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資料
帝京大学宇都宮キャンパス
2015 年、2016 年体力運動能力測定結果について


宮下 憲、滝澤 武、中村真由美、鈴木健介、坂本慶子

1.はじめに
本学宇都宮キャンパスでは総合基礎科目として一般体育は選択となっている。
これまで履修者の体力運動能力の測定を実施していない。 年度から体力や
運動能力を測定し、現状を知り、今後の生涯スポーツや体力作りに生かすため
にも、測定を実施することとした。また、授業内容も  年時には  種類のスポ
ーツ種目を課し、その前後に測定を実施することに変更した。 年次生では授
業前後の  回の測定を実施することにより受験態勢からの体力の回復状況ある
いは授業による変化も把握しようと試みた。

2. 測定方法
文部科学省（以下文科省）の新体力テスト実施要項に基づき実施した。

2.1 実施日時 
 年  月第 ・ 週、 月第  週、 年  月第 ・ 週、 月第  週

2.2 測定場所
 運動能力は本学グラウンド、体力測定は体育館にて測定した。

2.3 測定項目
 運動能力測定項目：ｍ走、ハンドボール投げ、12 分間走を第  週に実施、
体力測定項目：握力、上体起こし、長座体前屈、反復横跳び、立ち幅跳びを第
2 週に実施した。ただし、持久力測定項目について文科省は大学生に 1500ｍ走
または 20ｍシャトルランを課しているが、運動に不慣れな学生が多い時期であ
ることを考慮し、注意を喚起し  分間走を実施した。また、第  回目の測定は
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高温多湿な 7 月下旬に測定したために、室内での体力テストのみとした。

2.4 データ処理
前述実施要項に基づき、各グループの平均値を得点化し、その合計点で総合
評価を行った。その際、12 分間走は文科省の実施種目にないが、その走行距離
をシャトルランの折り返し数に変換し得点化した。その手続きは以下の通りで
ある。体育科学センター資料から走行距離に対する最大酸素摂取量との関係に
ついて直線近似式を求めた。その１次式から走行距離を推定の最大酸素摂取量
に変換し、その値を実施要項の最大酸素摂取量推定表から 20ｍシャトルランの
折り返し数を求め、得点化した。
なお、差の検定は t テストを実施し、有意水準はｐ＜0.05 とした。

3. 測定結果
 測定結果は表  に示した。理工学部生と地域経済学科生が受講する「理工・
地経」、柔道整復学科生が受講する「柔整」の  クラス及び、両クラスをまとめ
て集計した「全体」として示した。尚、比較対象として文部科学省の  年資
料を全国資料として示した。 分間走については文科省の資料にないため、筑
波大学体育センター 年発表の  年資料を用いた。
 各平均値は実施要項に基づき得点化し、グループ毎に総合得点を求め、 段
階（最上位がＡで最下位がＥ）の総合評価をした（表 1）。

4. 比較検討
4.1 全国資料との比較
全国資料との比較は総合得点で行ったが、各測定値の統計学的な差について
は表 5 に示した。カッコ内は平均の差をプラスの場合は（）で、マイナスの場
合は（）で示し、有意差がある場合は （ｐ＜0.05）、 （ｐ＜0.01）で示した。

4.2授業前後の比較
 授業前後の 2 回すべての測定項目を実施した学生のみのデータを用いて授業
前後の比較を行った。従ってサンプル数はかなり小さくなった。
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 1 年生全体は表 、理工・地経は表 3、柔整は表 4 に示し、有意差のある項目
については全国資料との比較と同様に示した。

4.3理工・地経と柔整の比較
柔整の学生はそのほとんどが高校時代に運動部に所属してスポーツ活動をし
ているため、理工・地経と柔整との差について 1 回目の測定において求めた。
文科省の資料では大学の体育専攻学生の資料を除いているために、今回の比較
を試みた。結果は表 5-1 から表 5-4 に示した。

5. まとめ
 2015 年及び 2016 年に本学の「スポーツ 1」を選択履修した学生の体力運動能
力について以下のことが明らかとなった。
１． 男子学生の体力運動能力について総合評価すると、2015 年、2016 年共
に全国資料平均並みであった。柔軟性は平均より高く、全身持久力で平
均よりも劣っていた。
２． 女子学生の体力運動能力について総合評価すると、2015 年、2016 年共
に全国資料に比しやや優れていた。両年とも全測定項目で全国資料を上
回り、特に 2015 年では投能力、柔軟性、敏捷性、パワー、2016 年では疾
走能力、投能力、筋持久力、柔軟性、敏捷性、パワーに優れていた。
３． クラス別に見た総合評価では男子の理工・地経は両年とも平均であり、
柔整は両年共にやや優れていた。女子では理工・地経は 2015 年に平均で
あったが、2016 年はやや優れていた。柔整女子は 2015 年にやや優れてい
たが、次年は非常に優れていた。
４． 2 年間に亘る授業前後の 1 年全体の 5 項目平均の体力向上は 1.1～3.0％
であった。理工・地経は 1.7～4.1％、柔整は‐2.0 から 1.6％であり、理工
・地経と比し両年共、男女共に柔整が低値であった。
５． 理工・地経と柔整の総合評価の比較では、両年、男女共に柔整が 5 段階
評価で 1 ランク上であった。
６． 体力レベルの低い理工・地経は授業後体力の伸びが大きい傾向があり、
体力レベルの高い柔整は伸びが小さいまたは低下の傾向を示した。
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表1 測定結果
表1-1 2015年1年男子

㻌㻌

㻌
理工・地経
Mean Point
SD
測定項目(単位)
50m走(秒)
7.59
5
0.51
6
5.87
ハンドボール投げ(ｍ) 25.08
12分間走(ｍ)
2346.8
5
354.8
41.32
6
6.35
握力(㎏)
29.27
7
5.59
上体起こし(回)
50.75
7
19.81
長座体前屈(㎝)
57.45
8
8.11
反復横跳び(回)
220.90
6
19.80
立ち幅とび(㎝)
50
総合得点
C
総合評価
㻌
㻌

㻌

柔道整復学科
Mean Point SD
7.35
6
0.50
30.19
7
4.06
2387.1
6
406.8
42.80
6
8.00
32.50
8
5.43
57.88
8
12.89
56.76
8
7.55
229.33
6
21.26
55
B
㻌
㻌

N
64
64
58
63
63
61
60
62

柔道整復学科
Mean Point SD
7.07
7
0.34
32.23
8
5.92
2480.0
6
484.2
43.40
7
6.65
32.91
8
5.85
55.58
8
12.47
59.58
8
8.69
228.77
6
20.57

N
64
64
63
60
59
60
60
58

N
42
42
42
42
42
42
42
42

Mean
7.50
27.10
2363.0
41.94
30.61
53.68
57.17
224.46

㻌

㻌

１年男子全体
Point
SD
6
0.52
6
5.78
5
375.1
6
7.06
8
5.72
8
17.58
8
7.85
6
20.73
53
C
㻌

Mean
7.25
27.97
2346.8
42.09
31.46
54.10
57.73
221.74

１年男子全体
Point
SD
6
0.60
6
6.69
5
448.6
6
7.01
8
6.43
8
11.56
8
8.52
6
22.11

㻌㻌

N
Mean
106
7.32
106
25.81
105 2487.4*
42.32
102
30.38
101
102
49.14
58.00
102
100 229.15
㻌

㻌

表1-2 2016年1年男子

総合評価

52
㻌㻌

㻌㻌
N
1,000
1,038
1084*
1,039
1,032
1,047
1,023
1,029
㻌

㻌

理工・地経
Mean Point
SD
測定項目(単位)
50m走(秒)
7.34
6
0.68
6
5.93
ハンドボール投げ(ｍ) 25.64
12分間走(ｍ)
2266.4
5
409.3
41.37
6
7.15
握力(㎏)
30.68
8
6.64
上体起こし(回)
53.23
8
11.01
長座体前屈(㎝)
56.62
8
8.29
反復横跳び(回)
217.77
5
22.11
立ち幅とび(㎝)
総合得点

㻌㻌

全国資料
Point
SD
6
0.50
6
5.56
6
422.5*
6
6.54
8
5.79
7
10.69
8
6.82
6
22.40
53
C
㻌

C

N
35
35
35
35
34
36
36
35

58
㻌㻌

㻌㻌

㻌㻌

B

N
99
99
93
98
97
97
96
97

全国資料
Mean Point
SD
7.32
6
0.50
25.81
6
5.56
2487.4* 6
422.5*
42.32
6
6.54
30.38
8
5.79
49.14
7
10.69
58.00
8
6.82
229.15
6
22.40

53
㻌㻌

㻌㻌

㻌㻌

C

N
1,000
1,038
1084*
1,039
1,032
1,047
1,023
1,029

53
㻌㻌

㻌㻌

㻌㻌

C

㻌㻌

㻌㻌

表1-3 2015年1年女子
㻌

理工・地経

柔道整復学科

Mean Point
SD
測定項目(単位)
50m走(秒)
8.95
5
1.06
5
0.00
ハンドボール投げ(ｍ) 12.00
12分間走(ｍ)
1775.0
2
318.2
33.75
9
8.84
握力(㎏)
23.50
8
2.12
上体起こし(回)
47.50
6
2.83
長座体前屈(㎝)
54.00
10
1.41
反復横跳び(回)
170.00
6
0.00
立ち幅とび(㎝)
51
総合得点
C 㻌㻌
総合評価
㻌㻌
㻌

N
2
2
2
2
2
2
2
2
㻌

Mean Point SD
8.94
5
0.51
18.21
8
3.12
2075.0
6
276.5
26.19
6
3.69
25.79
8
2.81
54.96
8
7.89
53.00
10
4.11
176.69
6
11.30
㻌㻌

57
B

㻌㻌

１年女子全体
N
14
14
14
14
14
14
14
13

㻌㻌

Mean Point
8.94
5
17.44
7
2037.5
6
27.13
6
25.50
8
54.03
8
53.13
10
175.80
6
㻌㻌

56
B

SD
0.55
3.60
289.0
4.87
2.78
7.81
3.86
10.73
㻌㻌

全国資料
N
16
16
16
16
16
16
16
15

Mean Point
SD
9.09
5
0.81
13.89
5
3.98
2002.4* 5
359.1*
26.37
6
4.46
22.94
7
6.00
46.74
6
9.77
47.31
7
6.30
168.25
6
22.92

㻌㻌

㻌㻌

47
C

N
947
991
754*
977
965
990
979
979

㻌㻌

㻌㻌

表1-4 2016年1年女子
理工・地経
Mean Point
測定項目(単位)
50m走(秒)
8.32
7
8
ハンドボール投げ(ｍ) 18.40
12分間走(ｍ)
1980.0
5
27.65
6
握力(㎏)
26.20
9
上体起こし(回)
54.90
8
長座体前屈(㎝)
54.90
10
反復横跳び(回)
191.40
8
立ち幅とび(㎝)

N
10
10
10
10
10
10
10
10

Mean Point SD
8.44
7
0.46
24.67
10
5.96
2162.5
7
330.3
30.94
8
7.35
29.63
10
3.89
55.63
8
4.81
56.38
10
6.00
190.75
8
19.94

61

総合得点
総合評価

柔道整復学科

SD
0.43
4.86
198.9
6.78
5.53
7.58
5.00
7.43

㻌㻌

B

１年女子全体
N
8
6
8
8
8
8
8
8

Mean Point
8.37
7
20.75
9
2061.1
6
29.11
7
27.72
9
55.22
8
55.56
10
191.11
8

68
㻌㻌

㻌㻌

㻌㻌

A

SD
0.43
5.98
273.1
7.03
5.05
6.33
5.35
13.89

全国資料
N
18
16
18
18
18
18
18
18

Mean Point
SD
9.09
5
0.81
13.89
5
3.98
2002.4* 5
359.1*
26.37
6
4.46
22.94
7
6.00
46.74
6
9.77
47.31
7
6.30
168.25
6
22.92

64
㻌㻌

㻌㻌

：筑波大学体育センター年度資料
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㻌㻌

B

N
947
991
754*
977
965
990
979
979

47
㻌㻌

㻌㻌

㻌㻌

C

㻌㻌

㻌㻌

表2 授業前後の比較 －1年全体－
表2-1 2015年1年男子
㻌
測定項目(単位)
握力(㎏)
上体起こし(回)
長座体前屈(㎝)
反復横跳び(回)
立ち幅とび(㎝)

2015年1回目
Mean
42.5
31.3
53.2
57.8
226.1

SD
6.8
5.2
14.8
8.0
21.9

2015年2回目
N
74
74
74
74
74

Mean
43.6
32.3
55.0
59.9
231.0

SD
7.4
5.0
13.6
6.5
17.2

 
N
74
74
74
74
74

差㻌
1.06*
1.00*
1.77
2.15*
㻌 4.88**

 
%差
2.5
3.2
3.3
3.7
2.2

 
%差平均

3.0

*：p<0.05 **：p<0.01
表2-2 2016年1年男子
2016年1回目
測定項目(単位)
握力(㎏)
上体起こし(回)
長座体前屈(㎝)
反復横跳び(回)
立ち幅とび(㎝)

Mean
41.4
32.7
54.6
57.3
222.8

SD
6.9
5.7
10.3
8.3
18.7

2016年2回目
N
65
65
65
65
65

Mean
40.8
33.9
56.2
56.6
225.5

SD
7.0
7.1
10.6
8.6
18.0

 
N
65
65
65
65
65

差㻌
-0.55
1.22
㻌 1.60*
-0.66
2.72

 
%差
-1.3
3.7
2.9
-1.2
1.2

 
%差平均

1.1

*：p<0.05
表2-3 2015年1年女子
㻌
測定項目(単位)
握力(㎏)
上体起こし(回)
長座体前屈(㎝)
反復横跳び(回)
立ち幅とび(㎝)

2015年1回目
Mean
26.8
25.2
55.0
53.2
176.6

SD
5.0
3.0
8.5
4.1
10.9

2015年2回目
N
11
11
11
11
11

Mean
26.7
25.7
56.5
51.9
184.5

SD
4.8
3.0
9.4
5.1
9.6

 
N
11
11
11
11
11

差㻌
-0.05
0.55
1.45
-1.27
㻌 㻌 7.91**

 
%差
-0.2
2.2
2.6
-2.4
4.5

 
%差平均

1.3

**：p<0.01
表2-4 2016年1年女子
2016年1回目
測定項目(単位)
握力(㎏)
上体起こし(回)
長座体前屈(㎝)
反復横跳び(回)
立ち幅とび(㎝)

Mean
29.9
27.2
55.2
56.8
193.5

SD
7.8
5.6
7.0
5.7
13.0

2016年2回目
N
13
13
13
13
13

Mean
29.8
28.5
54.9
56.8
195.9

－5－

SD
6.6
4.9
7.4
3.3
11.0

 
N
13
13
13
13
13

差㻌
-0.13
1.38
-0.23
-0.08
2.46

 
%差
-0.5
5.1
-0.4
-0.1
1.3

 
%差平均

1.1

表3 授業前後の比較 －理工・地経－
表3-1 2015年理工・地経1年男子
㻌

2015年1回目

2015年2回目

 

 

測定項目(単位)

Mean

SD

N

Mean

SD

N

41.8

6.7

42

42.8

7.3

42

差㻌
0.92*

%差

握力(㎏)
上体起こし(回)

30.5

4.6

42

32.2

4.9

42

1.62**

5.3

長座体前屈(㎝)

50.2

14.9

42

51.7

14.6

42

1.52

3.0

 
%差平均

2.2

反復横跳び(回)

57.7

8.9

42

61.6

5.3

42

3.90**

6.8

立ち幅とび(㎝)

223.4

20.6

42

230.2

17.3

42

6.86**

3.1

4.1

*：p<0.05 **：p<0.01
表3-2 2016年理工・地経1年男子
2016年1回目

2016年2回目

 

 

測定項目(単位)

Mean

SD

N

Mean

SD

N

39.3

6.3

37

39.7

6.2

37

差㻌
0.34

%差

握力(㎏)
上体起こし(回)

31.6

5.9

37

32.7

6.5

37

1.14

3.6

長座体前屈(㎝)

55.4

9.5

37

57.6

10.6

37

2.24

4.1

 
%差平均

0.9

反復横跳び(回)

55.9

7.9

37

54.9

8.7

37

-1.03

-1.8

立ち幅とび(㎝)

218.5

17.7

37

223.0

20.0

37

4.46

2.0

1.7

表3-3 2015年理工・地経1年女子
㻌
測定項目(単位)
握力(㎏)
上体起こし(回)
長座体前屈(㎝)
反復横跳び(回)
立ち幅とび(㎝)

2015年1回目
Mean
40.0
25
45.5
55
170

SD
－㻌
－㻌
－㻌
－㻌
－㻌

2015年2回目
N
1
1
1
1
1

Mean
36.50
23
57
54
183

SD
－㻌
－㻌
－㻌
－㻌
－㻌

 
N
1
1
1
1
1

差㻌
-3.50
-2.00
11.50
-1.00
13.00

 
%差
-8.8
-8.0
25.3
-1.8
7.6

 
%差平均

2.9

表3-4 2016年理工・地経1年女子
2016年1回目
測定項目(単位)
握力(㎏)
上体起こし(回)
長座体前屈(㎝)
反復横跳び(回)
立ち幅とび(㎝)

Mean
27.6
24.4
54.0
55.6
189.7

SD
8.3
5.6
8.5
6.0
8.0

2016年2回目
N
7
7
7
7
7

Mean
28.5
26.6
55.7
56.9
194.3

－6－

SD
7.6
5.3
9.6
2.8
8.4

 
N
7
7
7
7
7

差㻌
0.93
2.14
1.71
1.29
4.57

 
%差
3.4
8.8
3.2
2.3
2.4

 
%差平均

4.0

表4 授業前後の比較 －柔整－
表4-1 2015年柔整1年男子
2015年1回目

㻌

Mean
43.4
32.3
57.3
58.0
229.8

測定項目(単位)
握力(㎏)
上体起こし(回)
長座体前屈(㎝)
反復横跳び(回)
立ち幅とび(㎝)

SD
7.0
5.8
14.0
6.9
23.4

2015年2回目

N
32
32
32
32
32

Mean
44.7
32.5
59.4
57.8
232.1

SD
7.5
5.1
11.0
7.3
17.3

 
N
32
32
32
32
32

差㻌
1.25
0.19
2.09
-0.16
2.28

 
%差
2.9
0.6
3.7
-0.3
1.0

 
%差平均

1.6

表4-2 2016年柔整1年男子
2016年1回目
Mean
44.1
34.1
53.6
59.1
228.4

測定項目(単位)
握力(㎏)
上体起こし(回)
長座体前屈(㎝)
反復横跳び(回)
立ち幅とび(㎝)

SD
6.8
5.2
11.3
8.7
18.7

2016年2回目
N
Mean
28
42.3
28
35.4
28
54.4
28
58.9
28
228.9

SD
7.7
7.7
10.5
8.1
14.8

 
N
28
28
28
28
28

差㻌
-1.73*
1.32
0.75
-0.18
0.43

 
%差
-3.9
3.9
1.4
-0.3
0.2

 
%差平均

0.2

*：p<0.05
表4-3 2015年柔整1年女子
2015年1回目

㻌

Mean
25.5
25.2
56.0
53.0
177.3

測定項目(単位)
握力(㎏)
上体起こし(回)
長座体前屈(㎝)
反復横跳び(回)
立ち幅とび(㎝)

SD
2.5
3.2
8.4
4.3
11.3

2015年2回目

N
10
10
10
10
10

Mean
25.8
26.0
56.4
51.7
184.7

SD
3.8
3.0
9.9
5.3
10.1

 
N
10
10
10
10
10

差㻌
0.30
0.80
0.45
-1.30
7.40*

 
%差
1.2
3.2
0.8
-2.5
4.2

 
%差平均

1.4

*：p<0.05
表4-4 2016年柔整1年女子
2016年1回目
測定項目 単位
握力 ㎏ 
上体起こし 回
長座体前屈 ㎝
反復横跳び 回
立ち幅とび ㎝







Mean
32.6
30.3
56.5
58.3
197.8

SD
6.9
4.0
5.2
5.6
16.9

2016年2回目
N
6
6
6
6
6

Mean
31.2
30.8
54.0
56.7
197.8

－7－

SD
5.7
3.5
4.6
4.2
14.0

 
N
6
6
6
6
6

差㻌
-1.38
0.50
-2.50
-1.67
0.00

 
%差
-4.2
1.6
-4.4
-2.9
0.0

 
%差平均

-2.0

表5 全国資料との比較及び理工・地経と柔整の比較
表5-1 2015年男子
 
測定項目
年全体
50m走
㻌 㻌 㻌 㻌 (-)**
ハンドボール投げ㻌 㻌 㻌 㻌 (+)*
12分間走
㻌 㻌 㻌 㻌 (-)**
握力
㻌 㻌 㻌 㻌 (-)
上体起こし
㻌 㻌 㻌 㻌 (+)
長座体前屈
㻌 㻌 㻌 㻌 (+)**
反復横跳び
㻌 㻌 㻌 㻌 (-)
立ち幅とび
㻌 㻌 㻌 㻌 (-)*
表5-2 2016年1年男子
 
測定項目
年全体
50m走
㻌 㻌 㻌 㻌 (+)㻌
ハンドボール投げ㻌 㻌 㻌 㻌 (+)**
12分間走
㻌 㻌 㻌 㻌 (-)**
握力
㻌 㻌 㻌 㻌 (-)
上体起こし
㻌 㻌 㻌 㻌 (+)
長座体前屈
㻌 㻌 㻌 㻌 (+)**
反復横跳び
㻌 㻌 㻌 㻌 (-)
立ち幅とび
㻌 㻌 㻌 㻌 (-)**
表5-3 2015年1年女子
 
測定項目
年全体
50m走
㻌 㻌 㻌 㻌 (+)㻌
ハンドボール投げ㻌 㻌 㻌 㻌 (+)**
12分間走
㻌 㻌 㻌 㻌 (+)㻌
握力
㻌 㻌 㻌 㻌 (+)㻌
上体起こし
㻌 㻌 㻌 㻌 (+)㻌
長座体前屈
㻌 㻌 㻌 㻌 (+)**
反復横跳び
㻌 㻌 㻌 㻌 (+)**
立ち幅とび
㻌 㻌 㻌 㻌 (+)㻌
表5-4 2016年1年女子
 
測定項目
年全体
50m走
㻌 㻌 㻌 㻌 (+)**
ハンドボール投げ㻌 㻌 㻌 㻌 (+)**
12分間走
㻌 㻌 㻌 㻌 (+)㻌
握力
㻌 㻌 㻌 㻌 (+)*
上体起こし
㻌 㻌 㻌 㻌 (+)**
長座体前屈
㻌 㻌 㻌 㻌 (+)**
反復横跳び
㻌 㻌 㻌 㻌 (+)**
立ち幅とび
㻌 㻌 㻌 㻌 (+)**

全国資料
理工・地経
㻌 㻌 㻌 㻌 (-)**
㻌 㻌 㻌 㻌 (-)
㻌 㻌 㻌 㻌 (-)**
㻌 㻌 㻌 㻌 (-)
㻌 㻌 㻌 㻌 (-)
㻌 㻌 㻌 㻌 (+)
㻌 㻌 㻌 㻌 (-)
㻌 㻌 㻌 㻌 (-)**

柔整
㻌 㻌 㻌 㻌 (-)
㻌 㻌 㻌 㻌 (+)**
㻌 㻌 㻌 㻌 (-)
㻌 㻌 㻌 㻌 (+)
㻌 㻌 㻌 㻌 (+)*
㻌 㻌 㻌 㻌 (+)**
㻌 㻌 㻌 㻌 (-)
㻌 㻌 㻌 㻌 (+)

理工・地経
柔整
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌㻌㻌㻌(+)*
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌㻌㻌㻌(+)**
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌㻌㻌㻌(+)
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌㻌㻌㻌(+)
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌㻌㻌㻌(+)**
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌㻌㻌㻌(+)*
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌㻌㻌㻌(-)
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌㻌㻌㻌(+)*

全国資料
理工・地経
㻌 㻌 㻌 㻌 (-)
㻌 㻌 㻌 㻌 (-)
㻌 㻌 㻌 㻌 (-)**
㻌 㻌 㻌 㻌 (-)
㻌 㻌 㻌 㻌 (+)
㻌 㻌 㻌 㻌 (+)**
㻌 㻌 㻌 㻌 (-)
㻌 㻌 㻌 㻌 (-)**

柔整
㻌 㻌 㻌 㻌 (+)**
㻌 㻌 㻌 㻌 (+)**
㻌 㻌 㻌 㻌 (-)
㻌 㻌 㻌 㻌 (+)
㻌 㻌 㻌 㻌 (+)*
㻌 㻌 㻌 㻌 (+)**
㻌 㻌 㻌 㻌 (+)㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 (-)

理工・地経
柔整
㻌 㻌 㻌 㻌㻌㻌㻌㻌 (+)*
㻌 㻌 㻌 㻌㻌㻌㻌㻌 (+)**
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌㻌㻌㻌(+)*
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌㻌㻌㻌(+)
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌㻌㻌㻌(+)
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌㻌㻌㻌(+)
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌㻌㻌㻌(+)
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌㻌㻌㻌(+)*

全国資料
理工・地経
㻌 㻌 㻌 㻌 (+)㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 (-)
㻌 㻌 㻌 㻌 (-)
㻌 㻌 㻌 㻌 (+)*
㻌 㻌 㻌 㻌 (+)㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 (+)㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 (+)㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 (+)㻌

柔整
㻌 㻌 㻌 㻌 (+)㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 (+)**
㻌 㻌 㻌 㻌 (+)㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 (-)
㻌 㻌 㻌 㻌 (+)㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 (+)**
㻌 㻌 㻌 㻌 (+)**
㻌 㻌 㻌 㻌 (+)㻌

理工・地経
柔整
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌㻌㻌㻌(+)㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌㻌㻌㻌(+)*
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌㻌㻌㻌(+)㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌㻌㻌㻌(-)*
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌㻌㻌㻌(+)㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌㻌㻌㻌(+)㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌㻌㻌㻌(-)
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌㻌㻌㻌(+)㻌

全国資料
理工・地経
㻌 㻌 㻌 㻌 (+)**
㻌 㻌 㻌 㻌 (+)**
㻌 㻌 㻌 㻌 (-)
㻌 㻌 㻌 㻌 (+)㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 (+)㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 (+)**
㻌 㻌 㻌 㻌 (+)**
㻌 㻌 㻌 㻌 (+)**

柔整
㻌 㻌 㻌 㻌㻌(+)*
㻌 㻌 㻌 (+)**
㻌 㻌 㻌㻌㻌 (+)㻌
㻌 㻌 㻌㻌㻌 (+)**
㻌 㻌 㻌㻌㻌 (+)**
㻌 㻌 㻌㻌㻌 (+)*
㻌 㻌 㻌㻌㻌 (+)**
㻌 㻌 㻌㻌㻌 (+)**

理工・地経
柔整
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌㻌㻌㻌(-)
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌㻌㻌㻌(+)*
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌㻌㻌㻌(+)㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌㻌㻌㻌(+)㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌㻌㻌㻌(+)㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌㻌㻌㻌(+)㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌㻌㻌㻌(+)㻌
㻌 㻌 㻌 㻌 㻌㻌㻌㻌(-)

注）カッコ内は比較対象に対する正  、負  の差を示す
  *及び**は有意差ありで、それぞれp<0.05、p<0.01を示す

－8－
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社会調査の表現史
——社会に訴える調査者たち——


松尾浩一郎

 「社会調査」とは何だろうか。試みに広辞苑を引くと、「社会現象について、
観察・質問などによって直接データを収集し、分析すること」と定義されてい
る（第 6 版）。この定義にもあるように、社会調査の最初の根幹となるのは、
調査する者が、観察や質問などによって、調査される者に直接的に働きかけ、
なんらかの社会関係を持つことである。このような意味で、社会調査は「社会
の中の学問」であるといえる。
 社会調査は、社会学などの人文社会系の学問研究において、経験的研究をす
るための一手法として、広く行われている。また、企業のマーケティング活動
のなかで、消費者の性向や動向を把握するために実施される調査も、社会調査
のひとつであるといえる。自治体や政府が行うさまざまな調査のなかにも、た
くさんの社会調査が含まれているといえる。多様な場面で数多くの調査が行わ
れているという意味でも、社会調査は「社会の中の学問」だといってよいかも
しれない。
 近年の社会調査の特徴として、非常に緻密なテクニックを利用することが一
般的になっていることが挙げられる。とくにデータ分析に大きな役割を果たし
ているコンピュータは、過去には考えられなかったほどの複雑な統計分析を日
常的なものにしている。今や数量的データだけでなく、インタビュー調査など
で得られる非定型の文章データであっても、テキストマイニングのコンピュー
タ・ソフトウェアを利用すれば、驚くほど詳細な分析を簡単にできてしまう。
 社会調査の技術面での精密化という趨勢は、ある視座から見れば明らかに進
歩・発展である。しかしそれは、異なる視座に立てばさまざまな違った捉え方
をすることもできる。極度に専門的な統計手法に依拠し、ごく一部の専門家し
か理解できないような成果が次々に生み出されている現在、果たしてそこに何
か大きな陥穽があるのではないかと疑いたくなるとしても、決して不自然なこ
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とではないであろう。
 改めていうまでもなく、専門分化や専門性の深化は、ほとんどの分野で不可
避に生じているものである。一般的には、そのデメリットがあるとしても、よ
り大きなメリットがあると考えるべきなのかもしれない。しかし社会調査の場
合、専門性の深化による代償は、その元来のアイデンティティにも関わるよう
な、無視してはならない大きな問題であるようにも思われる。
 たとえば社会調査の歴史を紐解いてみると、そのそもそもの成り立ちは、社
会についてのデータ科学を目指すという動機よりも、「社会の中の学問」を目
指そうという動機が、より大きかったのではないかと思われる節がある。とく
に、ドグマや既存の知の体系に内閉することなく、調査の結果得られた事実―
―最近の用語法でいえばエビデンス――を広く世間に提示することで議論を興
していこうという志向を、社会調査史の黎明期にしばしば見いだすことができ
る。つまり言い換えれば、そこで目指されているのは、「知るためだけの調査」
ではなく「伝えるための調査」なのである。また、伝えるための「表現」の問
題に、非常に意欲的に取り組んでいる例を、社会調査史の中に数多く見出すこ
とができる。
 いずれにせよ、専門性の壁に守られた専門家の狭いサークルの中に安住する
ことは、こうした社会調査のひとつの源流に見られる初志からいえば

1)

、極め

て望ましからざることだといえるだろう。
 そこで本論文では、社会調査史研究の観点から、これまでに社会調査を試み
てきた人たちが、どのように「表現」の問題と関わってきたのかを跡付け、そ
れら何を意味するかについて考えていくことにしたい。
1. 社会調査史から学ぶ
1.1 社会調査史研究の視点
 社会調査の歴史を捉えようとする場合、さまざまな視点・アプローチをとる
ことが可能である。その主なものとして以下の 4 つを挙げることができる。
 まずはじめは、社会学史の一下位領域として社会調査史を位置づけるという
アプローチである。社会調査はおおむね社会学との強い結びつきを持ってきた。
そのような側面を念頭に置いて、社会学の学説・研究の展開に社会調査が果た
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した役割を評価していくという方法である（Platt 1996）。
 つぎに考えられるのは、社会調査の方法史という視点である。社会調査は社
会を研究するためのひとつの技法と位置付けることができる。とするならば、
そこで具体的にどのような技術が使われてきたか、その技や道具の切れ味はど
のようなものかが、研究のあり方を左右していくことになる。方法史というア
プローチを確立したのは、イギリスの G・イーストホープであり、彼の著書『社
会調査方法史』（Easthope 1978）は大きな影響を及ぼしている。また、日本に
おける社会調査史研究の第一人者のひとりである佐藤健二（2011）も、同じよ
うに方法そのものに焦点を絞り込んで歴史を記述している。
 社会調査を支える制度や社会構造に注目するアプローチも重要である。欧米
での社会調査史研究を牽引してきた A・オバーシャル（Obershall, ed. 1972）や
M・バルマー（Bulmer, ed. 1985）、J・コンバース（Converse 1987）らは、学術
の制度化過程や研究組織の構造を追うことで、社会調査活動を広く社会全体の
中に位置づけて描き出している。このアプローチをとると、社会調査は社会学
界という狭い世界の枠のみにおさまるものではなく、行政やジャーナリズム、
アカデミア外の民間研究機関などの活動も視野に入ってくる。
 社会調査が単に社会学界の一部分にとどまるものではないと見なすとき、さ
らに異なる視点の社会調査史研究のあり方が浮上してくる。社会を織りなす人
間の営みのひとつとして社会調査を位置づけ、社会調査活動という出来事を素
材として歴史と社会のうねりを記述するというアプローチである。つまり、社
会調査の社会史を描こうとする試みである。「社会的営為としての社会調査」
に着目してドイツやフランスの社会調査史を発掘した村上文司（2005）の研究
をその一例として挙げることができる 2)。
1.2 ポジティビズムの再発見
 今日ではあまり顧みられないような事例にも着目して先人たちの調査経験を
跡付けることで、さまざまなことを学ぶことができる。筆者はこれまでいくつ
かの社会調査史研究を進めてきたが（松尾 2004, 2009, 2015）、その中で浮かび
上がってきた特に興味深いこととして、ポジティビズム（positivisme, positivism,
実証主義）とは何か、という問題がある 3)。
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 今日では一般に、社会調査は実証研究の方法論と位置づけられている。そし
て実証研究を支える思想は「実証主義」、つまりポジティビズムだとされてい
る。この「実証主義」は、思弁に頼らず現実を観察しデータに語らしめる研究
姿勢のことと理解されることが一般的であろう。少なくとも今日の社会学界で
の通例では、「実証主義」は、経験主義とおおむね近いものとして理解されて
いると思われる。
 それに対して、社会調査の黎明期に目を向けてみると、そこに認められるポ
ジティビズムのあり方は、今日の社会調査界のそれとはかなり違うことに気づ
かされる。確かに社会調査はポジティビズムに依拠した新しい社会科学研究を
目指すという動機とともに生まれ、展開している。しかしそのポシティビズム
は、今日通例の「実証主義」という訳語ではなく「積極主義」とでも訳すべき
性質のものとして現れ出ているのである。
 ポジティビズムの語幹は positif, positive であり、そこには「明白性」「実在
性」などの訳語があてられる系列の意味だけでなく、「積極性」と訳される意
味が含まれている。社会学・社会調査におけるポジティビズムの概念は、その
うち前者の系列の意味に主として関わって、今日では「実証主義」と訳された
り、「経験主義」とおおむね近いものと捉えられるようになっている。しかし、
後者の「積極性」という意味も、ポジティビズムと無関係なわけではない。そ
れは、ポジティビズムの祖型のひとつとなっている A・コントの実証主義哲学
が positif を広く捉えていたこと、つまり「実在的」「実用的」「確定的」「精
密的」「積極的」「相対的」の六義が含まれていると位置付けていることにも
明らかである。
 ポジティビズムの変容は、近年の社会調査をめぐる環境の変化にも現れ出て
いる。昨今では「社会調査の困難」が叫ばれるようになっているが、見方を変
えれば、今日ほど社会調査を容易に行いうる時代はなかったであろう。という
のも、高性能なコンピュータも、洗練された統計分析手法も、インタビューや
質問紙作成のノウハウも我々はすでに持っているからである。調査研究を支援
してくれる大学という制度に守られている調査者も多いであろう。さらには官
民から調査費、研究費を調達することも難しくはない。しかしこれらは、いず
れも歴史通貫的に見れば自明の条件ではない。むしろ、調査活動や研究が禁じ
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られたり弾圧されたりするほうが、過去においては珍しくなかったともいえる
だろう。
 現在とは異なった困難さに直面せざるを得ない状況の中であえて社会調査を
行うには、調査者が本当に強く積極的で建設的な、つまりポジティブな姿勢を
貫かないと到底無理であろう。それは、単年度の予算の残額を睨みながらルー
チンワークのように次々に仕上げられていく今日の一部の調査とは、きわめて
対照的である。困難な環境にあろうとも積極的に社会的現実をつかもうとする
という意味でのポジティビズムが、黎明期の原始的な調査のなかにはっきりと
現れているのである。
 歴史上の調査事例は、今日の眼から見れば稚拙な技術しか持たない貧弱なも
のと評価を下したくなるものがほとんどである。しかし、容易ではない環境に
あっても経験主義的な実証研究に挑戦しようとする積極的で建設的な姿勢と調
査過程には、むしろ学ぶべきところが多いように思われる。
 やや予備的考察が長くなったが、本稿の主題に戻りたい。これから論じたい
ことは、黎明期の社会調査に見出すことができるポジティビズムの具体的な発
現形態のひとつとして、積極的な「表現への志向」を見い出せるということで
ある。
2 失われた技術としての表現
2.1 チャールズ・ブースのロンドン調査
 社会調査の起源についてはいくつもの捉え方が可能であろう。旧約聖書の人
口調査のような紀元前のできごとにまでさかのぼる見解もある。しかしここで
は、近代化が進む社会において社会科学的な問題関心を背景として行われた調
査に絞ってみることにしたい。
 すると浮かび上がってくるのは、19 世紀の中葉から後半にかけてヨーロッパ、
とくにイギリスで行われた一連の調査である。
 エンゲルス（F. Engels）は産業化の震源地となった大都市ロンドンとマンチ
ェスターを舞台に、労働者の住宅や生活の状況などを調査し、衝撃的なルポル
タージュである『イギリスにおける労働者階級の状態』を 1845 年にまとめてい
る。銅版画の活用で知られる社会風刺誌『パンチ』の創設者であるメイヒュー
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（H. Meyhew）は、さまざまな職業の都市生活者を主対象とした観察と調査を
行い、『ロンドンの労働とロンドンの貧民』（1861–62 年）をまとめている。
フランスではルプレー（F. Le Play）が統計的な家計調査の手法を取り入れたモ
ノグラフ集である『ヨーロッパの労働者』を 1855 年にまとめている。この時期
には他にもこれらに類する調査事例を見出すことができる。
 こうした流れのなかに現れ、歴史の画期をなした調査者が、社会調査の先駆
者として広く知られている C・ブースその人である。ブースはロンドン全域を
対象として市民の生活状態に関する大規模な社会踏査に取り組んでいるが、そ
れは例をみない真に先駆的な挑戦であった。この調査では、急激な発展をとげ
る近代大都市が抱える格差と貧困問題への関心を背景として、一般の人々の生
活状況を定量的に明らかにすることが目指されている。
 ブースのロンドン調査は 1886 年に着手されている。巨大な大都市の住民を全
て把握しようとするものであったから、計画段階でも他にない大規模な陣容と
なった。多数の調査員を動員し、3 年間という長期間をかけることが企図され
た。しかし実際には想定以上に調査は難航し、また、産業調査や宗教調査へと
視点が拡大していき、結局 17 年という長い歳月を費やすことになっている。全
17 巻におよぶ最終報告書『ロンドン民衆の生活と労働』（Booth 1902–3）が完
結したのは、世紀をまたいだ 1903 年となった。
 ブースのロンドン調査は、必ずしも史上初めての社会調査だというわけでは
ない。しかしそれでも、近代的な社会調査の原点であると一般に見なされてい
る。それはなぜか。
 まず何より、人口調査など国家レベルの機構や強大な権威・権力が行った調
査を除けば、それまでにない大規模なものであったという意味で、ブースの調
査は画期的な試みであった。また、繁栄する大都市の内部にも数多くの貧困が
存在していることを経験的データを用いて明らかにしたという点で、当時の一
般的な社会認識を改めさせる強力かつ広範な影響を及ぼしたことも重要である。
さらに、分析法の面でも大きな革新を達成している。主題である貧困を調査に
よっていかに測定し説明するか。ブースは収入という尺度に沿って貧困の概念
を構成し

4)

、さらに住居の状態、職業、過密といったさまざまな要素との関係

を解きほぐしていくというやり方で、その課題に答えを出そうと試みたのであ
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る。
 ロンドン調査はきわめて膨大なものとなっており、その全貌を理解するのは
容易ではない。さまざまな視点から得られたデータは錯綜しており、ひとつの
明確な焦点を結んでいるようには見えない。また、論述は豊富で数多くの町や
街路ごとに解説がされているが、そうした具体的な記述からただちにロンドン
全体の像が浮かびあがってくるとは言いがたい。
 しかしそれにもかかわらず、ブースの調査は「一般に豊かな大都市とみられ
ているロンドンは実際には多くの貧困を抱えている」のだという明快なメッセ
ージを、強く広く送り続けることに成功している。
 なぜこうした訴求力を持つことができたのだろうか。まずその理由のひとつ
として、調査結果を社会地図で表現したことを挙げたい。
 ブースの社会地図は「貧困地図」として知られている。12 枚の貧困地図が作
成されており、おおむねロンドン全域がカバーできるようになっている

5)

。実

地調査によって得た各街路ごとの生活状態を 7 段階に分け、上層から下層にか
けて黄色から赤色、桃色、灰色、水色、青色、黒へと色分けしている。文字通
り一つ隔てるだけで、まったく異なる生活世界が広がっていることを明瞭に示
している。鮮やかな色彩で描かれた貧困地図のロンドンは、人々に知られてい
なかった容貌を見せるものであった 6)。
 社会地図というビジュアルな表現は、それまで隠されてきた貧困を可視化す
るというブースの狙いにはうってつけのものであった。17 巻にも及ぶ膨大な報
告書を通して読まなくても、地図を眺めるだけでブースの主張の大要は十分に
感じとることができる。
 ブースの調査は、社会学史の上でも、調査方法史の上でも、あるいは社会政
策史や社会福祉史のなかでも、きわめて大きな影響力をふるっている。しかし
それは、膨大で複雑な調査結果を広く伝えるための工夫がなされ、実際それに
成功していることによって、初めてなし得ることができた成果なのだといえる
だろう。
2.2 リンド夫妻のミドルタウン調査
 豊かな表現力を持ったことがその調査の存在を左右したような事例は、ブー
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スのロンドン調査だけではない。たとえば、アメリカにおける地域社会研究の
古典として名高いリンド夫妻によるミドルタウン調査も、その好例であるとい
えるだろう。
 ロバート・リンドを中心として 1924 年に着手されたミドルタウン調査は、文
化人類学的な実地調査を現代都市で行うことを目指した、それまでに類例を見
ない野心的な試みであった。典型的なアメリカの小都市であるミドルタウン

7)

を調査地として選び、リンドらはそこに長期間にわたって滞在し、そこでの人
と社会の有様をさまざまな場面にわたってつぶさに観察している。その成果は
一本の書物『ミドルタウン』（Lynd and Lynd, 1929）にまとめられている。本
書は参与観察による地域社会モノグラフの先駆としてあまりにも有名である。
 しかしいざ『ミドルタウン』を手にとって一読してみると、そこで何がどの
ように分析され、何が明らかにされたのかは、リンド本人が結論に書いている
ように「迷路に入り組んだ状態」（p.243）なままであることに気づかされる。
方法の面でも同じようなことがいえる。質問紙調査から観察まで多様な技法が
用いられているが、当時の水準から見ても、その個々の技法はとりたて高度な
ものではなく、むしろ方法への関心に欠けると疑わざるをえないような、平凡
で単純なものであった。そもそもリンド夫妻は、調査の中心となったロバート
も、それを助けた妻のヘレンも、社会学や社会科学の専門家になる訓練を受け
たことさえなかったのである。
 しかし調査技術の稚拙さは、書物としての『ミドルタウン』の失敗にはつな
がらなかった。むしろ本書は広く読書人に迎えられ、売れに売れたのである。
「最初の年の 1929 年のうちに増刷に次ぐ増刷となり、その年度で 6 回の印刷回
数を数え」（中村 1990: 373）たという。「ベストセラーになり、その後 8 年
間に、大恐慌時にもかかわらず、1 冊 5 ドルで 32,000 部が売れ」
（園部 2008: 17）、
今日まで版を絶やすことなく読み継がれている。
 このように、『ミドルタウン』は一般の読者にアピールするものとなった。
なぜこうしたことが可能になったのであろうか。これもいろいろな要因や巡り
合わせが働いていたのであろうが、書物としての魅力、とりわけ、記述のおも
しろさや文章表現の巧みさが大きいものと思われる。日本語版の訳者である中
村八朗は「まったくもって訳者泣かせの凝った文体」で「おそらく夫妻が苦心
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を重ねて練り上げたであろう文体」（中村 1990: 370）と述べている。英語の
言語表現について十分に論評することはできないが、少なくとも、いかにも専
門的な学術書であるという文章とは程遠いことは確かである。
 リンド夫妻の記述のスタイルは、1930 年代以降のアメリカ社会学を強力に牽
引したシカゴ学派のリーダーである R・パークの文章表現とは、明らかな好対
照をなしている。パークは極めて平易で簡潔、明解で厳密な文章を書いた人で
ある。彼の書いたものは大変に明瞭で読みやすいが、そこに滋味のようなもの
はほとんど感じられない。科学としての社会学を標榜したパークとシカゴ学派
の態度が、単純明快な文章に象徴されている。
 パークは新聞記者出身であった。通説ではその経験がフィールドワークやデ
ータ収集への強い志向につながったとされている。実は R・リンドも実業界で
の前歴があった。彼はミドルタウン調査にかかわる以前には、出版社で雑誌編
集や広告業務にたずさわった経験を持っている。R・リンドはこうした経歴が
あったからこそ、ただ本を書くだけでなく、それを多くの人に届けることに高
い意識を持っていたのではないだろうか。そのための魅力的な文章表現であり、
魅力的な本作りであったように思われる 8)。
2.3 調査技法書のなかの表現
 初期の社会調査者たちが表現への志向を強く持っていたことは、ブースとリ
ンドの事例だけでなく、さまざまなところから読み取ることができる。その一
例として、社会調査の技法書、教科書での記述のされ方に注目してみたい。
 アメリカにおいて社会調査の教科書が出版されるようになったのは 1910 年
代頃からである（Platt 1996: 14–5）。しかしその中でも、とくに大きな影響力
を及ぼした教科書をひとつ挙げるならば、P・ヤングが 1939 年に出版した『科
学的社会調査法』（Scientific Social Surveys and Research）に指を折るのが適当
であろう。本書は 1960 年代後半まで幾度も改版され、長きにわたって広く利用
されている。
 その初版を見ると、データ分析の技術を事細かに解説することに紙幅の大半
を割くような今日の社会調査の教科書に見慣れた我々にとっては、意外といっ
てもよい構成と内容からなっている。全 600 ページ余りのうち、冒頭からの 100
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ページは社会調査史についての記述に費やされている。その後ようやく方法論
や技法の解説へと進んでいくが、その内容や書かれ方は今日のそれとは大きく
異なる。まず「データとは何か」について考察した上で「フィールドでの科学
的な観察法」へと論を進めていくのだが、そこで「科学的な観察法」のひとつ
として写真撮影が大きく扱われている。さらに続けて質問紙作成法、インタビ
ュー法、歴史資料の分析法、事例研究法、統計分析法と進んでいくが、こうし
たデータ収集法が説明される章を受けるのが「グラフィック・プレゼンテーシ
ョン」の章なのである。ここでは各種のグラフや地図やダイヤグラムを使って、
いかに表現するかが詳しく説明されている。
 このように表現の問題を教科書のレベルで大きくとりあげることは、その後
急速に社会調査の技法が「発展」し、社会調査が学問研究の世界の中で制度化
されていったのと反比例するかのように、ほとんど見られなくなる。社会調査
は当初持っていた表現への意識をしだいに失っていったのである。
3 社会に訴える調査者たち
3.1 アカデミズムと社会調査
 初期の社会調査が表現に積極的であったことは、それらの調査の背景や担い
手の立場とも深く関わっている。過度の単純化を恐れつつあえていえば、多く
の社会調査が学問研究のためでなく社会改良のために行われていたのである。
また、社会調査は学究を目的とした大学人のものではなく、実践家のものであ
ったのである。
 19 世紀の大学では、まだ社会科学は十分な地位を築いてはいなかった。20
世紀初頭になっても状況は大きくは変わっていない。そして、アカデミアの中
でもさらに小さな社会科学の世界は、基本的には文献資料に依拠することに徹
しており、経験的調査を自らの方法としては認めてはいなかった。こうした状
況は、アカデミアだけでなく、社会問題をめぐる論壇にも共通するところがあ
った。
 C・マーシュ（Marsh 1985）は興味深いエピソードを紹介している。1880 年
代にロンドンの仕立職人を対象に貧困調査を行ったジャーナリストのメイヒュ
ーは、「まったく信用できない貧者自身の言い分をデータとしたせいで公知の
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事実に矛盾した結果をみちびいている」という旨の批判をされたのだという。
現場で当事者を調査したことが、研究としての評価を高めたのではなく、むし
ろ低める結果となったのである。社会科学も論壇も、現実に目を向けるよりも
書斎の世界を優先するきらいがあった。
 前節で論じたブースもリンドもいわゆる大学人ではなかった。ブースは大実
業家としての人生を送り、調査に関わるようになるのは第 2 のキャリアにおい
てであった。リンドはキリスト教団体の活動の一環として調査を行っており、
大学に移りアカデミアに迎えられるのは『ミドルタウン』で名声を得てからの
ことであった。
 大学人が大学の世界のみを念頭において発言する場合、議論のコンテクスト
を濃密に共有しているので、すでに確立された一定の形式にのっとって表現す
れば、十分な伝達・コミュニケーションができる。むしろ表現形式を崩すこと
は、集団内のコンテクストを乱す、歓迎されない行為にもなりうる。
 しかし特定のコンテクストの枠組みに収まりきらなくなるとき、事情は大き
く変わってくる。仲間内だけでのコミュニケーションではない場合や、相手の
認識構造そのものに変容を促そうと働きかけたい場合などにおいては、定型化
された表現方法の効力が期待できなくなるであろう。調査者は自分の知見を伝
えることに工夫が必要になるのである。さらにその知見が、それまでの常識を
更新したり、過去に知られていない知識を追加するようなものであれば、この
ことはなお一層当てはまる。
 社会調査とは、とくに黎明期のそれは、まさにそのような状況において行わ
れるものであった。書斎志向のアカデミズムの枠組みからは離れて、知られて
いない社会的現実や、知らしめたい問題状況を、経験的データを活かして多く
の人に伝え理解してもらおうとする。そのためには、信頼性や妥当性といった
点も重要になってくるが、いかに表現するかといった点もより緊急の課題にな
るのである。
 1930 年代ごろまでの社会調査の歴史を概観すると、「社会に訴える社会調査
者」ともいうべきイメージが浮かび上がってくる。こうした側面は、ブースや
リンドのような今でも高く評価されている古典にも見出すことができる。また、
その他の現在ではかえりみられない数多の「無名」の調査においても、こうし
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た特徴を顕著に見出すことができる

9)

。これから「社会に訴える調査」のいく

つかの事例を見ていきたい。
3.2 社会学的写真家ハイン
 まず取り上げたいのは社会学的写真家と呼ばれたハイン（Lewis W. Hine）で
ある。今日ではハインは 1920 年代前後のアメリカにおいて児童労働問題に関わ
った写真家として記憶されている。しかし彼自身は社会学者と自称することも
あったように、単なる写真家の枠には収まらない部分で非常に重要な働きをな
していた（松尾 2004）。映像社会学の中興の祖である H・S・ベッカーも、彼
を社会学の流れに位置づけて論じている（Becker 1974）。実際、社会調査史の
流れのなかでも、ハインの活動は重要な位置を占めているといえる。
 ハインは 1874 年にアメリカ合衆国ウィスコンシン州で生まれている。シカゴ
大学で社会学などを学び、ニューヨーク大学の大学院に進んで 1905 年に教育学
の修士号を得ている。その後、地理教師となることから職業的キャリアを歩み
始めている。
 カメラは 19 世紀末に実用化され、急速な技術革新とともに普及の端緒につき
始めていた。ハインがそのような最新機器であったカメラを手にしたのは地理
の授業の教材づくりが目的であった。多文化都市ニューヨークの諸相を写真に
収めようとしたのである。最初に取り組んだのはエリス島での入国審査を待つ
移民たちの撮影であった。被写体の多くは東欧からの移民であった。複雑な境
遇にある彼ら彼女らの表情を見事に写し取っている。こうした移民の実際の姿
を見せることで、生徒に移民問題をリアルなものとして感じてもらおうとした
のである。
 その後ハインは社会改良運動に深く関わるようになり、教師を辞して撮影活
動に力を注ぐようになる。ハインの活動の土台をなしたのは、「写真による調
査」というアイディアであった。このアイディアは、社会改良運動のなかで近
しくなった P・ケロッグの後押しを得て実を結んだものである（Kaplan 1992）。
ハインは全米児童労働委員会の委嘱をうけ、1908 年から 1925 年まで、当時社
会問題となっていた児童労働の実態を明らかにし、それを告発するための調査
や撮影に取り組んだ。
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 彼は写真を世論に訴える技法として位置づけていた。文筆活動はほとんど行
わず、写真による記録と表現に集中した。そこで、写真の力を最大限に発揮す
るために工夫され編み出されたのが、フォトストーリー法と呼ばれる方法であ
る。何枚もの写真を意味ある順番に並べ、それにキャプションをつけていくと
いう、いわゆる組写真である。今ではあたりまえの手法であるが、そのひとつ
の起源はハインの活動に求めることができる。
 さらに講演会用のスライド、展覧会、パンフレット、写真をコラージュした
ポスターなどをみずからデザインし、積極的に使用している。写真の訴求力を
最大限に生かそうと試みたのである。彼は調査・撮影のためにアメリカ中を旅
しているが、それとおなじように、自分の撮影した作品を携えて児童労働の禁
止を訴える講演の旅も続けた。
 ハインの写真には明瞭な表現上の個性を見いだすことができる。労働の現場
で撮影された子どものポートレイトにとくに顕著であるが、人物を撮影する場
合、被写体となった者の表情が精細に描写されていることに目を見張らされる。
特にレンズを凝視する厳しい視線が目立っている。
 彼が主に使った機材は 5×7 インチの乾板式箱型カメラであった。手軽に操作
できるものではなかった。また、彼はピント合わせの容易なパンフォーカスで
はなく、背景をぼかして主題である被写体の表情を浮き上がらせる手法を好ん
だ。この方法だと慎重かつ精密なピント合わせの作業が必要になったはずであ
る。このような機材でこのような表現を目指すために、被写体の協力を得つつ、
時間をかけた丁寧な撮影をしていたものと思われる。おそらくハインは、撮影
の困難さが高まるという問題よりも、被写体の表情そのものが持つ世論に訴え
る力を利用し、表現力を高めることを優先したのであろう。
 ハインは写真家として写真の美しさを強く追求していた。しかしその美しさ
というのは、根底にある社会学的関心、つまり社会改良への貢献という目的に
従属するものだった。
 彼の写真は一般にドキュメンタリー写真とか報道写真とよばれるジャンルに
含められているが、事実の客観的な記録に厳格に徹していたわけではなかった。
被写体にポーズをとらせてポートレイトを撮るというセットアップ写真である。
20 世紀の社会調査が守ってきた原則、つまり調査対象への非介入という原則は、

－- 13
23 －
-



そこには存在していない。ハインは調査対象への積極的な介入を厭わなかった。
むしろ彼の写真のなかには、被写体との共同作業とでもいうべき印象を受ける
ものさえ少なくない。
 このようなハインの手法は、記録としての真正性や信頼性には疑いを差し挟
む余地を生んでいる。しかし彼の写真からは圧倒的なリアリティを感じるのも
また確かである。根底にある社会改良という目的にかかわって、社会学的表現
力が見事に発揮されているのだと考えたい。
3.3 ケロッグのピッツバーグ調査
 「社会に訴える調査者」の例となるのはハインのみに限らない。むしろ、1930
年代頃までのアメリカにおける社会調査では、アカデミックな関心に終始する
もののほうが少数派であったといってよい。それは、総合調査と呼ばれるよう
な大規模な調査プロジェクトであっても変わらない。
 「社会に訴える」という性格が色濃く現れている総合調査の事例として、ケ
ロッグ（Paul U. Kellogg）が主宰したピッツバーグ調査をとりあげてみいたい。
 社会事業家として知られるケロッグは 1879 年にアメリカ合衆国ミシガン州
に生まれている。コロンビア大学を卒業後、雑誌 Charities の編集者となる。こ
の雑誌は「慈善」という誌名からわかるように、社会事業や社会改良をテーマ
にしたものであった。のちに Charities and the Commons と改題され、さらには
The Survey へと誌名を改めていくなかで、ケロッグは同誌を主宰するようにな
る。
 The Survey はケロッグの活動の拠点となった。編集、執筆、取材を通じて彼
は積極的に社会問題にコミットしていく。その活動はいわゆる慈善活動に止ま
るものではなかった。彼は観察と報告、つまり「調査」の重要性に着目してい
た。調査結果をもとに世に訴えるというスタイルをとるようになる。雑誌のタ
イトルを The Survey に改めたのもその現れである。ケロッグは雑誌というメデ
ィアを調査報告の場として活用していく。
 調査者としての彼の活動のハイライトは、1907 年から翌年にかけて行われた
ピッツバーグ調査である。ピッツバーグ調査は広い視野を備えた総合調査であ
った。地理、政治経済、鉄鋼労働者、家族の生活、女性労働、移民、地域社会
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などが主な調査対象となっている。経済学者、政治学者、社会学者、ジャーナ
リスト、社会事業家などが多数動員された。産業化が進む大都市が生み出した
複雑な社会問題を科学や学術の力からジャーナリズムの力までを動員して明ら
かにし、それに立ち向かっていこうという問題意識が底流をなしていた。ブー
スのロンドン調査からの大きな影響も受けている。アメリカにおいては前例の
ない、大規模な調査となった。
 ケロッグは職業研究者ではなく、アカデミズムとの間には一定の距離があっ
た。しかしだからこそ、前例のない挑戦的な調査に漕ぎ出すことができたのか
もしれない。彼はディレクターとして、大所帯からなる調査チームを強力に先
導していった。極めて大規模な総合調査であるから、先立つ資金も相当のもの
が必要になる。この難題は、当時設立まもないラッセル・セイジ財団の援助を
獲得することで解決していった。
 彼の編集者としての感覚は、ピッツバーグ調査の端々にあらわれている。報
告書は数字や統計表などの調査結果の羅列ではなく、全編が読み手へ訴えかけ
るものとなっている。報告書の分量は膨大なものとなっているが、写真、絵画、
地図、図表が多用されており、親しみやすい雰囲気がある。写真撮影にはハイ
ンを起用した。ハイン特有のスタイルで、移民労働者などのピッツバーグ住民
の生活が見事に表現されている。印刷や製本も質が高く、手にとるものに何か
を訴えかける力がみなぎっているように感じられる 10)。
 ケロッグの調査は「調査のための調査」ではなかった。「観察と報告」を旨
とした彼の調査は、単に調べるだけでは完結せず、それを世に伝えることも不
可欠な柱となっていた。当然ケロッグは学界だけを念頭に置いていたわけでは
ない。広く世間に訴えて、世界を変えようとした。そのための媒体が雑誌 The
Survey だったのである。
 ピッツバーグ調査は当時のアメリカ社会学界や社会事業界に大きな衝撃を与
えた。シカゴ学派社会学が都市調査に乗り出していく際にも、ピッツバーグ調
査は無視できない最重要の準拠点とせざるを得ないものであった。しかし、科
学としての社会学を追究したシカゴ学派にとって、アカデミズムの枠にとらわ
れないピッツバーグ調査は、何としてでも乗り越えるべき準拠点であった。シ
カゴ学派の都市研究が次々に成果を上げ学界での地位を確実なものとしていく
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過程のなかで、まずピッツバーグ調査は激しい批判の対象となり、そしていつ
しか言及さえされなくなっていったのである。
3.4 ジャーナリズムとの狭間で
 ハインやピッツバーグ調査のように「表現」に積極的であった調査者たちの
事例を概観してきたが、ここでひとつの疑問が浮かんでくる。ハインもケロッ
グも大学ないしアカデミズムとは距離があった。学術的な質を求めなかったか
らこそ、表現に力を入れることができたのかもしれない。つまり、表現として
の質の高さと研究としての質の高さは、相互に背反するトレードオフ関係にあ
るのではないだろうか。
 ここで想起されるのは、社会調査とジャーナリズムの関係である。両者はそ
れぞれ異なる世界を確立してはいるが、ファーストハンドの情報を得て、それ
を整理し発表するという点では、共通しているということができる。とくに質
的調査とルポルタージュやドキュメンタリーは、一見したところ区別がつかな
いほど似ている場合もある。
 しかしアカデミックな社会調査の世界では、
「ジャーナリスティックである」
という言葉は、ある調査を批判的に評するための言辞として使われてきた。ハ
インはベッカーが再評価するまでは、フォト・ジャーナリズムという別の世界
の人とされ、社会調査の世界で検討の対象となることはなかった。ピッツバー
グ調査は、同時代においては学術的達成をなしとげた社会調査と認められてい
たにも関わらず、シカゴ学派からの攻撃を受けるなかで、分析や理論的整理が
不十分でジャーナリスティックな学術的価値の低いものと位置づけられるよう
になっていった 11)。
 ジャーナリズムは研究の世界とは異なり、タイムリーであることや多くの人
に伝えることは必須の条件となるし、また、ときにはシャープに意見を主張す
べきこともある。ジャーナリズムの筆の力、表現力の高さは、こうした条件か
ら必然的に生まれてきたものであるといえる。しかし同時に、報道や言論の裏
をとるための取材活動も、ジャーナリズムの核心となる要素となっている。実
際のところ、研究者よりもジャーナリストのほうが、現場に広く深く関わって
いるような印象を受けることもないではない。
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 しかしそれでも、ジャーナリストの記事や作品が社会調査として評価される
ことは、極めて稀である。それはなぜだろうか。いろいろな解釈が可能であろ
うが、ジャーナリズムの「取材」とアカデミズムの「調査」の相違に注目して、
その理由を理解することが最も適当であろう。
 あえて二分法的に区別するならば、取材で収集された情報はそれ自体が「確
からしさ」の根拠として使われる。それに対して、調査で収集された情報はあ
くまでもデータであって、「確からしさ」の最終的な根拠はデータ分析の結果
に求められる。アカデミズムにおける調査の世界は、五感での見聞よりもデー
タの分析に信頼をおくという、近代科学の価値観をもって発展してきたのであ
る。
 表現と研究のトレードオフはここに関わってくる。研究の文脈で調査を行う
場合は、学界で共有されているデータ分析法を適用することで、自らの調査結
果の「確からしさ」を主張することができる。ひとつのアカデミック・コミュ
ニティの内では、そこでの流儀に従いさえすれば、調査者は特段の表現の工夫
はせずとも十分に伝えることができる。むしろ、余計な表現技巧を付け加える
のはノイズでしかない。しかし、そのノイズとされる表現の工夫は、一定の分
析手法という約束事を共有しない世界においては、むしろ「確からしさ」を伝
えるための最も重要な手段となるのである。
 以上のように考えてみると、表現と研究のトレードオフ関係が成り立つには、
前提条件があったことがわかる。そのひとつは、調査者がアカデミック・コミ
ュニティの外と深い関わりは持たないということである。そしてもうひとつは、
アカデミック・コミュニティの内でデータ分析の方法と論理が確実に共有され
ているということである。
 このふたつの前提条件は、20 世紀中頃の一時期には、社会調査をめぐる学界、
とくに社会学界において、かなりの水準で満たされていたといえるだろう。し
かし、1970 年代以降の社会調査の転回を経験した今日においては、もはや必ず
しも自明のものだとはいえなくなっている。科学観や学問をめぐる状況が大き
く変化している現在では、これらふたつの条件は、さらに急速に霞んでいくこ
とも現実的になりつつあるように思われる。
 そして、20 世紀初頭までの社会調査の黎明期においても、以上のような面に
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おいては今日と同じ状況があったのである。初期の社会調査が表現に積極的で
あったのは、このような背景が影響していたものと考えることができる。
4 社会調査の精緻化と社会学の制度化――とくに量的調査と質的調査の関係か
ら
 これまで論じてきたように、社会調査における表現、あるいは社会学研究に
おける表現のあり方に関して、さまざまなことを社会調査史から学ぶことがで
きた。そのなかでも要点となるのは、黎明期の社会調査は表現への志向を強く
持っていたことであり、そうした志向は今日のアカデミアにおける社会調査に
は継承されていないものだということであった。これらのことと関連して、最
後にもうひとつ触れておきたい論点がある。いわゆる質的調査の歴史的展開に
ついて、とくに量的調査と質的調査の関係についてである。
 表現志向から分析志向への変化が生じた理由としては、この論考で暗示して
きたように、社会学における科学主義化の進行をまず第一に挙げることができ
るだろう。それが多様な調査表現の試みを抑圧することにつながっていた。し
かしそれを、20 世紀の中頃をピークとして社会調査が統計的なサーベイ調査―
―いわゆる量的調査――に傾倒していったことと完全に重なり合うものとして
理解すべきかといえば、必ずしもそうとは言い切れないようにも思われる。
 確かに、量的調査における技術的な洗練と精緻化が、社会調査の歴史の流れ
を大きく転回させる影響を及ぼしたことについては争う余地はない。しかし、
そのような理解をするときに、もし仮に量的調査に対立するものとしての質的
調査の存在を想定し、それを量的調査が抱える諸問題から自由なものだと位置
付けているとすれば、その認識を適切なものということはできない。というの
も、表現と研究のトレードオフ関係が生み出される主な要因は、データ分析の
方法論が確立されていくことそのものにあった。それは質的調査にも例外なく
生じていたからである。
 質的調査はしばしば量的調査に対立するオルタナティブとして捉えられるが、
時期こそ遅れたとはいえ量的調査と同様に方法論上の洗練や精緻化が進んでき
た。質的調査法における精緻化は、とくにデータ分析の局面に関してのもので
あった。例えば、グラウンデッド・セオリー（GT 法）、エスノメソドロジー、
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会話分析、テキストマイニングなど。これらはいずれも非定型質的データを分
析する方法を提案するものである。
 量的調査の場合はデータ分析だけでなく、質問紙作成法や尺度構成法といっ
たデータ収集の面でも、方法論の精緻化が重ねられてきた。それと比べると、
質的調査の場合は、データ収集法には本質的な変化は起こっていないといって
よいであろう。そのぶん、質的調査の方法論上の工夫は、むしろデータ分析技
術に集中しているのである。とすれば、表現から分析へと重心が移行する現象
は、質的調査でも同じように生じうるし、実際に生じているように見受けられ
る。
 つまり問題となるのは、科学主義的な数量分析への傾倒だけではなく、質的
調査も含めた社会調査や社会学の制度化という、より深い次元での動きも重要
である。
 社会学は 19 世紀後半の誕生以来、つねに新しい学問だといわれてきた。哲学
や数学や物理学といったより長い伝統にもとづく学問にくらべると、その発祥
も発展もかなり遅いものであったのは動かしがたい事実である。社会学はアカ
デミズムにおいては新参者であったから、その中での地位を確立するまでに大
変な苦難を経験してきた。20 世紀初頭にウェーバーやデュルケム、ジンメルと
いった巨人たちによって社会学の骨格が固められていった時点でも、大学に社
会学者としてポストを得ていた研究者はほとんどいなかった。20 世紀前半の社
会学においては、学問としての地位を築くことが、自身の存在を賭けた課題と
なっていた。
 そのための戦略の柱となったのが科学主義化であり、それを基盤とした学問
の制度化であった。それは過度に思弁的な議論や情緒的な主張を排し、経験的
な論拠にもとづく堅固な論理を組み立てようとすることであった。また、その
ようなスタイルの研究をする専門家集団として、自分たちコミュニティをアカ
デミア内に築くことであった。
 たとえば何度か言及してきたシカゴ学派社会学を例にとってみると、その初
期（おおむね 1910 年代まで）と最盛期（おおむね 1930 年代）では、相当に異
なるスタイルで研究が進められていた。社会学史の視点から 1918 年までの初期
シカゴ学派について研究した M・ディーガンによれば、初期のシカゴ大学の社
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会学は E・パーク以降のそれとは異なり、科学的であることをそれほど意識し
ておらず、当時のアメリカ社会科学の通例どおり、キリスト教や社会事業と極
めて近いものであった（Deegan 1988）。キリスト教との深い関わりを持ち続け
たスモールやヘンダーソンらの研究や、アダムズらを中心としたハルハウスで
のセツルメント活動も、シカゴ大学における社会学の重要なひとこまである。
とくに後者は、ピッツバーグ調査のような社会踏査運動と非常に近い存在であ
った。
 さらにディーガンは、科学という価値を最優先するパークらによって、これ
らの歴史が「隠蔽」されたのだと主張している。また、アカデミック・コミュ
ニティのメンバーは男性であるべきだと考えるパークによって、女性が重要な
役割を果たしていた社会改良・社会事業の系譜が意図的に排除されていったの
だともいう。
 こうしてパーク以降のシカゴ大学の社会学者たちは、科学主義的な社会学を
築き上げることで、アメリカのアカデミズムにおける社会学の地位を高めるの
に多大な貢献をした。シカゴ大学はアメリカで初めて大学院課程を持つ社会学
科を設立している。また、これもアメリカで初めての本格的な社会学専門学術
雑誌である American Journal of Sociology を創刊している。シカゴ学派は、科学
主義化とあわせて、雑誌や学会組織をコントロールすることで、社会学の制度
化を先導したのである。
 これまでややネガティブな評価を含ませて社会学の制度化過程を描写してき
たが、学問の歴史的展開のなかでは、良くも悪くも制度化の進行は避けがたく
生じるものである。ここでいう制度化とは、具体的にいえば、理論枠組や分析
方法の精緻化と収斂、学問領域の境界線の確定、学会や大学といった研究者集
団の成立、共通の知識体系の伝達と人材育成システムの形成、外部から承認さ
れる権威づけ、といったことある。それらを欠いて学界が社会的存在としての
地位を固めることは難しい。
 社会学における質的調査は、過度の科学主義化の進行に対するアンチテーゼ
としての役割を果たしてきた。しかし、制度化の進行という点に着目すると、
それは質的調査の世界も例外ではない。質的調査というさらに小さな領域での
制度化が生じているにすぎない。
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 制度化が進むということは、そこにひとつの小さなアカデミック・コミュニ
ティができあがることを意味する。質的調査を専門とする研究者のコミュニテ
ィに活気が生まれることは歓迎すべきことである。しかし調査者が自分の調査
を伝えるオーディエンスとして、そのコミュニティだけに目を向けるようにな
ってしまうのは、必ずしも良いこととはいえない。
 今日のわれわれには、学問研究としての水準を落とすことなしに、学界の枠
に閉じこもらず広く議論をおこしていくことが、課題として改めて強く求めら
れている。表現への志向に根ざした調査研究に挑戦していた黎明期の調査者た
ちの姿は、われわれにとっても見倣うべきモデルになりうるように思われる。

注
1) 社会調査の源流にはここで論じたようなものとはまた別の系譜もある。たとえば権力が社
会を censor しようとする試みも、社会調査の重要な原点のひとつとなっていることは否定で
きない。そうした側面についてはまた別に論じたい。松尾（2015）も参照。
2) 調査過程に注目する必要性があることは浜谷（1994）が指摘したところでもある。こうし
た社会調査史研究の視点については石川（1994）や川合（2004）の議論からも学ぶところは
大きい。
3) 本稿でのポジティビズムに関する議論は藤田（1996）を参考にしている。松尾（2015）も参照。
4) ブースは週あたりの世帯収入額を主な指標として貧困の操作的定義を行い「貧困線」を画
定することを試みた。Easthope (1978) を参照。
5) ブースの貧困地図はインターネットでも見ることができる。チャールズ・ブース・オンラ
イン・アーカイブ（http://booth.lse.ac.uk/）では、貧困地図と現在の地図を比較対照させたり、
報告書での記述と突き合わせたりすることができる。
6) カラー刷の社会地図という表現方法じたいも、ブースは後に続く者へ強い影響をおよぼし
たといえる。たとえば 1890 年代に行われたハルハウスの調査（Residents of Hull-House 1895）
や、デュボイスによるフィラデルフィア調査（Du Bois 1899）などを例としてあげることが
できる。
7) ミドルタウンとは仮名であり、実際にはインディアナ州マンシーのことである。この仮名
にはアメリカのどこにでもあるような平凡な小都市を象徴しているのだとう意味が込めら
れている。
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8) もちろん『ミドルタウン』の作品としての確かさは間違いのないものである。しかし、ア
カデミズムに受け入れられたのは、作品の質が高かったからだけでもないように思われる。
当時のアメリカ社会学界では、都市を舞台にした経験的研究を重ねたシカゴ学派が急速に力
を持つようになっていた。ライバルであるコロンビア大学は、シカゴ大学に対抗する必要に
迫られていた。そこで注目されたのが R・リンドであった。シカゴ大学とはまったく違った
やり方で都市社会の経験的研究を成し遂げていたリンドは、コロンビア大学の次の一手とし
てうってつけの人物と思われたのである。こうしてリンドは社会学教授としてコロンビア大
学に迎えられることになったのである（園部 2008）。
9) 念のため付言しておくと、いうまでもなくその「無名」とは、調査の質の低さであるとか、
調査が行われた時点での影響力の小ささを直ちに意味するものではない。あくまでも現在に
至る学問研究・学界の流れの中で継承関係が途絶えてしまったということでしかない。
10) ピッツバーグ調査の成果は Charities and the Commons 誌上で数次にわたって発表された
後、あらためて Kellogg ed.（1914a; 1914b）ほか数冊の単行本にまとめられている。
11) 両者の境界線上で地位を保つことができた稀有な例として、リンドのミドルタウン調査
を挙げることができる。リンドもジャーナリスティックとの批判を受けることがあったし、
実際にそのような側面があることも否定できないが、コロンビア大学という一大勢力に守ら
れたこともあって、巡り合わせのいたずらのように最終的にはアカデミズムに受け入れられ
た。
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香港の移民の子どもの教育をめぐる現状と課題
―南アジア系エスニック・マイノリティに注目して―
石川 朝子
1. はじめに―研究の背景と方法
国際的な学力調査 1)において、中華人民共和国香港特別行政区（英語：Hong
Kong Special Administrative Region of the People’s Republic of China. 以下、香港）
がトップの成績を収めていることで、教育学界からの注目を浴びている。また、
香港は、東京都 23 区の約 2 倍の面積に 734 万人以上（2016 年現在）の人びと
が住む、世界で最も人口密度の高い地域の一つである。一方で香港は、イギリ
スの直轄植民地時代から多国籍・多民族で形成されたマルチ・エスニックな都
市として、アジアの経済・文化のハブとしての役割を果たしてきた地域でもあ
る。アジアにおいて高度な経済発展をみせる香港への移民流入は多く、人口の
6.4%（2011 年現在）を占める多国籍・多民族地域である。日本における在留外
国人の総人口に占める割合が約 1.76％（2015 年現在）であることに比べると、
人口に占める外国人の割合がいかに多いかが分かる。
本稿は、この香港のエスニシティの多様性に着目し、香港に住むエスニック
・マイノリティの教育に関する現状と課題について整理を行うものである。言
い換えれば、現在注目を集めている香港の高い学力に焦点を当てるのではなく、
香港のエスニック・マイノリティの教育課題に注目し整理を試みる。
香港の児童移民の問題について研究する愛（2009）は、香港の移民社会のあ
り方を「フロー型移民社会」であると特徴づけている。その理由として、香港
は歴史的持続的にヒトの移入と移出が激しい社会であり、移動をバックアップ
する制度や社会的雰囲気が整っていることをあげている。歴史的にも、イギリ
ス植民地時代から移入民によって構成された社会であるという経緯に加えて、
昨今仕事を求めた移民の数が増加している。これまで香港の移民研究では、古
くから香港に移民として在住しているインド系移民が対象とされてきた
（White1994, 沼崎 1997）。最近では、メイドとしてハウスキーピングと共働き
世帯における子どもの世話を仕事とするフィリピン人の研究もなされている
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（Constable1997, 合田 2007・2014, 小瀬木 1994）。以前はフィリピン人の女性が
高齢者などの介護の仕事も引き受けていたといわれているが、最近では広東語
を熱心に学ぶインドネシア人やタイ人が介護の現場に増えてきているとされる。
香港に住むパキスタンやネパールからの移民についても社会的・経済的な問題
があると言われており、香港社会における文化・経済的統合の課題を抱えてい
ると言われている（倉田 2016）。このような仕事を求めて香港に移民をしてき
た人びとは、その家族や子どもを伴って香港にやってくる。また、長く香港に
在住する移民の子どもともなると、現在では二世や三世（インド系などは五世）
となっている。さらに、中国系と移民の間に生まれた子どもも多く存在してい
る。
本稿では、香港のエスニック・マイノリティの現状と教育に関する課題につ
いて整理をする。その為の手がかりとして、香港で発行されている英字新聞『サ
ウス・チャイナ・モーニング・ポスト』2) のオンライン記事を参照する。本誌
のオンラインには、検索機能が付いており、キーワードを指定して記事を検索
することが可能である。最近の動向について調べるために、2012 年〜2016 年の
5 年間の記事について、「エスニック・マイノリティ（ethnic minority）」「教育
（education）」「生徒（pupils）」などを入力し検索をかけた。本稿では、それら
のキーワードを含む 33 本の記事を分析することで、昨今の香港におけるエスニ
ック・マイノリティの教育に関する課題としてどのようなことが挙げられてい
るのか整理を試みる。
これまで、香港の学力については、冒頭であげた国際的な学力調査での高得
点に焦点が当てられ、香港の教育レベルの高さの要因について分析された研究
がほとんどであった。これまでの研究には、授業についていくことができずド
ロップアウトしたり、貧困や家庭内外の教育資源の乏しさによって学ぶことが
難しくなったりしているエスニック・マイノリティの子どもの教育課題につい
ては触れられてはこなかった。
そこで、本稿では、国際的に学力トップを走る香港の、これまで光が当てら
れて来なかったエスニック・マイノリティの教育に着目し、現在の香港が抱え
ている移民の教育問題に焦点をあてて、現状と課題を整理したい。また現状と
課題をふまえた上で、香港政府による子どもの学力観や教育目標と照らして、
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マイノリティの教育の今後について考察を加えたい。
次節では、香港の教育制度について概説を行い、第 3 節では、香港の教育目
標やカリキュラムおよび学力観について整理をする。つづいて第 4 節では、香
港における移民の子どもの現状と教育をめぐる課題について、エスニック・マ
イノリティの教育に関する新聞記事の分析を通して明らかにする。最後に第 5
節をもって、まとめにかえたい。

2. 香港の教育制度
本節では、香港の教育制度について概観する。
香港では、1990 年代以降、教育システムの構造、カリキュラム、評価の改革
を中心とする包括的な教育改革が進められた（垂見 2015, p.133）。旧制度では、
イギリス（イングランド・ウェールズ）の教育モデルである 6・5・2・3 制がと
られていたが、2009 年 9 月から学校制度が変更されたことにより、日本やアメ
リカ・中国と同様の 6・3・3・4 制となった。義務教育期間は、小学校 6 年間、
中学校 3 年間となっている。2008 年からは小学校から高校までの計 12 年間は
無償公教育化された。これにより、実質すべての子どもに 18 歳までの教育が保
障されたことになる（山田 2011 a, p.152）。大学では 4 年間学ぶが、香港には現
在 8 つの公立大学（私立大学を合わせると計 19 校）しかないため、競争率が高
く、大学への進学率が 20％程度と非常に低い（王 2013）。また、それぞれの学
校段階に合わせて、統一試験が行われている。小学校 3 年生、小学校 6 年生、
中学校 3 年生では、Territory-wide System Assessment [TSA]と呼ばれる英語・数
学・中国語の香港統一試験（図表 1）が行われている。また、高校 3 年時には
Hong Kong Diploma of Secondary Education [HKDSE]と呼ばれる香港中等教育修
了 証 書 試 験 （ Hong Kong Diploma of Secondary School Education[HKDSE]）
Examination; 香港中學文凴考試）が課せられている。これは、就職希望者も受
験が求められる出口試験であり、香港人としての最低限の基礎学力を認定する
ためのテストで、英語、中国語、数学、リベラル・スタディーズの 4 科目が必
須受験となっている。このように、香港では、各教育段階に応じて統一試験が
行われており、学力のモニタリングがなされている。
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図表 1
図表 2

香港の教育制度と統一テスト

香港の学校種別
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学校の種類は、大きくわけて 3 種類ある。香港の学校は官立学校と資助学校、
そして私立学校に分けられる（図表 2）。官立学校は、直接教育局より管理され
ており、教育局の署長級の官僚が学校管理委員会主席、理事となり運営がなさ
れている。一方、資助学校の管理は、学校の法団理事会など理事会が負う。理
事会は、学校運営団体代表、校長、選挙で選ばれた保護者、教師及び校友（卒
業生）代表などで組織されており、多くの学校関係者が関与し運営が行われて
いる。その経費の大部分は政府から補助されているが、補助金の使途に対して、
毎年何らかの報告書の提出が義務づけられている。私立学校は、その名のとお
り、学校運営団体が経営し、理事会が管理する学校である。学校運営団体は宗
教・慈善団体の数がもっとも多い。この他、ビジネス団体、コミュニティサー
ビス、文化機関、出身地や血縁・姓氏に基づいてつくられた団体が学校を開い
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ている。私立学校を含むこれらの学校は完全独立採算制で、生徒の授業料負担
が重い。そのほか、一部の裕福な層の子どもが通うことの出来る、全て英語で
授業が行われるインターナショナルスクールも存在している。（山田 2011b,
p.67-91）
官立と資助で運営される学校は、政府からの補助金で運営をされているため、
無償で通うことが出来る。一方、私立やインターナショナルスクールに通う生
徒は、年間約 1 万香港ドル〜約 17 万香港ドル（2016 年時点で 1 香港ドル＝約
13 円）と、かなりの幅が見られる。よりよい教育を求めて子どもをインターナ
ショナルスクールへと入れることの出来る家庭はごく一部の富裕層のみである
と考えられる。一方で、経済的に困難を有する家庭の子どもは、官立や資助学
校を選択することになる。
3. 香港の学校教育における学力観

—コンピテンシーの育成と「読むこと」に

よるリテラシー育成の重視—
次に、香港の教育の特徴について教育目標およびカリキュラムに注目して整
理をしたい。まず、政府の教育目標と 7 つの学習目標についてみることで香港
政府が子どもにどのような資質・能力を育てようとしているのかについてまと
める。次に、その教育目標を支えるカリキュラムについてまとめたい。
3.1 教育目標と 7 つの学習目標
香港では、教育・学習を通じて到達すべき学習目標として次の 7 つを設定し
ている。これをもとに、各種教育に関する制度・施策が展開されている。
7 つ到達すべき学習目標として、まず、1）責任感（Responsibility）があげら
れている。これは、「家族、社会、国の一員として自分の役割と責任を認識し、
他者の幸せ（Well-being）に配慮する」ことであるとされている。次に、2）に
ナショナル・アイデンティティ（National Identity）について学ぶことがあげら
れる。ナショナル・アイデンティティを理解し、国・社会に対して貢献する意
識を持つことが学習の目標である。そして、3）読書習慣（Habit of Reading）が
あげられている。香港では、児童生徒が一人で読書をする習慣を身につけるこ
とが学習目標のひとつとなっている。読書活動については特に力を入れており、
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「Reading to Learn」というスローガンを掲げ、生涯学習としての読書の習慣づ
けを行うための様々な取り組みが行われている。たとえば、児童生徒に読書の
習慣をつけるために、教員の指導スキルや理解を深めるための研修会などが用
意されている。

図表 3

7 つの目標（Seven Learning Goals）

［出典］香港教育局ホームページ Seven Learning Goals
次に、4）言語能力（Language Skill）に重点をおいた学習が行われている。
ここでの目標は、英語及び中国語（広東語を含む）による議論に積極的かつ自
信をもって参画することのできる児童生徒を育てることである。言語教育では、
3 言語を駆使し、議論ができるように多くの取り組みが行われている。たとえ
ば、英語のネイティブ・スピーカーを配置したり、北京語（普通語）のカリキ
ュラムを中心に位置づけたりできるようになっている。
つづいて、5）学習能力（Learning Skill）の育成である。ここでいう学習能力
とは、既存の知識偏重型の教育ではなく、クリティカル・シンキングや創造的
思考力を高め、IT などを駆使しながら自律的に学習能力を身につけるものとし
て扱われている。次に 6）幅広い知識（Breath of Knowledge）では、次に示す図
表 4 にある 8 つの重点学習領域（Key Learning Areas）に関わる幅広い知識を身
につけることが目標となっている。最後に、7）健康（Health Lifestyle）として、
健康的なライフスタイルを確立し、芸術活動や身体運動などに対する関心を持
つことを学習目標としている。
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3.2 カ リ キ ュ ラ ム

図表 4

香港の学校カリキュラム

出典：香港教育局ホームページ Basic Education Curriculum Guide
これらの 7 つの学習目標を達成するために、8 つの重要学習領域が設けられ
ている。それらは、中国語（Chinese Language）、英語（English Language）、数
学（Mathematics）、科学（Science）、テクノロジー（Technology）、個人・社会・
人文（Personal, Social and Humanities）、芸術（Arts）、体育（Physical）の 8 領域
が用意されている。
先ほども述べたが、これらの重要科目を貫いているのは、コミュニケーショ
ンスキル、クリティカル・シンキング、創造力などのジェネリック・スキルを
高めることや、お互いを尊重し合うこと、責任感やナショナル・アイデンティ
ティを育むことなどの価値観・態度を育成することである。
香港の教育の目的としては、教科の知識を覚えることのみを強調した「知識
偏重型」の教育ではなく、実社会でいかに知識を活用するのかを重視した教育
目標に沿ったカリキュラムとなっていることがわかる。従って、知識詰め込み
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型ではなく、OECD の PISA 学力調査などが重視する 21 世紀における知識活用
型の方向性と合致する教育を行おうとしているといえる。
その一方で、21 世紀型コンピテンシーの育成とともに重要視されているの
が、「読む力」の育成である。香港では、「読むこと」を通して、考える力を培
い、中国語（広東語）および英語を用いてディスカッションができるようにな
ることが目指されている。この「読む力」とディスカッションを土台とした三
言語（広東語・英語・普通語）教育を通して、言語能力の育成に力が入れられ
ている。
4. 香港における移民の子どもの現状と教育をめぐる課題
4.1 移民の現状

人口など

香港の人口統計調査は 1961 年から 10 年ごとに行われている。直近では 2011
年にエスニック・マイノリティに関する統計がとられている。その調査（Census
and Statics Department, 2012）によると、2011 年現在香港のエスニック・マイノ
リティの人口は約 45 万人程度であり、全人口の 6.4%を占めている。
円グラフ（図表 5）からも分かるように、香港に住むエスニック・マイノリ
ティのなかで圧倒的に多い割合を占めているのは、インドネシア人とフィリピ
ン人である。このほとんどは、住み込みのメイドとして働く出稼ぎ者である。
香港では、家族共働きが一般的であるので、家庭内の清掃や子どもの世話、高
齢者の介護など、東南アジア系の外国人家事労働者を雇用するのが一般的であ
る。フィリピン人が香港を出稼ぎの地として選択するのは、香港の整った労働
体制や賃金・休暇・住居が保障されていること（合田 2007）以外に、英語が通
じるという言語的な側面があると言われている。これは、雇用される側だけに
とって都合がよいのではなく、子どもの教育係として英語が堪能な家事労働者
を雇うことができることが、英語教育に力を入れる香港家庭のニーズと合致し
た結果だとみられている。また、現在も増え続けているインドネシア人は、フ
ィリピン人に比べ積極的に広東語を学ぶ傾向が強いとされており、高齢者介護
の領域で大きな期待を集めている（倉田 2016, p.200）。
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図表５

香港のエスニック・マイノリティ人口割合（％）（2011 年）

又、香港の特徴としてあげられるのが白人の割合の多さ（12.2%）とインド・
パキスタン・ネパールなどの南アジア系と言われる人びとの割合の多さ（併せ
て 14.0%）である。白人の中には、旧宗主国のイギリス人が多数を占めており、
その他アメリカ、カナダ、オーストラリア、ニュージーランドなどが含まれて
いる。南アジア系の人びとは、イギリス植民地時代のインド亜大陸から大量に
移住をしてきた人びとであり、現在では香港で生まれ育った人が圧倒的（ネパ
ール 39.5％、パキスタン 38.7％、インド 22.7％）である。現在、香港で生まれ
育ったインド人の中には 5 世を数える人もいる。
4.2 移民の子どもの教育の現状
では、エスニック・マイノリティの中で教育を受ける年齢にある子どもの人
数はどのくらいであろうか。
図表 6 は、それぞれの教育段階に応じた、2014 年から 2015 年に香港の公立
学校に在籍しているエスニシティごとの就学人数を記したものである。この表
からどのエスニシティの子どもたちが多く就学しているかについて理解ができ
る。表の計をみると、2014 年−2015 年に最も多く初等・中等教育に通っている
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のは、5,636 人でパキスタンの子どもである。次に多いのが 2,733 人のフィリピ
ン、その次がネパールの 2,712 人、4 番目に多いのが 2,119 人でインドの子ども
たちである。先に見た統計と異なり、インドネシアの就学数が 145 人と少ない。
これは、2011 年の香港に在住するインドネシア人の 88.2％が 25 歳〜44 歳であ
り、15 歳以下の子どもは 0.2%しかいないことと関係していると思われる。現在
香港に在住しているインドネシア人のほとんどは、働いている年齢の人びとで
あり、初等・中等教育の就学人数はフィリピン人に比べ圧倒的に少ない状況で
ある。
図表 6

2014 年〜2015 年

エスニシティ別にみた初等教育および中等教育の就

学人数
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出典：“Table3.6: Number of Primary Education Attendees and Number of Secondary
Education Attendees by Ethnicity, 2013-15” Puja Kapai (2015) Chapter3: The
Education of Ethnic Minorities, p9.
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上記では就学数にみるエスニシティ毎の数に着目をしてきたが、一方、就学
前教育についてはどうであろうか。香港教育學院が 2013 年に行った、「香港の
エスニック・マイノリティの教育的不平等と子どもの貧困に関する研究調査」
（The Hong Kong Institute of Education, 2013）によると、3 歳から 5 歳までの子
どもで就学前教育を受けていない子どもは、フィリピン人 19.4%、パキスタン
人 17.1%、ネパール人 16.1%となっており、中国の 8.5%に比べて遥かに多くな
っている（図表 7）。
図表 7

3 歳から 5 歳の不就学率（％）
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出典：The Hong Kong Institute of Education , 2013年
図表 8

13 歳〜19 歳の若者が高校 2 年生までに学校をドロップアウトする率
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出典：The Hong Kong Institute of Education , 2013年
では、どのようなエスニシティの子どもたちが学校からドロップアウトして
しまっているのかについて図表 8 から見ていきたい。先の香港教育學院の研究
調査（2013）によると、13 歳から 19 歳の若者が高校 2 年生までに学校をドロ
ップアウトするのが最も高い割合を占めているのは、ネパールの子どもたちで
20.6%となっている。マジョリティである中国系のドロップアウト率が 6.4％で
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あるのに対して、約 3 倍近いネパール人が高校２年生を前にして学校を辞めて
いることになる。続いて多いのが、パキスタンの子どもたちで 15.6%となって
いる（図表 8）。
では、高等教育へのアクセスについてはどのようになっているのであろうか。
図表 9

2011 年度香港の 19 歳から 22 歳の若者の大学就学率または修学率
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出典：The Hong Kong Institute of Education , 2013 年

香港の大学進学は非常に狭き門となっている。香港の人口調査によると 1986
年の 15 歳以上を対象とした全国の最終学歴調査において、大学教育を受けた人
はわずか 4.3％に満たなかった。2013 年現在においては進学率は上昇したもの
の、依然として中国系では 28.6％しか大学に進学または卒業をしていないこと
になっている。日本の大学（学部）進学率（過年度卒含む）の 51.5％（2016 年
現在）に比べても低い割合となっている。香港には公立・私立大学を合わせ計
19 校が学士を授与している。このうちの 6 校が世界のトップ 400 校に入るほど
の国際競争力を備えた大学である。香港で大学卒の学歴を有することはすなわ
ち、卒業後よい職業につくことのできる見込みがあることを示している。
香港教育學院（2013）の調査結果（図表 9）をみると、エスニシティ別では
パキスタンが 4.3%、ネパールが 7.7％と、中国（28.6%）および中国とその他の
アジアのミックス（22.1%）に比して、南アジア系の大学進学率がかなり低い割
合となっていることが伺える。
以上の数値からは、香港に住むエスニック・マイノリティのなかでも、特に
東南アジアのフィリピンやパキスタン、ネパールなど南アジア系の移民の子ど
もが課題を抱えていることが分かる。かれらはなぜ学校からドロップアウトし
てしまうのか、その背景には何があるのか、そしてかれらは香港でどのような
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キャリアを構築していくのだろうか。 次節では、移民の子どもの教育課題につ
いて新聞分析を通して整理を行う。
4.3 移民の子どもの教育課題
香港における移民の子どもという場合、いくつかのグループが想定される。
まずは、家族の呼び寄せなどで香港に移民として来たばかりの子どもたちであ
る。統計からは分からないが、エスニック・マイノリティの子どもの数が増え
続けていることから、その数は少なくないことが予想される。一方で学齢期の
子どものなかで多くを占めているのが、香港で生まれ育った 2 世、3 世の子ど
もたちである。記事によると、そのなかでも大きなグループとして挙げられる
のは、パキスタン・ネパール・インドなど南アジア系の子どもたちである。
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この 2 世、3 世の子どもたちのなかには、中国とその他の国の国際児や白人系
の子どもなども含まれている。Hongkonger とは、香港で生まれ育った人という
意味の「香港人」として使われていると思われる。この南アジア系のグループ
がエスニック・マイノリティの子どものなかで最も大きな割合を占めている。
これらのグループに加え、中国大陸からの移民もグループのひとつとして数
えられるであろう。1997 年の中国返還後、中国大陸から香港への移民が増加し
ている。香港当局も中国大陸からの子どもの数をモニタリングしており、新し
く移住をしてきた家庭に対して、香港の教育システムの説明会を開催したり、
放課後の広東語教室などのサポートを用意したりし始めている。このように、
中国大陸からの子どもの移民も年々増加しており、香港の移民グループとして
加えることが可能であろう。
本節ではこれらの移民グループのなかでも、特に南アジア系の子どもの抱え
る教育問題について焦点をあてて考察を行いたい。なぜならば、香港で生まれ
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育った 2 世・3 世のグループが学齢期のエスニック・マイノリティの大部分を
占めているからである。また、かれらのほとんどが、パキスタンやネパールな
どの南アジア系であり、前節でみた統計からも様々な課題を抱えていることが
明白だからである。
はたして、エスニック・マイノリティの子どもが抱えている教育に関する課
題とは何であろうか。どのような要因からエスニック・マイノリティの子ども
たち、特に南アジア系の子どもたちは学校からドロップアウトし、またどのよ
うな理由で大学進学が難しい状況に置かれているのか。以下、South China
Morning Post（南華早報）の記事を分析することにより、これらの問いを読み解
いて行きたい。
4.3.1 言語のよる問題——中国語能力の低さ
South China Morning Post（南華早報）の記事のほとんどが、エスニック・マ
イノリティの子どもの教育における一番の課題として「中国語能力の低さ」を
挙げている。記事には、パキスタンやネパールなど 2 世以降の若者の中国語能
力の低さを示す事例が多く取りあげられている。香港生まれ香港育ちの 3 世・4
世の子どもたちの言語の問題として、広東語を流暢に話すことはできるが、書
くこと・読むことが難しいことが示されている。たとえば、次の 3 つの事例を
みると、これらのことがよく理解できる。
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これらの記事からも分かるように、南アジア系のエスニック・マイノリティの
子どもたちは、中国語の言語能力の低さから、学校で学び続けることができず
にドロップアウトしてしまうのである。
南アジア系の人びとの中国語能力が低いのは、かれらのがんばりが足りない
からであろうか。そうではなく、その背景には家庭の抱える問題があると記事
は示している。
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この記事からも分かるように、親のほとんどは中国語ができない。つまり、学
校での宿題を家庭でみることが難しかったり、子どもの中国語能力に課題があ
ることに対して親が気づきにくかったりすることで、エスニック・マイノリテ
ィの子どもは中国語能力の面において、一般の中国系の子どもから遅れを取っ
ていってしまうことになる。

4.3.2 制度的な問題——指定校制度・補助金・カリキュラムをめぐって
このような現状から、香港の教育局もエスニック・マイノリティの生徒に対
して中国語学習に関するサポート体制を整えようとした。そこで整備されたの
が、the 31 designated school と呼ばれる、エスニック・マイノリティの子どもを
対象とした 31 校の公立学校の指定校制度である。中国語に課題のあるエスニッ
ク・マイノリティの子どもたちは、地元の公立学校ではなく 31 校の指定校のど
こかで学ぶことになる。この指定校に通う 80％〜90％がエスニック・マイノリ
ティの子どもであるため、ネイティブの中国系の生徒と共に学ぶ機会はほとん
どない[27, Sep, 2012][ 18, Sep, 2013][ 24, Sep, 2013]。この制度について、指定校
としてエスニック・マイノリティの子どもたちを集めて教育をするのは“隔離”
だとして、批判的な記事が見られる。

³âÜàL<ÐG3[āĉðďÑ4®0[ÐéòøôìĎĂçúĉõæã©
ª¿Ê³à¯³ºÉ·Ð0[ËÑ®éòøôìĎĂçúĉõæ¸ 80ĐÏÙ 90ĐÏÙ
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ÌÐXÎ³n@ÐùôìÏÎÈÊ³à¯[24, Sep, 2013]
また、上記の記事にもあるように、指定校で行われている中国語教育のカリキ
ュラムにも問題があると指摘している。いくつかの学校では小学校 4 年生の生
徒に幼稚園 3 年生の教材を使って指導をしているという[6, May, 2013]。中国語
（普通話）の簡単な内容を学ぶだけに留まり、高等教育への進学等に耐えうる
言語能力とそれに伴う学力を養うまでではないのが現状であろう。多くの記事
が提案しているのは、第二言語としての中国語教育の必要性である[10, July,
2013][19, Mar, 2013] [4, May, 2014][28, May, 2014]。
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調査をもとに研究者や活動家たちは政府へ改善のための提案を行っている。
また政府は国際組織からの勧告等を受けたりしている。これらの提言を受けて、
香港教育局は 2014 年に、エスニック・マイノリティのための 31 の指定校制度
を廃止することに決定した。そして、第二外国語としての中国語教育のために
2 億香港ドルを割り当てることに決めた[28, May, 2014] 。兼ねてから、教育局
は 10 人以上中国語を話すことができない生徒が在籍している学校には、年間
30 万〜60 万香港ドルの中国語教育および放課後活動に対する補助金を出して
いた。また指定校廃止前には、補助金を得ている 31 の指定校に加えて 70 校が
年間 30 万〜60 万香港ドルが与えられるという措置もとられた。しかし、人権
団体の Hong Kong Unison のディレクターである Fermi Wong は、政府は補助金
を拡げるだけで、エスニック・マイノリティの生徒が中国語を第二言語として
学ぶためのカリキュラムや評価のツールを提供することはしない、と批判して
いる[10, July, 2013]。
さらに、高校のカリキュラムとしてエスニック・マイノリティのための 2 つ
の中国語コースが新設されることになった。2 つの新しい中国語コースとは、
ひとつはサービス産業で用いる中国語、ひとつは接客の専門家が使う中国語を
学ぶコースである。このコースが出来たのは、高校 3 年時に受ける香港中等教
育修了証書試験高校でネイティブと同じ中国語の試験を受けるのでは、卒業の
レベルに達することが出来ないことが背景としてある。このことから、提供さ
れる 2 つのコースは、高校卒業試験のもとで、より難しいカリキュラムにおい
てネイティブの中国系と競争する必要の無いものとして歓迎されていたり、接
客とサービス産業を強調した中国語カリキュラムは、生徒の将来のキャリアに
必要なものを身に付けさせることが出来る[19, Dec, 2014]といったポジティブ
なものとして捉えられている。一方で、新たに政府が発表した２つの中国語コ
ースが、エスニック・マイノリティの生徒をただサービス産業に向かわせるだ
けだ[12, Dec, 2014]といった批判や、高等教育へすすむことをさせず、サービス
産業の低級な仕事につかせることになる[19, Dec, 2014/ 9, Apr,2015]といった批
判の対象にもなっている。
4.3.3 貧困の問題とその再生産
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さらには、学力に大きな影響を与えているとされる家庭の貧困についても、
看過することは出来ない。多くの記事が、香港の南アジア系のエスニック・マ
イノリティ家庭の貧困について報じている。香港はもともと、
「国民ひとりあた
りの GDP が 310,113 香港ドルと、アジアで最も経済的に豊かな都市である。し
かしながら、先進国において最も不平等な場所の一つでもある。香港のジニ係
数は、0.537 である（0 が完全に平等、1 が完全に不平等を表す不平等指数とし
て認識されている）。2014 年には、都市の人口の 15％がいまだ貧困であるとさ
れている。それが示しているのは、100 万人の人びとが貧困ラインより下で生
活をしているということである。」[3, Feb, 2016]と記事にあるように、経済的に
発展する香港において、経済格差の問題はエスニック・マイノリティであるか
どうかに関係なく依然として大きい。
そのなかでも、特に厳しい状態にあるのが南アジア系の家庭である。2013 年
5 月の記事には、
「2011 年の統計によると、パキスタン人とネパール人の男性の
一ヶ月の給料はそれぞれ 1 万〜1 万 2 千香港ドルと最も低いことが分かってい
る。（香港の労働者の平均は 1 万 3 千香港ドル程度）。Oxfam 香港の事務局長
Stephen Fisher 氏は、南アジア人の 7 人に１人は生活保護を受けていると言って
いる。
「かれらの多くは、建設現場、警備員か配達員として働いている。女性は
レストランで働いている」という。かれらの多くは、話すことはできるが読み
書きができない」[6, May, 2013]とある。2015 年 12 月 31 日に発行されたエスニ
ック・マイノリティの貧困に関する報告書によると、61,400 人の南アジアの人
びとの内、22%が政策介入後も貧困であるという。さらに南アジア系の子ども
のいるパキスタン人家庭の 73%が、もっとも厳しいグループとされている[3,
Feb, 2016]。
貧困の問題が教育の問題と相互に関係し合っていることは想像に難くない。
「2005 年から 2014 年の間にエスニック・マイノリティの若者の深刻な薬物違
反率は 41％に増加し、武器や弾薬の所持で逮捕された率は 115％に増加してい
る」[23, Sep, 2015]。上記の内容を含む「特別なニーズをもつ 57％のエスニック
・マイノリティの子どもが学校に通っていない」[23, Sep, 2015]いう記事では、
貧困率と犯罪率が教育の問題を出発点としてサイクルをなしていることについ
て書いている。
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子どもたちが学校の勉強についていくことができずドロップアウトしてしま
うことで、かれらのキャリアに及ぼす影響は大きい。学校にいかなくなったか
れらは、親と同じ職業に就くことが多い。これまでにみてきたように、かれら
は建築現場や警備員の仕事、清掃員やレストランでの仕事に従事していく。そ
して低賃金で働くことになり、貧困を招く。貧困は連鎖していき、再生産され
ていくこととなる。

5. まとめにかえて
これまでに整理した課題をまとめたい。香港は冒頭でも述べたように、PISA
や TIMMS などの国際学力テストで常に上位に入る学力の高い地域である。香
港教育局が子どもに付けさせたい能力として、言語を中心とする読解力やクリ
ティカル・シンキングなどコンピテンシーを中心とする学習能力が挙げられて
いる。このどちらもが、言語（広東語・英語・普通語）ができることが前提と
なっており、そもそも言語を理解することに課題をもつ移民の子どもたちは、
この学習目標に到達することははなから難しい。読書の習慣などにより「読む
力」を身に付けさせようとしているが、移民の子どもたちは「読むこと」から
学び始めなければならないことから、既に中国語が読める生徒から取り残され
て行くのは目に見えている。香港政府の行おうとしている教育の方向性と移民
の子どもたちの言語能力の現状が一致していないというところに、移民の子ど
もたちが抱える教育についての課題があるといえるだろう。そのことに対して、
教育局は移民の子どもたちが通う学校を 31 校定めたり（2015 年に制度を廃止）、
多額の補助金を投入したりしながらサポートを行おうとしているが、その成果
については未だ不明である。そのようななか、2015 年からは、エスニック・マ
イノリティ生徒のための第二言語としての中国語教育が各学校で始まる[15,
Jun, 2014]。新年度から学校は２億香港ドルの提供を政府から受け、マイノリテ
ィの子どもたちをサポートする。そのために、授業の方法や評価ツール・教材、
そしてバイリンガルのティーチングアシスタントなど手厚い準備がなされ、新
しいカリキュラムがスタートしている。この新しいカリキュラムはエスニック
・マイノリティの子どもの言語能力や学力を高める効果的な実践へと結びつい
ていくだろうか。今後の実践などにも注目をしていきたい。

－- 19
53 －
-

昨今「競争主義」と「成果主義」を強調する新自由主義的な風潮が強まる中、
子どもの教育についても家庭の責任や子どもの努力など、自己責任として語ら
れることが多い。学力格差是正策について国際比較研究を行った志水・山田
（2015）は、各国のキーワードとして「学校評価」「アカウンタビリティ」「学
校選択制」などの言葉が教育改革のキーワードとして取りざたされているとい
う（p.235）。そのことにより、学校は客観的指標によって評価され、教職員が
その責任を負うようになっている。また、保護者は「顧客」として、評価・支
持できる学校とそうでない学校を区分し、評価されない学校は高い評価を勝ち
取るためにより一層の「努力」が求められるのである。香港も国際的にみれば
例外ではないといえよう。
香港のような競争社会においては、子どもによりよい教育を受けさせること
のできる一部の層は益々子どもの学習意欲を加熱し、社会的にも上昇していく
ように方向付ける。一方、貧困や教育的資源が乏しい家庭においては、子ども
の教育に興味関心を抱きながらも、日々の暮らしで精一杯であり、教育は二の
次になってしまうことも多い。
香港は、本稿の冒頭で触れた通り、OECD が 3 年に一度世界的規模で行う学
力調査で常にトップに輝く、高い学力を子どもにつけることのできる地域であ
る。高い学力を持つ香港の子どもたち（そのほとんどが中国系）は、その学力
を元手に、国際的競争力をもつ香港の大学や海外の大学へと進み、高い社会達
成を遂げるのである。一方で、エスニック・マイノリティの子どもたちは、言
語の問題や教育制度（学校選択や補助金）の問題、そして貧困などから、学校
をドロップアウトし、その後は低賃金労働者として香港の経済を支えていく。
今回の新聞記事の分析において“Hongkonger” という言葉が散見された。この
言葉は、1997 年イギリスから中華人民共和国に返還され、一国二制度の原理の
もと特別行政区になった後、香港人としてのアイデンティティを中国大陸の人
びとと区別をするために示す言葉として意味を持ちはじめている。2014 年に香
港の学生たちがセントラル地区を占拠し、政府に対して抗議を行った雨傘革命
は記憶に新しい。昨今、中国大陸（主に深圳）から香港によりよい教育を求め
てやってくる中国人富裕層の流入も激しく、現地の学校での受け入れについて
課題も出てきている。記事のなかで記者たちが用いた “Hongkonger” という言

－- 20
54 －
-

葉には、将来の香港社会を共に築いて行く香港人（Hongkonger）のなかに、移
民の子どもたちや香港で教育を受ける中国大陸の子どもたちは含まれるのであ
ろうか？

という素朴な疑問が含まれている。これらのことは、エスニック・

マイノリティの人びとのシティズンシップに関わる問題とも重なっている。教
育は地域の未来を共につくる人材を育てる役割を持っていることや、社会経済
システムからこぼれ落ちてしまう人びとが存在していることについて考えて行
くことの重要性を多くの記事から読み解くことができた。
最後になるが本稿の課題を述べたい。本稿は、政府統計や大学の研究調査な
ど数々の数値及び South China Morning Post（南華早報）などの分析から、香港
の移民の子どもの教育に関する課題についてみてきた。本稿では、学校内での
子どもたちの様子や学校やその他機関がどのように子どもたちの学びをサポー
トしているのかなど、実際の様子については触れることができなかった。より
深い考察を行うためには、現地での調査研究が不可欠であることは間違いない。
筆者は 2016 年度より、日本学術振興会科学研究費

基盤研究（A）「学力格差

の実態把握と改善・克服に関する臨床教育社会学的研究」
（代表：志水宏吉）
（平
成 26 年度〜平成 30 年度・大阪大学大学院）において研究分担者（2015 年は研
究協力者）として香港の学力格差に関する実証的調査に関わっている。本稿は、
これらの調査を行うための予備的考察という位置づけをもっている。
本年度は、実際に、エスニック・マイノリティが多く通う学校での移民の子
どもへの言語学習プログラムなどの参与観察や、移民の子どもの学びをサポー
トする政府の外部機関などを調査し、本稿でまとめた現状や課題についてより
深く考察を行いたいと考えている。そこで得られたデータなどは、次回別の論
考としてまとめる予定である。
今回、移民の子どもたちの抱える教育的課題に着目して論考をすすめてきた。
しかし、香港において教育に関する課題を有しているのは何もエスニック・マ
イノリティの子どもたちだけではない。経済格差が大きい香港においては、中
国系の子どもの貧困についても歴史的な問題として語られてきた。2015 年度に
筆者が訪問した九龍・太子にある公立学校の鮮魚行学校（Fresh Fish Traders’
School）3)は、経済的に厳しい地域の子どもたちが通う小学校である（石川・陳
2016）。インタビューによって明らかにされたのは、経済的に厳しい家庭が抱え

－- 21
55 －
-

る問題とそれに起因する子どもたちの学力の低さであった。校長はこれらの課
題を少しでも解決するために、外部企業などから教育的補助金を獲得し、学内
施設（コンピューター室や図書館）の充実を図っている。また、学校独自の取
り組みとして、子どもが学ぶモチベーションを高めるための取り組み

4）

（優秀

な成績を収めた生徒は校長室にある物品を持ち帰ることが出来る）などを行っ
ている。
「地域の現状を一番良く知っているのは学校現場である」という香港教
育局の姿勢が、校長や教職員、家庭が一丸となって子どもの教育について考え
る機会を作りだしているともいえる。このように、各学校はそれぞれ独自の学
力格差是正に対する取り組みを行っている。エスニック・マイノリティの子ど
もたちだけの問題だけではなく、地域の問題として解決しようとしている多く
の学校の事例にも今後注目をしていきたい。

注
1)

香港は、15 歳を対象に読解力・数学的リテラシー・科学的リテラシーの三分野について
3 年ごとに調べる OECD 生徒の学習到達度調査（PISA）や、初等中等教育段階における
児童・生徒の算数・数学及び理科の教育到達度を国際的な尺度によって測定する国際数
学・理科教育動向調査（TIMMS）といった国際学力調査に参加している。

2)

1903 年創刊の長い歴史をもつ香港の英字新聞。2015 年に中国のアリババ社が買収した
ことにより、以前はリベラル派の新聞としての性格を有していたが、ここ数年、これま
で中立系とされてきた South China Morning Post の親中化に関する懸念も表明されてい
る（山田 2015）。

3)

鮮魚行学校（Fresh Fish Trader’s School）とは、字のごとく、鮮魚に関連する職業を営む
人びとの団体（港九鮮魚行総会）が 1969 年に設立した小学校である。学校の近くには
魚市場があり、そこで働く親たちの団体が子どもを通わせるために設立した全日制・男
女共学の学校であると言われている。この小学校に通う子どもたちは、経済的に厳しい
家庭の子どもが多い。

4)

この取り組みは、前校長時代に、ある教員が家庭訪問を行った際、その家庭の冷蔵庫に
食べるものが何も無いことを知った経験から始まっている。前校長時代には、校長室の
後ろの部屋が食糧庫になっており、成績優秀な学生には、米・油・缶詰など持ち帰らせ
ていたという。親は自らの子どもが良い成績を収めたおかげで食卓が豊かになったこと
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を喜び、食料を持ち帰った子どもは家庭へ寄与したことで自尊感情と学びへのモチベー
ションを更に高め、より一層勉学に励むようになったという。
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, と \RX が関係する表現について
前原由幸
1. はじめに
言葉はある状況を表現するのに用いられるが、表現方法には話し手のその状
況に対する姿勢が映し出される。例えば、「一郎が次郎を追い越した」「次郎
が一郎に追い越された」という二つの文では、表現している状況は同じである
が、表現方法は異なる。一郎の話として状況を説明するなら前者が、次郎の話
として状況を説明するなら後者が用いられる。話し手が状況をどのようにとら
えているかが表現にあらわれる。
言葉の話し手は一人称で、聞き手は二人称で表現される。英語の人称代名詞
では、I と you である。本稿では、I と you が関わる表現を取り上げ、英語の I、
you の使い方には、話し手の状況のとらえ方が影響されることを示していく。
また、話し手の状況のとらえ方には、日本語と英語の間には違いが見られるこ
とも見ていく。話し手の状況のとらえ方は、円滑な言語運用の背景になってい
るので、違いを理解することは、外国語として英語を修得する際に重要であろ
う。
2. 一人称、二人称の代名詞
代名詞は、先行文脈の中に見られる名詞表現を指示することが多い。しかし
ながら、代名詞の中には、言葉以外の事物を指し示す働きをする代名詞もある。
指示代名詞は、指で指し示すように「これ」」「あれ」というように言葉の中
だけでなく、現実世界の事物を指示するのに使うことができる。人称代名詞の
中でも、一人称の I と二人称の you は、それぞれ、話し手と聞き手を指す代名
詞である。話し手や聞き手を言語表現の中に持ち込むためには、I と you が必要
である。
日本語に「私」、「あなた」という代名詞はあるが、多くの場合、一人称と
二人称は使用されない。表現される場合には、対比的な意味合いが込められる
ことが多い。また、I と you のように一つの特定の代名詞が話し手、聞き手を指
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示するわけではない。状況に応じて、「私」「ぼく」「自分」、「あなた」「君」
「お前」などが使い分けられる。この点では、日本語と英語の一人称、二人称
の使い方が異なる。他にも用法の違いがみられる。用法の違いには、日本語と
英語の違いが反映されている。
2.1 二種類の,
同じ状況を表現しても、日本語ではふつうは一人称を用いて表現されない状
況を英語では一人称を用いて表現されることがある。例をあげる。
(1) a. Why am I here?
b. What am I doing here?
これらの文は話し手が呼び出された人、聞き手が呼び出した人という関係では、
呼び出した理由を問うために使うことができる。話し手が自分で自分に問いか
けるような状況の発話であるならば、自問自答する問いかけであり、日本語で
も英語でも同様であるが、聞き手が呼び出した相手である場合には、英語では
「なぜ呼んだのですか」という趣旨の質問で用いられることがある。
英語で、聞き手に対するこのような質問になるということは、話し手と主語
の I は完全に一致しているわけではないことになる。話し手は I を三人称的に
用いている。話し手が状況の当事者として関与しているのではなく、客観的な
立場から I の状況を聞き手に対して質問していることになる。日本語では、こ
の場合には「なぜ呼んだのですか」などと問いかけをする。一人称を主語に用
いた表現方法は通常は用いられない。英語の一人称の代名詞は日本語の一人称
の代名詞とは異なる用法を持っていることがこの例からわかる。どこからこの
ような違いが生まれるであろうか。
池上(2006a)では、話し手の状況のとらえ方を<客観的把握>と<主観的把握>に
分けて、このような違いが説明されている。
(2) Where am I?

(池上 2006a: 163)
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(2)は、<客観的把握>の例としてあげられている。知らない場所に来てしまって、
「ここはどこですか」とたずねる場合に使うことができる表現である。池上
(2006a)によると、<客観的把握>では、状況を把握する<認知の主体>(cognizing
subject)としての話し手は言語化の対象となる状況の外に自らの身を置くとい
う立場で状況を把握している。(2)に相当する日本語の「ここはどこでしょうか」
という表現では、話し手の状況把握の方法は異なる。この場合、認知の主体と
しての話者は言語化の対象としている状況の内に自らの身を置くという立場
で、状況を把握しているのである。話し手は自らが直接体験するという立場で
とらえている。池上(2006a)はこれを<主観的把握>と呼んでいる。この分類に従
えば、英語の一人称の I は、必ずしも日本語の一人称とは同じ働きをしている
わけではないということがわかる。<客観的把握>における、状況を外から客観
的に見るという働きは、日本語の一人称にはない。<主観的把握>の場合の一人
称の働きをするが、通常は日本語の一人称主語の代名詞は表現されない。対比
的な意味合いを表す場合に一人称の代名詞が用いられることが多い。話し手が
一人称の代名詞の形で主語として表現されないというのは、日本語の<主観的把
握>の特徴と言えよう。池上(2006a)が主張する二つの状況の把握法が(1)(2)の例
にみられる英語と日本語の違いを説明できる。
別の例でも考えてみよう。誰も部屋にいないことを報告するときに、次のよ
うな文を用いることができる。
(3) Nobody is here except me.

(池上 2006a: 163)

この例は外から自分を見るかのような表現である。日本語では、「誰もいませ
ん」で済まし、「自分以外」を加える必要は通常はない。一方、英語では、except
me を加えた表現も用いられる。
同じ状況を表現する場合でも、状況のとらえ方によって、表現方法に違いが
出ることがわかる。英語の一人称が<客観的把握>に基づく表現で用いられる
が、日本語の場合はそうではない。日本語では、通常は一人称が主語の場合に
は<主観的把握>に基づく表現になる。<主観的把握>においては、話し手は状況
の関与者と化して、そこが言語表現の原点となる。原点がどこなのかがわかる
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ので、一人称の主語を表現しないで済むのであろう 1)。
<客観的把握>による表現が可能な英語では、話し手は状況把握の主体とし
て、把握の対象となる状況を外から眺めているかのように表現できる。(1)(2)(3)
の例では、話し手は、外から主語の I に視点を向けて、I について表現している
ことになるので、話し手と I とが別人であるかのようである。<主観的把握>の
場合には、話し手は表現されている状況の一部になって、自らを視点の原点と
して表現している。話し手自身が状況の関与者の視点で状況を表現するのであ
る。一人称の使い方の違いには、日本語と英語における話し手の状況把握の違
い、つまり主観性の違いが反映されている。
3 二人称主語
一人称の代名詞と同様に、同じ状況を表現しても日本語では二人称を主語に
用いないが、英語では二人称の代名詞の you を主語にして表現することがある。
ここでも、日本語と英語の特徴が表れる。
二人称、つまり聞き手は you で表すわけであるが、話し手の声が届けば you
と表現されるわけではない。ドアの向こうにいる人には、Who is it?と尋ねる。
この段階では you ではない。電話で「どちら様ですか」Who is this?となる。こ
こでも you ではない。実質的な対話に入って、聞き手となり、you と表現され
る。声が届けば、you と表現されるのではなく、話し手と相対するようになっ
て、you で表現されるようになるのである。
3.1 所有から存在へ
発話をとおして行う行動がある。感謝する、謝罪する、約束するといった行
動である。聞き手に対して、話し手の気持ちなどを伝えることでこうした行動
を遂行することができる。
(4) a. I thank you.


b. I apologize to you.

(4)では、話し手が主語で、聞き手が動詞または前置詞の目的語の文で、話し手
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の聞き手に対する感謝、謝罪が行われる。日本語でも基本的には同様に、「感
謝します」「謝罪します」と表すことができる。話し手が状況に関与しており、
一人称、二人称が省略されて<主観的把握>に基づいた表現になる。
英語では、このように話し手による気持ちの表明ではなく、別の表現方法で
同様の意味を表すことが可能である。
(5) a. You have my thanks.
b. You have my apologies.
you を主語にして、have を動詞に用いた文である。聞き手の所有を表すことで、
話し手の感謝、謝罪の意味が表せる。他にも次のような例がある 2)。
(6) a. You have my gratitude.
b. You have my respect.
c. You have my deepest sympathies.
d. You have my condolence on your son.
これらの例では、話し手の様々な感情が聞き手に伝えられる。話し手の聞き手
に対する感謝、尊敬、同情、哀悼の感情が表現される。話し手の聞き手への気
持ちも表すことができる。(7)では、話し手の愛情や支持の気持ちが表されてい
る。
(7) a. You have my heart.
b. You have my love.
c. You have my support.
次の例ではどうであろうか。
(8) a. You have my attention.
b. You have my word.
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(8a)の例は、話し手が聞き手に対して、発話に注意を向けていることを伝えて
いる。I'm listening と同じような意味になる。比喩的な表現になるが、You have
my ear.も同様の意味になる。 (8b)の word は約束の意味である。これらの例は、
感情、気持ちを伝えるための表現ではなく、話し手の聞き手に対する何らかの
行為を表す表現である。
(5)から(8)の表現においては、話し手は(4)のような状況への関与者になってい
ない。客観的に聞き手の所有について表している。聞き手にすれば自分の持ち
物を相手に指摘されているようなものである。ただし、その所有物は形のない
ものである。すでに聞き手のもとにこれらが存在しているかどうかは、聞き手
にも不明である。このように言われて初めて、話し手の気持ちなどが聞き手の
もとに存在することが伝わるのである。したがって、聞き手が話し手の気持ち
を所有するということは、話し手が伝えたことを含意することになる。
話し手の視点が主語にあるとすれば、ここでは、話し手の視点は you にある。
客観的に you の所有を語ることで、話し手の行動の結果が表現される。この構
文で表されるのは、感謝、謝罪などの言葉を介して遂行される行為である。日
本語では話し手が遂行すると表現されるが、英語では遂行の結果が聞き手にあ
ると表現することで遂行されたことを含意できる。
ここには、もう一つの日本語と英語の違いが関係している。池上(2006b)は、
言語を<BE 言語>と<HAVE 言語>に分けている。日本語では、存在を表す動詞
「ある」、「いる」が、所有を表す表現としても使われる。一方、英語は所有
を表す have が、存在を表す意味に用いられる。池上(2006b)では、前者を<BE
言語>、後者を<HAVE 言語>と呼んでいる。(9)の表のような関係になる。
(5)から(8)の例を<HAVE 言語>の特徴に当てはめてみよう。英語の you have
my ～という表現には所有を表す have が含まれているが、you のところに、my
～が存在するという意味になる。所有を表す動詞で存在を表すことができると
いう<HAVE 言語>の特徴である。一方、日本語にはこのような表現方法はみら
れない。(9)にあげたように、日本語では存在を意味する「ある」「いる」が所
有を表す意味に使われるので、日本語は<BE 言語>ということになる。
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(9)
表現
形式

<存在>

<所有>

表現
内容
<存在>

この部屋には窓が二つある
⇓

<所有>

This room has two windows.
⇑

私にはこともが二人いる
<BE 言語>

I have two children.
<HAVE 言語>
(池上 2006b: 165)

<BE 言語>と<HAVE 言語>の違いは、状況把握の違いと関係していないので
あろうか。<主観的把握>では話し手は状況の関与者なので、状況の中に存在す
る事物の方が主語が所有する事物よりも認識しやすいであろう。<客観的把握>
では、状況を外から見るので、主語に話し手の視点が向かえば、主語が所有し
ている事物の方が認識しやすいのではないだろうか。こう考えれば、<BE 言語
>、<HAVE 言語>という分類は、状況把握と関連性がありそうである。
池上(2006a)では<主観的把握>に基づく文では文の原点が話し手にあるとさ
れている。<客観的把握>に基づく文においてはどうであろうか。主語を基準に
文が組み立てられることを考えれば、話し手は主語に視点を置き、ここを原点
として表現している。主語を基準に考えれば、主語が所有しているということ
は、存在することにつながるのである。一方、<主観的把握>の場合には、話し
手は状況に関与している。存在についての発話では、主語が存在の場になる。
話し手が存在の場に関わることで、存在が所有につながると言えよう。このよ
うに、<BE 言語>と<HAVE 言語>の違いは、状況把握と話し手の視点という観
点から説明ができそうである。
日本語と英語における一人称、二人称を用いた表現の相違は話し手の状況把
握の違いが反映されていると言えそうである。英語は<客観的把握>に基づく表
現が、一方、日本語では<主観的把握>に基づく表現が通例である。この差が一
人称と二人称を用いた表現の違いになっていると言えよう。
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4 主語の省略
状況の把握の仕方の相違が、主語の扱いの違いになっていることはないであ
ろうか。<主観的把握>が通例である日本語では、主語を表現しなくともよいが、
<客観的把握>が通例の英語では、主語を表現することが通例である。本節では、
主観性という観点からの一人称と二人称の主語の省略について探っていく。
4.1 主語と主観性の関係
日本語では主語が表現されないことが多い。特に、一人称の場合には、ほと
んどの場合は表現されない。対話の場面で「チョコレートが好きです」と言え
ば、主語は一人称ということになる。「私はチョコレートが好きです」と言え
ば、「私は」の部分は対比的な響きを持つであろう。
主語を表現しないことは、池上(2006a)によれば、話し手の<主観的把握>の特
徴である。なぜ主語を表現しなくてよくなるのであろうか。<主観的把握>にお
いては、話し手が表現の対象となる状況の関与者になっている。状況の中が話
し手の視点の原点になり、文が構成されていることになる。そうなると、聞き
手は、話し手と状況の関係を把握できるのである。一方、<客観的把握>の場合
は、話し手は状況を外からの視点で描写する。そのため、すでに指摘したよう
に、主語が一人称の場合には話し手と主語の I が別人であるかのように表現さ
れる。話し手は状況に関与しないという立場から表現される。そうなると、主
語の省略はできないということになる。
話し手が主語であれば、状況に関与することになるので、主語の省略が可能
になると言えよう。主語が状況に関与していることが含意されれば、主語は省
略できる可能性があることになろう。発話の状況によっては、英語でも主語が
省略されることがある。この現象を見ながら、主観性との関係を考えていく。
4.2 主語が省略される場合
通例、英語では主語は省略されない。しかし、英語でも主語が略されること
がないわけではない。会話や日記などの文章では主語の省略が行われることあ
る。また、インターネット上での文のやり取りでも、主語の省略が多く見られ
る。省略した要素が聞き手によって復元可能であると話し手が判断した場合に
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省略が起こると考えられる。接続詞による節の結合などのように、文法的要因
による省略もあるが、ここではそのような省略は考察の対象とはしない 3)。
4.3 命令文
英語では主語を用いるのが基本なので、主語が用いられなくなるのは、特別
な意図がある場合である。例えば、話し手が聞き手に対して命令を表す場合に
は、主語が用いられない。命令は、(10a)のように述語動詞で文を始めることで
表現されるが、(10b)のように命令の対象者である you と共に命令文が用いられ
ることがある 4)。
(10) a. Leave!
b. You leave!

(Langacker 2008: 470)

命令とは話し手から聞き手に対して行われる働きかけである。単に情報や意見
を伝えているのではない。You should leave.のように、客観的に状況を表すのと、
主語のない文で命令を表すのとでは話し手の姿勢は異なっている。主語を用い
ないことで、話し手は視点を聞き手に向け、聞き手が発話の原点となる。聞き
手は発話の原点になったことを把握すると、命令として受け取ると考えられる。
主語を用いないことと主観性が関係するとすれば、命令文は主観性の高い表現
になる。話し手は命令文を発する側として、状況に関わるっていると考えられ
る。これは主観性の高い場合の特徴である。主語を表示しないことで、話し手
は状況への関与者となり、命令を聞き手に伝えていると考えられよう。命令文
からも、主語を用いない表現と主観性の高さが関係していることがわかる。話
し手は、主語を省略することで、命令以外の表現効果も実現できる。つまりは、
主観性を高めることで命令以外の意図も伝えることができる。
4.4 二人称の主語の省略
二人称の主語が省略されるのは、多くの場合、疑問文の場合である。疑問文
では、聞き手に対して問いかけるという働きかけが行われる。助動詞や be 動詞
といった疑問文を構成するのに必要とされる要素も一緒に省略される点では、
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平叙文の主語の省略とは異なる。音調なども手助けになって、主語が省略され
ても疑問文であることは、聞き手にはわかる。対話の場面において、疑問文で
あれば主語が you であるということは推測できる。この場合、主語などを省略
することで堅苦しさが減少する。
(11) a. (Are you) Happy?
b. (Are you) Afraid of him?
c. (Are you) Hot?
d. (Are you) In trouble?
e. (Do you ) Want some?
f. (Are you) Looking for anybody?
g. (Have you) Got any chocolate?
h. (Have you) Ever seen one of these?

(Quirk et. al 1985: 898)

主語を表示しないことで、主観性が高まり、話し手が状況に関与していること
になる。話し手は聞き手に視点を向けて、聞き手とともに状況に関与するので
ある。ここでは、主観性を高めることが、堅苦しさの軽減につながっていると
言えよう。
疑問文の形で、問いかけではなく、依頼や提案を表すことができるが、その
場合にも同様のことが言えそうである。
(12) a. Do you mind if I have a seat?
b. Mind if I have a seat?
(13) a. Do you need help?
b. Need help?

(藤原 2013: 64)

疑問文の形で依頼や提案を表す場合にも、主語などを省略することが、堅苦し
さの減少に貢献する。話し手と聞き手が共に状況への関与者となることで、話
し手の心理的な距離が短くなるためであろう。話し手は状況を客観的に外から
眺めるのではなく、聞き手をとおして関与することで主観性を高めることがで

－- 108
－
10 -

きる。そうすることで、話し手と聞き手が心理的に近くなり、堅苦しくない表
現になると考えられる。
4.5 一人称の主語の省略
疑問文の場合には、音調などの他の要素の手助けが多いので、聞き手にとっ
ては省略された主語などの推測は難しくはない。平叙文で主語が省略されると
推測は難しそうであるが、省略されることがある。一人称の主語が省略される
ことが多い。次のような場合である。
(13) a. Beg your pardon.
b. Told you so.
c. Wonder what they're doing.
d. Hope he's there.
e. Don't know what to say.
f. Think I'll go now.

(Quirk et al. 1985: 896)

疑問文と同じように、主語だけでなく be 動詞も一緒に省略されることがある。
(14) a. Sorry I couldn't be there.
b. Afraid not.

(Quirk et al. 1985: 897)

(13a)、(13b)は特定の場面で慣用的に用いられる表現であるが、Quirk et al.(1985)
は、一人称の主語の省略は、節を目的語にとれる動詞が述語動詞の場合に多い
としている。節を目的語にとる動詞は、主語が考えていることや認識している
ことを表す動詞が多い。こうした動詞の主語が省略された場合には、主語とし
て話し手を想定するのが自然であろう。目的語で述べられる思考や認識の対象
は主語にしかわらないので、話し手が主語であると考えられる。話し手は主語
を省略することで、疑問文の場合と同様に、堅苦しさの低減を図る。主語を表
現しないことが、主観性の高さの現れであるとするなら、ここでも主語を省略
することで、話し手は、主観性高め、堅苦しさを減らしているのである。
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Langacker(2008)では、異なる種類の述語動詞の文の例があげられている。
(15) a. I don't trust him.
b. Don't trust him.

(Langacker 2008: 478)

例えば、「その人を信用しているか」という質問に対して、(15)の二種類の返
答が可能である。(b)は(a)よりも堅苦しくない。Langacker(2008)によれば、(15a)
においては、話し手は聞き手とともに状況に関係せず、外から表現しているが、
(15b)においては、話し手は状況の中から表現している。つまり、(15b)では、主
観的に状況が把握されているのである。ここでも、堅苦しさが減少される。
疑問文だけでなく平叙文においても、主語を省略することで、話し手が状況
に関与していることを表し、堅苦しさが軽減される。話し手は状況に関与する
ことで、聞き手に心理的に近づき、堅苦しさを減らしていると言えよう。上で
あげた、会話や日記、インターネット上での文のやり取りなどの場合も堅苦し
さの軽減につながると言えよう。主語の省略という主観的な状況把握の特徴は、
英語においては特殊な効果をもたらす場合に見られることになろう。
5 おわりに
池上(2006a)の<主観的把握>と<客観的把握>という考え方をもとにして英語
の I と you の用法について考察を加えてきた。英語では日本語とは異なる状況
把握に基づいて発話が構成されることがあることを示した。主観性に加えて、
話し手の視点と話し手の聞き手への働きかけという見方を加えることで、英語
の一人称、二人称の主語の省略という現象も説明できることを示した。主観性
は言語運用の分析に有効な考え方であると言える。
外国語として英語の学習を始めると初期段階で I と you に出会うことになる。
しかしながら、日本語を母語にする者にとっては、これらの使用に困難を感じ
ることがありそうである。それは、言語表現のもとになる状況の把握の方法が
英語話者と日本語話者で異なることがあることに由来していると思われる。英
語では一人称が主語の場合であっても状況の<客観的把握>に基づく表現を行
うことがあるが、日本語では通常このような表現方法はとらない。そのため、
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日本語話者がこのような表現に出会うと戸惑いを感じるであろう。また、日本
語では「星が見える」「風の音が聞こえる」のように主語が明示されない表現
が多用される。一人称の主語が状況の一部となったかのような表現になる。こ
うした表現を英語に訳そうとする場合にも戸惑いを感じるであろう。基本的に
は主語、目的語を表現する英語と、必要に応じて主語や目的語を表現する日本
語という違いは意外に大きな違いであると思われる。
外国語として英語を学習するにあたってはこのような点を留意することが必
要であろう。頻繁に用いられる人称代名詞の用法の一部なので、理解が望まれ
る部分であろう。

注
1) 池上(2006a)はこれをゼロ化と呼んでいる。
2) (6)(7)(8)の例は COCA による。COCA で最も頻繁に使われていたのは、word を使った表現
である。
3) 話し言葉における省略については、澤田(2016)に詳しい。
4) 命令文をこのように考えると、you をつけた方が厳しい命令になるのは、主語を省略した
方が堅苦しさを軽減させることと関係しているかもしれない。

参考文献

藤原正道. 2013. 「人称代名詞と英語と日本語の丁寧表現の分析」 実践女子短
期大学紀要 第 34 号, 59-68.
Heine, L. 2011. "Non-coordination-based Ellipsis from a Construction Grammar
Perspective: The case of the Coffee Construction." Cognitive Linguistics, 22-1,
55-80.
池上嘉彦. 2006a. 「〈主観的把握〉とは何か―日本語話者における〈好まれる
言い回し〉―」『月刊言語』35, 20-27.
─. 2006b. 『英語の感覚・日本語の感覚』 東京: 日本放送出版協会.
Langacker, R. W.（2008）Cognitive Grammar: A Basic Introduction, Oxford University
Press.
Nariyama S. 2006. "Pragmatic Information Extraction from Subject Ellipsis in

－- 111
－
13 -

Informal English." Proceedings of the 3rd Workshop on Scalable Natural Language
Understanding, 1-8.
Quirk, R, S. Greenbaum, G. Leech, and J. Svartvik. 1985. A Comprehensive Grammar
of the English Language, London: Longman.
澤田茂保. 2016. 『言葉の実際 1―話し言葉の構造』 東京: 研究社.
参考データベース

Corpus of Contemporary American English: http://www.americancorpus.org/

－- 112
－
14 -



The Understandings of the Bhagavad-Gītā
by Herder and Humboldt
Gen Nakamura

Introduction
The Bhagavad-Gītā (referred to below as Gītā) is a religious, philosophical
poem made up of 18 chapters, that was incorporated into the ancient Indian epic
Mahābhārata. It is estimated that the archetype of this work was written around
BC 3–2 and it was compiled as it is today, after the 1st century. The Gītā has been
the most intensively read and highly respected poem for the Hindus for more than
2000 years. This explains why the Gītā was the first work of literature to be
translated into a European language from among many other ancient Indian works.
It was translated from Sanskrit into English by Charles Wilkins of the Asiatic
Society in Kolkata in 1785.
The story of the Gītā in Mahābhārata goes as follows: Arjuna, who is the third
son of Pandu tribe (Pandava) goes to fight with his uncle’s Kuru tribe (Kaurava) on
the battlefield of Kurukshetra. At this time Lord Krishna, who is the incarnation of
Lord Vishnu, was working as a charioteer for Arjuna in his human form, because
he was originally a good friend of Arjuna from childhood. However, when Arjuna
finds his teachers, friends and relatives in his enemy’s corps, he doubts the validity
of this battle, asking himself, “What kind of pleasure can we enjoy, if we have
killed those for whom we really long for success, pleasure and enjoyment? We
don’t know whether we should defeat them or they should defeat us.” He is
overwhelmed with thoughts of the affliction that would be caused by the loss of his
blood-relatives and puts away his weapons, sits down in the chariot and asks
Krishna if he should fight with his enemy. Krishna encourages Arjuna to fight by
preaching his own philosophy. In this way begins the dialogue of Krishna and
Arjuna. It is a rare characteristic of the Gītā that the most abstract, speculative
philosophy on the ultimate recognition of human beings is being developed at the
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very moment when the battle that has at stake their own lives and death, the rise
and fall of their tribes, is going to start right then.
Herder (1744–1803) compiled a collection of ancient Indian epigrams entitled
Gedanken einiger Bramanen and published it in Vierte Zerstreute Blätter in 1792.
It contains some excerpts from the Gītā which Herder translated from Wilkins’
English version into German.
Wilhelm von Humboldt (1767–1835) tried to translate the Gītā from Sanskrit
into German prompted by the Latin translation of his friend, August Wilhelm
Schlegel of the Gītā in 1823. Humboldt published two essays on the Gītā, one is
called Ueber die unter dem Namen Bhagavad-Gītā bekannte Episode des
Mahā-bhārata, which was written on the basis of his own two lectures held on
30th, June 1825 and on 15th, July 1826. The other, entitled Ueber die
Bhagavad-Gītā. Mit Bezug auf die Beurteilung der Schlegelschen Ausgabe im
Pariser Asiatischen Journal, is Humboldt’s comment on the criticism by a Sanskrit
scholar named Alexandre Langlois of Schlegel’s Gītā translation. The original
manuscript is based on Humboldt’s letter to Schlegel written on 17th June 1825.
In this paper the understandings of the Gītā by Herder and Humboldt are
discussed on the basis of the material referred to above.
1. The understandings of the Gītā by Herder
1.1. India as a mythical image
For Herder India was the country of fertility, wisdom and miracles where the
Ganges, the holy river of paradise flows1. The sources Herder utilized to refer to
India are travel reports, personal experiences, and English translations from
Sanskrit, which were pioneered in 1785 by the Asiatic Society. The English
translations from original texts by the Society enabled Europeans to understand
what Indian cultural tradition actually brought into being, instead of continuing to
accept hearsay, received wisdom or the inferences of Europeans about Indian
culture. The descriptions of India, particularly from the last volume of Herder’s
work, Ideen zur Philosophie der Geschichte der Menschheit (referred to below as
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Ideen) and from Zerstreute Blätter are highly attributable to the translation
achievements of the Asiatic Society.
Herder’s interest in the peoples of the Orient is already clear in Die Abhandlung
über den Ursprung der Sprache (1772), in which the Orient is considered to be the
place where language first developed (Hd. V, 72)2. In Auch eine Philosophie der
Geschichte zur Bildung der Menschheit Herder says that the infancy of the human
race goes back to the Orient as the chosen land by God (Hd. V, 483) and
understands it therefore as a site of pure innocence and inexhaustible possibility:
“Dort Morgenland! Die Wiege des Menschengeschlechts, Menschlicher Neigungen
und aller Religion” (Hd. V, 562). In Ideen which has been said to be the summit of
his whole oeuvre, this idea is repeated in exultation: “All the peoples of Europe
originated in Asia” (Hd. XIII, 406).
Herder did not specify the site of the chosen land by God in the Orient, however,
we can imagine that what he meant by the Orient was actually India, when we read
the descriptions of India, particularly after he started to tackle Ideen3. Herder’s
comment on the ancient drama Shakuntalā by Kālidāsa (English translation by
William Jones in 1789, German translation by Georg Forster in 1791), which he
called “the flower of India” also testifies to his enthusiasm for India4. He found in
this drama peace and innocence of a paradise where all his aspirations, longings
and dreams are totally visualized, the mythical world where humans, nature and
Gods are in fundamental harmony with each other.
1.2. Herder’s view on translation
Herder had a talent for imbuing new ideas into existing literary works and giving
them a new vibrancy by reconstructing them anew. When it comes to translation,
he also showed his talent for re-creating the original text without damaging its
spirit. He thought that there was no need to translate the original text word for
word, but that adaptations and reconstructions were essential in order to transmit
and vitalize the spirit of the original text(Hd. II, 360). According to Herder, those
translators, being loyal to the original text, should be loyal to its ideas and
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creativity, not just to mere literary reproduction. They should re-create the original
text and transplant foreign flowers into German soil successfully. The translation of
the Gītā by Herder was done on the basis of this conviction.
What Herder wanted to learn from the Bible and classical literature was the
wisdom of the ancient peoples about their lives which was recorded as didactic and
aphoristic maxims or epigrams. Herder understood that ancient Indian literature has
the same kind of character; he thought that he could apply Sanskrit literature of this
kind to his own didactic intention. This explains how the work Gedanken einiger
Bramanen came into being.
Gedanken einiger Bramanen is made up of forty-six pieces of ancient Indian
poems, twenty-three pieces of which were taken out of the Hitopadesha (translated
into English by Charles Wilkins in 1787), sixteen pieces of which were taken out
of the Poems by Bhartrihari (translated into Dutch by Abraham Rogerius in 1651,
and into German in 1663) and only seven pieces were taken out of the Gītā. The
Hitopadesha deals with precepts for life in the form of fables. In the Poems by
Bhartrihari, the themes of Kāma Sūtra such as one’s social life, sex life, and
deliverance are poetized, whereas the Gītā is a purely philosophical poem in which
the way human beings come to a realization of the ultimate substance of the
universe is preached.
The fact that most of the translation of Gedanken einiger Bramanen is taken out
of the Hitopadesha and the Poems of Bhartrihari, demonstrates that it was
originally designed as the collection of aphorisms or epigrams, because the Gītā is,
as mentioned above, a philosophical poem and does not originally match the
framework of maxims. Therefore, Herder tried his best to include the Gītā as a part
of the collection of maxims by what he called “nachdichten”, i.e. by choosing a
number of verses of the Gītā, changing the original texts on a large scale and
giving a new title for each verse, in order that its contents would align with his
interpretations.
The teachings Herder learned from the Gītā will be observed below, by
following his seven pieces of translation from the Gītā in terms of 1) immortality
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of the soul, 2) the yoga of action, 3) the Gītā’s view on God, and 4) the
transmigration of the soul.
1.3. Herder’s Interpretation of the Gītā
1.3.1. Immortality of the soul
(11) “Die Verstorbenen”
Freund, du klagest um die, die keiner Klage bedürfen;
weder um Lebende klaget der Weise, noch um die Gestorbenen.
Fand in dieser Umhüllung die Seele Jugend und Alter,
wird sie es einst auch finden in jeder andern Umhüllung.
Kält’ und Hitze, Vergnügen und Schmerz sind Körper=Empfindung;
alle das kommt und geht, und hat nicht bleibende Dauer.
Trag’ es geduldig, o Bharats Sohn. Der Weise, den nichts stört,
dem Vergnügen und Schmerz Ein Ding ist, der ist unsterblich;
Was die Gestalten formt, ist unvergänglich und ewig.( Hd.XXVI, 408)
[Thou grievest for those who are unworthy to be lamented, whilst thy
sentiments are those of the wise men. The wise neither grieve for the dead nor
for the living. I myself never was not, nor thou, nor all the princes of the earth;
nor shall we ever hereafter cease to be. As the soul in this mortal frame findeth
infancy, youth, and old age; so, in some future frame, will it find the like. One
who is confirmed in this belief, is not disturbed by any thing that may come to
pass. The sensibility of the faculties giveth heat and cold, pleasure and pain;
which come and go, and are transient and inconstant. Bear them with patience,
O son of Bharat; for the wise man, whom these disturb not, and to whom pain
and pleasure are the same, is formed for immortality.] (II,11–15)5
This is the teaching based on what the holy Bhagavat, i.e. Krishna imparted to
Arjuna regarding the immortality of the soul. The soul exists permanently without
any beginning or end, whereas the body is merely temporary clothing that covers
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the soul. Bodies are worn out, taken off, and exchanged for new ones. The body is
limited and cannot avoid death6. Contradictory feelings such as cold and heat,
pleasure and pain, joy and sorrow come into being, when our bodily perception
comes in contact with material. Therefore, the wise are those who know that these
contradictions are originally one and the same by virtue of their ability to remain
unaffected by organs of perception.
The next poem of the Gītā translated by Herder refers to the result of the lives of
those who are caught up in sensory perception.
(38) “Herrschende Sinnlichkeit”:
Wer den Sinnen wird gefangen,
der gefällt sich in ihnen.
Aus Gefallen wird Begierde,
aus Begierden Angst und Thorheit.
Er verlieret das Gedächtniß,
die Vernunft, und mit ihr alles.
Wie der Sturm auf Meeres Wellen
mit dem schwachen Kahne spielet,
spielt Begierde mit Gedanken.
Glück und Ruhe sind verschwunden:
denn nur der, o Mensch, ist glücklich,
dem zufliessen die Gefühle,
wie ins stille Meer die Ströme. (Hd.XXVI, 414)
[The man who attendeth to the inclinations of the senses, in them hath a
concern; from this concern is created passion, from passion anger, from anger
is produced folly, from folly a depravation of the memory, from the loss of
memory the loss of reason, and from the loss of reason the loss of all! ... The
heart, which followeth the dictates of the moving passions, carrieth away his
reason, as the storm the bark in the raging ocean… The man whose passions
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enter his heart as waters run into the unswelling passive ocean, obtaineth
happiness; not he who lusteth in his lusts.] (II, 62–70)7
Those who are caught in the confines of their perceptive senses cannot attain
peace in their minds, and therefore, cannot grasp the ultimate recognition of the
reality of life. The metaphor of a boat being played by the storm and of the still
water into which the stream flows, follows that of the original text.
1.3.2. The yoga of action
(39) “Wissen und Thun”:
Kinder sprechen von Wissen und Thun als doppelten Dingen;
Beide werden nur Eins in des übenden Mannes Gemüthe,
Dessen Seele des Ewigen Sinn, die Seele der Welt ist.
Hören und Sehen, Gefühl und Bewegung, Essen und Trinken,
Schlaf und Wachen, Handeln und Ruhn, und welche Vermögen
Sonst er übe, sie trüben ihm nicht die Stille des Geistes,
Wie von der Meereswelle der Lotos nimmer befleckt wird. (Hd.XXVI, 414)
[Children only, and not the learned, speak of the speculative and practical
doctrines as two. They are but one, for both obtain the self-same end, and the
place which is gained by the followers of the one, is gained by the followers of
the other… The man who, employed in the practice of works, is of a purified
soul, a subdued spirit, and restrained passions, and whose soul is the universal
soul, is not affected by so being. The attentive man, who is acquainted with
the principles of things, in feeling, hearing, touching, smelling, eating,
moving, sleeping, breathing, talking, quitting, taking, opening and closing his
eyes, thinketh that he doeth nothing; but that the faculties are only employed
in their several objects. The man who, performing the duties of life, and
quitting all interest in them, placeth them upon Brahm, the Supreme, is not
tainted by sin; but remaineth like the leaf of the lotus unaffected by the
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waters.] (V,4–10)8
 An action always affects our mind by bringing about consequences. Therefore if
we want to set ourselves free from continuing to carry out an action, we have to
totally give up our social life which always requires action and retreat into an
isolated place such as a deep forest, to pursue a correct recognition of the whole
world and the truth of life. This is the way of “the yoga of knowledge”, or of
“sāmkhya” that the Gītā propounds. The Gītā asserts this as being the correct way,
but at the same time, says it is possible to attain the truth while acting in secular life
and mingling with others. If a man who lives in society acts with a particular
mental attitude, he could purify his soul and become one with the cosmic one; he
could attain the truth not by becoming a recluse and leading a purely contemplative
life, but alternatively by living in the secular world and continuing to take part in
secular life. Because every action caused by bodily desire mentioned above is
simply based on one’s nature, it does not affect one’s mind, just as “the lotus is
never stained by waves in the sea”.
What kind of action is it then that can be carried out without affecting our mind,
and that is equal to the knowledge (sāmkhya) which is originally only attained by
abandoning an action?
(33) ”Sache und Erfolg”:
Was Dich reget, sei die Sache,
die du thust, nicht ihre Folgen.
Elend wird, wer sie berechnet;
Weisheit ruhet in der Handlung. (Hd. XXVI, 413)
[Let the motive be in the deed, and not in the event. Be not one whose motive
for action is the hope of reward… Seek an asylum then in wisdom alone; for
the miserable and unhappy are so on account of the event of things.] (II,
47ff)9
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The action which doesn’t affect the mind and the doer considers to be done
when he does it with an attitude of: “I’m not doing any kind of action now”, is the
one which is naturally done without thinking about its consequences, so to speak,
the one which is done for the action itself, just like the actions which are caused by
above mentioned bodily desire. The Gītā calls it “karma-yoga” to devote oneself to
an action itself without giving any attachment to its consequences. Through the
teaching of karma-yoga the doer can follow the example of an ascetic monk who
has renounced the world to give up doing actions10.
1.3.3. Herder’s view on God
(44) “Andacht”:
Von Begieden frei und frei von Lohnsucht
thut der Weise Guts und weiss es selbst nicht.
Unbefangen vom Erfolg der Thaten
weiht er sie der Andacht reinem Feuer.
Gott ist seine Gabe, Gott das Opfer,
Gott des Alters Flamme, Gott der Opfrer,
und nur Gott kann seines Opfers Lohn seyn. (Hd.XXVI, 416)
[Wise men call him a Pandeet, whose every undertaking is free from the idea of
desire, and whose actions are consumed by the fire of wisdom. He abandoneth the
desire of a reward of his actions… God is the gift of charity; God is the offering;
God is in the fire of the alter; by God is the sacrifice performed; and God is to be
obtained by him who maketh God alone the object of his works.] (IV, 19–24)11

In the flame of prayer the wise give up fulfilling their desires, and dedicate their
actions to God by understanding Him as the only reward for having dedicated their
actions. The wise can rid themselves of the desire for success by providing his
action as his offering, and therefore are not restricted by those actions. At this time
God appears in the flame of the prayer, that is to say, God is immanent in the
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flame. This sentence signifies pantheism with which God exists in the things which
we perceive in the whole world. If God is in everything, that means everything is
one and the same as the expression of God.
It is considered that Herder shows here a guideline for an ethical deed that is in
accordance with pantheism. If God is immanent in everything, how should human
actions and freedom be understood? The answer is the idea of karma-yoga that an
action should not be motivated by one’s enthusiasm or specific intention. It is
believed that in pantheism there is no room for morality and ethics, because
pantheism abolishes the distinction between good and evil by declaring that
everything is one and the same. However, in the Gītā the recognition of God’s
immanence in things results in the restriction of human private desires and peace of
mind by giving up the consequences of an action and by offering the action itself to
God.
It is understandable that Herder wanted to object to the assault by orthodox
theologians on pantheism, who concluded that pantheism lacked ethics. Herder
accepted that the combination between the philosophy of the Gītā that God is
immanent in everything and the ethics that peace in the human mind is attained
through extinguishing the earthly desires by practicing karma-yoga. In other words,
he was convinced that human action, if guided by temperance and peace inevitably
meets the development of God’s power which is immanent in everything12.
(16) “Religion”:
Als in den alten Tagen der Herr der Schöpfungen Menschen
bildet’ und lehrete sie, die Götter verehren, da sprach er:
“Denkt der Götter, o Menschen, so werden sie Euer gedenken;
aber gedenkt auch Euer einander, und schaffet das Glück euch.
Wer von den Göttern Gaben erhält, und weihet der Gaben
Keine zum Danke zurück, der begeht an den himmlischen Diebstal.
Also wer nur für sich das Mahl bereitet, der isset
Brot der Sünde. Was lebt, empfing vom Brote das Leben,

－- 122
－
10 -



Brot erzeugte der Regen, den Regen gaben die Götter,
Huld der Götter erwarben der Menschen gütige Werke,
gütige Werke kommen von Gott; so lebet die Gottheit
allenthalben in Allem mit ewig=rollendem Kreise.
Wer dem göttlichen Kreise nicht folgt, der lebet vergeblich. (XXVI, 409ff)
[When in ancient days Brahma, the lord of the creation, had formed mankind,
and, at the same time, appointed his worship, he spoke and said: “… With this
remember the Gods, that the Gods may remember you. Remember one
another, and ye shall obtain supreme happiness… He who enjoyeth what hath
been given unto him by them, and offereth not a portion unto them, is even as
a thief… Those who dress their meat but for themselves, eat the bread of sin.
All things which have life are generated from the bread which they eat. Bread
is generated from rain; rain from divine worship; and divine worship from
good works. Know that good works come from Brahm, whose nature is
incorruptible; wherefore the omnipresent Brahm is present in the worship.”
The sinful mortal who … followeth not the wheel, thus revolving in the world,
liveth but in vain.] (III, 10–16)13
Here God is the creator that transcends every creature, but at the same time, he
exerts an influence on life in the nature circle, as a “permanently revolving wheel”.
Gods are those who represent various aspects of this formless, inexpressible
substance. God is transcendental and immanent at the same time. In this sense, both
monotheism and pantheism are shown here. Originally the Gītā has a universal
oneness that is immanent in everything, i.e. impersonal God “brahman”, and a
personal transcendental God “bhagavat”, i.e. Krishna at the same time. It has been
considered that the co-existence of both aspects of God comes down to the poet
who created the Gītā because of the intention to harmonize the idea of impersonal
brahman handed down in the tradition of the Upanishad, with his own personal
God14. The reason for this attempt to harmonize two aspects of God was that the
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brahman of the Upanishad was too speculative and abstract to attract ordinary
people. Instead they desired a more personal God who could listen to their
prayers15. The reason Herder translated this part of the Gītā in which both views
are shown, is that he honestly expressed the co-existence of both views of God of
his own.
1.3.4. Metempsychosis
As mentioned above, because the soul is immortal, it transmigrates to another
body through metempsychosis repeatedly, even when the body has perished. The
body is worn out, taken off and exchanged just like clothes, and it is at this point
that the soul transmigrates. The idea, which is based on the stream of facile
metamorphosis, is that life circulates and the soul continues transmigrations
repeatedly but finally attains peace and becomes one with brahman, which is a
central concept in Indian religion and culture. Herder, who summarized the
ultimate goal of human beings with the expression “Humanität”, understands
metempsychosis as the process of humans towards this goal through the repeated
rebirths.
(12) “Dreifacher Zustand”:
Was gebohren ward, muss sterben;
was da stirbt, wird neu gebohren.
Mensch, du weißt nicht, was du warest;
was du jetzt bist, lerne kennen;
und erwarte, was du seyn wirst.( Hd. XXVI, 408ff)
[Death is certain to all things which are subject to birth, and regeneration to all
things which are mortal… The former state of beings is unknown; the middle
state is evident, and their future state is not to be discovered.] (II, 27–28)16
 Here Herder agrees to the concept of metempsychosis. A living being is
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composed of three elements, i.e. birth, death and rebirth, or three steps, i.e. past
life, present life and future life. Metempsychosis is surely not a particularly new
idea for Europeans, but the reason Herder deals here with the theory, is that it
encapsulates the entire thoughts of Indian people so decisively and determines their
way of thinking so seriously, he might have felt that he needed to refer to the idea
and show his agreement with it, simply because he has been an aggressive
propounder of this theory.
Additionally, however, Herder was not completely satisfied with the theory as it
existed in India, but redefined it in the context of European thought. According to
the Gītā, it is desire, i.e. expectation of success or reward for an action, and the
attachment to the consequences of an action which causes rebirth and the
transmigration of the soul (II, 40). For Indians, metempsychosis signifies
atonement for the faults they have committed in their former life, and results in
their transmigration into animals or plants. When they are reborn, the soul has
another chance of making up for their sins by good deeds and sincere faith in their
Gods and of being finally re-unified with the universal soul “brahman”.
Herder understands in die Seelenwanderung (1791) the Indian concept of
metempsychosis as a product of immaturity in the human intellect which existed in
the infancy of human beings when the concept was conceived. Herder recognized
that the present world is no longer in its infancy and that it is now too sophisticated
to believe in this type of metempsychosis theory (Hd. XV, 298). In God’s eyes,
being reborn as an animal signifies perhaps an atonement for the sins one
committed in a former life. However, it doesn’t bring any ethical or spiritual
progress to the human soul, because in animals’ bodies the characteristics allowing
us to improve our soul have been removed beforehand. So, if a man is reborn with
an animal’s body, that means he is not given the chance to recover his dignity and
to achieve his goal. God does not impose this kind of ordeal on humans (Hd. XV,
298). For Herder, rebirth through the transmigration of the soul is destined to result
in progress toward the completion of “Humanität” as the ultimate goal of human
beings. Herder says: “Reinigung des Herzens, Veredlung der Seele mit allen ihren
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Trieben und Begierden, das dünkt mich, ist die wahre Palingenesie dieses Lebens,
nach der uns gewiß eine fröliche, höhere, aber uns unbekannte Metempsychose
bevorsteht” (Hd. XV, 303).
Each piece of Herder’s Gītā-translation in Gedanken einiger Bramanen has been
examined above.
2. The understandings of the Gītā by Humboldt
2.1. The study of Sanskrit
No other language attracted Humboldt more than Sanskrit in the 1820’s. At the
beginning of his study of Sanskrit he encountered the young comparative linguist,
Franz Bopp (1791–1867) in London in 1820 and subsequently embarked on an
intensive study of Sanskrit with him. Humboldt, who was deeply absorbed in the
language to the exclusion of anything else, came to the conclusion that the
grammatical forms of ancient and modern European languages derived from
Sanskrit. Since Sanskrit was the key to understanding the linguistics of the
European language family more comprehensively, he believed one had to obtain a
thorough knowledge of Sanskrit.
Moreover, Humboldt’s Sanskrit study led to his interest in the history and
philosophy of India. That is how his intensive struggle with the Gītā came about. In
this sense, his Gītā study delineates the peak of his interest in Sanskrit. In A.W.
Schlegel’s Latin translation of the Gītā, which prompted Humboldt to write his
essays on the Gītā, Schlegel could not replace each basic technical term in the
original Sanskrit text with a single Latin word, as we can see from the example that
he required more than 10 Latin words to translate the single term “yoga”, Langlois
criticized Schlegel for his need to use a lot of words to translate the term, saying
that only one single word of equivalent meaning should be given to the original
term.
Humboldt, however, approved of Schlegel’s basic attitude to translation and
argued against Langlois, saying that Langlois did not appreciate the difficulties in
translation that are inevitably caused by trying to bridge the gap of the structure
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and the meanings between two different languages and therefore that Langlois’s
criticism of Schlegel was unfair. On the other hand, Humboldt faced straight-ahead
on Langlois’s criticism by trying his best to analyze, define and comment on basic
technical terms such as “yoga”, “dharma” and “brahman” etc. which are crucial to
understand the Gītā. Humboldt’s effort to vindicate his friend Schlegel spurred his
Gītā research.
2.2. Humboldt’s view on translation
 At the beginning of Humboldt’s essay on the Gītā, he says that its purpose lies in
explaining the real concept of the Gītā and its philosophical system as concisely as
possible, in such a way that those who do not have an in-depth knowledge of
Indian literature can understand (Hm. V, 190)17. Just as it is understandable from
his idea that a good translator has to be able to recognize which equivalent word is
used in the original text when he sees each word in the translated language (Hm. V,
168), Humboldt tried his best to grasp the Gītā by going back to the original text
and attending to the precise translation from the text as the basis of proper
interpretation. In this sense, it can be said that Humboldt’s understanding of the
Gītā is a philological, hermeneutic one.
He recognized that the interpretation in general is originally destined to be
unfinished, because, although his Gītā interpretation is the first comprehensive
approach, he believes it is just a suggestion or a starting point for a better one, not a
perfect or definitive one. It is likely that he wanted each of his readers in the future
to judge his Gītā interpretation. Incidentally, the contemporary Gītā scholar, R.C.
Zaehner points out that it is very important to make an accurate translation and then
leave its interpretation to readers’ judgement in order to avoid the risks in
interpreting the Gītā18. That is what Humboldt actually tried to accomplish with his
Gītā interpretation.
2.3. The basic points of Humboldt’s Gītā interpretation
2.3.1. The immortality of the soul and the yoga of action
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When Humboldt explains the Gītā, first as its premise, he summarizes its
philosophical contents into the two following theses:
1) The spirit is single and immortal, and according to its entire nature, is totally
different from the compound and mortal body.
2) Those who make an effort to achieve completion have to carry out every action
without considering its consequences, and with total indifference toward them
(Hm. V, 192).
In both theses Humboldt finds the clue to overcome action and death, i.e. the
fundamental facts that all living beings have to face as long as they survive.
However, if death only has to do with the body and doesn’t have any effect on the
spirit, death is not deserving of fear. Regarding an action, whenever we decide
which action to take, we always have to choose one action above another.
Therefore, an action always restricts the spirit by subordinating it to actual
conditions. As far as we are alive, we cannot totally give up actions.
Is it possible that we can rid ourselves of restrictions imposed on us by our
actions while carrying them out? In what case is this possible? The answer the Gītā
submitted was, as already shown, that this is possible when an action is done just as
it is, without being motivated by a particular intention or purpose. An action not
based on one’s own interest is the same as a natural phenomenon that simply
embodies the principles of nature. Therefore there is no requirement to be
concerned about consequences because they can have no effect on the spirit (Hm.
V, 192). In short, if an action is taken for itself with indifference to its
consequences, its meaning and its value are recognized in itself, the action is
equivalent to a non-action, even though action has taken place.
Because it is ultimately possible, by restraining passion for success, by turning
away from all the objects that stimulate the perceptive organs, then the action
carried out without considering its consequences (“karma-yoga”) is the same as
“sāmkhya” i.e. “jñāna-yoga” (the yoga of knowledge) that aims at acquisition of
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the knowledge about the truth of humans and the universe in a philosophical,
speculative way by totally giving up actions in the secular world. To separate one’s
senses from the phenomenal world by controlling oneself and attaining the state of
brahman where one can realize contradictory things as one and the same, that is the
ultimate goal of ridding oneself of the restrictions of actions through yoga practice.
To do what one is supposed to do without any self-interest, that is the way to
salvation that the Gītā advocates. The practical aim of karma-yoga lies in providing
a ground to share salvation with ordinary secular people in ancient India as well,
not by making them sacrifice their economic household duty for priesthood, but by
allowing them to keep fulfilling their duty.
Humboldt understands that the both theses shown above are the reasons Krishna
encourages Arjuna to fight the battle.
“Die reine Scheidung des Geistigen von dem Körperlichen und die Vernichtung
der Handlungen führen beide, jene positiv durch die Einerleiheit alles rein
Geistigen, diese negativ durch die Entfernung der Störungen, in welche das
Handeln den Menschen verwickelt, zu der Erkenntnis und Anschauung der
Gottheit, aus welchen die höchste Vollendung hervorgeht” (Hm.V, 196).
That is to say, the reason Krishna persuades Arjuna to fight, is that the former
wants the latter to realize the truth of both these theses which are believed to
overcome death and action through the battle in which the seriousness of death and
action is most keenly experienced. Humboldt is sure that the foundation of the Gītā
system is placed on them and the highest recognition after which human beings
aspire is set by them.
Humboldt was particularly impressed with the second thesis, the idea of
“karma-yoga”. Because it gives a practical guide to human actions when they are
confronted with the question of what to do, it was highly original and astounding to
Humboldt and he considered it to be the most valuable idea in the Gītā, particularly
when he looked back on the relations between him and his official duties. He finds
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in it not only philosophical nobility, but aesthetic, “poetic effect” as well, when one
observes the contrast of Krishna’s talk, at one time about “the necessity of an
action”, and at another time about the “detachment from the consequences of an
action”.
“Auf die Notwendigkeit des Verzichtens auf die Früchte der Handlungen, und
des Gleichmuths, ja der Gleichgültigkeit über ihre Erfolge kommt der Dichter fast
in jedem Gesange in mehr als einer Stelle zurück, und verbunden mit dem eben so
oft wiederholten Dringen auf Handlung, bezeichnet sie unläugbar philosophisch
eine an das Erhabene gränzende Seelenstimmung, und bringt zugleich eine grosse
poetische Wirkung hervor” (Hm. V, 195).
2.3.2. Metempsychosis
Humboldt doesn’t directly talk about metempsychosis. However, since the Gītā
refers to duty in the caste system, it inevitably has to do with metempsychosis, as
this theory supports and rationalizes the caste system. It was already mentioned
that the teaching of “karma-yoga” lies in prompting one to carry out an action
without thinking of its consequences. This made an enormous impression on
Humboldt. On the other hand, however, when an action is carried out, the only
concrete rule the Gītā offers for what to do, is, just as Humboldt admits, the duty
based on the natural descent, i.e. the duty that has been determined by the caste
system.
“Eine andre Nothwendigkeit der Handlungen entsteht aus den verschieden
vertheilten Pflichten der Stände, welchen jeder, selbst wenn Schuld damit
verbunden wäre, getreu bleiben muss” (Hm. V, 194).
An action which is free from intention or enthusiasm is actually only possible in
the fulfillment of the duty of the professional status which has been fixed in the
caste system. Humboldt refers to this Indian concept on duty as “fatalism” (Hm. V,
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194). Metempsychosis is a theory that explains the relationship between the birth
of the present life and the previous birth in the past life. According to Hinduism,
the birth of a person of a particular caste status is determined through
metempsychosis as the result of the actions carried out in the past life. What the
present life accepts is what the past life has brought about and the quality of the
future life is dependent on whether one can fulfill the duties of the present life. A
man of good destiny, i.e. a man born to a high caste shows that he is qualified to
receive the reward of the good deeds he did in his previous life, whereas a man of
bad destiny, i.e. born to a low caste receives punishment for the sins committed in
his previous life to atone for them in this present life.
Humboldt seemingly has doubt about the reasoning of an action shown in the
Gītā when it says that the only righteous motivation of an action is attributed to
one’s own professional duty in the caste system, because the caste system is based
on the birth, i.e. on the natural fact, not on the ethical justification. When Arjuna’s
mind was swinging between the ethics to fulfill as a human being, i.e. that he
should not kill and his duty as Kshatriya (the warrior caste) that he should kill the
enemy in the battlefield, Krishna gave priority to Arjuna’s caste duty and told him:
“A man by following the duties which are appointed by his birth, doeth no wrong.
A man’s own calling, with all its faults, ought not to be forsaken. Every
undertaking is involved in its all faults, as the fire in its smoke.” (XVIII, 48).
Humboldt honestly expresses that this explanation of Krishna is “odd [auffallend]”
(Hm. V, 231). Humboldt, in another essay on the Gītā also says, it looks strange
that the saying in the Gītā that keeping ourselves well directed to God leads us
even from any condition to total perfection doesn’t apply to those who are destined
to have demonic destiny (Hm. V, 333).
Although Humboldt sometimes observes irrationality in the Gītā, while reading
it and following the way its teachings are applied, he reaches a conclusion on the
role of philosophy to solve the contradiction between destiny and freedom:
“Die Vereinigung der sittlichen Freiheit mit der Verkettung der sich gegenseitig
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bestimmenden Naturbegebenheiten und Handlungen ist in allen philosophischen
Systemen eine, genau gesprochen, unlösbare Aufgabe” (Hm. V, 231).
3. A comparison of Herder with Humboldt as to the Gītā understanding
The differences between Herder and Humboldt as to how they dealt with the
Gītā are shown below.
1) The motive which led Herder to deal with the Gītā, as already shown, derived
from the mythical image of India nurtured by the descriptions from travel books
and hearsay of personal experiences.
On the other hand, Humboldt was motivated by linguistic interest, i. e. his
recognition that Sanskrit, the language of ancient India is the origin of European
languages.
2) Herder picked out several sentences of Wilkins’ English version of the Gītā
and put them into German in Gedanken einiger Bramanen. For him translation
meant a re-creation of the spirit in the original text, not a replacement of each
original term by a foreign word. What was important for him was to transplant the
original spirit into German soil efficiently. He adopted the philosophical contents
of the Gītā in parts as short epigrams.
Humboldt believed that translation should always lean strictly on the original
text, since the role of translation is nothing but to arrive philologically as close as
possible to what the original text has to say, as shown by the fact that he
supplemented Schlegel’s insufficient translation of the key Sanskrit terms with
more suitable ones by tracing them back to the original text to scrutinize their
meanings.
3) Herder shows a close understanding of the two theses of the Gītā, i.e. the
immortality of the soul and the teaching of karma-yoga, that is, detachment from
the consequences of an action. Regarding the former, he considers the body to be
temporary clothing which covers the soul, to be worn out and taken off, whereas
the soul has no end. Therefore, the soul exchanges the body easily and repeats its
transmigration. Regarding the latter, Herder understands that whatever is attained
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by knowledge is also attainable by action as well, because actions, whose
consequences are not counted as important or desired do not exert an influence on
the spirit, just as the actions derived from natural desire do not exert an influence
either.
For Humboldt both theses sum up the Gītā philosophy in a straightforward way,
particularly the thesis of “karma-yoga” which shows not only philosophical
sublimity, but exerted a serious influence on his own life. Humboldt expresses the
significance of the Gītā for him in his letter to Schlegel on June 21st, 1823: “… ich
kann nicht abläugnen, daß mich während dieses Lesens ein paarmal das Gefühl
einer wahren Dankbarkeit gegen das Schicksal überrascht hat, das mir vergönnt
hat, diese Dichtung so gut, wie es mir nun jetzt eben damit geht, in der Ursprache
zu vernehmen. Es ist mir, als würde mir etwas recht Wesentliches gefehlt haben,
wenn ich, ohne das, hätte die Erde verlassen müssen”19.
4) What is characteristic about Herder’s view on the Gītā’s God is that he
combines its pantheism with its ethical, moral virtue to abandon expectations for
the consequences of an action and to find peace of mind through this abandonment.
On the other hand, Humboldt doesn’t mention the Gītā’s monotheism or
pantheism or the relationship between them. He once explained the reason for this:
“I will not pass judgement on the religion of the Bhagavad-Gītā. Rather I am
fascinated and attracted by the notion that we can accomplish an action as though
we weren’t acting”20.
5) Although Herder held prominent posts as a religious cleric in his diocese
during his life, he approved of the theory of metempsychosis which Christianity
does not allow its adherents to believe in as a creed. However, although it is not
shown in his translation of the Gītā, he expresses dissent with the Indian
interpretation of metempsychosis, such as rebirth as atonement for the sins
committed in the previous life and transmigration of the soul into animals or plants,
he only approves of the operation of metempsychosis as a rebirth on the way to
“Humanität”, the ultimate historical goal of human beings.
Humboldt doesn’t directly refer to metempsychosis. He finds philosophical
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nobility in the theory of “karma-yoga” in the Gītā that teaches detachment from a
desire for success of an action, but on the other hand, he expresses misgivings
about the action when it requires one to fulfill one’s professional duty based on the
caste system where birth into a particular caste is considered to be the result of the
actions done in the previous life routed through metempsychosis.
Conclusion
Now we understand that Herder accepted the Gītā’s teachings such as 1) the
immortality of the soul and indifference to the consequences of an action
(karma-yoga), 2) pantheism, 3) metempsychosis. As seen above, he highly valued
the idea of karma-yoga of the Gītā, but nevertheless he dealt with the translation of
the Gītā in Gedanken einiger Bramanen, as the same category as that of the
Hitopadesha and the Poems of Bhartrihari and not superior to these. Other than the
fact that the work was originally intended to collect Indian epigrams, the reasons
for his lesser evaluation of the Gītā might be those shown below:
Firstly, the Gītā is metaphysically very difficult to understand without a
commentary, just as Georg Forster pointed out in his letter to Herder21. Simply
because the Gītā’s author was not a philosopher who systematically dealt with
philosophical theses, but a poet who believed that he had achieved the true
realization about the ultimate substance of the universe and could not help but
speak to his listeners to share his inner enlightenment and spiritual awakening with
them. Each teaching is repeated again and again in various contexts and yet in a
disconnected way, so the Gītā as a whole can give us an impression that other poets
in later periods added their own pieces to the original text. It was not until
Humboldt’s philological, hermeneutical interpretation was given publicity that Gītā
readers got the first clue to grasp the general ideas of the Gītā.
Secondly, for Herder, when young, who was strongly under the influence of the
Enlightenment which held up reason and the universal progress of human beings as
its basic idea, the practice of karma-yoga must have been understood not as action
based on free, self-independent determination, but as a passive or even regressive
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one, since it requires only actions that are finally reduced to the laws of nature.
Herder who had sought the mythical image in India admired Shakuntalā as the
most valuable work of literature of ancient India, because it perfectly represented
his ideal of the relationship between humans, nature and Gods. The reason that
India appeared extremely attractive to him was that he identified the innocent,
honest Indians described in Shakuntalā with the Germans who could not compete
with the imperialistic British and French. He believed that the political weakness of
his country could boost Germany up to its cultural greatness22. Herder was the first
person who created an environment where the ancient literature of India including
the Gītā could be accepted, by shifting it from study as an instrument for the rule of
the colony, to one with a purely intellectual, academic motivation. Herder was the
one who decisively contributed to the development of the mythical image and the
deification of India as an archetypal site of romantic longing.
What most attracted Humboldt in the Gītā was, as seen above, the idea of
karma-yoga in which he found not only the philosophical sublimity, but the
philosophical as well as practical answers to the questions of his own life.
Humboldt maintained his admiration not only for the idea of karma-yoga, but also
for the concept of the “philosophical poem” (Hm. V, 334) in the Gītā which
straightforwardly expresses the relationship between poem and philosophy. In a
philosophical poem, philosophy and poem derive from the same soil, i.e. from the
most inner part of humans where supreme being resides, and there they also
combine organically with each other. That is to say, it is philosophy, but at the
same time, it is poem as well. However, a philosophical poem is totally different
from a philosophically didactic poem where an artificially devised art form rules.
Just as in karma-yoga action is transformed into non-action, in a philosophical
poem every sensory stimulation is dissolved into purely ideal meditation (Hm. V,
335). For this reason Humboldt called the Gītā as a poem a “perfect philosophical
system” and rated it highly as the synthesis of philosophy and poem.
Humboldt was the first European who interpreted the Gītā comprehensively on
the basis of the original Sanskrit Text. His understanding of the Gītā was an
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internal one in the sense of revealing it within itself with the method of linguistic,
philological interpretation23. This becomes clearer, when we compare Humboldt
with Hegel who lived in the same period as him and tried to recognize the
significance and value of history in his “Philosophy of History” from the
standpoint of the “self-realization of the absolute spirit” at the end of human
history, and positioned the Gītā in this schema in his own Gītā essay. The fact that
Hegel published his essay on the Gītā in the form of a book review just half a year
after Humboldt’s second Gītā lecture, shows that Humboldt’s Gītā essay became a
paradigm for the Gītā interpretation due to its internal understanding.
Notes
1 For more information about the mythical image of India, refer to A. Leslie Willson, A Mythical
Image: The ideal of India in German Romanticism, Durham 1964.
2 Herders Sämtliche Werke, hrsg. von Bernhard Suphan, 33 Bde, Berlin 1877–1913.
3 For example, refer to XIII, 222 XIII, 295 and XIV, 25ff.
4 In terms of Herder’s enthusiasm for India with the connection to Shakuntalā, refer to the preface
written by Herder to its second edition (Hd, XXIV, 577ff).
5 The Bhagavat-geeta or Dialogues of Kreeshna and Arjoon, transl. by Charles Wilkins, London
1785, 29.
6 “Thou grievest for those who are unworthy to be lamented, whilst thy sentiments are those of the
wise men. The wise neither grieve for the dead nor for the living. I myself never was not, nor thou,
nor all the princes of the earth; nor shall we ever hereafter cease to be.”(II,12)
7 Wilkins, 33ff.
8 Wilkins, 44ff.
9 Wilkins, 32.
10 “Let the motive be in the deed, and not in the event. Be not one whose motive for action is the
hope of reward. Let not thy life be spent in inaction. Depend upon application, perform thy duty,
abandon all thought of the consequence, and make the event equal, whether it terminate in good or
evil; for such an equality is called Yog.”(II, 47ff)
11 Wilkins, 41.
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12 Bradley H. Herling, German Gītā. Hermeneutics and Discipline in the German Reception
of Indian Thought, 1778–1831, New York 2006, 105f.
13 Wilkins, 36.
14 Jan Gonda, Indoshisoushi (History of Indian thoughts), Yoroi Jun(translation),
Chuoukouronsha, Tokyo, 1990, 161.
15 Franklin Edgerton, The Bhagavad Gītā, London 1972, 132.
16 Wilkins, 29.
17 Wilhelm von Humboldts Werke, Bd.5 1823–1826, hrsg. von Albert Leitzmann, Berlin
1906.
18 R.C. Zaehner, The Bhagavad-Gītā with a Commentary Based on the Original Sources. London
1969, 4.
19 W. von Humboldt und A. W. Schlegel, Briefwechsel zwischen Wilhelm von Humboldt und August
Wilhelm Schlegel – Primary Source Edition, Halle 1908, 158. Herder’s reply shown above was
sent to Schlegel immediately after he received the Gītā and read the first 10 chapters quickly.
These sentences show how Humboldt felt when he read it for the first time.
20 Briefe aus B.G.Niebuhrs Nachlass, Bd.1, in: Mitteilungen aus dem Literaturarchive in Berlin,
1894, Berlin: Literaturarchiv-Gesellschaft,1894, 17.
21 Forster says, he doesn’t think the Gītā will make Herder happy because of its metaphysical
difficulties, although the former is ready to send it to the latter. Georg Forsters Werke. Sämtliche
Schriften, Tagebücher, Briefe. Bd.16, Briefe 1790 bis 1791. Bearbeitet von Brigitte Leuschner u.a.
Berlin 1980, 390.
22 Nicholas A. Germana, The Orient of Europe: The Mythical Image of India and Competing Images
of German National Identity, New Castle 2009, 58.
23 Cf. Clemens Menze, “Das indische Altertum in der Sicht Wilhelm von Humboldts und
Hegels”, in: Hegel Studien Beiheft 27, Bonn 1986, 284.

Bibliography
Adluri,Vishwa and Bagchee, Joydeep. The Nay Science, A History of German Indology, New York
2014.
Akamatsu, Akihiko. The Bhagavad-Gītā. Kami ni hitono kunouha rikaidekirunoka? Iwanami-shoten,

－- 137
－
25 -



Tokyo 2008.
Alsdorf, Ludwig. Deutsch -indische Geistesbeziehungen, Heidelberg 1942.
Baitenen, J.A.Van. Bhagavad Gītā in the Mahābhārata: A Bilingual Edition, Chicago & London
1981.
Edgerton, Franklin. The Bhagavad Gītā, Cambridge 1972.
Faust, Ulrich. Mythologien und Religionen des Ostens bei Johann Gottfried Herder, Münster 1977.
Forster, Georg. Georg Forsters Werke. Sämtliche Schriften,Tagebücher, Briefe. Bd.16, Briefe 1790
bis 1791. Bearbeitet von Brigitte Leuschner u.a., Berlin Bd. 16, 1980.
Gebhardt,

B.

Aus

Wilhelm

von

Humboldts

Nachlass.

In:

Nord

und

Süd.

Eine

deutsche-Monatsschrift.105 (Jg. 27). Heft 313 (April 1903).
Germana, Nicholas A. The Orient of Europe: The Mythical Image of India and Competing Images of
German National Identity, New Castle 2009.
Glasenapp, Helmut von. Das Indienbild deutscher Denker, Stuttgart 1960.
Gonda, Jan. Indoshisoushi (History of Indian Thoughts), Yoroi Jun (translation), Chuoukouronsha,
Tokyo, 1990.
Herder, Johann Gottlieb. Herders Sämtliche Werke, hrsg. von Bernhard Suphan, 33Bde. Berlin 1877–
1913.
Herling, Bradley L. The German Gītā. Hermeneutics and Discipline in the German Reception of
Indian Thought, 1778–1831, New York 2006.
Hoffmann, P. Th. Der indische und der deutsche Geist von Herder bis zur Romantik, Tübingen 1915.
Humboldt, Wilhelm von. Wilhelm von Humboldts Werke, Bd. 5, 1823–1826, hrsg. von Albert
Leitsmann, Berlin 1906.
Humboldt, Wilhelm von und Schlegel, August Wilhelm. Briefwechsel zwischen W. von Humboldt und
A.W. Schlegel, Halle 1908.
Marchignoli, Saverio, Canonizing an Indian Text? A.W. Schlegel, W. von Humboldt, Hegel and
Bhagavad-Gītā, in: Sanskrit and Orientalism, Indology and Comparative Linguistics in
Germany, 1750–1958, edited by McGetchin, Douglas T., Peter K.J. Park and Damodar
SarDesai, New Delhi 2004.
McGetchin, Douglas T. Indology, Indomania, and Orientalism, Ancient India’s Rebirth in Modern
Germany, Cranbury, 2010.

－- 138
－
26 -



Menze, Clemens. Das indische Altertum in der Sicht Wilhelm von Humboldts und Hegels, in: Hegel
Studien, Beiheft 27, Bonn 1986.
Rādhākrishnan, Sarvepalli. The Bhagavad Gītā, New Delhi 1948.
Wilkins, Charles. The Bhagavat-geeta or Dialogues of Kreeshna and Arjoon (translation), London
1785.
Willson, A. Leslie. A Mythical Image. The Ideal of India in German Romanticism, Durham, N.C.
1964.
Zaehner, R.C. The Bhagavad-Gītā with a Commentary Based on the Original Sources. London 1969.

－- 139
－
27 -



The An Extensive Reading University Course:
An Attempt to Approximate the Course to True Pleasure Reading



Harumi Suga


Nowadays language curricula seem to be markedly changing in Japan; a
university for which the author is working adopted a new curriculum with English
as a required, general subject in 2009. The curriculum includes a course named
Pleasure Reading, an extensive reading course for second-year students, which
started the following year with the opening of a reading laboratory called the
Reading Lab. Although the course design and the official textbook were given to
the author by the coordinator and the effectiveness of extensive reading is widely
accepted (Day & Bamford, 1998; Elley & Mangubhai, 1983; Nagy, Herman, &
Anderson, 1985; Macalister, 2008; Nation, 2001), there appears to be plenty of
room for improvement in the blueprint. This paper attempts to develop the most apt
extensive reading course for the target group, applying all aspects of the curriculum
design model in Nation and Macalister (2010).
Nation and Macalister (2010) describe the clear, understandable steps involved
in the curriculum design process. One of the authors, I. S. P. Nation is a professor
of Applied Linguistics in the School of Linguistics and Applied Language Studies
at Victoria University of Wellington, New Zealand. He is a well-respected and
practical expert in the TESOL field. His specialist interests are vocabulary learning
and language teaching methodology. He is focused on principles of language
teaching and very critical of ostensible research and the many textbooks not based
on research and current knowledge. He has often written with co-authors, in this
book with John Macalister. John Macalister is the Head of the above-mentioned
school at Victoria University of Wellington, and the President of the Applied
Linguistics Association of New Zealand. He teaches and researches in the fields of
curriculum design and language teaching methodology. When based on their
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The larger circle encompasses the smaller one and lists three components that
should be weighed at the beginning of a curriculum design. They are environment
analysis, needs analysis, and principles. Lastly, the circumference or outline of the
larger circle stands for evaluation. This evaluation in the model does not signify
that of students’ achievement but that of the overall course.
First, this project describes environment analysis, needs analysis, and principles,
which are in the larger outside circles of the Nation and Macalister model. Second,
the goals of the course at the core will be set. Third, content and sequencing,
format and presentation, and monitoring and assessment in the smaller outside
circle will be elucidated. Finally, the discussion will specify the outline of the
larger outside circle, evaluation.
1. Environment Analysis
In this section, I will describe the overview of the partially hypothetical but
almost real teaching context where the reading course takes place. The institution
of this extensive reading course is a Japanese national university. All students
enrolled in the university write graduation theses in their fourth year, reading a
number of English papers, although they are not required to write them in English.
In 2010 the university created the reading laboratory that now contains
approximately 6,500 English graded readers of 810 titles that students can borrow
for extensive reading.
The target group of students consists of 35 university second-year students, 25
males and 10 females, age 19 to 21. Their respective majors include 12 different
special fields such as music education, applied chemistry, and agricultural
economics, which suggest that their fields of interests are quite varied. They are in
the lower proficiency class of two extensive reading classes with high-beginning to
low-intermediate English proficiency. The students have studied English for seven
years, including their first year at university where they have taken three classes a
week conducted in English. They are honest, serious students who try to
communicate in English when asked, but when they try to explain anything
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complicated they have difficulty.
This course is called Pleasure Reading and is one of 13 courses in Advanced
English I for second-year students. Advanced English I is a required course:
Students have to take two different courses in a year and earn one credit in each
semester. Pleasure Reading is a 15-week one-semester extensive reading course,
which meets once a week for 90 minutes.
The students who take the course have already experienced extensive reading in
their first year. The target group of students was required to read 50 or 75 pages of
graded readers weekly for 15 weeks alongside their textbooks. All students had
been divided into five leveled groups in the first year, so the students with the
lower proficiency belonged to the third, fourth, or fifth highest group of the five
leveled ones (i.e. The fifth highest group stands for the lowest group, the fourth the
second lowest, and the third highest group is in the middle of five leveled groups).
If they were in the fifth leveled group, the required number of pages was 50. If they
were classified into the third or fourth highest group, they were obliged to read 75
pages of graded readers.
The major constraints of the course design are: limited class time, the opening
hours of the reading laboratory, the official textbook Reading Power (Jeffries &
Mikulecky, 2009) designated by the coordinator, the different students’ majors, and
the varied proficiency of students.
2. Needs Analysis
2.1 Questionnaire and Discussion
In the first session, the teacher describes the overview of the course and then
distributes a questionnaire for the purpose of identifying the wants and necessities
of students. Four questions out of seven are Likert-type scales. The questions are
about the reasons that learners chose to take this course, their goals of this
particular course, their reading habits, the need for English technical terms, and the
intention to go to a graduate school. After students fill in the questionnaire, the
teacher collects the sheets and asks students for the clarification of their opinions
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As for entering graduate schools, the sum total of “Definitely yes” or “Yes” was
22.8%. This was not the majority, but it means that this course must raise
awareness of basic skills necessary for reading fluency in academic English.
2.2 Diagnostic Vocabulary Levels Tests
In order to clarify the abilities of students, their vocabulary sizes are measured
by a monolingual receptive version of the Vocabulary Levels Tests retrieved from
Nation’s website (2007b) for the first, second, and third 1000 words, and the
Academic Word List (AWL) in the first session. It is judged that students have a
sufficient vocabulary size at each level if their scores were no less than 27 among
30 items.
The results in April 2012 are shown in Table 1. The vocabulary sizes of students
are varied. However, 88.6% of students (100% − 11.4%) lack the mastery of the
AWL, and 40.0 % (5.7% + 34.3%) of them need the mastery of the second most
frequent 1000 words.
Table 1
Vocabulary Sizes of Students
Vocabulary size (VS)

Number

%

2

5.7

1000 ≦ VS < 2000

12

34.3

2000 ≦ VS < AWL

17

48.6

AWL ≦ VS < 3000

4

11.4

35

100.0

VS < 1000

Total

㻌

㻌

3. Principles
The design of this Pleasure Reading project is based on 11 of “the 20 Principles”
in Nation and Macalister (2010, pp. 38-39). Table 2 below shows the 20 Principles
Nation and Macalister (2010) list. The three essential principles that this project
emphasizes are four strands (the 10th principle), frequency (the first one), and
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strategy and autonomy (the second one). The other eight principles also guide the
creation of this project.
Table 2
20 Principles of Language Teaching – (Adapted from Nation and Macalister,
2010)
Content and sequencing
1. Frequency: A language course should provide the best possible coverage of language in use
through the inclusion of items that occur frequently in the language.
2. Strategies and autonomy: A language course should train learners in how to learn a language and
how to monitor and be aware of their learning, so that they can become effective and
independent language learners.
3. Spaced retrieval: Learners should have increasingly spaced, repeated opportunities to retrieve and
give attention to wanted items in a variety of contexts.
4. Language system: The language focus of a course needs to be on the generalizable features of the
language.
5. Keep moving forward: A language course should progressively cover useful language items,
skills and strategies.
6. Teachability: The teaching of language items should take account of the most favorable
sequencing of these items and should take account of when the learners are most ready to
learn them.
7. Learning burden: The course should help learners make the most effective use of previous
knowledge.
8. Interference: The items in a language course should be sequenced so that items which are learned
together have positive effect on each other for learning and so that interference effects are
avoided.
Format and Presentation
9. Motivation: Learners should be interested and excited about learning the language and they
should come to value their learning.
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10. Four strands:
10.1 Meaning – focused input
10.2 Meaning – focused output
10.3 Language – focused learning
10.4 Fluency activities.
11. Comprehensible input: There should be substantial quantities of interesting comprehensible
receptive activity in both listening and reading.
12. Fluency: The language course should provide activities aimed at increasing the fluency with
which learners can use the language they already know, both receptively and productively.
13. Output: The learners should be pushed to produce the language in both speaking and writing
over a range of discourse types.
14. Deliberate learning: The course should include language – focused learning on the sound system,
spelling, vocabulary, grammar and discourse areas.
15. Time on task: As much time as possible should be spent using and focusing on the second
language.
16. Depth of processing: Learners should process the items to be learned as deeply and as
thoughtfully as possible.
17. Integrative motivation: A course should be presented so that the learners have the most favorable
attitudes to the language, to users of the language, to the teacher’s skill in teaching the
language, and to their chance of success in learning the language.
18. Learning style: There should be opportunity for learners to work with the learning material in
ways that most suit their individual learning style.
Monitoring and Assessment
19. Ongoing needs and environment analysis: The selection, ordering, presentation, and assessment
of the material in a language course should be based on a continuing careful consideration of
the learners and their needs, the teaching conditions, and the time and resources available.
20. Feedback: Learners should receive helpful feedback which will allow them to improve the
quality of their language use.

Precious class time should be spent efficiently to develop the reading ability of
the students because of the time constraint. A good balance of four strands
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throughout the course ensures well-balanced development of the abilities of
students and maintains their motivation (Nation & Macalister, 2010; Macalister,
2011b). It should be noted that extensive reading and intensive reading are
categorized into meaning-focused input (Macalister, 2011; Nation, 2007a). The
principle of frequency is also to improve reading ability efficiently. If students
focus on the most frequent words that they do not know, they will learn the words
they frequently encounter in their future reading. The principle of strategies and
autonomy provides a firm basis in selecting and sequencing the content. The
designated official textbook and handouts should be effectively utilized upon this
principle to help students to become independent language learners.
The following four principles pilot this course: motivation, comprehensible
input, fluency, and time on task. The graded readers students pick up containing
comprehensible input should be motivating, and therefore, they should be read
fluently, with much time spent on reading them.
For the reason that the proficiency of the target group is not high, teachability,
deliberate learning, and feedback need to be accommodated. The teacher should
select teachable, effective reading skills that can be instructed within the time
constraint. Deliberate learning is necessary because students need to learn
vocabulary, the sound system, and spelling deliberately until they become
proficient learners in another language. Students should also be encouraged by the
feedback that makes them feel that the teacher appropriately monitors them and
that they receive proper praise during the course.
Output is an indispensable principle for staying motivated. This reading project
will secure time to spend on output because the meaning-focused output is one
significant strand of the four strands. If no output is allowed in class, students will
not have a chance to share their opinions and ideas with classmates and
accordingly they will get bored. Students need output not only to enhance their
ability to speak and write but to keep their motivation.
4. The Goals of the Course
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Reflecting the needs analysis and environmental consideration, two goals related
to language are decided. This course aims to raise the reading rate of students and
to develop their receptive vocabulary.
The questionnaire conducted in April 2012 shows the goal of the course that the
highest percentage of students chose was, “developing the ability to read more
fluently.” Therefore, the general course goal is to develop their reading fluency.
Reading fluency can be measured in terms of two elements: reading rate and
receptive vocabulary. Environment analysis indicates that all students have to read
papers written in English to complete their graduation theses and 22.8% of the
target group must pass English examinations to enter graduate schools. However,
the diagnostic vocabulary levels tests show differing vocabulary sizes of students
and there is also time constraint. Therefore, the realistic goal of reading rate is that
students will be able to raise their initial rate of reading text with 98% of the most
frequent 2000 words and academic vocabulary by more than 20 wpm by the end of
this course.
As for the second goal, students will be able to develop the receptive vocabulary
of approximately 700 words, although it is difficult to specify the exact number
here. Students are required to read 640 pages of beginner-level graded readers, so if
students choose books with only one or two unknown words per page, the number
of words learned incidentally will be 640 at the minimum. Students are supposed to
read 10 passages in the textbook for reading skills. The length of the half of the
passages is from about 250-290 words and that of the rest is around 400 words. The
teacher chooses approximately five words in the shorter passage for deliberate
learning and eight words in the longer passage that are supposedly unknown to
students within the most frequent 2000 words or the academic vocabulary. This
makes the number of selected words 57. Accordingly, students will learn at least
697 words in total, although the actual numbers of words they will learn might be
larger, because they are exposed to other exercises about word parts, etc.
Therefore, the estimated growth of the receptive vocabulary is approximately 700
words.
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By the end of the course, the completion of a large amount of reading
assignments and the learning of vocabulary and the training in reading skills are
expected to help students build confidence.
5. Content and Sequencing
This course takes a modular approach to the course goals. The units of
progression are the combination of task-supported and skills-based. In order to
maximize the effect of extensive reading, the activity is monitored in the format of
tasks such as Book Reports and Book Circles. Green (2005) maintains that
extensive reading must be incorporated into the task-based curriculum (p. 311). On
the other hand, reading skills, effective for extensive reading or academic reading
are instructed in the format of intensive reading. The reading skills selected for this
course are sequenced in the order of suitability for extensive reading, but the order
is flexible when the necessity for change arises. The passages used for practicing
separate skills are independent short ones of 250-290 words.
6. Format and Presentation
The format of each lesson in this course consists of three sections, which are
sustained silent reading (SSR), Book Circles, and intensive reading. The sections of
SSR and Book Circles are parts of a thread of a task of extensive reading and how
students experience it needs some explanation. Before getting into the description
of each section, how extensive reading in this course is administered will be
described.
6.1 Extensive Reading
In implementing extensive reading to achieve the goals, students should actually
read plenty of graded readers suited to their vocabulary sizes for the principles of
time on task, fluency, and frequency. Therefore, students are required to complete
reading 640 pages of beginner-level graded readers by the end of the course (80
pages per week multiplied by eight weeks). They borrow graded readers from the
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reading laboratory which match their vocabulary sizes and interests, and then they
read at least 80 pages of beginner-level graded readers during the time of SSR or
outside the class in a week. After reading 80 pages a week, the student fills in an
A5 size Book Report card with the title and the level of the book, the raw number
of pages, the modified number of pages, the date he/she submits, a summary of the
book with no fewer than 60 English words, and the comments on the book in
Japanese with no fewer than 120 characters. If the student writes the first part of
the summary with no fewer than 60 English words, he/she is allowed to write the
rest of it in Japanese.
A beginner-level graded reader is defined as the one written with a vocabulary
size of 200-599 head words. If the student read a graded reader with a larger size of
vocabulary, the number of pages will be converted according to the modification
rate on Table 2. For example, when a student has finished reading a graded reader
on Level 3, with 30 pages, the number of pages will be multiplied by 1.5 and will
be counted as 45 pages.
Table 3
Vocabulary Sizes of Graded Readers and Modification Rates of Pages in Each
Level
Level

Vocabulary Size

Modification Rates

Level 1 & 2

200- 599

1

Level 3 & 4

600- 999

1.5

Level 5 & 6

1000-1399

2

Level 7 & 8

1400-1999

2.5

Level 9

2000-2500

3

In addition, an adjustment week is placed after two consecutive weeks to submit
book reports. The adjustment weeks are created for the students who are behind
schedule so that they can catch up with the due number of pages during the
adjustment week. The four adjustment weeks during the course eventually reduce
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the due number of pages to 53.3 pages per week. This number is close to 50 which
Day and Bamford (1998, p. 85) cite from the suggestion of Paulston and Bruder
(1976). At the end of the course students are expected to complete their reading
assignment of 640 pages by reading graded readers suited to their vocabulary sizes
and interests. Now that the procedure of extensive reading has been explained,
three sections of each lesson will be presented.
6.2 Sustained Silent Reading
At the beginnings of the second to 13th sessions, students and the teacher engage
in sustained silent reading (SSR). Students and teacher silently read English books
in class. This section is allotted 20 minutes. The books students are reading are the
graded readers borrowed from the reading laboratory, while the teacher reads a
graded reader or some other English book. During this time, the teacher may
sometimes observe students or answer questions if any, instead of exclusively
engaging in reading.
SSR is incorporated in this project, although it was not in the given design by the
coordinator, because this shared experience provides students who are not
accustomed to pleasure reading with opportunities to see other people enjoying it,
especially an authority figure like the teacher as Day and Bamford (1998) points
out (p. 128), citing Dupuy, Cook and Tse (1995, p. 3). That is, students have
chances to notice that their classmates and even their own teacher are absorbed in
reading during class time. Macalister (2010) suggests that a successful programme
will allow for at least some reading to take place in class (p. 63) and he (2008)
presents how SSR was implemented in an intensive EAP program, referring 10
principles for teaching extensive reading listed by Day and Bamford (2002).
6.3 Book Circles
Book Circles is the activity conducted as the final stage of the task of extensive
reading. Students are required to read 80 pages of beginner-level graded readers in
and outside of class for eight weeks and hand in Book Reports. In this second
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section of the class, students bring their Book Reports they have filled in with
them, form groups of three according to the numbers given by the teacher, and
exchange information in English about graded readers they have read in the
previous week with the members of their groups. Each member talks about two
minutes about a graded reader, while the teacher takes charge of time management.
When the third members of the groups finish speaking, students submit their Book
Reports, and this is the end of the Book Circles activity in the first few sessions of
a semester. It takes 10 to 15 minutes.
If students look accustomed to this activity after a number of sessions, the
activity of reporting may be added after the third members of the groups finish
speaking. If students seem to enjoy this task genuinely, the presentations of all
members can be set at the end of the course. However, speaking is not the focus of
this course, so these additional activities can be omitted while students do not feel
confident in the group talk of three members. Willis (1996) points out that planning
and report stages are either short or omitted for beginning learners and that less
emphasis is put on public use (p. 119).
6.4 Intensive Reading
In the third section of the class, intensive reading is given for supplying skills
necessary for extensive reading and reading academic text in the future. Students
will experience timed reading (or speed reading) and repeated timed reading. They
are also given opportunities for deliberate learning of selected unknown
vocabulary. They practise previewing, guessing meaning from context, scanning,
meanings of affixes, making inferences, how to find example sentences, and
summarizing. Two kinds of timed reading are introduced early in this course to
raise awareness of reading rate. They are actually to measure reading rate and at
the same time to encourage students. Repeated timed reading originated by
Samuels (1979) is cited in Day and Bamford (1998), Anderson (2002), and Baker,
Luo, and Hung (2007). This course administers a slightly modified version of
Baker et al. (2007). Previewing, guessing meaning from context, and making
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inferences are essential for extensive reading. Meanings of affixes and
summarizing are important for extensive reading, writing book reports for this
course, and academic reading. Deliberate learning of vocabulary and finding good
example sentences are necessary skills to become a fluent reader. These skills are
practised with exercises and reading materials adopted from the official textbook
Jeffries and Mikulecky (2009), Mikulecky and Jeffries (2004, 2007), and handouts
created from other sources. Students engage in activities in pairs or individually in
this section. Most activities fall into language-focused learning or meaning-focused
input, although timed reading belongs to fluency development.
These are the three sections of a regular lesson in this course. No Book Circles
are held in an adjustment week for extensive reading, so more class time is spent
on intensive reading. The course grid is provided in Appendix.
7. Monitoring and Assessment
The three principles on which this projected course is based, which are
motivation, output, and feedback, make monitoring of students feasible. Students
are obliged to submit Book Reports eight times in the course as output, so the
teacher can monitor and assess the achievements of students by the Book Reports.
Each submission works as short-term achievement assessment. The teacher can
check if students have read proper numbers of pages with good understanding of
the content of graded readers. On the other hand, students are supposed to record
the accumulative numbers of pages as graphs on progress charts, so they can also
monitor their achievements visually.
In order to demonstrate that Book Reports are properly monitored directly,
occasionally reading aloud good examples of Book Reports to the class without
mentioning the names works as feedback and raises the motivation of students.
Distributing handouts on which anonymous excerpts of Book Reports are printed a
couple of times during the course also raises motivation, if the teacher has time to
prepare.
The teacher can also observe if students are actively participating in the activity
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of Book Circles or not. Students have to speak something about graded readers
they have read as output and do not want to fail even in front of two members in
their groups. Peer pressure keeps their motivation high and the response or
feedback of the group members influences their motivation.
As for assessment, Book Reports function as short-term achievement assessment
and achievement assessment is carried out as the final examination in the 14th
session. The questions of the examination are selected from the ones covered in
class that includes, for instance, the meanings of vocabulary items, comprehension
questions, and the exercises to demonstrate reading skills. The sources of
assessment are Book Reports (50%), the final examination (40%), and participation
(10%). In assessing Book Reports, if students cannot complete the assignment of
reading 640 pages, their scores are reduced according to the number of pages they
have not covered.
Although the reading rate and the receptive vocabulary sizes of students are not
assessed, they are monitored by timed reading in the second and 13th sessions, the
Vocabulary Levels Tests (Nation 2007b) in the first session, and the Vocabulary
Size Test (Nation & Beglar, 2007) in the final session. The rate in repeated timed
reading can be monitored if the teacher has students report the results.
8. Evaluation
Nation and Macalister (2012) emphasize the importance of evaluation as an
essential part of a good curriculum that should be built into a course, if curriculum
design is a continual process (pp. 133-134). Therefore, this course incorporates a
proficiency test, the discussion and survey of course evaluation in the final session.
After discussing their impressions of the course briefly, students fill in an
anonymous survey made up of seven open-ended questions. The questions are, for
example, “Did you feel the course enjoyable?”, “Did you learn a lot from the
course?”, and “Can you see ways in which you can improve the course?”
Evaluation is provided during the course by observation and students’ voices. As
Macalister points out, evaluation of a more qualitative nature is provided by staff
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and students than the institutional measures (Macalister and Nation, 2011, p. 121).
In June, 2012, one student wrote on her Book Report about her experimental timed
reading of her favorite graded reader at home right after she had practised repeated
timed reading in class. This is a positive evaluation of repeated timed reading of a
qualitative nature.
Concerning the effectiveness of the course in reading rate, the increase of rate is
measured by comparing the results of timed reading in the second and 13th
sessions. Students read a passage of about 400 words excerpted from the speed
reading part of the official textbook each time. Two different passages are
controlled in terms of vocabulary, so approximately 98% of words are within the
most frequent 2000 words and academic vocabulary as processed by VocabProfile
English, a website created by Cobb.
Regarding receptive vocabulary sizes, the results of the Vocabulary Size Test
(Nation & Beglar, 2007) in the final session is compared with those of the
Vocabulary Levels Tests (Nation, 2007b) in the first session. The Vocabulary Size
Test lacks items in the AWL, and the format is different from that of the
Vocabulary Levels Tests. However, the comparison of the two sets of results is
expected to show how much vocabulary students have gained on the level of the
most frequent 2000 word. If the reading rate is not raised, or if the receptive
vocabulary sizes are not increased as anticipated, the curriculum design must be
reconsidered.
9. Conclusion
The

whole extensive

reading

course has been

designed

to enable

high-beginning/low-intermediate students to raise the reading rate and to develop
receptive vocabulary on the model of Nation and Macalister (2010), without
impairing pleasure in extensive reading. The establishment of the reading
laboratory provides for a favorable situation for the implementation of extensive
reading. The questionnaire and the diagnostic Vocabulary Levels Tests (Nation,
2007b) for needs analysis in 2012 showed that not many students desired to take
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this course, that they want to develop their reading ability, and that the vocabulary
sizes of students were varied. Based on 11 principles in Nation and Macalister
(2010), moderate goals are decided: raising the rate of reading the text with 98% of
the most frequent 2000 words and academic vocabulary by more than 20 wpm and
developing the receptive vocabulary of 700 words. The units of progression of this
course are the combination of task-supported and skills-based. The content is
extensive reading of graded readers and reading skills for extensive and academic
reading. The format and presentation of this project consists of three sections: SSR,
Book Circles, and intensive reading. Students are required to read 640 pages of
beginner-level graded readers in total in class or outside of class: 80 pages per
week for eight weeks. They write Book Reports, discuss the books they have read
in Book Circles with classmates, and submit the Book Reports. In intensive
reading, students are introduced to timed reading and reading skills for extensive
and academic reading. For monitoring Book Reports, observation, timed reading,
the Vocabulary Levels Tests (Nation, 2007b), and the Vocabulary Size Test
(Nation & Beglar, 2007) are utilized. Regarding assessment, Book Reports, the
final examination, and observation are put to use. In terms of evaluation, discussion
is held and a survey is conducted in the final session. The effectiveness of the
course is also evaluated with the results of timed reading at the beginning and at
the end of the course, and with those of two sets of vocabulary tests. This program
might need some modifications in applying to other teaching environments.
Nevertheless, it is hoped that this university extensive reading course will suggest
something meaningful to teachers in different environments.
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Topics/Textbook Pages

1) Orientation of the course
(textbook & graded readers, evaluation, attendance,
tentative course syllabus, & how to write the Book Report)
2) Discussion about needs & questionnaire
3) Vocabulary levels test

1) Sustained silent reading (SSR)
2) Book Circles
3) Diagnostic tests returned
4) Initial timed reading with p. 283
5) Previewing p. 109
6) How to preview graded readers

1) SSR
2) Book Circles
3) Guessing the meanings of words in handouts

1) SSR
2) Guessing the meanings of words in pp. 55-60
3) Timed reading
4) Vocabulary building with pp. 253 & 255

1) SSR
2) Book Circles
3) Repeated timed reading with p. 253 & 255
4) Timed reading

Session (Theme)

1
Introduction of the Course
& Needs Analysis

2
Sustained Silent Reading,
Book Circles, & Previewing

3
Guessing From Context

4
Guessing From Context &
Timed Reading,

5
Repeated Timed Reading &
Timed Reading

Skills

a. SSR with graded readers
b. Expressing thoughts about graded readers
c. Repeated timed reading
d. Timed reading

a. SSR with graded readers
b. Guessing meaning from context
c. Timed reading
d. Vocabulary building

a. SSR with graded readers
b. Expressing thoughts about graded readers
c. Guessing meaning from context

a. SSR with graded readers
b. Expressing thoughts about graded readers
c. Measuring rate
d. Previewing
e. Vocabulary building

a. How to make yourself a fluent reader
b. How to read in extensive reading
c. Previewing
(How to choose the suitable books in the
Reading Lab)

Course Grid

Appendix

a. Read 80 pages of beginner-level graded readers
in the Reading Lab
b. Book Report on graded readers
c. Studying the textbook (pp. 253, 255, &
257-260)

a. Studying the textbook (pp. 55-60 & 253-256)

a. Reading 80 pages of beginner-level graded
readers in the Reading Lab
b. Book Report on graded readers
c. Studying handouts

a. Reading 80 pages of beginner-level graded
readers with the vocabulary size from 200 words
to 599 words
b. Book Report on one graded reader
c. Studying the textbook (pp. 101-102, & 109)

Assignments Due

1
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1) SSR
2) Timed reading with pp. 261-262
3) Vocabulary building with p. 261
4) Scanning with pp. 112-113 and handouts

1) SSR
2) Book Circles
3) Learning prefixes and suffixes that change words into
nouns with handouts
4) Vocabulary building with Children Can’t Stop Talking

1) SSR
2) Book Circles
3) Learning suffixes that change words into adjectives or
verbs with handouts
4) Vocabulary building with The Answer to Aging and
Disease?

1) SSR
2) Making inferences with pp. 137 & 140
3) Vocabulary building with A Crow Problem in Japan
4) Example sentences

7
Timed Reading & Scanning

8
Word Parts & Vocabulary
Building

9
Word Parts & Vocabulary
Building

&

&

10
Making Inferences
Example Sentences

11
Making Inferences
Vocabulary Building

1) SSR
2) Book Circles
3) Making inferences with p. 141.
4) Vocabulary building with Five Divers and a Dragon

1) SSR
2) Book Circles
3) Vocabulary building with pp. 257&259
4) Repeated timed reading with pp. 257 & 259

6
Repeated Timed Reading &
Vocabulary Building

a. SSR with graded readers
b. Expressing thoughts about graded readers
c. Making inferences
d. Vocabulary building

a. SSR with graded readers
b. Making inferences
c. Vocabulary building
d. Example sentences

a. SSR with graded readers
b. Expressing thoughts about graded readers
c. Word parts (suffixes)
d. Vocabulary building

a. SSR with graded readers
b. Expressing thoughts about graded readers
c. Word parts (prefixes & suffixes)
d. Vocabulary building

a. SSR with graded readers
b. Timed reading
c. Scanning

a. SSR with graded readers
b. Expressing thoughts about graded readers
c. Vocabulary building
d. Repeated timed reading

a. Read 80 pages of beginner-level graded readers
in the Reading Lab
b. Book Report on graded readers
c. Studying the textbook (pp. 141 & 180-182)

a. Studying the textbook (pp. 137, 140, &
145-148)

a. Read 80 pages of beginner-level graded readers
in the Reading Lab
b. Book Report on graded readers
c. Studying handouts and the textbook (pp.
131-133)

a. Read 80 pages of beginner-level graded readers
in the Reading Lab
b. Book Report on graded readers
c. Studying handouts & the textbook (pp. 112-115)

a. Studying the textbook (pp. 261-262 & 112-113)
& handouts

a. Read 80 pages of beginner-level graded readers
in the Reading Lab
b. Book Report on graded readers
c. Studying the textbook (pp. 257 & 259)
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Final examination

14
Examination

1) Go-over examination
2) Proficiency test
3) Discussion about the course
4) Survey of course evaluation

1) SSR
2) Summarizing with A Crow Problem in Japan and Five
Divers and a Dragon
3) Final timed reading with p. 289
4) Notice of the final examination

13
Summarizing, Final Rate, &
Roundup Activities

15
Course Evaluation

1) SSR
2) Book Circles
3) Summarizing with handouts, Children Can’t Stop
Talking and The Answer to Aging and Disease?

12
Summarizing

a. SSR with graded readers
b. Summarizing
c. Final reading rate

a. SSR with graded readers
b. Expressing thoughts about graded readers
c. Summarizing

a. Studying the textbook (pp. 145 &180)

a. Read 80 pages of beginner-level graded readers
in the Reading Lab
b. Book Report on graded readers
c. Studying handouts and the textbook (pp. 112
&131)
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Double Visions and Haitian Post-Earthquake Literature
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1. Introduction
What can literature do in the face of calamity? Many students of literature might
have wondered about this after the disaster 3.11. Today, the question is particularly
relevant since the Ministry of Education has announced the abolition of the
literature department. This study reviews the Caribbean literary texts that depict
natural disasters, especially Haitian literally texts on the 2010 earthquake such as
“Odette” by Patrick Sylvain and “The Blue Hill” by Rodney Saint-Éloi, and Create
Dangerously by Edwidge Danticat. I shall draw lessons from Caribbean literature
in order to find a meaning to reading literature during times of disaster and survive
in post-Fukushima Japan.
Disasters reveal many things – such as our frailty, the corruption in politics, our
arrogance, and so forth. I observed this precisely during the last earthquake in
Fukushima, which brought the hidden side to the surface.
Following the earthquake in Fukushima in 2011, due to the imposition of
restrictions on TV advertisements, many of them were not aired, except for one
that was broadcasted repeatedly: it comprised a poem titled “Is It an Echo?
(Kodama Deshouka?)” written by Misuzu Kaneko. Misuzu Kaneko was a long
forgotten poet of the Meiji Era whose fame was obscured by the sensation created
by her suicide. She refused her husband legal custody of their daughter and, in
addition, prevented her daughter from catching gonorrhea, which Kaneko caught
from her husband. She committed suicide in protest by consuming poison.
There were conflicting views on whether the advertisement was appropriate, and
some were highly irritated by the repeated advertisement. The repetition of the
poem seems rather surreal and irrelevant at a time when people’s lives are
drastically changed forever. However, some were indeed touched by the poem, and
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the sale of her poetry collections soared after the airing of the commercial and
more than 10,000 copies of her collection of poems were sold after the earthquake.
Along with “Is It an Echo?”, another poem titled “Stars and Dandelions” was
also used in the TV advertisement, which was broadcasted shortly after the quake:
Deep in the blue sky,
Like pebbles in the sea,
The stars are waiting for the night
Stars are not visible in the noon,
Though not visible, they are there;
Though not visible, they are there.
The dandelions on the riverbed
Have lost their petals and withered,
Their strong roots are hidden deep in the soil
Are waiting for the spring.
Though not visible, they are there;
Though we cannot see them, they are there. (Kaneko 98)
The poem implies that what we can see is not everything: anything that is visible to
our eyes actually owes its existence to what is invisible. The message of the poem
had a strong impact on people after the earthquake, since it reminds us of the dead,
as well as the effects of the explosion of the nuclear plant in Fukushima.
Furthermore, the poem epitomizes the importance of reading Caribbean literature
after 3.11 and of double vision: the importance of attempting to see what is not
represented.
2. Post–Earthquake Literature in Haiti: Haiti Noir
The Great East Japan earthquake occurred nearly one year after the earthquake
in Haiti. These disasters seem to be unconnected, and they happened at different
times at different places. Yet, if a person is formed and defined by the location of
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his or her birth, the Japanese and the Caribbean people certainly have something in
common, both regions being prone to natural disasters. Therefore, reading
Caribbean post-earthquake literature in Haiti may give us some lessons on how
literature can alleviate the pain and suffering caused by disasters.
In the remaining part of this article, I shall delineate my reading of short stories
included in Haiti Noir, which was edited by Edwidge Danticat, especially two
stories that were written after the earthquake. Edwidge Danticat, a Haitian author
residing in the U.S., is known for her narratives on Haitian themes. Because she
chooses English as her means of expression, her texts enjoy accessibility by many
readers worldwide, and she has become a spokesperson for Haiti despite her
non-residence in the country. Danticat was commissioned to complete a collection
of short stories as a part of series of Noir, which is a popular assortment of short
crime stories collected according to their country of origin.
Haiti Noir was published in 2011, and although the collection was planned prior
to the earthquake, three of its stories deal with earthquakes and demonstrate an
immediate response to the disaster. Danticat seems to take the opportunity of
editing the work to archive the memories of the country that had forever been
altered by the quake and encourage their literary production. In her introduction,
Danticat writes as follows:
I was nearly done with the collection when the earthquake happened on
January 12 2010, so I was afraid to reread the stories we had already
selected, fearing that such a cataclysmic event, which has so reshaped
Haiti’s physical and psychological landscape, would somehow render
them all irrelevant. I was very glad to discover, upon reading them
again, that this was not at all true. If anything, each story is now, on top
of everything else, a kind of preservation corner, a snapshot of places
that in some cases have been irreparably altered. (Danticat, Haiti
Noir14-15)
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Danticat seems to confer a profound meaning to the editing of a collection of noir
stories, which are often regarded as being apolitical. In fact, on examining stories
in Haiti Noir, it becomes clear that every form of writings is political in Haiti. As
explained by Danticat, Haiti Noir contains three stories that are written after the
earthquake. They are placed at the very beginning, middle and end of the
collection, as though they frame the entire collection of stories. Among them, I
specifically examine “Odette” by Patrick Sylvain and “The Blue Hill” by Rodney
Saint-Éloi since both of them elaborate the double visions and duality of the world
in their stories.
3. Patrick Sylvain’s “Odette”
Patrick Sylvain, who was born in Haiti in 1969, is a poet, writer, translator, and
academic. In 1981, he left his country for the United States. Similar to many
Haitian writers living abroad, Sylvain is highly critical of the dictatorial regime of
François Duvalier and that of his son, Jean-Claude Duvalier. He claims:
… what the Duvaliers gave us was a folkloric nationalism and “order”
based on fear, which in turn generated a pathological populous that is
cliquish,

self-centered,

narrow-minded

and

economically

non-productive, constantly looking for a way out to a foreign country.
(Sylvain “Reflections”)
His short story, “Odette”, which is placed at the very beginning of Haiti Noir,
attests to Sylvain’s accusation of the Duvaliers. “Odette” is recounted in a third
person. The protagonist, Odette, is gifted with the ability of double vision, a
hereditary foresight that has been passed down by her mother; although Odette can
foresee the calamity that is approaching, she cannot prevent it from happening. Her
ability is also passed on to her daughter, who believed she is haunted by ghosts and
joins a Protestant church, leaving her daughter, Rose, behind. After joining the
protestant church, Odette’s daughter dies, leaving Odette to bring up Rose. This
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story opens with the scene of the earthquake:
The hum quickly gave in to the sound of a hundred tumbling oil drums.
Then a morbid absence of sound. Odette lay there watching the shard
and splattered chunks of house. A few second seemed like an eternity.
There was no other way to say it. Could time even be measured
anymore, in this new silent and fractured world? (19)
As the house collapses, Odette and her granddaughter are caught under a large
cement beam, Odette sees her granddaughter dying in front of her and loses
consciousness; however she is rescued later. Nonetheless, as she has lost the ability
to articulate herself, Odette is mistakenly diagnosed with dementia, and no one can
understand her mumbling. She is taken to a camp, where, because of the noise she
makes with tapping her cane and humming before sleeping, some annoyed people
start a rumour that she is a lougalow or witch. Although Odette is a catholic and is
not a witch, the gossip spreads so avidly that she is arrested and put on trial. The
short story describes the devastation wreaked on the landscape by the earthquake:
After her daughter was born twenty-five years ago, driving home from
the hospital, holding the baby in her arms in the back of her husband’s
shiny black Peugeot, they had passed a Bidonville in the middle of the
city and she had thought of Hiroshima. The city she was being driven
through now was like Hiroshima, the epic destruction reminding her of
the World War II films her husband loved to watch. The National
Palace’s collapsed domes were like crushed camel humps; the National
Police Headquarters compressed onto its blue and white walls.
Thousands of desperate bodies were now sleeping on the streets, on the
bare concrete like stray dogs. (22)
Here, the city of Port-au-Prince, which is the capital of Haiti, is compared to the
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city of Hiroshima, whereby the author links the two disasters across time and
borders. The connection between the two may suggest Sylvain’s negative opinion
regarding the United States. As the civilians in Hiroshima were killed mercilessly
by the atomic bomb, the United States, even after its ending of occupation in 1934,
continued to support for the Duvalier dictatorship “due to its anti-communist
policies and extra-liberal international business plans”, indirectly killing the
innocent and driving many away from their own country (Sylvain “Reflections”).
However, it is the people’s state of mind that is more devastating than the
desolateness of the landscape. Because of the stressful conditions under which
people live in tents, Their initially harmless gossip turns into a hatred and violence
against innocent Odette. The story ends bleakly: Odette is taken by the police, and
when she looks at the sky for an answer, she sees that her star has forsaken her.
The end signals Sylvain’s critical view on the heritage of the Duvalier regime: a
frightening consequence of “folkloric nationalism” and order based on fear
(Sylvain “Reflections”). The Haitians manipulated by the Duvaliers’ use of voodoo
in their politics were prone to accuse their people wrongly on the basis on their
beliefs. The ending of Odette is a reminder of the ending of martyrs and of Christ,
himself, who sacrificed themselves to save humanity.
The story can be interpreted as a pathetic state of Haiti and its people;
nevertheless, in my reading, the story has also successfully demonstrated the power
of writing as well. The narrative pits the people’s spoken words, the gossip, against
the narrator’s written words that reveal what Odette is actually thinking. The
protagonist’s unspoken words and her own inner voice can only be attested through
the narrative. In other words, this story celebrates the power of literature to
transmit unspoken words.
4. Rodney Saint- Éloi’s “The Blue Hill”
Another story that centers around the earthquake in Haiti Noir is Rodney
Saint-Éloi’s “The Blue Hill”. Rodney Saint-Éloi, born in 1963, went to Quebec to
study at the Laval University, and he has been living in Montreal since 2001. The
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story is inserted at the end of the collection of Haiti Noir, and it shares similar
concerns as Sylvain’s story: double vision and criticism on the Haitian dictatorship,
as well as the policy of the United States on Haiti.
“The Blue Hill”, by Rodney Saint-Éloi also delineates the concept of double
vision. “The Blue Hill” is, named after its blue toxic trash dumped by demand of a
‘friendly’ neighbour country. The phrasing of “the ‘friendly neighbour country’”
evokes the Good Neighbour policy of the United States in Latin America. The
policy, while ensuring the withdrawal of the U.S from Haiti, assumes U.S. control
over the entire area (Ulysse 6).
The military, ministers and members of the government makes a substantial
amount of money by accepting the toxic waste from the neighboring country, and
impose on the people a curfew: “local men were rounded up and forced to work
day and night for a whole week to burrow everything into the blue hill” (275).
Because of the waste, residents are “soon covered with blue pustules, large blue
stinking marks” and “Laceration invaded bodies” and “slashes marked their faces”
(275). In spite of these conditions, people are “forced to remain silent” because it is
“a matter of national security” and is not “mentioned in the paper or on the radio.”
The protagonist, Detective Simidor, is the only person to contest the curfew;
“watching the trucks full of blue chemicals being dumped on the hill by his
countrymen”, he wants to preach to everyone: “Our cowardice is our suicide, our
silence is our coffin” (Saint-Éloi 276).
The story is evocative of an actual historical event that occurred in Haiti in 1998
when a cargo ship, the Khian Sea illegally dumped 4000tons of toxic ash near
Gonaives, a city to the north of Haiti. This episode dates back on 31 August 1986,
when an American firm loaded 14,000 tons of toxic ash from Philadelphian waste
incinerators onto the ship. The original plan of dumping the toxic waste in the
Bahamas was changed owing to the refusal of the Bahamian government;
consequently, the vessel travelled to Gonaives and began dumping the waste there
on the false premise that it was fertilizer. Upon finding the nature of the real
content, the Haitian government ordered the crew of the Khian Sea to reload the
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waste; however, the ship sailed away without following the Haitian government’s
request (Hall 148).
The story is an ironical account of ecological disaster caused by the ongoing
neo-colonialism of the developing countries (Haiti) by the developed countries (the
U.S.). Towards the end, Simidor dreams of an apocalyptic scene in which a beast
with 1000 horns appears. When Simidor switches on the light for the last time, the
alarm clock indicates 4:53 pm, the time that the actual earthquake occurred. This
text seems to demonstrate the disastrous state of Haiti being exploited by its
“neighboring countries” and deceived by its own politicians, whereby the story
seems to suggests that the coming of apocalypse was a consequence of the
indifference that the Haitian people had long been showing towards their own
country.
Moreover, the story demonstrates the protagonists’ double vision or the fact that
the detective is seeing what another person cannot see: the environmental disaster
and its occurrence. The depiction of nature in “The Blue Hill” is no longer
generous or gentle but one of being exploited and damaged. Simidor contrasts the
past and present as follows:
Before the blue hill, you could rest here in peace. There was nobody and
nothing to bug you, no longing. We had named this place Ozanana, the
new Promised Land. We sang the songs of the hills. Happiness was
avoiding the anger of the gods. But what unites us now is the
catastrophe of the blue hill, sings Simidor. (Saint-Éloi 279)
In the story, the earthquake may be interpreted as nature’s vengeance on the
region’s residents for keeping silent and not fighting against the neocolonialism.
Semidor is the only person who can see what is coming, and I think his double
vision is important in connecting the story to what Rob Nixon called “postcolonial
pastoral”. According to Nixon, “postcolonial pastoral” is defined as follows:
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At the heart of English pastoral lies the idea of the nation as garden
idyll, where neither labor nor violence intrudes. To stand as a
self-contained national heritage landscape, English pastoral has
depended on the screening out of colonial spaces and histories, much as
the America wilderness ideal has entailed an amnesiac relationship
towards the Indian wars of dispossession…. But what happens when
memories of colonial space intrude upon pastoralism, disturbing its
pretensions to national self- definition and self-containment? The result
is a kind of writing that I have called postcolonial pastoral, writing that
refracts an idealized nature through memories of environmental and
cultural degradation in the colonies. Postcolonial pastoral can be loosely
viewed as a kind of environmental double consciousness. (Nixon
245-246)
Rob Nixon employs this term when analyzing V.S. Naipaul’s text, who is another
Caribbean writer from Trinidad: Nixon states that Naipaul sees the painful,
dystopian shadow garden of the transatlantic plantation that made possible the
wealth and tranquility of an English idyll (246). Unlike Naipaul, Rodney Saint-Éloi
does not make an obvious contrast between two landscapes; however, he does
contrast the landscape before the blue hill as an idyll (which may contradict with
the popular image of Haiti being a poverty ridden country) and after the blue hill.
As mentioned in the quotation, Nixon’s notion of postcolonial pastoral is derived
from the idea of double consciousness, which was firstly elaborated by William
Edward Burghardt Du Bois in his “The Strivings of the Negro People”, in The
Atlantic magazine in August, 1897 and Souls of Black Folk, which was published
in 1903. Du Bois concept of the double conscious attempts to define the divided
identity of African Americans who are forced to “look at one’s self through the
eyes of others”:
After the Egyptian and Indian, the Greek and Roman, the Teuton and
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Mongolian, the Negro is a sort of seventh son, born with a veil, and
gifted with second-sight in this American world, — a world which
yields him no true self-consciousness, but only lets him see himself
through the revelation of the other world. It is a peculiar sensation, this
double-consciousness, this sense of always looking at one’s self through
the eyes of others, of measuring one’s soul by the tape of a world that
looks on in amused contempt and pity. One ever feels his two-ness, —
an American, a Negro; two souls, two thoughts, two unreconciled
strivings; two warring ideals in one dark body, whose dogged strength
alone keeps it from being torn asunder. (Du Bois )
Du Bois’ notion of the double consciousness — the state of being torn apart — of
African American delineates the predicaments that the African Americans have to
endure; however, later, Paul Gilroy later reworks on Du Bois concept and
reinterprets it to confer more positive meanings.
Paul Gilroy, in his In The Black Atlantic: Modernity and Double Consciousness,
discusses double consciousness as a common experience shared by people after the
slavery and extends the notion beyond the confines of the African American
experience, such that it “animates a dream of global co-operation among people of
color” (126). Nixon’s postcolonial pastoral is indeed an extension of Paul Gilroy’s
interpretation of the double consciousness, since the ability to see what is not
presented in the landscape is shared by all the people who were once colonized.
5. Edwidge Danticat’s Create Dangerously
The Double vision expressed in the stories discussed above, is also present in
Edwidge Danticat’s post-earthquake essay, Create Dangerously. Her essay starts
with the executions of Marcel Numa and Louis Drouin, who were both Haitians
and part of Jeune Haiti, a group of 13 men plotting to overthrow the Papa Doc
Duvalier regime. The execution happened before her birth, and it serves as a reason
why Danticat could not stay in Haiti but had to immigrate to the United States. By
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linking the executions, the tortures survivors, and earthquake, Danticat also see the
continuous in the history of Haiti, which is already weakened by the oppressive
regime long before the earthquake.
The essay is also her response to the criticism of being a diaspora: she is often
criticized for not representing the authentic image of Haiti for its residents. The
essay is filled with the guilt of not experiencing the fear, misery and devastation of
the people whom she draws her stories. Nonetheless, at the same time, by
portraying Haitian torture survivors or her friends and relatives who were killed
under the dictatorship, Danticat reveals the image of Haiti that one might not see
otherwise. The essay, which is an intricate web of Haitian history, personal
memories, and the author’s thoughts on Haitian writers, is a firm declaration of the
importance of writing, as well as reading, after the devastating earthquake:
Create dangerously, for people who read dangerously. This is what I've
always thought it meant to be a writer. Writing, knowing in part that no
matter how trivial your words may seem, someday, somewhere,
someone may risk his or her life to read them. Coming from where I
come from, with the history I have — having spent the first twelve years
of my life under both dictatorships of Papa Doc and his son,
Jean-Claude — this is what I've always seen as the unifying principle
among all writers. (Danticat, Create Dangerously 109)
Her affirmation on writing from the perspective of a diaspora is also echoed in the
short stories of “Odette” and “The Blue Hill”. The status of diaspora may resist and
modify the national and cultural homogeneity. The concept of diaspora may be
linked to that of the double consciousness and Nixon’s postcolonial pastoral, since
it bears the hope of overcoming binaries and creating a nonviolent mutual relation
between people.
6. Conclusion
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The double vision, articulated in both writings of “Odette” and “The Blue Hill”,
is a testament to the power of Caribbean literature, similar to Misuzu Kaneko’s
poem, Caribbean literature enables us to see and understand not only what is not
represented in the canonical literature but also the continuing exploitation of the
peripheries. Junot Diaz writes on the earthquake in Haiti as follows: “After all,
apocalypses like the Haitian earthquake are not only catastrophes; they are also
opportunities: chances for us to see ourselves, to take responsibility for what we
see, to change” (Diaz). The Japanese living in the Post-Fukushima period has to
learn from Diaz’s account of earthquake: we have to take responsibility for what
we see. We have to expose the system in working that is hidden behind the visible
and understand the sacrifice that has been made to expose the visible. In his essay
on the Haitian Earthquake, The World is Moving Around Me, Dany Laferrière
states as follows:
Culture is the only thing that can stand up to the earthquake. I’m not
only talking about intellectual culture, the kind that comes from books,
but what structures a nation. If we don’t want to turn into a victim
nation, we have to keep moving.（Laferrière 170）
Laferrière affirms that culture, both literal and non-literal, is the element that
shapes a nation. His affirmation is a strong statement against those who deny the
significance of non-practical matters.
The Haitian writers in diaspora continue to write and continue to believe in the
power of writing and culture, because they know they can reveal what has been
blinded off from our sight. In contrary to the general tendency to turn every human
being into an economic animal, the position of literature should be kept intact
because it can tell us what has not been represented in everyday life and encourage
us to understand the world better. The post-earthquake Haitian writings clarify the
importance of literature in invigorating and uniting people. A Caribbean poet,
Edward Kamau Brathwaite once said that “the unity is submarine” (64) to connect
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the Caribbean islands separated geographically and historically. His assertion can
also be extended to reflect shared experience across time and space between the
Caribbean and Japan.
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編集後記


 『研究年報人文編』第 22 号では、8 編の投稿論文を掲載している。すべ
ての編集を終えて「編集後記」のためにすべての論考を見かえしてみると、
今号のキーワードは関係性、そして対話であったように思われる。私とあ
なたの関係を問う前原論文、哲学カフェという教育実践を考察する江口論
文はもちろんのこと、調査者という研究者を対象とする松尾論文が間接的
に試みているのは、実のところ調査者と研究対象の関係のように思える。
他方、石川論文は、移民の子どもたちという（おそらく古くて）新しい存
在がどのように彼ら／彼女らが住む社会の人びとと付き合うのか、社会が
その子たちをどのように受け入れるのかを、見据えている。関係性という
より対話がキーワードになっているように思えるのは、中村論文の哲学詩
に関する論考、そして語学授業を通じて、教員と学生の対話のあり方を見
つめた須賀論文、さらに「こだまでしょうか」という呼びかけの言葉から
始まる金子みすゞの詩と、カリブ文学を対話的に読むことの可能性を論じ
た齋藤論文が続くからである。これらの論文は、ポスト 3-11 を生きるわた
したちに対話することを求めているのではないか。ぜひ本誌を読んでいた
だき、皆様にもその対話に加わっていただきたい。それが編集を終えた今
の筆者の願いである。
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