする象徴的事例のひとつとなるだろ
う。宮本のインタビューに答える一老人の口から溢れ出た言葉は、話者個人の
人生とそれをとりまく社会的なコンテクストを表現する豊かな物語へと昇華し
ている。しかしこの作品は、事実に立脚している部分も当然あるものの、そこ
で叙述された物語の内容はほとんど宮本の創作に近いことが、後に明らかにさ
れるに至っている。美しく物語ることと、データに根拠づけられた議論をする
ことは、しばしば容易には両立しない。そのようななかで、「土佐源氏」は両
者のバランスをとることを捨てて、あえて前者に傾くことで書かれている。そ
の当否はどう判断すべきだろうか。
統計的な量的調査でも物語性の問題は無関係ではない。数量的なデータに解
釈を加えて理解しようとするとき、あるいは成果をまとめて発表し他者に伝え
ようとするとき、物語化への欲求が生じることになる。しかし、統計的に表現
された知見やリアリティは、言語的な叙述に翻訳してしまうと、その「おもし
ろさ」は充分には再現できないことが多い。勢い、過度の単純化や無理な解釈、
その他諸々のバイアスが混入してしまう。拙著で扱った事例に、奥井復太郎と
近江哲男の鎌倉調査がまったく異なる鎌倉像を描いたというものがあったが、
それは量的調査をもとにした物語化に難しい問題が含まれていることを表して
いるといえるだろう。
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映画『羅生門』が印象的に表現したとおり、同じ状況であっても、そこから
まったく異なる複数の物語が生じうる。社会の研究においても、広い視野を持
った研究者が超越的な立場から物語を叙述することもできるし、渦中にある当
事者の視点から紡がれた当事者自身の物語をそのまま受容することもできる。
それぞれ長短があるなかで、今日の社会学はおおむね後者を志向している。
当事者による物語は、得てして主観的であって、いわゆる客観的事実と矛盾
することもありうるだろう。ここでは原爆被爆者の証言を例にあげることがで
きる。1945 年 8 月のある日の体験から今日までの人生を証言する彼ら彼女らの
物語は、聴く者を強く揺さぶる力を持っている。しかしそこで語られた物語の
内容は、激烈な体験すべてを細部にわたって客観的かつ正確に叙述するもので
はない可能性が多分にある。極端な例として、群を抜いて感動的な物語を語っ
ていた某氏の被爆証言がほぼすべて「幻」―あるいは「捏造」―だったと
いうことさえある（伊藤明彦『未来からの遺言』）。このような問題構造があ
ることは承知しつつも、多くの社会学者は、最終的には当事者の物語に最も大
きな正統性を認めようとするのである。
当事者の物語を優先する方法的立場は、拙著の議論においてもそのまま踏襲
されている。過去の調査研究を今日の視点から振り返り評価するのではなく、
可能な限りその調査研究が行われたコンテクストを共有し、その研究が描き出
そうとした物語を理解した上で議論することを試みている。
ところで評者は「市民か国民か」と問題提起し、拙著が「市民」の物語に依
拠していることに疑問を投げかけている。しかし「市民」をめぐる筆者の立場
や意図は、評者が論じるような文脈とはやや異なる次元にあるように思う。と
いうのも、拙著がたびたび「市民」という語を使うのは、検討対象とした 1950
年代から 60 年代の都市社会学者たちが、自身の調査研究を意味づけるキーワー
ドに「市民」を据えていたからである。「市民」という語を使い、「市民」を
主人公として都市社会を語ることは、まさに当事者の物語なのである。こうし
た物語が存在し、それが社会調査史や都市社会学の展開に大きな意味を持って
いたのは、ひとつの歴史的社会的事実である。社会調査史研究においても、当
事者の物語を理解することから議論を進めていきたいと筆者は考えている。
「市民か国民か」という問いについては、もう少し贅言を弄させていただき
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たい。評者は「市民」という言葉の意味を広げたくないと論じている。おそら
くマルクス主義やその周辺で bourgeois の訳語として「市民」に特有の意味を
込められていったことが念頭にあるのではないだろうかと拝察している。この
ような文脈で戦後日本において多用されていた「市民」概念についての評価は
ここではさて置く。言語が世界を構成すること、その意味で我が国の言語であ
る日本語が重要な存在であることについては、筆者も同意する。しかし仮に、
日本語の「市民」と外来語や外来の意味を軽々しく結びつけるべきでないとい
う意味がそこに含まれているのであれば―これは筆者の穿ち過ぎかもしれな
いが―首肯しかねる。異なる言語間での完全な翻訳は不可能であるにしても、
無理を承知で翻訳を試み別の世界を理解しようと努力することは、歴史を学ぶ
ことと同じように、我々の思考を鍛え、世界観を豊かにしてくれるものと信じ
たい。そもそも日本語の「市民」は、福澤諭吉が citizen の訳語として使い始
めた事実上の造語だと理解している。そして言うまでもなく英語の citizen は、
日本語の「国民」とかなり重なり合う意味を持っている。もちろん英語の用法
が正しく日本語が間違っているというわけではない。異なる言語世界で、異な
る世界の概念化がなされているわけであるから、そうした様々な世界観を突き
合わせることで、より我々は自他の理解を深めていけいるのではないかと考え
るのである。

これまで思いつくがままに書き連ねてきたが、充分に議論を展開できたとは
到底言えないものになってしまったようである。また、評者から頂いたさまざ
まな論点のうち、かなりのものが手付かずのまま残されたままとなってしまっ
た。このようなリプライしかできなかったことをお詫びしたい。
ここしばらくは社会調査史研究にこだわってきたが、出版をもってひとつの
区切りとして、今後はみずからフィールドに出て調査を行うことに重点を移し
ていこうと考えている。これまでの社会調査には、長く豊かな、そして数多く
の失敗が重ねられてきた歴史があった。それを批判的に継承しつつ、今やるべ
き調査、自分にしかできない調査に取り組む心づもりでいる。そしてそうする
ことで、都市社会調査の新たな展望を示すことができたらと願っている。
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編集規定
1. 『帝京大学宇都宮キャンパス研究年報人文編』は、帝京大学宇都宮キャンパ
スに所属する教職員の研究論文集である。
2. 本誌への投稿は、筆者、あるいは連名筆者の一人が、帝京大学宇都宮キャン
パスに在籍しているか、かつて在籍していたことを要件とする。この要件を
欠く場合にも、編集委員会が特別に掲載を認めることがある。
3. 投稿論文は未発表のものに限る。ただし、発表が口頭によるもの、ないしは
他の言語によって発表されたものは審査の対象となる。
4. 投稿論文の掲載の可否は、編集委員会の審査を経て決定する。
5. 掲載された論文を電子媒体を用いて公開する権利は本編集委員会が有する。
本誌への投稿と掲載によって、著作権のうちの「複製権」
（著作権法第 21 条）
および「公衆送信権」
（同 23 条）を本編集委員会が行使することを許諾した
こととする。
6. 編集委員および編集委員長は総合基礎科目所属教員の互選によって定める。
執筆要項
1. 投稿を希望する者は、論文名と分量、ならびに 400 字程度の要約を予め編集
委員会に提出する。
2. 原稿は WORD か一太郎のファイルで提出する。データを記録したデジタル
記録媒体（メール添付ファイルでも可）に原稿プリント・アウト（B5 版）を
付す。原稿の長さは、下記のフォーマットで 50 頁までを目安にする。
3. 和文原稿の場合（和文縦書きのフォーマットは、編集委員会に問い合わせて
いただきたい）
1. B5 版 1 頁に全角 35 文字×30 行の横書き
2. 使用フォント：
a. 本文：MS 明朝
b. 論文表題、章、節の表題：MS ゴシック
c. 算用数字とアルファベット：原則として欧文フォント(Times New

Roman)
3. フォントの大きさ：
a. 本文：10.5 ポイント
b. 注、参考文献：9 ポイント
c. 論文表題：12 ポイント
4. 欧文原稿の場合
1. B5 版 1 頁 30 行
2. 使用フォント：Times New Roman （章タイトルはボールドにする）
3. フォントの大きさ：
a. 本文 11 ポイント
b. 注、参考文献：9 ポイント
c. 論文表題：13 ポイント
5. 章と節は以下のように書く（章・節の数字のフォントは Times New Roman）。
1. ････
1.1 ････
1.1.1 ････
6. 和文原稿では、段落の書き出しは全角 1 字分下げ、句読点は「、
」
「。」を使
用する。
7. 書名には『 』を用いる。
8. 注を付ける場合は、脚注ではなく巻末注とする。
9. 本文中に注の指示を書く場合、上付文字を使用する。注番号は半角の数字に
（欧文原稿の場合、片丸は不要）
片丸をつける。例：「…である 1」。」
10. 注、参考文献における書籍引証の方式は投稿者の研究分野の慣用を尊重す
る。
11. 表は画像化しない。
12. その他の不明な点は、編集委員会に問い合わせていただきたい。
(2015 年 12 月 25 日改訂)

編集後記
研究年報の第 21 号を出すことができた。分量は 200 ページをはるかに越え、
掲載論文も力作揃いである。この充実ぶりは宇都宮キャンパス総合基礎の黄金
時代の到来を予感させる。現在の隆盛を見るにつけ、これまで続けてきて本当
によかったと思う。今後も総合基礎の要として、また宇都宮キャンパスの紐帯
として、いっそうの発展を遂げていくことを祈念したい。
今年は悲しい知らせを聞かねばならなかった。
理工学部開学当時に総合基礎の前身である一般教育の中堅教員として心理学
を担当された深谷澄男先生が、本年 2 月 5 日に 68 歳で逝去された。本年報の立
ち上げにあたって指導的役割を果たされたのは深谷先生だった。創刊号、第二
号の巻末に掲載されていた編集規定（執筆要項）は先生が作成して下さったも
のである。モノクロ液晶の PC98 ノートに外付けキーボードを PS/2 コネクタで
接続し、VZ エディターで長大論文を精力的に執筆しておられた先生の姿が目
に浮かぶ。
5 月 17 日に児玉善仁先生が急逝された。享年 65 歳であった。ご病気から回
復されることを信じていたわれわれは皆、驚き悲しみに沈んだ。児玉先生は宇
都宮キャンパスの変化に対応し、2008 年にいち早く「理工学部研究年報」から
「宇都宮キャンパス研究年報」への改題を提案されるとともに、編集委員会の
機構を整備され、執筆要綱・編集規定を新しい時代に合わせ改訂する作業を主
導され、本年報の再生に尽力して下さった。年報だけでなく、今日の総合基礎
があるのも、2008 年度から 2 年間、総合基礎主任を務められた児玉先生のお力
によるところが大きい。大学の起源の研究の第一人者であった先生の深い学殖
に裏打ちされたご教示を心に刻んでいきたい。
本年報の恩人である二人の先生の面影をしのび、謹んで哀悼の意を表する。
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