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第127号　2016年12月

多文化理解論の実践

－東西後朝考－

寺　田　龍　男＊
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１．はじめに

　筆者が北海道大学大学院教育学院で実施する「多文化理解論」は以下の目標を掲げる。

「この授業は「日本文化の基層」を課題とする。前近代から今日につづくいくつかの事象を題

材にして，異なる文化圏との異同を考える。世界中のどこにでも見られるモティーフでも，地

域や文化圏によりその表現や展開に大きな隔たりがある事例は少なくない。逆に従来日本社会

に固有の現象ととらえられていたのに，研究の進展によって他の文化圏の類似現象に注目され

るようになった事例もある。そうしたいくつかの例を通して，人類に普遍的な事象とその地域・

文化圏における独自性を考え，異なる文化を歴史的にとらえる視点を養うことがこの演習の目

標である。」（2016年度シラバスより）

　この目標を実現するため，本演習では世界中に広く見られる事象である「後朝の歌」をとり

あげる。日本における例を出発点として，他の文化圏における出現形態との比較を行い，標記

の目標の達成を目指す。そのため受講者は以下の作業を行う。

1. 文献に書かれた文章の細かなニュアンスを読み解く。

2. 学術文献に固有の独特な文体に習熟する。

3. 口頭発表・ハンドアウトの作成など研究に必要な作業に習熟する。

4. 短い文章を書く練習を繰り返し行う。

　筆者はこのように主として文献購読と議論により授業を進めている。以下では，その前提と

なる所与の条件，日本における状況，他の文化圏における状況とそれとの比較などについてま

とめ，実践報告としたい。

＊ 北海道大学大学院教育学院教授

DOI：10.14943/b.edu.127.1
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２．前提条件

　前近代社会における物語や歌は，今日とは比較にならないほど大きな意味を持っていただろ

う。ラジオからテレビ，そしてインターネットなどが日常生活に深く入り込んでいる現代では，

家族や親しい人々，あるいはお年寄りが物語を話して聞かせる機会は消滅しつつある。また農

耕などの仕事をしながら歌を歌う，人々の集まる催しで歌を歌うという機会も，なくなったと

はいえないものの，もはや日常の風景ではない。すなわちかつては，物語や歌が今日にいう娯

楽を越えて，人々の生活の一部だったにちがいない。現代との比較でいうならば，たしかに書

籍や文書資料も古くから存在したが，識字力をもつ人々は限られていた。初めから文字文化の

中で構想されて書かれた作品を研究していると，私たちは時にそれらの作品が時代を代表する

ような錯覚に陥ることがあるが，文字で書かれた作品を享受したのは社会全体から見るとごく

一部の人々でしかなかったであろう。

　ここでいう物語と歌は，口承で語られたり歌われたりしたもののことである。ではなぜ口承

か。教育の制度が整えられて学校が社会の隅々まで普及することにより，人々の識字力は向上

した。しかしそうなったのは人類の歴史の中ではごく最近のことであり，それ以前の社会にお

いてはごく一部を除き，多くの人は文字と（ほとんど）無縁の生活を送っていたからである。

　筆者はこうした段階の社会で多くの人が語り，また歌ったであろういくつかのジャンルを研

究している。そのうちのひとつである「叙情詩」，中でも「後朝の歌」（西欧語ではalba，

dawn song, Tageliedなど）を多文化理解論の演習でテーマとしている。その理由は，男女間

の恋愛や欲求が人類に普遍的なものであり，したがってほぼすべてといってよいほど多くの文

化圏で確認されているからである。しかもその出現のし方には共通性や類似性の他に，場合に

よっては著しい相違も観察される。演習の受講者は多様な背景をもつので，異なる文化を比較

して考察するには好個な素材であると考えている。

　なお，今日に残る作品やこれをとりまく記録はすべて文献資料に記載されている。したがっ

て私たちが考察の対象とするテクストは，前近代の社会における口承文化を純粋に再現したも

のとはいえない。まして日本の宮廷貴族社会で交わされた後朝の歌は，文字文化なしには考え

られない現象である。ただこの問題は避けることができない制約であるので，授業の最初でそ

の点を踏まえつつともに考えることを提起している。

３．日本社会における「後朝」の位相とその理解

　後朝という語は，現在では通常「男女が共に過ごした夜の後の朝」の意味で理解され，また

そう用いられている。しかしこれは江戸時代に入ってからの当て字で，それ以前は「衣衣」と

記されていた。当時は掛け布団がなく，人はそれまで身につけていた衣服を被ることで寝床に

入ったのである。共寝をした男女は，朝を告げる鶏や小鳥のさえずりを聞くと，別れを惜しみ

つつ肌着（衣）を相互に交わしたり，あるいは一方が他方から譲り受けたりする。

　だが当然のことであるが，宮廷社会では一組の男女がこの段階に至る前に，双方の合意が形

成されていなければならなかった。当時は貴族社会の女性が他人に顔を見せることはなかった
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ので，現代風にいえば自分で勝手に熱くなった男は恋文（和歌）を書いて相手の女性に届ける。

むろん貴族であるから自分で直接訪ねるのではなく家の者を使いとして送る。その歌が気に入

られればやりとりが進む。こうしたプロセスを経て深夜に訪ねてもよいというサインをこめた

返歌が送られれば，双方の合意が成立し，ことに至る。一方，この種の逢瀬は公然と認められ

た関係ではないから，男は陽が昇る前に女性宅を辞去しなければならない。当時の「朝」，す

なわち労働の開始時刻は今日より早く，夜明けとともに多くの人々がそれぞれの生業を始めた

であろうから，鶏鳴を聞いたら即座に退出しなければならなかった。男が関係の継続を望む場

合は，帰宅後できるだけ早く相手の女性に歌を詠んで届ける。これが後朝の歌であり，今日に

残る和歌集に多数収録されている。類歌はすでに『万葉集』に例があり，女性からの返歌が残

されている場合もある。

　こうした日本の平安時代を中心とする宮廷社会の現象は，受講者の関心を強く惹くようであ

る。しかし，文章にするとわずか十数行の内容ではあっても，異なる文化圏で生じた類似の現

象を比較考察する出発点となるので，時間をかけて詳細かつ適切に説明しなければならない。

日本で初等中等教育を経験した参加者であれば，教員である筆者と理解に一定程度の共通基盤

があることが期待できる。たとえ知識はそれほどなくても，補足により理解を進めることはむ

ずかしくない。しかし現在までの履修者は日本文化を背景に持たない人が圧倒的に多い。その

ためまず，この国の中世社会の概略を（筆者の知識と能力が及ぶ限りで）説明しなければなら

ない。授業の最初の段階では必要十分な基礎知識を伝達する必要がある。各受講者があとの段

階で関心を持つ文化圏の諸現象を考察する作業の土台となる知識も得られるよう導かなくては

ならない。

４．アーサー・T・ハットーの『EOS』

 そこで次に日本以外の国々や文化圏に目を向ける。まず最初に参考にするのはアーサー・

T・ハットー（編）の『EOS』である。この研究書は1965年の刊行以来すでに50年以上経過し

ているが，世界のあらゆる地域・文化圏のアルバをそれぞれの専門家が解説したものであり，

今なお必読文献である。この800頁を超える大著を通読するのはむろん演習の目的ではないが，

ヨーロッパ各国だけでなく中国・朝鮮・日本などの東アジアから東南アジア，インド，中央ア

ジア，中東イスラム圏などがそれぞれの専門家により網羅的に記述されている。演習では受講

者の関心に応じて導入の書として用いる。いずれの項目もほぼ，大局をつかむことに長けた

ヨーロッパの研究者によって著わされておりたいへん参考になる。そして何より，「後朝」あ

るいはdawn songは特定の文化圏から出発して各地に伝播したのではなく，あらゆる地域や

文化圏で他から影響を受けることなく成立していることが理解される。人間の根本的な欲求や

営みと強く結びついた現象と想定される所以である。

　ハットーの『EOS』は概説の集積なので，基本的な部分以外は必要に応じて取捨選択の上

で講読する。さてその次には，筆者の主たる研究対象である中世ドイツ語圏の作品群を読んで

いくが，従来ドイツ語を解する受講者が一人もいなかったため，高津春久編『ミンネザング』

やピーター・ドロンケ編『中世ヨーロッパの歌』を用いながら日本語で購読する。（ドロンケ
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については必要に応じて英語原著も用いる。）共通点や類似点はすぐ目につく。人目を忍んで

逢う二人の男女であるが，去らねばならないのはいつも男の方である。また朝を告げる鳥のさ

えずりや夜警の声に悲しみや落胆，時には怒りも表現される。だが大きな相違点もある。日本

社会で贈答された後朝の歌は和歌集に多数収録されているだけでなく，貴族の日記など様々な

史料から，歌の贈答が事実として行われていたことが明らかである。また男が様々な女性の許

に通っていたことだけでなく，時期は重なっていなくても一人の女性が複数の男と歌を交わし

ていたことも知られている。貴紳の館では歌合も盛んにおこなわれていた。

　しかし少なくとも筆者の知る限り，中世ヨーロッパの社会でdawn songが現実に交わされ

ていたことを証明する史料は発見されていない。それどころか実態はたいへん厳しく，貴族社

会では未婚の女性の許に男が「通う」ことなど考えられないという。また姦淫のせいで，ある

いはその疑いがあるというだけの理由で処刑された人々の例も枚挙に暇がない。ヨーロッパの

各国語文芸では，12世紀以降今日に至るまでこのテーマで作られた作品が莫大な数に上るのだ

が，これらは社会の実態を反映しているのではないかと問うと，西洋の研究者たちからはほぼ

口をそろえて否という答えが返ってくる。歌の主題としては人気を博した。実際にそのような

ことが行われたことはあったかもしれないが，証拠が残されていない。このような歌を詠んだ

詩人と聞き手である聴衆は，基本的には娯楽として享受したのであろうという。『ヴァルトブ

ルクの歌合戦』という作品も残されているのだが，そこに描かれた歌合戦はまったくの虚構で

しかない。筆者もこの通説に異論はない。しかし歌合がまったくない土壌でいきなり歌合戦の

物語が発生したと考えるのも不自然ではないだろうか。

　相互に直接の影響関係が認められない（あるいは証明されていない）ヨーロッパの歌に関す

る問題を，日本の歌謡に引きよせて回答を与える意図はない。しかし，まったくの空想でしか

ないのであれば，それにもかかわらず同じテーマが数百年にわたって強靭に生き続けたのはな

ぜだろうか。この問いに対する答えは，現在の筆者には提示できない。そこで本演習の参加者

は，上述の諸問題を意識しつつ，各自が関心を持つ国や文化圏に残された後朝の歌を考察し，

その結果を発表して議論に供することとなる。

５．多様性

　日本の後朝の歌については，作者（あるいは作者とされる人物）について多くの史料が残さ

れていることから，ここまで述べてきたように成立事情に関してある程度の推測が可能である。

しかしたとえばドイツ語圏ではそうは行かない。1200年前後に活躍したヴァルター・フォン・

デア・フォーゲルヴァイデ（Walther von der Vogelweide）は，ドイツ語圏なら誰でもその

名を知っているといわれるほどの叙情詩人だが，その名前が記された史料は一点しか見つかっ

ていない。そこに記されるのは，旅路にあったパッサウの司教の前で歌を披露した報酬として

毛皮のマントを購入するため，いくばくかのお金が支出されたということのみである。13世紀

半ばから後半にかけて作品を残したウルリヒ・フォン・リヒテンシュタイン（Ulrich von 

Liechtenstein）や14～15世紀のオスヴァルト・フォン・ヴォルケンシュタイン（Oswald von 

Wolkenstein）についてはきわめて多くの史料が残されており，とくに後者についてはその人
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生行路を辿ることが可能である。しかしどちらもドイツ語版の後朝であるTageliedをはじめ

数々の作品を残しているにもかかわらず，両者の文芸活動に関する記述はそれらの史料にまっ

たくない。高位聖職者（ザンクト・ガレンの司教）がTageliedごときを歌っている，という批

判的言辞を残した詩人はいるのだが，文芸作品という枠の中であるため，史料としての信頼性

には問題がある。

　また中国にも後朝の歌はあるものの（『詩経』「女日鶏鳴」「風雨」「鶏鳴」），そこに登場する

男女は他の多くの文化圏とは異なり，別れの悲しさを歌うのではない。これらの作品では，正

式な夫婦ないしこれから夫婦になる二人が朝を迎えた歓びを歌うのである。

　これらドイツ語圏と中国の例だけを見ても，「後朝」のひとことではくくりきれない多様性

があるといわなくてはならない。日本の状況を中心に据えてみると，ドイツ語圏の多様性はま

さに空白だらけである。しかしその一方で，ドイツ語圏の研究には汎ヨーロッパ的な広い視野

による厚みがあることもまた事実である。受講者にはこうした点を十分に理解してもらう必要

がある。

６．前近代の日本社会における男女関係

　ここで再び日本の状況に戻る。後朝の歌は，男が女性の居宅を深夜に訪れるパターンである

ことはすでに述べた。三夜つづけて通うと婚姻の成立として認められたともいわれる。しかし

その結びつきは緩やかであり，男が通わなくなり自然消滅することは少なくなかった。その一

方で，正式な婚姻のいわば「前段階」という性質から，男も女も代作者の手を借りて歌を交わ

すことがあった。貴族社会の婚姻のあり方には今なお不明な点が多々あるが，処女性が重視さ

れるかどうかという観点では，西欧社会とは大きく異なるであろう。それは貴族社会だけでは

ない。『風土記』や『万葉集』に撰ばれた歌謡からも知られるように，当時の列島社会ではか

なり広い層で，婚姻や男女関係の在り方に独自性が見られる。たとえば春の歌垣にまつわる歌

では，豊穣を神に祈る祭りの後，世俗の男女の縁が切れて「自由な」関係が結ばれたことが示

されている。（これらについては研究史に厚い蓄積がある。）時代は下るが，男女関係のあり方

の違いを示す例としてよく知られる，ポルトガル人宣教師ルイス・フロイス（Luis Frois, 

1532－97）の記述をここで引用する。

「日本の女性は処女の純潔を少しも重んじない。それを欠いても，名誉も失わなければ，

結婚もできる。」（『ヨーロッパ文化と日本文化』39頁）

処女の純潔性を重視するヨーロッパの価値観をもつフロイスは日本社会のあり方に驚き，批判

的にとらえたのであろう。それはこの記述が女性に関する章の冒頭に置かれていることからも

わかる。しかし歴史学者の網野善彦は，これらの記述がけっして誤解や誇張ではなく，当時の

社会の実態を反映したものであろうと解釈する（網野『中世の非人と遊女』194－199頁）。遠

い過去からごく最近に至るまで，列島社会では多くの社会階層で現代とは大きく異なる社会通

念が支配していたのであろう。宮本常一や赤松啓介らの報告は，こうした観念にもとづく習慣

がその後も長く残っていたことを伝えている。（宮本の方法論には批判もあるが，ここでは立

ち入らない。）表面的には単なる放縦にしか見えないかもしれないが，そこには一定のルール
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があったことも明らかにされている。

　中世の日本社会ではこの歌が慣習化した事実の反映であり，男女関係については女性にも相

当程度の「自由」があった。しかもいわゆる「後宮文学」はそうした女性の自由さを背景に隆

盛を見たものである。後宮が特定の男性から完全に独占されるようになると女性の文芸活動も

衰退したという指摘（網野『中世の非人と遊女』222－241頁）は，多くの人に発想の転換を迫

るであろう。女性文学の衰退は宮廷文学全体の衰退と軌を一にする。武士が政治の実権を握り，

貴族層の経済力が弱まり，文芸活動に意を向けるゆとりがなくなっていったのが根本的な理由

である。

　日本のさまざまな社会現象を外国や異なる文化圏のものと比較する試みは，元来古くから行

われている。江戸時代までは巨大な影響を受けた中国が主たる対象であった。明治維新以降は

西洋の列強諸国がとって代わり，文学だけでなく歴史学などで様々な視点が提示されてきた。

「夏目漱石の作品における英文学の影響」のような場合と違い，相互に直接の影響関係が見ら

れない古代中世文学の「比較」（ないしはむしろ「対比」）は，研究分野としてはたしかに確立

していない。しかし自国自文化の枠の中だけで考えていては解決の糸口が見出せない課題が

けっして少なくないこともまた明らかである。こうした観点から，近年日本の古代文学の研究

者が注目する中国の少数民族の伝統習俗（歌垣など）に関する資料も演習で援用している。『万

葉集』や『風土記』から1000年以上隔たり，なおかつ異なる文化圏に残る習慣を「比較」する

ことには批判もある。しかし中国に限らず異なる文化圏に出自を持つ受講者はもちろん，一般

の日本人学生にとっても好個のテーマであることは彼ら彼女らの参加姿勢から十分に読み取る

ことができる。それどころか，非日本語文化圏出身の受講者が行った文献調査からはいくつか

の知見が得られている。（これらについては本学院博士課程の大学院生が考察を進めているの

で，ここで立ち入ることは差し控える。）豊かな将来性をもつテーマと考える所以である。

７．おわりに

　『万葉集』や『風土記』の歌垣関連の記述や平安時代の後朝の歌については，当時の人々に

広く共有された様式が刷り込まれており，またひとたび出来上がった作品が人々の期待により

強く沿うよう改変された可能性がある。それは中世ドイツのTageliedでも同じである。しかし

それでも，繰り返すが，日本の後朝の歌が宮廷社会で容認された生活様式に付随する習慣であ

ることは疑いようがない。代作が広く行われていた事実は，様式に則ることがいかに重要だっ

たかを示すといえる。これに対して，そのような習慣性が証明されていないドイツでも，ヴォ

ルフラム・フォン・エッシェンバハ（1200年頃）が創作したいくつかの歌がのちの作品に大き

な影響を与えている。この現象もある意味で様式化の進行とみなすことができるだろう。内容

の革新よりも広く受け入れられる形式に従うことが重視されたからである。しかし時代が下る

と「Tageliedなど虚言（lügemære）である」という言辞も現われる。こうして見ると，日独

両文化圏の違いが大きいことをあらためて認識しなければならない。しかしまさにそうである

からこそ，受講者の知的好奇心を刺激することができると筆者は考えている。

　なお参加者から寄せられる質問には難問が少なくなく，筆者にはいくら調べてもわからない
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事態が頻発する。開講責任者としては恥じ入るしかないが，そのような質問や問題提起で演習

のテーマの根幹にかかわるものは，レポートとして受講者それぞれの仮説を提出してもらうこ

とにしている。専門としない人々からの思いもよらぬ指摘は，新たな発展への刺激と示唆に満

ちているからである。
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工藤隆『歌垣の世界　歌垣文化圏の中の日本』東京（勉誠出版）2015年

倉田実『王朝の恋と別れ－言葉と物の情愛表現』東京（森話社）2014年

高津春久『ミンネザング（ドイツ中世叙情詩集）』東京（郁文堂）1978年

ピーター・ドロンケ『中世ヨーロッパの歌』髙田康成（訳）東京（水声社）2004年

Arthur T. Hatto （ed.）: EOS. An Enquiry into the Theme of Lover's Meetings and Partings at 

Dawn in Poetry. The Hague: Mouton 1965

ヨアヒム・ブムケ『中世の騎士文化』平尾浩三・和泉雅人・相澤隆・斎藤太郎・三瓶慎一・一條麻美子（訳）

東京（白水社）1995年

古橋信孝『古代の恋愛生活－万葉集の恋歌を読む』東京（吉川弘文館）2016年
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－Dawn Songs in the East and the West－
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Abstract

As Arthur T. Hatto showed in his voluminous edition EOS （The Hague 1961）, the dawn song 

is a polygenetical phenomenon all over the world. The old Japanese version is called Kinuginu 

which today means that several layers are worn upon another: Under these layers a man and a 

woman spent the night together. The theme of these songs is, as everywhere else, the pain of 

and after departure. One of the features of Kinuginu is its historical character because this alba 

is not a social game but part of ritualized customs. Evidences from many medieval documents 

reveal that these songs were thoroughly related to reality, so that it is sometimes possible to 

reconstruct the process of who sent a poem to whom and when and how in court society.

The sense that not only men but also women － virgins or not － do not hesitate to engage 

in a sexual relationship seems to have spread all over medieval Japan. Moreover, it is well 

known that this art of‘freedom’lingered until several decades ago in many regions of Japan.

In this seminar, students from various backgrounds select a subject they are interested in, 

compare it with the Japanese equivalent and formulate a hypothesis that could add insight to 

both research fields.


